
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

１　行財政改革による行財政運営の適正化 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

平成24年度上半期の進捗状況（Ｈ24.9 .30現在）

取組の具体的な実施内容実施状況平成24年度平成26年度 24年度目標に向けた
進捗状況

小項目（１）

小項目（２）

第４次行政改革推進計画の平成24年度上半期の進捗状況

Ｐ：計画、目標 Ｄ：取組の実施状況

主管課

大項目

中項目

個別計画等

目標

平成24年度取組内容

進捗状況を判断した理由

Ａ：平成24年度下半期の取組Ｃ：目標に向けた進捗状況

進捗を改善するための取組内容
※24年度目標に向けた進捗状況が
「課題あり」の取組項目のみ記載。

資料 2

（１）　マネジメントシステムの強化 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

１　戦略的な視点を持った施策・事業
の重点化 政策協議

重点化する施策、その施策を具体化
するための主要事業を選定し、予算
の優先配分がされている状態

第5次総合計画の進捗状況や時々の
行政課題を基にした政策協議の実施
により、重点化する施策等を選定
し、予算の優先配分がされている状
態

・第5次総合計画の進捗状況の
検証
・政策協議の実施
・重点化施策、主要事業の選
定と翌年度予算への反映

○

7月から、担当部局による公
約、H25重点施策、重点テーマ
についての進捗状況の確認・
評価と課題の抽出に取り組ん
だ。
担当部局による評価等を基
に、政策協議を実施し、
「『すこやかなまち』づくり
への取組」の視点から第5次総
合計画及び公約の進捗状況を
確認するとともに、予算編成
に向け、H25年度重点施策及び
重点テーマ（案）を作成し
た。

順調

第5次総合計画及び公約の進捗状
況を確認し、H25年度重点施策及
び重点テーマ（案）を作成した
ことにより、H25年度予算編成に
向け、10月の政策協議とその後
の施策の重点化と事業の選択に
取り組む下地を整えた。

－
○企画課、
政策調整
課、財政課

２　事業の成果等の評価による事業展
開の方向付け 事業評価

全ての事務事業を対象として事業評
価を実施することにより、事業展開
の方向付けがなされた状態

事業評価の実施により、今後の事業
展開の方向付けがなされ、新年度予
算編成に反映されている状態

事業評価の実施 ○

7月から8月にかけて実施した
事業評価において、全ての事
業を対象に必要性や効果的・
効率的な事業実施の観点から
検証・評価し、事業の改善・
廃止など今後の事業展開の方
向付けを行った。

順調

事業評価の結果を予算要求説明
書に転記することとし、25年度
予算要求に反映するための準備
を整えた。

－
○行政改革
推進課、財
政課

（２）　健全財政の推進 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

①　効率的で効果的な財政運営 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

7月から8月にかけて実施した

3　事業の終期の明確化 事業評価
全ての事業について終期が検討さ
れ、終期が設定できる事業は、終期
が明確になっている状態

事業評価の実施により、終期設定が
可能な事業が明確になっている状態 事業評価の実施 ○

7月から8月にかけて実施した
事業評価において、全ての事
業を対象に終期設定の可否を
検討し、終期設定が可能な事
業については、終期の年度を
設定した。

順調
事業評価の実施により、終期設
定が可能な事業の終期を明確に
した。

－ 行政改革推
進課

4　各種事業計画の策定 各種整備計画 整備計画に基づき、優先度の高い事
業から実施されている状態

整備計画に基づき、優先度の高い事
業から実施されている状態

必要に応じて整備計画のロー
リング － 上半期の取組はなし。 順調

必要に応じて、各種整備計画の
ローリングを行い、計画に基づ
き優先度の高い事業から新年度
予算へ反映していく。

－ 行政改革推
進課
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5　重複・類似事業の見直し 事業評価
全ての事業について、重複・類似事
業が検証され、整理・統合や、所管
の見直しが行われている状態

重複・類似事業が検証され、整理・
統合などが行われている状態 事業評価の実施 ○

7月から8月にかけて実施した
事業評価において、重複・類
似事業の検証を行い、整理・
統合の検討が必要な事業を抽
出した。

順調

事業評価により抽出した事業に
ついては、「改善・廃止計画」
に基づき進捗管理を図り、整
理・統合に向けた取組を進め
る。

－ 行政改革推
進課
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6　財政調整基金の活用と確保 財政調整基金
活用計画 基金残高25億円以上を維持

年度末基金残高
25億円以上の維持
（財政計画値：83億円）

・多額の一般財源を要する事
業や後年度負担の軽減に資す
る事業への財源措置
・災害等不測の事態への財源
措置
・第4次行政改革推進計画に掲
げた具体的な取組のさらなる
強化による歳出削減と歳入確
保による残高確保
・予算執行において生じる不
用額の確実な留保による残高
確保

○

豪雪や暴風、地滑り等災害へ
の対応に財政調整基金を活用
しつつも、基金残高水準の1
つの目安といわれる、標準財
政規模の5％に相当する25 億
円を維持している。
（9月補正後：67億円）

課題あり

災害等不測の事態が生じた場
合、さらなる基金の取り崩しが
必要となる。
（参考･･･平成23年度豪雪対応：
23億円）

予算執行において生じる不用額の確実
な留保により残高を確保する。 財政課

確保

手数料改定計
画

住民サービスの提供に対する受益者
負担が適時・適正に見直しされてい
る状態を維持

基本方針策定
手数料の設定

基本方針策定
改定作業 ○

方針協議に向け、積算方法等
を検討中。方針協議を経て、
平成25年度予算編成時に通知
予定。

課題あり

昨年度のルール化に向けた試算
において検討事項とした個別の
問題点について、最終的な調整
を行っている。

問題点を早急に整理し、改定方針を定
める。３月の条例改正に向け事務を進
める。

財政課

使用料改定計
画

施設サービスの提供に対する受益者
負担の割合が低い施設使用料を改定
し、受益者負担の適正化が図られて
いる状態を維持

基本方針策定
標準施設使用料及び個々の施設使用
料の設定

基本方針策定
改定作業 ×

基本方針の策定に関して、政
策監協議（8/22）、両副市長
協議（8/27）を行った。

課題あり
施設所管課との調整、市長協議
が完了しておらず、基本方針を
策定するに至らなかった。

施設所管課との調整、市長協議を完了
し、基本方針の策定を行い、改定作業
に移る。

行政改革推
進課

8　市債元利償還金の繰上償還、借換 実質公債費比率16.0％以下を維持 実質公債費比率
14.6％

・対象の把握、貸付先等との
交渉
・利率5.0％以上の市債の補償
金免除繰上償還を実施44,691
千円（利子軽減額5,705千円）

○

補償金免除繰上償還のための
財政健全化計画（延長計画）
を国県と協議中。12月に延長
計画承認の見込み。

順調 延長計画の承認を受けた後に、
繰上償還を実行できる見通し。 － 財政課

公債費等縮減

7　受益者負担の適正化

9　通常分の市債発行の抑制 実質公債費比率16.0％以下を維持 実質公債費比率
14.6％

・普通建設事業等の市債対象
事業を精査
・交付税措置の無い市債発行
の抑制
・退職手当債の発行取り止め
（発行可能額 429,800千円）

○

平成24年度予算編成時に適債
事業を精査済。交付税措置の
ある有利な起債を中心に、起
債の同意等手続きを進めてい
る。

順調
平成24年度取組内容3項目は、精
査を経て予算化されており、起
債手続も順調に推移している。

－ 財政課

10 各種特別会計の必要性の検証と見
直し 事業評価 全ての特別会計について、必要性の

検討が終了している状態
特別会計の必要性が検証され、整
理・統合などが行われている状態 事業評価の実施 ○

7月から8月にかけて実施した
事業評価において、特別会計
の必要性の検証を行った。

順調

検証結果を踏まえ、地球環境特
別会計の整理・統合に向け、一
般会計化の可否も含め、検討を
進める。

－ 行政改革推
進課

11　委託効果が高い業務への民間等委 学校給食調理 ・委託実施校の実施状況の確
認と検証

・給食調理業務民間委託等実
施校16校は、受託業者との打
合せ会や給食運営協議会の開
催を通して、衛生管理や調理
業務が問題なく行われている
ことを確認しており、安全安

・民間委託等実施校においても
安全安心でおいしい給食を提供
することができた。

公債費等縮減
計画

11　委託効果が高い業務への民間等委
託導入の推進

学校給食調理
業務の民間委
託計画

委託実施校22校 委託実施校16校 認と検証
・次年度新規3校実施に向けた
業者選定等

○
ことを確認しており、安全安
心な給食を提供できた。
・25年度については、新規業
者参入の促進、市職調理員数
の動向、学校栄養職員の配置
等勘案して、計画を前倒しし5
校で実施する方針を決定し
た。

順調 することができた。
・25年度方針の決定を受け、今
後、年内に業者選定、内定作業
等を終了できる見込みである。

－ 教育総務課

12 事業の改善・廃止計画の適切な進
捗管理

改善・廃止計
画

改善・廃止計画に基づき、事業の適
切な進捗管理がなされている状態

改善・廃止計画に基づき、適切に事
業が進捗管理されている状態

改善・廃止計画の見直し及び
適切な進捗管理 ○

4月と8月に、各課等に対し、
改善・廃止計画に基づく事業
の進捗状況を照会し、確認し
た。

順調

引き続き、改善・廃止計画に基
づく進捗管理の徹底を図るとと
もに、新年度予算に的確に反映
していく。

－ 行政改革推
進課
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②　公の施設の見直し － － － － - － － － － 行政改革推
進課

公の施設の再
配置計画

約1,000ある公の施設のうち、概ね1
割の施設が再配置（統廃合等）され
ている状態（実質再配置対象約600
施設）

再配置の実施
・地元等との合意形成（説明
会の実施など）
・再配置の実施

○

・7月9日の総務常任委員会の
所管事務調査において、平成
24年度の再配置予定23施設を
提示した。（10月3日の厚生常
任委員会において、デイサー
ビス施設等30施設の廃止を提
示）
・個々の施設の再配置に関し

順調

平成26年度までの実施のうち、
平成24年度実施分について、年
度末の廃止に向けた筋道を付け
ることができた。

－ 行政改革推
進課

・個々の施設の再配置に関し
て、地域協議会等に説明を行
い、理解を求めた。

保育園の再配
置等に係る計
画

公立保育園数49園⇒44園 公立保育園数49園 保育園の再編に向け、地域と
の協議開始 ○

　保護者や地域住民との協議
や説明会を行い、概ね了解を
得ている。

順調

・谷浜、桑取　…　新保育園建
設に向けた具体的な業務に着手
している。
・下正善寺　…　保護者、地域
住民の了解を概ね得ている。
・東城　…　保護者、地域住民
の了解を得ている。

－ こども課

14 公の施設の除却計画の作成による
計画的な施設の除却

公の施設の除
却計画

・活用されていない施設が除却され
不必要な維持管理費が生じない
・除却後の土地が適正に利活用され
ている又は売却されている

計画に基づく事業実施

・計画に基づき財政状況に応
じた除却を実施
・除却後の土地処分
・公の施設の再配置計画等を
踏まえた除却計画の見直し

○

・調整が完了していて直ぐに除
却着手可能な施設を優先的に
H24予算に計上。47施設中、17
施設で解体、2施設で調査設
計。
・H26年度中に当初計画の除却
を完了するよう計画を進める。

順調

・H24年度は計画どおりに除却解
体工事・調査設計委託に着手し
ており、年内に解体工事完了の
見込み。

－ 用地管財課

13　公の施設の利用状況等を踏まえた
再配置計画の策定と実施

③　第三セクター等の経営改善 － － － － - － － － － 行政改革推
進課

15 市の関与度合いが高い第三セク
ターの経営の健全化と今後の方向性の
明確化

第三セクター
の見直し方針

第三セクターの経営基盤が強化さ
れ、持株会社に参加した子会社の経
営状況が改善されている状態（単年
度黒字の計上又は単年度赤字幅の縮
減）

経営統合（持株会社化）の実施 持株会社の設立 ○

第三セクターとの協議を踏ま
え、7社による持株会社設立準
備会が設置。（準備会設置：
平成24年10月1日）

課題あり

持株会社設立準備会の設置が当
初の計画より遅れたため、年度
内の持株会社の設立に向けた実
務作業のスケジュールがタイト
になっている。

公認会計士から専門的な助言・指導を受
けながら、持株会社設立準備会における
作業スケジュールの再構築を図る。

行政改革推
進課

16　土地開発公社の債務整理推進のた
めの具体的な対応策の検討

土地開発公社
の経営の健全
化に関する計
画

土地開発公社の経営の健全化

・公社保有地の削減
・借入金利子への補填
・三セク債導入による公社債務の整
理

・市の買戻しと民間への売却
・借入金利子への補填
・三セク債の発行
（発行見込額 17,329,100千
円）
・公社保有地の継承

○ 9月に三セク債を発行し、公社
債務の代位弁済を実行した。 順調

起債の早期協議制度により三セ
ク債を発行し、公社債務の代位
弁済を予定どおり実行できたた
め。

－ ○用地管財
課、財政課

④　公営企業等の経営健全化 － － － － - － － － － 行政改革推④　公営企業等の経営健全化 － － － － - － － － － 行政改革推
進課

○ガス事業、水道事業、簡易水道事業 － － － － - － － － － 行政改革推
進課

17　未納料金の縮減

平成26年度末未納金残高
＜ガス＞39,523千円（平成22年度末
比100万円縮減）
＜水道＞38,987千円（平成22年度末
比40万円縮減）
＜簡易水道＞918千円（平成22年度
末比20万円縮減）

平成23年度末比縮減額
・ガス25万円
・水道10万円
・簡易水道5万円

・財政の健全化及び公平な負
担の原則から、停止処分の継
続的な実施
・料金徴収業務委託による民
間ノウハウを活用した未納金
の回収

○

・財政の健全化及び公平な負
担の原則から、停止処分の継
続的な実施を行った。
・料金徴収業務委託による民
間ノウハウを活用した未納金
の回収を行った。

順調

・平成23年度末比の縮減額実績
について、下記のとおり目標を
達成したため（8月末実績値)。
　ガス　  1,124万円縮減
　水道　    259万円縮減
　簡易水道   92万円増加
　※簡易水道の未納金は、大島
区あさひ荘倒産による影響額(71
万円）を含む。

－
ガス水道局
お客様サー
ビス課
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第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

平成24年度上半期の進捗状況（Ｈ24.9 .30現在）

取組の具体的な実施内容実施状況平成24年度平成26年度 24年度目標に向けた
進捗状況

小項目（１）

小項目（２）

Ｐ：計画、目標 Ｄ：取組の実施状況

主管課

大項目

中項目

個別計画等

目標

平成24年度取組内容

進捗状況を判断した理由

Ａ：平成24年度下半期の取組Ｃ：目標に向けた進捗状況

進捗を改善するための取組内容
※24年度目標に向けた進捗状況が
「課題あり」の取組項目のみ記載。

18　民間活力の導入
民間のノウハウを活用した方が効率
的である業務について整理を行い、
事業の効率化が図られている状態

民間のノウハウを活用した方が効率
的である業務について整理を行い、
事業の効率化を行う。

・料金徴収業務委託実施
・業務効率化の検討 ○ ・料金徴収業務委託を実施し

ている。 順調
・料金徴収業務委託の結果、特
に未収金回収において、成果が
得られているため。

－

○ガス水道
局総務課、
お客様サー
ビス課

19　企業債残高の縮減

＜ガス＞平成22年度末比4億2,600万
円縮減
＜水道＞平成22年度末比4億4,400万
円縮減
＜簡易水道＞平成22年度末比4,200

企業債残高が前年度を上回らない状
態

年度末企業債残高
・ガス54億2,700万円
・水道135億1,700万円
・簡易水道34億3,500万円

○

・平成24年度企業債発行につ
いて、県の同意を得る準備を
進めた。その際、企業債残高
が前年度を上回らないよう留
意した。

順調
・平成24年度企業債発行及び償
還に伴い、年度末企業債残高が
計画通りとなる見込みのため。

－ ガス水道局
総務課

ガス事業・水
道事業・簡易
水道事業中期
経営計画

＜簡易水道＞平成22年度末比4,200
万円縮減

・簡易水道34億3,500万円 意した。

20 高い金利水準にある企業債の繰上
償還

水道事業及び簡易水道事業の企業債
における高い金利水準が解消された
状態

企業債の借換を実施

・利率5.0%以上の企業債の借
換を実施
・水道3億5,080万円
　（利子軽減額5,234万円）
・簡易水道7,610万円
　（利子軽減額1,760万円）

○
・利率5.0%以上の企業債をリ
ストアップし、国に対して借
換許可申請準備を行った。

順調 ・利率5.0%以上の企業債の借換
が実施できる見込みのため。 － ガス水道局

総務課

○病院事業 － － － － - － － － － 行政改革推
進課

未納料金縮減
計画 収納率99.5％ 収納率99.4％

・指定管理者との連携による
徴収事務の改善強化
・退院時精算の徹底
・支払誓約書の提出及び支払
相談の実施
・訪問収納及び訪問督促の実

○ ・退院時精算の徹底のほか、
訪問督促の実施 順調

昨年度の同時期の収納率を上
回っており、順調に成果が得ら
れている。上半期の長期延滞者
に対してさらに取組を強化し、
目標を達成する見込み。

－ 健康づくり
推進課

・訪問収納及び訪問督促の実
施

目標を達成する見込み。

医師確保計画 常勤医師10名体制 常勤医師2名確保（常勤医師9名体
制）

・大学医局への要請
・自治体病院協議会への情報
掲載
・関係団体からの情報収集

○

・医師紹介業者への登録
・自治体病院協議会への情報
掲載
・関係団体からの情報収集

順調
平成24年4月より2名増員、9月よ
り1名増員により、10名体制と
なった。

－ 健康づくり
推進課

○下水道事業 － － － － - － － － － 行政改革推
進課

22　使用料の増収
下水道接続等
推進計画（公
共下水道）

2,150,818千円の使用料歳入を目指
す。

・使用料2,083,375千円
・水洗化率92.1％

・戸別訪問による接続推進
・ＰＲ強化月間の設定 ○

・戸別訪問による接続促進
・ＰＲ強化月間における推進
活動の実施

順調 上半期中に850世帯が新規接続の
見込み。 － 生活排水対

策課

21　未納料金の縮減

23　施設管理委託料の節減
下水道汚泥減
量計画（公共
下水道）

平成26年度における発生汚泥量は年
間7,095ｔが見込まれている（平成
22年度比較559ｔ増）。このため、
発生汚泥量削減に向けた施設整備と
効率的な処理運転により262ｔの汚
泥の減容を図り、汚泥処
理費5,764千円の節減を図る。

・流入水量11,439,154㎥
・改善前汚泥量6,877t
・改善後汚泥量6,626t
・汚泥の減容量251t
・汚泥処理費節減額5,522千円

下水道センターでは、汚泥全
量の消化タンク投入（新たに
消化タンク2号機稼働）及び本
格稼働した遠心脱水機2号機の
効率的活用により、発生汚泥
量を抑制する。6か所の浄化セ
ンターでは、各施設規模に応
じた汚泥減容について費用や
効果などの検討を行ってい
く。

○

下水道センターにおいて、汚
泥全量の消化タンク投入と遠
心脱水機2号機の効率的な運転
により、発生汚泥量を抑制し
た。

順調 汚泥の減容量が目標数量を達成
する見込み － 生活排水対

策課
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第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

平成24年度上半期の進捗状況（Ｈ24.9 .30現在）

取組の具体的な実施内容実施状況平成24年度平成26年度 24年度目標に向けた
進捗状況

小項目（１）

小項目（２）

Ｐ：計画、目標 Ｄ：取組の実施状況

主管課

大項目

中項目

個別計画等

目標

平成24年度取組内容

進捗状況を判断した理由

Ａ：平成24年度下半期の取組Ｃ：目標に向けた進捗状況

進捗を改善するための取組内容
※24年度目標に向けた進捗状況が
「課題あり」の取組項目のみ記載。

○農業集落排水事業 － － － － - － － － － 行政改革推
進課

24　使用料の増収
下水道接続等
推進計画（農
業集落排水）

570,165千円の使用料歳入を目指
す。

・使用料566,040千円
・水洗化率92.4％

・戸別訪問による接続推進
・ＰＲ強化月間の設定 ○

・戸別訪問による接続促進
・ＰＲ強化月間における推進
活動の実施

順調 上半期中に40世帯が新規接続の
見込み。 ー 生活排水対

策課

現在3施設で導入している汚泥減容 ・流入水量3,346,260㎥ ・高士東部、頸城中部の2施設
に新規導入。 経費削減効果が認められる汚泥

25　施設管理委託料の節減
下水道汚泥減
量計画（農業
集落排水）

現在3施設で導入している汚泥減容
装置について経費削減効果が認めら
れることから、平成24年度以降計画
的に導入を進め、汚泥引抜処理費
7,830千円の節減を図る。

・流入水量3,346,260㎥
・改善前汚泥量19,391㎥
・改善後汚泥量17,435㎥
・汚泥の減容量1,956㎥
・汚泥引抜処理費節減額5,203千円

・新たに2施設で導入
（計5施設で実施）
・導入効果について検証

○

に新規導入。
・既導入済の3施設と併せて減
容装置の維持管理及び運転管
理を適切に行い、施設管理委
託料の節減を図った。

順調

経費削減効果が認められる汚泥
減容装置を本年度の計画どおり2
施設へ新規導入し、施設の適切
な維持管理と運転管理を行って
いるため。

－ 生活排水対
策課

⑤　市が保有する資源を活用した歳入確保 － － － － - － － － － 行政改革推
進課

26　市税等の収納率の向上
自主財源確保
計画（収納率
向上）

現年課税分収納率：
合計 97.80％
・市税 98.49％
・国民健康保険税 92.29％
・保育料 99.07％
・住宅使用料 97.56％

滞納繰越分収納率：
合計 18.42％
・市税 19.49％
・国民健康保険税 16.81％
・保育料 19.06％
・住宅使用料 27.68％

●現年課税分収納率
合計　97.73％
・市税　98.50％
・国民健康保険税　92.27％
・保育料　99.01％
・住宅使用料　97.50％
●滞納繰越分収納率
合計　18.41％
・市税　19.46％
・国民健康保険税 16.81％
・保育料　19.06％
・住宅使用料　27.68％

・納税相談の実施
・分納措置
・法的手段の行使
・コンビニ収納導入
　（軽自動車税）

○

・納税相談等による分納措置
や、差押及び財産調査等の法
的手段を行使し、徴収強化に
努めた。
・住宅使用料の収納率向上を
図るため、所管課と協議し、
具体的な対応策・手順等につ
いて協議した。
・計画どおり軽自動車税のコ
ンビニ収納を開始した。

順調

・納税相談や法的手段等行使の
ほか、23年度目標未達成の住宅
使用料について、対応策等を主
管課と協議し、9月から具体的な
徴収強化に取り組んでいる。
・コンビニ収納の導入により、
軽自動車税の督促状発行数が前
年度と比較し1,540件（1.5%）減
少し、新たな滞納の発生を抑制
するとともに、督促状発行経費
を削減することができた。

－ 収納課

・住宅使用料 27.68％ ・住宅使用料　27.68％

27　不用な資産の売却と貸付 公有財産売
払・貸付計画

平成23年度から26年度まで累計
2,280,771千円の売却・貸付 283,225千円

・年次計画により売却を実施
・公の施設の除却後の土地等
を含めた売却計画の修正

× ・旧南城町一丁目桝形住宅の
公募 課題あり ・公募売払土地の入札の不調

・再公募売払
・販売力を高めるため、不動産活用に
対する組織体制強化の検討を行う。
・土地開発公社から代物弁済により取
得する普通財産を売却、貸付計画に反
映する

用地管財課

自主財源確保
計画（特定目
的基金）

特定目的基金の適正水準の確保 計画に基づく活用
特定目的基金の活用
（社会福祉施設整備基金運用
益の活用5,340千円など）

○

社会福祉施設整備基金運用益
5,340千円を公立保育所施設整
備事業の財源に充当したほ
か、果実運用型基金の運用益
を基金の設置目的に照らし、
事業財源に充当した。

順調
基金運用益については、それぞ
れ事業財源として充当済であ
る。

－ 財政課

自主財源確保
計画（有料広
告）

広告収入額9,000千円 広告収入額8,500千円

広報じょうえつや市ホーム
ページ、市名入り封筒など各
種封筒に有料広告を掲載す
る。また、新たな広告掲載媒
体の掘り起こしなど、歳入拡
大につながる取組に努める。

○

広報じょうえつや市ホーム
ページ、市名入り封筒など各
種封筒に有料広告を掲載し
た。

順調
計画どおり有料広告掲載の取組
を進めており、目標とする広告
収入額が見込まれる。

－ 行政改革推
進課

28　その他収入の確保

（３）　組織機構改革 － － － － － － － － － 人事課

29　適正な職員定員管理 定員適正化計
画 職員数1,973人 職員数2,008人 計画に基づき職員定数を適正

に管理 ○

計画に基づき、市全体の業務
量、職員の退職・辞職の動向
等を踏まえ、必要な職員数を
確保した。

順調
・平成24年4月1日現在の職員数
は、1,992人であり、目標の
2,008人を16人下回った。

－ 人事課
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第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

平成24年度上半期の進捗状況（Ｈ24.9 .30現在）

取組の具体的な実施内容実施状況平成24年度平成26年度 24年度目標に向けた
進捗状況

小項目（１）

小項目（２）

Ｐ：計画、目標 Ｄ：取組の実施状況

主管課

大項目

中項目

個別計画等

目標

平成24年度取組内容

進捗状況を判断した理由

Ａ：平成24年度下半期の取組Ｃ：目標に向けた進捗状況

進捗を改善するための取組内容
※24年度目標に向けた進捗状況が
「課題あり」の取組項目のみ記載。

30 木田庁舎・総合事務所のあり方な
ど組織機構の見直し

組織機構が簡素で機能的となってい
る状態

平成25年度当初からの産業建設グ
ループの集約の試行実施に向け、内
部協議を完了し、十分な住民説明を
実施した状態

・本取組の必要性及び実施内
容の再整理
・グループ及び集約先の総合
事務所の決定
・新たな体制による業務分担
及び事務手順の見直し
・地域協議会等への説明会の
実施

○

・7月9日及び7月27日に開催し
た所管事務調査において、本
取組の必要性及び実施内容を
提示した。
・その後、9月18日に開催した
所管事務調査で個別具体の業
務手順を提示した。
・議会に提示した内容は、13
区の地域協議会及び町内会長
協議会へ適宜説明を行い、意
見交換を実施している。

順調

・議会、地域協議会等から多様
な意見が出されているが、市が
直面している財政状況や人員の
適正配置の必要性など、総論部
分の理解は深まりつつある。
・各論部分としての業務分担及
び事務手順の見直しについても
説明・意見交換を進めており、
10月下旬には、グループ及び集
約先を提示する予定である。

－ 人事課
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第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

平成24年度上半期の進捗状況（Ｈ24.9 .30現在）

取組の具体的な実施内容実施状況平成24年度平成26年度 24年度目標に向けた
進捗状況

小項目（１）

小項目（２）

Ｐ：計画、目標 Ｄ：取組の実施状況

主管課

大項目

中項目

個別計画等

目標

平成24年度取組内容

進捗状況を判断した理由

Ａ：平成24年度下半期の取組Ｃ：目標に向けた進捗状況

進捗を改善するための取組内容
※24年度目標に向けた進捗状況が
「課題あり」の取組項目のみ記載。

（４）　人材育成 － － － － － － － － － 人事課

・新規採用職員については、
新規採用職員研修時に、職員
行動規範の策定経緯や内容を
理解させた上で、「マイカー
ド・自分アクション」を名札
の裏に携帯させ、意識の高揚
に努めた。

31 職員として大切にすべき価値観・
基本姿勢の共有 人材育成方針 職員が職員行動規範に即した行動を

とっている状態
職員行動規範の実践を意識した行動
が高まった状態

・職員行動規範の周知
・「マイカード・自分アク
ション」の更新・実践

○

に努めた。
・その他の職員についても、
昨年度に引き続き、「マイ
カード・自分アクション」の
名札の裏への携帯を求め、意
識の高揚に努めた。
・各課等には、職員行動規範
を職員の視野に入りやすい場
所に掲示するよう求めてい
る。

順調
・職員として大切にすべき価値
観や基本姿勢の共有が進んでい
る。

－ 人事課

32 育成と任用が連動する人事行政の
推進

意欲ある職員に能力発現の機会が付
与され、任用・配置の際に見込んだ
とおりの役割を果たしている状態

職員の仕事への充実感と向上心が高
まった状態

・人事異動の基本原則の運用
・任用基準に基づいた任用の
実施
・自己申告制度の改善・運用

○

・年度内の人事異動に当た
り、人事異動の基本原則や任
用基準に基づいた配置換えを
実施した。
※　自己申告制度について
は、予定どおり、必要な個所
を見直した上で実施する予定
である。

順調 ・育成と任用が連動した人事異
動を実施した。 － 人事課

・副課長級に昇任した職員を

33　労務環境の整備
心身ともに健康な職員が相互に連携
し、チームワークを高めつつ、必要
な公務を遂行している状態

職員が心身ともに健康で業務を遂行
する状態

・時間外勤務の適正管理を含
む管理職のマネジメント能力
の強化
・職員と所属長が話し合う育
成面談の実施
・職員の健康管理の徹底
・メンタルヘルス研修の実施

○

・副課長級に昇任した職員を
対象に、マネジメントスキル
の向上を目的とした階層別研
修を実施した。
・年度当初に、課等の長によ
る職員との面談を実施し、期
待する役割等について話し合
う場を設定した。
・メンタルヘルス研修は、課
等の長を対象に7月に実施し、
副課長級・係長級の職員は、
10月に実施予定である。

順調

・時間外勤務の縮減に向け、各
課等の具体的な方策を確認する
とともに、部の主管課が部内の
各課等の状況を常に把握し、必
要な調整を行うこととした。
・メンタルヘルス研修では、特
に職員の不調への気付きとその
対応に重点を置いた内容とし、
ラインケアの強化を図ってい
る。

－ 人事課

34　基礎的な資質・能力の底上げ

研修で得た基礎知識・技能が、業務
上での活用の繰り返しにより定着
し、組織全体のパフォーマンスが向
上した状態

職階に応じた基礎的資質・能力が向
上した状態

・基礎・階層別研修の実施
・新規採用職員・若手職員の
育成

○

・新規採用職員研修、主任研
修等の基礎・階層別研修は、
本年度の業務スケジュールに
基づいて実施した。
・新規採用職員については、
「育成指導の心得」に基づ
き、職場の先輩職員により本

順調 ・職階に応じた基礎的な資質・
能力の向上が図られている。 － 人事課

き、職場の先輩職員により本
市職員として最低限習得すべ
き事項の教育が進められた。

35　専門性の伸長・特定専門分野の
キーマン育成

自己啓発や専門知識習得に向けた取
組意識が高まり、習得した知識・技
能をそれぞれの強みとして、業務遂
行に生かしている状態

職員の学習意欲が高まり、それぞれ
が強みとする専門性が向上した状態

・専門実務研修・長期派遣研
修の実施
・自己啓発・グループ学習活
動の推奨
・市民活動への参加推奨

○

・外部機関が実施する専門的
な研修や、長期派遣研修を実
施した。
・自己研修やグループ研修を
推奨し、活動経費等を支援し
た。
・職員行動規範に基づく「マ
イカード・自分アクション」
の一環として、市民活動への
参加を推奨した。

順調
・自己研修及びグループ研修の
件数が、前年度同期とほぼ同じ
件数となっている。

－ 人事課
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第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

平成24年度上半期の進捗状況（Ｈ24.9 .30現在）

取組の具体的な実施内容実施状況平成24年度平成26年度 24年度目標に向けた
進捗状況

小項目（１）

小項目（２）

Ｐ：計画、目標 Ｄ：取組の実施状況

主管課

大項目

中項目

個別計画等

目標

平成24年度取組内容

進捗状況を判断した理由

Ａ：平成24年度下半期の取組Ｃ：目標に向けた進捗状況

進捗を改善するための取組内容
※24年度目標に向けた進捗状況が
「課題あり」の取組項目のみ記載。

２　市民社会へのアプローチによる「新しい公共」の創造 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

（１）　近隣社会における共生 － － － － － － － － － 自治・地域
振興課

身近な地域における課題の解決を図
り、またはそれぞれの地域の活力向 地域の課題解決、地域の活力向上に

・市民の発意により実施する
事業について支援を実施

・地域の課題解決、地域の活
力向上に資する事業に支援を

目標達成に向け、提案が増加す
るよう周知等を徹底したことに

36 地域課題を自らのこととして考え
るきっかけづくりのための地域活動支
援事業の実施

地域活動支援
事業計画

り、またはそれぞれの地域の活力向
上のための提案事業の件数を増やす
とともに適切な支援により地域活動
団体の自立性が高められる環境を整
える。

地域の課題解決、地域の活力向上に
資する提案を増やすとともに地域活
動団体の自立性が高められる環境を
整える。

事業について支援を実施
・事業の提案が活発に行われ
るような仕掛けや計画の中間
点としての課題整理を進め
る。

○

力向上に資する事業に支援を
行った。
・活動団体の自立性が高めら
れるよう団体のサポートを
行った。

順調

るよう周知等を徹底したことに
より今年度400件以上の提案がな
された。また、事業の提案が活
発に行われるような仕掛けや計
画の中間点としての課題整理を
行った。

－ 自治・地域
振興課

（２）　多様な市民活動 － － － － － － － － － 共生まちづ
くり課

37 市民がボランティア等に参加しや
すい環境整備

ボランティアに関する情報を随時提
供することができ、かつ、ボラン
ティア活動に参加しやすいような多
様な参加パターンのボランティアメ
ニューが増え、市民がボランティア
活動に参加しやすい状態にする。

・ボランティアセンターを介しての
ボランティア活動件数(160件)
・ボランティア活動について学んだ
小中学校数（5校）

・NPO・ボランティアセンター
の運営
・ホームページ等によるボラ
ンティア関連情報の迅速な発
信
・広報紙、チラシ及びホーム
ページによるボランティアの
意義の普及啓発
・生徒、児童に対する情報の

○

市民のボランティア活動の促
進を図るため、NPO・ボラン
ティアセンターの運営及び
ホームページの更新等をNPO法
人に委託した。
また、ボランティアの普及啓
発のため、市内の小中学生に
ボランティアだよりを配布し
たほか、広報9/1号にNPO・ボ
ランティアセンターの情報を

順調

広報上越やチラシ配布等でボラ
ンティア情報を広く市民に周知
したことにより、NPO・ボラン
ティアセンターへの問合せが増
加するなど、ボランティア活動
の広がりにつながった。

－ 共生まちづ
くり課

ボランティア
活動等促進計

・生徒、児童に対する情報の
充実 ランティアセンターの情報を

掲載した。

38　ＮＰＯ・ボランティア等市民団体
の公益的な活動の支援

市民活動団体が市民から理解され、
活動が安定している状態

市民活動団体等の理解が進み、活動
しやすい状態

・ホームページ等による市民
活動団体情報の発信
・市民向けの市民活動団体の
現場体験の実施
・市民活動の場の提供

○

NPO・ボランティアセンターの
ホームページに市民活動団体
等の情報を掲載したほか、市
民プラザや雁木通りプラザ等
において市民活動の場の提供
を行った。

順調

ＮＰＯや市民活動等の理解を進
めるため、ホームページでの周
知のほか、ＮＰＯと連携した市
民活動団体の現場体験ツアーの
準備を進めた。

－ 共生まちづ
くり課

（３）　市民と行政の協働 － － － － － － － － － 共生まちづ
くり課

・NPO、市民活動団体との意見
交換
・13区住民組織との意見交換

・「協働を提案しやすい仕組
み」のあり方を改めて検討す
るため、NPOや13区住民組織の

活動等促進計
画

39　協働を提案しやすい仕組みの構築
地域の課題や公共の課題に対し、市
民と行政が協働して、その解決に向
けて取り組んでいる状態

・新しい公共の施策展開

・13区住民組織との意見交換
・施策展開に向けた内部検討
・市内の協働事例の調査
・「新しい公共」事例集の作
成
・協働の取組の拡充に向けた
事例集の公表

○

るため、NPOや13区住民組織の
関係団体と意見交換を行な
い、24年度以降の事業計画の
見直しを行った。
・新しい公共の施策展開に向
けて、市内の協働事例などの
調査を進めた。

順調
新しい公共の取組を広げるた
め、各地区の活動を取材し、事
例集作成の作業を進めた。

－ 共生まちづ
くり課

40　協働の場づくりのためのモデル事
業の実施

上越市における協働のモデル的な事
業が実施され、市民や職員にとっ
て、地域の課題や公共の課題の解決
に向けた市民と行政の協働による取
組が参考にされている状態

協働モデル事業の検討

・「新しい公共の場づくりの
ための支援事業（県補助事
業）」の実施
・｢新しい公共の場づくりのた
めの支援事業｣や、｢地域活動
支援事業｣の取組内容を検証
し、上越市における協働の姿
(モデル)を検討する。

○

・「新しい公共の場づくりの
ための支援事業（県補助事
業）」及び｢地域活動支援事
業｣の取組内容の聞き取りを行
い、各事業の検証を進めた。

順調

新しい公共の場づくりのための
支援事業（県補助事業）の「子
育て中の親支援事業」及び「新
しい公共型学校の実現」事業
は、予定どおり実施している。

－ 共生まちづ
くり課

協働促進計画
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