
行政改革推進計画　第2四半期進捗状況の一覧表

№ 内　容 18年度目標 18年度作業上の到
達点 進捗状況 概要 部局名 課名

■中目標1
行政運営の改善に向けた
体制整備

【定性目標】
職員と組織が、的確な改善を自
発的、継続的に行うような体制

・指標1：ＰＤＣＡサイクルに対する
職員の理解度100％
・指標2：ＰＤＣＡサイクルの組織で
の定着度100％
・指標3：職員の充実度100％

1　ＰＤＣＡサイクルに基づく業
務執行の定着

【目標】
業務執行の際に、職員が常に「計
画・実行・評価・見直し」というＰＤＣ
Ａサイクルで思考し、組織全体で運
用する状態。

1

すべての事務事業の執行
について、目標の設定、
管理様式の統一、定期的
な進捗点検、成果測定な
どを行い、ＰＤＣＡサイクル
を定着させます

・事務事業の目的が明確にな
り、かつ、目標については少な
くとも意図が読み取れる状態。
・工程管理という面で全庁的な
進捗管理ができた状態。

開始 ○ ○ ・全課及び総合事務所で事務事業の進捗管理表を作成し、管理を
行っているが、進捗管理の前提となる目的と目標の適切な設定を徹底
するため、8月における見直し作業を通じてもなお不適切と思われた
事務事業（約260件）について、具体的な見直し案を各課に提示し、修
正を依頼した。
・この結果、少なくとも「意図が不明」というレベルの目的や目標は解消
されたと思われる。
・このたびの一連の見直し結果等については、市長に報告した。

・なお、19年度予算要求時において、事務事業の目的や目標が適切
かどうかを点検し、不適切な場合は予算を付けないこととしている。

総務部 行革推進課

2

ＰＤＣＡサイクルに関する
研修をすべての職員に対
して定期的に実施し、理
解度などの成果を測定し
ます

研修計画が策定され、職階ごと
に実施した研修で、対象とした
階層がＰＤＣＡサイクルの仕組
みを理解できた状態

研修計画策定、職階
ごとの研修開始

○ ○ ・課長及び総合事務所長を対象とした研修を10月4日及び11日に開
催することとし、当市の人事考課制度研修を請け負っている㈱ビジネ
スコンサルタントと本研修の業務委託契約を交わした。
・研修は、ＰＤＣＡサイクルの理解（特に目的と目標の適切な設定の徹
底）を進める講義と、グループ演習で構成した。
・併せて、研修の理解徹底を進めるため、研修後にテストを実施するこ
ととした。

・なお、副課長以下の職員を対象とした研修については、ＩＳＯ9001認
証取得に向けた取組みの一環として実施する方向で検討中。

総務部 行革推進課
人事課

2　職員の意識高揚と資質向
上

【目標】
職員が目標達成に喜びと充実感を
覚え、自発的かつ適切に業務執行
し、改善する状態。

3

職員提案制度を抜本的に
見直し、小集団による業務
改善活動を全庁的に実施
します

自らがテーマを定めて改善す
る、という行為を全職員が体験
したことにより、業務改善に取り
組む気風が芽生えた状態

開始 ○ × （職員提案制度）
・第2四半期においても事務事業の点検・評価及びその結果の再
チェックなど他業務を優先させた結果、新たな制度をスタートさせるこ
とができなかった。
・職員が自発的に問題提起ができ、提案者以外の職員が議論できる
仕組みを検討するが、現在進めているISO9001のシステム確立を優先
させることとし、提案の数は問わないこととする。

（業務改善活動）
・当初、課や係等で人事考課制度上の下半期の目標を掲げて取組む
という案を検討したが、ＩＳＯ9001の運用開始に伴う業務改善の実施や
事務事業の進捗管理などを最優先とさせたい。

総務部 行革推進課

4

目標管理型の人事考課を
管理職以外の職員の処遇
に反映します

管理職以外の職員に反映する
本格実施を１９年４月から実施
するための制度改正が行われ
た状態

管理職以外の職員
に反映

○ × ・管理職への導入の検証が遅れており、また、次年度から全庁展開さ
れるＩＳＯ品質マネジメントシステムとの調整を図り、手法を見直す必要
がある。
・これまでの課題の検証や手法の見直しについて庁内の見直し検討
委員会とともに検討を進め、併せて労働組合との協議を行う。

総務部 人事課

5

職責に応じた知識や技術
を習得させるよう、研修計
画を充実します

研修計画の周知方法の工夫等
により、自主研修の受講率が向
上した状態

充実して研修実施 ○ ○ ・通信教育の冊子を作成し、全ての職場に配布することにより利用の
促進を図った。
・9月現在　自主研究グループ→6ｸ゙ﾙー ﾌ゚、通信教育→21人、国内研
修→16人の利用があり、自主研究グループと通信教育の利用者はす
でに昨年度の実績を上回っている。

総務部 人事課

6

業務改善を自発的に行う
ような体質となるよう、職員
を市役所以外の様々 な職
場に積極的に派遣します

中央省庁、新潟県等の派遣研
修を実施した状態

実施 ○ ○ ・総務省及びカウラ市派遣研修職員の決定及び手続き等の実施。
・韓国浦項市派遣研修職員の中間報告書を人事課ＨＰに掲載

総務部 人事課

中目標 重点取組
具体的な取組項目 年度末の目標

達成見込み

取組の主管部署第2四半期進捗状況

資料3



№ 内　容 18年度目標 18年度作業上の到
達点 進捗状況 概要 部局名 課名

中目標 重点取組
具体的な取組項目 年度末の目標

達成見込み

取組の主管部署第2四半期進捗状況

3　部局ごとの予算枠配分方
式の導入

【目標】
優先政策に的確に予算が配分さ
れ、政策ごとの目標達成に最適な事
務事業が選択される状態。

7

毎年度の予算編成に先立
ち、重点政策の議論を経
営層で実施します

平成19年度予算編成に先立
ち、重点施策の議論を経営層
で議論された状態

実施（議論の場を設け
る。議論の際の資料と
して、予算情報を政
策・施策と部局でのマ
トリックスで示す）

○ ○ ・8/24平成19年度予算に係る重点施策検討会議を開催し、部局別の
政策方針及び重点施策を集約した資料で議論。
・予算編成方針及び予算要求限度額設定の際に、三役及び教育長と
個別に協議し、重点施策を決定。
・今後、19年度予算要求額の集約に合わせて、政策と部局のマトリク
ス表を作成し、市長査定等における政策判断に使用する。

財務部 財政課

8

毎年度の予算編成にあた
り、政策ごとに配分する予
算を設定した上で、部局
に枠配分します

平成17年度の枠配分方式を総
括し、課題を整理したうえで、
改善し実施された状態

開始 ○ ○ ・平成18予算編成に引き続き、部別予算要求限度額を設定する枠配
分方式を実施することとした。
・平成18予算編成では一般財源額での枠配分を実施したが、その総
括を踏まえ、平成19年度の予算編成では枠配分の基準を一般財源＋
市債の合計額とした。

財務部 財政課

9

すべての事務事業につい
て、事業費と人件費の総
コストの把握と作業工程の
分解・明確化を行います

すべての事務事業ごとの人件
費が把握され、予算配分時に
活用される状態

事業棚卸しで把握
予算編成時に反映

○ ○ ・各課等における事務事業の点検と評価が完了し、事務事業にかかる
職員人件費を把握した。

総務部 行革推進課

10

部局への予算枠配分は、
事業費と人件費を合算し
て行います

平成19年度予算編成の際に、
事業費と人件費を合算して予
算枠配分された状態

実施 ○ ○ ・職員数の減少に合わせて、各部局に職員数を配分し、予算査定と並
行して人事課で人員査定（ヒアリング)を実施することとした。

財務部 財政課

4　管理会計的な手法の活用

【目標】
管理会計的な手法の活用で、予算
編成などの意思決定を支援できる状
態

11

管理会計的な手法で得ら
れる会計情報を活用し、
人件費を含めたトータルコ
ストや世代間の負担の状
況について把握します。あ
わせて予算編成などの内
部意思決定支援にも活用
します

①すべての事務事業に人件費
を含めた事業費が見える状態
②行政行為において世代間の
負担となるものは何かを把握
し、整理できた状態

①人件費を含めた
事業費の設定
②世代間の負担が
予算に反映されてい
るかの現状把握

○ ○ ・各課等の点検と評価が完了し、事務事業にかかる職員人件費を把
握した。

総務部 行革推進課

12

成果志向の行政運営、Ｐ
ＤＣＡサイクルの定着によ
る継続的改善を総合的に
進めるため、民間企業出
身者をコーディネータとし
て登用します

市の事務事業について目標が
的確に設定され、進捗管理が
適切に行われる状態

登用、活用 ○ ○ ・毎週1回以上、当課の業務上の主な課題を報告し、指導いただい
た。

総務部 行革推進課

13

ISO9001の考え方とシステ
ムを行政運営に導入し、
認証取得を目指します

サービス品質の維持・向上を組
織的に行える仕組みを定着さ
せた状態

市民サービスに直結
した部門を登録範囲
として、ISO9001の認
証を取得し、平成１９
年度当初から全庁で
品質マネジメントシス
テムを運用する体制
を構築する。

○ ○ ・全庁展開を前提として、認証取得範囲を市民課、高齢者福祉課及
び雪対策室（道路管理課）の３課室と決定し、7月にキックオフ宣言を
行った。
・10月からの運用開始に向けて、システム構築のための品質マニュア
ル等の書類の作成、内部品質監査員養成コースの受講、認証登録対
象範囲の３課室の担当者に対するISO9001の説明会、部課長を対象
としたISO9001の説明会などを行った。

総務部 ISOプロジェ
クトチーム
（行革推進
課）

■中目標2
歳入の発掘と確保

【数値目標】
　11億3,000万円
　（H18年度）2億1,900万円

6　税と使用料の滞納分の徴
収促進

【数値目標】
　4億1,100万円
　（H18年度）7,200万円

14

初期滞納や低額滞納者に
対して、納入促進員を拡
充し、納入相談などのきめ
細かい対応を早期に行う
ことで滞納額の累積を未
然に防ぎます

【数値目標】
71,961千円

*具体的取組15と合算

実施 ○ ○ ・促進員の訪問件数は全体で11,727件で月平均1,955件となってい
る。
・当初目標を10,800件と設定していたが目標をクリアして訪問徴収・相
談を実施した。
・徴収金額目標359,304千円に対し、9月末の徴収金額は181,224千円
で、ほぼ目標どおり推移している。

財務部 収納課

15

長期にわたる繰越滞納や
高額滞納者に対して、職
員が納税交渉や法に基づ
く財産調査、差押さえ、公
売などを集中的に実施す
ることで滞納金の徴収額
を増加します

*具体的取組14に含む 実施 ○ ○ ・高額滞納の困難事案460件中220件を調査し、そのうち差押え59件、
捜索7件、猶予2件で全納及び154件の分納等の方針を出した。
・市外滞納者約1,800件中500件について、給与、預貯金を重点的に
調査し、そのうち差押え6件、全納及び分納60件で継続交渉中であ
る。
以上の取り組みで滞納処分の方針を打ち出した。

財務部 収納課

5　行政運営への民間的経営
ノウハウの効果的
な導入

【目標】
行政運営に活用できる民間的経営
ノウハウが適切に導入されている状
態
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7　受益者負担の適正化

【数値目標】
※平成18年度中に設定

16

公の施設について使用料
無料のものなどを見直し、
適正な使用料を設定しま
す

基本方針に基づき、個別の公
の施設の使用料及び減免基準
の見直しを行ない、3月議会に
て条例が改正された状態

見直し基準を基に施
設ごとに条例を改正

○ × ・施設所管課との個別協議に入ったところであるが、当月内で完了に
至らず、一次素案は未完成である。
・10月中に、一次素案として完成させる。

総務部 行革推進課

17

市が無料で提供している
サービスのうち、受益対象
者が特定され、かつ、受益
対象者の側で選択が可能
なサービスについては、費
用のうち適切な額を負担
していただきます

受益者負担を設定すべき事務
事業に適切な負担が設定され
ている状態

基準策定、対象事業
の把握

○ × ・各課等の事務事業の点検と評価は完了したが、全庁的な情報の集
約と分析に至らなかった。
・10月中には分析を行い、対象となるサービスを把握する。

・なお、課内で受益者負担を新たに設定すべきと判断する事務事業
がある場合は、19年度予算編成時に検討するよう周知する。

総務部 行革推進課

18

【数値目標】
410千円
＊全体で2,878千円

開始 ○ ○ ・8月から市の封筒に広告を掲載。
・広告枠5枠に対し11社から入札いただき、計画通り封筒に広告を掲
載し、928千円の歳入があった。

総務部 総務課

【数値目標】
2,394千円
＊全体で2,878千円

開始 ○ ○ ・8月から広報じょうえつ（毎号8枠：1枠あたり約21,000円）、ホームペー
ジ（毎月6枠：1枠あたり約31,500円）に有料広告を掲載。
・広告料前期分1,206千円は納入済み。後期分（1,206千円）は11月に
納入予定であり、広報対話課として目標に設定した2,394千円は達成
できる見込み。

総務部 広報対話課

【数値目標】
74千円
＊全体で2,878千円

開始 ○ ○ ・8月から市の封筒に広告を掲載。
・歳入額は、154千円となり、市民課として目標に設定した74千円を達
成した。

市民生活
部

市民課

19

広告媒体となりえる資源等
を発掘して積極的に活用
し、収入増加を図ります

公共施設や公用車等を広告媒
体するための制度を設計し、公
有財産の有効活用と財源涵養
が図られた状態

活用可能な資産等
の把握、活用方法検
討

○ ○ ・公共施設敷地への広告看板の設置や公共施設壁面等への広告掲
載の検討等を実施し、9月21日の総務常任委員会で取組状況を説明
した。
・設定すべき単価等の検討を行いながら、並行して関係課（用地管財
課、都市計画課、道路管理課）と協議を行い、平成19年度予算の歳
入として計上する予定（1月頃に歳入見込み額を算出する）。

財務部 財政課
用地管財課

20
売却が可能な資産を積極
的に売却します

【数値目標】
68,022千円
売却

売却
普通財産の詳細
データ整理

○ ○ ・資産の売却（42,678千円）
・平成18年度の見込額（予算額） 69,415千円

財務部 用地管財課

21

売却が困難な資産を積極
的に貸し付けます

【数値目標】
76,062千円
貸付け

貸し付け
普通財産の詳細
データ整理

○ ○ ・資産の貸付（8,361千円）
・平成18年度の見込額（予算額） 77,125千円

＊12月と19年3月に大口の歳入がある。

財務部 用地管財課

■中目標3
新たな行政需要に応え得
る財政構造の確立に向け
た歳出の見直し

【数値目標】
　37億5,000万円
　（H18年度）8億500万円

10　事務事業の再編と整理、
廃止と統合

【数値目標】
　15億円
　（H18年度）3億円

22

類似する事務事業を整
理、統合します

類似する事務事業が複数存在
しない状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

事業棚卸し
実施

○ × ・各課等の事務事業の点検と評価は完了したが、部局課を越えて類
似する事務事業の集約と分析に至らなかった。
・10月中には分析を行い、対象となる事務事業を把握する。

・なお、部局課内で類似する事務事業がある場合は、平成19年度の
予算編成時に統合を検討するよう周知する。

総務部 行革推進課

23

市が実施している事務事
業について、改めて市が
担うべきかどうかを仕分け
した上で、市民や地域に
とっての必要性などを総
合的に判断し、市が実施
する必要のなくなった事務
事業の廃止、縮小を行い
ます

市が実施する必要のなくなった
事務事業が廃止されている状
態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

事業棚卸しにあわせ
て仕分けを実施
→予算反映

○ ○ ・各課等の事務事業の点検と評価は完了した。
・あわせて、所管課以外の視点として、行革推進課の仕分けを行っ
た。
・仕分け結果も踏まえ、平成19年度予算編成に事務事業の見直しを
反映するよう周知する。

総務部 行革推進課

8　市の様々 な資源等を用い
た歳入増加

【数値目標】
　1,440万円
　（H18年度）288万円

広報じょうえつ、市ホーム
ページなどの広報媒体や
封筒などに民間企業等の
有料広告を掲載します

9　市の固定資産の売却及び
貸し付けによる歳入増加

【数値目標】
　7億400万円
　（H18年度）1億4,400万円
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24

予算の部局配分の中で、
政策目標を達成する上で
の優先順位や成果の有無
などに基づき、不用・不急
の事務事業を廃止、休止
します

成果の有無などに基づき不用
不急の事務事業が廃止された
状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

実施 ○ ○ ・平成19年度の予算編成に際して枠配分方式を実施することとし、事
務事業の点検と評価の結果を踏まえ、事務事業の優先順位を付けな
がら、不用不急の事務事業の廃止や休止等を実施するよう通知する。

総務部
（財務部）

行革推進課
（財政課）

25

市が支出するすべての補
助金について終期を設定
し、目的を達成した補助
金を終了します

所期の目的を達成した補助金
が廃止された状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

廃止 ○ ○ ・平成19年度の予算編成に際して枠配分方式を実施することとした。
・各部局課等の平成19年度の予算編成過程で見直しを実施する。

財務部 財政課

26

公の施設について、利用
状況、配置状況、機能の
重複状況などを踏まえ、
統廃合を行います

施設の管理運営手法及び統廃
合の基本方針が策定された状
態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

公共施設管理検討
委員会で状況把握、
統廃合方針策定

○ × ・第2回公共施設管理検討委員会の協議事項とするよう予定していた
ところであるが、施設の統廃合に関する調査が実施できず、資料集約
及び基本方針（たたき台）の完成には至らなかった。

総務部 行革推進課

11　業務執行経費の縮減

【数値目標】
　4億3,200万円
　（H18年度）9,000万円 27

施設の維持管理に係る電
気・ガス・重油・灯油など
光熱水費について、施設
の運営方法を見直して抑
制します

【数値目標】
75,824千円
削減

実施 ○ ○ ・8月時点の使用料の累計目標額：562,163,358円に対して、使用料の
実績累積額：546,665,960円となっており、順調に推移している。

＊【参考】9月時点における使用料の累積目標額：684,384,195円に対
して、9月末の速報値は、556,321,382円となっており、目標達成見込
み。

総務部 行革推進課

28

事務用紙について、資料
の簡素化や電子データの
活用などにより、使用枚数
を抑制します

【数値目標】
298千円
削減

総合事務所削減分
とあわせて537,000
枚抑制

○ ○ ・事務用紙については、議会での議案、委員会資料等の作成などの
ため使用量が増え、6月、7月が未達成となった。しかし年度目標は達
成できる見通しであるので、8月以降の月別目標の配分を見直した。

総務部 総務課

29

市の情報システムを見直
し、導入及び維持・管理に
係る業務執行経費を削減
します

電子自治体推進部会内で意識
統一されるとともに、本市の電
子市役所推進に当たっての現
況と課題を整理した状態

電子市役所推進の
方針策定

○ ○ ・電子市役所推進方針案、電子申請について、総務委員会へ追加資
料を提出し現状を報告した。また、電子申請等のフロントオフィス業務
への言及と、先進自治体である西宮市の情報化計画の比較研究を行
うこととした。

総務部 情報管理課

30

正規職員を適切に配置
し、臨時職員を削減します

【数値目標】
14,517千円
削減

21人相当を削減 ○ ○ ・18年度予算上は目標値（17年度予算427,338千円に対して18年度予
算412,821千円）を達成。

総務部 人事課

12　第三セクターの見直しに
よる経費削減

【数値目標】
※方針決定後に設定

31

第三セクターの一層の自
立を促し、出資以外の市
の支出を削減します

第三セクターへの対応に関す
る基本方針が策定された状態

検討委員会を設置
し、市の関与のあり
方、改善の方針を策
定
経営改善評価を実
施

○ × ・第三セクター所管課を対象とした個別ヒアリングを実施し、内容を集
約した。
・11月から第三セクターへの直接ヒアリングを行い、各団体の現状把
握に努める。

総務部 行革推進課

13　職員数の削減による人件
費削減

【数値目標】
　16億3,400万円
　（H18年度）3億400万円

32

事務事業の統合、廃止、
休止、効率化により職員
数を削減します

事務事業の統合等の結果を踏
まえて人員配置された状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

各課にヒアリングで
配置に反映

○ ○ ・次年度の適正配置に向け、予算編成方針において、職員数の削減
を考慮して事務事業の見直しを行う指示し、人員編成も予算編成と平
行して行うこととした。

総務部 人事課

33

組織のグループ化により、
少ない人数で効率的に業
務を執行し、職員数を削
減します

グループ化を実施した部署に
おける成果・課題を整理した状
態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

本庁一部実施 ○ ○ ・4月から本庁の人事課及び教育総務課でグループ化を実施。 総務部 人事課

34

勧奨退職制度を活用し定
年前の早期退職を促し、
自然退職者に上乗せして
職員数を削減します

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

勧奨退職の実施 ○ × ・勧奨退職について周知し、申込を受理した。
・勧奨手続は、前期実施予定であったが、後期に実施する。

総務部 人事課
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35

委託が適当な事務事業が把握
され、委託実施時期が決まった
状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

委託する際のルー
ル作成

○ ○

（学校教
育課は
×）

・各課等の事務事業の点検と評価は完了した。
・その中で委託が有効な事務事業がある場合は、平成19年度予算編
成時に検討するよう周知する。

総務部 行革推進課

保育園の管理運営の方向性が
決定した状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

保育園の管理運営
の方向性決定

○ ○ ・第２四半期の計画目標に沿って「公立保育園の運営のあり方の関す
る検討報告書」を作成した。今後は、この検討書に基づき方向性と進
め方について整理したうえで、行革推進課、人事課、学校教育課と協
議し、方向性の決定を行うこととする。

市民生活
部

次世代育成
支援課

平成19年度に1校の委託を開
始できる状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

・調理委託対象校の
選定完了
・保護者説明会、委
託業者の選定・契約
等の事務処理完了

○ × ・方針については、人事課、行革推進課と協議済みであるが、委託業
者についての具体的考え方について、細部を協議中。

教育委員
会

学校教育課

36

公の施設について、サー
ビスを維持しながら市の直
営時より経費が削減される
ことを前提に、市職員が直
接管理しなくてもよい施設
に指定管理者制度を導入
し、職員数を削減します

指定管理者制度の導入計画と
方針が改訂された状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

既に管理委託してい
る192施設への導入
開始
市直営で運営してい
る施設での導入方
針決定

○ ○ ・6月に指定管理者導入についての各課の意見集約を実施、具体的
な施設名を掲げた導入計画を下期に策定する。
・来年度は、直営職員がいる施設として、青少年文化センターに導入
する予定。

総務部 行革推進課

14　給与等の見直しによる人
件費削減

【数値目標】
　1億8,400万円
　（H18年度）1億1,100万円

37

市職員の給与について、
地域の経済情勢を反映
し、地域の実態に即したレ
ベルとします。

国と同様の級別職務、昇給運
用（36短等の廃止）が平成19年
度から実施できる状態。

級別職務・昇給運用
の見直し

○ ○ ・級別職務分類は、4級主任の廃止、3級主事の廃止の案を作成。
・昇給運用は、初任給短縮措置の平成19年度採用者からの段階的廃
止（他の職員と均衡を取るため）を実施する案を作成。

総務部 人事課

38

事務事業の廃止・休止、
業務執行の効率化などを
通じ、時間外勤務手当を
削減します。
＊旅費計算や伝票処理な
ど庶務業務の集中化、契
約事務の簡素化（長期継
続契約導入）、情報管理
システムの見直しなど含む

【数値目標】
20,750千円
削減

削減する勤務時間
8,300時間

進捗状況に応じて改
善指導

○ ○ ・当初は平成17年度時間外勤務実績見込み時間数に対して5％減で
8,300時間の時間外勤務を削減する予定であったが、更に踏み込ん
で平成17年度時間外勤務実績時間数の10％減の19,300時間減の目
標に修正。
・ノー残業デーやノー残業ウィークの試行の徹底を図り目標を達成す
る取組を実施中。

総務部 人事課

39

特殊勤務手当について、
社会情勢や職場環境の変
化等を踏まえて抜本的に
見直します

特殊勤務手当本来の趣旨に立
ち返り、対象勤務の適否のほか
月額特勤、給与の重複支給等
の観点から25種類ある手当の
総点検及び見直しを行い、平
成19年度から改正後の特殊勤
務手当支給を実施できる状態

見直し方針決定 ○ ○ ・特殊勤務手当の支給趣旨や国の見直し基準を踏まえたうえで担当
課のヒアリングを実施。
・県内他市及び類似団体の状況を整理。
・支給対象及び支給額等を見直す資料を作成。

総務部 人事課

40

その他の手当について、
支給のあり方や金額の算
出方法などを見直し、削
減します

【数値目標】
90,000千円
削減

通勤手当見直し実
施

○ ○ ・通勤手当は、「職員の通勤手当の支給に関する規則」を平成18年4
月1日に改正し、支給額及び距離区分を新潟県、新潟市、長岡市並
みの通勤手当に改め、年間で90,000千円の削減を図っている。

総務部 人事課

15　市場化テストの実施によ
るコストの縮減

【数値目標】
※対象事業の選定後に設定

41

市場化テストの実施によ
り、市が落札する業務の
効率化、あるいは、民間企
業等の落札により、コスト
を削減します

市場化テストに対する市の基本
方針、対象範囲、実施方法が
決まった状態

ガイドライン策定 ○ ― 具体的な作業なし 総務部 行革推進課

市が責任を担うべき事務
事業のうち、サービスを維
持しながら市の直営時より
経費が削減されることを前
提に、市職員以外が直接
執行できる業務を委託し、
職員数を削減します
※学校給食の調理業務、
保育園業務　など
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■中目標4
土地開発公社の保有土地
の削減

【数値目標】
　125億円
　（H18年度）24億1,000万円

16　土地開発公社が保有す
る土地の積極的な買戻しと売
却等

【数値目標】
※中目標4の数値目標と同じ

42

土地開発公社が先行取得
した用地の買戻しを促進
し、公社経営の健全化を
目指します

【数値目標】
892,363千円
買戻し

公社からの買戻し ○ ○ ・公社からの買戻し（993,684千円）

・平成18年度の見込額 1,148,148千円

財務部 用地管財課

43

企業団地や市の利用計画
がなくなった土地につい
て、不動産取引に精通し
ている民間企業の協力を
得て、官民一体となった販
売促進を展開し、保有額
の削減を図ります

【数値目標】
1,520,000千円
削減

＊保有地の民間へ
の売却
＊販売促進チーム
の設置（３０名以内、
民間の専門家を含
める。）
＊会議の開催（月１
回、ただし必要な場
合には随時）
＊情報収集と企業
訪問訪問目標７００
社

○ ○ ○9月現在売却成約状況・・・１７件
　　　　　　60,427.79㎡　　　　1,002,284千円
○10月以降売却見込み・・・3件
　　　　　　38,002.28㎡　　　　　395,196千円
○9月現在割賦販売成約状況・・・10件
　　　　　　　3,671.37㎡　　　　　140,426千円
○他に長期貸付実績（本年度のみ。）・・・2件
　　　　　　28,810.00㎡　貸付料　16,456千円／年

・販売促進チーム26名で設置し、6月から9月までの間、1月1回の促進
会議を開催。
・販売促進チームで販売促進活動の一環で企業訪問を展開中。

土地開発公社


