
２　中目標及び重点取組の目標への到達見込み

内容 到達基準
到達見
込み 達成見込みに対する考え 内容 目標（到達基準）

到達見
込み 達成見込みに対する考え № 内　容 達成

見込み

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、ＰＤＣ
Ａサイクルを定着させます

○

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

○

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

○

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

×

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

○

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

○

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

○

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

○

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

○

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

○

4 管理会計的な手
法の活用

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

× 　事務事業に対する職員の従事量を算出し、金額ベースに変換した情
報を把握したが、予算編成の際に人件費の削減を意図した見直しが
十分に起こらなかった。
　これは、人件費を金額ではなく人数で配分したこと、配分時期が事
業費よりも遅れたことなどの理由によるものと考える。

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

○

12

成果志向の行政運営、ＰＤＣＡ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

○

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

○

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

○

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

○

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

○

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

×

重点取組 具体的な取組項目中目標

おおむね順調に推移しており、目標を達成で
きる見込み。

　業務を効果的、効率的に実施する手段である「ＰＤＣＡサイクル」の
定着については、ＰＤＣＡサイクルの出発点である「事務事業の目的、
目標」の明確化が、19年度予算要求の時点で概ね実現したと考える。
しかしながら目的と目標が明確化された事務事業の多くは、行革推進
課からの個別提案を踏まえた結果改善されたものであり、職員の意識
や組織全体に浸透した結果とは即断できない。
　このことから、職員と組織みずからが自発的に改善を行って効果的・
効率的に業務を執行するレベルには達していないと考える。

　職員の仕事に対する意欲については、「職員提案制度」への提案件
数が増えていない一方、例えば総合計画の改定にあたり実施されて
いる「まちづくり職員トーク」には、毎回多くの職員が自発的に参加す
るなどの実態がある。
　全体的に見れば、仕事に対する前向きな意欲が職員間で大きく喚起
されているとは言えないが、「まちづくり職員トーク」のような、職員が
参画できる場を充実するといった手法を活用することで、前向きな意
識が醸成されるのではないかと考える。

1 ＰＤＣＡサイクル
に基づく業務執
行の定着

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。

前進す
るも×

2 職員の意識高揚
と資質向上

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。

×

　予算の部局枠配分により、重点と位置付けた観光政策に事業費予
算が集中されたことから、政策レベルの優先化が進んだと考える。
　ただし、以下の点については十分な成果がなかったことから、全体
的にみると、前進はしたが到達はしなかったと考える。
・政策枠内での事業選択については、「目的別事業一覧表」を作成し、
事業の優先順位付けを行ったが、廃止を予定している事業のうち、優
先順位が低いことを明確な理由としたものがほとんどなかったことか
ら、優先順位の低い事業が廃止されるといった見直しが活発に起きた
とは言いがたいと推測される。
・人件費については、金額ではなく人数で配分したが、配分時期が事
業費よりも遅れたことなどの理由により、削減に向けた見直しが不十
分な結果となった。

5 行政運営への民
間的経営ノウハウ
の効果的な導入

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

○ 　行革推進専門員を登用し、行革推進課に対する指導を行うととも
に、日常的に各職場に出向き、経営のポイントを解説するなど精力的
な活動を進めた結果、部局長を中心とした管理層の意識啓発を促し
たと考える。
　また、ＩＳＯ9001については、一部部署での認証取得の目途が立つ
程度まで取組みが進むとともに、取得を目指す組織における意識高
揚が実感できた。

3 部局ごとの予算
枠配分方式の導
入

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。

前進す
るも×

　滞納分の徴収業務自体は計画どおり進捗しており、また、徴収額は
大きくないもののインターネットでの競売など新たな取組もあり、徴収
目標額（359,304千円）は到達できる見込み。
　今後も引き続き滞納整理に取り組んでいく。

7 受益者負担の適
正化

未定

＊平成18年度中に設定

－ 　公の施設及び他の事業における受益者負担の見直しを行うことと
し、特に施設使用料については、作業が進み、19年度中の料金改定
を予定している。
　一方、施設以外の事業を通じて提供しているサービスのうち、現在
無料のものについては、予算編成作業の中で各課が見直しを行った
事例もあるが、受益者負担の適正化を進めるためには、改めて「受益
者から負担いただくべきサービス」の考え方を整理し、全庁的に見直し
を検討する必要があると考える。

6 税と使用料の滞
納分の徴収促進

7,200万円

＊22年度末までに4億1,100
万円

○

1 行政運営の改善
に向けた体制整
備

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％

前進す
るも×

・職員の仕事に対する前向きな意欲は、目に
見えて向上しているとは言えないが、向上へ
の課題や新たな手段が見えてきた。

・事務事業の目的と目標がおおむね明確に
設定できたことから、ＰＤＣＡサイクルによる業
務執行がスタートラインに立ったと考えるが、
定着させるためには19年度の取組みが重
要。

・行政運営の仕組みの課題が見えてきた。
→ＰＤＣＡサイクルよる行政運営を行う上で、
人事考課上の組織目標・個人目標の設定、
事業評価、予算編成作業といった個別の作
業をどう関連付けていつ実施するのか、とい
う手順の精査が必要。

上記のような行政運営上の課題を踏まえて、
その解消に向けた取り組みを進めていく。

2 歳入の発掘と確
保

2億1,900万円

＊22年度末までに11億
3,000万円

○

資料３－２



内容 到達基準
到達見
込み 達成見込みに対する考え 内容 目標（到達基準）

到達見
込み 達成見込みに対する考え № 内　容 達成

見込み

重点取組 具体的な取組項目中目標

18

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

○

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

○

20
売却が可能な資産を積極的に売却しま
す

○

21
売却が困難な資産を積極的に貸し付け
ます

○

22

類似する事務事業を整理、統合します ○

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

○

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

○

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

○

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

×

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

○

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

○

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

○

30
正規職員を適切に配置し、臨時職員を
削減します

○

12 第三セクターの
見直しによる経費
削減

未定

＊方針決定後に設定

－ 第三セクターに対する市の関与のあり方及び

第三セクターの自立を促すため、第三セクターの所管各課の管理監
督能力を高めるという方策を取り組み始めた段階であり、当面は、そ
の取組を継続したい。

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

○

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

○

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

○

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

○

35

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

○

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

○

3 数値目標は達成できる見込み。

　事務事業の再編成や統廃合、業務執行経
費の縮減といった見直しについては、目標額
は達成できるものの、より適切で効果的な見
直しが常に起こるようにするため、事業の目
的と目標の明確化、成果の度合いに応じた
事業見直し、不用な経費は使わないことなど
を徹底していく必要があることから、職員の意
識啓発はもとより、予算編成や執行等の仕組
みを改善していきたい。
　職員人件費については、維持すべきサービ
スの量と質を明確にした上で、それを確保で
きる範囲で可能な限り圧縮していく。

　市の封筒の一部に有料広告を掲載した結果、18年度は目標を上回
る約3,497千円の収入が見込まれる。
　市がサービスを提供する上で支障のない範囲での新たな取組みで
あり、19年度においても新たな取組みを行おうという動きが各課で起
こりつつあることから、職員に意識の変化（みずから財源を稼ぐという
意識）を与えたのではないかと考える。

9 市の固定資産の
売却及び貸し付
けによる歳入増
加

1億4,400万円

＊22年度末までに7億400万
円

○ 　資産の売却と貸し付けの計は目標を上回る。
　19年度以降も同様に取り組む。

8 市の様々 な資源
等を用いた歳入
増加

288万円

＊22年度末までに1,440万
円

○

　数値目標自体は達成できる。
　ただし、事務事業の見直しの内訳をみると、「所期の目的を達成し
た」、「成果が期待できない」、「類似する事業が他にある」といった理
由で廃止した事務事業は金額ベースでは極めて小さく、既存事業の
経費の一部を縮小するという見直しが大半だった。
　その理由として、
・市が担う必要性を精査し切れなかったこと
・事業の有効性が客観的に把握できず、成果の度合いに基づく見直し
が不十分だったこと
・予算編成作業が10月からと遅く、見直しを行おうとする事業の受益者
等に対する説明と理解いただくための時間が足りないこと
　などが考えられる。
予算編成の仕組みにも改善の余地はあると考えるが、職員の意識と
して「事業を廃止する」という発想が乏しいことが大きな原因と思われ
る。
このことから、今後、事務事業の一層の新陳代謝を進めるために、予
算編成の仕組みを見直したり、職員の意識啓発（財政状況の理解徹
底、税金を使って仕事をすることの責任の理解など）をしたりするな
ど、事務事業の必要性と成果の度合いを踏まえた見直しを徹底する
必要があると考える。

11 業務執行経費の
縮減

9,000万円

＊22年度末までに4億3,200
万円

○ 　施設の光熱水費や事務用紙などは計画どおり削減が進んでいる
が、向こう5年間を同じペースで削減できるかどうかを見極める必要が
あると考える。
　臨時職員の賃金削減についても同様であり、計画策定時には、「正
規職員が現時点で余剰している」という前提で取り組みを掲げたが、
複数の行革推進本部員から「現時点で職員が余っているという認識は
ない」という意見があったことを踏まえると、現実的には、臨時職員の
活用は正規職員を削減する有効な手段の一つであることから、計画
期間中に同じペースで削減することが本当に望ましいことなのか見極
める必要があると考える。

10 事務事業の再編
と整理、廃止と統
合

3億円

＊22年度末までに15億円

○

　17年度当初から18年度当初にかけ、目標を上回るペースで進んで
おり、19年度当初においても、目標としている職員数2，269人を下回
る人数とする予定。
　今後も、可能な限り前倒しして職員数を削減していく。

13 職員数の削減に
よる人件費削減

3億400万円

＊22年度末までに16億
3,400万円

○

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

8億500万円

＊22年度末までに37億
5,000万円

○



内容 到達基準
到達見
込み 達成見込みに対する考え 内容 目標（到達基準）

到達見
込み 達成見込みに対する考え № 内　容 達成

見込み

重点取組 具体的な取組項目中目標

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。

○

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

○

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

○

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

○

15 市場化テストの実
施によるコストの
縮減

未定

＊対象事業の選定後に設
定

○ 先行して取り組んでいる地方自治体の情報を収集し、当市におけるガ
イドラインのたたき台を作成中。
詳細な制度設計を引き続き行い、19年度も計画どおり取り組んでい
く。

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

○

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

○

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

○

14 給与等の見直し
による人件費削
減

1億1,100万円

＊22年度末までに1億8,400
万円

○ 　給与については、地域民間企業での給与動向を反映した見直しを進
めるため、まずは、国に準じた級別職務の見直しや昇給・昇格の見直
しを行っていくとともに、当市は人事委員会を持っていないので、新潟
県の人事委員会の給与勧告を参考に改定していくという考え方で取り
組んでいる。
　各種の手当については、通勤手当の見直しをはじめ、時間外勤務手
当の削減や特殊勤務手当の見直しが進んでいる。

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

24億1,000万円

＊22年度末までに125億円

○ 　市の重要課題として認識し、体制を整備して取り組んだ結果、市によ
る土地の買戻し及び民間等への販売については、ともに目標を上回
るペースで進み、合計で27.8億円となる見込み。
　今後も引き続き取り組んでいく。

引き続き重要課題として全庁挙げて取り組ん
でいくことで着実に目標を達成していきたい。

4 ■中目標4
土地開発公社の
保有土地の削減

【数値目標】

24億1,000万円

＊22年度末までに125億円

○


