
具体的な取組項目の平成19年度目標及び実施内容

19年度目標の明確化に向けた見直し例

修正前（配布資料に記載した内容）

■中目標1
行政運営の改善に向け
た体制整備

【定性目標】
・成果の獲得を追求し、
目的と目標を的確に設
定する意識の定着。
・各種政策や課題に対
して有効な意思決定が
迅速にできる機能的な
組織機構の構築。

測定指標
・指標1ＰＤＣＡサイクル
の組織での定着度
100％
・指標2：職員の充実度
100％

2　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・改善」
というＰＤＣＡサイクルで思
考し、組織全体で運用する
状態。

6

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

行革推進課 ○目的と目標について
19年度予算の要求時における財政課査定前
の段階では、全体の9割以上の事務事業につ
いて、適切と言い難い目的や目標が設定され
ていたが、当課から設定ポイントを事務事業ご
とに提案したところ、おおむね適切な目的と目
標が設定された。
○進捗管理について
・1年間を通じた全庁的な進捗管理に初めて
取り組んだが、少なくとも、定期的な進捗把握
や部局長への報告等は定例化したと考える。

○目的と目標について
議会常任委員会資料を作成する段階で各課
が改めて目的や目標を精査したところだが、
予算要求説明書に記載がなく、新たに資料に
記載された事業を見ると、適切とは言えない
目標が設定されているケースが散見された。こ
のことから、事務事業の目的はともかく、目標
の設定については、本当に正しく理解してい
ると言えないと考える。
○進捗管理について
・事務事業1件ごとの進捗管理表でスタートし
たが、組織全体の進捗状況の把握が煩雑で
あるという意見があった（各部署から「部局また
は課単位で全体的な進捗状況が一目で見れ
る様式にすべき」との提案を受けた）。
・目標や工程の修正に関するルールを明確に
してこなかったことから、安易な修正が行わ
れ、所期のねらいが本当に達成できたのかど
うか不明確な事業があったと思われる。

・事務事業の目的や目標を各部
署がみずから適切に設定できる
状態。
・部局課が自組織の全体的な進
捗状況を容易に把握できる進捗
管理の実現。

20年度予算の
当初要求時（財
政課査定前）に
おいて全事務事
業の目的目標
が適切に設定さ
れた状態

・20年度予算編成時に、19年度目標を踏まえて20
年度目標を設定するよう指示する。
その際は、現行の目標に甘んずることなく、より本質
に迫る目標が設定できるよう指示する。
・進捗管理様式を見直し、一覧性を高める。
・目標や工程を修正する際のルールを明確にする。

修正後（太字の下線部分）

同上 同上 同上同上 同上 同上 同上 ・事務事業の目的や目標を各部
署がみずから適切に設定できる
状態。
→目標が、19年度における「成果
の到達点」として読み取れること。
→行革推進課からの提案や指導
がなくても各課等が適切に設定で
きること。

・部局課が自組織の全体的な進
捗状況を容易に把握できる進捗
管理の実現。
→部局課の所管する事務事業を
一覧表で把握できること。

同上 同上

19年度の実施内容

全体概要

中目標 重点取組 №

具体的な取組項目

具体的な取組項目

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標 №

所管課

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標 19年度の実施内容

現状 課題 定性目標 数値目標 全体概要
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具体的な取組項目の平成19年度目標及び実施内容一覧

■中目標1
行政運営の改善に向け
た体制整備

【定性目標】
・成果の獲得を追求し、
目的と目標を的確に設
定する意識の定着。
・各種政策や課題に対
して有効な意思決定が
迅速にできる機能的な
組織機構の構築。

測定指標
・指標1ＰＤＣＡサイクル
の組織での定着度
100％
・指標2：職員の充実度
100％

1　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。

1

職員提案制度を継続するとともに、
組織目標を踏まえたＩＳＯ9001に基
づく業務改善活動を全庁的に実施
します

行革推進課 ○職員提案制度について
提案件数自体は20件程度と例年より若干少な
いが、提案に対する意見等はこれまでになく
多い。職員提案に対する興味、意欲がある職
員が存在すると思われる。
○小集団による業務改善活動について
ISO9001の考え方に基づく業務改善プロセス
の導入を、先行して取得する3課室において
試行し、全庁実施にあたっての課題を整理す
ることとしている。

○職員提案制度について
・現在制度は、所管課である行革推進課内で
の対応スピードが遅い（他業務を優先しがち、
提案内容の所管部署が特定できない場合が
ある、など）、提案内容と採否の考え方が市長
を含めた全庁に伝わっていない、採否決定後
の対応結果が見えない、などの問題があり、
いずれの問題も制度のねらいの達成を阻害し
ていると認識している。
・制度の見直し案を職員参加のもとで作成し、
庁内や行革市民会議から提案等をいただき
ながら、可能な限り早い時期に、新しい制度を
スタートする必要がある。
○小集団による業務改善活動について
まずは課内の職員間の話し合いによる業務改
善を推進するよう、ＩＳＯ9001を通じた取組をす
る必要がある。あわせて、各課等での改善成
功例を全庁に公表し、改善がより進むような仕
組みも検討する必要がある。

職員提案
・職員が提案に対し関心を持
ち、意見を出し合い、議論が起
こる状態。
・個人提案が起きるような職場
環境となること
・職員の改善活動に対する意
欲や意識を把握した状態。

業務改善活動
・課または係等の単位で改善
すべき課題を自ら選択し取り
組む状態。

職員提案
・各係、グ
ループで
最低1件
の職員提
案

業務改善
活動
・全ての
課で取組
がなされ
る状態

（職員提案制度）
・庁内の検討委員会を設置して検討。
・新制度の上期での決定と下期での実施。

（業務改善活動）
・実施方法の策定と各課等への通知。
・各課等の取組結果のとりまとめと、庁内におけ
る改善事例の共有化。

2

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

人事課 ・これまでの試行における「目標設定の手法」
や「面談のあり方」等について庁内の見直し検
討委員会でも再度指摘を受けている。
・管理職については、勤勉手当への反映を実
施済み。

・指摘されている課題等について見直した上
で検証する必要があることから、次年度も引き
続き試行・検証を進める。

・平成20年度の本格実施に向
け、制度の確立がなされてい
る状態

－ ･人事考課の確実な実施に向け、システムを見
直し、試行を通じて検証をすすめる。
・見直し検討委員会において、本格実施に向け
た見直しを検討する。

3

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

人事課 自主研修の受講については、イントラでの定
期的な受講募集通知や通信教育講座のパン
フレットの配布など、積極的な周知を行った結
果、昨年度の44人、3グループ(401人)を上回
る57人、6グループ(426人)が受講済みである
ことから、18年度の目標は達成できる見込み

昨年に比べで受講率は向上しているが、自主
研究グループを除き、当初予定人数には達し
ていない。また、ほかの公募研修においても、
受講希望がない研修科目も見受けられた。

職員が自ら手を上げ、能力開
発に向けた研修に積極的に参
加している状態
研修参加人数の増加

前年度比
5％増
（自己啓
発に関す
るもの
10％増）

19年度研修計画をイントラ掲示し、職員に周知
する。
自主研修については、パンフレットの作成配布
や定期的な募集案内などを実施し、積極的な周
知・呼びかけを行う。

4

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

人事課 総務省、環境省、厚生労働省、新潟県など合
計9カ所に職員を研修派遣するとともに、災害
復旧や後方支援のため職員を派遣。
定期的な報告会を実施し、レポートをイントラ
に掲示することにより、職員に周知している。

派遣研修職員と本庁との情報連絡や交換等
が適切に行われているとは言いがたい状態で
あり、双方の情報の共有やノウハウの伝達な
ど、派遣職員の活用を考えていく必要がある。

業務改善に向けた、提言やレ
ポートの提出

派遣職員
全員の提
出

平成19年4月に派遣職員を交代、複数の職員に
実務経験の機会を提供する。
派遣研修職員の報告レポートをイントラに掲載
するとともに、研修で学んだこと、事務改善の提
案などを職員に報告、意見交換などを行う。

5

市の組織運営の強みと弱み、職員
の仕事に対する意欲を抑制する要
因等を把握し、的確な改善策を企
画して取り組みます

行革推進課 職員の自己申告書で、担当業務等に対してど
のように感じているかを把握している。

自己申告書の設問では、組織運営や仕事に
対して、職員が何を感じているか把握しきれ
ず、職員の意欲向上を阻害する要因と対策が
的確に見出せない。

職員の仕事に対する意欲を向
上させるために解消すべき課
題が見出せた状態

－ 行政運営全般に対する職員の要望、現在の職
員のモチベーションなどをアンケートで把握し、
分析する。
課題を把握し、内容に応じて行政運営システム
を見直したり、職員の意欲向上に資する取組を
行う。

6

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

行革推進課 ○目的と目標について
19年度予算の要求時における財政課査定前
の段階では、全体の9割以上の事務事業につ
いて、適切と言い難い目的や目標が設定され
ていたが、当課から設定ポイントを事務事業ご
とに提案したところ、おおむね適切な目的と目
標が設定された。
○進捗管理について
・1年間を通じた全庁的な進捗管理に初めて
取り組んだが、少なくとも、定期的な進捗把握
や部局長への報告等は定例化したと考える。

○目的と目標について
議会常任委員会資料を作成する段階で各課
が改めて目的や目標を精査したところだが、
予算要求説明書に記載がなく、新たに資料に
記載された事業を見ると、適切とは言えない
目標が設定されているケースが散見された。こ
のことから、事務事業の目的はともかく、目標
の設定については、本当に正しく理解してい
ると言えないと考える。
○進捗管理について
・事務事業1件ごとの進捗管理表でスタートし
たが、組織全体の進捗状況の把握が煩雑で
あるという意見があった（各部署から「部局また
は課単位で全体的な進捗状況が一目で見れ
る様式にすべき」との提案を受けた）。
・目標や工程の修正に関するルールを明確に
してこなかったことから、安易な修正が行わ
れ、所期のねらいが本当に達成できたのかど
うか不明確な事業があったと思われる。

・事務事業の目的や目標を各
部署がみずから適切に設定で
きる状態。
・部局課が自組織の全体的な
進捗状況を容易に把握できる
進捗管理の実現。

20年度予
算の当初
要求時
（財政課
査定前）
において
全事務事
業の目的
目標が適
切に設定
された状
態

・20年度予算編成時に、19年度目標を踏まえて
20年度目標を設定するよう指示する。
その際は、現行の目標に甘んずることなく、より
本質に迫る目標が設定できるよう指示する。
・進捗管理様式を見直し、一覧性を高める。
・目標や工程を修正する際のルールを明確にす
る。

具体的な取組項目

2　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・改善」
というＰＤＣＡサイクルで思
考し、組織全体で運用する
状態。

19年度の実施内容

全体概要
№

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標

資料５
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具体的な取組項目

19年度の実施内容

全体概要
№

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標

7

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

行革推進課
人事課

各課から当初提出された19年度予算要求説
明書を見る限りでは、ＰＤＣＡサイクルの出発
点となる目的や目標が適切に設定されていな
かったことから、課長を対象とした研修の成果
がなかったと考える
*課長を対象とした研修を再度実施し、事務
事業の目的と目標を適切に設定できるかどう
かといった理解度を専門的に点検する予定。

組織をマネジメントするという管理職の機能が
果たされるようにするためにも、ＰＤＣＡサイク
ル、とりわけ、チェックからの計画策定（目標設
定、作業工程設定など）の重要性と手順等の
理解と実行を徹底する必要があると考える。

課長及び副課長がＰＤＣＡサイ
クルの仕組みを理解できた状
態

研修後の
テストに
受講者全
員が合格

・コンサルタントによる研修を実施し、テスト等で
理解度を測定するとともに、理解不足の点を把
握し、必要に応じて集中的な研修を実施する（新
課長及び副課長を対象）。
・ＩＳＯ9001に関する研修を、行革推進課の職員
が講師となって適宜実施する（全庁展開の一環
として）。
・管理職（課長）の理解度を測るため、レポートの
報告を求め、指導が必要と思われる管理職には
別途研修を行う。

8

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

財政課 H18.8.24に「平成19年度予算に係る重点施策
検討会議」を開催し、各部局の重点施策を経
営層で共有した。
時間的制約から踏み込んだ論議が十分でき
なかったが、後日、市長・助役と予算編成方
針を決める際に重点施策を整理。

経営層による政策論議と財政状況（中期財政
計画）を踏まえた主要事業の優先順位付けを
協議する場と時間を持つことが必要

・平成20年度予算編成に先立
ち、重点施策の議論を経営層
で実施された状態

－ ・5月中に事務事業評価（見直し）のベースとなる
平成20年度の歳出削減幅を試算。枠配分を行
う。
・7月末までに中期財政計画を見直し、8月に経
営層による重点施策の論議と平成20年度の予
算編成に向けた基本合意を図る。

9

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、事業費と人件費を部局に枠配
分します

財政課 H18年度予算に引き続き事業費の枠配を実
施するとともに、人件費を人数で配分。
19年度予算編成時において、目的別事業一
覧表によって職員の従事量を部局課で把握し
たが、十分に活用されなかった。
H18年度予算での反省を踏まえ、H19年度予
算は市債＋一般財源で枠配を実施し総額を
抑制。

H19予算編成の反省を踏まえた事業費の枠
配方法の改善。
人件費の枠配方法の改善と職員への意識付
けが必要。

・部局課から要求された職員数の結果をみる
と、当初配分人数を72人超過した。これは、職
員人数の部局枠配分が初めての取組みだっ
たことから周知・認識が徹底しなかったこと、部
局に当初配分した人数の精度が高くなかった
ことなども要因と思われるが、職員の従事量
（人件費）をコストとして強く意識し、無駄を省
いて効率的に配置するという意識を徹底でき
なかったこと、さらには、人件費を削減した部
署には事業費予算を上乗せできる仕組みが
用意されていなかったことが大きな要因では
ないかと考える。
・今後は、この取組みのねらいである「職員人
件費を事業費と同様のコストとして認識し、削
減に向けて事務事業の見直しが全部局課で
起きる」ということを一層推進するために、実施
方法を見直す必要がある（例：予算要求説明
書に職員人件費の記入欄を設け、事業費と同
様の見直しを加速することや、人員の削減が
純減となったり委託費の増となったりするなど
いろいろなケースがあることから、人件費＋事
業費で配分・査定すること、など）。

・平成20年度における大目標
の達成を担保した上で配分額
が決定された状態（市債10億
円の削減、財政調整基金26億
円のキープ、土地開発公社保
有土地の10億円買戻し、実質
単年度収支の黒字化の担保）

・政策的な重点付けが行わ
れ、各部局が納得する配分が
できる状態

－ 平成19年度予算の枠配方法の総括を行うととも
に、経営層による論議を踏まえ、予算編成方針
とあわせて、事業費と人件費をセットで枠配する

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 10

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

行革推進課
財政課

○人件費の把握について
目的別事業一覧表により、職員の従事割合を
部局課で把握し、事業費とセットで総コストとし
て認識できるようにした。
○世代間の負担把握について
世代間の負担状況（将来世代への負担）の把
握に向けて、まずは、市が資産を形成する場
合における世代間の負担のあり方（市債償還
と減価償却との関係など）を整理する必要が
あると考えるが、その点の整理が終わらなかっ
た。

○人件費の把握について
18年度の取組を継続することで情報の蓄積を
図る必要があると考えるが、その際は、総合事
務所における人件費の把握方法、年度途中
での欠員等の取扱方法など改善が必要。
○世代間の負担把握について
世代間の負担のあり方を整理した上で、将来
世代への負担を見越した予算管理ができるよ
うにする必要がある。

将来世代に先送りしている財
政負担を明確にした状態

－ ・現行の財務管理で把握できる情報で、予算編
成などの内部意思決定支援に何が不足している
のか、あるいは、市民に公表するためには何が
不足しているのか、など、不足している情報を精
査する。
・バランスシート（財政課が作成しているもの）を
市民に分かりやすくなるようにする。

11

本庁と総合事務所の機能を見直し
ます

人事課 ・総合事務所には、地域自治区の事務所とし
ての機能と、市長の事務を分掌する行政事務
の支所的な機能の２つを持ち合わせている。
・市行政の支所的な機能については、各区内
の業務は各区それぞれにおいて執行されて
おり、各グループは本庁の10課程度に関連す
る業務を行っている。

・地域自治区に置く総合事務所のあり方につ
いては、合併前の上越市への地域自治区の
導入にあわせ検討が進められることを踏まえ
る必要がある。
・総合事務所の役割については、地域自治区
の事務所としての機能、市行政の支所的な機
能に分け、それぞれの将来的なあり方を検討
する必要がある。

・本庁と総合事務所の機能の
あり方について方針が示され
た状態。

－ ・本庁と総合事務所の事務分担の現状を把握
し、事務の重複状況などを洗い出す。
・把握した事務の状況を基に、機能的な総合事
務所のあり方についての方針を策定し、行革推
進本部等で協議。

5　簡素で機能的な組織機
構の構築

【目標】
最少の職員数で施策や事
業を効率的に企画し執行で
きる組織機構の実現

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。
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具体的な取組項目

19年度の実施内容

全体概要
№

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標

12

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

人事課 ・合併時から各区総合事務所においてグルー
プ化を実施し、今年度は、人事課及び教育総
務課に導入し、本庁における導入の課題等に
ついて実務の中で検討した。
・各課とのヒアリングの結果、19年度から行革
推進課、契約課、国体推進課、財政課におい
てグループ化を実施することとした。

・単に係を廃止しただけでは、これまでの係体
制の意識が抜けず、従来どおりの事務分担で
業務が進められてしまう恐れがある。
・グループ化する場合には、各課等の業務を
再点検し、主任以下の職員をその業務に応じ
てシェアするという考え方を徹底する必要があ
る。

・実施状況を点検し、必要に応
じて拡大する。

－ ・定員査定ヒアリングにおいて、実施した成果及
び各所属への導入について確認し、次年度で実
施可能な課等に対しグループ制の拡大を検討す
る。

13

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

収納課 ・徴収額目標359,304千円に対し１月末現在
338,264千円で、順調に推移しており目標の
徴収額を確保できる見込みである。
・市税等納入促進員の増員や収納課の組織
を改編し、初期滞納対応体制を整えた。
・差押さえ強化（課全体では17年度実績244
件に対し、3月10日現在430件）やインターネッ
ト公売（56件）等積極的な滞納整理を行った。
・現年度、滞納繰越者への納税催告書の発
送を3回実施。
・50万円以下の滞納については納入促進員
による訪問徴収を実施。また、50万円以上の
滞納及び納入促進員による対応が困難なも
のについては、収納課第一・第二係の職員に
よる訪問、文書催告及び財産調査に基づく不
動産・保険・預貯金・動産等の差押さえ260件
を実施した。

・18年度新規滞納者対策を強化し累積滞納
化を防止する。
・未折衝者対策を強化する必要がある。未折
衝者の内訳、所在不明1,005件、多重債務
222件、納税意欲欠如625件、自己破産148件
である。これらのものについては、住所登録が
あるものの居所を転々 としており、実態がつか
めない状況である。
・勤務先がわかるものについては会社へ問合
せや財産調査を実施し滞納処分へ移行する
が、個人や中小企業への勤務のため、給与差
押しても会社からの協力が得られない。
・分割納付については、定期的に納付状況を
把握し、納付がなければ電話催告や促進員
による自宅訪問を実施し納税の喚起を行う。
・19年度税源委譲による市県民税滞納激増
と、その影響による他の税、使用料等の滞納
増加に適切に対応する組織づくりが必要があ
る。
・「納税者の利便性」、「納期内納税の促進」、
「徴収率の向上」の三点を達成すべく、口座
振替を推進するほか、コンビニ収納等新たな
納付方式の導入を検討する必要がある。

－ 77,022千円1.法に基づく効果的・効率的な滞納整理
　・法令を遵守した滞納整理の執行
　・滞納原因の把握と適時・適切な滞納処分
2.初期滞納の徹底的な抑制と長期化・高額化滞
納の整理促進
　・納入促進員を積極的に活用し、早期訪問によ
る新規滞納の抑制
　・現年度分の年度内徴収強化
　・18年度からの新規繰越滞納の優先処分
　・長期化・高額化滞納の整理促進
　・地方税法第48条による新潟県への市県民税
徴収引継ぎ（市県民税の滞納のうち特に徴収困
難な案件について県に徴収を依頼する制度）の
活用
3.市税の公平性確保
　・差押強化やインターネット公売の活用等、市
民に対して滞納整理強化の姿勢を明確に示し、
市税の公平性確保に努める。
4.関係機関、庁内各課・区事務所との連携によ
る効果的な滞納整理の促進
　・県税部、税務署、税３課、関係各課、区事務
所と連携しも効果的な滞納整理を進める。

14

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

収納課 ・滞納繰越分徴収目標額１億９千５百万円に
対し、１月末現在で１億９千７百万円となり、目
標額を達成した。
・長期、高額、悪質困難な４６０件を対象に、
呼出や捜索を5件実施するなどの財産調査を
行い、１０６件差押さえ処分した。しかし、滞納
額が多額のため完納にいたったのは１０件程
度、分納開始が７０件であり、今後も引き続き
いろいろな手段を講じて財産調査に努めなけ
ればならない。
・市外地区１,８００件の滞納者のうち、自営業
者を除く1200件に対し勤務先等調査を実施し
た。また、月別に強化月間をたて長野市、新
潟市、長岡市、柏崎市周辺の預金調査と市役
所への実態調査を実施した。その結果、差押
可能な給料や貯金９１件に対し差押さえ処分
した。しかし、高額な貯金を所持するものは少
なく、完納にいたったのは15件程度であった。
今後は生活困窮者、行方不明者に対する処
分を検討実施しなければならない。
・倒産しそうな会社については、事前調査によ
り他の機関より早く差押さえ処分を実施し
た。、また、高額な差押可能物件を発見し、税
収確保に努めた。
・差押処分としての「タイヤロック」の訓練を、
報道機関に公開することにより、テレビ放送等
のマスコミ効果を利用した納税の啓発を行
い、滞納者の歯止めと増収を図った。

・長期、高額、悪質な滞納者のうち大部分が
滞納額に見合う財産を所有していない。財産
のあるものに対しては差押、換価処分を行
い、財産のないものに対しては執行停止等の
処分を行う。
・市外地区の案件については、大部分が低所
得者で分納額が小額のため滞納額に追いつ
かない。また、外国人労働者も多く翌年度課
税されるため課税されるときには市外転出や
出国するため徴収することができない。財産
発見に最大限努めるが、財産のないものに対
しては執行停止等の処分を行う。

・住所が一定しない派遣会社勤務者社員に対
する滞納防止を図る。
・納税意識のない外国人労働者に対しての徴
収確保。
・マスコミ効果を利用し「徴収月間等」の浸透
を図り、納税意識を啓蒙することによる徴収確
立。
・実態のない法人や、相続放棄した不動産の
処分について時間と滞納処分費がかかるので
処分方法の検討。

－

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
　（H19年度）7,700万円

■中目標2
歳入の発掘と確保

【数値目標】
12億1,000万円
　（H19年度）2億3,800
万円

滞納の種別 件数 徴収の状況
完納　　　約6,000件
分割納付　約1,200件
未折衝　　約2,000件
完納　　　約100件
分割納付　約900件
未折衝　　約376件

50万円以下
の滞納

9,212件

50万円以上
の滞納及び
納入促進員
による対応
が困難なも
の

1,376件
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具体的な取組項目

19年度の実施内容

全体概要
№

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標

15

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

行革推進課 ・第２回公共施設管理検討委員会を開催し、
使用料金の見直しについての最終報告を
行った。
・市議会12月定例会（総務常任委員会）にお
いて、使用料の見直しの基本的な考え方につ
いて説明を行った。今後は、地域協議会の意
見を集約し対応する。

使用料の見直しについての作業を完了し、各
施設の使用料の条例改正を３月議会に提案
した。

使用料及び利用料に不公平
感がない状態

12,336千
円
使用料見直しによる、利用者数及び歳入への影
響を調査する。

16

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

行革推進課 予算編成開始時に、事務事業のうち講座を対
象として、無料で提供しているものについては
原則として1回あたり100円の負担を設定する
よう周知したが、その他の様々 な事務事業に
おける受益者負担設定の基本的な考え方に
ついては、根拠を整理し切れず提示するに至
らなかった。

市が無料で提供するサービスを受ける人と受
けない人の税の公平性を高めるため、負担の
あり方を整理し、新たな負担が必要な事業を
把握する必要がある。

受益者負担を設定すべき事務
事業が整理され適切に負担が
設定されている状態

－ 受益者負担のあり方を整理し、予算編成前に周
知する。

17

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

総務課 広告枠5枠に対し11社から入札していただき、
計画通り封筒に広告を掲載し、目標を超える
92万7,617円の歳入があった。

多くの企業等から参加していただくため、ＰＲ
する必要がある。

－ 合計：
4,571千

円
（632千
円）

市名入れ封筒長形3号及び角形2号の裏面に地
元企業等の広告を掲載する。

長3…5枠、角2…4枠

広報対話課 8月から広報じょうえつ（毎号8枠）、ホーム
ページ（毎月6枠）を掲載している。
※ホームページについては、12月は1枠埋ま
らず（5枠を掲載）

ホームページへの掲載希望が比較的少な
い。（ホームページの付加価値を高めるため、
魅力あるサイトを構成することが必要）

－ （3,654千
円）
広報じょうえつ（毎号8枠）、ホームページ（毎月6
枠）に有料広告を掲載する。

市民課 ・広告枠３に対し、３事業者から入札していた
だき、計画どおり窓口用封筒・各種通知送付
用封筒に広告を掲載できた。

・広告募集から掲載まで、約３か月の期間を要
する。
・入札希望広告事業者数を増やすため、有料
広告事業を今年度以上に周知する。

－ （99千円）・窓口用封筒・各種通知送付用封筒（長形３号)
の裏面に地元民間企業等の広告を掲載する。
募集枠３枠

市民税課 未掲載 － － （114千
円）
個人市民税及び軽自動車税の封筒に、有料広
告を掲載し、自主財源を確保するとともに、地域
経済の活性化及び市民生活の利便性を図る。

資産税課

未掲載 － －

（72千円）平成20年度から納税通知書送付用封筒（4月中
旬発送）の裏面に広告欄2枠を設け、民間企業
等からの広告料収入の確保を図る。
発送通数　約87,000通
封筒の種類　4種類　（普通・大・長4・角3）

18

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

財政課 広告代理店（協同組合）から広告利用可能施
設や広告掲載方法等の意見を聴取し、提案
書を受領。
具体的な実施方法について研究し、H19年度
はモデル的に実施することとし、H19予算に広
告料を計上。

H19年度のモデル事業実施でのノウハウの蓄
積と課題の整理及び要綱の改正

平成19年度に実施するモデル
広告事業の課題を整理し、20
年度の本格実施に向けて、要
綱を改正

合計：304
千円

平成19年7月開始予定で公共施設の広告事業
をモデル的に実施するとともに、20年度の本格
実施に向けて、要綱の改正と20年度予算への計
上を行う

用地管財課 市民プラザ敷地の空きスペースに広告看板を
設置させ広告料を得るため平成19年度予算
に広告料100千円を計上。広告入りマット等の
導入の研究を進めている。

・適切な手法、契約手続きを研究する必要が
ある。
・広告看板以外の広告資源（広告マット等）の
研究が必要。

－ （104千
円）
①手法の決定
②契約締結

都市計画課

未実施 － －

（100千
円）
高田郵便局に隣接する大手町広場にある、バス
停留所に広告設置スペースを設け、掲載内容を
審査の上事業者自ら設置を行ってもらうもの。

道路管理課

未実施 － －

（100千
円）
直江津駅自由通路に広告を掲載する。
・掲載場所：自由通路北側階段上部の梁（1,800
×900×5枠）、北側エスカレータ壁面（3,000×
1,200×１枠）、北口広場円柱（450×1,800×6か
所）
広告の掲載状況を見極めたうえで、追加募集等
を検討する。

7　受益者負担の適正化

【数値目標】
　9,300万円
　（H19年度）1,200万円

8　市の様々 な資源等を用
いた歳入増加

【数値目標】
　2,240万円
　（H19年度）488万円
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具体的な取組項目

19年度の実施内容

全体概要
№

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標

19

売却が可能な資産を積極的に売却
します

用地管財課 県の道路整備や河川改修事業に伴う市有地
の売払いや、工場・店舗・民間宅地造成によ
る大規模な旧法定外公共物の売払いがあっ
たため、売払い実績は127,000千円程度にな
る見込み。

・廃校等の用途廃止財産で、買受希望のない
ものがある。
・売払い申請があっても、売買価格が折り合わ
ず契約に至らない場合や、基金財産等では、
地価の下落により売払い価格が取得価格を
下回ってしまう場合がある。
・土地の所有区分の関係や、公図と現況が合
わず調整が必要な案件がある。

売却が可能な資産を売却す
る。

72,335千
円
・財産を適正に把握する。
・売却可能な財産（基金財産を含む）を売払う。

20

売却が困難な資産を積極的に貸し
付けます

用地管財課 ・今年度の実績については財産の評価替えの
影響で数値目標に対し、約4％減の73,000千
円程度となる。

・貸し付けを行っていない遊休財産等の情報
整理を行う必要がある。
・特例措置を講じていた旧町村の算出方法に
よる貸付料について、平成20年度から合併前
の上越市の算出方法に段階的に統一する予
定であるが、そのことについて借受人と充分に
協議し、理解を得る必要がある。

不用財産の貸付により収入の
確保を図る。

平成20年度から貸付料を段階
的に統一することについて、借
受人から充分な理解を得る。

71,235千
円
・遊休財産を把握し貸付を行い収入の確保を図
る。
・平成20年度から段階的に貸付料を統一するこ
とについて、借受者の了解を得るべく協議を進
める。

■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】
40億8,000万円
　（H19年度）7億7,400
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
　（H19年度）3億円 21

市が担う必要性、政策に対する貢
献度合いと実施成果の状況、類似
する事務事業の効率化等の観点か
ら事務事業を評価し、その結果に
基づき、不用・不急と判断する事務
事業を統合、廃止します

財政課
行革推進課

・事務事業の総点検を実施
・各課、各部局における予算編成作業の過程
で、課長及び部局長の査定を実施。
・配分された予算枠に収めることに汲々 とし、
廃止・休止の観点からの事務事業の見直しは
余りされていない。

・職員が市の財政状況を理解した上で、不用
不急の事務事業を見直すという意識改革が重
要。
・事業を見直すにあたっては、受益者等との
協議に多くの時間とエネルギーがかかることを
踏まえ、20年度予算に向けて、早い時期から
事業の見直しに着手し、廃止・休止する事業
については早めに市民周知を図っていく必要
がある。

事務事業評価に基づく不用・
不急の事務事業の統合・廃止
を平成20年度予算に反映

－ ・4月末までに19年度の事務事業評価の方法を
検討するとともに、事務事業の見直しのベースと
なる平成20年度の歳出削減幅を提示。
・あわせて、予算編成開始時の前段（5月～6月）
で財政課及び行革推進課の査定を実施し、「そ
もそも必要な事業なのかどうか」を判断する。
・6月末までに事務事業の評価を終了し、統合・
廃止する事業について関係者との調整を進める
とともに、平成20年度予算に確実に反映させる。

22

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

財政課 予算編成に合わせて、補助金見直しの留意
事項を通知し、各部課で補助金の見直しを実
施

目的・目標の明確化とゼロベースでの見直し 所期の目的を達成した補助金
が廃止された状態

－ 事務事業評価の一部として6月末までに方向性
を整理し、廃止・縮小する補助金について関係
者との調整を進めるとともに、平成20年度予算
に確実に反映させる。

23

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

行革推進課 公共施設管理検討委員会での審議を通じ、
施設の統廃合についての考え方、スケジュー
ルについて（たたき台）意見集約を図ったが、
施設の統廃合に関する調査が計画どおり進ま
なかった。

19年度上期の早い段階で統廃合の基本方針
を策定し、実施に移す必要がある。

施設の統廃合案が策定された
状態

－ ・利用状況や配置状況、機能の重複状況を踏ま
えた資料を作成し、施設の統廃合の方針案を作
成する。
・方針案については、施設管理検討委員会に諮
る。

11　業務執行経費の縮減

【数値目標】
　7億2,200万円
　（H19年度）1億5,800万円

24

市の業務執行全般に渡る経費の縮
減を促進するため、不用不急の予
算を執行しないで残した部署に対
して、残額のうち半分の額を次年度
の予算枠配分に上乗せする「イン
センティブ予算」を実施します

財政課 H17年度決算の執行残額のうち、経費節減分
を部局ごとに集計し、1/2相当額をH19予算の
枠配時に加算

年度途中で減額補正した経費節減分の把握
と予算への反映方法を検討する必要がある。

予算執行にあたって、一人ひ
とりの職員が経費節減を意識

158,000千円経営層による重点施策の論議の場などでインセ
ンティブ予算の考え方を周知し、予算編成方針
に掲げるとともに枠配分に反映する。

25

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

情報管理課 関係課の職員等で構成する電子市役所推進
部会を7回開催し、電子市役所推進方針を策
定した。

市が持っている様々 な情報資産や個別システ
ムの現況を把握しきれておらず、推進に向け
た具体的なルールや方策を的確に見出せな
い。

現況調査報告書の作成完了 － ・電子市役所推進方針に基づき、各種の情報資
産の現況を把握する。
・推進に向けたルールと方策を検討する。
・情報システム基盤を検討する。
・アウトソーシングの研究をする。

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

26

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

行革推進課 ・市の関与のあり方及び改善の方策を策定す
るための検討委員会の設置は取り止め、市独
自で年度内に方針案を策定する予定。
・第1回目の第三セクターの主管課へのヒアリ
ングを通して、当該第三セクターの経営の実
態を把握し、改善に向けた課題及び取組状
況等を把握したところである。なお、19年度予
算要求時において、市が資本金の25％以上
を出資している第三セクターへの補助金の総
額は、18年度よりも約800万円程度縮減されて
いる。
・今年度、第三セクターの経営改善に向けた
取組方針の作成が遅れたことにより全体的な
進捗が遅れたことを踏まえ、19年度は、18年
度内に策定する方針案に沿って、第三セク
ターの自立に向けた経営改善に取り組むこと
が必要と考えている。

・市町村合併により、管理する法人が大幅に
増え、観光や農業など同種の目的を持つ法
人が存在することとなった。その内、市が資本
金の25%以上出資している法人が26である
が、直近の決算期において赤字の団体が8法
人であり、総じて経営状況が芳しくない。
・黒字である法人でも、多くは市から多額の財
政支援で黒字となっている状況であり、市から
の財政援助なしでの黒字団体は2団体のみで
ある。
・同種の目的を持つ法人でありながら、市の財
政支援に法人間に格差が生じている。

経営改善により単年度赤字法
人を解消するとともに、累積欠
損の縮減を図り、第３セクター
が自主的、主体的な取り組み
により自立した事業運営がで
きる状態

・市が資
本金の
25%以上
出資して
いる法人
が、次期
決算期で
単年度赤
字が８法
人から減
少した状
態。
・第３セク
ターへの
補助金額
が前年度
より10%縮
減された

・第３セクター所管課及び第３セクターへのヒアリ
ングを実施し、経営改善に向けた取組状況を把
握する。
・「第３セクターに関する指針」に基づき、経営状
況の予備的診断の実施し経営状況を把握し、議
会等に報告する。
・第３セクターの情報公開。

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】
　6億8,300万円
　（H19年度）1億4,400万円
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具体的な取組項目

19年度の実施内容

全体概要
№

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標

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
　（H19年度）2億6,000万円

27

勧奨退職の継続及び退職者の補
充を可能な限り抑制しながら、事務
事業の統合・廃止・休止・効率化・
委託、組織機構の簡素化などにより
職員数を削減します

人事課 ・勧奨による退職者数が60人を超え、定年退
職者と合わせて113人が退職し、新規採用予
定者を差し引いても平成18年度当初の2,317
人から2,240人と77人の削減となり、行革推進
計画を前倒しした削減を達成した。

・今後、団塊の世代の大量退職により、毎年
80人程度の定年退職者が見込まれるが、退
職者の半数程度の新規採用とした場合、定年
退職者のみでは、行革推進計画の削減目標
を達成できないことから、引き続き勧奨退職を
継続するとともに、退職者の動向等を踏まえ、
適正な職員採用計画を策定する必要がある。

・勧奨退職を継続し、退職者の
動向を踏まえ、適正な職員採
用を実施する。

・20年4月
1日現在
の職員数
2,209人

・勧奨退職を継続する。
・退職者の動向及び必要な専門職種等の状況を
踏まえた採用数により、職員採用試験を実施す
る。

委託全般 行革推進課 新年度では、13施設が指定管理者制度の導
入に向けた取組を行う。

・業務委託は、業務の実態を踏まえて各課で
実施しており、学校給食調理業務等の委託を
除き、職員削減につながるような大規模な委
託は現行では想定しがたい。
・職員の削減に対応するような委託は、人件
費の枠配分が事業費の枠配分とともに有効に
機能することによって一層進むと考えることか
ら、それを踏まえて20年度予算の編成方法を
見直す必要があると考える。

委託によってコスト縮減が認め
られる事業が委託された状態

－ ・事務事業評価で得られた情報を基に査定を行
い、委託可能な事務事業を見出し、翌年度の予
算編成に反映させる。

保育園事業 次世代育成
支援課

公立保育園の管理運営のあり方について、仮
に民営化した場合、財政面からだけでなく、民
間事業者のノウハウを生かし、保護者の多様
な保育ニーズに応える、幅広い保育サービス
が提供できるものと期待できる。

民営化を進める場合でも、地域や保護者の意
向を十分に把握した上で、慎重に取り組む必
要がある。

個別の保育園ごとに管理運営
の方針が決定した状態

－ 保護者への意向調査を行い、個々 の保育園で
のニーズ状況を把握した上で、民営化の方向性
を保育園ごとに探る。

学校給食業務 学校教育課 城北中学校の調理業務を（有）太陽食品に委
託するため、細部に亘る打合せを行い、4月1
日付けの契約後に速やかに業務に当たれる
ように準備を完了する。
実施後に検証する検証内容、検証方法、検
証時期を定める。

委託業務の確実な遂行と検証 検証状況により民間委託の継
続可否を決定し、継続の場合
は平成20年度に複数校の委
託実施に向けて事務処理を行
う。

－ ・城北中学校委託状況検証評価機関の設置
・検証と評価の実施
・検証、評価結果に基づき、20年度の実施計画
作成
・学校給食運営委員会の開催
・委託校の決定
・保護者説明会の開催
・業者選定委員会の開催
・公募型プロポーザルの実施
・業者選定　　など

28

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。

人事課 新給与制度が完成する平成23年4月を目処と
して、見直しを含め、実施方法を協議すること
となった。

旧給与制度にあった特別昇給制度が廃止さ
れ、勤務実績の反映が導入されたので、当市
の人事考課制度が本格実施すれば、級別職
務及び昇給運用について見直しを行えるが、
廃止のみ先行するわけにいかず、本格実施と
併せて見直しをする必要がある。

目標管理型の人事考課制度
の本格実施と併せて実施でき
る状態。

－ 人事考課検討委員会での検討結果や国の勤務
実績の反映方法を参考に協議し、当市において
も早期に人事考課制度の本格導入を図り、併せ
て級別職務分類及び初任給短縮調整の見直し
を行う。

29

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。

人事課 年度当初の時間外勤務の目標時間を前年度
実績の10％減で設定し、ノー残業ウィークの
試行など様々 な取り組みを行った結果、平成
18年度の数値目標である20,750千円を大きく
上回り、44,500千円の削減となる見込みであ
る。

事務事業の廃止・休止、旅費計算や伝票処
理など庶務業務の効率化、情報管理システム
の見直しなど全庁的に業務の見直しを実施す
る必要がある。

品質マネジメントシステム「ＩＳ
Ｏ9001」を全庁的に活用する
中で、さらに徹底した事務事業
の見直しと業務の効率化を図
れる状態。

20,000千
円
ノー残業ウィークの制度化や時間外勤務縮減に
向けた指針を示し、職員自身が、積極的に縮減
に向けて取り組むよう意識啓発を行う。

30

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

人事課 職員労働組合と特殊勤務手当の見直し協議
を進めた結果、現在、支給対象となっている
24手当のうち7手当を廃止、5手当の支給対象
の変更を平成19年4月から行うこととした。

今回の見直し対象となっていない特殊勤務手
当について、職員労働組合と継続して協議を
進め、平成19年度の早い段階で実施できるよ
うにする必要がある。

著しく危険、不快、不健康又は
困難な勤務以外の勤務に手当
が設定されていない状態。

17,800千
円
・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、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等
の観点から17種類ある手当の見直しを行い、平
成19年度中から改正後の特殊勤務手当支給を
実施する。
・職員労働組合と継続して協議し、抜本的な見
直しを行う。

31

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

人事課 通勤手当については、平成18年4月から距離
区分及び支給額の見直しを行い、約90,000千
円の削減となった。

通勤手当について、現在は、新潟市及び長
岡市と同様な水準で支給しているが、国の基
準にまで引下げる必要がある。

- 16,800千
円
・自宅に係る住居手当について国に準じて、新
築及び購入から5年以内のものに限り支給す
る。
・通勤手当について、国に準じた距離区分及び
支給額にするため、職員労働組合と協議する。

14　給与等の見直しによる
人件費削減

【数値目標】
　2億2,100万円
　（H19年度）5,600万円
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具体的な取組項目

19年度の実施内容

全体概要
№

課題 定性目標 数値目標

取組に関する18年度末時点（見込み）における現状と課題 19年度目標

現状
所管課重点取組中目標

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 32

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

行革推進課 ・市場化テストの実施に向けたガイドラインを
年度内に作成する予定。

当初計画では、19年度に対象業務の選定を
行い、20年度から試行する予定としていたが、
市場化テストの実施は、公共サービスのあり方
や公務員のあり方等を大きく見直すものであ
ることから、より十分に精査して制度を設計し
ていくとともに、庁内の意思形成はもとより、市
民の理解も重要と考え、工程を見直すことと
し、19年度に条例の制定、20年度に対象業務
の選定、21年度からの開始としたい。

市民、職員ともに納得できる条
例を制定した状態

－ 庁内での議論などを踏まえて詳細な仕組みを整
理し、12月議会への上程を目指す。

33

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

用地管財課 ・今年度の実績については1,148,434千円で
数値目標に対し、128.7％となる。

・買戻しの時期が担当課で異なり、公社の計
画的な資金運用や事務処理に影響が生じて
いる。

1,000,000
千円

（買い戻
し）

土地開発公社が先行取得した用地の買戻し手
続きを見直し、一定期間内（年度当初）に買戻し
を図る。

34

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

土地開発公
社

・民間売却目標15億2千万円、契約19億4千
万円。
・販売促進チームの設置26名設置し、6月～
翌年2月まで促進会議開催。
・企業訪問は、訪問報告が企業情報となること
から進捗管理できる方法が困難となった。

・民間売却保有地の宅建法上による物件化を
図ること。
・促進会議での情報交換と毎月開催の見直
し。
・企業訪問報告のあり方。

1,520,000
千円

（売却）

公社借入金利の上昇に対して危機意識を持ち、
財政負担（利息）の軽減を図るため、一刻も早い
保有地の売却を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り、販売促進
に取り組む。

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

■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
　（H19年度）25億2,000
万円
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