
第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）

前期
P

重点
事項
番号

項
目
番
号

取
組
番
号

実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

1 1 1 1
行政財産の統廃合等に関する指針の作
成

管財課

◆施設の設置目的、施設現況、類似施設の
設置状況、施設利用の実態、設置時財源等
を整理

◆施設カルテの作成(公表)による施設の状
況、維持管理費等の可視化

◆「施設のあり方に関する指針」として、
継続（拡大、縮小、統合、民営化、複合
化）、廃止（用途変更、処分）等の評価を
行うための指針を作成し、各行政財産管理
部署での施設統廃合検討の基準を提供

①市有施設のあり方に関する指針の作成公
表

②「施設カルテ」のシステム化と公表

①公有財産利活用等検討委員会を設置し、
管財課が作成した案を基に検討している。
また、指針の重要項目である施設の縮減方
法や、縮減目標等を政策調整委員会研修会
で説明した。

②委託業者と随意契約を締結し、現在、対
象となる３００施設の選定を行っている。

計画どおりできている

指針の作成にあたり、行革に対する職
員の意識醸成は必要不可欠である。こ
のような大きなテーマについては、１
所属だけで取り組むものでなく、政策
調整会議で積極的に前向きな協議を
し、各管理職から職員への説明又は職
務命令として取り組むことが必要と考
える。

2 1 1 1 保育所（園）の再編整備の促進 こども家庭課

◆保護者や地域住民に対する説明と協議を
行う。

◆合意を得られるよう努めて、再編整備を
推進する。

①地域・保護者への説明により、計画的に
進めていく

②庁内検討会議の開催

①大山田東保育園は、平成25年3月31日の
閉園に合意が得られているが、統合への諸
条件、施設の跡地利用について阿波地区住
民自治協議会、保護者会に対して協議を2回
行った。
　諏訪保育所は、諏訪地区住民自治協議
会、保護者会に対して説明会を1回行った。
　まるばしら保育所は、丸柱住民自治協議
会、保護者会に対して説明会を1回行った。
統合についての合意は得られた。

②各保育所（園）で行う説明会の前には支
所等と事前に検討会を実施した。

計画どおりできている

3 1 1 1 校区再編（小・中学校の統廃合） 教育総務課

◆上野南中学校建設工事説明会の開催
◆上野西部小学校区実施計画検討協議会の
開催
◆上野北部小学校区再編計画検討協議会の
開催
◆阿山地区小学校区再編計画検討協議会の
開催

①上野南中学校開校
（丸山中学校、成和中学校の廃校）
②上野西部小学校区実施計画検討協議会の
開催
③上野北部小学校区再編計画検討協議会の
開催
④阿山地区小学校区再編計画検討協議会の
開催

①平成２４年４月1日に開校した。

②実施計画検討協議会を３回開催した。改
修委員会を２回開催した。

③今年度の開催は未定

④再編計画検討協議会を２回開催した。河
合小学校改築委員会を３回開催した。

計画どおりできている

4 1 1 1 体育施設の統廃合 スポーツ振興課

◆ランキングによる施設調査（利用度、整
備度、老朽度）を基に廃止施設を決定す
る。

◆地域と調整を行う。

◆体育施設条例の改正を行う。

①地域と調整を行う。 ①未協議 計画どおりできていない

スポーツ振興審議会を改称したスポー
ツ推進審議会委員の任期が8月31日ま
でであり、新委員の意見集約も必要な
ため。

10月9日に新しい任期のスポーツ推進
審議会においてこれまでの経緯を報
告、さらに、今後3年間の活動計画を
説明し、承認を受ければ、関係部署等
との協議を開始する。

5 1 1 1 使用料・手数料の見直し 財政課

◆「使用料・手数料」について、一律に見
直しを行うのではなくて、施設やカテゴ
リーごとの見直しを行っていく。なお、こ
の場合、住民負担の公平性の確保と受益者
負担の原則に基づく金額設定としていきた
い。

◆公共施設への民間企業の広告掲載等の新
たな使用料の設定を検討する。

①前年度の検証を踏まえ、使用料の引き上
げ率などの検討を行い、市民への周知へと
進めていきたい。

②なお、この場合、現在の使用料につい
て、「高すぎる」などの意見が出ているこ
とについても留意する。

①使用料の引き上げについては、「施設カ
ルテ」のシステム化と公表にあわせて検討
していくことになった。今年度は伊賀市行
政財産目的外使用料条例に基づき、公の施
設の指定管理者等から目的外使用料を徴収
する。

②これまで他の施設と比べて高かった伊賀
上野武道館の柔道場、剣道場の使用料につ
いて見直しを行った。

計画どおりできている
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6 1 1 1
市有施設の有効活用のための基本方針
の作成

管財課

◆施設カルテの作成公表の中で、施設運営
経費、利用者数、利用者一人当たりの経費
等を整理

◆市有施設の適正使用料の算定や施設統廃
合等にも繋がる指針であり、「市有施設の
あり方に関する指針の作成」（NO.1）と合
わせて整理

◆施設の種類毎の受益者負担の適正化基準
について検討

①「市有施設のあり方に関する指針」の中
で”市有施設の有効活用のための基本方
針”を位置づけて作成

②受益者負担の公平に向けた各施設の使用
料等のあり方を提言

①公有財産利活用等検討委員会を設置し、
管財課が作成した案を基に検討している。
また、指針の重要項目である施設の縮減方
法や、縮減目標等を政策調整委員会研修会
で説明した。

②随時、相談を受けて、改善点を指摘して
いる。

計画どおりできている

施設管理者の理解無しでは到底実施す
ることが出来ない施策であるので、職
員研修会を実施し、職員の理解を得る
必要がある。

7 1 1 1
文化ホールのあり方見直し実施に向け
た関係部署との協議及び市民理解に向
けた醸成

企画課

◆市で決定した文化ホール４施設の活用見
直しの方向性に基づき、庁内関係部署と具
体的な施設機能、料金体制、管理形態及び
運営コスト削減方法等について検討、協議
を行う。

◆文化ホール４施設の活用見直し実施に向
けた市民への説明を行う。

①文化会館を含めた４施設の具体的見直し
案について、市民及び関係団体に理解を得
る。

②４施設の具体的見直し案に基づき、平成
25年４月１日運用開始に向けた関係条例等
の整備を行う。

①ふるさと会館いが、あやまさんさんホー
ル、青山ホールを生涯学習施設に転換する
とする、文化ホール等のあり方見直し方針
に基づき、教育委員会と協議の場を持ち、
施設機能等具体案について検討を行ってい
る。今後、関係地区に対しては、伊賀市行
財政改革大綱重点事項のひとつである「公
共施設の適正配置と有効活用」の中の取り
組みとして、ホールのあり方を見直す必要
があること等を説明する機会を持つ予定

②具体的見直し案がまとまり次第、関係条
例等の整備を行う予定

計画どおりできていない
現在、教委において施設機能等の検討
がなされている段階であるため。

生涯学習施設としての計画案がまとま
らない状況から、地元等関係者へ市の
方針を説明する。
３施設の具体的な姿が示せるよう教委
との調整に努める。

8 1 1 1 新規建設施設検討委員会の設置 管財課
◆新規建設施設検討委員会を設置する。
（新たに建設する公共用施設についての必
要性や類似施設との整合を査定する。）

①市有新規建設施設検討委員会の設置

②市有新規建設施設検討委員会の運営

①②公有財産の効率的な利活用の推進等を
検討する公有財産利活用等検討委員会を設
置した。

計画どおりできている

新たに建設する施設については、それ
ぞれの設置にいたる目的や経緯がある
ために、施設管理課が主になって検討
委員会を設置、運営する方が良い。
また、政策調整会議との整合をとる必
要がある。

9 1 1 2 介護予防施設の統廃合 介護高齢福祉課

◆市内介護予防施設の老朽度や利用率等の
現状から、機能集約等を含めた設置数や設
置箇所の方針を決定し、整理・統廃合を行
う。

①【伊賀・阿山】４ヶ所
　各施設ごとに地域と協議のうえ整理・統
廃合について検討し、方針が決定した施設
から随時、整理・統廃合を実施する。
　※介護予防施設として継続させながら地
域へ移管するなど

②【青山】５ヶ所
　各施設ごとに地域と協議のうえ整理・統
廃合について検討し、方針が決定した施設
から随時、整理・統廃合を実施する。
　※市民センターへの転用も含めた地域へ
の移管など

①【伊賀・阿山】４ヶ所
施設開所後10年経過後に普通財産に変更し
た後、下記の方針で地域と協議を進めてい
くことを決定。
・希望ヶ丘生きがいｾﾝﾀｰ、鞆田地区介護予
防拠点施設いきいきｾﾝﾀｰ⇒建物は無償譲
渡、土地は無償貸付
・新堂元気老人ｽﾃｰｼｮﾝ、下柘植かがやきの
郷⇒建物も土地も無償譲渡

②【青山】５ヶ所
下記のとおり取扱う方針を決定。
・桐ヶ丘、上津→将来的に市民センターへ
移管する
・高尾→一部を市民センターへ活用（Ｈ
24.4.1開所）、一部を社会福祉協議会のデ
イサービスセンターへ転用（調整中）
・博要→Ｈ24年度に改修し、一部を市民セ
ンターへ活用（Ｈ25.4.1開所予定）
・矢持→方針未確定（調整中)

計画どおりできている

10 1 1 2
住生活基本計画（長寿命化計画）の策
定

建築住宅課

◆住生活基本計画（長寿命化計画）を策定
し、既存市営住宅の統廃合を含めたあり
方・活用方針を決定する。

◆地域の特性や入居世帯の実情に合った市
営住宅の整備等を検討する。

◆維持・管理コストの削減を目指し、計画
的な改修・修繕工事を検討する。

①基本計画等の策定

②民間住宅の状況把握

③改修・修繕工事の計画策定

①年度内に策定できるよう、パブリックコ
メント実施に向けて進行中。

②統計調査等の活用と、市内2000世帯を
抽出したアンケートで918票の回答、市営
住宅745世帯を対象のアンケートで385票
の回答、地域別ワークショップ開催を延べ7
回計75人の参加で意見集約など、状況把握
に努めた。

③年度内に策定できるよう、資料が整った
ので計画策定進行中。

計画どおりできている
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11 1 1 3 施設カルテの作成 管財課
◆施設カルテの管理部署での作成と全庁共
有を図る。

①施設カルテの公有財産管理システムへの
付加整備（公有財産管理システムの中に、
施設カルテを整備）

①施設カルテを整備中であり、年度内にグ
ループウェアで全庁共有するための準備を
進めている。

計画どおりできている

12 1 1 3 施設管理コストの公表 管財課
◆市広報、HP等を利用して施設コスト計算
等の基本データを公表する。

①施設カルテの公有財産管理システムへの
付加整備（公有財産管理システムの中に、
施設カルテを整備）

①施設カルテを整備中であり、年度内にグ
ループウェアで全庁共有するための準備を
進めている。

計画どおりできている

13 1 2 1 財政見通しのローリング 財政課

◆国の次年度の予算が明確になった段階
で、国の政策を反映させた財政見通しを作
成する。

◆総合計画及びその実施計画（実施計画は
毎年度更新される）の内容を反映させた財
政見通しを作成する。

①国の次年度の予算が明確になる１２月下
旬から、市の当初予算審議が始まる３月中
旬までの間に作成する。

①１２月から取り組む予定 計画どおりできている

14 1 2 1 次代を見通した財政運営 水道総務課
◆９月までに向こう５年間の財政計画の点
検と見直しを行い、新年度予算に反映す
る。

①向こう５年間の財政見通しを策定し、新
年度予算に反映する。

①財政計画を策定し、平成２５年度予算に
反映している。予算では当年度純利益約7千
５百万円を見込んでいる。

計画どおりできている

15 1 2 1 総合計画実施計画のローリング 企画課

◆総務課、財政課等と合同の事務事業ヒア
リングを行い、財政見通し等と連携させ
る。

◆新たな財源の確保向けて、調査研究を行
う。

◆評価基準やその手法について、関係課と
調整を行う。

①実施計画の策定（平成2５年度～平成2７
年度）

②関係課合同による事務事業ヒアリングを
行う。

③ヒアリング後、当初予算案作成に反映さ
せるため、内示を行う。

①実施計画を策定し、7月27日に庁内各部
署へ周知した。

②総務課、財政課、企画課による合同ヒア
リングを6月7日～7月12日にかけて実施し
た。

③当初予算に反映させるため、合同ヒアリ
ングの内容を精査し、部長査定、市長査定
を経て、9月3日に実施計画事業の内示を
行った。
なお、次年度以降、毎年度ローリングし、3
年間の計画内容が分かりやすい体裁へ変更
する。

計画どおりできている
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16 1 2 1 総合計画に基づく各種計画の進行管理 企画課

◆各種計画を所管する担当課から、計画の
進捗状況を年２回報告を受ける。

◆報告内容を確認し、計画の進行管理を行
う。

◆庁内において各種計画の進捗状況の情報
共有を行う。

①訓令の制定

②訓令で規定した各種計画の進捗状況の報
告

③各種計画の進行管理による総合計画数値
目標等との整合確認

①4月18日付けで訓令の一部を改訂した。
（対象計画の見直し）

②平成24年3月末分を取りまとめ、6月29
日に副市長へ報告した。平成24年9月末現
在分を照会する準備中。

③現在、確認中。

計画どおりできている

17 1 2 2 定期的な補助金の見直し 総務課

◆平成２２年度に策定した「補助金等の見
直しに関する指針」に基づき、定期的に見
直しを行う。

◆３年に１回、当初予算編成前に【見直し
作業手順】に基づく点検を実施する。

◆毎年度、当初予算編成前に、交付基準に
基づく点検を実施する。

◆検証結果についてホームページで公表す
る。

①各担当課が補助金等チェックシートを作
成し、見直し手順により部内調整を実施
後、全体を取りまとめる。

②平成2５年度当初予算に反映させる。

①担当課が作成した補助金等チェックシー
トをもとに、財政課とともに各事務事業評
価の聞き取り時に合わせて、補助金等の見
直しを実施するための検討課題や補助団体
との協議状況等について点検を実施した。

②補助金等チェックシートに基づく点検結
果をとりまとめ、財政課へ一覧表を送付し
た。

計画どおりできている

18 1 2 2 繰出基準外経費の削減 財政課

◆繰出基準外経費の削減については、農業
集落排水事業で、機能強化分の起債償還に
ついて、使用料の一部を起債償還に充当す
るなど、一定の成果があった。今後も基準
外繰出の削減に努力していきたい。

◆景気低迷の時代であり、繰出金の削減が
直ちに使用料のアップに繋がる場合などの
ないように配慮していきたい。

◆医師不足に悩まされている病院事業会計
などは、今後どのような状況になるか予測
できない状況であり、市民の生命を守ると
いう観点から基準外繰出金について、安易
な削減については注意をしていきたい。

①繰出基準外経費の削減について、担当課
と協議を行う。

① 予算ヒアリング時に、繰出の内容につい
て聞き取りを行い精査している。

計画どおりできている

19 1 2 2 予算編成システムの再構築 財政課

◆これまで経常的経費は、枠配分方式で、
政策的経費は、総合計画実施計画と連動し
た査定方式で予算編成を行ってきたが、駅
前再開発事業、庁舎建設事業などの大規模
プロジェクトに取り組んでいる間は、プラ
イマリーバランスの関係から、他の投資的
経費を絞り込む必要があるため、この時期
だけの新しい予算編成方法を検討してい
く。
　①各事業課の補助要望よりも前に、起債
の限度額（事業費の限度額）を内示する
　②起債の枠配分による投資的経費の要求
など

①プライマリーバランスの黒字化
①　臨時財政対策債を除いたプライマリー
バランスは、約４億２千万円黒字（９月補
正予算時点）

計画どおりできている

20 1 2 2 市税収納率の向上 収税課

◆納税意識の高揚を図るため啓蒙、啓発に
努める。
◆新規滞納や既滞納者の拡大を避けるた
め、早期滞納整理を計画的に実施する。
◆公平、厳正な滞納整理及び滞納処分の実
施。
◆差押物件のネット公売の実施。
◆不良債権の見直しを行い滞納処分の執行
停止など積極的に行う。

①納税意識の高揚を図るため広報「いが
市」や行政チャンネルなどを通じ啓蒙、啓
発に努める。

②公平、厳正な滞納整理及び滞納処分のた
め積極的な差押を行う。

③差押物件のネット公売の積極的な実施を
図る。

①納税意識の高揚を図るため広報「いが
市」６月１日号への「市税は納期内に納め
ましょう」の啓発記事の掲載や同時期に行
政チャンネルでの啓発に努めた。

②公平、厳正な滞納整理及び滞納処分のた
め積極的な差押に努めた。（H２４．９．１
３現在　差押件数　７６３件　領収金額
７１，２８５，６３４円

③差押物件のネット公売を６月、７月、９
月の３回実施し、７２８，２５０円を換価
しました。）

計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）

前期
P

重点
事項
番号

項
目
番
号

取
組
番
号

実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

21 1 2 2 貸付金償還金の償還率の向上 同和課

◆滞納者に督促や催告などを適宜行う。連
帯保証人に、滞納者への納付指導依頼を行
う。滞納者の状況によっては、連帯保証人
に対して債務請求を行う。

◆督促や催告を行っても反応の無い滞納者
や連帯保証人に対しては個別訪問を行う。

◆支払い意思欠如者や行方不明者、長期滞
納者に対して、調停や訴訟により強制執行
が行えるように迅速な対処が可能な体制を
整える。

◆借受人、連帯保証人ともに破産などで回
収不能となっている不良債権については、
国の償還推進助成の適用を受け不納欠損を
行う。

①督促等の発送を行う。

②悪質滞納者への法的措置を行う。

①呼出状を１件送付した。

②補助金の要望を提出した。
計画どおりできていない

欠員により体制づくりができず、前期
の間に取り組みをすすめることができ
なかった。

欠員状況が改善される１０月から督促
状等の発送を順次行う。

法的措置については、弁護士と相談・
協議しながら年度内に８件分の決着が
付くように取り組みをすすめる。

22 1 2 2 介護保険料の収納率の向上 介護高齢福祉課

◆口座振替を推進するとともに、滞納者に
対する納付相談、文書・電話催告・臨戸徴
収等により納付を促進し、収納率の向上と
自主財源の確保に努める。

①普通徴収者に対し、口座振替での納付を
積極的に促す。

②滞納者に対しては、滞納原因の分析によ
り滞納者の現況を把握する。

③年2回（6月と12月）の催告書の発送
後、分析結果を基に臨戸徴収を実施する。

④必要に応じ随時電話で催告を行う。

⑤来庁や電話での納付相談は通年実施す
る。

①特徴停止により普通徴収者が増える中、
普通徴収者への口座振替での納付を積極的
に促している。
②滞納者に対しては、滞納者分析一覧表を
作成し、滞納原因の分析により滞納者の現
況を把握した。
③年2回（6月と12月予定）の催告書発送
後、分析結果を基に10月から臨戸徴収を実
施する予定。
④必要に応じ随時電話で催告を行ってい
る。
⑤来庁や電話での納付相談を通年実施して
いる。

計画どおりできている

23 1 2 2 国民健康保険税の収納率の向上 保険年金課

◆納税啓発
◆口座振替の推進
◆夜間.休日納付相談窓口開設
◆夜間電話催促

①４月．８月広報に納期内納付啓発　・
ケーブルテレビでの放映

②窓口等での口座振替推進

③５月、１１月夜間電話催促実施

④９月．３月夜間休日の納付相談窓口開設

⑤毎月５日間短期証対象者への納付相談な
ど、毎年度継続的に実施する

①8月1日号広報で納期内納付啓発

②窓口等での口座振替推進

③5月14日（月）～18日（金）夜間電話催
告実施

④8月30日・9月6日・13日の3日間夜間
納付相談窓口開設

⑤毎月5日間短期証対象者への納付相談実施

計画どおりできている

24 1 2 2 保育料の収納率の向上 こども家庭課

◆毎月督促状を送付し、未納の通知を行
う。
◆夜間集中の臨戸訪問による徴収や電話に
よる納入依頼を行う。
◆現年度分の収納率向上のため、督促状納
期限後、未納者への早期の納付依頼を行
う。

①年間を通じての訪問計画をたて、夜間・
昼間の戸別訪問徴収を行う。

②未納通知の送付

③納付相談の実施

①年間を通じての訪問計画をたて、夜間・
昼間の戸別訪問徴収を実施。(計１２回）

②未納通知の送付(計１２回）

③納付相談の実施(計２０回）

計画どおりできている

25 1 2 2 市営住宅家賃収納率の向上 建築住宅課

◆督促、催告を滞納整理の第１歩と考え、
年次スケジュールに基づいて徹底実施す
る。

◆口座振替制度の利用を促進する。

◆滞納者に対しては、早期に臨戸訪問等を
行い、納付解消に向けた相談等を行う。

◆納付意識が稀薄な入居者に対しては、住
宅使用料支払い請求を行う。

◆納付意識が稀薄な入居者に対しては、市
営住宅の明渡し請求を行う。

①督促、催告の徹底実施

②口座振替制度利用促進

③早期臨戸訪問

④住宅使用料の支払請求（提訴）

⑤市営住宅明渡請求の実施（提訴）

①督促状を毎月送付。催告状を8月に送付。

②655件（約45％）

③訪問実績　延べ日数　　　 　97日
　　　　　　訪問件数　　  　642件
　　　　　　徴収件数　　  　433件
　　　　　　徴収金額 5,609,460円

④実績なし。

⑤実績なし。

計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）

前期
P

重点
事項
番号

項
目
番
号

取
組
番
号

実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

26 1 2 2 病院の診療費未収金対策
市民病院

医療事務課

◆未収金対策委員会を開催し、発生の抑制
等の対策を協議する。
◆高額医療制度による、入院費の限度額申
請についての手続きを説明し、医療費の軽
減により未収金の発生を抑制する。
◆催促通知の方法として、支払通知→督促
通知→保証人通知等の段階により徴収の強
化を図る。
◆訪問徴収を年間２回に渡って課職員班編
成で集中して実施する。随時訪問について
も可能な限り実施する。
◆裁判所に支払督促制度による手続きを行
い、裁判所介入による徴収を実施する。

①未収金対策委員会を年２回開催する。（9
月・３月）

②入院時において高額医療費制度の啓発を
行い、支払い相談時に手続き方法等説明す
る。

③未収金支払催促の通知を行い徴収の強化
を図る。

④訪問徴収の集中月間を年２回実施すると
ともに、可能な限り随時訪問回収を行う。

⑤裁判所による支払督促制度に適応する未
収金について、その制度により回収を行

①未収金対策は、課内管理職と担当で検討
し、年次計画を立てて行っている。

②未収金を防ぐために、医療相談業務とし
て、他法の活用も含めた福祉制度の活用等
の紹介や支援を行っている。

③４月１日から８月３１日で８６件督促状
を送付している。

④１１月班別臨戸徴収予定

⑤文書、訪問による督促発送に向け、準備
している。

計画どおりできている
会計計算からの前日の時間外等の未収
金の督促を、受診後すぐに督促するよ
うに改める。

27 1 2 2 総人件費の抑制 人事課

◆各所属において時間外縮減のための目標
設定を行う通知を出す。

◆恒常的な長時間勤務職員がいる所属長に
対して、人事課等によるヒアリング等を実
施し、縮減に向けた業務分担の見直し、平
準化等についての指導を行う。

◆定員適正化計画の確実な実施による総給
与額の抑制

①前年比５％縮減の目標設定通知を出す

②恒常的な長時間勤務職員のいる所属長に
対してヒアリング、指導を行う

③定員適正化計画により、職員数を1９人減
らす

①4月２７日に時間外勤務の縮減のため、目
標設定の通知を出したが５％縮減にまで言
及していない。

②４～８月までの時間外勤務状態は長時間
勤務職員はかなり改善されてきているが、
実績をみながら１０月頃にヒアリングを実
施したい。

③定員適正化計画に基づく職員採用の抑制
等により、本年度は２０名の削減となる予
定である。

計画どおりできていない

①前期実施計画の中では、前年実績の
５％減を目標とし効果額を設定してい
るが、人員削減により、職員１人当た
りの業務負担が増加している中では、
更に５％の時間外抑制を強いることは
職員の士気の低下に繋がる恐れもある
ため、縮減するための目標管理を行う
取り組みのみの通知とした。

①かなり改善されてきているため、今
後は時間数が増加している所属へのヒ
アリング等を実施し、増加の抑制を図
ることとしたい。

28 1 2 2 資産の多様な活用手法の検討 管財課

◆公有財産台帳の整備管理システムを構築
し、遊休施設の有効利用・処分（売却・貸
付）等を検討する。

◆インターネットを利用したり、民間不動
産業者と連携するなど積極的な資産の貸
付・公売等を検討する。

◆行政財産目的外使用料条例に基づく目的
外使用制度の運用

①民間事業者（不動産業者・インターネッ
ト会社）と連携して、計画的に売却（公
売）、公募貸付等さまざまな方策の実施

①ネーミングライツの導入に着手した。飲
料用自動販売機設置事業者の対象物件を新
たに２３施設１９物件追加した（年間２７
５万円の収入増）

計画どおりできている

29 1 2 3 プライマリーバランスの黒字化 財政課

◆財政課が定義しているプライマリーバラ
ンスとは、（市債償還金）-（市債借入額）
が、プラスになることをプライマリーバラ
ンスの黒字化としている。

◆ただしこの定義は、国が普通交付税の代
替財源として臨時財政対策債の発行限度額
を大幅に増額していない時のものである。
　
◆今は、（市債元金償還金－臨時財政対策
債償還元金）-（市債借入額-臨時財政対策
債）がプラスになることと定義している。

①決算をした段階で、黒字化とする。 ①　来年５月末まで結果がでない。 計画どおりできている

30 1 2 3 有利な起債メニューの選択 財政課

◆市債については、プライマリーバランス
の黒字化ということで、抑制を行ってい
る。

◆実際に借入れを行う起債については、合
併特例債や辺地債など、交付税算入の大き
いものについて、優先的に借り入れてい
く。

①有利な起債（臨時財政対策債、合併特例
債、へん地債など、交付税算入率の大きい
もの）の借入額を８０％以上とする。

①９月補正予算時点では、９０％以上であ
る。

計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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31 1 2 4 財政状況の公表 財政課

◆広報、行政チャンネル、ホームページに
おいて、予算執行状況や、決算の状況を公
表する。

◆地方自治体財政健全化法による４指標の
公表、連結財務４表の公表などを行う。

◆市民に対して財政状況を詳細に説明する
ため、財政出前講座を実施する。

◆市職員にも、財政状況を理解してもらう
ため、財政説明会を開催する。

①財政状況（５月、１１月）決算状況（１
０月）については、決められた時期に適切
に行うこと。

②大規模プロジェクトの進捗状況に合わせ
て、財政出前講座、職員への財政状況説明
会を適切に行うこと。

①５月に財政状況について告示するととも
に広報に掲載した。

②予算説明会（６回開催）時に本市の財政
状況と課題について説明した。

計画どおりできている

32 1 2 5 外郭団体の定期的な点検 総務課

◆当該団体に対して、現状や今後の方向性
などについてヒアリングを実施する。

◆「外郭団体の改革及び運営に関する指針
（平成19年11月策定）」に基づく調査票
の作成を団体所管課へ依頼する。

①ヒアリング結果による方向性の検証を行
う。

②「外郭団体の改革及び運営に関する指
針」に基づく調査票の作成を団体所管課へ
依頼

①昨年度ヒアリング及び今年度の調査票の
内容から、指針に規定される団体の方向性
を検証した。

②調査票の作成を依頼済みである。

計画どおりできている

33 1 2 5 定期的な経営状況の点検評価
市民病院

経営企画課

◆院内組織体制を見直し専任の経営企画部
署を設置するなど、事務部等の体制強化を
図る。
◆支出経費を見直し、削減に向けた点検を
行う。
◆診療機能の重点化を進め、更なる医師確
保の取組を進める。（緩和医療、在宅医療
等）
◆看護師の研修体制等の強化を図り、看護
師確保の取組を進める。
◆電子カルテの導入を図り、院内及び医療
機関相互の情報共有や連携を促進する。

①透析患者への栄養療法を開始する。

②支出経費の見直し・削減を継続する。

③医師・看護師を確保し、入院患者を増や
し、又診療科の再編成、病棟の再開を検討
する。

④電子カルテを本格稼動させる。

①透析患者への栄養療法を開始した。

②各種委託契約の見直し（医事業務・給
食・清掃等）や原価管理手法等により支出
経費の削減を行っている。

③医師確保については院長・市長等により
関係大学への派遣要請やホームページ等に
より、また看護師についてもカムバックセ
ミナー・奨学金制度等により確保に努めて
いる。病棟については４月から療養病棟を
再開した。

④来年１月から電子カルテの本格稼動をす
る。

計画どおりできている

34 1 2 5 定期的な経営状況の点検評価 水道総務課

◆料金集納率の向上
◆委託業務の拡大
◆有収率の向上
◆遊休資産の有効利用と処分の推進

①当年度未処理欠損金の縮小
①検針業務の委託を行うため平成２６年度
までの債務負担行為の補正を行った。

計画どおりできている

35 2 1 1 審議会のあり方の見直し 秘書広報課

◆設置している審議会について現状を把握
する
（審議会数、設置目的、委員構成、開催手
法等）

◆審議会の現状に基づき、委員構成及び運
営に関する見直し基準の作成
　
　（平成２３年４月現在　審議会数　１１
８）

①審議会の現状について、調査結果を分析
し、見直しを要する内容等について検討す
る。

①現在調査結果を分析、検討中である 計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）

前期
P

重点
事項
番号

項
目
番
号

取
組
番
号

実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

36 2 1 1 自力執行権の行使による負担金の削減 収税課
◆三重地方税整理回収機構への移管を削減
し、機構負担金の縮減に努める。

①納税意識の高揚を図るため広報「いが
市」や行政チャンネルなどを通じ啓蒙、啓
発に努める。

②公平、厳正な滞納整理及び滞納処分のた
め積極的な差押を行う。

①納税意識の高揚を図るため広報「いが
市」６月１日号への「市税は納期内に納め
ましょう」の啓発記事の掲載や同時期に行
政チャンネルでの啓発に努めた。

②公平、厳正な滞納整理及び滞納処分のた
め積極的な差押に努めた。（H２４．９．１
３現在　差押件数　７６３件　領収金額
７１，２８５，６３４円

計画どおりできている

37 2 1 1 経常経費の削減 収税課

◆夜間延長窓口の見直し
　納税者の利便性を目的に夜間延長窓口を
開設しているが、納税コストとして相当の
経常経費が発生することからコンビ二収納
をはじめ収納チャンネルを増やすことで納
税者の利便性を保ち、合わせて、夜間延長
窓口を廃止し経常経費の縮減を図る。

①クレジット収納、モバイル収納等の平成
26年度導入に向けて検討を行う。

②夜間延長窓口の平成26年度からの廃止に
向けて各課協議を行う。

①７月２５日に開催された「公金クレジッ
ト収納セミナー」に職員が受講し、クレ
ジット収納についての問題点等について今
後も検討を重ねることとする。

②時間外が発生していない窓口延長業務の
廃止が経費削減と住民サービスとの関係で
廃止が適当か検討を要する。

計画どおりできている

38 2 1 1 徴税コストの削減 収税課

◆滞納処分(差押)等にかかる臨場を郵送等に
変え、旅費等の経費の縮減を図る。
◆定期的に臨場(徴収)していた顧客に対し、
自主納付を促し臨場を廃止し人件経費の削
減を図る。
◆繰り返し催告の縮減により、郵送料の削
減を図る。
◆納税組合に交付している「事務費補助
金」の交付にあっては、H23年度より事務
の適正化強化を図り、将来的には補助金の
廃止を行う。
◆連合会活動補助金についても見直しを行
い、平成２４年度の活動補助金廃止を検討
する。

①補助金の見直し
　補助金の交付有きの体制から、現に納税
貯蓄組合が支出した実費のみの補助金へ移
行し補助金交付の適正化を図る。

①平成２４年６月に連合会は解散し、活動
補助金を廃止した。また、納税組合への事
務補助金適正化を図っている。

計画どおりできている

39 2 1 1
「（仮称）行政関与の基本方針」の策
定

企画課
◆「（仮称）行政関与の基本指針」などを
策定し、事務事業の妥当性を検証するしく
みを構築する。

①「（仮称）行政関与の基本指針」の策定

①指針案を作成し、総務課との協議が終了
した。10月中に開催される政策調整会議で
協議を行い、協議後、行財政改革推進委員
会、議会等への説明・報告を行なう予定。

計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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目
番
号
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組
番
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実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

40 2 1 1
行政バス、廃止代替バス運行における
運用見直しと行政の役割の整理

企画課

◆伊賀市交通計画（Ｈ23～26）に基づ
き、行政バス、廃止代替バスの利用者ニー
ズ及び利用実態にあわせた運行形態（ダイ
ヤ、ルート等）の見直しを行うことによ
り、各路線等の平均乗車密度又は平均乗車
人数を改善させるとともに、事業面におい
ても収支率を改善させる。

◆伊賀市交通計画（Ｈ23～26）に位置づ
けたバス交通維持評価基準に基づき、各路
線毎の評価を行い、行政の役割を整理す
る。

①行政バスの運行形態の見直し

②廃止代替バス運行形態の見直し

③バス交通維持評価基準に基づく評価

④デマンド運行実証実験の実施

①交通計画のアクションプログラムに基づ
き、上野コミュニティバス「しらさぎ」の
北回り循環を実証実験運行開始したほか、
各行政バスの運行改善に向け、地域代表者
等を交えた協議会を開催するなどし具体案
の検討を行った。
　交通計画施策の進行管理のため、企画課
と支所振興課との合同会議を開催し、進捗
状況や課題等の情報共有を図っている。

②いがまち行政バスの運行改善案がまとま
り次第、廃止代替バス柘植線の新堂駅南口
止め、川東経由への統一化を図る予定

③年度末までの実績に基づき、今年度の評
価を行う。

④デマンド運行の実証実験については、阿
山地区交通運行協議会における協議の結
果、阿山行政バスの見直しは、まず定時定
路線型により運行改善する方向となった。
実証実験運行については、今後の参考デー
タをとるべく、市として実施可能な実験案
を同協議会に示したが、実施については、
内容的に十分な実証結果が得にくいこと
や、利用者の混乱を招く懸念があることか
ら、定時定路線型による運行改善の結果も
見ながら、さらに時間をとって実施につい
て検討する。

計画どおりできている

41 2 1 1
各担い手センター団体補助金等の見直
し

農林振興課

◆伊賀北部広域担い手センターといがまち
担い手センターの統一に向けての検討

◆担い手センターの統一について、伊賀北
部農協及びいがまち担い手センターの実行
組合長会等と調整協議を行う。

①平成23年度実施の評価結果を踏まえて、
実施する。

①7月２５日(水）開催した「伊賀市域農業
振興協議会委員会」の中で、担い手セン
ターの統一について協議を行ったが、協議
継続となった。

計画どおりできていない 伊賀北部農協と調整がつかないため
目的達成のために伊賀北部農協と協議
を継続する

42 2 1 1 伊賀市消防団適正化計画の実施 消防救急課

◆伊賀市消防団適正化計画により、基本団
員数・支援団員数及びポンプ積載車数の見
直しを行う

◆団員の年報酬・出動手当てを見直し処遇
改善を行う

①欠員のある部・班から支援団員を募集す
る。

②適正化計画の集約を行った配備計画の遂
行

①支援団員を募集しているが、適正化計画
の支援団員２５１名のところ現在38名であ
るため、10月から12月にかけ各地域住民
自治協議会に適正化の説明と支援団員の入
団促進のお願いにまわる。

②本年度に入り適正化準備会議を2回、適正
化会議1回を開催し、平成25年度の当初予
算に反映させる。

計画どおりできている

43 2 1 1 行政評価制度の効果的・積極的な活用 総務課
◆評価結果を事業実施や予算に反映する
◆課題に対しての徹底した事務改善
◆第三者評価導入の検討

①課題に対しての徹底した事務改善

①担当課が作成した事務事業評価シートを
もとに、企画課、財政課とともに各事務事
業の進捗等について、聞き取りを実施し
た。数値目標が達成されているか、また昨
年度設定した改善策に対する取組状況な
ど、PDCAサイクル確立の観点から点検を
行った。

計画どおりできている

9



第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

44 2 1 1 権限移譲の推進 総務課

◆県が示した移譲事務について、担当課に
意向を確認する。

◆移譲を希望する事務に係る県と担当課と
の協議の場を必要に応じて調整する。

①県が示した移譲事務について、担当課に
意向を確認する。

②移譲を希望する事務に係る県と担当課と
の協議の場を必要に応じて調整する。

①②「三重県権限移譲推進方針」に定めら
れた「包括的権限移譲パッケージ」におい
て、県からの情報提供や県内市の進捗状況
を踏まえ、担当課の現状や意向を確認中。

計画どおりできている

45 2 2 1 民間委託の推進 総務課

◆「民間活用ガイドライン（平成19年11
月策定）」の周知

◆他市の民間委託化の事例について、伊賀
市での導入の可否を検討

①予算編成時期にあわせてガイドラインの
周知を行う。

②他市の民間委託化の事例について、伊賀
市での導入の可否を検討

①９月13日に庁内に周知を図った。

②県内市及び類似団体に対し、民間委託実
施状況に関するアンケート調査を行い、既
に民間委託を実施していると回答があった
県内市において、窓口業務、広報業務及び
給与計算業務の視察研修を行った。

計画どおりできている

46 2 2 1
市直営し尿収集業務の民間委託または
計画的な収集許可による収集範囲の削
減

浄化センター

◆下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業
等の合理化に関する特別措置法（合特法)に
係る関係部署との連携
◆直営収集の削減地域の選定
◆許可(または委託)業者との協議
◆対象市民への周知

①許可（または委託）業者との協議

②対象市民への周知

①下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業
等の合理化に関する特別措置法（合特法)に
係る庁内協議を６月４日に行った後、許可
業者（３社）との協議を６月１３日に行っ
た。そして、８月７日に庁内協議を行った
後、８月２３日に許可業者との協議を行っ
た。
　神戸地区の農集施設整備に伴う代替業務
として、市直営し尿収集地域のうちの４地
区民間移管は受け入れられなかった。
②許可業者との協議が不調のため、対象市
民への周知は行っていない。

計画どおりできていない

神戸地区の農集施設整備に伴う代替業
務と市直営し尿収集地域のうちの４地
区民間移管を切り離して、許可３業者
と協議した。
Ａ業者…受け入れる
Ｂ業者…し尿券等現行方式なら受け入
れる。
Ｃ業者…不採算のため受け入れられな
い。

許可業者との協議を重ねる。

47 2 2 1
養護老人ホーム「恒風寮」の民営化の
検討

介護高齢福祉課

◆施設の老朽化に伴い、今後施設の改築等
も視野に入れた民営化を行う。

◆指定管理期間においては適切な管理・運
営とサービス向上への指導等を行い、平成
25年度以降の民営化に向け、利用者及び指
定管理者と調整・協議を進める。

①民営化に向けた利用者（保護者）への説
明と同意を得る。

②指定管理者制度から民営化への具体的な
スケジュール等を決定する。

①平成２３年度中に、施設入所者への説明
会および入所者家族への説明会を開催し、
同意を確認している。

②指定管理者とスケジュール調整を行った
結果、平成２５年６月１日付での民営化を
目標設定した。

計画どおりできている

48 2 2 1 指定管理者制度運用マニュアルの公表 総務課

◆指定管理者制度の運用は、平成17年度に
策定した「指定管理者制度の導入方針」で
行ってきたが、その内容は当初の制度導入
の考え方や事務対応の概要までしか記載が
なく、事務的な指示はそのつど行ってい
た。これらのことから、施設所管課に制度
導入からモニタリングまでの考え方や事務
対応を時系列で整理したマニュアルの策定
が必要であると考えた。制度導入当初から
変更した点などを考慮し制度運用手法の見
直しを行いマニュアルを公表する。

◆新しく策定したマニュアルに基づくモニ
タリング結果の公表

①新しいマニュアルで制度運用を行う。

②モニタリング結果を公表する。

①現在公表しているマニュアルの手順で制
度運用を行っている。

②平成23年度モニタリング結果を６月21
日から市ホームページで公表した。

計画どおりできている
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49 2 3 1 施設配置の改善 管財課

◆新庁舎建設に合わせワンストップサービ
ス等窓口サービスの検討部会を設置

◆窓口サービスに係る市民を交えたワーク
ショップの開催と検討事項の新庁舎建設設
計への反映

①窓口サービス検討部会において検討

②新庁舎基本計画及び実施計画に反映

①新庁舎の窓口機能を検討するワーキング
部会（部会長：住民課長）において、総合
窓口の設置について検討している。

②総合窓口で取り扱う業務について精査中
であるが、新庁舎の完成に合わせて、窓口
業務を専門的に処理する部署の設置を前提
に検討が進められている。

計画どおりできている

50 2 3 1 ふくし総合相談支援窓口体制の構築 介護高齢福祉課

◆市本庁舎は、市全体を対象とした各分
野・制度・サービスの枠を超えた総合相談
支援窓口体制の検討をする。

◆住民が、身近なところで相談することが
でき、適切な解決策に結びつける支所管内
の一次相談支援窓口体制も検討をする。

①事務分掌の整理

②相談体制、情報発信・収集方法などの検
討

③分野を越えた相談支援に対応するための
体制の検討

①総合相談支援体制の構築に向け、健康福
祉部内各課が所掌する事務分掌を整理し
た。

②「ふくし総合相談支援センター」設置に
向け、現状の健康福祉部内の体制や業務内
容を検証し、相談支援体制のあり方につい
ての協議を３回実施した。

③市民にとってより身近なところで相談支
援体制が取れるよう、窓口体制課題の洗い
出しを始めた。

計画どおりできている

51 2 3 1 窓口対応の充実 管財課

◆新庁舎設計における市民ニーズに適合し
た窓口施設の整備

◆繁忙期の土日の開庁や窓口取扱時間の延
長等を考慮した庁舎管理システムの検討

①窓口サービスの検討部会の設置し、窓口
取扱時間の延長等を検討する。

②開庁時間延長に合わせた庁舎管理の改善
検討を行う。

③新庁舎基本計画及び実施計画に反映

①庁舎建設庁内検討委員会に設置した窓口
機能ワーキング部会（部会長：住民課長）
での検討では、窓口取り扱い時間の延長に
ついては非常に困難であるとの結論であっ
た。

②取り扱う業務や開設場所を限定すること
で、庁舎のセキュリティを保つことは可能
と考える。

③検討結果について、設計に反映してい
く。

計画どおりできている

52 2 3 1 窓口対応の充実 上野図書館

◆年間10万人を超える多様な入館利用者の
ニーズを把握するとともに社会の動向を的
確に把握することに努め、少数のヘビー
ユーザーのニーズに偏らない無駄の無い選
書を進めてサービスの提供を推進する。

◆参考業務の充実を進め、利用者の図書資
料の利用を推進する。

①毎年の図書館年間利用統計（入館利用者
数・図書利用登録者数・貸出利用冊数等）
を基に、次年度目標を設定し、利用の促進
に取組む。

②学校等への団体貸出の促進に取組む。

③図書館・公民館図書室間の図書配送シス
テムに取組む。

①ホームページを活用して広報活動を積極
的に展開している。乳幼児健診の際、保健
師からおはなしカレンダーを配布しても
らっている。また、ハイトピアで出前読み
聞かせを行うなど、新しい利用者を発掘し
ている。新事業としてナイトライブラリー
やストーリーテリングを実施する。展示
コーナーは古文献の展示に加え、利用者の
作品発表や行政の施策発信に活用してもら
い、図書館の利用促進に取り組んでいる。

②４月の校園長会議で周知した。また、各
学校を訪問し制度の説明と利用を促した。

③公民館図書室と連携し図書館情報システ
ムの効率的運用を図っている。現在未接続
の２室については、蔵書のデータ化を行っ
ている。図書配送サービスの充実に取り組
んでいる。

計画どおりできている

53 2 3 1 行政手続基準の管理 総務課

◆伊賀市では行政手続法及び行政手続条例
に規定する、法令や条例に基づく申請や不
利益処分の行政手続基準が設定されていな
い。行政手続法では審査基準などを明確に
することで、行政運営における公正の確保
と透明性の向上や市民の権利利益の保護に
資することとされており、当市でも年次的
に基準を設定し公表していく。初年度は法
令に基づくもの、次年度は条例に基づくも
のとし、公表や管理の方法についても検討
を行う。

①条例に基づく申請と不利益処分の基準の
公表を行う。

②法改正時に変更を行うなど、設定した基
準の改正を行う。

①公表を行うためのシステム構築を行って
いる。

②年度当初で時点修正を行い公表する予定
である。

計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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番号

項
目
番
号

取
組
番
号

実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

54 2 3 1 案内表示の改善 管財課

◆ユニバーサルデザインに配慮した全ての
人に分かりやすい窓口案内表示の整備

◆新庁舎建設設計への反映

①新庁舎建設計画において設置する窓口
サービス検討部会にて検討する

②新庁舎設計に反映

①庁舎建設庁内検討委員会に設置したＵＤ
ワーキング（部会長：障がい福祉課長）に
て検討している。新庁舎の案内表示をより
分かりやすくするため、ユニバーサルデザ
イン同夢のメンバーにも協力を得て検討会
議を行った。

②実施設計において、案内表示の設置場所
や表示内容について一定反映させる計画で
ある。

計画どおりできている

55 3 1 1 目標管理制度における評価の活用 人事課
◆管理職員における目標管理制度の人事考
課への位置付けを行うための検討を行う

①人事考課システムへの位置付け方法、評
価を活用していくための研修会等の開催

②人事考課システムへの位置付け

①実施できていません。

②具体的な位置付けは、本年度の人事評価
制度の試行運用の中で行っている。

計画どおりできていない

①現在伊賀市においては、目標管理制
度における評価を人事考課制度の中の
業績評価部分として位置付けし試行評
価しているが、人事考課制度の大枠で
の運用が定まらなければ具体的な研修
等の方向が見出せず、No.61（人事考
課制度の整備）と合わせて検討してい
くことが必要であると考える。

②処遇への反映など本格的な人事考課
制度の導入にあたっては、再度位置付
けを検証しなおす必要があると考え
る。

本年度、No.61（人事考課制度の整
備）において、制度整備の検討・協議
をすることとなっておりいるため、そ
れらと合わせて制度の設計を行いた
い。

56 3 1 1 目標管理制度における面談の活用 人事課

◆目標管理における面談実施の徹底を図る
ために、面談記録や準備シートの提出を求
める

◆面談の目的を明確にするため、記録や準
備シートの記入例を作成する

①面談記録、準備シートの記入例の作成

②面談記録、準備シートの提出要請

①面談記録・準備シートを作成し、６月に
制度運用通知を行った。

②６月に行った制度運用通知の際、面談記
録・準備シートの提出を義務づけ提出させ
ている。

計画どおりできている

57 3 1 2 職場内研修（ＯＪＴ）の推進 人事課
◆OJTガイドライン策定のための検討会の
開催
◆ガイドラインを作成し、全庁通知を行う

①マニュアル策定及び周知 ①年度内策定に向けて準備を進めている 計画どおりできている

58 3 1 2 複線型人事方針策定のための検証 人事課 ◆複線型人事方針の必要性の検証 ２３年度で完了
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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目
番
号

取
組
番
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実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

59 3 1 2 研修効果の測定 人事課

◆研修前に、詳細な受講希望理由調書の提
出、受講後の学んだことを今後どのように
活かしていくかという調書を提出させ、一
定期間経過後に所属長の評価を求める

①受講希望理由調書の提出

②受講後の活用調書の提出

③所属長の評価調書の提出

以上３点を、時期研修計画へ取り入れを行
う

①次期研修計画の策定のための準備中

②次期研修計画の策定のための準備中

③次期研修計画の策定のための準備中

計画どおりできている

60 3 1 2 昇格試験の検討 人事課
◆昇格試験制度の導入検討に向けて、他市
の動向を参考にし、効果や問題点の検証を
行う

２５年度から

61 3 1 2 人事考課制度の整備 人事課

◆人事考課制度にかかる評価者研修の実施
◆人事考課制度の管理職員への本格実施
◆人事考課制度の管理職員への処遇反映
◆一般職員に対する制度導入のための組合
交渉

①処遇への反映方法等制度整備のための検
討・協議

①１２月までに処遇への反映のための検
討・協議を２回行う予定。

計画どおりできている

62 3 1 2 職員採用にかかるホームページの活用 人事課

◆応募者が採用後の自分をイメージできる
よう次の工夫を行う
　・各種制度の掲載（人材育成基本方針、
給与、福利厚生）
　・先輩職員からのメッセージの掲載

①各種制度の掲載

②先輩職員のメッセージ掲載

①ホームページの採用情報に「伊賀市人事
行政の運用等について」を掲載した。

②本年度の職員採用募集期間中に先輩職員
からのメッセージを掲載した。

計画どおりできている

63 3 1 2 時代に見合った職種の採用 人事課
◆各所属に対して、必要とされる専門性の
高い職種を把握するための照会を行い、必
要な人材の確保を行う

①専門性の高い職種の採用
①専門性の高い行政職として、本年度も社
会福祉士１名、保健師１名を募集し、現
在、採用事務を進めている。

計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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組
番
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実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

64 3 1 2
公募による職員プロジェクトチームの
活用

人事課
◆プロジェクトチームのメリット、デメ
リットの検証を行う

２３年度で完了

65 3 1 2 分限制度の活用 人事課
◆成績不良者のケースに応じた指導・処分
の実施ができるよう、規程の整備を行うた
めの資料収集を行う

２３年度で完了

66 3 2 1 定員の適正化 人事課

◆定員適正化計画に基づく職員採用
　平成２３年度　　６名
　平成２４年度　　９名
　平成２５年度　　３名
　平成２６年度　　９名

①定員適正化計画に基づく職員採用を行い
職員数の削減を行う

①定員適正化計画では、27名（定年１７、
勧奨１０）名の退職に対し9名の採用とする
計画としているが、現在の見込では２７名
（定年１７、勧奨８、依願２）の退職に対
し１１名の採用を予定している。これは退
職者に対して同数の採用者数とすることと
している保育士において、勧奨退職希望者
が出てきたことなどの理由から、計画より
２名多い採用予定となっているものであ
り、本年度の削減数としては会計間調整に
よる減員４名を含め２０名の削減となる予
定である。

計画どおりできている

67 3 2 1 事務事業に合わせた人員の配置 人事課

◆人事異動ヒアリング時にヒアリング調書
による詳細な聴き取り

◆業務時間の洗い出し等を行った上での、
事務事業の精査による人員配置の実施（後
期）

①人事異動ヒアリング時にヒアリング調書
による詳細な聴き取り

①H25.1～２月実施予定 計画どおりできている

68 3 3 1 行政組織の見直し 総務課

◆平成22年度から、部の数を変更するなど
現在の体制とした。

◆平成25年度に組織改善委員会を開催し、
平成22年度から24年度までの状況から今
後の組織体制を検討する。

２５年度から

平成20年度に平成21年度当初からの組織
を協議・決定しました。
平成23年度に小規模な組織変更を行い、
24年度の形態となっています。
今後の取り組みは、「取組内容」欄記載の
とおり進める予定です。
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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69 3 3 2 職員提案制度等の充実 企画課

◆職員又は職員で構成するグループを対象
に、新たな制度の創設や既存制度の改善に
繋げるため、提案を募集する。

◆各所属単位で一課一改善の取り組みを行
い、全庁的に広げることで、経費削減や効
率化に繋げる。

◆審査会を開催し、提案された意見につい
て審査し、実効の可能性があるものを選定
後、関係課による実施検討を行う。

①職員提案の募集

②審査会による審査

③関係課による実施検討

④一課一改善制度の実施

①随時募集のため平成24年1月31日から募
集しているが、平成24年度に入り改めて5
月29日から7月27日まで募集を実施。

②10月4日に審査会を開催予定（個人7
件）

③10月中旬に関係課へ実施検討を依頼予定

④4月19日に各所属へ実施を通知し、5月
28日締切で実施予定の内容を取りまとめ
た。各所属においては、12月31日までの
期間で改善項目を設定し、実施中。平成25
年1月末までに実績報告書の提出を依頼。

計画どおりできている

70 3 3 2 権限と責任の移譲 人事課
◆各部への人事権限の移譲や部内における
短期兼務任用等について、メリット・デメ
リットの検証を行う

２５年度から

71 3 3 2 良好な職場環境づくり 人事課
◆試行した職場診断結果のフィードバック
方法等の検討会実施

①フィードバック方法等の検討会実施 ①１２月までに１回の検討会を実施予定。 計画どおりできている

72 3 3 2
業務マニュアルと年間スケジュール等
の情報共有

人事課

◆全庁共通の事務引継用の書式を作成する
◆各所属の年間スケジュールについて、グ
ループウェア※への掲示を行う
◆グループウェア※を活用し、伊賀市職員
として必要な方針、計画及び大綱などを掲
載した「伊賀市職員必携」フォルダを作成
する

（※グループウェア・・・職員が情報共有
のため使用するパソコン上のネットワー
ク）

２３年度で完了

73 3 3 3 公益通報制度の周知 総務課

◆法令違反等の事実を公益確保のために通
報した職員等の保護により、市政運営にお
ける公正の確保と透明性の向上を目的とし
た制度で、平成17年度からの実際の事例は
現在のところない状態である。市では公益
通報を処理するため公益監察員を置き制度
運用を行っているが、職員の制度への認識
について、改めて高める必要があると考え
る。そのため制度を周知するための研修を
開催し、研修を受けている者が各所属で
低１名いる状態とする。

①研修会開催
①年次計画により、７月２６日に研修会を
開催し１３人の出席であった。

計画どおりできている
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第２次伊賀市行財政改革大綱　前期実施計画　実績報告書（平成24年9月30日現在）
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74 3 3 3 会計事務に関する知識の向上 出納室

◆所属長を対象とした会計事務研修を実施
し、厳正なチェック体制を確立する。

◆会計事務担当職員研修を充実し、専門性
を高める。

①会計事務マニュアル(手引き）の周知

②所属長・担当者研修の実施

③グループウェアによる情報提供

①４月に会計事務担当者研修を実施し、会
計規則の熟知と会計事務マニュアル（手引
き）の活用を指導した。

②４月に会計事務担当者研修を実施した。

③グループウェアによる情報提供を行っ
た。
　Zaim通信３回

計画どおりできている

75 3 3 3 危機管理マニュアルの作成 総合危機管理室

◆危機管理大綱に基づき、防災計画、国民
保護計画及び危機管理基本計画が策定され
ており、一昨年に流行した新型インフルエ
ンザに対しては、新型インフルエンザ危機
管理マニュアルを策定したが、防災計画に
対する災害対策本部各班の運用マニュアル
が策定されておらず、甚大な被害をもたら
した東日本大震災のような大災害がいつ発
生するかわからない中では、災害対策本部
機能を効果的に発揮するため、災害対策本
部各班運用マニュアルの作成が喫緊の課題
であり、作成に関する各部課との協議を進
める。

◆非常時において、迅速かつ効果的に対応
するためのマニュアル作成を行う。

①災害対策本部各班運用マニュアルの検証

①災害対策本部各班運用マニュアルの検証
を行うため、平成24年９月16日、阿山運
動公園において「平成24年度 伊賀市総合防
災訓練」を実施し、現在、各班に検証の報
告を求めている。
　なお、９月30日17号台風により、避難
所開設、物資輸送、被害調査等各班が実働
したことから、よりリアルに検証すること
が出来ると予想されることから、追加で各
班に検証の報告を求めている。

計画どおりできている

76 3 3 3 水道部危機管理マニュアルの見直し 水道総務課

◆東日本大震災を教訓とした内容点検と見
直し

◆施設の新設、統廃合の進行に応じた記載
内容の点検

①危機管理マニュアルの見直し

①水質に関する危機管理マニュアルを担当
課において作成中。また、水道部職員で給
水車の取扱講習会を行い、緊急時の対応と
意識の醸成を行った。参加人員約２０名

計画どおりできている

77 4 1 1
「市政に関する情報を市民と共有する
ための指針」の運用

秘書広報課

◆「市政に関する情報を市民と共有するた
めの指針」(平成２１年３月策定）について
研修を実施する
　　・市からの自発的な情報提供
　　・市民からの求めに応じる情報公開

◆「市政に関する情報を市民と共有するた
めの指針」に基づき、各所属で情報共有す
べき情報等の洗い出しをした後、当課へ報
告を受け、ホームページ・広報紙・行政情
報番組等で随時その内容について周知する

①「市政に関する情報を市民と共有するた
めの指針」の研修実施

②情報共有すべき情報を広報紙・行政情報
番組等で市民に周知

①４月に希望職員を対象に「市政に関する
情報を市民と共有するための指針」につい
て庶務担当研修会を実施した

②現在、情報共有すべき情報をまとめてい
るところである

計画どおりできている

78 4 1 1
情報公開制度・個人情報保護実務研修
の充実
個人情報取扱いの徹底

秘書広報課

◆情報公開制度・個人情報保護について、
事例を交えた実務的な研修を実施する

◆各課の個人情報の取り扱いについて、新
規・変更・廃止があった場合の個人情報取
扱事務届出書の報告を徹底する

①情報公開制度・個人情報実務研修を年度
の早いうちに１回開催(対象者：受講希望職
員）

②管理職研修の開催

③各課の個人情報の取り扱いについて、新
規・変更・廃止がある場合の個人情報取扱
事務届出書の報告を徹底する

①４月に希望職員を対象に「情報公開制
度・個人情報保護制度」について庶務担当
研修会を実施した

②１１月を目途に管理職研修を開催する予
定である

③４月にメールにより各課に周知し、該当
事務の報告があった

計画どおりできている
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79 4 1 1 広報リーダーの設置及び活用 秘書広報課

◆現在、各所属に設置している広報主任に
代わり、情報提供における全体の手法（広
報紙、ホームページ、行政情報番組等）に
関する情報収集・提供を取り扱うための広
報リーダー及びサブリーダーを各所属に設
置する
※広報主任・・・広報事務（広報紙）に必
要な情報・資料の収集及び原稿作成等を取
り扱う

◆広報リーダーを対象とした研修を実施す
る

◆広報リーダーが講師となる課内研修を実
施する

①広報リーダー等の設置

②広報リーダー等を対象とした研修の実施

③広報リーダー等が講師となる課内研修の
実施

①要綱の設置について現在検討中である

②３月を目途に研修を実施する予定である

③上記研修を踏まえ、課での研修を実施し
てもらう予定である

計画どおりできている

80 4 2 1 「参声広場」の活用 秘書広報課

◆「参声広場」（市の方針や考え方を市民
が十分把握できるよう、市政に関するさま
ざまな提案・相談等の市民の声と市政全般
に関する情報を市民と共有するためのシス
テム）の検索機能（よくある質問）を市民
が使いやすくするため検討する

◆市政モニター制度によるアンケートの実
施

①「参声広場」の検索機能（よくある質
問）を市民が使いやすいように改修

①よくある質問「ＦＡＱ」については、現
在検索もしやすく、見やすいものと思わ
れ、また改修するとなると金額負担が発生
するため、今後慎重に検討する予定である

計画どおりできていない
改修については、改修費用が発生する
ため

81 4 2 1 行政評価への市民意識の反映 総務課

◆基本施策に対する市民の満足度（必要
度）の把握と反映方法の検討

◆評価結果について、わかりやすく公開す
る。

①予算への反映方法の検討

②評価結果のわかりやすい公表

①予算査定に有効活用できるよう事務事業
評価シートの見直しや、企画課、財政課と
の効果的な連携について現在検討中。

②評価結果が一目で分かるようHPのレイア
ウト等を現在検討中。

計画どおりできている

82 4 2 2 広報紙のわかりやすい紙面づくり 秘書広報課

◆広報編集指針（編集方針・掲載基準等）
の策定

◆広報編集指針を庁内へ周知する

◆市民と市政情報を共有し、平易な文章や
図表・イラスト等を多用した、市民に親し
まれる紙面づくりの徹底

◆市政モニター制度によるアンケートの実
施

①広報編集指針に基づく、市民に親しまれ
る紙面づくり

②アンケート内容の検討

①広報編集指針に基づき、市民にわかりや
すく親しまれる紙面づくりを行っている

②近日中にアンケート調査を実施する予定
である

計画どおりできている

83 4 2 2 ホームページの充実 秘書広報課

◆トップページについて、見出しやイラス
ト・写真等を体系的に組み直し、ホーム
ページ閲覧者の利便性の向上を図る

◆各所属の広報リーダー及びサブリーダー
がホームページの責任者となり、所管する
情報の発信及び管理を行う

◆市政モニター制度によるアンケートの実
施

①各所属でのホームページ責任者の設置

②各所属でのホームページの確認及び更新

①広報リーダー・サブリーダーの設置に伴
い、ホームページ責任者を設置する予定で
ある

②各担当課所管ページの、新規作成・修正
及び廃棄につき、月一度秘書広報課への報
告を義務付けている

計画どおりできている
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84 4 2 2
行政情報チャンネル「ウィークリー伊
賀市」の充実

秘書広報課

◆市が行っている重要な政策や事業等につ
いて具体的に説明する「特集コーナー」を
活用し、情報提供する

◆行政番組検討委員会を開催し、市民の視
点からの改善を検討する

◆市民からの質問や意見に対して行政情報
番組で回答する「市民なっ得コーナー」に
ついて、利用の増大を図るため番組を通じ
て啓発する

◆市政モニター制度によるアンケートの実
施

①市が行っている重要な政策や事業等につ
いて具体的に説明する「特集コーナー」を
活用し、情報提供する

②行政番組検討委員会を開催し、市民の視
点からの改善を検討する

③市民からの質問や意見に対して行政情報
番組で回答する「市民なっ得コーナー」に
ついて、利用の増大を図るため番組を通じ
て啓発する

①市が行っている重要な政策や事業等につ
いて具体的に説明する「特集コーナー」を
活用し、情報提供している

②8月に行政番組検討委員会を開催し、今後
実施するアンケートについての検討や、番
組の背景の名称をテロップで入れることな
どの意見をいただいた

③広報紙や行政情報番組を通じ、番組に対
する意見や要望のをいただけるよう啓発し
ている

計画どおりできている

85 4 2 2 情報公開制度の適正な運用 秘書広報課

◆市の諸活動を市民に説明し、公正な市政
の推進を図るための情報公開制度につい
て、職員研修を開催して適正な運用と利便
性の向上に努める

◆出資法人に対し、適正な情報公開が図ら
れるよう指導・助言を行う

①市の諸活動を市民に説明し、公正な市政
の推進を図るための情報公開制度につい
て、職員研修を開催して適正な運用と利便
性の向上に努める

②出資法人に対し、適正な情報公開が図ら
れるよう指導・助言を行う

①４月に希望職員を対象に「情報公開制
度」について庶務担当研修会を実施した

②出資法人に対し、適正な情報公開が図ら
れるよう指導・助言を行っている

計画どおりできている

86 5 1 1 市民と行政の役割分担の見直し 企画課

◆伊賀市自治基本条例に基づく協働に対す
る基本的な考え方について、市民と行政と
の認識を共有し、協働によるまちづくりの
一層の進展を図るため、協働の基本原則
（ルール）を策定する。

①協働の基本原則（ルール）づくりを行
う。

②庁内検討委員会の設置

③市民等からの意見聴取機会の創出

①市の役割分担を整理するため、「伊賀市
公的関与のあり方に関する点検指針
（案）」を作成中である。

②取り組んでいない

③「伊賀市公的関与のあり方に関する点検
指針（案）」について、議会及び行財政改
革推進委員会から意見聴取を予定してい
る。

計画どおりできていない

本市の自治推進の基本となる伊賀市自
治基本条例の一部を改正する条例が、
平成24年6月定例会で議決されたこと
に伴い、補完性の原則等、市民、団
体、議会、行政の役割分担をまず周知
するため、現在、市民及び各種団体、
職員等への研修を開催する予定であ
る。

市民等にまず、自治基本条例の内容を
周知した上で、協働の基本原則（ルー
ル）の必要性を含め検討する。また、
行政の役割分担を整理するため「伊賀
市公的関与のあり方に関する点検指
針」の策定に努める。

87 5 1 1 市民活動支援センター充実 市民活動推進課
◆人材育成（研修・情報交換会等への参
加）
◆研修会等の企画･開催

①人材育成（中間支援担当者ネットワーク
交流会や市民活動(支援)センター情報交換会
等への参加）

②ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ等の研修

③組織運営(会計･税務･労務等)の研修

④協働を促進するための研修

①中間支援担当者ネットワーク交流会（４
回）や円卓会議（４回）への参加。

②ファシリテーション研修会として2日間の
連続講座を実施する。（10月13日、11月
2日）

③地域内分権研修（7月12日）、コミュニ
ティビジネス研修（8月17日）、広報研修
（9月28日）、福祉研修（1月17日）を実
施する。

④協働を促進するための研修を１回実施す
る。

計画どおりできている

88 5 1 1
市民公益活動への財政支援・住民自治
協議会への財政支援

市民活動推進課
◆地域活動支援事業の見直しを行い、市民
が主体的で公益的な事業に対して財政支援
を行う

①（現）地域活動支援事業の実施及び見直
し

②Ｈ23の成果報告会等の実施

③Ｈ25の（仮）新地域活動支援事業の募集

①今年度、市民公益活動団体支援２団体、
住民自治協議会支援７団体が実施中。
　見直しについては、住民自治協議会及び
市内の市民活動団体を対象にアンケート調
査を実施し、調査結果を基に見直の方向性
を出し１０月３日、５日に団体等に見直し
の方向性について説明会を開催する。そこ
で出た意見を見直し案に反映させる。

②６月３０日に事業成果報告会を実施し
た。

③Ｈ２５年２月頃に募集を行う予定。

計画どおりできている
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89 5 1 1 自治組織のあり方の見直し（１） 市民活動推進課

◆地域の行政窓口一本化（市と住民自治協
議会の協定によるまちづくりの推進）

◆地域包括交付金制度導入（地域が選択す
る行政業務メニューの提示）

①協定に基づく事業実施の確認

②地域が選択する行政業務の協定

③地域が選択する行政業務メニューの提示

①平成２３年度の実績報告書で確認を行っ
た。

②③事務事業評価シートから民間活用ガイ
ドラインに照らし合わせ業務メニューを洗
い出す予定

計画どおりできている

90 5 1 2 自治組織のあり方の見直し（２） 市民活動推進課
◆行政組織の横断体制の構築
◆地域担当職員による住民自治協活動支援
◆地区市民センターのあり方検討

①地域担当職員による住民自治協議会への
支援

②行政横断体制の確立

③各課による住民自治活動への情報提供及
び支援

①地域担当職員７名・副担当７名を配置
し、各住民自治協議会の支援に当たってい
る。

②検討中（（仮称）住民自治推進連絡会議
の設置を検討している。）

③各課による住民自治活動への情報提供及
び支援を行っている。

計画どおりできている

91 5 1 2
総合計画における協働型マネジメント
サイクルの構築

企画課

◆平成１９年度から毎年実施している「ま
ちづくりアンケート」を引き続き実施し、
総合計画の進捗度等を図る。

◆市民で構成する「伊賀市まちづくり委員
会」を設置する。

◆総合計画の数値目標をアンケート結果等
を踏まえ設定し、市民と行政が一体となっ
て総合計画の進行管理を行う。

①伊賀市まちづくり委員会による、後期基
本計画数値目標の進行管理

②まちづくりアンケートの結果を評価す
る。

③次期総合計画策定に向けた評価結果等の
確認

①平成24年6月定例会で名称を「伊賀市総
合計画推進管理委員会」に改称し、8月25
日に委員会を開催した、

②③平成23年度で実施したまちづくりアン
ケートの結果報告書を委員会で提示し、昨
年度設定した成果指標（市民満足度）と比
較しながら結果の評価も踏まえ、各事務事
業への意見交換を行い、その内容を関係所
属へ周知した。

計画どおりできている

92 5 2 1
職員の意識啓発と人権問題地区別懇談
会等への積極的な参加

人権政策・男女
共同参画課

◆人権問題地区別懇談会の助言や進行役を
担う地域リーダーとしての職員のスキル
アップ講座の開催

◆人権問題地区別懇談会や人権講演会等の
周知

◆地域リーダーとしての職員ネットワーク
の設立

①「人権問題を考える職員ネットワーク
（仮称）」情報交換会および学習会の開催

②職員の目標管理制度に職員としての人権
啓発への取り組みを位置づける。

①職員のネットワーク化の一環として、今
年度の人権大学受講生を対象に、意見交換
をメインに交流会を開催する。（１１月１
４日予定）また、７月２日には、人権大学
を修了した職員をつなぐツールとして定期
発行しているメールマガジンの送付を行っ
た。

②各職員が地元（居住地）の人権啓発地区
草の根運動推進会議や各支所主催の地区懇
談会、居住地域の同和教育研究協議会等の
研修会に参加するよう位置づけた。

計画どおりできている

93 5 2 1 市政モニター制度導入の検討 秘書広報課

◆市民の意見を市政に反映させるためのパ
ブリックコメント制度の応募件数が減少し
ていることから、パブリックコメント制度
に加えて広く意見を集約するため、市政モ
ニター制度を導入する（インターネットモ
ニター・郵送モニター）

①市政モニター制度導入
①３月末までに市政モニター制度について
の要綱を作成する予定である

計画どおりできている
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号

取
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実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H24：年次計画 H24：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２４：目標達成のための改善など

94 5 2 1 市民が参加しやすい審議会の見直し 秘書広報課

◆市民参画の拡大を図るために人数や委員
構成について考慮する。

◆審議会の開催日や開催時間等について市
民ニーズにあった運営を進める。

①市民参画の拡大を図るために人数や委員
構成について考慮するよう関係各課に通知
する。

②審議会の開催日や開催時間等について市
民ニーズにあった運営を進めるよう通知す
る。

①通知完了

②年度内に通知する予定である
計画どおりできている

95 5 2 1 女性リーダーの育成
人権政策・男女

共同参画課

◆第２次伊賀市男女共同参画基本計画の重
点項目である、政策・方針決定過程及び各
種役職へ積極的に参画する女性リーダーの
育成

①女性リーダー育成に関する事業の企画・
開催

①第2期女性リーダー養成連続講座（クロー
バーカレッジ）の受講生を募集し、18人の
参加者があり、8月3日に開講した。（計8
回の開催予定）

計画どおりできている

96 5 2 1 審議会等への女性登用の推進
人権政策・男女

共同参画課

◆審議会等への女性登用の推進（H22年度
末女性登用率29.6%）

◆いろいろな能力や資格等を持つ人材を登
録し、各分野で活用する人材バンクの設置
と運営

①平成２３年度審議会等の女性登用率実績
を踏まえて、評価する。

①審議会等委員への女性登用推進のため、
登用率２５％未満の審議会等の庶務を所掌
する課等に、更なる女性登用を促すため、
ヒアリングを行う予定。同時に人材バンク
の活用もＰＲする。（平成23年度末、女性
登用率30.4%）

計画どおりできている

97 5 2 1 庁内会議の開催手法 企画課

◆政策調整会議及び小会議について、主に
次の内容の検討を行う。
　・会議のあり方、運営方法の見直し、関
係例規の改正、提出案件の精査、職員への
周知

①実施・評価

①政策調整会議の開催回数を議会開催月を
除く月2回の開催とし、会議内容の一部を公
開している。ただし、月2回の開催とした
が、議会前の会議に案件が集中する傾向は
変わっていない。

計画どおりできている

計画どおりできている 81
計画どおりできていない 9
計 90
平成23年度で完了した計画 4
平成２５年度以降の計画 3
合計 97 　

 平成２４年度の進捗 90.0%
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