
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23年11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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：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「施設カルテ」作成に向けた調査・デー
タ整理

②「市有施設のあり方に関する指針」（素
案）作成

①７月より財産の特定と現状把握のため、
財産台帳の精緻化に取り組んでいる。

②市有施設の現状と課題を把握することか
ら、当市の身の丈にあった施設数がどの程
度なのかを検討している。

計画どおりできている

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大山田阿波地区及び大山田東保育園保護
者と協議し、平成25年４月の統合に向け進
めている

②平成25年度大山田東西保育園統合（予
定）に係る大山田支所との会議を開催した
（計４回）

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上野南中学校建設工事説明会の開催
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上野南中学校建設工事等説明会　　２０
回

②上野西部地区小学校実施計画検討協議会
等開催　３回
（４／８，１０／４，１１／１５）

③上野北部小学校区実施計画検討協議会開
催　０回

④阿山地区小学校区再編計画検討協議会開
催　１回
（１１／２１）

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。

②地域と調整を行う。

①直営６施設（3箇所）を廃止する旨をス
ポーツ振興審議会で説明した。

②合併10年となる平成26年度までは現行
通りの管理を望まれている旨をスポーツ振
興審議会で説明した。

計画どおりできていない
3地域との協議は昨年から継続中であ
る。

合併10年となる平成26年度までは現
行通りの管理を地域が望まれているた
め、それに向けての調整を行う。

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管財課と共同で、各施設の使用料が適切
かどうかの検証を行いたい。
②管財課が進めている施設の統廃合計画と
のバランスも取りたい。
③手数料については、政令等で定められて
いる上限額になっているため、政令等の改
正がなされた場合は、速やかに行う。

① 目的外使用条例の施行に伴い、各施設の
目的外使用料の見直しを行った。２４年度
からハイトピア伊賀の公共公益施設の開設
に伴い、公民館等の使用料の見直しを行っ
た。

②施設統廃合のための資料として、今年度
は財産台帳の作成を行っている。

③３月議会に政令の改正に伴う手数料条例
の一部改正議案を上程予定

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「施設カルテ」作成に向けた調査・デー
タ整理
②「市有施設のあり方に関する指針」の検
討と合わせて検討

①７月より財産の特定と現状把握のため、
財産台帳の精緻化に取り組んでいる。

②将来の人口動態を考慮した施設の需給調
査を実施している。

計画どおりできている

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。

①３施設（ふるさと会館いが、あやま文化
センター、青山ホール）の見直し方針に基
づき、関係部署との協議により、適切な施
設機能、料金体系、管理形態等の検討を行
う。
②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。

①生涯学習施設への移行を目指す見直し方
針に基づき、所管となる教育委員会担当課
と協議を行い、施設機能等について検討中

②未実施

計画どおりできていない

教委における４施設の具体的なあり方
が示されたのち、ホールのあり方の見
直しに至った経緯も含めて、市民等へ
の説明を行う予定をしているが、現
在、施設機能等の検討がなされている
段階であるため。

４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新規建設施設検討委員会のあり方の検討
①新たな委員会を設置するのでなく、政策
調整委員会小会議で協議すべきと判断し
た。

計画どおりできている

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
　施設改修後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
いくことを決定した。
　・希望ヶ丘生きがいｾﾝﾀｰ→建物は無償譲
渡、土地は無償貸付
　・鞆田地区介護予防拠点施設いきいきｾﾝ
ﾀｰ→同上
　・新堂元気老人ｽﾃｰｼｮﾝ→建物も土地も無
償譲渡
　・下柘植かがやきの郷→同上
②【青山】５ヶ所
　下記のとおり取扱う方針を決定した。
　・桐ヶ丘→将来的に市民センターへ移管
する
　・上津→同上
　・高尾→一部を市民センターへ活用する
（Ｈ24.4.1開所予定）
　・博要→Ｈ24年度に改修後、一部を市民
センターに活用する
　・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当市における住宅施策の課題等を整理
し、5つを柱とした基本施策の設定は行って
いる。

②統計資料等を活用し、状況把握に努めて
いる。

③未策定である。長寿命化計画において、
年度末までに策定を行う予定である。

計画どおりできていない

住宅施策の課題等を整理し、５つの基
本施策を設定しているが、現在、計画
との整合性を必要とする市民意向調査
の内容検討に時間を要しているため。

策定スケジュールに大幅な変更が必要
であると考える。
工程表（策定スケジュール）の変更等
を検討するとともに、策定等方法につ
いても、再検討する必要がある。
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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施設カルテのデータ収集・整理
②公有財産管理システム（土地台帳・建物
台帳等の検索・更新機能をもったシステ
ム）の構築

①７月より財産の特定と現状把握のため、
財産台帳の精緻化に取り組んでいる。

②７月よりシステム構築にむけて、財産台
帳の整備作業を進めている。

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施設カルテのデータ収集・整理
②公有財産管理システム（土地台帳・建物
台帳等の検索・更新機能を持ったシステ
ム）の構築

①７月より財産の特定と現状把握のため、
財産台帳の精緻化に取り組んでいる。

②７月よりシステム構築にむけて、財産台
帳の整備作業を進めている。

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。

①３月に見直しをする予定 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ダム完成予定年度の平成２７年度までの
財政予測を行い、平成２４年度予算に反映
した。

計画どおりできていない
水道事業に大きな影響を与える、川上
ダムや消費税の先行きが不透明であ
り、予測がつきにくい。

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24年度～平成26
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、8月16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14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、10月5日に実施計画事業の内示を
行った。

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日付けで訓令を全面改訂した。
（対象計画の見直し、報告の回数、時期を
見直した）

②9月末現在で報告を求め、現在、決裁中で
ある。

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24年度当初予算に反映させる。

①担当課作成済みのシートから、見直し手
順により部内（財政・総務）調整を実施し
た。（平成２３年６～８月）　１０月開催
の政策調整会議及び１１月開催の行革委員
会において見直し結果を報告した。

②当初予定していた１０月中の各課予算要
求時期に、見直し結果を反映することはで
きなかったが、反映は平成２４年２月の当
初予算査定となる見込みである。

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、特別会計及び企業
会計の担当部署と繰出金について協議を
行った

計画どおりできていない

病院事業会計が医師不足のため診療収
入が減り、経営状況が悪化している。
その状況を解消するため繰出基準外の
財政健全化補助金の支出が必要となっ
ている。

病院事業会計では、経費の節減及び医
師の確保に努めている。

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新しい予算要求システムの構築
②プライマリーバランスの黒字化

①事務事業評価後、総合計画の査定に基づ
き、予算要求を行った。

②　２９Ｐ　重点項目１　項目番号２　取
組番号３　「プライマリーバランスの黒字
化」と重複している。

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。

市税収納率の向上(H23.10.31現在、対前
年度同月収納率58.37％に対し58.77％と
0.40ポイントアップ)
①．５月１日号広報「いが市」へ納税啓発
と滞納処分状況を掲載し、同時期にケーブ
ルテレビ（行政チャンネル）に出演し、納
税啓発と滞納処分状況を訴えた。

②．１１月３０日現在の滞納処分状況は、
差押件数 913件、差押滞納税額
268,954,112円、徴収金額
112,420,574円に達している。

③．７月、９月にネット公売の実施（公売
動産１７件、売却金額1,065,635円）

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23年11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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：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回収不能債権の洗い出しを行い、合わせ
て、専決処分の適用範囲の検討を行う。

①通知発送件数８２２件（内住新３８２件
（名義人２７６件　保証人１０６件）内福
祉４４０件（名義人２７２件　保証人１６
８件）
【実績】：相談応対件数１４１件（相談６
４件　返済開始３７件　一括返済相談８件
繰上・滞納額一括返済１７件　時効の中断
５件　相続放棄７件　時効援用３件）

②回収不能債権（住新５件　福祉２件）法
的な措置も合わせて催告を行う計画件数
（住新８件）

計画どおりできている

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
に促した。

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。

③6月の催告書の発送後、分析結果を基に9
月から11月に臨戸徴収を実施した。12月
には2回目の催告書を発送し、1月から3月
にかけて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た。

⑤来庁や電話での納付相談は通年実施して
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日号広報に納期内納付啓発

②窓口等での口座振替推進

③５月23～27日、１１月21～25日夜間
電話催促実施

④９月１・８・１５日夜間の納付相談窓口
開設

⑤毎月５日間短期証対象者への納付相談な
どを実施

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した（計８回）

②未納通知の送付（計８回）

③納付相談を随時実施（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：６回送付（4～7月,9月及び10
月）
　催 告 書：２回送付（8月及び11月）
②全　　体：656人 （　44.8 ％ ）
　　　　　　新規入居者　６人のうち５人
申込
③訪問実績：延べ  １２７日
　　　　　　訪問件数　８０２件
　　　　　　徴収件数　５５４件
　　　　　　徴収金額　6,360,982円
④実績なし

⑤実績なし

計画どおりできている

早期に催告を実施し、早期に住宅を訪
問している効果が現れており、確実に
収納に結びついている。
新たな滞納者を防ぐためにも、細かな
催告や戸別訪問を引き続き継続してい
く必要がある。
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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23年11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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：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 医療業務課

◆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
う。

①平成22年度で未集金対策委員会は廃止。

②医療相談業務として取り扱っている。

③4月1日から11月30日で350件文書送
付。

④10月班別臨戸徴収。

⑤文書、訪問による催促準備中

計画どおりできていない
年次計画に沿って行っているが、目標
額に達していない。

督促状の送付及び臨戸徴収の強化に努
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18人減
らす

①４月１８日と１１月４日に、時間外勤務
を縮減できるよう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月～７月までの時間外実績により、８
月２３日～２６日にかけて、５所属の所属
長を対象にヒアリング指導を実施した。

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１６名の削減となる
予定である。

計画どおりできている

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公有財産管理システムの構築による遊休
資産、売却・貸付可能資産の整理
②民間事業者との連携による売却、貸付等
さまざまな方策の検討

①７月より財産の特定と現状把握のため、
財産台帳の精緻化に取り組んでいる。

②次年度実施に向け、インターネットオー
クションの事務手続きを進めている。

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補正予算毎に、プライマリーバランスが
とれているかどうか、積算している。

計画どおりできている

プライマリーバランスは黒字化し、起
債は減ってきている。今後、事業規模
の縮減を事業担当課に要請し、起債額
を減らす。

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。

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）以外は借入れしないようにしてい
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23年11月30日現在）

前期
P

重点
事項
番号

項
目
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号

取
組
番
号

実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：目標達成のための改善など

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、１１月の広報及び行政チャンネル
で公表した。

②１０月に出前講座の要請があったが、要
請者の都合が悪くなり実施しなかった。２
０代の職員に対して財政状況の説明会を２
月に行う予定

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当該団体の所管課に対してヒアリングを
実施する。

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未実施

②実施済（９月７日提出依頼　10月14日
提出済）

計画どおりできていない
各担当課から調査票の提出を受けた
が、その内容についての協議日程調整
をこれから行う。

33 1 2 5 定期的な経営状況の点検評価 市民病院庶務課

◆平成23年度から事務部に新たに発足した
経営企画室を本格稼動させ、経営改善につ
なげる。
◆委託料などで、さらに削減できる支出項
目がないか点検する。
◆医師確保のために、三重県医師確保対策
グループに協力を要請し、また大学医学部
に寄附講座の開設を検討する。広くイン
ターネットで呼びかける。
◆看護師確保のために、県内外の看護学校
及び高等学校に奨学金制度の説明に行く。
また、専門･認定看護師資格取得のための補
助を行う。

①市内の開業医との重複を避けるために外
来診療科目を見直す。
②委託料の洗い出しを行う。
③医師・看護師確保に努める。

① 外来診療科目を見直したが、医師不足の
中、来院患者の便宜のため暫くは従前どお
りとする。

②　コンサルタントを依頼し、コストダウ
ンできそうな委託料について検討いただい
ている。

③　医師については、市長・副市長・院長
等幹部職員が関連大学等へ出向き、先ず非
常勤医師の派遣からお願いしている。看護
師については、看護部長を中心に県内外の
看護師養成学校を訪問し、また、修学資金
の応募要項を広報している。さらに離職中
の看護師を対象にカムバックセミナーを２
回延べ４日間開催し、確保に努めている。

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今年度の収益的収支では約９０００万円
の黒字が見込まれる。

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（審議会数、設置目的、委
員構成、開催手法等）について、関係各課
に調査する。

①12月初旬に全庁へ現状報告及び今後の見
通し等調査報告依頼予定

②年度内に取りまとめ、次年度で検討でき
るよう準備する。
　

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23年11月30日現在）
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組
番
号

実施項目名〈各課による取組〉 担当課 取組内容 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：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．回収機構への移管件数は、伊賀市の場
合４０件まで移管できるが、H22年度実績
で３件に抑えたことで負担金5,180千円の
縮減が図られた。

②．H23年度にあっては、現在、機構と調
整中であるが、昨年度と同様に移管件数を
抑えることで負担金の縮減を図る予定であ
る。

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。

①．H22年度導入のコンビ二収納では、徴
収金額割約５％、徴収件数割１４％の実績
を上げることが出来た。引き続き、納税者
の利便性を図るべくクレジット収納、モバ
イル収納等の導入に向けて検討中である
が、H24年度の電算システム更新に伴い、
若干の調整が必要となる。

②．住民基本カードの導入により、自動交
付機から税務諸証明が発行できるよう検討
中であるが、H24年度の電算システム更新
に伴い、若干の調整が必要となる。

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事務費補助金の見直し
　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交付
へ移行し補助金交付の適正化を図る。
②連合会活動補助金の廃止
　平成２４年度分からの活動補助金廃止を
検討する。

①．H22年度より関係団体への補助金の適
正化を説明してきた。

②．数十団体が解散している。

計画どおりできていない
事務補助金の内容について、納税貯蓄
組合からの申請内容等をきちんと審査
できていない。

今後、納税貯蓄組合からの申請内容等
を審査し、適正な補助金支出を行う。

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取り組んでいない 計画どおりできていない

平成23年度から始まった新たな自治
組織の運用状況の推移に加え、自治基
本条例の改正作業中でもあり、市民、
地域、行政の関係性や役割分担が現状
では安定していないなか、実態と乖離
する可能性もあるため、取組んでいな
い。ただし、基本方針として策定はし
てないが、事務事業評価シートの
チェック項目の一部に、行政関与の考
え方の一部を取り入れ、実施してい
る。

策定の必要性を含めて、検討する。

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（ダイヤ、ルート
等）の見直し
②廃止代替バス運行形態（ダイヤ、ルート
等）の見直し
③バス交通維持評価基準に基づく評価
④デマンド運行の検討及び実証実験の実施

①市交通計画に基づき各施策毎に検討着手
した。主要な取組み実績は、上野＝運行受
託者とコミュニティバスの来年度改善実施
に向けて、ルート、ダイヤ設定等を協議
中。阿山＝自治協、関係団体、交通事業者
等で構成する運行協議会を６月に立ち上
げ、阿山行政バスの運行改善を協議中。１
２月に地区内全戸へのニーズ調査を実施。
②ニーズ及び利用実態にあわせ、友生線の
ゆめが丘地区の団地内循環、バス停増設、
上野市街地内でのルート変更を実施。諏訪
線の終点延長化、バス停増設を６月１日か
ら実施
③市交通計画の策定（４月）にあわせ、バ
ス路線維持の妥当性を判断する新たなバス
路線見直し手順を設定した
④阿山地区交通運行協議会での行政バス運
行改善に係る協議の結果を踏まえて実施を
検討する。

計画どおりできている

市交通計画の計画期間（４年）の前半
２年で、検討を含め各施策に着手する
ことになっており、現在のところ、計
画通りの進捗といえるが、各支所との
役割分担の中で実施する施策について
は、着実に実行できるよう調整に努め
たい。
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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23年11月30日現在）
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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６月７日　関係機関（ＪＡ伊
賀北部農協、伊賀支所振興課、農林振興
課）等調整会議を行った。

計画どおりできている

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い、25年度からの
基本団員・支援団員・ポンプ積載車の配備
計画を作成する

①欠員のある部・班から支援団員を募集し
９名が入団した。

②適正化計画の集約を行い、２５年度から
の基本団員・女性団員・支援団員・ポンプ
積載車の配備計画を策定した。

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評価結果の予算への反映方法を検討
②第三者評価導入の検討
③課題に対しての徹底した事務改善

①本年度実施した評価結果の課題も踏まえ
て、反映方法を検討中。

②第三者評価導入について、昨年度の伊賀
市行政評価システム検討委員会の総括（事
業仕分けのメリット・デメリット）を基に
課内で協議を実施した。
　伊賀市行政評価システム検討委員会で、
第三者評価の手法の一つとして、事務事業
評価シートをホームページで公開し、市民
から意見を募集することについても検討し
た。

③本年度実施した評価結果の課題を踏まえ
て、システムの改善事項を検討中。事務事
業の課題に対する改善策については、事務
事業評価で実施した。

計画どおりできていない

①評価結果の予算への反映方法につい
て、企画課・財政課と協議が未実施の
ため。

②第三者評価導入について、他の手法
におけるメリット・デメリットを検証
中のため。

③評価結果を取りまとめシステムの改
善事項案を作成したが、企画課・財政
課との協議が未実施のため。

①評価結果の予算への反映方法につい
て、１２月中に企画課・財政課と協議
を行う。

②第三者評価導入について、これまで
の検討結果を踏まえて、導入の可否を
伊賀市評価システム検討委員会で協議
を行う。

③システムの改善事項について、１２
月中に企画課・財政課と協議を行う。

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他市の権限移譲の事例について、伊賀市
での導入の可否を検討
②県が示した移譲事務について、担当課に
意向を確認する。
③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未実施

②未実施

③未実施

計画どおりできていない

①今後示される県の権限移譲推進方針
に基づき、市民の利便性を考慮し、近
隣市の状況等を踏まえて導入の可否を
決定するため。

②③国の権限移譲に合わせて、県の権
限移譲推進方針も改定を予定している
ため。

①県の権限移譲推進方針に基づき、市
民の利便性を考慮し、近隣市の状況等
を踏まえて導入の可否を決定する。

②③県主催の「地域主権改革を踏まえ
た権限移譲の進め方検討会議」等で情
報収集し、庁内への情報提供を適正に
行う。

（平成24年1月から県と権限移譲推進
方針に基づき、協議を開始予定）

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。

①実施済（９月26日に全庁に周知） 計画どおりできている
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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合特法に係る関係部署の連携
②直営収集の削減地域の選定

①10月に平成２５年度～３０年度の神戸地
区おける農業集落排水施設導入に伴う代替
費用の積算
１２月～１月に依那古地区、花垣地区の代
替費用の積算
２４年１２月までに３地区全体の代替費用
にかかる合理化事業計画の策定

②８月、１１月に伊賀市直営し尿収集・処
理業務体制等検討委員会を開催し、民間収
集移行予定地区別の戸数などの基礎数値の
積算・地区選定の検討
３月までに伊賀市直営し尿収集・処理業務
体制等検討委員会で年度別収集範囲削減計
画の策定

計画どおりできている

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
明及び意識調査の実施。
②指定管理者制度から民営化に向けた協
議・検討を行う。

①10月4日（火）民営化に向けた施設入所
者への説明会
　 10月8日（土）入所者家族への説明会
　※両説明会は指定管理者である社会福祉
法人が主催

②民営化に向けた指定管理者との会議を計
７回開催し、諸手続きの確認やスケジュー
ル調整を行った

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新しいマニュアルを作成する。
②マニュアルを庁内に周知する。
③新しいマニュアルで制度運用を行う。
④モニタリング結果を公表する。

①実施済（23年４月に作成）

②実施済（全庁に周知するとともに、４月
26日説明会開催）

③実施済（制度導入やモニタリングなどに
ついて、マニュアルに沿って運用）

④未実施（23年度終了後に対応）

計画どおりできている

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新庁舎建設計画において窓口サービス検
討部会を設置
②市民を交えたワークショップの開催

①新庁舎の基本設計を進めるにあたり、庁
舎建設庁内検討委員会に窓口機能を検討す
るワーキング部会を設置し、専門的に検討
を進めている。

②ワーキング部会で検討した計画案を元
に、年度内に市民参加の協働検討会を開催
する予定。

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既存の縦割り組織や現状課題の洗い出し
③相談体制、情報発信・収集方法などの検
討
④分野を越えた相談支援に対応するための
体制の検討

①各課に共通する課題について、関係課と
情報を共有し検討するしくみの構築から取
り組んでいるため、事務分掌の整理までは
進んでいない。

②地域福祉計画の推進において組織のあり
方について検証するため、「(仮称）ふくし
総合相談支援センター立ち上げ検討会」を
開催し検討を重ねている。

③総合相談体制に取り組むため、部内担当
者で事例検討会を開催するとともに、他市
の取り組み事例を参考にするため視察研修
会を実施する。

④総合相談支援体制の必要性を認識するた
め、部内・各支所住民福祉課全職員を対象
とし、Ｈ２４．２．１７に研修会を実施予
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23年11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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：目標達成のための改善など

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市民を交えたワークショップの開催

①新庁舎の基本設計を進めるにあたり、庁
舎建設庁内検討委員会に窓口機能を検討す
るワーキング部会を設置し、専門的に検討
を進める。

②庁舎建設庁内検討委員会に設置した執務
機能･施設管理ワーキング部会において検討
している。

③ワーキング部会で検討した計画案を元
に、年度内に市民参加の協働検討会を開催
する予定。

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。

①6月に、22年度年間利用状況統計（図書
館要覧）を作成した。今後、これを基に、
24年度努力目標設定を予定。

②4月開催の校園長会儀において、団体貸出
制度及び利用方法について説明。同時に、
文書による利用案内をした。

③4月より、図書館（室）担当者会議を開催
し、図書配送システム運用に向けた協議を
重ねた結果、9月1日試行開始、11月1日本
格実施となった。

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法令に基づく申請と不利益処分の基準の
公表を行う。
②条例に基づく申請と不利益処分の基準の
設定を行うための説明会や各所管課への事
務対応依頼を行う。

①未実施（条例に基づく基準とあわせて公
表）

②実施済（説明会の実施及び個票確認依頼
済）

計画どおりできている

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

①実施設計段階において、窓口機能ワーキ
ング部会およびUDワーキング部会で検討し
ている。

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、処
遇への反映方法等の検討会の開催

①未実施 計画どおりできていない
12月以降、本年度中に検討会を開催
するため
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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23年11月30日現在）
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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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：目標達成のための改善など

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

①9月中間面談実施時、面談記録／準備シー
トの記入（活用）例を作成し通知を行った

②９月中間評価実施時、面談記録／準備
シートの提出を義務付け、提出させてい
る。

計画どおりできている
一部に本制度に関連する書類一式が未
だ提出されていない部署があり、提出
要請を行っているところである。

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ガイドライン策定のための検討会開催

①9月２６日課内において第１回の検討会を
行い、他市の策定状況及び策定内容を参考
とすべく、現在担当者において他市の状況
を調査中である。

計画どおりできている

本年度中に、もう１度検討会を開催
し、来年度策定に向けたスケジュール
や大まかな策定の方向性を検討するこ
ととしたい。

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

①他市の動向把握

②問題点の整理

③方針策定の必要性の検討

①三重県下１４市で、導入している市はな
い。県外においても、人材育成方針等に導
入を掲げているものの、未だ制度をシステ
ム化し実施している自治体は少ない。

②未実施

③未実施

計画どおりできていない

近年、民間企業や国で複線型人事制度
が採用されてきた背景には、「個人の
労働観多様化」のほかに、表向きには
「経営側からの要請（高度の専門的な
知識や経験の活用）」ということであ
るが、実際のところは「人事処遇面か
らの要請（構成人員の高齢化に伴うポ
スト不足）」への対応と言われてい
る。
国においても在職期間の長期化を図る
措置として専門スタッフ職を設けると
ともに、それに対する俸給表を制定し
ている。
伊賀市においては、「人事処遇面から
の要請」という部分からの必要性は少
ないと思われるが、複雑・高度化した
社会の中では高度の専門的な知識を
持った職員の育成が必要と考えられ
る。
一昨年人事院勧告で示された定年の引
き上げに伴い、複線型人事制度は、組
織活力維持のための方策として役職定
年制、短時間勤務制などの導入と合わ
せて国の動向も見ながら総合的な人事
施策の一つとして慎重に検討していく
必要があり、しばらく時間を要するた
め。

もう少し、他市の状況を調査し、本年
度中に問題点の整理を行い、方針策定
の必要性を検討していくこととした
い。（検証会２回開催）

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

２４年度から
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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23年11月30日現在）
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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

２４年度から

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掲載する採用情報の工夫のための検討会
実施

①６月２７日、採用情報の工夫のための検
討会を実施し、給与・福利厚生の掲載、申
込状況、試験実施状況（合格者数等）の掲
載を随時行った。

計画どおりできている
来年度についても、採用試験受験者が
将来像をイメージし易いようホーム
ページの活用を図りたい。

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必要な職種の把握
②専門性の高い職種の採用

①６月７日、全庁に向けて「公務職場にお
いて確保し難い資格等及び一定の経験を有
することが市の行政運営に有効であると考
えられる職種」についての調査を実施し
た。

②各所属から、上記①の必要な職種が複数
挙げられた。現在、定員適正化計画に基づ
き職員数を削減する中で、全ての職種を採
用するのは困難であるが、来年４月１日採
用者として行政事務では一級建築士資格
者、社会福祉士資格者をそれぞれ１名採用
することとなっている。

計画どおりできている
来年度の採用試験においても、必要に
応じて専門性の高い職種の採用を検討
していくこととしたい。

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

①過去のプロジェクトチームの成果の確認

②問題点の整理

③活用の可否の検討

①未実施

②未実施

③未実施

計画どおりできていない
現在、過去のプロジェクトチームの成
果等の確認を行っているところであ
る。

本年度中には、過去の成果確認、問題
点整理を行い、検証会（２回）を実施
した上で活用の可否を決定したい。
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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23年11月30日現在）
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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

①国、他市の規程等を収集し、伊賀市の運
用方針を検討する

①未実施 計画どおりできていない
現在、他市の運用規程等の情報を収集
しているところである。

来年度以降、規程の整備が行えるよ
う、産業医の活用を含め、伊賀市とし
ての方向性を検討していくこととした
い。

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　１０名
　平成２５年度　　３名
　平成２６年度　１０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定員適正化計画における本年度の採用者
（H24.4.1採用）数は６名であったが、結
果として９名の採用を予定している。

計画どおりできていない

前期実施計画の策定段階では、24名
（定年14名、勧奨10名）の退職予定
者に対し6名の採用を見込んでいたも
のの、現時点における見込は退職予定
者22名（定年14名、勧奨6名、死亡
2名）に減ったこと、また退職者数に
対して同数の採用者数とすることとし
ている保育士の職種で4名の退職予定
となっていることから、計画を下回る
結果となった。

定員適正化計画に基づく人員削減によ
る目標値を設定しているため、本年度
で上回った分を翌年度以降に上乗せし
て抑制していくということは困難であ
り、同計画に基づく採用抑制を引続き
実施していくこととしたい。

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

①平成２４年１月～２月にかけて実施する
予定

計画どおりできている

各課のヒアリング調書は、定員適正化
計画を念頭におき、事務効率性といっ
た視点から再編整理や統廃合の方針を
記入させ、削減可能人員数を報告して
いただくこととしており、本調書に基
づき詳細な聴き取りを実施していくこ
ととしたい。

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

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導入

①随時募集のため平成23年1月31日から募
集しているが、平成23年度では、5月23日
から年7月22日まで募集を実施。

②9月29日に審査会を開催（個人6件、グ
ループ16件）

③10月29日に関係課へ実施検討を依頼（3
件）

④市長決裁により制度を決定し、5月20日
に全所属へ実施を通知。各課等において12
月31日までの期間で改善項目を設定し、実
施中。平成24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
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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23年11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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：目標達成のための改善など

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

２４年度から

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）

①全庁共通の事務引継書式の作成

②各所属の年間スケジュールの掲載

③「伊賀市職員必携」フォルダの作成

①未実施

②未実施

③未実施

計画どおりできていない
①現在、書式の検討中である。
②、③現在関係部署と協議できるよう
準備中である。

①については、３月までに様式を作成
し、本年度の人事異動に対応できるよ
うGWへのアップを行いたい。
②については、情報政策課と協議のう
え掲載のルール作りを行い、新年度ス
ケジュールから掲載を行いたい。
③については、総務課と協議し、本年
度中にGWへアップさせることとした
い。

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実施済（11月２日開催、企画総務部、人
権生活環境部、健康福祉部、産業建設部の
各所属から31人参加）

計画どおりできている

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研修に関する関係課との調整
③グループウェアによる情報提供

①庶務担当者研修会において周知した

②出納室内での検討を実施した

③財務通信を3回発行した

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23年11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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：目標達成のための改善など

75 3 3 3
災害対策本部各班運用マニュアルの作
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危機管理運用マニュアル作成に関し、各
部課と協議を実施する。

②各部課危機管理運用マニュアル作成。

①未実施

②未実施
計画どおりできていない

平成23年度上半期は、3月11日発生
の東日本大震災に係る支援関係業務、
下半期にあっては9月1日～4日にかけ
ての台風12号被害対応及びこれらの
災害対応業務の影響で、他業務の進捗
に影響が及んだため。

本年度中に各所属との協議及びマニュ
アル作成の依頼等を行う予定。

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東日本大震災への対応例や各種基準の見
直し等の資料収集

①資料の収集には時間がかかるため、現行
の危機管理マニュアルを点検し、抽象的で
具体的でない表現を避け、発災時に職員が
どのような行動をすればよいかを個々に確
認できるよう修正を行っている。

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等の洗い出しの照会
③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庶務担当者研修会
を実施した。

②情報共有すべき情報を各課に随時ＨＰに
掲載してもらうため、今年度中に各課に対
して洗い出しの照会を行う予定である。

③情報共有すべき情報の洗い出しを行った
後、広報紙・行政情報番組等で市民に周知
していく予定である。

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庶務担当者研修会
を実施した。

②平成24年2月に開催予定である。

③4月にﾒｰﾙにより各課に周知し、また報告
をいただいた。

計画どおりできている

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広報リーダー及びサブリーダーの設置検
討（業務内容等）

①業務内容等につき検討中である。 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23年11月30日現在）
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80 4 1 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）について利用状況の把握の実施

①「参声広場」のアクセス状況の把握や、
よくある質問の整理に努めている。

計画どおりできている

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市民の満足度（必要度）の把握と反映方
法の検討
②評価結果の公開方法の検討。

①市民の満足度（必要度）の把握は、基本
施策評価に「伊賀市まちづくりアンケート
（企画課実施：HPでアンケート結果公開
済）」のデータを活用したが、行政評価の
視点でのより良い活用に向けたアンケート
結果の反映方法の検討は未実施である。

②評価結果の公開方法について、課題の分
析を行い、改善案を検討中。

計画どおりできていない

①本年度実施した施策評価の課題に基
づき、施策評価シートの改善案を検討
している。シートの見直しと併せて、
市民の満足度（必要度）の反映方法も
検討しているため。

①本年度実施した施策評価の課題に基
づき、施策評価シートの改善案を作成
中である。満足度等のアンケート結果
の反映方法を併せて検討し、これらの
見直しを伊賀市行政評価システム検討
委員会で協議を行う。

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広報編集指針の策定
②広報編集指針を庁内へ周知する
③広報編集指針に基づく、市民に親しまれ
る紙面づくり

①「広報いが市編集方針」を７月に策定し
た。

②「広報いが市編集方針」を８月に庁内へ
メールにより周知した。

③「広報いが市編集方針」に基づき、広報
紙を作成している。

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ホームページ（トップページ）の改修

①10月にＨＰのトップページを改修した。
また各担当課のページの新規作成・修正お
よび廃棄につき、月1度秘書広報課への報告
を義務づけた。

計画どおりできている

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市の行っている重要な政策や事業につい
て、毎週1回「特集コーナー」を活用し情報
提供した。

②8月に第1回検討委員会を開催し、文字放
送の読みの発音を直すことなどの意見をい
ただき、改善に努めた。また3月には第2回
を開催する予定である。

③「市民なっ得コーナー」を番組を通じて
周知し、現在まで2件の質問をいただき、そ
のことについて、番組内で回答をした。

計画どおりできている
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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庶務担当者研修を
実施した

②１法人について、情報公開についての要
綱が作成されていないことが発覚し、要綱
の作成について指導した。

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取り組んでいない

②取り組んでいない

③取り組んでいない

計画どおりできていない

平成23年度から始まった新たな自治
組織の運用状況の推移に加え、自治基
本条例の改正作業中でもあり、市民、
地域、行政の関係性や役割分担が現状
では安定していないなか、実態と乖離
する可能性もあるため、取組んでいな
い。

新たな自治組織及び地域包括交付金の
運用状況、自治基本条例の改正状況に
より、取り組む。

87 5 1 1 市民活動支援センター充実 市民活動推進室
◆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

①中間支援担当者ネットワーク交流会（３
回）及び市民活動支援センター情報交流会
（２回）に参加した。

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２回実施する。（実施日、１
月３１日、２月７日、２月１４日）

③組織運営に必要な、税務研修を２回、会
計研修を１回実施した。コミュニティビジ
ネス研修を１２月１６日に実施する。

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

市民活動推進室
◆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
②H22の成果報告会の実施
③（現）地域活動支援事業の見直し
（協働や賞(アワード)の視点、審査方法など
について見直しを検討する。）
④H24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5件、住民
自治協議会支援4件実施中。

②6月18日、事業成果報告会を実施した。

③検討中

④検討中

計画どおりできていない

地域活動支援事業の手法及び補助金の
見直しについて、政策調整会議小会議
を設置して検討を行っているため、Ｈ
２４年度は現制度で募集を行う。

政策調整会議小会議で検討を行い、Ｈ
２５年度から新制度を実施する。

89 5 1 1 自治組織のあり方の見直し（１） 市民活動推進室

◆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平成23年度にまちづくりに関する基本協
定の締結

②地域が選択する行政業務メニューの検討
と提示

①設立済みの住民自治協議会すべてと基本
協定を締結した。

②地域に提示できる行政業務メニューの洗
い出しに着手した。

計画どおりできていない
地域に提示できる行政業務メニューの
選定にあたり、振るい分けの基準策定
に時間を要している。

振るい分けの基準を明確にする。
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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23年11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 H23：年次計画 H23：年次取組実績 進捗状況 計画どおりできていない理由 H２３：目標達成のための改善など

90 5 1 2 自治組織のあり方の見直し（２） 市民活動推進室
◆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地域担当職員の配置及び住民自治協議会
支援

②行政横断体制の検討

①地域担当職員9名を配置し、各住民自治協
議会の運営支援にあたっている。

②検討中（（仮称）住民自治推進連絡調整
会議を設置する予定）

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を設置し、後期
基本計画の目標値を設定。
②まちづくりアンケートの結果を評価す
る。

①第1回（8月25日）でまちづくり委員会
を設置（委員15名）し、第2回（10月3
日）、第3回（11月1日）を開催し、目標
値の設定中。年度内に残り3回を開催予定。

②平成22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、結
果の評価も踏まえ、目標値の設定を行って
いる。

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人権大学・解放大学修了生を中心に、職
員同和問題啓発推進委員等の中から、自主
的に「人権問題を考える職員ネットワーク
（仮称）」の趣旨に賛同する職員を募り、
意見交換会を行う。
②「人権問題を考える職員ネットワーク
（仮称）」を設立する。

①人権大学・解放大学受講生との意見交換
会を行った(９月)。また、全修了生（退職者
を除く）に対し、定期的にメールマガジン
の季刊紙を送付し(7月・11月)、人権啓発
のリーダーとしての自覚を促した。

②ネットワークの設立について、平成２４
年度から発効する「第２次人権施策総合計
画」の中に、新事業として盛り込む予定。

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の検討
　・他市の事例調査
　・モニターの人員
　・集約する意見の内容等

①現在モニターの人数・アンケート内容に
ついて、他市の事例を調査中である。

計画どおりできている

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
構成について検討する。
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検討す
る。

①12月初旬に全庁へ現状報告及び今後の見
通し等調査報告依頼予定

②年度内に取りまとめ、次年度で検討でき
るよう準備する。
　

計画どおりできている
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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女性リーダー養成連続講座（８月から２
月までの全８回）を開催、２３名が受講中

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２２年度審議会等の女性登用率実績
を踏まえて、評価する。

①審議会等への女性登用率実績は29.8%で
ある。７月には伊賀市男女共同参画人材バ
ンクを設置した。

計画どおりできていない

委員の委嘱時に「女性委員の選任状況
調査票」を提出してもらっているが、
その内容を見ると、設置条例等には団
体等からの選出について特に役職を定
めてないにも係わらず、「長」や肩書
きで選出されている。現状では「長」
は男性が多いため、女性登用率に反映
されてこない。

各団体から委員選出をお願いする際に
「長」ではなく、話し合いの上決めた
「代表」として女性の選出をしてもら
うよう、各担当課に働きかける。

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会議のあり方について検討
②運営方法の見直し
③関係要綱の改正
④職員への周知

①平成24年度からのあり方について、課内
で検討中

②市政の政策課題を協議する協議案件、市
政の情報共有を図る報告（連絡）案件を整
理し、会議を分割するか１つの会議で行う
場合は、その運営方法について見直してい
る。また、庁議内容の公開手法についても
検討している。

③①、②の内容が整理できた段階で、改正
案を作成する。

④平成24年度の第１回目の庁議において、
改正内容を決定し、庁内へ周知する。

計画どおりできている

計画どおりできている 68
計画どおりできていない 23
計 91
平成２４年度以降の計画 6
平成２３年度中の計画合計 97  

 74.7%
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