
 

    　

作成日 平成16年7月31日

作成者 廣田正文  　

評価日 作成者 廣田正文  　

コード

9

９－２

　

困難度 業務割合 達成度

　

シート名 業務割合

Ｓｈｅｅｔ１ 100%

合計 100%

総労働時間数 38,162

所属正職員人数 15

　〃　(管理職を除く） 12

年間所定労働時間数 1,944

所属平均時間外数(月平均 13.0

所属平均年休、夏特日数 15.2

全嘱託職員労働時間数 0

全臨時職員労働時間数 8,960

（単位：千円）   

困難度 業務割合

２桁  

01 Ｂ 70%

　 ○ 6,493 6,791 5,161 △ 1,332 6,660

　 　

　

　

　

　

　 小小小小　　　　計計計計 6,4936,4936,4936,493 6,7916,7916,7916,791 5,1615,1615,1615,161 △ 1,332△ 1,332△ 1,332△ 1,332 6,6606,6606,6606,660 0.5%0.5%0.5%0.5%

02 Ｂ 25%

　 　 ○ 2,013 135 73 △ 1,940 135

 小小小小　　　　計計計計 2,0132,0132,0132,013 135135135135 73737373 △ 1,940△ 1,940△ 1,940△ 1,940 135135135135 2.2%2.2%2.2%2.2%

　歳計現金、基金等公金の管理運用について、金融情
勢の情報収集に努めるとともに、金融機関のディスク
ロージャー誌や調査機関による金融機関の実態調査を
踏まえ、最も確実で、有利な公金の運用に努め、余資
金運用率は昨年度実績を上回った。ペイオフの完全実
施に伴い、より一層確実で有利な公金の管理運用に努
める。
　現金や金券等の取扱いには、出納簿等による出納管
理の徹底を促し、公金の保全に努めた。

　会計事務職員への研修だけでなく、出納員への研修
を実施するとともに、会計事務の手引きや審査マニュア
ルを作成し、会計事務が適正にかつ効率的に処理され
るように努めた。また、各所属において自己検査を実施
するとともに、その結果を元に収入役室職員が各所属
へ赴くなど会計事務処理支援を行った。これらの結果、
会計事務処理における指摘件数は減少した。

☆☆☆

基本的な手段に対する評価の説明

公金の年平均残高に対する預金利
子の割合（余資金運用利率）

目標（平成17年度）

会計関係経費（会計事務処理関連経費）

１実地検査での平均指導件数

100%100%100%

☆☆☆

所属コード 017510

平成17年7月7日

戦略プラン

柱

基本目標

行動目標

年度 平成16年度

収入役室所属名

上位目的

業務コード
h16年度一般
財源

活動指標

平成１6年度
予算現額

Ｂ

目的達成に必要な主な手段

実績(平成16年度）

事業名（小分類）

100%

項目の内容

円滑な行政活動が行われる

目標（平成17年度）

0.0104% 0.0154%

公正な行政運営が行われる

実績(平成16年度）成果・活動指標

0.0171%
公金及び財産の管理運営が、安全かつ適
正である

任務目的が２つ以上ある場合は合計
が１００％となるよう設定してください。

実績(平成14年度） 実績(平成15年度）

0.0136%

15件
適正適正適正適正なななな会計事務処理会計事務処理会計事務処理会計事務処理レベルレベルレベルレベルのののの向上向上向上向上をををを図図図図
るるるる。。。。

24件（1日の平均指摘
件数）

業          務          棚          卸業          務          棚          卸業          務          棚          卸業          務          棚          卸　       　       　       　       表表表表　　（　　（　　（　　（総総総総　　　　　　　　括括括括　　　　　　　　表表表表））））

10件

h16年度決算
額

安全確保安全確保安全確保安全確保をををを基本基本基本基本にににに、、、、資産資産資産資産、、、、財産財産財産財産をををを管理管理管理管理・・・・
運用運用運用運用するするするする。。。。

達成度ｈ16年度一
般財源

決算(h16-h15)差引増減

　

会計関係経費（公金、財産の管理運用関連経費）

適正処理率

実績(平成15年度）
枠配分
対象事
業

任務目的 公正で、正確、効率的な会計処理を行う。
会計事務処理指摘率

（適正処理指導件数／検査件数）
5.0% 4.9%

h15年度決算
額

 

☆☆☆

任務に対する
評価の説明

これまでの取組と成果、手段の妥当性

これからの課題、施策・事業展開の方向性

　各所属に出納員を配置し、審査事務を分任することにより、会計事務処理の迅速化､効率化を図ることができた。また、各所属において自己検査を実施し、この結果をもとに適正な
会計処理が執行できるよう収入役室職員が各所属に赴き支援を行い、公正で、正確な会計事務の執行に努めた。また、公共料金の一括支払いを実施し、会計事務の簡素効率化
に取り組んだ。

ペイオフの完全実施に伴い、金融情勢の情報収集、各金融機関の運営状況を的確に把握するとともに、金融機関の破たん等に対する公金の保全対策危機管理マニュアルを作成
し、公金の保全に努める。また、公金の運用については、保全のための決済性預金を活用するだけでなく、定期預金や他の運用手段を検討し、より精緻な資金計画を策定すること
によって、安全で有利な運用に努める。昨年度公共料金の一括払いを実施したが、他の業務についても検討を行う。公正で正確な会計事務処理レベルが向上するよう今年度も研
修、検査、支援に努める。

4.7% 4.6% Ｂ

収入役室．総括表ｈ16.xls



（単位：千円）   

困難度 業務割合

２桁  

基本的な手段に対する評価の説明

目標（平成17年度）
業務コード

h16年度一般
財源

活動指標

平成１6年度
予算現額

目的達成に必要な主な手段

実績(平成16年度）

事業名（小分類）
h16年度決算

額

達成度ｈ16年度一
般財源

決算(h16-h15)差引増減

実績(平成15年度）
枠配分
対象事
業

h15年度決算
額

90 - 10%

 負担金・補助金 ○ 200 200 43 △ 157 200 　

小小小小　　　　計計計計 200200200200 200200200200 43434343 △ 157△ 157△ 157△ 157 200200200200 0.1%0.1%0.1%0.1%

その他 ○ 3,917 4,017 3,424 △ 493 4,017 　

小小小小　　　　計計計計 3,9173,9173,9173,917 4,0174,0174,0174,017 3,4243,4243,4243,424 △ 493△ 493△ 493△ 493 4,0174,0174,0174,017 3.0%3.0%3.0%3.0%

人件費 一般職給 117,718 132,405 140,727 23,009 132,405 　

臨時職員 ○○○○ 7,110 7,076 7,023 △ 87 7,076

小小小小　　　　計計計計 124,828124,828124,828124,828 139,481139,481139,481139,481 147,750147,750147,750147,750 22,92222,92222,92222,922 139,481139,481139,481139,481 90.8%90.8%90.8%90.8%

中中中中　　　　計計計計 128,945128,945128,945128,945 143,698143,698143,698143,698 151,217151,217151,217151,217 22,27222,27222,27222,272 143,698143,698143,698143,698 93.9%93.9%93.9%93.9%

合合合合　　　　計計計計 137,451137,451137,451137,451 150,624150,624150,624150,624 156,451156,451156,451156,451 19,00019,00019,00019,000 150,493150,493150,493150,493 100%100%100%100%

　昨年度は、財務会計システムの入れ替えのための運
用管理や手引書の作成により時間外勤務時間が一時
的に増加したが、業務の見直しや効率化を図るなど、
今年度の時間外勤務時間の平均時間は、昨年度より
約半減することができた。一般事務経費

内部的業務

都市収入役会負担金

内部業務内部業務内部業務内部業務 ---

収入役室．総括表ｈ16.xls


