
作成日 平成15年10月10日

作成者 金森　伸夫

評価者 金森　伸夫

成果・活動指標 実績(平成14年度） 実績(平成15年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合 達成度測定

－ － － シート名 業務割合

Ｓｈｅｅｔ１ 100%

Ｓｈｅｅｔ２

Ｓｈｅｅｔ３

合計 100%

　内部的業務 　－ 　－ － 総労働時間数 30,176

文書事務を適正に処理する。 所属正職員人数 8.9

   〃   (管理職除く） 6.9

年間所定労働時間数 1,944

所属平均時間外数（月平均） 15.0

所属平均年休、夏特日数 13.3

全嘱託職員総労働時間数 9,225

全臨時職員総労働時間数 3,360

２桁 ４桁

01 全庁的に適法・適正な事務処理に向けた研修等 内部的業務 A 25% 7544.1

0101 総務課職員の法務能力を向上する 研修受講回数 年6回 年6回 年６回 B 30% 2263.2

0102 職員向け政策法務研修等の開催 研修開催回数 年1日 年1２日 年１０日 A 50% 3772.1

0103 配信回数 年６回 年１２回 年１２回 A 10% 754.4

0104 件数 ５３件 ５３件 ５５件 A 10% 754.4

02 文書の適正管理 内部的業務 A 15% 4526.4

0201 文書管理システムを構築する 検討結果報告 ― 中間検討結果報告 システム稼動（１６年度） A 65% 4903.7

0202 機密公文書をリサイクルする 処理回数 年１５回 年１５回 年１５回 C 20% 1508.8

0203 永久文書のマイクロフィルム化を進める マイクロ化数 ８ｍ ８ｍ 4ｍ C 10% 754.4

0204 研修開催回数 年１回 年１回 年１回 A 5% 377.2

03 内部的業務 B 10% 3017.6

0301 各部局の組織機構の見直し案を取りまとめる 見直計画書 組織機構見直し案 組織機構見直し案 組織機構見直し案 C 0% 0.0

0302 組織機構の見直しを検討する 検討結果報告 組織機構見直し案 組織機構見直し案 組織機構見直し案 B 0% 0.0

04 個人情報保護制度の適切な運用 内部的業務 B 15% 4526.4

0401 個人情報保護制度を市民に周知する 広報回数 HP掲載、ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 HP掲載、ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 年１回ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 B 20% 1508.8

0402 制度の運用について職員を研修する 研修開催回数 年1回 年1回 年１回 A 30% 2263.2

0403 各部の個人情報取扱事務の届出内容確認 届出 届出書 届出書 届出書 A 50% 3772.1

05 庁内印刷業務の適正処理 正確な印刷処理 100% 100% 100% B 15% 4526.4

0501 両面印刷を促進する 両面化率 65% 65% 70% B 50% 3772.1

0502 印刷業務の委託化の可否を検討する 検討結果報告 ------- ------- 報告書 B 50% 3772.1

90 内部業務 内部的業務 － － － － 20% 6035.3

9001 予算関係業務 〃 － － － － 10% 754.4

9002 議会関係業務 〃 － － － － 80% 6035.3

9003 庶務関連業務 〃 － － － － 10% 754.4

基本的な手段に対する評価

○政策法務能力の向上に向けては、新たに政策法務研修を実
施した。従来から実施している法律研修及び行政法務基礎講座
の配信についても内容の充実を図った。これらにより、全庁的な
法的な能力の向上に努めた。さらに総務課職員についても積極
的に外部の法律等の研修に参加し、能力の向上を図った。
○文書の適正管理については、平成１６年度の文書管理システ
ム稼働に向け、パッケージ製品の仕様のカスタマイズについてＩ
Ｔ推進課、導入業者と協議、検討するとともに、文書取扱主任等
への操作研修を行い円滑な導入を図った。
○外部監査については、従来からの検討結果を踏まえて、平成
１４年度末に制度を廃止したが、これまでの成果を取りまとめて、
今後の行政経営の改善に活用した。
○個人情報保護法の成立等の国の動向を踏まえて、本市の個
人情報保護制度の改正に向けての見直しに着手した。各所属
に設置している個人情報管理責任者、個人情報取扱責任者に
対して、国の動向や本市の取り組みの現状について周知した。
○庁内印刷業務については、オンデマンド印刷機を年度中に２
台導入し、従来のオフセット印刷機から全面更新し、業務効率
化、適正処理を図った。

☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆☆

業          務          棚          卸          表

評価日

所属名

平成16年5月31日

年度 平成16年度

総務部総務課

所属コード

上位目的

行政活動の根拠となる法令等が適正に管理されるとともに、
法令遵守が確保できる。

012010

業務コード
目的達成に必要な主な手段

適正な法解釈並びに適法な条例・規則の制定、運用を行
う。

各種行政事務における個人情報の保護を図る。

任務目的に
対する評価

これまでの取組と成果、手段の妥当性

任務目的

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。

業務割合活動指標

・全庁的な法令遵守の確立の基本となる法務能力の向上に向けて各種研修等を実施し、33名の参加者に対して延べ１３日の研修を行った。
・機密公文書をリサイクル処理することで環境に配慮し適正な廃棄を行った。また、文書事務の適正化に資する文書管理システム開発を関係課と連携し進めた。
・個人情報保護制度の見直しを進めるとともに、職員への周知・啓発をはかった。

・法務能力の向上に向けて、講師を務める総務課職員の能力の向上を図り、内容も自治体にとって近年特に課題となっているテーマを取り上げ､充実に努める。
・個人情報保護制度について、職員意識の一層の向上が必要であり、啓発をさらに推進するとともに､法施行に合わせ条例の見直しを行う。

目標（目標年度）実績(平成15年度）

☆☆☆　

業務時間数
達成度測定

Ｂ

困難度

行政法務基礎講座の配信

実績(平成14年度）

100%

これからの課題、施策・事業展開の方向性

Ｂ内部的業務

法律相談

新採職員研修を実施する

組織機構の簡素・効率化



 

作成日 平成15年5月29日

作成者 金森　伸夫

評価日 評価者 金森　伸夫

成果・活動指標 実績(平成14年度） 実績(平成15年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合

自治体人事の公正、公平な運営を保障する 内部的業務 － － － シート名 業務割合

Ｓｈｅｅｔ１ 100%

Ｓｈｅｅｔ２

Ｓｈｅｅｔ３

　年３回 　年３回 　年２回 合計 100%

公平委員会制度の適切な運営が 　公平委員会開催数 　　４月、７月、１月 　　４月、７月 　４月、７月

行われるよう、円滑な事務を行う 総労働時間数 204

所属正職員人数 0.1

   〃   (管理職除く） 0.1

年間所定労働時間数 1,968

所属平均時間外数（月平均） 15.0

所属平均年休、夏特日数 13.3

全嘱託職員総労働時間数 0

全臨時職員総労働時間数 0

２桁 ４桁

01 公平委員会制度の理解を深める 内部的業務 Ｂ 45% 91.8

0101 全国等の委員会の研修に参加する 研修報告 7回 8回 9回 B 100% 91.8

02 公平委員会の開催事務を的確に行う 内部的業務 Ｂ 45% 91.8

0201 公平委員会の会議を補助する 会議数 ３回 ２回 2回 B 100% 91.8

90 内部業務 内部的業務 － － － － 10% 20.4

9001 予算関係業務 〃 － － － － 30% 6.1

9002 議会関係業務 〃 － － － － 10% 2.0

9003 庶務関係業務 〃 － － － － 60% 12.2

平成15年5月29日

実績(平成１５年度）

任務目的に対
する評価

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

公正、公平な人事行政に向けて、公平委員会を適正に開催した。また公平委員会委員の知識をより高めるため、全国公平委員会連合会事務研究会などへの出席
を通じて知識の習得を図った。

B上位目的

B任務目的

業          務          棚          卸          表

所属コード

所属名

012010

年度 平成15年度

総務部総務課

業務コード
目的達成に必要な主な手段 困難度活動指標 実績(平成14年度） 目標（目標年度）

☆☆☆

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。

業務時間数業務割合

公平委員会の適正な運営のために、各種研究会、研修会を通じて、委員及び事務局職員の知識の向上に努める。

基本的な手段に対する評価達成度測定

☆☆☆

☆☆☆

○全国等の研修会に参加し、委員制度理解を深
めることができた。
○年４回の公平委員会の開催事務を適正に補助
した。


