
　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

達成度 ☆☆☆

　

　

　

指標の説明

　

行政機能が高くなる

14
14

2
5
9

○　任務目的に対する評価
行政経営システムにおけるシステム化、制度化数

H14実績
H15実績

○集中改革プランを次期戦略プランに位置づけて計
画的な実施。
○業務棚卸表と財源配分方式による予算編成システ
ムを基にしたマネジメントサイクルの推進.
○行政評価における指標や目標設定のレベルアッ
プ、評価技法等のスキルアップ、評価の多角化。
○パブリックコメント手続制度の適正かつ円滑な運用
を図るため、運用基準の整備と実績の検証。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成１７年度実績

○集中改革プラン（平成17～21年度）については、計
画的に取り組むとともに、市場化テストについては、法
制化を踏まえ、制度の研究と導入検討を行う。指定管
理者制度の導入については、公募、選定審査等手続
の改善、管理業務の実施等に係るチェック体制の充
実を図る。
○業務棚卸表と財源配分方式による予算編成システ
ムを基本に、外部委託等アウトソーシング、組織機構
の見直し、パブリックコメント手続など行財政システム
全般にわたる改革を引き続き進める。

平成１８年度見通し

○平成17年度については、国の指針に基づくととも
に、これまでの行財政改革の積み重ねを踏まえ、本市
独自の行政経営システムを基礎に据えて集中改革プ
ラン（平成17～21年度）を策定し、平成18年3月に公表
した。
○外部評価の導入については、外部評価に係る課題
や実施方法を検討するため専門家による行政評価委
員会を設置し、評価の多角化について検討を進めた。
○指定管理者制度の導入については、募集、選定審
査、指定の手続等に関する基準の策定や運用体制を
整備し、平成18年4月から27施設について制度の導入
を図った。
○パブリックコメント手続制度については、手続条例を
平成17年10月に制定し、同条例に基づく運用体制を
整備した。
全体としては、当初目標どおり、計画策定、制度導入
を図ることができたが、指定管理者の選定審査・導入
後モニタリング、パブリックコメント手続の具体的な運用
基準等について課題を残した。

　 　

H17実績
H17目標
H18見込 17

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成17年度

任務目的の成果・活動指標の推移

行政活動の財政基盤を強化する

任務目的

（所管課名　経営企画部行政経営課）行動目標　９－３

目的志向・成果重視による行政経営システムを構築する

基本目的　 ９

行政経営システムの構築状況については、行政経営
の視点から新たに導入した行政システムにおけるシス
テム化及び制度化の数を指標とした。

　
　
　

H16実績

　
　

　
　

行政経営システムにおけるシステム化、制度化数
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１４実績 77.9%
Ｈ１５実績 76.5%
Ｈ１６実績 79.3%
Ｈ１７実績 80.0%
Ｈ１７目標 80.0%
Ｈ１８見込 80.0%

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

100 223 223

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１４実績 －
Ｈ１５実績 79.3%
Ｈ１６実績 58.2%
Ｈ１７実績 75.4%
Ｈ１７目標 80.0%
Ｈ１８見込 80.0%

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

1,402 981 903

基本的な手段に対する評価
平成１７年度実績行政評価の推進 任務目標

の達成度

☆☆☆

○行政経営課と各部局政策推進監で共同して、業務
棚卸表ブラッシュアップとして目的、指標、目標の設定
等の見直し、レベルアップのための作業を行うととも
に、各課の１次評価を基にして２次評価を実施し、その
結果の指摘及び意見等を各部局へフィードバックする
仕組みづくりを行った。
○平成17年12月には外部の視点による評価の導入を
図るため、行政評価委員会を設置し、外部評価の仕
組み・方法について検討した。

達成度

　

目的達成に必要な手段

行財政改革推進費（行政
評価関係経費）

○平成17年度の主な改革実績については、寿楽園の
管理運営の民営化（平成18年4月実施）、市立保育園
の民営化計画に基づき移管先法人の決定、給料表の
見直し（独自給料表から行（一）準拠給料表への移
行）、給与水準の適正化（給料３％削減）など取り組
み、目標水準に近づく成果を得たところである。
○国の指針(平成17年3月）に基づくとともに、本市独
自の行財政改革の蓄積を踏まえ、集中改革プラン（平
成17～21年度）を策定し、平成18年3月に公表した。

平成１７年度実績

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

行革プランの実施

☆☆☆

プランの
達成度
（ＳとＡの
評価割
合）

達成度 基本的な手段に対する評価

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性
○業務棚卸表による行政評価については、指標や目
標設定のレベルアップ、評価技法等のスキルアップに
取り組むとともに、１次及び２次評価、行政評価委員会
による外部の視点から評価の実施等による評価の多
角化を進める。

123

決算差引

平成１８年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

平成１８年度見通し
○行財政改革の推進については、戦略プランの平成
17～18年度政策目標、次期戦略プランの平成19～21
年度政策目標の中で位置づけ、次期戦略プランと整
合させるとともに、改革取組の強化を図る。

○次期戦略プラン（平成19～21年度）の策定に向けて
現行の戦略プラン（平成16～18年度）の中間評価を行
うため、任務に応じた現況報告書を作成する。また、平
成17年度事後評価については、当該現況報告書に準
拠して様式変更を行い、よりわかりやすい評価表に改
善を図る。
○行政評価委員会では、戦略プランの仕組みの検
証・評価、見直しの方向性等ついて審議し、その指摘
や意見を、次期戦略プランへ反映するものとする。

目的達成に必要な手段

行財政改革推進費（行革プ
ラン・推進会議等関係経費）

○集中改革プランの改革の着実な推進による基本目
標、重点目標の達成を目指す。

　

△ 499
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Ｂ表
年度

指標 年度
3 Ｈ１４実績 15部 107課

Ｈ１５実績 14部 103課
Ｈ１６実績 14部 100課
Ｈ１７実績 15部 102課
Ｈ１７目標 15部 102課
Ｈ１８見込 15部 102課

Ｈ１６決算 Ｈ17予算

  

指標 年度
4 Ｈ１４実績

Ｈ１５実績
Ｈ１６実績
Ｈ１７実績
Ｈ１７目標
Ｈ１８見込

Ｈ１６決算 Ｈ17予算

0 1,284
行財政改革推進費（指定管
理者関係経費）

実績／目標

Ｈ１７決算

Ｈ１７決算

1,284

2
3
5
27
10

○公民連携の可能な領域における行政と民間（市民・
ＮＰＯ・企業）の多元的な協働の視点に立って、行政と
民間との役割分担を見直すとともに、公共サービスの
最適な実施主体による公共経営を進める。

　

1,284

　
　

　

平成１８年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

平成１８年度見通し
○指定管理者制度の導入については、平成19年度か
らの実施に向け、楠避難会館、楠プラザ運動施設、勤
労青少年ホーム、茶業振興センター、ふれあい牧場、
四日市ドームの６施設について指定等の手続を進め
る。
○職員福利厚生業務、防災水防倉庫保守点検業務、
美術展、消防艇運営業務等外部委託等の推進を図
る。

中核市移行に伴う組織体制の整備のほか、生活排水
対策部門の上下水道局への一元化、営繕部門の管
理部門への統合再編に取り組むとともに、経営企画部
及び各部局の政策推進スタッフの充実等検討を進め
る。

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性
集中改革プラン（平成17～21年度）の組織機構の見直
しに掲げた改革事項の着実な取組の推進。

 

決算差引

○公の施設について、適正かつ効率的な管理運営を
図るため、平成18年度から２９施設について指定管理
者制度の導入を進めることとし、北大谷斎場・霊園の２
施設を除く　２７施設について制度の導入を図った。
○寿楽園の管理運営の民営化、市立保育園の民営
化計画に基づく移管先法人決定が行なわれた。

平成１７年度実績

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

外部化し
た施設や
業務件
数

外部委託・民営化
の推進

☆☆☆

10

　

目的達成に必要な手段

 

実績／目標 基本的な手段に対する評価
平成１７年度実績組織・機構の見直

し
部課の数

☆☆☆

○平成18年度に向けた組織機構の見直しについて
は、経営企画部の中核市推進室を中核市推進課に
し、保健所準備室を同課内に設置、総務部総務課の
法務体制の充実のため行政係と法務係に再編、市民
文化部市民文化課の４係を地域振興係、市民活動安
全係、文化・生涯学習係の３係体制に、女性課、女性
センターを男女共同参画課、男女共同参画センター
に名称変更し、都市整備部建築開発課に構造審査体
制の充実のため建築構造係を新設した。

達成度
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

5 Ｈ１４実績 3
Ｈ１５実績 4
Ｈ１６実績 4
Ｈ１７実績 4
Ｈ１７目標 4
Ｈ１８見込 4

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

900 1,219 1,146

指標 年度 実績／目標

6 Ｈ１４実績
都整とレ
ジャー統廃合

Ｈ１５実績 経営点検　

Ｈ１６実績 経営点検　

Ｈ１７実績 見直し素案

Ｈ１７目標 見直し案策定

Ｈ１８見込 方針の決定

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

　 　
○外郭団体の経営の健全化と効率化、地域への安定
的かつ継続的な公共的サービスの提供等の視点から
１００％出資４法人の統廃合、業務の整理合理化等に
ついて方針を決定する。

　

　

　

　

平成１８年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

平成１８年度見通し
○平成18年度中に１００％出資４法人の統廃合方針を
検討し、方針の決定を行う。

○戦略プラン現況報告書の公表（平成18年6月）、次
期戦略プラン骨子案のパブリックコメントに伴うＨＰ公
表を進める。

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性
○公表媒体については、広報、ＣＴＹ、ホームページ、
印刷物（市政白書やパンフ）を活用していく。平成17年
度には行財政改革関係の市ＨＰの見直しを行ったとこ
ろであるが、今後もわかりやすく見やすいという観点か
ら取り組む。

246

決算差引

○経営環境の急激な変化や市の公的関与のあり方の
見直し等を踏まえ、外郭団体は大きな転換点に立って
いるという認識のもと、市１００％出資４団体（都市整備
公社、霞ヶ浦振興公社、文化振興財団、国際交流協
会）の経営点検を実施する。
○外郭団体の見直しに関する基本的な考え方（素案）
を整理する中で、市１００％出資４団体統廃合の方向
性について優先的に検討を進めることとし、集中改革
プランの改革事項に位置づけた。

平成１７年度実績

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

外郭団
体経営
見直しの
枠組み
案策定

外郭団体の経営点
検、改善の支援

☆☆

　

目的達成に必要な手段

行財政改革推進費（業務
棚卸表ＨＰ、市政白書等

係経費）

基本的な手段に対する評価
平成１７年度実績行革成果及び評価

結果公表
公表媒体

数

☆☆☆

○平成17年7月指定管理者制度に関するＨＰ作成し
募集選定情報等の公表、行財政改革関係ＨＰの見直
しを実施した。
○平成18年3月集中改革プランのＨＰ公表、広報よっ
かいち特集掲載を行った。

達成度
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

7 Ｈ１４実績 －
Ｈ１５実績 －
Ｈ１６実績条例案検討
Ｈ１７実績 条例制定
Ｈ１７目標 条例制定
Ｈ１８見込 制度実施

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

　 　

指標 年度 実績／目標

8 Ｈ１４実績 70

Ｈ１５実績 45

Ｈ１６実績 33

Ｈ１７実績 23

Ｈ１７目標 50

Ｈ１８見込 30

　

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

200 0 0

基本的な手段に対する評価
平成１７年度実績パブリックコメント制

度の導入
手続条

例の制定

☆☆☆

○当初目標どおりパブリックコメント手続条例を制定
（平成17年10月12日施行）し、本条例に基づき、生活
排水処理施設整備計画策定の基本方針(案）、男女共
同参画推進条例(案）、第３次介護保険事業計画・第４
次高齢者保健福祉計画(案）、集中改革プラン（平成
17～21年度）（素案）、情報公開条例の一部改正（素
案）について手続を実施した。また、手続の適正かつ
円滑に運用するため、政策法務委員会において庁内
調整する体制整備を図った。

達成度

　

目的達成に必要な手段

○職員提案（実績報奨）制度については、職員の改善
改革意識を高め、共有し、より効率的な行政運営と質
の高い行政ｻｰﾋﾞｽの実現につなげることを目的に実施
してきたが、当該報奨制度では職員への動機付けが
弱く、優れた提案を集めることが難しい状況となってき
ていた。このような状況を踏まえ、インセンティブ予算
制度を新たに導入することとなったことから、同制度と
の共通性等を勘案し、同制度への発展的な改組を含
め検討するため、平成17年度は実施しなかった。

平成１７年度実績

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

実績報
奨提案
数

業務改善運動の推
進

☆☆

達成度 基本的な手段に対する評価

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性
○市政の基本的な計画や条例など策定する際に、案
の段階で公表し、市民等の意見を募集し、寄せられた
意見に対する市の考え方を明らかにするとともに、有
益な意見を考慮して市としての意思決定を行うため、
パブリックコメント手続を適用し実施していく。

　

決算差引

平成１８年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

平成１８年度見通し
○インセンティブ予算制度の中で、業務改善、創意工
夫による提案を認め、行革の成果によるインセンティブ
を高める方向としていくのか、職員提案制度として別
途位置づけていくのか制度設計及び運用の整理を改
めて行うものとする。

○本条例に基づき平成18年度において対象となる事
案については、内部審査組織である政策法務委員会
を中心に手続の適正かつ円滑な実施を図る。

目的達成に必要な手段

行財政改革推進費（職員
提案関係経費）

○職員の意識改革を進め、不断の改善改革を進める
組織としていくためには、どのような取り組みが効果を
上げるのか、ＴＱＣ、行政経営品質等活動を研究しな
がら、本市独自の手法を開拓していくことが必要であ
る。　

△ 200
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