
　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

達成度 ☆☆☆

　

　

　

指標の説明

　

平成19年度見通し
○行革プラン（平成19～21年度）については、各改革
事項に着実に取り組んでいく。中でも、市場化テストに
ついては、導入研究を行い、指定管理者制度につい
ては、モニタリングの充実、公募・選定審査等手続の
改善を図り、外郭団体では統廃合の実施を進めてい
く。
○平成20年度の保健所政令市移行による保健所の
設置及び医療制度改革を契機とした組織機構の見直
しを実施する。
○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。

○第２次戦略プラン（平成19～21年度）の策定に伴
い、集中改革プランの枠組みを継承しつつローリング
を行い、第２次行革プランとして戦略プランに位置付
けた。
○業務棚卸表による行政評価については、第２次戦
略プランの策定に向けて第１次戦略プラン中間評価
の現況報告書を作成し、同報告書の様式による平成
17年度事後評価を実施した。
○指定管理者制度の導入については、選定委員会
委員の構成や応募者ヒアリング時間等の見直しを行う
とともに、四日市ドームなど６施設の指定を行った。ま
た、導入後のモニタリングのためマニュアルを作成し
た。
○平成19年度に向けて副市長制の導入と収入役制
度廃止による会計管理者の設置を行い、第２次戦略
プランの推進を踏まえ、保健福祉部、商工農水部、都
市整備部などで機構改革を行った。
全体としては、下記のとおり翌年度以降に継続される
課題もあるが、行政評価委員会、評価表新様式、指
定管理者モニタリングマニュアル作成の３項目を導入
し、当初目標どおり１７項目の行政システム化及び制
度化を達成することができた。

○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。

○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。

これからの課題、施策等展開の方向性
○行革プランの計画的な実施。

○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。

　

H1８実績

H18目標 17

　

○　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

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成１８年度実績

H15実績
H16実績

業務棚卸表（事後評価表）
　

９　行政機能が高くなる

17

5
9
14

平成18年度

任務目的の成果・活動指標の推移

９－２　公正で効率的な行政運営を行う

任務目的

（所管課名　経営企画部行政経営課）行動目標

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

　

H17実績

　
　

　
　

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。

　
　

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 Ｈ１５実績 76.5%
Ｈ１６実績 79.3%
Ｈ１７実績 84.0%
Ｈ１8実績 80.0%

Ｈ１8目標 80.0%

Ｈ１７決算 Ｈ1８予算 Ｈ１８決算

223 800 650

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１５実績 79.3%
Ｈ１６実績 58.2%
Ｈ１７実績 69.4%
Ｈ１８実績 75.5%

Ｈ１８目標 80.0%

Ｈ17決算 Ｈ18予算 Ｈ１８決算

903 1,296 1,639

基本的な手段に対する評価
平成１８年度実績行政評価の推進 任務目標

の達成度

☆☆☆
○第２次戦略プランの策定に向けて第１次戦略プラン
の中間評価を行うため、任務に応じた現況報告書を
作成した。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、より分かり
やすい評価表に改善を図った。
○行政評価委員会では、戦略プランの仕組みの検証
や評価、見直しの方向性等について審議し、その意
見を第2次戦略プランに反映させた。

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）

○第２次戦略プラン（平成19～21年度）の策定に伴
い、集中改革プランの枠組みを継承しつつローリング
を行い、行革プラン94項目として戦略プランに位置付
けた。
○寿楽園の民営化をはじめ応急診療所の見直し、防
災倉庫等保守点検業務などの外部委託や四日市港
管理組合負担金の見直しなどを実施し、当初目標を
ほぼ達成して、業務の効率化を図った。

平成１８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

集中改革プラン
（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、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次および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
角化を進めていく。

427

決算差引

平成１９年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成１８年度

平成１９年度見通し
○行革プランに基づき、計画的な実施に取り組んでい
く。特に、方針決定または実施などを平成19年度目標
とする改革事項については、重点的に取り組む。

○新様式による平成１８年度事後評価についてさらに
内容を充実させるとともに、行政経営課と各部局政策
推進監による２次評価を実施し、結果を各部局へ
フィードバックすることにより、さらに評価技法等のスキ
ルアップを図る。
○行政評価委員会では、運用の現状と問題点を把握
し、職員の意識改革、行動実践ができるような業務棚
卸表の見直しの方向性等について審議し、業務棚卸
表の改善に反映させていく。

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）

○第２次行革プランでは、集中改革プランの平成19～
21年度目標分を位置付けており、各改革事項に着実
に取り組んでいくこととし、基本目標、重点目標の達成
を目指していく。

　

736
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Ｂ表
年度

指標 年度
3 Ｈ１５実績 14部 100課

Ｈ１６実績 15部 102課
Ｈ１７実績 15部 102課
Ｈ１８実績 15部 103課

Ｈ１８目標 15部 102課

Ｈ17決算 Ｈ１８予算

  

指標 年度
4 Ｈ１５実績

Ｈ１６実績
Ｈ１７実績
Ｈ１８実績

Ｈ１８目標

Ｈ17決算 Ｈ１８予算

1,284 1,200
行財政改革推進費（指定管
理者関係経費）

実績／目標

Ｈ18決算

Ｈ18決算

512

3
5
27
6

○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の実現を目指して取
り組みを進めていく。　

△ 772

　
　

　

平成１９年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成１８年度

平成１９年度見通し
○指定管理者制度については、モニタリングの充実を
図っていくとともに、あさけプラザ、博物館などの制度
導入の可否を決定し、次期公募である平成２０年度に
向けて選定手続等の見直しを進める。
○市場化テストの導入研究を含め、さらなる外部委託
の可能性を検討していく。

○保健所政令市移行による保健所設置に伴う組織体
制の整備のほか、廃棄物対策に対応する組織の設
置、後期高齢者医療制度導入に伴う組織機構の見直
し等に取り組む。

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
○第2次戦略プラン行革プランに掲げた組織機構の
見直しの改革事項に基づき、成果志向の視点に立
ち、市民に分かりやすく効率的な執行体制の確立を
目指していく。

 

決算差引

○指定管理者制度については、平成18年度において
は市営駐車場など２７施設について制度導入するとと
もに、平成19年度からの実施に向け、四日市ドームな
ど６施設について指定等の手続を進めた。また導入後
のモニタリングのためマニュアルを作成した。
○外部委託の推進については、職員福利厚生業務
や美術展などの外部委託を図った。

平成１８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

☆☆☆

6

　

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１８年度実績組織・機構の見直

し
部課の数

☆☆☆
○平成１９年度に向けて、地方自治法の一部改正に
伴う副市長制の導入と収入役制度廃止による会計管
理者の設置を行うとともに、第2次戦略プランの推進等
を踏まえ、保健福祉部、商工農水部、都市整備部など
で組織機構の見直しを行った。

達成度
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

5 Ｈ１５実績 4
Ｈ１６実績 4
Ｈ１７実績 4
Ｈ１８実績 4

Ｈ１８目標 4

Ｈ１７決算 Ｈ１８予算 Ｈ１８決算

1,146 1,181 1,118

指標 年度 実績／目標

6 Ｈ１５実績 経営点検　

Ｈ１６実績 経営点検　

Ｈ１７実績 経営点検　

Ｈ１８実績 統廃合検討

Ｈ１８目標 統廃合（案）策

Ｈ１７決算 Ｈ１８予算 Ｈ１８決算

　 　

これからの課題、事業展開の方向性

○検討会議で議論を行い、早い時期に見直しの方針
を固め、改革に着手する。

○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法人の統廃合を図り、新法人の設
立、業務の運営を開始する。

　

　

　

　

平成１９年度見通し

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

決算差引

業務棚卸表（事後評価表）
平成１８年度

○戦略プラン実績報告書、指定管理者モニタリングレ
ポートなどのホームページ公表を進める。
○市民と行政との情報共有ができるような視点での公
表に努める。

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性
○行財政改革や行政評価等の取組状況について、
市民の市政への理解や参画を図る機会となるよう、市
民の視点に立った分かりやすく見やすい形で公表し
ていく。

△ 28

目的達成に必要な手段

　事業名 決算差引

外郭団体の経営点
検、改善の支援

☆☆

外郭団
体経営
見直しの
枠組み
案策定

平成１９年度見通し

○外郭団体の見直しについては、市100％出資の４団
体（都市整備公社、霞ケ浦振興公社、文化振興財
団、国際交流協会）の統廃合や業務の合理化等に関
して、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サービスの提供等の視点か
ら今後のあり方を整理する中で、４団体とヒアリングを
行い経営状況の把握に努めた。また、改革の方向性
をまとめるため、市と４団体+社会福祉協議会による外
郭団体改革検討会議を立ち上げた。

　

平成１８年度実績

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１８年度実績行革成果及び評

価結果公表
公表媒体

数

☆☆☆
○指定管理者制度の募集および選定結果、行財政
改革の取り組み状況およびパブリックコメント等につい
て、広報紙、CTY、ホームページ、印刷物といった媒
体を利用して、公表した。
○平成18年５月には、集中改革プランを含む行財政
改革の取り組みについて「広報よっかいち」で特集掲
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 Ｈ１５実績 －
Ｈ１６実績条例案検討
Ｈ１７実績 条例制定
Ｈ１８実績 ２件実施

Ｈ１８目標 制度実施

Ｈ１７決算 Ｈ１８予算 Ｈ１８決算

　 　

指標 年度 実績／目標

8 Ｈ１５実績 45

Ｈ１６実績 33

Ｈ１７実績 23

Ｈ１８実績 7

Ｈ１８目標 30

　

Ｈ１７決算 Ｈ１８予算 Ｈ１８決算

基本的な手段に対する評価
平成１８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 ☆☆☆
○平成17年度に制定した条例に基づき、第２次行政
経営戦略プラン（案）および国民保護計画（案）の２件
のパブリックコメント手続を実施した。また、条例の対
象外の案件であっても、広く市民の意見を聞き計画等
に反映させることに努めた。
○手続の適正かつ円滑に運用するため、内部審査組
織である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

○業務改善の推進については、職員の改革意識を高
め、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として、平成１７年度に実績報
奨制度からインセンティブ予算（財政経営課所管）を
通じた提案制度に改めたが、提案数は当初目標を下
回った。

平成１８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
○市民への周知とともに、より多くの意見を得られるよ
う、さらにその方法等を改善工夫していく。

　

決算差引

平成１９年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成１８年度

平成１９年度見通し
○インセンティブ予算制度は、予算管理面での業務
効率化による経費節減や新たな歳入確保等を対象と
しているため、初期投資の必要なものなど改革効果が
直ちに現れにくい提案の取り扱いについて制度の改
善検討をしていきたい。

○適正かつ円滑な制度運用を進めていくため、政策
法務委員会による審査や手続実施の運用を蓄積して
いくことにより、実施基準の明確化に努めていく。

目的達成に必要な手段

○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。　
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