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項目番号 部局　・　項目数 課（室）　・　項目数 重点 実　施　項　目

Ｈ２５年度実施状況

1
市長直轄組織 【３項目】

危機管理課　  　 【１項目】 ◆ 自主防災組織の設立の推進 　　①
2

広報課 【２項目】
◆ 戦略的な広報・公聴の推進 　　②

3 パブリックコメント制度の推進 　　①
4

総合政策部 【７項目】

【２項目】
◆ 自治基本条例（案）の策定 　　② B

5 自治基本条例（案）の策定（再掲） 　　② （Ｂ）
6

地域コミュニティ推進室 【４項目】

◆ 市民協働提案制度の創設 　　①
7 ◆ 自治振興会によるまちづくりの推進 　　①
8 積極的な出前講座の実施 　　②
9 市民協働提案制度の創設（再掲） 　　①
10 情報基盤整備推進室 【１項目】 ◆ 地域情報通信基盤整備による情報提供 　　②
11

総務部 【２９項目】

総務課 【１項目】 わかりやすい公文書の実践　 　　①
12

法務室 【４項目】

行政手続処理基準の見直し 　　①
13 ◆ 審議会など会議の公開の実施 　　①
14 ◆ コンプライアンスの向上 　　①
15 個人情報保護及び情報公開の適正運用の強化 　　①
16

行政改革推進室 【１０項目】

◆ 新たな行政評価制度の実施 　　①
17 ◆ 地方分権改革に対応した市行政の仕組みづくり 　　①
18 ◆ アウトソーシングの推進 　　① B
19 委託業務等の評価、検証制度の推進 　　① A
20 ◆ 部局別経営方針に基づく組織マネジメントの実施 　　① B
21 職場改善による組織力の向上 　　①
22 職員提案制度による人材の育成 　　①
23 ◆ 公共施設の見直し実施計画の推進 　　②
24 ◆ 外郭団体の検証及び見直し 　　② C
25 各種団体の事務局機能の検証及び移管 　　① B
26

職員課 【６項目】

組織・機構の見直し 　　① A
27 人事評価制度による人材育成・能力開発 　　①
28 人事評価制度による人材育成・能力開発（再掲） 　　①
29 ◆ 自律型人材の育成 　　①
30 ◆ 定員適正化計画に基づく職員定数の適正化 　　① A
31 時間外勤務の縮減 　　①
32

財政課 【５項目】

◆ 中長期財政収支見通しの策定による持続可能な財政基盤の確立 　　①
33 ◆ わかりやすい財政情報の提供と公会計改革への対応 　　①
34 ゼロ予算事業の推進 　　①
35 ゼロ予算事業の推進（再掲） 　　①
36 ◆ 補助金の適正化 　　① A
37

公有財産管理室 【２項目】
◆ 公有財産の利活用方針の策定による未利用地等の有効活用 　　①

38 広告料等の新たな財源確保の取組み 　　①
39 滞納債権対策課 【１項目】 ◆ 税・料金等の滞納対策の強化 　　①
40

市民環境部 【５項目】

生活環境課 【１項目】 市民環境団体のネットワーク会議の開催 　　①
41 人権推進課 【１項目】 附属機関等の女性委員登用の推進 　　①
42 市民課 【１項目】 ◆ 諸証明等交付窓口の拡充 　　①
43

保険年金課 【２項目】
特定健康診査の受診率向上による国保財政の安定化 　　②

44 診療所の管理運営の見直し ―
45

健康福祉部 【３項目】

社会福祉課 【１項目】 地域福祉協議会の設立、活動の支援 　　① B
46

長寿福祉課 【２項目】
介護保険認定調査業務の委託 　　② B

47 介護予防ケアマネジメント作成業務の委託 　　①

48
産業経済部 【２項目】

【１項目】 戦略的な商工観光振興 　　①

49 農業振興課 【１項目】 農業振興ビジョンの策定 　　②
50

建設部 【３項目】 建設管理課 【３項目】

安心・安全な道路維持管理の推進 　　①
51 橋梁の長寿命化修繕計画の策定 　　① A
52 公園等の施設管理の見直し 　　②
53

上下水道部 【８項目】

上水道課 【５項目】

市民への上水道水質情報等の公表 　　①
54 上水道管路情報の提供 　　①
55 上水道事業の経営健全化の推進 　　①
56 未利用地、遊休財産等の有効活用等 　　② C
57 上水道施設の管理運営の見直し 　　①
58

下水道課 【３項目】

生活排水水洗化による快適な生活環境の促進 　　①
59 下水道事業の経営健全化の推進 　　①
60 農業集落排水施設の管理運営の見直し 　　①
61

教育委員会 【６項目】

教育総務課 【１項目】 小・中学校の再編基本方針の策定 　　②
62 こども未来課 【１項目】 公立保育園、幼稚園の再編 　　②
63

社会教育課 【２項目】
まちづくり支援スタッフネットワーク（人材バンク）の創設 　　② D

64 図書館の管理運営の見直し 　　① A
65 文化スポーツ振興課 【１項目】 総合型地域スポーツクラブの育成、支援 　　② C
66 歴史文化財課 【１項目】 歴史民俗資料館の運営の見直し 　　①
67 監査委員事務局 【１項目】 外部監査制度の導入検討 　　①
68

市立病院 【４項目】

医療ボランティアの受け入れ 　　①
69 医薬分業による院外処方の一部実施 　　① B
70 市立病院の経営健全化の推進 　　①
71 市立病院の管理運営の見直しの検討 　　① B

計　　 ７１項目 １８項目

担当課実施状況報告　＜内部評価＞ 行政改革推進委員会評価　　＜外部評価＞ 　

　　①　　計画どおり実施できた。 ５４項目 　　Ａ 　適正に取り組まれている 　６項目

　　②　　計画どおり実施できなかった。 １６項目 　　Ｂ 　適正に取り組まれているが、改善等を加えて取り組む必要がある 　８項目

　　―　　Ｈ２５年度実施計画なし １項目 　　Ｃ 　取組み不足又は取組みに見直しが必要である 　３項目

　　Ｄ　 適正に取組みが行われていない 　１項目

注） 着色した実施項目（１８項目）が、今年度の外部評価実施項目
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