
那珂市行政改革大綱
実施計画

【集中改革プラン】

実施状況一覧表
（平成18年3月31日現在)



　行政改革大綱実施計画体系図

方針 重点事項 推進項目

民間委託の推進

指定管理者制度の活用

住民主体によるまちづくり活動支援制度の確立

審議会等委員の公募

審議会等へ女性委員の登用

ホームページの充実

行政評価結果の公表

パブリックコメントの実施

組織機構の見直し

幼稚園の再編

公共施設の有効活用

人材育成基本方針の見直し

人事評価制度の導入検討

文書管理システムの導入

いばらき電子申請・届出サービスの周知

セキュリティポリシーの見直し

電子市役所の実現

情報セキュリティ対策の充実

市民ニーズに対応し
た行政経営体制の確
立

市民とともに進める
行政改革の推進

人事評価の確立

人材育成の推進

電子自治体の推進

組織等の再編の推進組織等の見直し

行政の担うべき役割
の重点化

分権型社会の担い手育成の推進

公正の確保と透明性
の向上

説明責任の確保

※　網掛けが集中改革プラン該当項目

実施項目

民間委託等の推進

指定管理者制度の活用

市民参加・協働の推進



方針 重点事項 推進項目

行政評価システムの確立

公文書の首長印及び付属機関等長印の押印見直し・廃止できるものの検討

各種申請書等の簡素化

市有財産の管理のシステム化

文書発送体制の改善

定員適正化計画の策定

職員給与等の公表

各種手当（特殊手当・通勤手当）の見直し・廃止を検討

旅費の見直し

市税等の徴収率の向上

使用料・手数料等の見直し

広告料の徴収

市債発行の抑制

公用車管理方法の見直し

契約事務の一元化

未利用財産の活用と処分

省エネルギー、省資源の推進

前納報奨金の見直し

バランスシートの作成

行政コスト計算書の作成

行政サービスの公平化

補助金の整理合理化

工事成績表の有効な活用
公共工事コストの縮減

定員管理の適正化

補助金等の整理合理化の推進

経費の節減合理化等財政の健全化

自主財源の確保

給与の適正化

事務・事業の見直し健全で効率的な行政
経営の推進

行政評価システムの
確立

自主性・自律性の高
い財政運営の確保

実施項目

定員管理及び給与の
適正化



凡例

○　実施項目の進行状況は、完了１項目、推進中17項目、検討中21項目となっています。

○　実施計画の内容について　　　　　　　　　　　　　　　　　の表記をいたしました。

○　実施状況については、平成18年3月31日までに行った作業内容を記載いたしました。

○　実施により得られた効果については、実施計画に掲げた改革・改善を行った結果、得られた経費効果を含めて記載

　いたしました。また、平成21年度における目標数値も記載いたしました。

行政改革大綱実施計画実施状況

検討中
53%

推進中
44%

完了
3%

推進中検討中 完了



市民とともに進める行政改革の推進

　１　行政の担うべき役割の重点化

　　(1)民間委託等の推進

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

民間委託の推進

推    進

主管課

関係課

　介護福祉課

　　(２)指定管理者制度の活用

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

指定管理者制度の活用

検　　討 導　　入

主管課

　企画課

関係課

　健康推進課

　社会福祉課

　企画課

　経済課

　生活環境課

　生涯学習課

・社会福祉協議会が介護保
険居宅介護事業に専属する
ことが可能となった

実施により得られた効果

備考
目　標　内　容 実施状況

(平成18年3月31日現在)
今後の予定 実施により得られた効果

・訪問入浴サービスを民間委
託

・事務事業の中で民間に委
託できるものがないか、引き
続き検討し、実施していく。

目　標　内　容 実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 備考

・公の施設について、施設概
要調書を作成し、指定管理
者の導入について検討する
施設として３５施設が決定さ
れた。
・導入予定施設(3施設）の設
置管理条例を改正。

・Ｈ18.9.1に総合保健福祉セ
ンター、常陸鴻巣駅ふれあい
駅舎に指定管理者制度を導
入
・那珂聖苑について導入の
検討(18年度)
・都市公園について導入の
検討(18年度)
・市立保育所、学童保育所に
ついて導入の検討(18年度)
・その他の施設についても引
き続き導入を検討する。(平
成19年度までに)

・平成21年度までに10施設
に導入する。

推進中

集中改革プラン該当項目

検討中

集中改革プラン該当項目
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　　(3)市民参加・協働の推進

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

検　　討 実　　施

主管課

　企画課

審議会等委員の公募

導　　入

関係課

　関係各課

主管課

　企画課

関係課

　関係各課

審議会等へ女性委員の
登用 女性委員の

30％登用
・市章等制定委員会におい
て5名登用
・那珂市高齢者保健福祉計
画推進委員会に7名登用
・都市計画審議会に3名登用

・高齢者保健福祉計画推進
委員の被保険者代表の公募
(4名)
・政治倫理審査会(3名)・市章
等制定委員(3名)の公募
・行政改革懇談会委員の公
募(2名)

・公募制の検討
・廃棄物減量等推進審議会
委員について公募(18年度)
・総合計画策定委員の公募
(18年度)

・県内外を問わず先進地の
事例を調査研究を行った。

・制度実施に向けて検討を行
う。(18年度)

・環境審議会、廃棄物減量推
進審議会で登用
・障害者福祉計画推進委員
会、地域包括支援センター運
営協議会、地域密着型サー
ビス運営委員会に登用
・総合計画策定委員に登用

・男女共同参画社会の形成
に寄与している。

・女性委員の割合
   　H16年度15.7％
  ⇒H17年度17.8％
・目標　30％以上

今後の予定 実施により得られた効果 備考
実施状況

(平成18年3月31日現在)

住民主体によるまちづく
り活動支援制度の確立

目　標　内　容

・市民の市政参加意欲の促
進と伴に、透明性の確保が
できる。

・公募委員の割合
　 　Ｈ16年度5.2％
　⇒Ｈ17年度5.6％
・H21年度目標　10％以上

検討中

推進中

推進中
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　２　公正の確保と透明性の向上

　　(1)説明責任の確保

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

ホームページの充実

実　　施

主管課

　企画課

行政評価結果の公表

公　　表

主管課

　企画課

検　　討 基準の作成

主管課

　秘書課

　企画課

・平成15年度から事務事業
評価を試行的に行い、平成
17年度は各係１事業を2次、
3次評価し、分かりやすい内
容で公表出るような評価表
の作成に努めた。

パブリックコメントの実施

(市民意見提出手続）

・通常の行政情報の他にタイ
ムリーな情報の掲載を推進
した。
・携帯版ホームページの作
成。
・ホームページ内容について
各課で自己点検を実施。

・ホームページ内容調査票の
作成。(18年度)
・ホームページ作成のフロー
を作成し各課に配布する。
(18年度)

・行政情報提供の充実
・アクセス件数
　H16年度　96,591件
　H17年度110,870件

・掲載項目数
　　　　３０１項目

備考今後の予定 実施により得られた効果
目　標　内　容 実施状況

(平成18年3月31日現在)

・全事務事業について評価
し、公表に向けた準備をす
る。(18年度)
・行政評価の公表(18年度)

・実施市町村からの情報収
集

・関係課による調整・基準
(案)の作成(18年度)
・全庁への周知・説明と基準
の作成(19年度)

推進中

検討中

検討中
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市民ニーズに対応した行政経営体制の確立

　３　組織等の見直し

　　(1)組織等の再編の推進

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

組織機構の見直し

検    討

主管課

　総務課

幼稚園の再編

検　　討 推　　進

主管課

　学校教育課

公共施設の有効活用

検　　討 方針の決定

主管課

　企画課

実施により得られた効果 備考
目　標　内　容 実施状況

(平成18年3月31日現在)
今後の予定

・18年8月を目途に、方針の
決定を行う。

・幼保一元化施設整備(仮称)
基本構想・計画策定(18年度)
・幼保一元化施設基本設計
書作成(19年度)

・公共施設検討委員会を設
置し、活用方法等について検
討を行った。

・見直しのための検討組織を
立ち上げて検討。

・幼保一元化施設整備構想
検討調査報告書の作成

・行政組織見直しの検討組
織の立ち上げのため、調査
を行った。

検討中

検討中

検討中
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　４　人材育成の推進

　　(1)分権型社会の担い手育成の推進

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

主管課

　総務課

　　(2)人事評価の確立

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

検　　討

主管課

　総務課

計画の策定
　　　(～H21)

人事評価制度の導入検
討

人材育成基本方針の見
直し

目　標　内　容 実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 実施により得られた効果 備考

目　標　内　容 実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 実施により得られた効果 備考

・人事評価制度については、
国、他市町村の動向を見な
がら検討していく。(18年度)

・人材育成基本方針の策定
のため調査研究を行った。

・人材育成基本方針の策定
予定(18年度)

・給料表については、現行の
１号給を4分割し、人事評価
制度導入に向けた給料表の
改正を行った。

検討中

推進中
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　５　電子自治体の推進

　　(1)電子市役所の実現

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

検　　討

主管課

　総務課

実　　施

主管課

　企画課

(注)ＬＧＷＡＮ：総合行政
ネットワーク（Local
Government  Wide
Area  Network）の略
で、地方公共団体を相
互に接続する行政専用
のネットワークです。

・那珂市ホームページ、広報
なか等においてサービスの
周知を行った。
　H16.7月号広報なか
　H16.7からホームページで
継続して掲載
　本庁舎1階窓口でチラシを
配布

・利用可能な手続
　住民票の写しの交付申請
　納税証明交付申請
　　など　１６項目

目　標　内　容 実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 実施により得られた効果 備考

・LGＷＡＮシステムの導入検
討を行った。

文書管理システムの導
入

いばらき電子申請・届出
サービスの周知

・LGＷＡＮ(注)システムの導
入は、現在文書が非常に少
ない状況であり、導入するの
は時期尚早と考えられる。今
後は、文書が増えてからの
導入を検討することとなりま
す。

・引き続き那珂市ホームペー
ジに掲載
・1階窓口でチラシを配布
・手続の追加にあわせ随時
広報等で周知を行う。

・本年度も手続項目の追加を
検討していく。

・電子申請件数
　H16年度　2件
　H17年度　1件

・申請項目数
　H16年度　10項目
　H17年度　16項目

・住民基本台帳カード登録者
数
　H15年度　　50人
　H16年度　　84人
　H17年度　146人

検討中

推進中
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　　(2)情報セキュリティ対策の充実

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

見　直　し

主管課

　企画課

実施状況
(平成18年3月31日現在)

(注)セキュリティポリ
シー：組織が持つ情報
やシステムを守るため
の方針や対策をまとめ
たもの。
  情報資産の考え方、
守るための体制、運用
の規定、具体の手順、
実施の方法など、安全
の確保について明文化
している。

セキュリティポリシーの
見直し ・セキュリティポリシー(注)を

一部修正・見直しを実施。
・全職員を対象に研修を実
施。

目　標　内　容
今後の予定 実施により得られた効果 備考

・情報の安全性を確保する。

・セキュリティポリシー研修
　　3回実施　289名受講
・情報リーダー・情報管理者
研修
　　2回実施　73名受講

・国のセキュリティ指針の決
定をうけて、必要な部分につ
いては見直し・修正を行う。

検討中
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健全で効率的な行政経営の推進

　６　行政評価システムの確立

　　(1)事務・事業の見直し

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

試　　行 実　　施

主管課

　企画課

見　直　し 基準の策定

主管課

　総務課

各種申請書等の簡素化

見　直　し 実　　施

主管課

　総務課

行政評価システムの確
立

公文書の首長印及び附
属機関等長印の押印見
直し・廃止できるものの
検討

・市の統一基準を作成するた
め、調査を行った。

備考
目　標　内　容

・押印省略について、市の統
一的基準を作成する。
・様式については、簡素化の
推進を図る。

・市の統一的基準を作成す
る。(18年度)

・市の統一基準を作成するた
め、調査を行った。

・事務事業評価及び施策評
価の一部を試行。

・H17年度評価事務事業数
　　　　　　　　　　　　149事業
・施策に関するアンケート実
施
　　　　　　　　　　　2,000件

・すべての事務事業について
評価を行う。(18年度)

・H17年度に評価を行った
149事業中
　事業廃止　２
　事業統合　５
　見直し　　５１
　継続　　　９１
・目標見直し割合　50％

実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 実施により得られた効果

推進中

集中改革プラン該当項目

検討中

検討中
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実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

検　　討 実　　施

主管課

　財政課

文書発送体制の改善

検　　討 方針の決定

主管課

　総務課

・銀行等の公共機関、コンビ
ニエンスストアに広報紙を置
き班未加入者が入手しやくし
てきており、備え置き場の増
加をした。

市有財産の管理のシス
テム化

備考
目　標　内　容 実施状況

(平成18年3月31日現在)
今後の予定 実施により得られた効果

・市有財産台帳システム導入
に向けて現地調査等を実施

・広報紙等の備え置き場数
　　H17.4.1　41箇所
　　H18.4.1　45箇所

・市有財産台帳のシステム化
(18年度)

・アパート住まいの班未加入
者に大家から配布してもらう
事を検討。
・昨年度に引き続き銀行、コ
ンビニエンスストア等の備え
置き場を増やす。

検討中

検討中
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　７　定員管理及び給与の適正化

　　(1)定員管理の適正化

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

定員適正化計画の策定

策　　定 実　　施

主管課

　総務課

　　(2)給与の適正化

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

職員給与等の公表

実　　施

主管課

　総務課

検　　討 実　　施

主管課

　総務課

旅費の見直し

検　　討 実　　施

主管課

　総務課

・策定作業中 ・18年度の早い時期に策定。

目　標　内　容

目　標　内　容 実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 実施により得られた効果 備考

備考

各種手当(特殊勤務手
当・通勤手当）の見直
し・廃止を検討

・各種手当について見直し、
廃止の検討を行う。

・各種手当について見直し・
廃止を行う。

・年間手当削減目標額
　　　　　　300万円

実施状況
(平成18年3月31日現在)

・「地方公共団体給与情報等
公表システム｣により公表

・今後も継続して公表していく

今後の予定

・市民への説明責任を確保し
ている

実施により得られた効果

・日当の支給基準の決定(18
年度)

・支度料を廃止 ・年間旅費削減目標額
　　　　　　60万円

・職員数
　H17.4.1　527人
　H18.4.1　523人
・目標職員数
　H22.4.1　502人

推進中

集中改革プラン該当項目

完了

集中改革プラン該当項目

推進中

集中改革プラン該当項目

推進中

集中改革プラン該当項目
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　８　自主性・自律性の高い財政運営の確保

　　(1)自主財源の確保

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

市税等の徴収率の向上

徴収率の向上

主管課

　税務課

関係課

　国保年金課

　介護福祉課

使用料・手数料等の見直し

検　　討 実　　施

主管課

　財政課

関係課

広告料の徴収

検　　討 実　　施

主管課

　企画課

備考
目　標　内　容 実施状況

(平成18年3月31日現在)
今後の予定

・検討委員会を設置し、要項
を作成する。(18年度)
・実施(19年度)

・税徴収率
　H16年度　91.0％
　H17年度　91.7％
・目標徴収率
　H21年度　92.0％

実施により得られた効果

・実施団体の状況調査を実
施。

・基準の調査研究・見直し案
の作成

・検討委員会設置・現況調
書、設定調書の作成(18年
度)
実施(19年度)

・口座振替納付の推進
　　　　　　　　1,354件増
・納税相談・分納誓約の推進
　　分納誓約件数　299件
・県、関係課及び部内職員に
よる合同滞納整理の実施
　　　約17,679千円の増収
・差押等の強化と茨城租税
債権管理機構への事案移管
　　　差押件数　67件
　　　債権管理機構徴収額
　　　　　　　　約7,795千円
・徴収嘱託員の活用
　　　嘱託員徴収額
　　　　　　　　約186,881千円

・H17年度の取組状況に加
え、徴収嘱託員の増員、債
権管理機構と合同で公売を
実施(18年度)
・H18年度の取組状況に加
え、単独で公売を定期的に
出来るような体制をつくる、イ
ンターネットの活用を検討す
る。(19年度)

推進中
集中改革プラン該当項目

検討中

集中改革プラン該当項目

検討中

集中改革プラン該当項目

15 / 19 ページ



　　(2)経費の節減合理化等財政の健全化

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

市債発行の抑制

実　　施

主管課

　財政課

公用車管理方法の見直し

主管課

　財政課

契約事務の一元化

検　　討 実　　施

主管課

　財政課

未利用財産の活用と処分

検　　討 実　　施

主管課

　財政課

計画的な代替
を実施

・市債発行額を償還元金以
内に抑制

・市債発行額を償還元金以
内に抑制(18年度以降)

5台廃車5台廃車

備考
目　標　内　容 実施状況

(平成18年3月31日現在)
今後の予定 実施により得られた効果

・ガソリン、灯油、用紙等につ
いては従来実施していた。消
耗品について実施のための
調査を行う。

・購入規程の策定、実施

・市有財産台帳システム導入
に向けて現地調査等を実施

・市有財産台帳のシステム化
(18年度)
・処分計画の策定・実施(19
年度)

・公債費比率
　H16年度　15.7％
　H17年度　15.6％
・目標公債費比率
　H21年度　15.0％以内

・公用車を５台削減 ・公用車を５台削減(18年度)
・管理計画を策定し計画的な
代替を実施(19年度)

・約86万円の削減
・H17,18年度で10台の削減

推進中

集中改革プラン該当項目

推進中

集中改革プラン該当項目

検討中

集中改革プラン該当項目

検討中

集中改革プラン該当項目
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実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

実　　施

主管課

　生活環境課

前納報奨金の見直し

検　　討 実　　施

主管課

　税務課

関係課

　下水道課

省エネルギー、省資源
の推進

目　標　内　容 実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 実施により得られた効果 備考

・電気使用量の削減(昼休み
電灯の消灯、空調夏28℃、
冬20度設定、ノー残業デー
の徹底）
・自動車によるCO２排出量の
削減(自動車の効率的な利
用、エコドライブの実践、低
燃費車・低公害車への代替）
・その他排出量の削減(エネ
ルギー消費効率の高い設備
への代替）

・環境基本計画の改訂(18年
度)
・地球温暖化防止実行計画
の策定(18年度)

・平成16年度温室効果ガス
排出量　3,753ｔ
(平成11年度基準値の2.1％
増、基準年度の施設比較
5.5％減)

・20年度以降の報奨率及び
上限額の引き下げとその影
響について検討(18年度)
・20年度以降の市民税報奨
金の廃止と固定資産税報奨
率及び上限額の引き下げに
ついて検討・決定(19年度)

・平成18年度は約1,800万円
の削減が見込まれる。
・目標前納報奨率
　市民税　　　　　0
　固定資産税　0.5／100

・報奨率　市民税0.25/100
固定資産税0.50/100に引き
下げ
・下水道受益者負担金一括
納付率 高20％から10％に
引き下げ

推進中

集中改革プラン該当項目

推進中

集中改革プラン該当項目
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実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

バランスシートの作成

準備作業の開始 作成・公表

主管課

　財政課

準備作業の開始 作成・公表

主管課

　財政課

行政サービスの公平化

検　　討 要領の作成 実　　施

主管課

　税務課

関係課

・合併浄化槽設置事業(上下
水道部)・中小企業事業資金
融資(経済環境部)等の助成
を制限している

行政コストの計算書の
作成

備考
目　標　内　容 実施状況

(平成18年3月31日現在)
今後の予定

・システムの構築・基礎数値
の把握

・行政コストの計算書を作成
し公表する。(18年度)

・システムの構築・基礎数値
の把握

・バランスシートを作成し公
表する(18年度)

実施により得られた効果

・制限対象事業の選定、条
例・規則制定に向けた調査、
検討(18年度)
・条例、規則等に市税滞納者
に対する行政サービス制限
の項目の追加

検討中

集中改革プラン該当項目

検討中

集中改革プラン該当項目

推進中
集中改革プラン該当項目

18 / 19 ページ



　　(3)補助金等の整理合理化の推進

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

補助金の整理合理化

10％の削減

主管課 検　　討 実　　施

　財政課

　　(4)公共工事コストの縮減

実施項目

実　施　課 平成17年度 平成18年度 平成19年度

検　　討 実　　施

主管課

　財政課

目　標　内　容

目　標　内　容 実施状況
(平成18年3月31日現在)

今後の予定 実施により得られた効果 備考

備考実施により得られた効果
実施状況

(平成18年3月31日現在)
今後の予定

工事成績表の有効な活
用

・約900万円の削減
・目標削減数値　10％削減

・17年度の工事成績により指
名優先度を増やす。(18年度)
・平成20年度の格付けを目
途に、工事成績を反映した主
観点を採用すべく建設業者
に周知を行う。(19年度)

・平成16年度に工事検査の
新評定基準を策定し試行を
してきた。
・平成17年度に工事成績を
公表した。

・原則前年以下でH15年度比
10％削減

・補助金審議会の見直し

推進中

集中改革プラン該当項目

検討中
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