～ 平成２８年度 取組結果 ～

木更津市

平成28年度 行革推進計画の取組結果 （総括表）
木更津市第５次行政改革大綱に基づき、平成２８年度に重点的に取り組む「木更津市行革推
進計画 推進項目」（全推進項目７１項目中、１４項目）の取組結果の概要については、以下の
とおりです。
●平成２８年度 木更津市行革推進計画の取り組み状況
取組状況
取り組み視点
（１）業務戦略的な取組
（２）組織戦略的な取組
（３）協働戦略的な取組
（４）財政戦略的な取組
計

新規実施

継続実施
1
1
0
1
3

検討・計画
1
1
1
4
7

計

1
0
2
1
4

3
2
3
6
14

●取組の達成状況
達成率
取り組み視点
（１）業務戦略的な取組
（２）組織戦略的な取組
（３）協働戦略的な取組
（４）財政戦略的な取組
計

0～39％

40～79％
0
0
0
0
0

80～100％
0
0
0
1
1

計

3
2
3
5
13

3
2
3
6
14

事業No10「新たな予算編成方針の確立」については、査定方法の統一基準を定め、経常的事業経費等
の抑制を図るとともに、予算要求額の上限設定について更に検証を進めることとしていましたので、義務的
経費を除く経常的経費について予算要求額の上限を設定しました。しかし、事業の廃止等が困難であるこ
と、施設の維持管理費の増などにより限度額を上回ったこと、また査定方法の統一基準の設定に至らな
かったことから、達成率50％の評価としています。
その他の推進項目については、概ね計画どおり達成できました。

●全推進項目の取組による財政効果
全ての推進項目の取組結果による、平成28年度の財政効果については、下記のとおりです。
推進項目

金額（千円）

歳入確保額

・市有財産の適正な管理と販売促進（普通財産に移管された、
284,760 元教育財産の処分(284,700千円））
・下水道事業受益者負担金の債権一元化による収納（60千円）

歳出効果額

・総人件費の抑制（常勤特別職の地域手当不支給及び期末手
当の役職加算率引き下げ （3,803千円）、常勤職員の期末手当
の役職加算率引き下げ（54,148千円）
・指定管理者の活用（木更津市火葬場の指定管理業務の見直
90,933 しによる効果（262千円）、木更津市霊園の包括業務委託移行に
よる経費削減（8,100千円）
・下水道事業におけるコスト縮減（小型マンホール使用、再生土
の再利用、再生材の利用等（24,620千円））

1

事
業
№

基本方向に
基づく
取組視点

⑴

業務戦略的な取組

主担当
課等

推進項目名称

1 イ．行政サー 行政改革 総合窓口等の
ビスの質の 推進室 検討
向上
ウ．効率的な
事務処理の
推進

現状と課題

庁舎移転に伴い窓口がワンフロアに集
約されたことによる利用者への影響に
ついて引き続き調査すると共に、民間
活力の導入効果について検証を行うこ
とが必要です。

取組等の概要

民間活力の導入について、試験的に住
民票・諸証明及び税証明等発行業務に
派遣労働者を導入し、民間活力活用の
実効性について、検証を行います。
また、窓口のワンフロア集約後の課題
等について、引き続き調査を行いま
す。

2 イ．行政サー 子育て支 少子化対策に 少子化対策として、子どもを生み育て 新生児訪問事業の実施や、子ども発達
ビスの質の 援課
向けた様々な やすい社会の実現を目指し、子どもの 支援センターの設置など多様な施策の
向上
検討
心身の健やかな成長を図るため、発達 実施に向けた検討を行い、発達段階に
ウ．効率的な
段階に応じて切れ目のない総合的な支 応じた切れ目ない総合的な支援体制の
事務処理の
援を行うことが求められています。
拡充を目指します。
推進

3 ウ．効率的な 企画課
事務処理の
推進

⑵

君津地域４市
における広域
連携への取り
組み

高齢化の進行による扶助費の増加が続
くとともに、少子化による人口減少を
要因とした税収の減少等、自治体運営
が困難となる状況が、将来、本市にお
いても想定される。そのため、今後も
更なる効率的な財政支出を図り、持続
可能な自治体運営を目指すことが必要
です。

広域連携による取り組みを検討すべき
テーマ等について、君津地域４市で意
見交換を行い、その結果を踏まえ、具
体化に向け担当部と協議・調整を行い
ます。

年度別取組目標
Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

検討・計画

実施

実施

実施

平成28年度の実績
により実施

検討・計画 検討・計画

実施

Ｈ２８年度取組結果及び効果

平成28年7月1日から、市民課及び市
民税課の窓口における証明等受付業
務に派遣労働者を導入しました。
これにより、接遇スキルの高いス
タッフの配置ができたこと、職員が
内部事務に注力できる時間が増加し
たこと、２課にまたがり配置してい
るため繁忙期のスタッフの融通が可
能であること等の効果があった。

継続実施

継続実施

100%

継続実施 乳児家庭全戸訪問事業は、健康推進

課の新生児訪問指導事業とあわせ実
施しており、助産師等による訪問で
あることからきめ細かな支援ができ
ています。子育て世代包括支援セン
ターの設置に向けての検討会は2回実
施し、年度末に市原市、習志野市の
発達支援センターへ関係各課の職員
と視察研修を行い、発達支援に向け
ての検討をすすめることができまし
た。
継続実施

平成２８年度の取
組に対する達成率
（％）

派遣労働者の導入によ
り、接遇スキルの高い
スタッフの配置ができ
たこと、また市民の待
ち時間の削減にもつな
がり、市民サービスが
向上しました。また、
職員が内部事務に注力
できる時間が増加する
こと等業務改善効果も
期待できることから、
引き続き実効性の検証
を行うとともに、総合
窓口化についても引き
続き検討することが重
要です。
本市の現状と市民の
ニーズを把握し、切れ
目ない総合的な子育て
支援施策を充実させて
いく必要があります。

100%

継続実施 君津地域４市で、副市長、企画部

長、企画課長の役職別に意見交換会
広域での取組に効果が見込まれる業務について、 を開催し、広域連携で取組むべき
包括的な協議を継続的に実施します。
テーマを抽出し、現状・課題を共有
しながら、具体的な協議に向けた検
討を行いました。
なお、検討した連携事業について
は、広域での取組効果の検証をはじ
め、実施に向けた担当部との協議・
調整を実施中であり、引き続き検討
していきます。
また、東京オリンピック・パラリン
ピックの事前キャンプ誘致について
は、西アフリカ諸国を中心に４市連
携して誘致活動を行うことについ
て、他市の理解を得ることができま
した。

行政改革からの視点

限られた人材で、効率
的で持続可能な行政運
営をしていくため、4
市共通の課題等につい
て、引き続き取り組ん
で行く必要がありま
す。
100%

組織戦略的な取組

4 ア．人材の確 職員課
保
イ．人材の育
成
エ．給与･職
員
数の適正化

定員管理の適 平成２４年度に策定した平成２８年度 現在の定員管理計画を弾力的に運用し
正化、適正な までの定員管理計画により、現在職員 ながら、新たな行政需要に対応すべく
職員配置
数を管理しています。しかしながら、 平成２９年度からの新たな定員管理計
計画策定時には想定されていない業務 画の策定を行います。
が数多く増えるとともに、休職者の増 能力・実績に基づく人事管理を行うた
等により、慢性的な人員不足となって め、新たな人事評価制度を試行・本格
います。
導入します。

継続実施

継続実施

実施

継続実施 国の制度改正や地方分権、地方創生

現行「定員管理」

新たな「定員管理計画」の策定

人事評価

-2-

への対応など、複雑で多岐にわたる
業務が増加している中、限られた職
員数で効率的・効果的に業務を遂行
し、質の高い行政サービスを持続的
に提供していくために必要な職員数
の目標として、平成２９年度から平
成３３年度までの定員管理計画を策
定しました。
また、従来の勤務評定に代わり、発
揮した能力の有無や度合いを評価す
る能力評価と、目標等に応じて挙げ
た業績の有無や度合いを評価する業
績評価からなる人事評価制度を導入
しました。
４月からの試行期間を経て、１０月
に本格的に導入しました。

100%

職員が行う業務内容や
業務量を的確に把握
し、適正な人員配置に
ついて、考慮していく
必要があります。これ
により、職場内の効率
性を向上させ、質の高
い行政サービスの提供
につなげることが重要
です。

事
業
№

基本方向に
基づく
取組視点

⑵

組織戦略的な取組

主担当
課等

推進項目名称

現状と課題

取組等の概要

年度別取組目標
Ｈ２７

5 ウ．改善意識 行政改革 時間外勤務縮 固定的に時間外勤務が行われている職 ヒアリングを実施することにより、時
の共有化 推進室・ 減に向けた取 場について、ヒアリングを実施するこ 間外勤務の実態とその要因を把握する
オ．職場環境 職員課 組の推進
とにより、問題意識の共有化及び職場 と共に、適正な人事配置、定員管理、
の整備
環境の整備を進めることが必要です。 事務分担の見直しなどについて検討し
ます。

⑶

Ｈ２８

Ｈ２９

実施

継続実施

平成２８年度の取
組に対する達成率
（％）

継続実施 時間外勤務の実態把握のため、各課

等の長及び各職員向けのアンケート
調査を実施しました。また、適正な
人員配置や事務分担の見直しにつな
げるため、民間活力導入可能性調査
とあわせて、職員の業務量調査を実
施しました。アンケート調査によ
り、時間外勤務の実態とその要因を
把握することができましたが、ヒア
リングについては、平成29年度に実
施することとします。

80%

行政改革からの視点

時間外勤務の実態とそ
の要因から、適正な人
員配置や職場環境の改
善につなげていくこと
が必要です。
また、民間に委ねられ
る業務についての整理
を併せて実施していく
ことが重要です。

協働戦略的な取組

6 イ．民間活力 行政改革 ＰＰＰ（官民 官と民の役割分担を見直し、より積極 各課等の業務フローにおいて、民間活
的な民間活力の導入について検討する 力を導入できる部分を調査・検討する
の活用
推進室 パートナー
シップ）の促 ことが必要です。
とともに、順次導入を進めることに
進
よって事務の効率化を図ります。

実施

実施

実施

実施

次年度に向けた新たな取組を検討

7 イ．民間活力 環境管理 指定管理者制 木更津市霊園の維持管理運営業務につ 平成３０年度から指定管理者制度の導
の活用
課
度の活用
いては、園内の清掃・除草等業務委
入に向け、霊園の維持管理運営業務の
託、門扉開閉・霊園内トイレ清掃業務 包括的業務委託の実績等を勘案し、指
委託など、各業務ごとに契約締結のう 定管理者が行う業務の範囲及び指定期
え、業務委託を実施しています。ま
間等について検討のうえ、平成２９年
た、霊園内に新たな施設「合葬式墓
３月市議会定例会において木更津市霊
地」を整備し、平成２７年４月から供 園の設置及び管理に関する条例の一部
用開始しており、霊園の開園時間内に 改正を行う予定です。
常時管理人を置くことが必要です。

検討・計画 検討・計画

8 イ．民間活力 子育て支 市立保育園の 「民間保育園における保育サービス提 市立保育園の民営化は、待機児童の状
の活用
援課
民営化
供の実績から、公立保育園の一部を民 況を踏まえると共に、木更津市次世代
営化し、公と民との役割分担を明確化 育成支援対策審議会の提言を受け、早
した上で、地域で求められる保育ニー 急に民営化計画を策定し、民営化に向
ズに迅速かつ柔軟な対応を図ることが けた事務手続を推進します。
最も有効である」とする建議を木更津
市次世代育成支援対策審議会から受け
ており、この建議を踏まえた対応が必
要です。

検討・計画 検討・計画

⑷

Ｈ３０

Ｈ２８年度取組結果及び効果

実施

窓口業務を多く取り扱っている市民
部及び福祉部の業務量調査を実施
し、民間活力を導入できる部分につ
いて、検討しました。

実施

指定管理者が行う業務範囲や指定期
間を検討し、平成２９年３月市議会
指定管理者 業務開始 定例会において木更津市霊園の設置
候補者の
及び管理に関する条例の一部改正を
選定・指定
条例改正
行いました。
管理者の
指定

民営化計画
策定

実施

100%

100%

継続実施 市立保育園の民営化方針(案)を作成

し、パブリックコメントを実施し意
民営化計画に沿った 見を伺いました。また各保育園の保
事務手続等
護者の代表者へ説明を行うととも
に、保護者全員に概要書を配布し、
意見を伺いました。いただいた意見
についての回答を含めた説明会を開
催するとともに、保護者全員に回答
内容をとりまとめ配布しました。

80%

他の自治体において
も、窓口業務等へのＰ
ＰＰの促進事例が増加
していることから、引
き続き情報収集をしな
がら、導入検討を進め
ることが重要です。
指定管理制度への移行
を円滑に進めていくた
め、包括的業務委託の
結果も考慮し、募集要
項や仕様書等につい
て、十分に検討するこ
とが必要です。

保育園の民営化方針に
基づき、民営化に向け
た事務手続きを進める
ことで、ニーズに対応
した保育サービス提供
の拡充が期待できま
す。また、公立保育園
の役割を明確にするた
め、子育て家庭を支え
る拠点としての位置づ
けと、関係機関等との
連携が重要です。

財政戦略的な取組

9 ア．安定的な 行政改革 使用料・手数 消費税８％引上げに係る見直しの際、 平成２９年４月からの消費税引き上げ
財源確保 推進室 料の見直し
一部に使用料及び手数料の金額を据え を踏まえると共に、「受益と負担の公
置いたものもあり、受益と負担の公平 平性の確保」を目指すうえでも、使用
性の確保から、消費税１０％への引上 料・手数料等にかかる経費等の調査か
げによる物価上昇等も含めた負担額の ら、金額算定や減免に係る市の統一的
検討が必要です。
な方針を示した上で、使用料・手数料
等の見直しを行います。
なお、見直しにあたっては市の方針等
を公表し、市民等の理解を図り進めま
す。

検討・計画

実施

実施

条例改正

使用料等
引き上げ
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使用料・手数料の見直しに係る基本
方針を策定し、個別施設ごとの見直
しを行いました。その結果、教育関
係施設を除く全ての施設について見
直しを行い、平成28年12月市議会へ
条例改正議案を上程、平成29年4月1
日に施行しました。
内容については、広報きさらづや
ホームページにおいて、周知を図り
ました。
なお、今回の見直しによる平成29年
度効果額は、年約1千100万円を見込
んでいます。

持続可能な施設運営を
目指していくため、
「受益と負担の公平
性」を踏まえて、今後
も定期的な見直しが必
要です。
80%

事
業
№

基本方向に
基づく
取組視点

⑷

財政戦略的な取組

主担当
課等

10 ア．安定的な 財政課
財源確保

推進項目名称

現状と課題

取組等の概要

新たな予算編 平成２６年度までは、トップマネジメ 限られた財源を有効活用するために、
成方法の確立 ントに基づき、総合プランや市長の政 市基本計画・実施計画に位置づけた計
策ビジョンにおける重点施策実施に向 画事業以外の事務事業について、査定
けた行政評価を行い、その結果を踏ま 方法の統一基準を定め、経常的事業経
えた「政策別一般財源枠配分方式」に 費等の抑制を図ります。その上で、平
よる予算要求、編成作業を行ってきま 成２７年度から導入した予算要求額の
したが、近年は、枠配分財源の部内横 上限の設定について、更なる検証を進
断的な調整や、対象経費の抜本的な見 めます。
直しが不十分であるなど、予算要求の
硬直化も見られています。このことか
ら、施策・事業の行政評価制度から進
行管理制度への変更を受け、新たなマ
ネジメント制度に適応した予算編成方
法の確立が必要となっています。

年度別取組目標
Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

継続実施

継続実施

継続実施

13 イ．効率的な
予算執行
ウ．公共施設
マネジメン
トの推進

行政改革
推進室・
教育総務
課

検討・計画
基準の改定

学校予定地については、行政財産の目
的外使用許可により有効活用に努めて
いるところですが、学校予定地及び学
校予定地以外の教育財産としての活用
性が低い箇所については、今後、施設
の再配置を進める中で普通財産への用
途変更等の検討が必要です。

教育施設の再配置を進める中で、教育
財産としての活用が見込めなくなるも
のや、未利用の予定地について普通財
産への用途変更を進めます。

50%

継続実施 見直しに関する情報収集を行うとと

もに、補助金・負担金の見直しに係
る基本方針の原案を作成し、庁内に
意見照会を実施しました。

新基準に
よる見直
し

実施

継続実施

旧庁舎等の解体工事

普通財産等の積極的な処分

実施
未利用財
産の用途
変更決定

継続実施
用途変更
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継続実施

平成２８年１２月から旧庁舎解体工
事を着工し、年度末には旧第二庁舎
の解体が完了しました。継続事業と
して引き続き旧本庁舎の解体を行
い、平成２９年度中に完了予定で
す。

100%

継続実施 平成２８年４月１日、（仮称）真舟

新たな未利用財産
の用途変更の検討
を実施

小学校用地・（仮称）八幡台中学校
用地の一部・（仮称）畑沢中学校用
地を普通財産として総務部管財課へ
所管換えしました。

行政改革からの視点

基本計画事業以外の事
業についての経費抑制
のため、査定方法の統
一基準の提示が必要で
す。

100%

市有財産の有 移転完了後の旧本庁舎及び旧第二庁舎 平成２８年度（２ヶ年事業）から旧本
効活用
の解体工事を実施し、解体後は跡地の 庁舎等の解体工事を開始し、旧本庁舎
有効利用を図ることが必要です。
跡地の有効活用について検討します。
また、引き続き行政財産及び普通財産
の土地・建物について積極的な処分を 行政財産及び普通財産の土地・建物に
進めることが必要です。
関する積極的な処分について引き続き
取り組みます。

教育財産の有
効活用及び用
途変更の検討
（学校予定地
の処分及び有
効活用）

実施

平成２８年度の取
組に対する達成率
（％）

継続実施 平成29年度の当初予算編成では、義

務的事業を除く経常的経費につい
て、平成28年9月補正後予算額の一般
財源所要額でシーリングを設定し、
部内横断的な調整を行った上で予算
要求を受け付けました。しかし、経
常的経費には、市民生活に密着した
事務事業が多いため、事業の廃止や
縮小が困難であることや、老朽化し
た施設の維持管理費などの増額によ
り、予算要求額は、一般財源ベース
で、要求限度額を281,832千円上回り
ました。その後、各部内での見直し
や予算査定で、167,407千円の減額を
行ったため、最終的には限度額を
114,425千円上回りました。

11 イ．効率的な 行政改革 補助金・負担 補助金・負担金等は以前より見直しを 情報収集等を行った上で基本方針の見
予算執行 推進室 金の見直し
図ってきましたが、今後の安定的な行 直し及び公表を行い、補助金・負担金
財政運営を確保するためにも、「受益 等の状況調査を実施します。
と負担の公平性の確保」を考慮した上
で、対象事業等の見直しを行う必要が
あります。

12 イ．効率的な 管財課
予算執行
ウ．公共施設
マネジメン
トの推進

Ｈ３０

Ｈ２８年度取組結果及び効果

100%

平成18年度以降、見直
しがされていないたい
め、今回策定する基本
方針に基づき検証を行
う必要があります。検
証に当たっては、公益
上の客観性が認めら
れ、かつ必要最小限の
補助であるという原則
に立ち返る必要があり
ます。
解体工事を着実に執行
するとともに、跡地利
用の有効利用を図るた
め、早期に検討するこ
とが重要です。

木更津市立小中学校の
適正規模及び適正配置
に関する基本方針に基
づき、教育財産として
の活用検討を進めると
ともに、教育財産とし
ての活用が見込めなく
なるものについても、
平行して検討を進める
ことが重要です。

事
業
№

基本方向に
基づく
取組視点

⑷

財政戦略的な取組

14 イ．効率的な
予算執行
ウ．公共施設
マネジメン
トの推進

主担当
課等

推進項目名称

現状と課題

取組等の概要

行政改革 公共施設マネ 本市の公共施設やインフラ等は老朽化 ■公共施設等総合管理計画
推進室・ ジメントの推 が進行し、適切な利用や安全を確保し ①策定期間 平成２７～２８年度
各施設等 進
ていくためには、通常の維持管理とと ②計画期間 ３０年間
所管課
もに、耐震改修等の構造や設備を含め ③計画策定に向けた取組内容
た大規模改修や施設の更新等が必要と ・各施設調査、固定資産台帳、その他
既存データ等から老朽化や利用状況等
なっています。
しかし、人口減少等の影響による財政 を把握し、施設毎の現状や課題を分
の硬直化が想定される中で、各所管部 析。
署が個別に老朽化に対応していくこと ・市民アンケートや意見公募の実施。
は、専門性や財政面等から非常に困難 ・今後の人口動態の見通し、施設等の
維持管理及び更新等に係る中長期的な
な状況となっています。
一方で市民ニーズや人口の変化等によ 経費及びこれらに充当可能な財源見込
り、各施設毎の利用状況に差が生じて みを数値化。
・不足する財源分に対する施設削減量
います。
このような中で、今後の施設等管理に を設定。
あたっては、施設等を一元的に把握し ・維持管理に関する基本方針を検討。
た上で、統廃合、更新、長寿命化を計 ・民間活力の活用可能性等の検討。
画的に実施し、財政負担の軽減、平準 ・取組体制及び情報一元化等の検討。
⇒ 上記から総合的に検討し、公共施
化を図っていく必要があります。
また、施設等の資産を有効に管理及び 設等の管理に関する基本方針を策定。
活用していくため、総合的に管理する ■（仮称）公共施設等再配置計画
新たな組織の設置も含めた検討が求め ①策定期間 平成２８年度
られます。
②計画期間 １０年間（予定）
③計画策定に向けた取組内容
・総合管理計画の基本方針を基に、個
別施設の機能やまちづくりの視点等か
ら分析や検討を実施。
⇒ 個別施設毎の統廃合及び多機能
化、更新、長寿命化等の方向性につい
て、計画を策定。

年度別取組目標
Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

実施

継続実施

継続実施

Ｈ３０

Ｈ２８年度取組結果及び効果

継続実施 公共施設等総合管理計画の策定は、

前年度からの継続事業であり、５月
に策定に至りました。続いて、公共
建築物を対象として施設毎に建替
え、統廃合、複合化、民営化などの
方向性を示す公共施設再配置計画の
策定に取り組み、素案について意見
公募を実施し、行革推進委員会等で
の審議を経て、２月に策定となりま
した。
本計画に基づき、平成２９年度は、
公共施設再配置計画実行プランを策
定し、具体的に実行に移していく予
定です。

■公共施設等マネジメント
総合管理計画及び再配置計画に基づ
き、施設等の総合的な維持管理を行う
とともに、統廃合や長寿命化等に向け
た取組や効率的な施設等の活用を計画
的に推進します。
また、施設等に関する情報を公開し、
市民等との情報共有を図ります。
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平成２８年度の取
組に対する達成率
（％）

100%

行政改革からの視点

公共施設等総合管理計
画及び公共施設再配置
計画の中・長期的な視
点での取り組みを具体
的に示す実行プランの
策定を進め、持続可能
なまちづくりに向け、
財政負担の軽減、平準
化につなげることが重
要です。

【取組視点の体系図】

第５次行政改革大綱

⑴ 業務戦略的な取組

ア 事務事業の重点化
イ 行政サービスの質の向上
ウ 効率的な事務処理の推進
エ リスクマネジメントの強化

⑵ 組織戦略的な取組

ア 人材の確保
イ 人材の育成
ウ 改善意識の共有化
エ 給与・職員数の適正化
オ 職場環境の整備

⑶ 協働戦略的な取組

ア 市民参画の推進
イ 民間活力の活用
ウ 積極的な情報公開

⑷ 財政戦略的な取組

ア 安定的な財源確保
イ 効率的な予算執行
ウ 公共施設マネジメントの推進
エ 地方公営企業等の経営健全化
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