
行財政改革実施計画対応表
全70項目　　継続：23項目　統合：9項目　整理：23項目　終了：15項目

※　継続：新たに策定する行財政改革実施計画に引き継がれている項目
※　統合：新たに策定する行財政改革実施計画の項目に統合して引き継いでいる項目
※　整理：他の計画で位置づけたり、事業の見直しなどで、新たな行財政改革実施計画には引き継がない項目
※ 終了 現 行財政改革実施計画で取組が終了した項目

資料 １

行政改革の部

１　市民協働、業務外部化の推進

№ 項目 担当課 新行革 備考

111 自治基本条例の制定 政策企画課 整理

112 市民、地域との連携強化（地区まちづくり推進委員会の設立推進） まちづくり推進課 継続 1-(2)-8

113 島根県立大学との連携 まちづくり推進課 整理

※　終了：現・行財政改革実施計画で取組が終了した項目

114 リハビリテーションカレッジ島根との連携 地域医療対策課　他 整理

121 広報事業の充実 市長公室 整理

122 意見公募制度の推進 総務課 整理

123 窓口サービスの見直し 総合窓口課 終了

124 ＩＴ活用による業務改善の推進 情報政策課 継続 1-(1)-13

125 行政手続オンライン化の推進 情報政策課 統合 1-(1)-15

126 公募委員の推進 審議会等委員体制の見直し 行財政改革推進課 他 継続 1-(2)-4126 公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し 行財政改革推進課　他 継続 1-(2)-4

127 議会の情報公開の促進 議会事務局 継続 1-(2)-1

131 学校給食施設の統合 教育総務課 継続 2-(1)-15

132 幼保一体化の検討 教育総務課　他 整理

133 小中学校・幼稚園用務員の嘱託化 教育総務課 統合 1-(1)-5

134 公募による指定管理者制度の推進 行財政改革推進課　他 統合 2-(1)-5

135 多様な外部化手法の検討 行財政改革推進課　他 整理

136 現業業務の見直し【平成25年度新規】 人事課　他 継続 1-(1)-5

２　組織経営の視点からの機能的で効率的な市役所改革

№ 項目 担当課 新行革 備考

211 職員研修の充実 人事課 継続 1-(1)-6

212 人事考課制度の導入による人材育成と処遇反映 人事課 継続 1-(1)-7

213 フロンティアプロ２１の活用 行財政改革推進課 整理213 フロンティアプロ２１の活用 行財政改革推進課 整理

214 庁内改善運動の推進 行財政改革推進課 整理

215 会議のあり方見直し 行財政改革推進課 終了

216 地球温暖化防止、省エネ意識の醸成 環境課 整理

221 行政評価制度の推進 行財政改革推進課 継続 2-(2)-3

222 政策体系と予算、評価制度の連動 政策企画課　他 整理

231 財務書類の分析、財政運営への活用 財政課 継続 2-(2)-5

232 公監査改革の推進（監査機能の強化） 監査委員事務局 整理

241 機構改革 行財政改革推進課　他 継続 1-(1)-17

242 業務の質・量に応じた適材適所な人員配置 人事課 継続 1-(1)-8

243 入札業務一元管理 総務課 終了

財政改革の部

３ 総人件費の抑制３　総人件費の抑制

№ 項目 担当課 新行革 備考

311 定員適正化計画の管理・推進 人事課 継続 1-(1)-9

321 職員給与制度（諸手当を含む）の見直し 人事課 継続 1-(1)-10

322 時間外勤務の抑制 人事課 継続 1-(1)-11

323 特別職等の報酬見直し 人事課 整理

331 福利厚生事業の見直し 人事課 継続 1-(1)-12

341 総人件費の抑制 人事課　他 統合 1-(1)-9



４　施設運営や事務事業の見直し

№ 項目 担当課 新行革 備考

410 公共施設の適正化【平成25年度新規】 行財政改革推進課 統合 2-(1)-6

411 児童館の廃止（三保、井野） 子育て支援課　他 終了

412 公園管理の見直し 維持管理課 整理412 公園管理の見直し 維持管理課 整理

413 小学校の統合 教育総務課 整理

414 資料館の運営方法見直し 文化振興課　他 終了

415 火葬場運営のあり方検討 環境課　他 整理

421 行政連絡員報酬の統一 総務課 終了

422 庁内ネットワークで利用する商用回線の見直し 情報政策課 終了

423 派遣地域教育コーディネーター負担金の削減 生涯学習課 終了

424 社会福祉協議会助成事業 地域福祉課 整理

425 土地改良区助成事業 農林振興課　他 終了

426 観光協会助成事業 観光交流課 整理

427 浜田港振興会負担金 産業振興課 整理

428 各種事務事業の見直し 財政課　他 終了

５ 普通建設事業の選択と集中５　普通建設事業の選択と集中

№ 項目 担当課 新行革 備考

511 中期財政計画に基づく事業実施 財政課 継続 2-(2)-6

521 自治体健全化法への対応 財政課 継続 2-(2)-7

６　連結対象の運営効率化

№ 項目 担当課 新行革 備考

611 水道事業の経営健全化 水道管理課 整理

612 上水道、下水道の業務統合 水道管理課　他 終了

613 下水道事業（公共、農業、漁集）の経営健全化 下水道課 継続 2-(2)-14

621 外郭団体及び第三セクターの経営状況等点検 行財政改革推進課　他 継続 1-(2)-6

622 経営改善計画の着実な履行（財）ふるさと弥栄振興公社 弥栄産業建設課 終了

623 経営の抜本的な見直し㈱かなぎ 金城産業建設課 終了

624 （有）ゆうひパーク三隅の経営改善 三隅産業建設課 継続 2-(2)-12624 （有）ゆうひパ ク三隅の経営改善 三隅産業建設課 継続 2 (2) 12

631 広域事業負担金の縮減 広域行政組合　他 整理

７　自主財源の確保

№ 項目 担当課 新行革 備考

711 証明発行手数料 総合窓口課　他 統合 2-(2)-3

712 不燃ごみ処理場直接搬入手数料 環境課 統合 2-(2)-3

713 美又温泉国民保養センター指定管理者負担金収入 金城産業建設課 終了

714 リフレパークきんたの里指定管理者負担金収入 金城産業建設課 整理

715 ひゃこるバス料金の見直し 三隅防災自治課 終了

721 有料広告事業の推進 市長公室　他 統合 2-(2)-1

722 財産活用 行財政改革推進課 継続 2-(2)-2

723 市有地への職員等の駐車有料化 人事課 終了

731 市税等の徴収率向上 徴収課 他 継続 2-(2)-8731 市税等の徴収率向上 徴収課　他 継続 2 (2) 8

732 滞納繰越額の縮減 徴収課 統合 2-(2)-8


