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方針 基本目標 基本項目

ア　人事評価制度の活用 人事評価制度 1

人材育成の推進 2

職員提案制度 3

ア　機能的な組織づくり 組織機構の見直し 4

イ　弾力的な組織運営 プロジェクトチームの活用 5

ア　定員管理の適正化 定員管理計画の見直し 6

職員の給与制度の見直し 7

諸手当の見直し 8

中長期財政運営健全化 9

基金の適正管理 10

イ　市税等債権の確保 市税、保険料等の収納率の向上 11

有料広告制度、ネーミングライツの充実 12

ふるさと納税の推進 13

上水（上水道事業、簡易水道事業） 14

下水（公共下水道事業、集落排水事業） 15

駐車場事業、企業用地造成事業 16

第三セクター、財団法人、地方公社 17

補助金等の整理合理化 18

公共施設等総合管理計画等の策定 19

公共工事のコスト縮減 20

公用車の集中管理による合理化 21

未利用財産の有効活用、処分 22

広報広聴制度の充実 23

情報公開と個人情報保護の適正な運用 24

市民との意見交換 25

附属機関等における市民参画 26

市民活動センターの活用 27

スクール・コミュニティ 28

地域による介護予防・健康づくり 29

地域住民による道路等の整備 30

公園緑地管理への市民参加 31

使用料、手数料等の額の見直し 32

市税、使用料等の納付方法の充実 33

社会保障・税番号制度の推進 34

電子申請、eLTAX、システム共同利用 35

指定管理者制度の活用 36

民間委託の推進 37

官民協働事業（PPP）への取組 38

行政評価制度の運用（PDCAサイクル） 39

外部視点の活用（行政改革推進委員会） 40

入札契約制度の改善 41

行政手続制度の適正な運用 42

権限移譲事務の適時適切な導入 43

イ　事務事業の機能強化

ウ　協働のための環境整備

ア　受益者負担の見直し

イ　情報通信技術の活用

ウ　民間委託等の推進

ア　事務事業の総点検

ア　中長期財政運営健全化

ウ　新たな歳入の創出

イ　外郭団体等のあり方の検討

　
３
　
最
適
な
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

（１）市民参画と協働に
よる市政の運営

（２）効果的で効率的な
公共サービスの提供

（３）行政マネジメントの
機能強化

ア　地方公営企業の経営健全化

　
２
　
健
全
な
財
政
運
営
の
推
進

（１）財政構造の健全化

（２）地方公営企業等の
経営健全化

（３）公共施設のあり方
の検討及び市有財産
の活用

ア　公共施設のあり方の検討

イ　市有財産の有効活用

ア　市民との情報の共有

イ　市民参画の推進

第３次柳井市行政改革大綱行動計画　体系表

取組項目

１
　
質
の
高
い
行
政
運
営
の

展
開

（１）職員力の向上

（２）組織力の向上

（３）定員・給与の適正化

イ　人材育成の推進

イ　給与の適正化

1



【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№１

取組項目 人事評価制度

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

人事評価
●職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた実績を把握し
た上で行われる人事評価制度を導入し、これを任用、給与、分限その他の人
事管理の基礎とします。

検討

［総務課］ ・人事評価制度の実施（平成28年度導入）

基本方針　　　　１　　　質の高い行政運営の展開

基本目標　　　（１）　　職員力の向上

基本項目　　　 ア　　　人事評価制度の活用

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№２

取組項目 人材育成の推進

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

人材育成
●政策法務能力、コミュニケーション力、コーディネート力など職員の資質、能
力向上のための研修を計画的に実施するなど「柳井市人材育成基本方針」に
基づく職員の人材育成に取り組みます。

［総務課］
・職員研修計画に基づく研修の実施
・研修受講状況（平成25年度42件、120人　平成26年度45件、149人）

№３

取組項目 職員提案制度

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

職員提案制度
●職員の豊かな感性と柔軟な発想力による新たな事業の提案を奨励すること
により、多様化する地域課題の解決に迅速に取り組み、自主自立のまちづくり
を推進することを目的とした職員提案制度の実施に取り組みます。

［政策企画課］
・職員提案制度の実施（年1回募集）
・提案件数（平成25年度13件　平成26年度7件）採用件数（平成25年度1件　平
成26年度3件）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　１　　　質の高い行政運営の展開

基本目標　　　（１）　　職員力の向上

基本項目　　　 イ　　　人材育成の推進

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№４

取組項目 組織機構の見直し

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

機構改革
●組織機構の目的を明確にした上で、多様化する行政ニーズを踏まえ、業務
特性や業務量に応じた組織機構とするため、時代の変化に対応できる機能的
な執行体制の整備を図ります。

［総務課］

基本方針　　　　１　　　質の高い行政運営の展開

基本目標　　　（２）　　組織力の向上

基本項目　　　 ア　　　機能的な組織づくり

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№５

取組項目 プロジェクトチームの活用

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

プロジェクト
●組織横断的な行政課題や新たな行政ニーズに迅速かつ適切に対応するた
め、プロジェクトチームやワーキンググループの検討、設置など庁内連携体制
を活用した柔軟な組織運営を図ります。

［総務課］
［関係箇所］

・設置件数（平成25年度1件　平成26年度0件）

基本方針　　　　１　　　質の高い行政運営の展開

基本目標　　　（２）　　組織力の向上

基本項目　　　 イ　　　弾力的な組織運営

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№６

取組項目 定員管理計画の見直し

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

定員適正化
●「定員管理計画」に基づき、中長期的な視点から計画的な職員採用に努め、
できる限り平準化した採用者数とするとともに、事務事業、職員配置の見直し、
民間委託の推進などにより、適正な定員管理に努めます。

［総務課］ ・一般職の総職員数（平成26年4月1日現在328人）

基本方針　　　　１　　　質の高い行政運営の展開

基本目標　　　（３）　　定員・給与の適正化

基本項目　　　ア　　　定員管理の適正化

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№７

取組項目 職員の給与制度の見直し

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

給与
●国家公務員に準じた給与制度を基本とし、県や類似団体及び近隣市の動向
を踏まえ、職務給の徹底など一層の給与の適正化に取り組むとともに、その状
況を毎年度、市の広報やホームページ等で公表します。

［総務課］ ・ラスパイレス指数（平成25年4月1日現在98.2　平成26年4月1日現在98.2）

№８

取組項目 諸手当の見直し

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

特殊勤務手当
●勤務の特殊性に応じて支給する「特殊勤務手当」は、時代の変化を踏まえ、
制度の趣旨に合致する手当となるよう検討を重ねます。

［総務課］

時間外勤務手当
●時間外勤務の常態化や一部職員への集中化が発生しないように、計画的な
事務執行やノー残業デーの推進などをさらに進め、時間外勤務を縮減すること
により、公務能率の向上と健康管理の徹底を図ります。

［総務課］
・週休日等の勤務に対する振替取得
・ノー残業デーの推進
・手当の額（平成25年度56,281千円　平成26年度70,467千円）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　１　　　質の高い行政運営の展開

基本目標　　　（３）　　定員・給与の適正化

基本項目　　　イ　　　給与の適正化

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

検 討

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№９

取組項目 中長期財政運営健全化

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

健全化判断比率４
指標

●「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率（４
指標）について、適正水準の保持を目指し、早期健全化及び財政再生基準へ
の悪化を回避します。

［財政課］
・実質公債費比率（平成25年度決算11.6）
・将来負担比率（平成25年度決算70.6）

市債残高の増加
抑制

●将来負担額の軽減を図るため、新規起債の精査を行い、普通会計における
市債残高の増加を抑制します。

［財政課］
・年度ごとの市債の借入額を、可能な限り抑制する。
・市債残高（平成25年度末18,556,916千円　平成26年度末18,824,928千円）

中期財政見通し
●国の制度変更や社会経済情勢、本市の実情を踏まえながら、市実施計画に
おいて中期財政見通しを策定し、公表します。

［財政課］ ・中期財政見通しの策定、公表

№１０

取組項目 基金の適正管理

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

基金
●中長期にわたって健全な財政運営を行うため、財政調整基金の取崩額の抑
制を図ります。

［財政課］
・年度ごとの財政調整基金の取崩額を、可能な限り抑制する。
・財政調整基金残高（平成25年度末21億円　平成26年度末22億円）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　２　　　健全な財政運営の推進

基本目標　　　（１）　　財政構造の健全化

基本項目　　　ア　　　中長期財政運営健全化

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№１１

取組項目 市税、保険料等の収納率の向上

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

市税等
●収納対策を強化し、市税や国民健康保険税における収納率の向上を図りま
す。

［税務課］
・収納対策の強化
・現年分収納率（平成25年度市税98.78％、国民健康保険税94.99％　平成26年
度市税98.74％、国民健康保険税95.25％）

後期高齢者医療
保険料

●収納対策を強化し、後期高齢者医療保険料における収納率の向上を図りま
す。

［市民生活課］
・収納対策の強化（普通徴収者の納付勧奨の強化、個別徴収の実施）
・現年分収納率（平成25年度99.46％　平成26年度99.42％）

介護保険料 ●収納対策を強化し、介護保険料における収納率の向上を図ります。

［高齢者支援課］
・収納対策の強化（普通徴収者の納付勧奨の強化、個別徴収の実施）
・現年分収納率（平成25年度98.95％　平成26年度99.06％）

基本方針　　　　２　　　健全な財政運営の推進

基本目標　　　（１）　　財政構造の健全化

基本項目　　　イ　　　市税等債権の確保

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№１２

取組項目 有料広告制度、ネーミングライツ＊の充実

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

有料広告制度
●民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上
及び地域経済の活性化を図ることを目的として、市の資産を広告媒体として活
用していきます。

［財政課］
［関係箇所］

・広告媒体として活用した資産の種類
（市庁舎、広報、HP、公用車、地下道、体育館、市民球場、市営駐車場、武道
館）
・広告料収入額（平成25年度3,721千円　平成26年度3,992千円）

№１３

取組項目 ふるさと納税の推進

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

ふるさと納税
●柳井に対する寄附金に応じて、居住地の地方公共団体の住民税と所得税が
控除される「ふるさと納税」を促進していきます。

［財政課］
・ふるさと納税の件数、寄附金額（平成25年度32件、2,012千円　平成26年度61
件、4,580千円）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　２　　　健全な財政運営の推進

基本目標　　　（１）　　財政構造の健全化

基本項目　　　ウ　　　新たな歳入の創出

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№１４

取組項目 上水（上水道事業、簡易水道事業）

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

上水道事業
●区域内人口が減少する中、有収水量も増加を見込めないことから、包括外
部委託による更なる経費節減と水道料金改定等の検討を進めるなど経営基盤
の強化に努めます。

［水道課］
・経費節減と料金改定等による経営基盤の強化
・現年分収納率（平成25年度99.06％　平成26年度99.25％）

簡易水道事業
●水源の確保と施設の維持拡充に努めるほか、伊保庄、阿月及び大畠地区に
おける上水道への統合を進めることにより経営の健全化、効率化に努めます。

［水道課］ ・現年分収納率（平成25年度99.65％　平成26年度99.70％）

№１５

取組項目 下水（公共下水道事業、農業集落排水事業）

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

公共下水道事業
●公共下水道への接続を促進するとともに、未収金徴収業務の体制を強化す
るなど引き続き経営の健全化、効率化に努めます。

［下水道課］
・収納対策の強化（接続の促進）
・現年分収納率（平成25年度96.90％　平成26年度96.52％）
・水洗化率（平成25年度末90.83％　平成26年度末90.64％）

農業集落排水事
業

●農業集落排水施設への接続、加入を促進するとともに、未収金徴収業務の
体制を強化するなど引き続き経営の健全化、効率化に努めます。

［下水道課］
・収納対策の強化（接続、加入の促進）
・現年分収納率（平成25年度98.55％　平成26年度98.40％）
・水洗化率（平成25年度末81.10％　平成26年度末82.36％）

№１６

取組項目 駐車場事業、企業用地造成事業

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

駐車場事業
●中心市街地の３か所で運営している市営駐車場事業は、運営のあり方を検
討するとともに、引き続き経営の健全化、効率化に努めます。

［都市計画・建築
課］

・柳井まちなか駐車場
　　駐車台数（平成25年度21,428台　平成26年度21,740台）
　　料金収入（平成25年度4,957千円　平成26年度5,498千円）

企業用地造成事
業

●南浜企業用地における未処分地の売却を進めます。

［土木課］
・未処分地の売却
・未処分地面積（平成25年度末1区画、2,000㎡　平成26年度末1区画、2,000
㎡）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　２　　　健全な財政運営の推進

基本目標　　　（２）　　地方公営企業等の経営健全化

基本項目　　　ア　　　地方公営企業の経営健全化

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№１７

取組項目 第三セクター＊、財団法人、地方公社

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

平郡航路有限会
社

●平郡航路有限会社は、平郡島と柳井港を結ぶフェリー航路を運航する第三
セクターとして、平郡地区にとって欠かせないものであり、将来にわたって健全
な経営が図られるよう注視します。

［商工観光課］
・運航上の経費節減
・観光客の呼び込み（利用促進）
・年間乗客者数（平成25年度27,222人　平成26年度27,635人）

一般財団法人や
ない花のまちづく
り振興財団

●一般財団法人やない花のまちづくり振興財団は、その設立趣旨が実現でき
るよう「やまぐちフラワーランド」を拠点とした花のまちづくりができる環境づくり
を進めるとともに、健全な経営が図られるよう注視します。

［農林水産課］

・イベントの充実
・他施設との連携
・やまぐちフラワーランドの入園者数（平成25年度101,678人　平成26年度
97,201人）

柳井市土地開発

公社＊

●柳井市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有
地となるべき土地の取得、管理及び処分等を行ってきましたが、長らく続く地価
の下落傾向のなかで公益性、存在意義を踏まえ、所有地の処理を進めるととも
に、公社のあり方を検討します。

［土木課］
・未処分地の解消
・未処分地の区画数（平成25年度末　琴の里団地6区画、八幡団地18区画
H26年度末　琴の里団地6区画、八幡団地17区画）

№１８

取組項目 補助金等の整理合理化

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

補助金及び交付
金

●補助金及び交付金の整理合理化について、必要性等を十分協議し、縮減を
検討します。

［財政課］
［全　庁］

・予算編成時における再点検

負担金
●負担金の整理合理化について、補助金及び交付金と同様、負担の必要性等
を十分協議し、縮減を検討します。

［財政課］
［全　庁］

・予算編成時における再点検

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　２　　　健全な財政運営の推進

基本目標　　　（２）　　地方公営企業等の経営健全化

基本項目　　　イ　　　外郭団体等のあり方の検討

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№１９

取組項目 公共施設等総合管理計画等の策定

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

統廃合、転用、長
寿命化

●公共施設等の老朽化対策が喫緊の課題となる中、公共施設の設置目的、
将来における必要性、利用状況等を検証し、適正な施設運営を図るとともに、
「公共施設等総合管理計画」及び「個別施設計画」を策定し、更新・統廃合・長
寿命化などを計画的に進めます。

［財政課］
［全　庁］

・市営住宅の廃止数（平成25年度3か所　平成26年度8か所）
・「公共施設等総合管理計画」等の策定（平成28年度　策定）

№２０

取組項目 公共工事のコスト縮減

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

公共工事
●「柳井市公共事業コスト構造改革プラン」に基づき、公共工事のコスト縮減を
図り、最少の経費で最大の効果を挙げることを目指します。

［工事監理室］ ・コスト縮減額（平成25年度31,008千円　平成26年度169,804千円）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　２　　　健全な財政運営の推進

基本目標　　　（３）　　公共施設のあり方の検討及び市有財産の活用

基本項目　　　ア　　　公共施設のあり方の検討

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№２１

取組項目 公用車の集中管理による合理化

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

公用車
●公用車の利用予約等による運用管理の効率化（集中管理合理化）を引き続
き行うとともに、台数の削減を検討します。

［財政課］ ・公用車の台数（平成25年度末145台　平成26年度末144台）

№２２

取組項目 未利用財産の有効活用、処分

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

未利用財産
●市が保有している未利用財産について、遊休資産の精査を行い、必要性を
検討するとともに、貸付や売却処分等による積極的な有効活用を図ります。

［財政課］
［全　庁］

・処分件数及び処分額（平成25年度6件、268千円　平成26年度3件、5,723千
円）

公有財産売却
●インターネットオークション（官公庁オークション）を利用して、不用公有財産
の売却を進めます。

［財政課］
［全　庁］

・売却収入（平成25年度1,956千円　平成26年度697千円）

基本方針　　　　２　　　健全な財政運営の推進

基本目標　　　（３）　　公共施設のあり方の検討及び市有財産の活用

基本項目　　　イ　　　市有財産の有効活用

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№２３

取組項目 広報広聴制度の充実

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

広報やない
ホームページ

●広報やないや公式ホームページにより、分かりやすい情報を迅速かつ効果
的に提供し、市政情報の共有化を進めます。

［政策企画課］ ・情報量の厳選などによる紙面の削減や配布回数等の見直し

パブリック・コメント
＊

●「柳井市パブリック・コメント制度実施要綱」に基づき、市の基本的な施策を
立案する過程において、その趣旨、内容を広く市民に公表し、市民の意見を考
慮して意思決定を行い、市政への市民の参加を一層促進します。

［総務課］
・パブリック・コメントを実施した計画等の数（平成25年度2件　平成26年度11
件）

市民意識調査
●「柳井市総合計画」をはじめとした各種計画など政策決定過程に市民意見を
反映させるため、市民意識調査やワークショップの開催など多様な取組を推進
します。

［政策企画課］ ・市民意識調査の実施件数

№２４

取組項目 情報公開と個人情報保護の適正な運用

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

情報公開制度
●市が保有する情報は、市民共有の財産であり、これらの情報を公開、提供す
ることにより、開かれた市政の実現と市政に対する市民の理解と信頼を深め、
市民の市政参加を促進します。

［総務課］ ・情報公開制度に係る請求等件数（平成25年度132件　平成26年度143件）

個人情報保護制度
●情報化社会の進展に伴い、プライバシー保護の必要性が高まっており、市
が保有する様々な情報について、情報公開制度との調整を図りながら適正に
運用していきます。

［総務課］
・個人情報保護取扱事務件数（平成25年度末454件　平成26年度末452件）
・個人情報保護制度に係る請求等件数（平成25年度5件　平成26年度4件）

計画期間
具体的な取組内容　　［活動指標］

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（１）　　市民参画と協働による市政の運営

基本項目　　　 ア　 　市民との情報の共有　

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№２５

取組項目 市民との意見交換

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

市民との意見交換
●市民と市長と気楽にトーク等の開催を通じ、まちづくりの方向性について市
民と市長（市職員）の共通認識を深めていくことにより、幅広い市民の参加を促
進します。

［政策企画課］ ・市民と市長と気楽にトークの開催件数（平成25年度25回　平成26年度40回）

№２６

取組項目 附属機関等における市民参画

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

委員の公募
●附属機関等（諮問機関及び施策上の協議会）における委員の公募の割合に
ついて見直しを行い、幅広い市民の参加を促進します。

［総務課］
［全庁］

・委員公募を行った機関数及び委員数（平成25年度7機関17人　平成26年度8
機関19人）
・審議会等における公募委員の割合（平成25年度末1.6％　平成26年度末
1.7％）
・審議会等において5機関以上重複している委員の割合（平成25年度末4.1％
平成26年度末4.5％）

会議の公開
●附属機関等における会議の公開を行うとともに、会議資料や議事録の公開
などの情報提供に努めることにより、幅広い市民の参加を促進します。

［総務課］
［全庁］

・公開非公開を決定した会議の割合（平成25年度96.1％　平成26年度94.9％）
・会議における傍聴者数（平成25年度延べ2人　平成26年度延べ16人）

女性委員の登用
●「柳井市における審議会等への女性委員の登用促進のためのガイドライン」
に基づき、市の施策、方針決定過程への女性参画の拡大を図ることにより、幅
広い市民の参加を促進します。

［政策企画課］
［全庁］

・事前協議を行った審議会等の件数（平成25年度37件　平成26年度38件）
・審議会等における女性委員の割合（平成25年度末35.3％　平成26年度末
36.9％）

№２７

取組項目 市民活動センターの活用

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

市民活動
●ボランティア活動やNPO活動等の市民活動を応援するとともに、市民、事業
者、行政との協働のまちづくりを進めていくため、市民活動センターの活用を促
進します。

［地域づくり推進
課］

・市民活動センターの利用者数（平成25年度延べ1,256人　平成26年度延べ
1,748人）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（１）　　市民参画と協働による市政の運営

基本項目　　　 イ　 　市民参画の推進　

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№２８

取組項目 スクール・コミュニティ＊

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

スクール・コミュニ
ティ

●学校の環境整備やスクールガード等の支援の更なる充実を図るとともに、児
童生徒の学習支援にも入ってもらうことにより、スクール・コミュニティとして学
校を中心に地域住民がつながり支え合う取組を進め、協働のまちづくりを広げ
ます。

［学校教育課］
・学校支援ボランティアの活動者数（平成25年度延べ12,907人　平成26年度延
べ11,640人）

№２９

取組項目 地域による介護予防・健康づくり

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

健康体操教室
●地域における健康体操など介護予防教室を積極的に開催し、地域コミュニ
ティの醸成を図ることにより、協働のまちづくりを広げます。

［高齢者支援課］
・老人クラブ、自治会などへの教室開催の勧奨
・教室の開催回数（平成25年度9回　平成26年度7回）
・指導者の派遣回数（平成25年度14回　平成26年度14回）

にこにこ健康づくり
●地域におけるにこにこ健康づくり事業を積極的に展開し、地域コミュニティの
醸成を図ることにより、協働のまちづくりを広げます。

［健康増進課］ ・にこにこ運動教室の参加者数（平成26年度2,283人）

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（１）　　市民参画と協働による市政の運営

基本項目　　　 ウ　 　協働のための環境整備

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№３０

取組項目 地域住民による道路等の整備

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

ふるさとの道
●市道を地域が一体となって整備する「ふるさとの道」整備事業を行なうことに
より、市民と行政との協働によるまちづくりを進めます。

［土木課］

・道整備の件数、延長、事業費（平成25年度3件、70ｍ、3,675千円　平成26年
度3件、120ｍ、2,396千円）
・市道、準用河川の除草作業用燃料支給（平成25年度11件　平成26年度19
件）
・市道、準用河川の草刈ボランティア登録（平成25年度32件　平成26年度36
件）

生活道路整備
●市道以外の利用度の高い生活道路を、地元関係者がその労力で舗装、改
修、安全施設等整備する場合において、原材料及び重機等借上料を支給し、
生活道路の整備に取り組みます。

［土木課］
・原材料等支給対象件数、事業費（平成25年度17件、1,102千円　平成26年度
13件、919千円）

ここちよい農村づ
くり

●農道やかんがい排水施設など農業用共同施設の維持補修について、その
良好な機能確保と地域での市民活動を促進するため、市から原材料支給や重
機借上げ等を行う「ここちよい農村づくり支援事業」に取り組みます。

［経済建設課］

・原材料等支給対象件数、事業費（平成25年度45件、3,211千円　平成26年度
45件、4,855千円）
・法定外公共物の除草作業用燃料支給（平成25年度3件　平成26年度0件）
・法定外公共物の草刈ボランティア登録（平成25年度16件　平成26年度8件）

№３１

取組項目 公園緑地管理への市民参加

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

都市公園等
●都市公園などにおける公園愛護の観点から、公園緑地管理への市民参加を
通じて、協働のまちづくりを広げます。

［都市計画・建築
課］

・除草作業用燃料支給（平成25年度0か所　平成26年度0か所）
・草刈ボランティア登録（平成25年度0か所　平成26年度0か所）
・自治会等が管理に関与している都市公園等の数（平成25年度5か所　平成26
年度5か所）

農村公園等
●農村公園などにおける公園愛護の観点から、公園緑地管理への市民参加を
通じて、協働のまちづくりを広げます。

［経済建設課］

・除草作業用燃料支給（平成25年度2か所　平成26年度2か所）
・草刈ボランティア登録（平成25年度2か所　平成26年度2か所）
・自治会等が管理に関与している農村公園等の数（平成25年度4か所　平成26
年度4か所）

児童遊園
●児童遊園における公園愛護の観点から、公園緑地管理への市民参加を通じ
て、協働のまちづくりを広げます。

［社会福祉課］
・除草作業用燃料支給（平成25年度0か所　平成26年度0か所）
・草刈ボランティア登録（平成25年度0か所　平成26年度0か所）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№３２

取組項目 使用料、手数料等の額の見直し

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

使用料手数料
●使用料、手数料等の額について適正かつ公平な受益者負担となるよう額の
見直しを行なうことにより、最適な公共サービスを提供します。

［財政課］
［関係箇所］

・予算編成時における再点検

№３３

取組項目 市税、使用料等の納付方法の充実

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

口座振替
●窓口での現金の取扱に係る事故の防止や、徴収事務の効率化を図るため、
市税等の口座振替を促進し、より一層の効率的な公共サービスの実現を図り
ます。

［会計課］
［関係箇所］

・窓口納付者に対する口座振替の利用促進ＰＲ
・口座振替により納付する人の割合（平成25年度市税38.8％、その他77.9％
平成26年度市税38.7％、その他78.2％）

コンビニ収納等
●コンビニ収納、クレジット収納や電子収納などの新たな収納方法の導入につ
いて、研究検討を重ね、効果を見極めた上での実施を目指します。

［会計課］
［関係箇所］

・毎年度、関係各課と意見調整
・コンビニ収納導入件数
・クレジット収納導入件数

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（２）　　効果的で効率的な公共サービスの提供

基本項目　　　 ア　 　受益者負担の見直し　

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

検 討
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№３４

取組項目 社会保障・税番号制度＊の推進

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

社会保障・税番号
制度

●市民にとって、利便性の高いサービスの提供及び行政事務の効率化をより
効果的に実現するため、「社会保障・税番号制度」を活用して本市独自の利用
事務を推進します。

検討

［総務課］
［関係箇所］

・社会保障・税番号制度の活用による独自利用事務の洗い出し
・独自利用事務の件数

№３５

取組項目 電子申請、ｅLTAX、システム共同利用

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

やない電子申請
サービス

●山口県内の８市町で構成する山口県市町共同電子申請推進協議会に加入
し、申請や届出事務のサービスの拡張を図り、「やない電子申請サービス」とし
てなお一層の推進に努めます。

［政策企画課］
［関係箇所］

・やない電子申請サービスの利用件数（平成25年度95件　平成26年度158件）

ｅLTAX
●市税の電子申告システム（eLTAX）「地方税ポータルシステム」による申告
サービスを運用し、国税連携システムによる所得税申告書等に係るデータの受
領を行うなど市民の利便性の向上に努めます。

［税務課］ ・ｅLTAXの利用状況（平成25年度29,981件　平成26年度31,907件）

基幹業務系システ
ム共同利用

●山口県内４市１町で、共同利用による基幹業務系システム（サーバ等機器を
保有しないクラウド方式）を導入し、行政サービスの一層の向上と効率化を図り
ます。

［政策企画課］

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（２）　　効果的で効率的な公共サービスの提供

基本項目　　　 イ　　　情報通信技術の活用

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№３６

取組項目 指定管理者制度の活用

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

指定管理者制度

●公の施設の管理運営に民間のノウハウを活用することにより、公共サービス
の向上や経費の節減等を図ることを目的とした指定管理者制度の導入施設に
ついて、その業務の実施状況を検証し、制度の目的に沿った公共サービスを
目指します。

［政策企画課］
［関係箇所］

・指定管理者制度を導入した施設数（平成25年度末まで12施設　平成26年度
末まで12施設）
・導入済みの内、評価ランクがAとなった施設数（平成25年度12施設　平成26
年度12施設）

№３７

取組項目 民間委託の推進

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

ごみ収集業務 ●ごみ収集業務について民間委託を検討します。

［市民生活課］ ・事業計画に基づく段階的な民間委託

学校給食業務 ●学校給食センターの調理業務について民間委託を検討します。

［学校給食セン
ター］

・正規調理員数の状況を勘案し民間委託へ移行する。

№３８

取組項目 官民協働事業（PPP＊）への取組

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

官民協働事業
（PPP）

●文化・スポーツ施設や社会福祉施設、庁舎などの一般建築物の改築や大規
模改修時に、ＰＰＰの可能性をはじめとした事業手法の検討を行います。

［政策企画課］
［関係箇所］

・導入を検討した施設数（指定管理者制度を除く）（平成25年度まで0件　平成
26年度まで0件）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（２）　　効果的で効率的な公共サービスの提供

基本項目　　　 ウ　　　民間委託等の推進

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

検 討

検 討

検 討
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№３９

取組項目 行政評価制度の運用（PDCAサイクル）

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

行政評価制度
●第３次柳井市行政改革大綱行動計画に掲げられた事務事業の評価につい
て、ＰＤＣＡサイクルの視点で自己点検を行い、事務事業全体での行政改革の
推進、さらには予算への反映につなげていきます。

検討

［政策企画課］
［全庁］

・行政改革行動計画に掲載された事務事業の評価

№４０

取組項目 外部視点の活用（行政改革推進委員会）

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

行政改革推進委
員会

●第３次柳井市行政改革大綱行動計画に掲げられた事務事業の自己点検に
基づく評価結果について、行政改革推進委員会の場を活用し、外部視点での
評価を加えることにより、より良いＰＤＣＡサイクルにつなげていきます。

［政策企画課］
・行政改革推進委員会の開催回数（平成25年度3回　平成26年度3回）
・同委員会の傍聴者数（平成25年度延べ0人　平成26年度延べ0人）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（３）　　行政マネジメントの機能強化

基本項目　　　 ア　　　事務事業の総点検

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

実 施

実 施
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【改定版】第３次柳井市行政改革大綱行動計画

№４１

取組項目 入札契約制度の改善

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

入札契約制度 ●効率化や適正化の観点から、入札及び契約事務の見直しを検討します。

［財政課］
［工事監理室］

・見直しを検討した事務件数（平成25年度なし　平成26年度なし）

総合評価方式
●より安全で品質の高い社会資本を進めていくために、従来の「価格競争」か
ら「価格と品質で総合的に優れた調達」に転換することを目指し、総合評価方
式による競争入札を継続します。

［工事監理室］ ・総合評価競争入札の実施件数（平成25年度1件　平成26年度1件）

№４２

取組項目 行政手続制度の適正な運用

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

行政手続制度
●行政手続法及び柳井市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の
確保と透明性を図るため、許認可等の申請に対する処分の審査基準などを定
めるなど、行政手続制度の適正な運用を進めます。

［総務課］
・行政手続基準を定めた事務件数（平成25年度末772件　平成26年度末778
件）

№４３

取組項目 権限移譲事務の適時適切な導入

区分
［主管課］ 27 28 29 30 31

権限移譲事務
●県と市との適切な役割分担に基づき、県から市への権限移譲事務につい
て、市民の利便性の向上と地域の実状に応じた事務処理の観点から適時適切
な導入を進めます。

［政策企画課］
［関係箇所］

・権限移譲事務の移譲件数（平成25年度2件　平成26年度0件）

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

基本方針　　　　３　　　最適な公共サービスの提供

基本目標　　　（３）　　行政マネジメントの機能強化

基本項目　　　 イ　　　事務事業の機能強化

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

具体的な取組内容　　［活動指標］
計画期間

検 討

実 施

実 施

実 施
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・ ネーミングライツ（P10） 

命名権のこと。施設やイベントなどに対して命名することができる権利。 

・ 第三セクター（P12） 

国や地方公共団体（第一セクター）と民間企業（第二セクター）の共同出資によ

って設立される事業体。地域開発など本来は国や地方公共団体が行うべき事業を、

民間の資金・能力の導入によって官民共同で行おうとするもの。 

・ 土地開発公社（P12） 

地方公共団体によって設立され、特に公共事業用地の先行や代行取得などを行う

特殊法人。地方公社。 

・ パブリック・コメント制度（P15） 

地方公共団体などが重要な計画や条例案などを作る際、原案の段階で住民に公表

し、その案に対する意見や提案などを募集し、それらを参考にしながら最終案を決

定したり、また、寄せられた意見に対する市の考え方もあわせて公表したりする一

連の手続きをいう。 

・ スクール・コミュニティ（P17） 

      学校や、そこで学ぶ子どもを中心に、多様な年齢層の人々が集い交流することに

よって創造される共同体。スクール・コミュニティづくりは、地域のニーズや資源

を生かして、学校の存在価値を高めていく「地域と共にある学校づくり」の取組で

あると同時に、学校の求心力を生かして、地域の活力を高めていく「学校と共にあ

る地域づくり」の取組でもある。 

・ 社会保障・税番号制度（P20） 

      社会保障・税番号制度(マイナンバー)は、複数の機関に存在する個人の情報を

同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度

の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現する

ための社会基盤（インフラ）である。 

・ PPP（P21） 

PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：官民協働事業）とは、官

民が連携して公共サービスの提供を行う枠組みのこと。PFI（プライベイト・ファ

イナンス・イニシアティブ）とは、公共施工等の設計、建設、維持管理及び運営に、

民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効

率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方では、PPPの代表的な手

法の一つです。PPPの中には、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（DBO）

方式、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。 

用 語 説 明 


