
表１

（単位：千円）

プラン取組前
決算額

20年度
決算見込額

増減率

a b c
効果額
d(c-b)

左の内a該当分
e

f(d/b) g(e/a)

23,781 1,055,483 1,222,720 83,622 △ 21,614 7.9% △ 90.9%

12,295 596,990 492,655 △ 104,335 7,203 △ 17.5% 58.6%

△ 370,745 4,227,667 3,880,194 △ 347,473 △ 347,473 △ 8.2% 93.7%

△ 22,942 151,949 130,329 △ 21,620 △ 21,620 △ 14.2% 94.2%

△ 3,350 124,945 110,666 △ 14,279 △ 16,651 △ 11.4% 497.0%

- - - - - - -

△ 360,961 6,157,034 5,836,564 △ 404,085 △ 400,155 △ 6.6% 110.9%

注1:

注2:

注3:

注4:

達成率
集中改革ﾌﾟﾗﾝ
《改定第２版》

効果額
比較

（増減額）

給与の適正化

外郭団体の見直し

財政の健全化

定員管理の適正化

f欄は、集中改革プランの２０年度効果額（d欄）が、集中改革プランに取り組む前の決算額（b欄）に対してどれだけの割合で増加又は減少しているかを示
しています。

g欄は、平成20年度集中改革プラン（目標数値（a欄））の達成率です。

比較（増減額）は、20年度決算見込額（c欄）と集中改革プランに取り組む前の決算額（b欄）との比較。

d欄は、平成20年度の全取組事項の効果額であり、e欄は、達成率を出すため、d欄の内a欄の集中改革プラン《改訂第２版》効果額に目標数値のある項目の
みを集計。

平成２０年度　集中改革プラン実施結果集計表

基  本  項  目  名

事務・事業の再編・整理、廃止・統合

民間委託等の推進
（指定管理者制度の活用を含む。）

合　　計

20年度事務事業実績額

※注1

※注2

※注3

※注4



表２

【d欄】

【e欄】

千円

千円

千円 差引（A－B） △ 404,085 千円 ※表１d欄合計

千円 差引（①－②） △ 400,155 千円 ※表１e欄合計

20年度決算見込額【c欄】 集中改革プラン取組事項の平成20年度決算見込額

比較（増減額）
　※効果額

集中改革プラン全取組事項の平成20年度実績額です。

集中改革プランの達成率を出すため、d欄の内、集中改革プラン《改訂第２版》に効果額
（目標額）のある取組（a欄に効果額のある取組）の効果額を集計したものです。
　※集中改革プランのなかには、効果額を伴わない取組などがあり、a欄が空白の項目があ
ります。

平成２０年度　集中改革プラン実施結果集計表の説明

集中改革プラン《改訂第２版》効果額【a欄】
集中改革プラン《改訂第２版》の平成20年度についての効果額（目標額）です。
  ※ 「△」は減少（マイナス）の意味

プラン取組前決算額【b欄】 集中改革プランに取り組む前年度の決算額

補足事項

この内容は、各グループが目標を立てて取り組んだ結果で、健全な財政運営を継続するた
め、支出を削減することがはじめの目的ですが、市民サービスの視点から、市内基幹循環バ
ス運行事業の整備、コンビニでの納税の導入や不妊検査費補助事業の充実など、支出の増加
を招くが、市民の福祉、健康の増進などよりよい生活向上のために取り組む事業についても
プランの取組項目に加え、計画的に実施することとしました。

増減率【f欄】
集中改革プランの平成２０年度実績額（d欄）が、集中改革プランに取り組む前の決算額（b
欄）に対してどれだけの割合で増加又は減少しているかを示しています。

達成率【g欄】
集中改革プラン《改訂第２版》（a欄の効果額：目標額）が、どれだけの割合で達成してい
るか、いないかを示しています。
　※プラスが達成している、△（マイナス）が達成していない。

効果額（d欄）が増加の取組の合計　B 306,841

内、e欄該当分　② 167,512

効果額（d欄）が削減の取組の合計　A △ 710,926

内、e欄該当分　① △ 567,667



（単位：千円）

取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

イベントの統廃合

　合併前から多く開催されているイベント
を、市民に親しまれ、ふれあいと融和及び
市民意識の高揚と多くの参加者が期待され
るイベントにするため、統廃合を検討して
経費の節減を図る。

補助金の整理合理化

　市民や団体等への補助金について、社会
情勢の変化や受益と負担の公平性等の観点
から、補助制度の原点に立ち返り、改めて
総合的に点検し、事務の簡素、合理化及び
経常経費の抑制を図る。

組織、機構の改革再編

　東・西庁舎に分けて提供している行政
サービスを、部・グループ単位で見直し、
市民ニーズに配慮した効率的、効果的な組
織体制として、事務分掌の見直し、適正な
職員配置を含めて再編する。

自治会長報酬の削減

　自治会長報酬の自治会指導者育成費等を
段階的に減額し、経費の削減を図る。

※ ○付き数字は集中改革プランに係る当該取組事項の実施、一部実施、廃止または中止の計画年度であり、取組前決算額（b欄）は集中改革プランに取り組む前年度の決算額を示す。

総務課11,510 △ 2,080 △ 15.3% 79.7%

行政改革推進課

16,612 16,612 皆増 - 総務課

1-4

　自治会指導者育成費（世帯数400世帯につき1と
して計算）については、平成19年度に6万円を4万
5千円としたが、平成20年度はさらに5千円の減額
を行い、4万円とした。
 また、年額報酬も２万円の減額を行い２５万円とし
た。

△ 2,610 13,590

1-3

　効率的な行政運営とわかりやすい組織にするため
組織・機構検討委員会が平成19年度に作成した素案
をもとに協議を行い、平成21年4月から組織、機構
を変更することとした。

- 0

- 行政改革推進課

1-2

　補助金交付団体の各担当グループより団体の事業
報告書、決算書、予算書等の提出を願い、補助金見
直しの基礎資料を作成した。
　また、職員による補助金検討プロジェクトチーム
会議を開催して、現況を説明するとともに、見直し
に向けた協議を行った。

- 663,411 769,344 105,933 16.0% -

33,103 27,518 △ 5,585 △ 16.9%

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

1-1

　東及び西地区で8月の同時期に開催されている夏
まつりについて、両実行委員会の話し合いにより、
開催日をずらして実施し、多くの市民が両方のまつ
りを楽しむことができた。
　また、夏まつり後、両実行委員会は合同の打合せ
会を開催し、平成21年度の実施に向けてよりよい方
法を協議している。

-

平成20年度　集中改革プラン実施結果

⑴ 事務・事業の再編・整理、廃止・統合

改善・改革の内容及び効果

21

21

21

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

例規システムの導入

　データ化による北名古屋市の例規システ
ムを構築し、簡素、合理化を図るとともに
ホームページを通じて市民等に 新情報を
速やかに提供する。

法令等追録の廃止

　約55種類の加除式本のうち、使用頻度
の低いものは加除を廃止して、必要なとき
は、単行本を購入し、経常経費の抑制を図
る。

職員研修の充実

　求められる職員像を明らかにし、「人材
育成基本計画」及び「職員研修計画」を策
定して計画的に研修を実施し、職員の能力
と資質向上を図るとともに、Ｅ-ラーニン
グの利用や内部講師（職員）を養成し、研
修内容を充実する。

まちづくり事業補助金の削減

　市民による自発的なまちづくりの事業費
を対象にした補助であることを明確化し、
その評価を含めて補助を行い、全体として
の補助金額を各年度５％削減する。

6,666 6,214 △ 452 総務課1-5

150.9% 企画広報課

-

△ 6.8%

20.4% 人事秘書課

9,6631-8

-

1-7 - 706

　市民や職員を対象にアンケート調査を行うなかで
求められる職員像を探り、市民満足度の向上や多忙
な業務の改善につながるテーマを中心に研修を実施
した。
　また、OJT（On the job training:仕事遂行を通
して訓練する。）研修の実施や専門的知識を養成す
る市町村研修センターでの集合研修に参加し意識改
革も念頭に実施した。

　北名古屋市としての例規システムを平成18年度に
構築後、ホームページに公開して、市民がいつでも
例規の内容を知ることができる。

-

　市民によるまちづくりの活性化のため、次のとお
り補助を実施した。
　　一般事業　19団体（19年度実績23団体）
　　推進事業　  4団体（19年度実績4団体）
　現在、申請団体は固定化しており公益性・効率・
発展性などを評価して採択する「提案型市民活動支
援補助金」への切り替えを検討している。

△ 409 △ 6.4%9,046 △ 617

144850

1-6

　55種類の加除式本のうち、平成19年度に10種類
の加除式本を廃止したが、平成20年度はさらに1種
類の加除式本を廃止した。今後も、必要に応じ精査
する。

△ 400 651 535 △ 116 △ 17.8% 29.0% 総務課

18

19

18

18
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

あいさつ運動モデル事業の廃止

　平成１５年度から１０自治会をあいさつ
運動モデル地区として認定し、年額５万円
ずつの支援活動費を認定自治会に交付して
あいさつ運動を実践してきたが、１９年度
以降は支援活動費を廃止し、あいさつ運動
は地域の活動のなかで実施し、行政は側面
的支援として啓発活動を推進する。

ＯＡ機器の集中管理（買換え含む）等の合
理化

　トラブルを未然に防ぐため、情報機器や
システムの進歩に対応して計画的にハード
とソフトを更新し、市民サービスに支障の
ないよう適正な管理を実施する。また、平
成20年度にハードの買い替え計画をシン
クライアントシステム導入による一括更新
に変更し、以後5～7年は情報系パソコン
の更新は行わない。ただし、プリンターは
更新をしないで、現機器の保守契約で対応
する。

職員のスキル（技能）の向上

   情報職員は毎年度専門研修を受講し、そ
の職員が講師となり、職員に対する情報セ
キュリティ研修を実施して、市の情報セ
キュリティポリシーの理解を深める。あわ
せて、希望する職員には、ワード、エクセ
ル、アクセス等のパソコン研修を実施して
技能の向上を図り、事務効率の向上を目指
す。

1-9 -

　平成19年度に総額50万円（年5万円/1自治会）
のあいさつ運動支援活動費を廃止した。
　補助金は廃止したが、自治会が自ら作成するあい
さつ運動啓発チラシのデザインの考案など、行政と
して、側面的支援を行った。

---

1-10 15,695 3,948 19,000

　セキュリティ対策の強化、管理運用の効率化及び
利便性の向上のため、シンクライアントシステム及
び端末440台を一括導入した。（5年長期継続契約）
　シンクライアントシステムの端末（職員が操作す
るパソコン）は、ハードディスクなどの駆動系部品
がなく、故障率が低いため、平成27年度まで機器の
更新は行わない。

44.0% 情報課

381%

- - 企画広報課

15,052 95.9% 情報課

1-11 0 110250

　情報セキュリティに対する職員の認識を深めると
ともに、パソコン技能の向上を図るため情報グルー
プ職員が講師を務めるなどの方法で、次のとおり研
修を実施した。
　情報セキュリティ管理職研修　74名
　情報セキュリティ研修(e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ４コース)38名
　職員技能研修　ﾜｰﾄﾞ応用　6名
　　　　　　　　　　　ｴｸｾﾙ応用　8名
　　　　　　　　　　　ｱｸｾｽ基礎　6名
　　　　　　　　　　　ｱｸｾｽ応用　3名
　　　　　　　　　　　ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ　10名
　　　　　　　　　　　ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修　3名
　情報職員専門研修　3名

皆増110

19

18

18
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

指名業者等選定事務の簡素化

　入札に係る業者の選定事務は、各グルー
プが契約システム（電算）を利用して調書
を作成し、財政・管財グループが指名停止
等の資格審査を集中的に行ったうえで、指
名業者選定委員会にまとめて諮ることによ
り、事務の簡素化、合理化を図る。

入札事務の合理化

　入札事務は、財政・管財グループが他グ
ループの入札を含め、統一して実施するこ
とにより、事務の合理化を図る。

入札事務の電子化

　愛知県が進める「あいち電子調達システ
ム」に参加することにより、入札参加資格
申請から電子入札の実施、入札情報の提供
サービスまで行い、入札関係事務の電子化
を推進する。

市内基幹循環バス運行事業の整備

　廃止された民間事業者によるバス路線及
び福祉巡回バスとくるくるタクシーの運行
を含めて見直し、基幹循環バスを運行させ
ることにより市民サービスの向上を図る。

- 財政課

　各グループにわたる入札を財政・管財グループが
審査を行い、指名業者選定委員会にまとめて諮るこ
とにより、事務の簡素化、合理化を図った。
　また、平成21年度の機構改革に伴い、システム変
更を行った。
　指名業者選定委員会等の件数は、次のとおりであ
る。
　・（　　）は委員会に諮った件数

　平成18年度　指名業者選定委員会　25回（696件）
　平成19年度　　　　〃　　　　　　25回（463件）
　平成20年度　　　　〃　　　　　　20回（300件）
　　※ 20年度は1月末現在

1-12 - 0 2,394

財政課1-13 - -- - -

  財政・管財グループが入札を統一して実施し、事
務の合理化を図った。予定価格は、工事など一部事
業について、入札の事前もしくは事後に公表した。
　・（　　）は入札件数

　平成18年度　入札日数　32日（622件）
　平成19年度　　〃　　　26日（417件）
　平成20年度　　〃　　　24日（304件）
　　※20年度は1月末現在

-

皆増2,394

1-14

　工事及び設計コンサル業務について、電子入札を
実施した。また、物品購入及び委託業務は、電子入
札の参加資格申請の説明会を実施した。現在、電子
化に対応できない中小事業者も多く、今後に問題点
を残している。
　○電子入札実施件数
　　土木工事　9件、設計コンサル　8件
　○あいち電子自治体推進協議会負担金
　　CALS/EC(工事・建設コンサル)　2,016千円
　　物品・委託業務　　　　　　　　　1,967千円
　　電子入札連携支援システム　　　　4,536千円

2,663 3,082 8,519 5,437 176.4% 204.2% 財政課

1-15

　7月7日からバスを1台増車するとともに、路線・
時刻の見直しを行った結果、利用者が前年度対比
40％以上増加した（１車当たり利用者数：20％増
加）。利用者増加により、ワゴンタイプは乗り切れ
ない場合があり、車両大型化を含め、検討が必要に
なる。

57,500 21,645 54,446 32,801 151.5% 57.0% 防災交通課

18

18

19

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

プラスチック製容器（廃プラ）等のリサイ
クル化の推進

　ごみのなかに、約２０％含まれるプラス
チック類（廃プラマークのあるリサイクル
品）の分別収集を徹底し、ごみ排出量を
600g以下（市民１人／１日当り）に減ら
し、アルミ類を含めた総体的な資源化量を
同じく250ｇ以上とし、啓発活動を強化し
て市民意識の高揚を図るとともに、ごみの
減量化を推進する。

ごみゼロ運動事業の充実

　心ないポイ捨ての防止と環境美化意識の
高揚を図るため、毎年実施し、定着してき
たごみゼロ運動を、さらに地域に根付いた
市民参加による運動にするため、美化協力
者表彰制度を取り入れ、市民、事業者、行
政が一体となり積極的な運動を展開する。

東環境保全センターの見直し

　合併により、清掃員の詰所が西環境保全
センターに統合されたため、東環境保全セ
ンターを不用品の再生を目的とした作業場
所、リサイクル品の展示場として有効活用
する方向で検討していたが、建物の改修は
行わず駐車場として活用する。

納期前納付報奨金の削減

　 近の金融情勢等から廃止する市町があ
るなかで、本市の交付率は 100分の0.7
（限度額50,000円）と、県内市町村では
非常に高いものとなっている。報奨金を交
付することは、税の早期納付、滞納防止の
一面があるため、制度は継続するが、交付
率を100分の0.5に引下げるとともに、限
度額を30,000円に抑えて、削減を図る。

1-17 600 380 22 △ 358 △ 59.7% 環境課△ 94.2%

　ポイ捨ての防止及びまちの環境美化意識の高揚を
図るため、環境美化推進委員会を中心に5月25日に
ごみゼロ運動を予定したが雨天のため中止とした。
　実施予定日までに、ごみゼロ運動のPRをするとと
もに参加者の募集をするなかで環境美化意識の高揚
に努めた（申込者：31自治会、34団体から1万
人）。
　また、環境美化活動協力者の表彰を実施した（個
人3名及び2団体）。

1-16

　平成１９年８月から回収を実施しており、資源化
量等は次のとおりである。資源化量は徐々に増加し
ており、それに伴ってごみ排出量が減少している。
　今後も、市民に排出物の分別徹底を継続して働き
かける。

88,000 0 82,834 82,834 皆増 94.1% 環境課

1-18

　用途地域の関係上、既設建物を他への転用ができ
ないため、井瀬木児童館及びあさひこどもふれあい
センターに勤務する職員の駐車場として、職員から
駐車料金を徴収して利用している。

- 0 △ 173 △ 173 皆減 － 財政課

1-19

　報奨金の交付率を100分の0.7（限度額50,000
円）から100分の0.5（限度額30,000円）に引き
下げた。
 今後は税収の早期確保や納税意欲の高揚を鑑み、平
成23年度以降に廃止、継続、削減の検討を行う。

△ 46,147 156,331 109,676 △ 46,655 △ 29.8% 101.1% 税務課

19

18

19

20

（単位：ｇ）
１日/１人 平成１８年度① 平成１９年度 平成２０年度② 差引（②－①）

ごみ排出量 648.00 596.39 579.96 -68.04
資源化量 192.51 214.50 213.50 20.99
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

コンビニでの納税の導入

　コンビニエンスストアで、税の納付が取
り扱いできるようにし、納税者の利便性及
び収納率の向上を図る。

福祉給付金支給事務（医療費）の簡素化

　受給資格証明書の発行と請求データを利
用することにより、医療機関の証明書を不
要とするとともに、支給は、３か月ごとに
まとめて支払い、事務の簡素化と経常経費
の削減を図る。
　平成20年4月から、「後期高齢者福祉医
療費給付制度」に改正され、窓口での個人
負担がなくなることにより、本人への支払
い事務が減少する。

食事サービス事業の削減

　在宅高齢者等が健康で自立した生活を送
るため、栄養バランスを考えた食事の配食
を兼ねて、安否確認をしている。現在、1
食700円のうち市の負担は300円である
が、介護保険法の改正により、食材料費相
当分は利用者負担とされたため、市の負担
を200円（配送代）とし、事業費の削減を
図る。

地域包括支援センターの見直し

 介護予防の拠点施設として平成18年4月
東庁舎に開設し、直営で運営しているが、
ケア難民（プラン作成の依頼先がない方）
が出ない対策を視野に入れた体制に整備す
るため、施設の複数（東西）設置や民間委
託の導入を含めて見直し、市民サービスの
向上を図る。

224.7%△ 88.4%△ 382432 50 国保医療課1-21 △ 170

　平成20年4月に制度が改正されたことにより、償
還払いから現物給付に変更になった。ただし、平成
20年3月診療分までの償還払いは残っており、その
通知業務を6月に行った。また、月遅れの請求分も
あり、随時、支払い通知を行い対応している（１月
ごと）。

1-20

　平成20年4月から実施し、本年12月末日までの
状況は次のとおりである。
　　コンビニ納税件数　34,263件
　　納付額　　　　　　6億円超
　納付場所を拡大したことにより、納税者にとって
は、市税等の支払いが容易になったと考えている。
担当としては、納税指導等をするうえで、より効果
的な指導ができ、今後の収納率向上につながると思
う。

2,814 0 2,100 2,100 皆増 74.6% 収納課

1-22

　平成19年度に市の負担額を削減するとともに利用
者へのアセスメントを集中して実施したことで、利
用者の状況に適したサービス回数を提供できた。今
後も、半年に1度利用者へのアセスメントを実施
し、適切なサービスを提供する。
　　平成18年度実績　11,558,100円（38,527食）
　　 平成19年度実績　 6,111,200円（30,556食）
　　 平成20年度見込　 6,388,000円（31,940食）

△ 1,236 11,558 6,388 △ 5,170 △ 44.7% 418.3% 高齢福祉課

1-23

 市の圏域が狭いため、支援センター1箇所で市が直
接実施することにより市民サービスの向上を図る。
　高齢化が進み社会が複雑化していくなかで、困難
事例の増加は必死であり、市職員（保健師・社会福
祉士・主任介護支援専門員）等が民生委員と連携し
地域に密着した支援を実施する。

26,660 12,243 高齢福祉課19,697 7,454 60.9% 28.0%

20

18

19

21
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

介護保険ＩＣカードモデル事業の廃止

　国のモデル事業として西春町が行ってい
たが、経費が約１億円かかり、国の補助金
も廃止され、費用対効果を考えると継続実
施が非常に困難であり、３年に一度行われ
る介護保険制度改正時のシステム改修費用
にも莫大な経費が必要であるため、廃止す
る。

長寿記念祝品支給事業の廃止

　満１００歳に達した市民に、１０万円相
当の祝品を支給していたが、敬老金事業に
統合し、廃止する。

敬老金の削減

　支給対象は、８５歳以上として事業費の
削減を図る。

タクシー利用・ガソリン給付補助の削減

　身体障害者等の社会生活圏拡大による経
済的な負担を軽減するため、タクシー券
（基本料金分年４８枚）又はガソリン券
（５００円券年３６枚）を交付している
が、タクシー券は現状を維持し、ガソリン
券については、現行の５００円券（年３６
枚）を５００円券(年２４枚）にすること
で、補助金の削減を図る。

93.9% 社会福祉課19,828 18,300 △ 1,528 △ 7.7%1-27

1-24 - - - - - 高齢福祉課

高齢福祉課

1-26 △ 4,890 11,485 6,005 △ 5,480 112.1% 高齢福祉課

1-25 -

　平成18年度に廃止した。

　ガソリン券について、年間１人36枚を24枚とし
た。また、ガソリン券とタクシー券の選択方式を改
め、両面印刷により、利用されるたびにその都度選
択できるように改め、利便性の向上を図った。

△ 1,628

- -- - -　平成19年度に廃止した。

　敬老会開催時に、満85歳以上の方に一律5千円を
支給した（1,205人）。

-

△ 47.7%

18

19

19

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

保育士の被服貸与の一部廃止

　保育士に貸与していたスモック、ジャー
ジ、エプロン、白衣、白長靴、三角巾を廃
止した。
　平成１９年度は長袖ポロシャツの貸与を
廃止する。

母子健康手帳発行事業の合理化

　母子健康手帳の発行日を、東保健セン
ターは毎月第２、４月曜日、西保健セン
ターは毎月第１、３水曜日に指定すること
により、業務の合理化を図る。指定日に来
られない方には、個別に随時発行する。

妊婦・乳児健康診査事業の合理化

　平成１８年度から妊婦健康診査を県外の
医療機関でも受診できるようにするととも
に、１９年度からは乳児健康診査について
も県外の医療機関でも受診できるようにし
て、サービスの向上を図る。

パパママ教室事業の充実

　妊産婦もしくはその配偶者に対して、妊
娠、出産又は育児に関する必要な保健指導
の実施場所を、保健センターから健康ドー
ムに移し、広いスペースのなかで実施する
とともに、内容も統合等を図り充実する。

健康課226 △ 127 △ 36.0% 116.5%1-31

　2日間コースを年6回、健康ドームで実施した。今
後は、就業している妊婦や夫も参加できるような体
制を検討する。
　　平成21年3月末現在
　　（第1日目）　計　103人
　　　　初産婦81人、経産婦10人、パパ12人
　　（第2日目）　計　144人
　　　　初産婦81人、経産婦7人、パパ56人

△ 109 353

児童課

1-29

　平成19年度の見直しにより週１回、東西保健セン
ターのどちらかで母子健康手帳を発行している。
　また、仕事等諸事情で集団発行日に来所できない
方には、随時、窓口で発行している。
　　平成21年3月末実績　925人
　　   （内訳）
　　　　　　　発行日　551人（59.6％）
　　　　　　　随時　　374人（40.4％）

- 20 132 112 560.0% - 健康課

1-28

　上履靴のみ貸与した。これは、職務上、運動量が
多く、安全性を図るために行うものである。
　ただし、用務員等のエプロン・白衣・白長靴・三
角巾等は、常に衛生的なものでなければならないこ
とから貸与している。

△ 1,506 1,626 217 △ 1,409 △ 86.7% 93.6%

健康課1-30 - 431 -0 431

　平成20年4月から公費負担回数を2回から5回に
平成２１年２月から１４回に増やすとともに、受診
票の発行手続きを簡素化した。
（受診票の右上に「県外」のゴム印を押して発行）
　　平成21年3月末現在
　　　　妊婦健康診査　延べ　49件
　　　　超音波検査　　実　 　 2件
　　　　乳児健康診査　実　　47件

皆増

18

19

18

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

外国人妊産婦育児支援事業の充実

　増加傾向にある外国人妊産婦への育児支
援として、助産師のみではなく、通訳を同
道訪問させることにより、育児相談、予防
接種、母子保健事業等の紹介を行い、外国
人に対する育児支援の充実を図る。

育児相談、子ども健康相談事業の合理化

　利用の少ない子ども健康相談は廃止し、
育児相談に内容を統合するとともに、現在
の保健センターでの相談に加えて健康ドー
ムでの相談を追加し事業の合理化を図る。

子育て教室事業の合理化（たまごサーク
ル・ひよこサークル・まりもちゃんの会・
バンビの会）

　会場を西保健センターから健康ドームに
移し、子育て支援センターやファミリーサ
ポートセンターと連携し、対象に応じたグ
ループ支援を行う。旧２町において、類似
したサークルがあるため統合を図るととも
に、一部民間委託も進める。

健康課

1-33

30 30 皆増 -

288 72 33.3% -

1-34

　平成19年度から類似したサークルの統合を図り一
部をＮＰＯ法人に民間委託している。
【たまごサークル・ひよこサークル】
　年6回実施。パパママ教室の第2日目と同日開催に
より、乳児や先輩ママとの交流を図った。
　　たまごサークル（妊婦）　8人
　　ひよこサークル（乳児、保護者）151人(75組)
【まりもちゃんの会・バンビの会】
　平成19年度、自主的なグループとなるよう支援
し、現在は、市民の自主活動として運営されてい
る。年2回程度、相談や健康教育に出向いた。

- 0

- 216

3 △ 6 △ 66.7% △ 30.0% 健康課

健康課

1-32

　日本語を話せない外国人妊産婦を訪問するときや
健診時に、通訳を同道し、健康診査や予防接種の受
け方、子育て支援センターの利用方法など、子育て
に必要な情報提供を行った。

　　平成21年3月末現在　1件（ポルトガル語）

20 9

　東西保健センターで隔月1回（年12回）実施し
た。育児相談は、身体計測のほか育児に関する相談
を行っており、 近、増加傾向にある。

　　平成21年3月末現在
　　　　利用者　実　318人（延べ660人）
　　　　　　　（1回当たり　延べ55人）

19

19

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

不妊検査費補助事業の充実

　現行の検査費補助に加え、保険適用の不
妊治療（薬物治療、排卵誘発）まで補助を
拡大し、不妊症に悩む夫婦への経済的負担
を軽減する。

ファミリー健康料理教室事業の廃止

　平成１５年度に「新婚さん栄養教室」と
してスタートし、その後、「ファミリー健
康料理教室」として継続してきたが、参加
者が少ないため、市食生活改善推進協議会
に事業を移管する。

太陽光発電システム設置整備補助事業の継
続

　地球温暖化防止対策の一環として、住宅
用太陽光発電システム設置費の一部を補助
することにより、クリーンエネルギーの普
及を図るとともに環境保全の推進を図る。
　今後、環境基本計画の策定に伴い、各種
新エネルギー事業についても検討する。

1,366 △ 1,688 △ 55.3%1-37

　市ホームページ及び市広報等で制度の紹介を行っ
た。
　次のとおり補助を実施した。
　　補助単価：4万円/1ｋｗ
　　　　　　（前年度6万円/1ｋｗ）
　　対象者数：9名（前年度12名）
　　補助総額：1,366,000円
　　　　　　（前年度2,398,000円）
　※ 平成21年度から、環境課に事業を移管。

△ 1,454 3,054 1.2 商工農政課

- - 健康課

1-35 350 326 1,998 1,672 477.7% 健康課

1-36 - - -

【対象となる検査】
　不妊症スクリーニング検査、精液検査、精巣生検
子宮卵管造影、手術療法、タイミング療法、超音波
検査排卵誘発法、人工授精
【対象者】
　夫婦の前年所得合計、730万円未満
【補助額】
　自己負担額の2分の1（上限5万円）
　　※平成20年3月～平成21年2月診療分
【実績】
　平成21年3月末　　66件1,998,000円
（平成19年度　65件　1,846,000円）

　平成19年度　事業廃止

512.9%

-

18

19

19

10/32



取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

地域通貨事業の廃止

　消費の拡大と地域経済活性化を図るとと
もに、地域コミュニティ意識を高めること
を目的に、西春町において実施されてきた
事業であるが、住民ニーズが少なく、所期
の目的を達成できないため、廃止する。

商工業振興資金信用保証料補助金の削減

　中小商工業者が金融機関から融資を受け
る場合に必要な信用保証料の融資件数の増
加に伴い、補助率を下げて対象者の拡大を
図ることにより、経営改善を促し、経済の
活性化を図る。

公共土木事業コストの縮減

※工事費
　892,325

※工事費
　449,912

※20年度決
算見込額×
3％縮減分

1-38 - - - - - 商工農政課

都市整備課

-

商工農政課

1-40

50.0%皆減△ 27,000

　平成18年度　事業廃止

※17年度決算額
　歳出　16,616千円
　歳入　14,442千円（通貨売上分/額面の5％引）
　差引　  2,174千円（市負担分）

1　発注ロットの見直し
　工事箇所を合併し、間接工事費を削減。
　　当初　３０箇所→１５箇所
2　雨水貯留施設の事業費算出に際し、二次製品と
　現場打ちコンクリートを費用比較し、コスト縮減
　に反映した。
3　長尺物コンクリート二次製品の活用及び建設副
　産物の利用促進に努めコスト縮減に努めた。

1-39

　世界的な景気減速により、中小商工業者を支援す
るため、30％～90％の補助率を100％に改正し
た。適用は、平成21年1月から平成23年3月までの
融資受付分とする。

△ 2,880 31,433 24,088 △ 7,345 △ 23.4% 255.0%

　発注ロットの見直し等により、各年度
３％のコスト縮減を図る。

- - △ 13,497

18

19

18
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

下水道施設（雨水）維持管理事業の削減

　電車川排水機場の電気・ポンプ・ディー
ゼル設備の保守管理業務を見直し、適正な
管理を行うことにより、経費を削減する。

学校等通信連絡網の合理化

　紙媒体により行っている小中学校と市教
育委員会間における通信連絡網を電子メー
ルに切り替えることにより、情報伝達の迅
速化、事務処理の効率化及び紙の使用量の
削減を図る。

学校の保護者向け緊急通報メール事業の充
実

　メールによる保護者への迅速な情報提供
は、学校区域内で起きる犯罪等から児童・
生徒を安全に守ることに効果があり、現在
約８割のメール登録保護者に通報メールし
ている。学校行事の中止等の連絡にも使用
しているので、未登録者について、さらに
啓発して普及を図る。

学校給食費・教材費の徴収方法の見直し

　師勝町では給食費は口座振替で行い、教
材費は学校が各児童生徒から現金で徴収し
ていたが、西春町は、給食費と教材費をあ
わせて口座振替により実施していた。口座
振替は、児童生徒に負担がなく、滞納者も
少ないことから、給食費等を口座振替によ
り徴収する。

1-42 △ 80 560 480 △ 80 100% 学校教育課△ 14.3%

1-41 5,230 4,725

学校教育課

1-44 - - - - - 学校教育課

1-43 428 83.6%76 504 563.2%512

　電子メール活用による迅速な情報伝達及び報告に
努めている。
　学校教育課が依頼する文書はほぼ100％メールに
よるが、県教育委員会からの文書は紙媒体が残り電
子メールの比率は約70％となっており、比率は高く
なってきている。

　卒業後も緊急不審者情報が入り、地域の防犯など
安全に寄与している。
　学校は、引き続き未登録者への登録を呼びかけて
いる。
○　緊急通報メール登録率
　（小学校）　平成18年度　80％
　　　　　　　平成19年度　92％
　　　　　　　平成20年度　94％
　（中学校）　平成18年度　80％
　　　　　　　平成19年度　78％
　　　　　　　平成20年度　96％

△ 200

　口座振替の方法が定着し、平成20年4月に給食費
を10％程度値上げしたが、値上げによる未納額の増
加は少ないと思われる。
○　未納額（12月末）
　　　平成19年度　2,126,655円
　　　平成20年度　2,198,840円
○　値上額
　　　小学校　3,500円/月→3,800円/月
　　　中学校　4,100円/月→4,600円/月

　渇水期の電気設備・ポンプ設備の点検回数を年10
回から9回に減らし、維持管理費の削減を図った
が、落札率が高くなり、効果が見られなかった。
　電気設備は、24年経過しており、耐用期限（25
年）に近づいているため、施設更新の検討をする必
要がある。

-

△ 505 △ 9.7% 252.5% 下水道課

19

18

18

18
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

人形のまち北なごやパペットフェスタ事業
の充実

　子どもの個性と創造性を伸ばし、親子の
ふれあいを深めるため、人形のまち北なご
やの手作り文化を継承するとともに、北な
ごやパペットフェスタとして充実する。

市民保養施設利用推進事業の促進

　市民及び市内勤務者が、市の指定する８
箇所の保養施設を利用したときに、その費
用の一部を補助し、健康増進と家族、市民
相互のふれあいを深めるため、さらに利用
の促進を図る。

指定文化財補助事業の充実

　国・県を含めた市の指定文化財の管理・
修理費用に対する補助金が市民に認識され
ていないので、交付の適正化と文化財に対
する理解を深めていただくため、補助の対
象とする指定文化財の公開を義務付けると
ともに、有効な活用方法を考え、その実績
に応じた補助制度を検討し、充実を図る。

△ 116.5% 生涯学習課

1-46 156 11,171 10,913 △ 258 △ 165.4% 生涯学習課

1-45

　利用状況は次のとおりである。
〔平成20年4月1日から3月31日までの間〕
　美浜町　　363名（補助金額　1,036,000円）
　南知多町2,786名（補助金額　7,761,000円）
　大桑村　　290名（補助金額　665,800円）
　伊勢市　　　58名（補助金額　166,000円）
　新城市　　　36名（補助金額　98,000円）
　越前町　　327名（補助金額　920,000円）
　浜松市　　　53名（補助金額　130,500円）
　松阪市　　　51名（補助金額　135,000円）
　合計　3,964名（補助金額　10,912,300円）
（前年度合計　3,739名　補助金額　10,354,200円）

△ 289248 905 616

　「第2回北なごやおはなし大賞」の作品募集や大
ホール特別公演「潜水海賊キャプテン・グック」な
どで、親子のふれあいを深め、本物の舞台芸術を鑑
賞していただくことができた。
　今後、さらに、学校と連携して中学生ボランティ
アの参加を多く呼びかけていく。
　　開催期日：平成20年8月23日(土)～24日(日)
　　観客数　：延べ2,888人(前年度：3,154人)
　　特別公演：744人(前年度：691人）
　　パスポート販売：726枚（前年度：768枚)
　　中学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：延べ78人(前年度：延べ71人)

△ 31.9%

△ 2.3%

1-47

　平成20年度、新たに高田寺所蔵の「木造十二神将
立像」を市指定文化財に指定した。また、補助金実
績報告書に公開事業実施の明記を依頼するととも
に、実態を把握している。
　　文化財管理補助金交付件数：25件
　　　　　〃　　　　補助金額：1,584千円

△ 72 1,512 1,584 72 4.8% △ 100.0% 生涯学習課

18

18

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

男女共同参画事業の促進

　男女が性の一方に偏らず、ともに市の行
事等に参加していけるよう男女共同参画の
記事をホームページ等に掲載して啓発する
とともに、平成１９年度に策定した男女共
同参画プランに基づき、各種事業を推進す
る。

行政委員会等の女性委員登用率の向上

　男女が政治的、経済的、社会的及び文化
的利益をともに享受することができかつ、
責任を担う社会づくりのため、男女共同参
画社会基本法及び市男女共同参画推進条例
に基づき、審議会等への女性委員の登用率
を、平成２９年度には３５％を目標として
啓発を行う。

生涯学習課1-49 - - -- -

　平成20年度・21年度（４月１日現在）の女性委
員構成は、次のとおりである。

-

1-48

　平成19年度に策定した「男女共同参画プラン」の
概要版を全戸配布するとともに、次の事業を実施し
た。
・あいち国際女性映画祭開催：韓国映画「私たち生
涯 高の瞬間」　入場者591人
・坂東眞理子講演会
・ライフアップセミナー　3回実施
・情報紙「とらいあんぐる」年2回発行、全戸配布
・北名古屋市男女共同参画推進条例の周知
・相談窓口の周知

434 4,186 2,775 △ 1,411 △ 33.7% △ 325.1% 生涯学習課

19

18

団体数 委員数 女性委員数 女性登用率（％）

行政委員会 6 36 3 8.3
法令・条例で設置

されている審議会等 20 290 80 27.6

団体数 委員数 女性委員数 女性登用率（％）

行政委員会 6 37 5 13.5
法令・条例で設置

されている審議会等 19 265 71 26.8

名称
平成２０年度

名称
平成２１年度
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

図書館管理の統合

　東西の図書館は、合併前から別々の図書
システムにより運用しているので、両図書
館の管理を一本化するとともに、重複図書
を１館でまとめて購入し、幅広い蔵書を目
標とする。西図書館は、一般書、学習室、
閲覧室を基本とし、東図書館は、インター
ネット、ＣＤ資料が活用できるパソコン室
を確保し、それぞれの館の独自性・専門性
を充実して多用なサービスの拡大を図る。

スポーツクラブ推進補助事業の充実

　スポーツ振興基本計画に基づく総合型地
域スポーツクラブである北名古屋ふれあい
スポーツクラブは、西春町にしかないため
設立準備委員会を設置し、市内全域に拡大
する。

事務用消耗品の集中管理の合理化

　経常的に使用する消耗品の各グループ購
入を会計グループで集中管理することによ
り、経費の節減を図る。

議会図書追録の廃止

　経常的に費用のかかる追録式の法規集を
廃止し、単行本の購入についても、必要
低限とし、経費の削減を図る。

1-51 1,900 7,000 7,600 600 31.6% スポーツ課

会計課1-52 △ 150 35 △ 23.3%255 290

　平成20年3月、東スポーツクラブが誕生し、市内
で６つのスポーツクラブが地域に根ざした活動を進
めている。
　今後は、市内６つのスポーツクラブが連携をし、
各地域の市民がスポーツクラブを身近で魅力を感じ
る企画を検討し、常時活動を充実させ、さらなる発
展を図る。

　71品目の事務用消耗品について、単価契約を実施
した。今後は、各課が購入した消耗品を調査し、よ
り効率的、効果的な方法を検討する。

8.6%

13.7%

1-50

　東西図書館の旧システムを統合し、新しい蔵書管
理システムについて、平成25年度までの長期継続契
約を締結した。
　なお、名古屋芸術大学附属図書館との相互利用体
制について、現在、調整中である。

1,287 14,617 4,506 △ 10,111 △ 69.2% △ 785.6% 生涯学習課

1-53

　29書籍あった追録式図書の内、22書籍を平成18
年度に廃止し、7書籍のみとしている。
　この7書籍は、代替となる単行本が発行されてお
らず今後は、ほぼ同額の経費が必要と見込まれる。

△ 1,557 1,045 364 △ 681 △ 65.2% 43.7% 議事課

20

18

18

18

15/32



取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

期日前投票所の統合

　東庁舎及び西庁舎の双方に設置している
期日前投票所を市内１か所にすることによ
り、期日前投票に要する人件費等のコスト
を削減する。

有料広告事業の実施

　市のホームページ、広報紙等に有料広告
を掲載し、歳入の確保に努める。

普通財産の有効活用

　公有財産の有効利用を図るとともに、財
源確保のため処分可能な土地の売却を進め
る。

公用車のリース化

　公用車管理に要する経費（車検・修繕・
保険事務等）を節減するため、長期的視野
から随時リースへ切替えを行う。

1-54

　期日前投票所が、東庁舎と西庁舎の2か所から健
康ドームの１か所になったことを広報、ホームペー
ジ等で周知するとともに、健康ドームにおいて、期
日前投票システムの回線整備を実施した。

△ 631 0 149 149 皆増 △ 23.6% 総務課

1-55

　ホームページのトップページ下部にバナー広告欄
を設け、9月から3月までの7か月間、月額5,000円
で6団体と契約した。
　市広報紙への広告掲載は、3月号から実施した。
（裏表紙全面月額12万円/1枠）

△ 360 0 △ 450 △ 450 皆減 125.0% 企画広報課

1-56
　次のとおり売却した。
　1筆　152㎡　14,516,000円
　　　　　　　　（95,500円/㎡）

- 0 △ 14,516 △ 14,516 皆減 - 財政課

82%1-57

　次のとおり、購入ではなくリースにした。
　　リース台数　　　 14台（平成21年3月末現在）

　　リース費用　4,344千円（決算）
【リース台数】
　　平成19年度　7台
　　平成20年度　7台
　　平成21年度　6台（予定）
【効果】
　職員が通常行っていた事務処理（事故処理、保険
請求事務等）に対する負担軽減分
　　@2,500円/時間×30時間/年×14台
　　　　　　　　　=△1,050,000円（推定値）

△ 1,275 - 財政課- △ 1,050 皆減

20

20

19

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

一般競争入札の導入

　入札の競争性と透明性の向上を図るた
め、地元企業の育成に配慮しながら一般競
争入札の導入を進める。
　一般競争入札の対象工事予定価格につい
て、平成２０年度から１億5千万円以上を
１億円以上に金額を引き下げた。

市税等の税収確保

　国の三位一体改革に伴う税源移譲により
市民税収入が増額になるが、納税相談、滞
納整理を強化するとともに、口座振替の促
進や納税機会の多様化に対応することによ
り、収納率の向上を図る。

保健センター事業の統合整備

　東西２か所の保健センターを活用して事
業を実施しているが、施設管理や事業遂行
の面で不合理な点が多いため、事務事業を
統合して管理の一本化を行うことにより、
保健事業の効率的な展開と事務量の軽減を
図る。

収納課- - - -1-59

　自主財源である税収の確保は、社会保障施策の充
実等を図るためには必要不可欠である。このため、
滞納者に対する指導・財産調査を実施しその結果、
滞納処分の件数は増加している。
　しかし、不況により滞納額も増大傾向で、限られ
た職員数で効果的に業務を遂行するためには、電算
システムによる効率的な管理を実施することが課題
である。

- -

　設計金額1億円以上の工事を対象に一般競争入札
を実施した。

　一般競争入札　　平均落札率　87.82％
　　税込落札価格（8件計）　　945,407千円　①
　　税込予定価格（8件計）　1,076,481千円　②
　指名競争入札（工事）　平均落札率　94.24％
　　　②　×　94.24％＝1,014,475千円　 ③
　比較　①　－　③＝△69,068千円

※効果額は、一般競争入札を実施した工事の予定価格
に、指名競争入札をした工事の平均落札率を乗じて求め
た価格と、実際の一般競争入札の工事の落札価格との差
を記した。

1-58 △ 80,586 - - △ 69,068 85.7% 財政課皆減

1-60

　東西保健センターで業務を分担し、事業を遂行し
ていたところ、情報交換等の徹底が難しく、市民に
不便をかけることが多かった。そのため、平成20年
度に業務の分担をなくし、東保健センターを主とし
た事務事業の統合を行い、効率化を図った。

- - - - - - 健康課
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

職員提案制度の充実

　職員から提出された優秀な提案を実行す
ることにより、職員の資質向上と市民の視
点から取組を考える意識を養い、やりがい
のある職場づくりを目指す。

情報化推進会議設置による電子自治体推進

　行政及び地域の情報化を推進するため、
情報化推進会議を設置し、電子自治体を推
進する。副市長をCIO（情報化統括責任
者）として置き、その情報政策補佐役とし
てCIO補佐官（民間専門家を含めて検討）
を設置する。より高度な費用対効果の検証
などを行い、行政運営の簡素効率化や市民
が市政に参画できる地域情報化を目指す。

レジ袋の削減

　市内小売店に、レジ袋削減の検討を依頼
し、マイバッグ利用率を高めてごみ減量を
推進する。

滞納者管理システムの導入

　市税等未納者に対する納税指導、相談、
滞納処分等に係る事務の負担は、職員１人
当たり1,000人を超えている。収納対策と
して、滞納者を合理的に管理する滞納者管
理システムを新たに構築し、業務の円滑化
及び収納率の向上を図る。

1-61

　提案制度は、18年度から実施しているが、奨励賞
を受けた優秀な提案について、実施状況を調査し
た。また、20年度の募集では、事前に各課から意見
をとり提案の課題を決定した上で募集した。
○　18年度　奨励賞5件（応募27件）
　　19年度　奨励賞1件（応募21件）
　【実施状況】実施3件　検討中3件
○　20年度　奨励賞2件（応募19件）
　【実施状況】実施1件　検討中1件

42 3 6 3 100.0% 7.1% 行政改革推進課

1-62

　会長を副市長とし、部長職等で構成する情報化推
進会議を6月に設置し、推進会議を3回開催した。そ
の専門部会において、行政事務の簡素化・効率化の
ための新規システム導入の調査研究を行い、研究結
果を推進会議に報告した。推進会議では、協議の
上、一部のシステム導入を決定した。
　今後は、電子市役所構築計画を策定して電子自治
体を推進していく。

- 0 0 0 - - 情報課

1-63

　9月に実施した市民アンケートの結果、レジ袋有
料化への賛成が70％にのぼり、北名古屋市レジ袋削
減懇談会を設置する運びとなった。
・懇談会（市民団体5団体、事業者14社の参加）
　　2回開催
・平成21年1月27日協定締結（事業者12社）
・平成21年4月1日から１４店舗においてレジ袋削
減取組を実施

- 0 234 234 皆増 - 環境課

1-64

　現在、滞納者の管理は、税等の種類により別々の
電算端末機で管理しているため、滞納者を一括管理
するシステムを構築する。この構築により、市税等
の未納者に対する納税指導、滞納処分等の事務処理
を円滑、迅速、正確に実施する。

- - - - - - 収納課
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

改善・改革の内容及び効果

障害(児)者扶助料支給事業の見直し

　支給対象基準である所得要件を世帯単位
から個人単位にすることにより、支給額の
見直しを図る。

児童手当等事務に係る電算システムの改善

　児童手当、児童扶養手当及び遺児手当の
事務に係る電算システムを改善することに
より、電算処理の不具合を適正化するとと
もに事務の効率化、労力の省力化を図る。

児童手当通知事務の改善

　児童手当は、年３回の支給の都度、はが
きで通知をしており、はがき作成から発送
完了までに多くの時間を必要としている。
この通知事務を廃止することにより、事務
の効率化、郵送料等の削減を図る。

児童クラブ利用事務の効率化

　児童クラブは各小学校区に１か所あり、
利用の登録人員は定員をはるかに超えてい
る。また、有料と無料の児童クラブがある
ため、各施設定員等の見直しを図るととも
に、余裕を持ったクラブ運営を目指す。

（事務・事業の再編・整理、廃止・統合）　　合計 23,781 1,055,483 1,222,720 83,622 7.9%

※ d欄の合計は、各取組事項ごとの効果額を集計したものである。

1-68

　利用者数は年々増加傾向にあり、定員基準の内規
を作成した。利用料の見直しについては、児童館で
運営している児童クラブの利用を有料化する方向性
で検討する。

- 1,776 1,776 0 - - 児童課

1-67

　平成21年6月から定期支払いの通知を廃止するこ
とについて、手当申請者にパンフレットを渡してＰ
Ｒした。また、平成21年2月の定期支払いの通知書
に平成21年度から通知をしないことをＰＲした。
　今後、認定通知書、額改定通知書等の備考欄など
に支払日を明記していく。

- 1,388 1,388 0 - - 児童課

1-65

　支給対象者を把握するため、各障害者手帳所有者
及び支給対象基準の所得要件を確認した。
　課題として、現行の支給要件に該当せず、申請し
ていない方や重度障害者が2人みえる所得割課税世
帯（3,500円支給されている）に対して、どのよう
にするか検討が必要である。

- - - - - - 社会福祉課

1-66

　業者開発のシステムを使用しているが、システム
を改善するには多額の費用が必要。そのため、情報
グループ職員に「児童手当未登録者リスト」を別に
開発していただいたことにより、チェックする件数
が4分の1以下になり、事務時間の短縮ができた。

- - 児童課- - - -
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（単位：千円）

取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

宿日直勤務の委託

　職員による当直勤務のうち、夜間（東庁
舎は２２時３０分まで、西庁舎は翌朝８時
３０分まで）の宿直業務を民間へ委託する
とともに、東庁舎の２２時３０分以降の警
備も委託によることとし、夜間警備の強化
と経費の削減を図る。また、閉庁日昼間の
日直業務についても民間委託を推進する。

指定管理者制度の導入

△ 3.9% 総務課

担  当  課
達成率
d/a

66 0.6%

20年度実績額

⑵ 民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む。）

2-1
　平成19年7月から北名古屋市シルバー人材センターに宿直
業務を委託している。今後、閉庁日の昼間の日直業務につい
ても、委託する方向性で検討する。

△ 1,693

通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

※ ○付き数字は集中改革プランに係る当該取組事項の実施、一部実施、廃止または中止の計画年度であり、取組前決算額（b欄）は集中改革プランに取り組む前年度の決算額を示す。

改善・改革の内容及び効果

11,336 11,402

　公の施設の管理・運営について、民間活力を活用してサー
ビス向上と行政コスト節減を図るため、平成20年度は、次の
4施設を指定した。
○　新規　　六ツ師児童館

19

18

　現在、指定管理者制度を導入している児
童館、陽だまりハウス等の１２施設につい
て、制度導入に係る成果の評価を行い、多
様化する市民ニーズに対応するため、サー
ビス内容、経費面を検討したうえで、直営
で行っている施設、団体に委託している施
設についても、指定管理者制度の導入を推
進する。

- - -2-2

○ 新規 六ツ師児童館
　　　　　　井瀬木児童館
○　更新　　陽だまりハウス
　　　　　　健康ドーム
○　期間　　平成21年4月～平成25年3月
【導入済】
　①総合福祉センターもえの丘　平成20年4月～平成24年3月
　②熊之庄児童館　　　　　平成20年4月～平成24年3月
　③あけぼのふれあい会館　平成18年11月～平成22年9月
　④憩いの家とくしげ　平成18年11月～平成22年9月
　⑤高齢者活動センターしあわせの家
　　　平成18年11月～平成22年9月
　⑥高齢者活動センターふれあいの家
　　　平成18年11月～平成22年9月
　⑦九之坪児童館　平成17年4月～平成24年3月
　　　　　　　　　　　　※平成20年4月更新済

　⑧宇福寺児童館　平成17年4月～平成24年3月
　　　　　　　　　　　　※平成20年4月更新済

　⑨鍜治ケ一色児童館　平成16年4月～平成24年3月
　　　　　　　　　　　　※平成20年4月更新済

　⑩沖村児童館　平成17年4月～平成24年3月
　　　　　　　　　　　　※平成20年4月更新済

- - - 総務課

19
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

20年度実績額

通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

総合福祉センターもえの丘の管理業務の指
定管理者制度導入

　利用者のサービス向上及び経費の節減を
図るため、もえの丘で行っている介護サー
ビス事業とあわせて、平成２０年度から指
定管理者制度を導入する。

介護サービス事業の見直し

　市直営で行っている介護サービス事業の
サービス向上、業務の合理化及び経費の節
減を図るため、もえの丘の指定管理者制度
移行に合わせて、指定事業者に事業を移管
する

65,000 △ 121,799 △ 65.2% -2-4

　市直営で、もえの丘で実施していた介護サービス事業につ
いて、もえの丘を北名古屋市社会福祉協議会に指定管理する
のにあわせて、介護サービス事業を同社会福祉協議会に移管
した。
　平成20年度の歳出は、社会福祉協議会の事業運営を支援す
るための介護サービス事業運営貸付金（6,500万円）であ
り、3年後10年間で返済を予定する。

- 186,799

2-3

　社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会を指定管理者とし
た。
○　期間　　平成20年4月1日～平成24年3月31日
○　業務内容
　・施設、設備等の維持管理全般
　・施設貸出しに係る利用の許可、取消し等の管理
　・施設利用料金の徴収、収受と利用料金の管理

3,327 61,016 62,106 1,090 1.8% 32.8%

高齢福祉課

社会福祉課

20

20

する。

放課後児童クラブの民間委託

　１０か所ある児童クラブのうち、市直営
の６つの児童クラブの運営を、サービスの
向上及び経費の節減を図るため、民間に委
託する。運営を委託することにより、保育
士の保育園等への配置転換により職員数の
抑制を図る。

143.9% 児童課51,360 9,1262-5

　新たに、6つの児童クラブを民間委託した。今後は、児童
福祉サービス水準の向上のため、職員の専門性を高めること
が課題である。
　児童クラブ（全10クラブ）委託の状況は、次のとおりであ
る。
○　平成17年度～
　①鴨田児童クラブ　九之坪児童館
　②栗島児童クラブ　宇福寺児童館
　③白木児童クラブ　沖村児童館
○　平成19年度～
　①五条児童クラブ　五条小学校
○　平成20年度～
　①師勝児童クラブ　　師勝小学校
　②師勝東児童クラブ　師勝東小学校
　③師勝西児童クラブ　師勝西小学校
　④師勝南児童クラブ　師勝南小学校
　⑤師勝北児童クラブ　師勝北小学校
　⑥西春児童クラブ　　風と光こどもの国

6,340 42,234

り、3年後10年間で返済を予定する。

21.6%

18
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

20年度実績額

通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

西春駅東口地下自転車駐車場管理業務の指
定管理者制度導入

　シルバー人材センターに委託している自
転車駐車場の管理業務に指定管理者制度を
導入することにより、さらに、利用者への
サービス向上と経費の削減を図る。

庁舎等管理の委託

　専門的かつ効率的な管理運営を図るため
に、西庁舎、東庁舎及び西庁舎分館等全公
共施設の管理を段階的に民間に委託する。

- - - 防災交通課

2-7

　庁舎管理（西庁舎・東庁舎・西庁舎分館）については、現
在、市が業務委託により管理しているが、将来的には、全公
共施設の管理状況を把握できる民間業者へ段階的に委託す
る。
○　業務委託の状況
　　エレベーター保守、空調設備保守、西庁舎分館管理、清
　掃業務、樹木管理ほか30件
　　※内、7件について、長期継続契約をしている。

- 37,888

2-6

　現設備（自転車搬送ベルト、排水設備等）は、平成5年開
設時のもので老朽化が進んでおり、公共下水道への接続工事
の課題とあわせて、指定管理者制度導入を検討したが、平成
21年度の実施は見送る。

- - -

46,421 8,533 22.5% - 総務課

21

19

公用車運転業務の委託

　市の所有するバス（２台）の運転業務を
民間に委託することにより、効率的なバス
利用及び経費の削減を図る。

電話交換業務委託の見直し

　庁舎の電話をダイヤルインにするととも
にＩＰ電話の導入を推進することにより、
民間に委託している電話交換業務を縮小
（人員削減）し、経費の削減を図る。

△ 237 △ 1.6% - 総務課

2-9

　入電件数の多い部署からダイヤルインに切り替えている。
防災交通課、学校教育課のダイヤルイン導入に続いて、平成
21年3月には議事課にダイヤルインを導入した。
　今後も、段階的にダイヤルインを導入し、民間に委託して
いる電話交換業務を縮小する。

- 6,426

2-8

　随時に運行する市所有のバス（2台）を効率的、効果的に
利用するため、平成21年度から1台の運転業務を民間に委託
することとした。職員（運転手）については、配置転換をす
る。

- 14,681 14,444

7,245 819 12.7% - 総務課

21

21
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

20年度実績額

通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

ホームページ管理事業の充実

　３年ごとのリニューアルを、２年延長し
て５年ごととすることにより、経費の節減
を図る。ただし、民間に委託しているホー
ムページの管理運用について、誰もが見や
すく親しみやすいデザインでアクセスしや
すい構成となるよう充実を図る。

道路維持管理の委託

市民からの通報等により 正規職員が２

△ 206 △ 9.1% - 企画広報課

　通報、苦情等による市道の軽微な交通障害（亀裂・陥没
等）の補修は、職員2人1組で行っており、月40件、年480
件にのぼる 市内パトロール時に 河川 公園等の管理や違

2-10

　市政に関する情報をわかりやすく提供するため、次のこと
を実施した。また、機構改革に伴う変更を行った。
１　トップページに「くらしのこんなとき」コーナーを設置
　し、「子育て」「就職・退職」「結婚・離婚」など各項目
　ごとに手続きをまとめた。
２　「よくある質問コーナー」を作り、多い質問と回答を閲
　覧できるようにした。
３　写真付きの「フォトニュース」コーナーを設置し、鮮度
　の高い情報提供に努めた。
４　トップページの「お知らせ」コーナーを「新着情報」と
　「トピックス」に分け、「トピックス」では長期掲載可能
　とした。

- 2,273 2,067

18

21

　市民からの通報等により、正規職員が２
人１組で行っている市の管理する道路の軽
微な交通障害（亀裂・陥没など）の補修
は、市内パトロールとあわせて、民間委託
又は臨時職員により対応することで、迅速
な処理と経費の削減を図る。

市道等の境界確認業務の委託

　業務内容に専門性があり、職員による処
理には限界があるため、公共嘱託登記土地
家屋調査士協会に事務を委託し、正確性・
公平性を高めるとともに事務の迅速化を図
る。

2-11
件にのぼる。市内パトロール時に、河川、公園等の管理や違
反屋外広告物の除去などとあわせて実施した。
　平成21年度は、職員による軽微な道路維持補修や市内パト
ロールにより対応することとし、平成21年度の民間委託は見
送る。

- -

6,483 皆増 99.7% 施設管理課

- - - - 施設管理課

2-12

　境界確認業務について、平成20年度は195件の境界立会
いの内、約半数の93件を土地家屋調査士協会への委託により
実施した。特に、申請件数が過密な7月から9月にかけては、
半数以上を委託により実施し、申請者を待たせることなく迅
速、円滑に境界確認業務を実施することができた。
　また、難解な事案についても、専門に業務を行っている同
協会社員が査定することにより、境界査定の精度が飛躍的に
向上した。

6,500 0 6,483

20
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

20年度実績額

通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

都市公園等の維持管理の見直し

　市内にある都市公園１１か所と児童遊園
９２か所の管理は、合併後、担当グループ
が一括管理している。市民のご意見に対し
職員がパトロールを兼ねて対応しているも
のの、処理について限界があるため、管理
をNPO法人等に委託（軽易な苦情、応急補
修等）する。

下水道使用料賦課徴収事務の委託

　平成２０年４月から供用開始する下水道
の使用料は、システムを導入し適正な賦課
徴収事務を北名古屋水道企業団と調整し、
その事務を委託することにより、合理化、
効率化を図る

2-13
　市内12か所の都市公園及び90か所の児童遊園の管理につ
いて、シルバー人材センターにパトロールを一部委託し、職
員も苦情対応等、安全管理に努めている。

- 77,889

2,000 皆増 24.1% 下水道課

79,241 1,352 1.7% - 施設管理課

2-14

　平成20年4月1日に、北名古屋市水道企業団と下水道使用
料徴収事務に関する協定を締結した。
　平成20年度の徴収事務負担金単価は、1件当たり400円で
ある。算定は、対象経費を調定件数で除するため、今後、下
水道への接続件数が増加すれば、徴収事務負担金単価は下
がってくる見込みである。

8,307 0 2,000

21

19

効率化を図る。

東・西給食センターの統廃合及び運営委託

　東・西ともに老朽化した給食センターの
統廃合に向けて、建設から運営までを民間
に委託するＰＦＩ方式を調査し、建設に係
る財政面、施設管理費、人件費等を総合的
に研究するなかで適正な方法を検討する。

図書館カウンター業務の委託

　市の職員が行っている貸出、返却等のカ
ウンター業務を、一部の職員を残して、民
間に委託する。あわせて、東西図書館の休
館日、開館時間を統一し、サービスの充実
を図る。

2-15

　平成19年度にＰＦＩ導入可能性調査を実施した（調査費
1,208千円）。調査結果について検討した結果、コスト削減
効果はみられるものの市の財政への負担が大きいため、整備
計画の見直しを行い、今後、10年間は現在の東西給食セン
ターを改修し、運営していく方針である。

- 0

- - - 生涯学習課

0 0 - - 学校教育課

2-16
　東西図書館の休館日及び開館時間は、平成19年度に統一を
図っており、貸出、返却等のカウンター業務については、平
成22年3月から実施できるように計画をした。

- - -

22

21
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

20年度実績額

通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

健康ドーム維持管理事業費の見直し

　指定管理者に委託している健康ドームの
事業を含めた管理委託費について、初年度
の実績を評価したうえで、さらに、サービ
ス向上を目指すとともに、経費の縮減を図
る。

児童館の指定管理者制度導入

　新たに、平成20年度、熊之庄児童館を指定管理にした。子
どもたちが求める児童館づくり、子どもの健全育成等、職員
が専門性を高め、研修の充実や運営方針をしっかり打ち出す
よう指導した。地域に求められる児童館になるよう期待して

2-17

　指定管理の状況は次のとおりである。
○　利用者数　平成20年度　131,169人(H20.12月末現
在)
　　　　　　　前年度　　　 111,462人(H19.12月末現
在)
　　　※対前年度、17.7％、19,707人　増加
○　決算見込額　平成20年度　97,011千円
　　　　　　　　前年度 　　　99,200千円
　　　※市への返還金　2,000千円（見込）
　　　　（前年度返還金　2,586千円）
　平成21年度から、浴室の運営を指定管理者が自ら行い経費
縮減を図る。

△ 12,000 99,600 スポーツ課97,011 △ 2,589 △ 2.6% 21.6%

19

18

　指定管理者制度を既に導入している児童
館に加えて、新たに別の児童館への導入を
平成２０年度から順次追加する。指定管理
者制度の導入による経費削減に加えて、保
育士の保育園等への配置転換により職員数
の抑制を図る。

（民間委託等の推進）　　　　合計 12,295 596,990 492,655 △ 104,335 △ 17.5%

△ 8,973 △ 15.8% 児童課2-18

よう指導した。地域に求められる児童館になるよう期待して
いる。
○　導入の状況
　新①熊之庄児童館（平成20年4月1日～　）4年間
　継②九之坪児童館（　同上　）　　4年間
　継③宇福寺児童館（　同上　）　　4年間
　継④鍜治ケ一色児童館（　同上　）4年間
　継⑤沖村児童館（　同上　）　　　4年間
○　平成21年度～　予定
　　①六ツ師児童館
　　②井瀬木児童館

1,514 56,848 △ 592.7%47,875

25/32



（単位：千円）

取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

定員管理の適正化

　団塊の世代の退職時期を迎え、多くの定
年退職者が予定されることから行政組織、
機構の再編、事務事業の合理化・民間委託
及び公共施設の民間委託・指定管理者制度
の導入等を推進するなかで、退職者の補充
を抑制し、計画的かつ継続的に職員数の削
減を図る。

収入役の廃止

- - - - - -

（定員管理の適正化）　　合計 △ 370,745 4,227,667 3,880,194 △ 347,473 △ 8.2%

担  当  課

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

20年度実績額

※ ○付き数字は集中改革プランに係る当該取組事項の実施、一部実施、廃止または中止の計画年度であり、取組前決算額（b欄）は集中改革プランに取り組む前年度の決算額を示す。

3,880,194 93.7%

人事秘書課

△ 370,745 △ 347,473 △ 8.2% 人事秘書課4,227,667

3-2

　平成18年3月20日の合併以降、収入役を任命しないで対応
している。
　制度上でも、地方自治法及び同法施行令の改正（平成19年
4月1日施行）により、特別職の収入役は廃止され、一般職の
会計管理者に改められた。

　地方自治法及び同法施行令の改正により
平成１９年４月１日から収入役が廃止され
会計管理者に改められるため、合併後は収
入役を任命しないで対応する。

⑶ 定員管理の適正化

3-1

　適正化計画に従い、退職者の補充を抑制し、継続して職員
数の削減を実施した。
　　合併時職員数：552名
　　前年度（19年度）退職者数：32名
　　20年度　　　　　採用者数：17名　※15名削減
　　平成20年4月1日現在職員数：520名

改善・改革の内容及び効果通番

18

18
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（単位：千円）

取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

給与表の適正化

　運転手、清掃員、用務員、調理員の技能
労務職１８名に対し、平成１８年４月から
行政職給料表（行二）を適用することによ
り、人件費を削減する。

時間外勤務の削減

　対前年度比５％の削減を目標に管理職の
適正な管理により時間外勤務を削減する。

特殊勤務手当の削減

　運転手手当、動物死体処理手当、防疫手
当、保健指導手当、社会教育主事手当、学
芸員手当、司書手当、土木施工管理技師手
当、建築士手当、用地交渉手当、行旅死亡
人手当、徴収手当、日曜常勤手当、生活保
護世帯自立助成指導手当を、平成１８年４
月から廃止する。
　可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなどのご
み収集作業を行ったときの清掃業務手当に
ついても削減する。

（給与の適正化）　　合計 △ 22,942 151,949 130,329 △ 21,620 △ 14.2%

1,2009,489

△ 9.4%

担  当  課

△ 8,289 △ 87.4% 人事秘書課

人事秘書課

4-2

　代表監査委員の協力を得て、管理職を対象に、「時間外勤
務削減」をテーマに講演会を行った。また、時間外勤務の多
いグループに対しては、改善計画書を求めた。
　今後は、合理的な仕事を処理する事務能力の向上、管理職
の的確な状況把握及び指導力向上に結びつく研修や出退勤管
理のしくみづくりを通じて、さらなる取組を進める。

142,460

4-3

　平成20年度は清掃業務手当を５００円とした。既に、平
成18年度に運転手手当、動物死体処理手当、防疫手当等の
各種特殊勤務手当は、全て廃止した（15種類）。
　この実施により、北名古屋市職員の特殊勤務手当に関する
条例に残るのは、災害対策手当のみである。
　　災害対策手当：1回2,000円
　　　（時間外勤務手当との併給はしない。）

△ 8,239

- -

20年度実績額

△ 14,703 △ 13,331129,129

⑷ 給与の適正化

4-1
　技能労務職員については、平成18年4月から行政職給料
表（行二）を適用している。

-

通番 改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

※ ○付き数字は集中改革プランに係る当該取組事項の実施、一部実施、廃止または中止の計画年度であり、取組前決算額（b欄）は集中改革プランに取り組む前年度の決算額を示す。

-

達成率
d/a

-

人事秘書課

-

90.7%

100.6%

18

18

18
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（単位：千円）

取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

ごみ袋売捌人組合補助金の廃止

　師勝町では、ごみ袋売捌人組合（師勝町
商工会内）に、指定ごみ袋の作成から販売
までの業務に対し、補助金を交付していた
が、合併後は、作成・購入を行政が行い、
市民への販売については行政が個別に商店
等に委託することにより、補助金を廃止す
る。

社会福祉協議会補助金の削減

　旧２町の社会福祉協議会にそれぞれ交付
していた補助金を、社会福祉協議会の合併

担  当  課
達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

20年度実績額

△ 18 4% 社会福祉課

-

5 2

　地域福祉推進の中核となる社会福祉協議会の進展を図るた
め、その運営に要する経費に対して補助金を交付した。
　交付に当たっては、人件費等の見直しを含めて、事業の簡
素・効率化、事業運営の改善を図り、自主財源の確保にも努
めるように促した。
　平成18年度からの実績は、次のとおりである。

平成18年度 交付額 75 300 000円 △ 1 109 76 157 62 158 △ 13 999

- - - -

通番

環境課

1262 3%

⑸ 外郭団体の見直し

5-1

　補助金については、平成18年度に廃止した。
　ごみ袋の作成及び販売は、市が業者（取扱店）に委託する
ことにより実施しており、ごみ袋の販売料金は市の歳入とし
ている。

-

※ ○付き数字は集中改革プランに係る当該取組事項の実施、一部実施、廃止または中止の計画年度であり、取組前決算額（b欄）は集中改革プランに取り組む前年度の決算額を示す。

18

18

していた補助金を、社会福祉協議会の合併
に伴い、人件費及び事務所費等の運営に必
要な経費については、引き続き補助金を交
付するが、事業費については、自主財源の
確保に努めるように促し、補助金を見直し
て削減を図る。

心身障害者福祉協会補助金の削減

　旧２町の心身障害者福祉協会の活動に要
する経費に対し、それぞれ補助金を交付し
ていたが、合併により、市心身障害者福祉
協会になり、現在、運営基盤を構築中のた
め、補助金の一部を削減し補助する。

社会福祉課

△ 18.4% 社会福祉課

5-3

　協会は、障害のある方が、地域で安心して自立した生活を
おくれるよう、各種の活動や行事を継続して実施している。
　市は、そうした活動等に対して補助をし、障害を持つ方が
増えているなかで、市としての基盤の構築や会員相互の親睦
が図れるよう援助している。
○　主な活動
　・愛知県スポーツ大会参加
　・レクリエーション実施
　・市文化祭作品展に出品
　・市障害者スポーツ交流会参加
　・県身体障害者福祉大会出席
　・赤い羽根共同募金活動
　・歳末たすけあい街頭募金活動
　・在宅重度障害者訪問及び慰問品配布

△ 407 2,558 1,740 △ 818 △ 32.0%

5-2 　　平成18年度 交付額 75,300,000円
　　　　　　  　（確定額　71,485,560円）
　　平成19年度　交付額　70,500,000円
　　　　　　　　（確定額　68,793,263円）
　　平成20年度　交付額　62,158,000円
　　※確定額とは、実際に支出した額であり、過交付分について
　　　返還となる。

△ 1,109 76,157 62,158 △ 13,999 1262.3%

201.0%

18

18

18
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

20年度実績額

通番

商工会合併の促進

　師勝町商工会と西春町商工会の合併は、
長年培われた歴史や各種事業の取組が異な
るため、時間を要しているのが実情である
が、合併についての検討の進捗状況を把握
しつつ、行政と一体的な商工業振興施策を
より効果的に実施できるよう両商工会に働
きかけて合併を促進する。

31,916 △ 1,834 △ 5.4% 100.0%5-4

　両商工会に対する市の補助金は、次のとおりである。
　　平成18年度　32,930千円
　　平成19年度　32,361千円
　　平成20年度　31,916千円
　　　　対前年　445千円削減
《参考》
　市の合併前（旧町の補助金）
　　　師勝町商工会　15,600千円（17年度決算額）
　　　西春町商工会　18,150千円（　　　〃　　 ）
　　　　　　計　　 33,750千円
○　平成20年度合併への動き
　・合併研究会　8回
　・北名古屋市地区商工会合併協議会　5回
　・合併調印式　11月
　・臨時総会
　・設立委員会
○　合併日　平成21年4月1日

△ 1,834 33,750 商工農政課

21

19カード事業協同組合補助金の削減

　師勝・西春のカード事業協同組合は、平
成１８年１２月１日の合併に向けて現在、
システムの異なるカード発行機器の買い換
え等準備を進めているので、これらに対し
補助金を交付し、その後は、組合員の新規
加入の促進を図るとともに、サービスの統
一化及び各種販売促進事業の整理合理化に
より、補助金を削減する。

体育協会補助事業の充実

　体育協会は、２０団体が加盟して、平成
１８年５月２８日に発足した。市は、同協
会が行うスポーツ振興を展開する事業及び
各加盟団体の活動支援等を行っているが、
合併で間もないため、加盟団体の融和、統
一を図りつつ、会員の増加及び自主運営化
を図る。

11,100 △ 980 △ 8.1% スポーツ課5-6

　チャレンジマラソンをはじめとする各種事業の運営、実施
を通して、市民との協働、会員相互の親睦、融和を図るとと
もに、スポーツの振興・普及に貢献した。

○　チャレンジマラソン参加者数
　　　平成20年度　5,357人
　　　前年度　　　 5,153人（対前年　204人増加）

- 12,080 -

- 商工農政課5-5

　北名古屋市カード事業協同組合は、東西でポイントカード
発行機器のシステムが異なっていたため、平成18年度にシ
ステムの統合を実施した。
　カード事業協同組合は、毎年、満点カード抽選会、プレミ
アムお買い物券発行など各種の加盟店の活性化事業を行って
いる。

○　組合加盟店舗数　92店舗（平成21年1月1日現在）

- 0 3,000 3,000 皆増

19

18
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

20年度実績額

通番

レクリエーション協会補助事業の推進

　レクリエーション協会は、１１団体で構
成し、市民が心身ともに健全で豊かな明る
い生活を増進するため、手軽で安上がりに
でき、家族も一緒に楽しめるレクリエー
ションの輪を市内全域に広げるとともに、
指導者の育成、会員等の増加及び自主運営
化を図る。

（外郭団体の見直し）　　合計 △ 3,350 124,945 110,666 △ 14,279 △ 11.4%

752 352 88%5-7

　レクリエーション協会の主な事業は、次のとおりである。
なかでも、「全国一斉あそびの日」は、平成19年度まで教
育委員会が実施していた事業であるが、平成20年度からは
レクリエーション協会が実施する補助事業とした。
　・レクリエーション指導者養成講習会開催
　・スポーツ・レクリエーション祭開催
　・全国一斉あそびの日開催
○　加盟団体数
　　　平成20年度　12団体
　　　前年度　　  　11団体

- 400 スポーツ課-

18
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（単位：千円）

取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

財政の健全化

　総合計画に基づき、財政計画を作成し、
投資的事業の選択、市債の発行を抑制する
とともに経常経費の節減を図り、財政の健
全化を推進する。目標として、市債の残高
は、市税収入の２倍とし、元利償還金は市
税収入の１割を限度とするとともに、経常
収支比率についても、７５％以下になるよ
うに努める。

担  当  課
達成率
d/a

財政課

※ ○付き数字は集中改革プランに係る当該取組事項の実施、一部実施、廃止または中止の計画年度であり、取組前決算額（b欄）は集中改革プランに取り組む前年度の決算額を示す。

改善・改革の内容及び効果

--

通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

⑹ 財政の健全化

6-1

○　取組内容
　・投資的経費の抑制
　・市債発行の抑制（プライマリーバランスを考慮）
　・経常経費の節減
○　経常収支比率
　　　平成18年度　81.0％
　　　平成19年度　84.8％
　　　※前年度対比　3.8％増
　平成20年度は、プライマリーバランスの黒字化を目標に道
路新設改良工事等の普通建設事業は抑制、各種契約について
も、長期継続契約を積極的に活用して経常経費を削減し、財
政の健全化を図ることができた。
　しかし、平成19年度決算では、扶助費、一部事務組合負担
金、特別会計への繰出金等が増大した結果、上記のように経
常収支比率の急激な悪化を招いた。

20年度実績額

- - --

18

18予算科目等の簡素化

　予算の事業名は、市がどのような事業を
実施しようとしているかを市民の目から見
ても分かりやすい表現とする。
　例：人にやさしい歩道設置事業、子ども
が参加するウォーキング事業ほか

公債費の抑制

　政府資金及び郵政公社等の市債発行分の
高利率市債について、借り換えにより利子
を削減する計画をしたが、平成19年10月
19日に出された国の指針により、財政力
指数１．０以上の地方公共団体は対象とし
ない判断がされた。本市は、集中改革プラ
ン計画中に１．０を下回る見込みがない状
況のため、計画を中止する。

- -

-

財政課-

財政課- -- --

- -

6-2

　事業名を分かりやすい表現にする取組は、事業科目を細分
化することになり、予算書のページ数増加につながる。
　予算書とは別に、予算資料を作成しており、予算資料にお
いて、分かりやすい表現になるよう改善に努めている。

6-3

　平成19年10月に、国の指針が決定されたことにより、高
利率の市債を借り換えて利子を削減することができなくなっ
た。
　※財政力指数が1.0以上の地方公共団体は対象としない。
○　本市の財政力指数
　　　平成20年度　1.063
○　公債費（特別会計含む）
　　　平成20年度決算見込額　1,476,653千円
○　利子（特別会計含む）
　　　平成20年度決算見込額　  324,022千円

-

18

18

20
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

20年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担  当  課
達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果通番

プラン改訂版
20年度
効果額

（計画額）
　
a

20年度実績額

銀行等引受債の借入方法と借入先の合理
化・低減化

　借入は固定金利方式で行っているが、事
業内容により償還期間等を変更している。
利子については、見積合せから入札方式に
変更し、低金利化を図るとともに、金融機
関についても、市指定金融機関及び収納代
理金融機関全社を対象とし、公債費の低減
化を図る。

各種委託の長期継続契約化の推進

財政課6-4

　銀行の借入利率は、政府資金と比較すると低利になる場合
があるので、今後は、政府資金から銀行資金に切替を検討す
る必要がある。ただし、固定金利の場合は、 長10年の貸付
期間となる。また、市場金利の影響を受けるので、借入時期
の調整が必要である。
○　取組内容
　・入札により、借入利率の低利化、透明化を図った。
○　平成20年度実績
　・合併特例債
　　　借入金額　　117,000千円
　　　借入先　　　中日信用金庫　西春支店
     　 借入利率　　1.210％
　・西春中学校整備事業
　　　借入金額　　128,000千円
　　　借入先　　　中日信用金庫　西春支店
     　 借入利率　　1.150％

- - -- - -

18

18各種委託の長期継続契約化の推進

　地方自治法及び同法施行令の改正に伴い
年度を越えての長期間の契約締結が可能と
なるため、各種委託業務に係る契約の半数
程度を長期継続契約に切り替えるととも
に、契約時期の分散化を図り、経費の節減
を図る。

（財政の健全化）　　合計 - - - - - -

6-5

　長期継続契約の実績は、次のとおりである。
　　　平成18年度　 19件
　　　平成19年度　 61件
　　　平成20年度　   7件
　　　　　合計　　  87件
　今後は、特定の業者以外管理のできない業務で、競争原理
が働かず単年契約で実施してきた業務についても、長期継続
契約の対象とする。

- - - - - 財政課-

18
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