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（単位：千円）

取組前
決算額

19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)

16,501 1,386,432 1,246,714 △ 70,877 △ 15,080 △ 5.1% △ 91.4%

61,698 632,584 743,767 111,183 19,540 17.6% 31.7%

△ 254,176 4,242,367 3,979,447 △ 262,920 △ 262,920 △ 6.2% 103.4%

△ 20,514 151,949 83,453 △ 68,496 △ 68,496 △ 45.1% 333.9%

△ 12,415 139,131 119,591 △ 19,540 △ 18,960 △ 14.0% 152.7%

△ 5,000 222,562 301,126 78,564 78,564 35.3% △ 1571.3%

△ 213,906 6,775,025 6,474,098 △ 232,086 △ 267,352 △ 3.4% 125.0%

注1:

注2:

注3: f欄は、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増加又は減少であるのか百分率で示しています。

比較（増減額）は、19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19年度の全取組事項の効果額であり、「事務･事業の再編･整理、廃止･統合」については、各取組事項ごとに効果額を集計した金
額。また、e欄は達成率を出すために集中改革プランに効果額（計画額）のある取り組み分（a欄該当分）を集計。

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。）

定員管理の適正化

給与の適正化

外郭団体の見直し

財政の健全化

平成１９年度　集中改革プラン実施結果集計表

合　　計

19年度事務事業実績額

達成率
集中改革ﾌﾟﾗﾝ
19年度効果額

（計画額）
比較

（増減額）
※注1

※注2

※注3



【d欄】
　※効果額

【e欄】

千円

千円

千円 差引（A－B） △ 232,086 千円

千円 差引（①－②） △ 267,352 千円

効果額（d欄）が増加増加増加増加の取組みの合計　B 301,927

内、e欄該当分　② 182,659

効果額（d欄）が削減削減削減削減の取組みの合計　A △ 534,013

内、e欄該当分　① △ 450,011

補足事項

この内容は、各グループがそれぞれに目標を立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第一の目的ですが、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、市として新たに取り組む市民サービ
スについては、支出の増加を招くが総合計画のまちづくりの基本理念を展開するため、プラ
ンに加えることとした。

増減率【f欄】
上記、比較（増減額）のd欄（効果額）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増加又は減少であるのか百分率で示したもの。

達成率【g欄】
平成19年度の集中改革プラン（a欄の計画額）が、どれだけ達成できたかを百分率で示し
たもの。

19年度決算見込額【c欄】 集中改革プランの取組事項に係る平成19年度の決算見込額（平成20年1月末現在）。

比較（増減額）

平成19年度に実施した集中改革プランの全体の効果額です。削減分と増加分をトータルし
た数値。

集中改革プランの達成率を出すために、d欄の内、集中改革プランに効果額（計画額）のあ
る取り組み分（a欄該当分）の効果額を集計したもの。（集中改革プランのなかには、効果
額を伴わない取組や策定時には具体的な見直し方法が定まっていない取組などで効果額が空
白のものがあります。）

平成１９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19年度効果額（計画額）【a欄】
平成21年度までの集中改革プラン効果額（計画額）の内、平成19年度に係る効果額（計画
額）です。※ 「△」は減少（マイナス）の意味。

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。



（単位：千円）

取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19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を段
階的に減額し、経費の削減を図る。

改善・改革の内容及び効果

平成平成平成平成19191919年度年度年度年度　　　　集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン実施結果実施結果実施結果実施結果

⑴⑴⑴⑴ 事務 事務 事務 事務・・・・事業事業事業事業のののの再編再編再編再編・・・・整理整理整理整理、、、、廃止廃止廃止廃止・・・・統合統合統合統合

達成率
d/a

19年度実績額

1-1

　統廃合を検討するプロジェクトチームを設置する
とともに、各グループのヒアリングを実施してイベ
ント項目等を確認した。
　特に、夏まつりとして開催される、市民まつりと
平盆まつりについて、両実行委員会代表者と市担当
者の打合せ会を実施（２回）し、平成２０年度は開
催日をずらして開催することとした。

－

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

33,103 21,487 △ 11,616 △ 35.1% － 行政改革推進室

1-2
　整理合理化をするためのプロジェクトチームを設
置するとともに、各グループのヒアリングを実施し
て、団体及び個人への補助金の現況を確認した。

－ 663,411 634,514 △ 28,897 △ 4.4% －

1-3
　平成１９年９月に、組織・機構検討委員会を設置
して１１回の会議及び先進地の視察を実施し、平成
２１年度実施を目指して素案を作成した。

－ －

1-4
　算定基礎となる自治会指導者育成費（1名/400世
帯）を6万円から4万5千円に減額した。

△ 1,305 13,590

行政改革推進室

－ － － － 行政Ｇ

行政Ｇ12,555 △ 1,035 △ 7.6% 79.3%

※ ○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）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。
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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最新情
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。

行政Ｇ495 △ 156 △ 24.0% 39.0%1-6

　５５種類の加除式本のうち、次の追録を廃止し
た。
　　行政グループ　４種
　　人事・秘書グループ　５種
　　収納グループ　１種

△ 400 651

△ 156550

△ 1.6%9,511 △ 152

　北名古屋市としての例規システムを平成18年度に
構築し、市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ようにしている。

－

　取組事項の名称は削減であるが、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　23団体（18年度実績19団体）
　　推進事業　　4団体（18年度実績3団体）

△ 242

－

1-7 － 706

　1人年1回の研修を目標に取り組んだ。具体的には
つぎのとおり。
　　一般的知識を身に付ける研修　 47人
　　公務員としての基礎的研修　 　54人
　　市独自研修　ＯＪＴ研修　　 　71人
　　ＯＡ研修　　　　　　 　　　 106人
　　法制執務研修　　  　     　　　50人

企画・広報Ｇ

－

△ 20.6%

△ 22.1% 人事・秘書Ｇ

9,6631-8

1-5

62.8%

6,666 5,292 △ 1,374 行政Ｇ
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。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。

皆増198107

　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、次の研修
を実施した。
　セキュリティ研修　受講者：495人（8回）
　情報セキュリティ研修（ｅ－ラーニング）
　　　基礎コース　受講者：26人
　　　応用コース　受講者：14人
　職員技能向上研修（下記各コース定員10人）
　　　ワード　　初級　受講者：9人
　　　　　　　　応用　受講者：9人
　　　エクセル　初級　受講者：9人
　　　　　　　　応用　受講者：9人
　　　　　　　　関数　受講者：9人
　　　アクセス　初級　受講者：10人
　　　　　　　　応用　受講者：5人
　　　パワーポイント　受講者：8人
　高度情報セキュリティ研修
　　　専門研修　　受講者：1人
　その他　専門研修　情報グループ職員受講

1-11 0 198 185.0% 情報Ｇ

△ 34.6%

△ 500 0 企画・広報Ｇ

△ 1,365 △ 5.3% 情報Ｇ1-10 26,000 3,948 2,583

　本年度から、OA機器等の集中管理ができ、セ
キュリティ対策にも効果的なシンクライアント方式
を一部導入する予定であったが、導入効果を高める
ため、既存パソコンの８割が入替え対象となる平成
２０年度に一括導入することとした。

1-9 500

　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。しかし、あいさつ運動啓発
チラシ作成するためのチラシデザインの提供など、
側面的支援は実施している。

100%△ 100%△ 500
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。また、試
行している予定価格の事前公表は中止す
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。

防災Ｇ47,131 25,486 117.7% －1-15

　合併前の両町が実施していた福祉巡回バス及びく
るくるタクシーは平成19年6月末に廃止し、新たな
市民サービスとして、平成19年7月からきたバスを
運行している。きたバスは、従来の福祉バスとして
の機能に加え、朝夕の通勤・通学者の足として4台
の車両により運行している。利用状況は次のとおり
である。
【4月～6月】
　福祉巡回バス（バス1台/2路線）
　　　　利用者　2,523人（平均　41人）
　くるくるタクシー（ワゴン車4台/6路線）
　　　　利用者　3,591人（平均　64人）
【7月～12月】
　きたバス（バス2台/ワゴン車2台）
　　　　利用者　46,591人（平均　315人）

－ 21,645

1-14

　平成20～21年度に係る入札参加申請を電子化し
た。電子申請のできない業者等については、従来ど
おり用紙で受け付けた。
　受付（用紙）　平成20～21年度分　約11件
　　※前回（18～19年度分）　約1,400件

2,915 3,082 6,913 3,831 124.3% 131.4% 財政・管財Ｇ

皆増1,575

－

　財政・管財グループが、市の全ての入札を統一し
て実施し、事務合理化を図った。予定価格について
は、県及び周辺市町村の動向に配慮し、引き続き公
表した。
【実績】
　入札日数　23日（289件）　20年1月現在
　　※前年度（18年度）　32日（742件）

－－ － － 財政・管財Ｇ1-13 －

－ 財政・管財Ｇ

　前年度に引き続いて、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、わか
りやすくするため、契約システム調書のレイアウト
を一部変更した。
【実績】　20年1月現在
　指名業者選定委員会　22回（301件）
　　※前年度（18年度）　25回（696件）
（参考）
　レイアウト（契約システム調書）変更費用
　　　　　　　　　　　　1,575千円

1-12 － 0 1,575

18

18

19

19

4/30



取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

５３０（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５３０（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。

納期前納付報奨金の削減

　最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。

環境Ｇ

1-19

　平成19年度12月議会において、次のとおり条例
改正をした（平成20年4月1日施行）。
　交付率　　　　100分の0.5
　　　　　　　　（改正前　100分の0.7）
　交付限度額　　3万円
　　　　　　　　（改正前  5万円）

－ 156,331 156,331 0 0% － 税務（東・西）Ｇ

－ － － －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、駐車場として利用している。行政財産か
ら普通財産に切り替えた。

4,820 －

1-16
　平成19年8月から廃プラスチック収集を開始し、
日量約３ｔを回収した。実施に伴い、前年と比較し
て可燃ごみの排出量を約６％削減した。

58,000 0 49,300 49,300 皆増 85.0% 環境Ｇ

　5月27日（日）に実施し、各地域及び団体から約
1万人の参加があった。収集されたごみの量は次の
とおりで、資源ごみの売却金は、自治会や集団回収
団体へ還元した。
　可燃ごみ  　3,130ｋｇ
　不燃ごみ  　2,770ｋｇ
　資源ごみ
　　びん 　　　　   76ｋｇ
　　かん・アルミ 　32ｋｇ
　　スチール    　 134ｋｇ
　　ペットボトル　102ｋｇ

△ 73.7%1-17 800 380 100 △ 280 △ 35.0% 環境Ｇ

19

18

19

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

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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

　旧２町において支給方法が異なり、師勝
町では医療機関の証明書（本人が取りに行
く）を必要としたが、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。

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。

福祉東Ｇ18,571 6,328 51.7% 95.0%1-23

　複数設置及び民間導入について、市民サービス向
上の視点から次のとおり検討した。
【複数設置】
　市の生活圏を２圏域（西地区・東地区）に区分
し、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の
複数体制を確立する。
【民間導入】
　適切な人員を確保し、円滑な業務運営、支援相
談、サービスの提供を推進するため、現行の市直営
の支援体制を継続することとする。

6,660 12,243

収納Ｇ

1-22

　1食当たり市の負担額を300円から200円に減額
した（平成19年4月）。減額による利用者負担を考
慮し、弁当1食の単価を500円から840円の間で選
択できるようにした（従前一律700円）。
　利用者数140人（平成19年11月現在）

△ 2,436 11,558 6,360 △ 5,198 △ 45.0% 213.4% 福祉東Ｇ

18,315 18,315 皆増 101.8%1-20

　コンビニ納税電算システムを開発した。平成20年
度から実施する。
　※取扱い税目：市県民税（普通徴収）、固定資
　　産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康
　　保険税、介護保険料

18,000 0

　福祉給付金の支払いは、3か月ごと（6･9･12・3
月）にまとめて実施した。また、支払通知は、年4
回とし郵送料の削減を図った。
　　福祉給付金対象者数：1,187人
                     （Ｈ20．2．7現在）

市民（東・西）Ｇ1-21 △ 170 137.1%△ 53.9%△ 233432 199

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

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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

　支給方法を８５歳以上で、５年ごとの節
目方式にして事業費の削減を図る。

タクシー料金助成事業の削減

　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１，０００円券（年１２枚）にする
ことで、補助金の削減を図る。

△ 37.7%

△ 49.8%

　本年度（19年度）、廃止した。

　5年ごとの節目方式は見合わせ、対象者全員に支
給した。
　対象者　満85歳以上（1,152人）
　支給額　576万円（5千円/1人）
　　※18年度　満85～94歳　1万円/1人
　　　　　　　満95歳以上　1万5千円/1人

△ 318 79.5%318 0 △ 100%

　平成18年度に廃止した。

　　平成19年度効果額　　△49,153千円
　　　※実施していた場合の事業費（見込）

　外出困難な障害（児）者に対し、自動車の所有者
規制を緩和するとともに、タクシー券又はガソリン
券を交付した。
【ガソリン券】　24枚（500円/１枚）
　※平成18年度：36枚（500円/１枚）
【タクシー券】　48枚（基本料金分）
　　　　　　　　利用できるタクシー事業者の
　　　　　　　　拡大を図った。

△ 2,583

福祉西Ｇ

1-26 △ 7,400 11,485 5,760 △ 5,725 77.4% 福祉西Ｇ

1-25 △ 400

1-24 △ 49,153 130,429 0 △ 49,153 100% 福祉西Ｇ

1-27 19,828 17,334 △ 2,494 △ 12.6% 96.6% 福祉西Ｇ

18
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19

19

7/30



取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

皆増

　平成18年度に始めた妊婦健康診査の県外医療機関
での受診に加えて、本年度は乳児健康診査について
も県外受診を可能とした。
【県外医療券】
　受診前に医療券を申請。
　受診後に健診料金を還付。
　　県外医療券利用者（H19.12月末現在）
　　　　妊婦（第1回）　7件　※前年度　年3件
　　　　妊婦（第2回）　6件　※前年度　年3件
　　　　乳児　　　　　 3件

160 －0 160 健康Ｇ1-30 －

1-28

　前年度、殆どの貸与品を廃止したが、本年度は長
袖ポロシャツについても貸与を廃止した。上靴のみ
貸与を継続しているが、さらに検討をしていく。
　ポロシャツ廃止分　△588,357円
　　　　　　　（283枚/1枚2,079円）

△ 1,506 1,626 221 △ 1,405 △ 86.4% 93.3% 児童Ｇ

1-29

　次のとおり、発行日を指定して業務の合理化を
図った。
【発行日】
　東保健センター　第2、4月曜日
　西保健センター　第1、3水曜日
　　※指定日に来所できない方は、随時個別に
　　　発行した。
　母子健康手帳発行件数　723件（H19.12月末）
　　　　　うち指定日：417件（57.7％）
　　　　　　 個別発行：306件（42.3％）

－ 20 116 96 480.0% － 健康Ｇ

△ 87 △ 24.6% 79.8%1-31

　父親の妊婦体験や沐浴実習などの体験を含めて実
施した。
　会場：健康ドーム
　日程：2日間コース（年6回）
　（1日目）妊娠中の歯科衛生、父親の妊婦体験
　　　　　　・沐浴実習
　（2日目）分娩経過・呼吸法、妊娠中の栄養等
　参加者数：258名（H19.12月末現在）
　（1日目）初産婦94名、経産婦6名、父親54名
　（2日目）初産婦84名、経産婦5名、父親15名
　　　※前年度　年522名

△ 109 353 健康Ｇ266
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

　子ども健康相談は本年度をもって中止し、20年度
は育児相談のなかで実施する。
【子ども健康相談】　※H20.1月末現在
　　場所：健康ドーム
　　開催回数：5回
　　相談者数：30人（延べ38人）
【育児相談】　※H20.1月末現在
　　場所：東西保健センター
　　開催回数：10回
　　相談者数：219人（延べ402人）

1-32

　乳幼児健康診査及び医療機関受診時に、ポルトガ
ル語などの通訳を同道訪問し、外国人妊産婦の育児
支援を行った。
　　乳児健診　2回（H19.12月末現在）
　　　※18年度　ケース相談　年3回

20 9

－ 216

28 19 211.1% 95.0% 健康Ｇ

健康Ｇ

1-34

　合併前の両町の類似したサークルの統合を図り、
一部民間委託を行った。
【たまごサークル】
【ひよこサークル】
　たまごとひよこのサークルについては、業務委託
をしてベビーマッサージなど幅広く展開をするよう
に努めるとともに、各種事業の紹介をした。
　　場所：健康ドーム
　　回数：年6回
【バンビの会】
　さくらんぼクラブに統合して、依頼があったとき
に相談等の支援をした。
【まりもちゃんの会】
　自主的なグループとなるための支援をした。

－ 0

288 72 33.3% －1-33

30 30 皆増 － 健康Ｇ
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

新エネルギー補助事業の推進

　地球温暖化防止対策の一環として、自然
エネルギーを利用したクリーンエネルギー
の普及を図るための太陽光発電システム設
置工事費に対する補助は、省資源・省エネ
に対する市民意識の浸透状況を勘案しなが
ら、対象者数の増加を図るものの補助単価
は縮小して補助事業を継続する。

460.1%

△ 100%

　一般不妊治療費の助成を次のとおり見直した。
　　適用時期：平成19年7月
　　助成額：上限5万円
　　項目：原因検査、特殊検査、一般治療
（原因検査）
　不妊症スクリーニング検査、精液検査、
  精巣生検、子宮卵管造影等
（特殊検査）
　手術療法
（一般治療）
　タイミング療法、ホルモン療法、超音波検査、
　排卵誘発、人工授精
　　所得制限：730万円未満
　　　※夫と妻の前年所得の合計額
　　申請者数：70組　※H20.3月末現在
　　　（18年度：31人）
　　助成金額：1,825,020円　※H20.3月末現在
　　　（18年度：633,300円）

　平成１９年度　事業廃止1-36 △ 28 32 0

1-35 350 326 1,826 1,500 428.6% 健康Ｇ

△ 164.0% 産業Ｇ

△ 32 114.3% 健康Ｇ

△ 656 △ 21.5%1-37

　次のとおり実施した。
　　補助単価：6万円/１ｋＷ
　　　　　　（前年度8万円/１ｋＷ）
　　対象者数：12名（前年度11名）
　　補助総額：2,398,000円
　　（前年度　3,054,000円）

400 3,054 2,398
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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
 397,000

※19年度決
算見込額×
3％縮減分　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。

－ － △ 11,910

20,740 △ 10,693 △ 34.0% 371.3%1-39

　補助率等を見直し、次のとおり実施した。

※H20.2月末現在
【融資額1,000万円超】（前年度：1,000万円超）
　30％（前年度：40％）
　39件（前年度：年31件）
【500万円超～1,000万円以下】
　　　（前年度：700万円超～1,000万円以下）
　80％（前年度：90％）
　40件（前年度：年35件）
【500万円以下】（前年度：700万円以下）
　90％（前年度：100％）
106件（前年度：年167件）

△ 2,880 31,433

　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）

　次のとおり実施した。
【舗装の復旧】
　他事業と調整し、回数を削減。
　歩道舗装643㎡。
【日数の削減】
　ボックスカルバートの縦締め工法を採用し、土留
材やウェルポイントの使用日数を削減。鉄筋組み立
て日数2日間。
【借地料削減】
　土地開発公社から無償で工事用ヤードを借りた。
　無償借地面積529.29㎡。
※効果額は、工事費の3％コスト縮減分を計上し
た。

△ 30,000

1-40

39.7%皆減

△ 2,174 53.3% 産業Ｇ

都市整備Ｇ

△ 100%

産業Ｇ

1-38 △ 4,075 2,174 0

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

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

△ 505 △ 9.7% 505.0% 下水道Ｇ

－

　児童生徒等の負担を軽減することと給食費の未納
者対策として、教材費とあわせて口座振替を実施し
た結果は次のとおりである。
　　未納額：2,126,655円　※H19.12月末現在
　　（前年度決算時：1,487,448円）
　　収納率：99.00％
　　（前年度決算時：99.45％）

　渇水期における点検回数を減らすことにより、維
持管理費を削減した。
　　点検回数：年9回（前年度：年10回）

512

　電子メールを活用し、迅速な情報の伝達及び報告
に努めた。ただし、紙の使用量の削減については、
県からの文書など、電子メールと文書の取扱いが統
一されておらず、削減量の測定が困難である。
（電子メールの割合は、報告を伴う文書の概ね半数
である。）

　未登録の保護者に対して、迅速に情報提供のでき
るメール配信の登録を呼びかけた。
　　登録率：全校平均約87％（H20.1月現在）

△ 100

428 83.6%76 504 563.2% 学校教育Ｇ

1-44 － － － － － 学校教育Ｇ

1-43

△ 80 100% 学校教育Ｇ△ 14.3%

1-41 5,230 4,725

1-42 △ 80 560 480
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

生涯学習Ｇ1,557 45 3.0% △ 62.5%1-47

　市内寺院等が保有する指定文化財について、市民
等に積極的に公開をされるように推進している。新
たに平田寺を対象とし、定期的に文化財の公開がさ
れた。

△ 72 1,512

△ 4.8%

△ 9.6%

　昨年募集した「第１回北なごやおはなし大賞」作
品を上演するなど、青少年のボランティアの協力を
得て、市民との協働、親子のふれあいを意識して実
施した。
　　開催期日：平成19年8月18日（土）
　　　　　　　　　　　～19日（日）　2日間
　　観客数：延べ3,154名（前年度：3,085名）
　　特別公演：691名（前年度：624名）
　　　※「大どろぼうホッツェンプロッツ」に小学
　　　　2年生の親子169組を招待した。
　　発券枚数：768枚（前年度：733枚）
　　参加ボランティア：市内3中学校、延べ71名

△ 43248 905 862 生涯学習Ｇ

1-46 156 11,171 10,098 △ 1,073 △ 687.8% 生涯学習Ｇ

1-45

　利用状況は次のとおりである。
〔平成19年4月1日から12月31日までの間〕
　美浜町　　　305名（補助金額　855,500円）
　南知多町　1,735名（補助金額　4,832,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）
　大桑村　　　304名（補助金額　720,700円）
　伊勢市　　　　36名（補助金額　105,000円）
　鳳来町　　　　54名（補助金額　154,000円）
　越前町　　　293名（補助金額　801,500円）
　浜松市　　　　74名（補助金額　192,000円）
　松阪市　　　　40名（補助金額　115,000円）
　　合計　2,841名（補助金額　7,776,200円）

△ 17.3%

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

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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（仮称）男女共
同参画プランを作成し、事業を促進する。

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、現在の３１％から平成２０年度に
は３５％を目標として啓発を行う。

1-48

　「男女共同参画プラン」を策定し、平成20年2月
にホームページ等により公表した。男女共同参画に
係る事業を次のとおり実施し、啓発に努めた。
○国立女性教育会館主催事業及び日本女性会議
　2007ひろしまへの委員派遣（3名）
○市民ワークショップの開催（3回）
○市民による男女共同参画推進補助事業（映画会、
　命の講演会）の実施
○あいち国際女性映画祭を開催
　※ハンガリー映画の上映及び主演ゲストトークを
　実施（参加者400人）
○男女共同参画セミナー～ライフアップセミナーを
　実施（3回）
　　　老後を豊かに過ごす　参加者18人
　　　漢方で元気　　　　　　参加者28人
　　　主夫実践！自分らしい生き方　参加者10人
○男女共同参画情報誌「とらいあんぐる」全戸配付
　（年2回、33,800部、34,200部）

1,934 4,186 5,542 1,356 32.4% 70.1% 生涯学習Ｇ

－

　平成19年4月1日現在の委員構成は、次のとおり
である。
【行政委員会】
　　選挙管理委員会
　　（女性1名/全4名、女性比率25％）
　　公平委員会
　　（女性0名/全3名、女性比率0％）
　　監査委員
　　 （女性0名/全2名、女性比率0％）
　　固定資産評価審査委員会
　　（女性0名/全3名、女性比率0％）
　　農業委員会
　　（女性1名/全19名、女性比率5.3％）
　　教育委員会
　　 （女性1名/全5名、女性比率20％）
【審議会】（法令・条例で設置義務付け）
　　21審議会 （女性81名/全293名、27.6％）
　　※うち女性委員0名の審議会数　2
【審議会】（規則で設置義務付け）
　　14審議会 （女性109名／全298名、
36.6％）
　　※うち女性委員0名の審議会数　0

－ －－ － 生涯学習Ｇ1-49 －
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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、必要最
低限とし、経費の削減を図る。

議会Ｇ343 △ 702 △ 67.2% 45.1%1-53
　29種類ある追録式図書のうち、18年度に22種類
を廃止して7種類のみとしている。

△ 1,557 1,045

生涯学習Ｇ11,301 △ 3,316 △ 22.7% －1-50

　東西図書館は、それぞれの旧システムを使用し、
更新は先送りした。しかし、市民の利便性を考え、
東西別々のシステムを統合して、平成21年2月を目
標に新システムを稼動したい。

－ 14,617

1.4%

△ 2.4%

　東地区にスポーツクラブを設立するため、設立準
備委員会並びに運営委員会を設置し、体験会を実施
して準備を進め、3月には、設立総会を実施した。
【体験会】　10月～2月　18種目　49回
【名称等】　東スポーツクラブの名称に決定した。
会員募集のパンフレットを作成し、市広報1月号に
あわせて全戸配布した。また、スポーツ振興委員、
ボランティア（運営面）の募集をした。
【設立総会】　平成20年3月9日

　ボールペンなど71品目について、業者による見積
合せを行い低価格による単価契約を締結した。各グ
ループに結果を周知し、契約単価による購入を行っ
た。
【契約品目】
　ボールペン　　　　　　10本　　　460円
　蛍光ペン　　　　　　　 10本　　　575円
　合成のり　　　　　　　 20本　　1,965円
　セロハンテープ　　　　10巻　  　800円
　ホッチキス（針）　　　 20個　　　850円
　その他　　66品目

△ 6 6.0%255 249 会計Ｇ1-52 △ 100

1-51 1,200 7,000 7,100 100 8.3% スポーツＧ

20

18

18

18

15/30



取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

財政・管財Ｇ－ △ 525 皆減 100%1-57

　次のとおり、購入ではなくリースに切り替えた。
　　リース台数　　　 7台
　　リース費用　2,413千円
【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）に対する負担を軽減した。
　　@2,500円/時間×30時間/年×7台
　　　　　　　　　=△525,000円（推定値）

△ 525 －

企画・広報Ｇ

1-56
　次のとおり実施した。
【売却】　4筆　170㎡　3,094,000円

－ 0 △ 3,094 △ 3,094 皆減 － 財政・管財Ｇ

－ － － －1-55
　平成20年度からホームページ等に有料広告を掲載
していくことを決定した。

－ －

1-54

【選挙管理委員会】
　東西別々にある期日前投票所を1つにすることに
ついて、選挙管理委員会（平成20年1月17日開
催）において内諾を得た。
　次回の選挙からは、次の予定で実施する。
〔場所〕　健康ドーム
〔人員〕※1日当り
　投票管理者　　　1名（現2名）
　投票管理者職務代理　1名（現2名）
　投票立会人　　　2名（現4名）
　事務従事者　　　7名～10名（現10名～16名）

－ － － － － － 行政Ｇ
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額

　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

改善・改革の内容及び効果
達成率
d/a

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

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。

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。

（事務・事業の再編・整理、廃止・統合）　　合計 16,501 1,386,432 1,246,714 △ 70,877 △ 5.1%

1-60

　健康ドームを乳児等の健診に活用するとともに、
東西の保健センターにおいて各種相談、健診事業を
実施した。効率的な事業展開と事務量の軽減を図る
ため、事務事業の統合と管理の一本化について検討
している。

－ － － － － － 健康Ｇ

△ 17.3%

※ 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。

1-58 － 200,663 165,900 △ 34,763 － 財政・管財Ｇ

　次のとおり、一般競争入札を実施した。
　　件数　1件　※予定価格1億5千万円以上の工事
【効果】
　落札価格　165,900千円…①
　予定価格　214,200千円…②
  落札率　　　　77.45％
　差引　　　 △48,300千円

 ※指名競争入札（工事）の場合の平均落札率
     　　　　　93.68％
　　②×93.68％＝200,663千円…③
　　比較　①－③＝△34,763千円
（参考）
　平成19年度指名競争入札件数（工事）
　　　　　　　105件（H20.1月現在）

1-59

　自主財源である税収の確保を図る必要があるた
め、平成19年4月に収納対策本部を設置し、市税の
収納率向上を目指している。滞納者に対する担税資
力の実態調査を実施した。租税に対する公平性の確
保と市政への信頼性を高めていくためには、未納者
への滞納処分は不可欠と考える。
　また、税源移譲に伴う市民税の伸びなどが収納率
に影響を及ぼしている。

－ － 収納Ｇ－ － － －

19
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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

19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を東西庁舎の日直の
みとし、夜間（東庁舎は２２時まで、西庁
舎は翌朝８時３０分まで）の宿直業務は民
間へ委託するとともに、東庁舎の２２時以
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。

指定管理者制度の導入

　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６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。

－ 行政Ｇ2-2

　新たに、次の施設に指定管理者制度を導入するための調整
をした。
【導入時期：平成20年4月～】
　①総合福祉センターもえの丘　平成24年3月まで
　②熊之庄児童館　　　　　　　平成24年3月まで
【既に導入済】
　①健康ドーム　平成17年12月～平成21年3月
　②陽だまりハウス　平成17年10月～平成21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）
　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）
　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）
　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）

－ －

⑵⑵⑵⑵ 民間委託等 民間委託等 民間委託等 民間委託等のののの推進推進推進推進（（（（指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの活用活用活用活用をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）

2-1

【平成19年7月～9月】
　夜間の宿直勤務について、1名の市職員を残し、2名をシル
バー人材センターへ業務委託する3名体制とした。
【平成19年10月～】
　夜間の宿直勤務について、シルバー人材センターへ全部委
託した。
　　西庁舎　シルバー2名（17：15～翌8：30）
　　東庁舎　シルバー1名（17：15～22：30
　　　　　　　　　　　　　　　　/翌7：30～8：30）
　　　※東庁舎（22：30～翌7：30）　夜間警備委託
○日直勤務（8：30～17：15）は、市職員が実施。
　　西庁舎　市職員2名（土曜日3名）
　　東庁舎　市職員2名（　〃　2名）

707

通番

プラン改訂版
19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）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 12,425 1,089 9.6%

19年度実績額

－ － －

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

154.0% 行政Ｇ
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

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。
※実施年度変更：平成21年度
　　　　　　　　　　　　⇒平成20年度

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。
※実施年度変更：平成２１年度
　　　　　　　　　　　　⇒平成２０年度

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。

福祉東Ｇ2-3

○市社会福祉協議会との協議・折衝を重ね、平成20年度
　から市社会福祉協議会が指定管理者となり、管理運営が
　できる運びとなった。
○指定管理者制度導入に向けて、条例の改正、管理者の
　選定、協定書作成、告示等をスケジュールに沿って実施
　した。
○日常の業務引継ぎについて、打合せを行った。

3,578 61,016 59,781 △ 1,235 △ 2.0% △ 34.5%

2-4

○介護サービス事業を市社会福祉協議会へ移管するため、
　協議・折衝を重ね、平成20年度から実現できる運びと
　なった。
○事業移管に向けて、条例等の改廃、会計の精算、事業
　廃止届等を実施した。

－ 186,799

2-5

　児童クラブの民間委託の実施状況は、次のとおりである。
【19年度新たに小学校に設置（委託）】
　①五条児童クラブ　五条小学校
【20年度からの委託を準備】
　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
【既に委託済】
　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

－ 42,234 0.02%

260,000 73,201

児童Ｇ42,243 9

39.2% － 福祉東Ｇ

－
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

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。

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。

行政Ｇ7,249 823 12.8% －2-9

　平成20年2月に、IP電話を導入した。今後、ダイヤルイン
の導入を検討し、電話交換業務（委託）の縮小をしていく。
【19年度委託の状況】
　人員：常時3名
　時間：8：00～17：30（4月～5月）
　　　   8：00～18：00（6月～　　）
※IP電話の導入にあわせて、各保育園、保健センター、図書
　館など公共施設（学校を除く）と庁舎とを内線電話でつな
　ぎ、電話交換業務を一部縮小させた。

－ 6,426

行政Ｇ

2-8

　随時に運行する市所有のバス（2台）を効率的に利用する
ため、運転業務を民間委託に切り替えることを、職員（運転
手2名）の配置転換を含めて検討している。
【年間稼動状況】
　月11回/1台
　　※90％が半日の利用

－ 989 1,124 135 13.7% － 行政Ｇ

56,625 2,593 4.8% －2-7

　業務委託の実施状況
　　庁舎窓口案内・文書集配業務、エレベータ保守業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他21件
　　※うち、庁舎清掃業務（他7件）については、業務効率
　　　化のため長期継続契約（契約期間：平成19年4月1日
　　　～平成22年 9月30日）を行った。

－ 54,032

2-6
　施設、機械の老朽化に伴う整備が必要な時期にきており、
指定管理者制度導入の時期を含めて検討した。

732 33,142 35,566 2,424 7.3% 331.1% 防災Ｇ
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

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
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。

施設管理Ｇ

2-12

　19年度の委託は見送った。
【委託の場合の費用見込み】
　平均単価56,985円/1件×年間290件＝16,526千円
【委託の内容】
　①申請書・市所有資料の受領・資料の検討・立会日時の
      調整（事前調査）
　②立会前の事前調査・資料と現地の整合性の検討・現地
　　立会・査定（現地調査・立会）
　③報告書及び成果品の作成・提出（報告書作成）

14,052 0 0 0 0% 0% 施設管理Ｇ

0 0 0% 0%2-11

　19年度の民間委託は見送った。
【民間委託の場合の費用見込み】
　　人員：運転手1名・土工1名
　　車両：1台（2トントラック）
　　資材：作業道具一式は持ち込み（合材支給）
　　日数：220日（市指定日）
○1週当たり
（13,905円×2人＋機械損耗料等21,000円）×経費1.7×
2日/週＝165,954円
○年間
165,954円×48週×東西2ブロック＝15,931千円

17,000 0

2-10

　市民の意見、各担当グループからの要望等を積極的に取り
入れて、内容の充実を図った。また、定期更新時において、
アクセシビリティーの向上を図り、ガイドラインに沿って管
理、運営を行った。

－ 2,273 2,067 △ 206 △ 9.1% － 企画・広報Ｇ
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

都市公園等の維持管理の見直し

　市内にある都市公園１０か所と児童遊園
地８９か所の管理は、合併後、担当グルー
プが一括管理しているが、管理をＮＰＯ法
人等に委託（軽易な苦情、補修等）する。
また、児童遊園の設置基準を緑のマスター
プラン策定時に定める。

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。

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、嘱託職員及び臨時職員が行っ
ている貸出し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。

学校教育Ｇ

2-16

　委託について、指定管理者制度を含めて検討し、19年度の
実施は見送った。
【検討の内容】
　図書館業務は、収益性がないため指定管理者制度ではな
く、窓口業務についての委託の方が費用面で節減が図れると
思われる。
【窓口業務の見直し】
　東西図書館の開館時間・休館日及び延長開館について、一
部閉館時間を除き統一を図った（平成19年4月～）。

2,629 － － － － － 生涯学習Ｇ

1,208 1,208 皆増 －2-15
　ＰＦＩ導入可能性調査を業者に委託し、実施した。
　　調査費：1,208千円

－ 0

施設管理Ｇ

2-14
　下水道使用料システムを導入するため、北名古屋水道企業
団と費用負担協定を締結した（平成19年8月10日）。

30,000 0 19,162 19,162 皆増 63.9% 下水道Ｇ

78,000 111 0.1% －2-13
　平成19年度、民間委託の検討をしているが、委託できる適
当な民間業者・団体等がない。

－ 77,889
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

改善・改革の内容及び効果

19年度実績額

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

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

　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 61,698 632,584 743,767 111,183 17.6%

スポーツＧ97,700 △ 1,900 △ 1.9% 27.1%

－70,617

2-17

　指定管理の状況は、次のとおりである。管理運営面で、浴
室管理費を減額及び管理人件費等の経費を削減した。
　　利用者数：111,462人（H19.12月末現在）
　　　※対前年度比24,200人（27.7％）増
　　決算見込額：99,200千円
　　　（市への返還金：約1,500千円（見込））
［参考］
　　前年度決算額：102,000千円
　　　（市への返還金：2,399,745円）

△ 7,000 99,600

2-18

　指定期間が満了する児童館に加えて、新たに１館に指定管
理者制度を導入するための手続きを次のとおり行った。
　　公募：8月～9月
　　指定管理者候補者選定委員会：10月
　　議会議決：12月
【本年度決定した児童館】
　①熊之庄児童館（平成20年4月1日～　）4年間　新規
　②九之坪児童館（　同上　）　　4年間　継続
　③宇福寺児童館（　同上　）　　4年間　継続
　④鍜治ケ一色児童館（　同上　）4年間　継続
　⑤沖村児童館（　同上　）　　　4年間　継続
　※新たに1館を指定管理者に委託することにより、1名の
    職員（保育士）を保育園等へ配置転換（職員数の抑制）
    することができる。

－ 56,848 13,769 24.2% 児童Ｇ
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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

19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

△ 14,700 14,700 0 △ 14,700 △ 100% 100%

（定員管理の適正化）　　合計 △ 254,176 4,242,367 3,979,447 △ 262,920 △ 6.2%

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

達成率
d/a

19年度実績額

※「定員管理の適正化」の取組みについて、プラン改訂版19年度効果額（計画額）△239,476千円は、実態にあわせて修正した数値です。

人事・秘書Ｇ

△ 239,476 △ 248,220 △ 5.9% 人事・秘書Ｇ4,227,667

⑶⑶⑶⑶ 定員管理 定員管理 定員管理 定員管理のののの適正化適正化適正化適正化

3-1

　適正化計画に従い、退職者の補充を抑制し、継続的に職員
数の削減を実施した。
　　合併時職員数：552名
　　（17年度退職者数19名、18年度採用者数13名）
　　前年度（18年度）退職者数：23名
　　本年度（19年度）採用者数：12名　※11名減
　　平成19年4月1日現在職員数：535名

改善・改革の内容及び効果通番

※ ○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）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。

3,979,447 103.7%

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。
 　 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
　　　　　　　　　　　　　　　　　（収入役の廃止）

　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。

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

19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 △ 20,514 151,949 83,453 △ 68,496 △ 45.1%

－

人事・秘書Ｇ

－

815.1%

106.7%

⑷⑷⑷⑷ 給与 給与 給与 給与のののの適正化適正化適正化適正化

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。

△ 6,380

通番 改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
19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）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

－ －

19年度実績額

△ 7,540 △ 61,45981,0014-2

　職員の意識として、振替休暇の取得など、時間外勤務を削
減する趣旨の浸透を図った。
【削減の経過】
○時間外手当をつけるのではなく、振替休暇を使うことを
　周知した。
○時間外勤務は上司の命令により発生するという意識の浸透
　を図った。
　※本年度（19年度）は、約6千万円の削減が見込まれる
（選挙、災害関係を除く）。
【課題】
○時間外勤務命令なしで、休日に登庁して仕事をしている例
　が見受けられる。
　※時間外の記録が残らないので、過重労働かどうかの把握
　　が困難。

142,460

4-3

　清掃業務手当を、前年度から引き続いてさらに500円削
減した。
※運転手手当、動物死体処理手当等の各種特殊勤務手当
（14種類）は、全て廃止（18年度）し、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、清掃業務手当と災害
対策手当のみである。
【19年度の状況】
　　清掃業務手当：1日1,000円
　　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。）
【問題点】
　一般的に人が嫌う仕事に従事することへの意欲の減退を懸
念する。

△ 6,594 2,4529,489

△ 43.1%

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

△ 7,037 △ 74.2% 人事・秘書Ｇ

人事・秘書Ｇ
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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

19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
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。

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

19年度実績額

環境Ｇ

5-2

　前年度と比較すると、次のとおりである。
　　本年度（19年度）　補助金額　70,500,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※予算額
　　前年度（18年度）　補助金額　75,300,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※決算額
　　　　　　　　　　　差引　　　　 4,800,000円削減

○平成１９年度補助金内訳
　　人件費　　　　　　　　　　 45,076,000円
　　　※正職7名、臨職2名
　　事務費　　　　　　　　　　　 6,163,000円
　　一人暮らし老人牛乳配達　　　  2,119,000円
　　見守り安心ネット活動助成費 　1,200,000円
　　みどりの自転車事業助成金　　　　75,000円
　　ボランティアセンター運営費　14,796,000円
　　　※正職2名、臨職1名
　　福祉サービス利用援助事業　　1,071,000円

△ 1,109 76,157 70,500 △ 5,657 △ 7.4% 福祉東Ｇ

100%

⑸⑸⑸⑸ 外郭団体 外郭団体 外郭団体 外郭団体のののの見直見直見直見直しししし

5-1
　補助金については、平成18年度に廃止し、ごみ袋の作成か
ら販売までを、市が業者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。

△ 300

※ ○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）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。

300 0 △ 300 △ 100%

通番

510.1%
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

19年度実績額

通番

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。

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みが異
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。

1,830 △ 728 △ 28.5% 福祉東Ｇ5-3

　前年度と比較すると、次のとおりである。
　　本年度（19年度）　補助金額　1,830,000円　※予算
額
　　前年度（18年度）　補助金額　2,150,000円　※決算
額
　　　　　　　　　　　差引　　　　 320,000円削減

○平成19年度補助金内訳
　　総会費　　　　　　　　　　　　　130,000円
　　研修会、県スポーツ大会参加等　　 310,000円
　　レクリエーション事業（５台） 　 1,005,000円
　　活動費　　　　　　　　　　　　　 149,000円
　　 ※ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ｶﾗｵｹ大会・在宅重度会員見舞等
　  福祉団体連合会負担金　　　　 　　  152,000円
　　県手をつなぐ親の会負担金　　　　    84,000円

△ 407 2,558 178.9%

5-4

　両商工会に対する市の補助金は、次のとおりである。
　　本年度（19年度）　32,699千円　※予算額
　　前年度（18年度）　32,930千円　※決算額
　　　　　　　差引　　　   　231千円削減
《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
【合併への動き】
○商工会合併研究会開催（主催：商工会、年度10回）
○両商工会合併検討委員会合同会議（主催：商工会）
○合併協議会（年度8回）
○委員会（年度10回）
【合併の決定】
○合併に関する基本協定書調印（平成19年7月27日）
　　 合併予定日：平成21年4月1日

△ 1,527 33,750 32,361 △ 1,389 △ 4.1% 91.0% 産業Ｇ
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取組事項

事業概要（計画の内容）
取組前
決算額
　　　b

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

19年度実績額

通番

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

　市体育協会は、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。

レクリエーション協会補助事業の推進

　市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 △ 12,415 139,131 119,591 △ 19,540 △ 14.0%

スポーツＧ

11,500 △ 580 △ 4.8% スポーツＧ

400 0 0%5-7

【主な活動内容】
○師勝太鼓「鼓っつ」１０周年記念公演　※天神太鼓参加
○師勝太鼓「鼓っつ」が、ワールドドラムフェスティバル
（場所：マレーシア）に参加
【加盟団体数】
　11団体（1団体脱退）

－ 400

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。

－ 12,080 －

－

120.0% 産業Ｇ5-5

　両組合は、ポイントカード発行機器のシステムが異なるた
め、システム統合のための補助を前年度に実施している。
　補助金は次のとおりである。
　　本年度（19年度）　  3,000千円　※予算額
　　前年度（18年度）　13,886千円　※決算額
　　　　　計　　　　　10,886千円削減

△ 9,072 13,886 3,000 △ 10,886 △ 78.4%

19

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

19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。

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に
ついて、高利率の市債があるため、利率を
見直し、利子を削減する。

78,564 35.3%

－

財政・管財Ｇ△ 1571.3%

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

財政・管財Ｇ

財政・管財Ｇ

※ ○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）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
19年度
効果額

（計画額）
　
a

△ 5,000 301,126

6-2

【取組内容】
　事業名（予算）が、市民の目から見てわかりやすい表現と
する。
【取組結果】
　各グループに事業名（予算）の変更（見やすさ）を依頼し
たが、十分な効果は得られていない。

6-3

【取組結果】
　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。
【経緯】
○臨時特例措置（平成19年度～平成21年度）として、
　政府資金の借換えに係る地方財政法が改正された
　（平成19年3月23日）。
○平成19年10月19日、財務省理財局より「地方向け
　財政融資資金の繰上償還に係る補償金免除につい
　て」の指針が出された。
　※「財政力指数が1.0以上の地方公共団体は対象と
　　しない。」との記載がある。
【本市の財政力指数】
　1.125（平成19年度）
　※財政力指数が1.0を超えているため、高利率の市債
　　を借り換えて利子を削減する計画の実行ができなく
　　なった。

222,562

⑹⑹⑹⑹ 財政 財政 財政 財政のののの健全化健全化健全化健全化

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
【取組結果】
　一般会計において、プライマリーバランスを考慮して市債
発行を行った。
　　市税収入（18年度末）　11,815,052千円
　　元利償還金（18年度）　普通会計　899,873千円
　　　　　　　　　　　 　※一般会計　898,340千円
　　　　　　　　　　　　　 駅前　　　   1,533千円
　　経常収支比率（18年度）　81.0％

19年度実績額

－ － －－

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

19年度
決算見込額
　　　 c

効果額
d(c-b)

増減率
d/b

担当グループ
（G：ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

達成率
d/a

改善・改革の内容及び効果通番

プラン改訂版
19年度
効果額

（計画額）
　
a

19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

　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 △ 5,000 222,562 301,126 78,564 35.3%

財政・管財Ｇ

6-5

　年度の当初から開始される事業の契約事務が、毎年3月末
に集中するため、多忙により時間外勤務をせざるを得ない状
況になるのが通例だった。それを解消するため、入札61件に
ついて、平成19年3月時点で、19年度からの長期継続契約
を実施した。

－ － － － － 財政・管財Ｇ－

－－ － －6-4

【取組内容】
○利率は、見積リ合せにより低利化を図る。
○金融機関は、市指定金融機関及び収納代理機関全社を
　対象とし、公債費の低減化を図る。
【取組結果】
○銀行等の引受債は、日時を指定して見積リ合せを行っ
　た。
○金融機関については、過去の借入実績（利率）を勘案
　し、銀行等を限定して効率化を図った。
　利率　　　　1.5％　12社
　借入金額　309,000千円

－ －

18

18
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