
◎行政改革の推進による成果指標の状況

【参考：指標１　経費節減等の財政効果額（職員削減分を除く人件費の削減状況）】

◎取組事項の実施状況（総括表） （単位：個）

15 (14.6%)

2 (1.9%)

（１０１億円） －
目標値を達成している。

指標３
【参考】地方債残高 （１，６１７億円） （１，５７６億円） （１，５２５億円）

（９６億円） （９９億円）

指標１ 経費節減等の財政効果
０円 ５７０百万円 ７２２百万円

財政調整基金 ２９億円

従来の積算方法では目標値を達成してい
ないが、実質的な人件費削減額を計上した
場合、目標値を達成している。

目標値を達成している。

第２次弘前市行政改革前期実施計画の進ちょく状況(平成25年度実績)

指　　　　　標
基準値 目標値

備　　　　　　考

（１，４９６億円）

指標２
【参考】基金合計

－

（Ｈ２１） （Ｈ２２） （Ｈ２３） （Ｈ２４） （Ｈ２５）

（Ｈ２５目標値）

１，６９８百万円
１，２５３百万円

(９７７百万円)(７４６百万円)

３０億円 ２０億円

単年度の市債発行額のうち
地方交付税措置のないもの

４５．８％ ３１．４％ ３７．７％ ２４．２％

２０億円

（８６億円）

３５．３％

指標４ 職員の仕事ぶりの市民満足度 ６３．１％ ５５．１％ ６２．６％ ６１．２％ ７０．０％

３５．１％

（１，５１６億円）

前年度より改善している。

人件費に係る削減額
（平成２１年度決算額との比較）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 ※人件費に係る削減額（平成２５年度は８３４百万円）から、職
員削減（２８名）に係る分を控除した額。１７６百万円 ２５５百万円 ４８３百万円

６４．５％

取　　組　　内　　容
取　組　事　項　の　実　施　状　況

計 目標達成（完了・継続） 検討終了 着手済（取組中・検討中） 未着手

　１　市役所の担うべき役割の重点化への取組 42 20 (47.6%) 5 (11.9%) 17 (40.5%) 0 (0.0%)

　２　行政ニーズに柔軟､かつ､的確に対応する組織体制 29 16 (55.2%) 1 (3.4%) 12 (41.4%) 0 (0.0%)

　３　定員と給与等人件費の適正化 4 1 (25.0%) 0 (0.0%) 3 (75.0%) 0 (0.0%)

　４　職員の意欲・能力を高める人材育成 3 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

　５　市民と行政との協働と市民サービスの向上 11 11 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

　６　健全な財政運営の維持 14 10 (71.4%) 1 (7.2%) 3 (21.4%) 0 (0.0%)

合　　　　　　　計 103

61 (59.2%) 7 (6.8%)
35 (34.0%)

0 (0.0%)
順調に進捗

目標年度
までに未達成

68 (66.0%)
20 (19.4%)

83 (80.6%)

【参考】

平成２４年度実績 59 (57.3%) 43 (41.7%)
平成２３年度実績 49 (47.6%) 52

1 (1.0%)

平成２２年度実績 33 (32.0%) 65 (63.0%) 5 (4.9%)
(50.5%)

平成２５年度

６２５百万円

実績値

（Ｈ２５）

１，５２１百万円

(２，１４６百万円)

２５億円

（１１１億円）

(１，７３６百万円)

２６億円
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１　市の担うべき役割の重点化への取組

（１）民間活力の活用

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 民間委託の推進

ア ごみ収集業務 平成２１年度で直営２０％､委託８
０％の割合となっている。今後も引き
続き、退職者不補充で対応し、委託割
合の拡大を進め、全面委託化する。

→ → → → ◎ 環境管理課 （平成２５年度　完了）
　平成２５年度は委託収集区域を拡
大し、塵芥収集車１台減車、技能労
務職３人減員とした。
　平成２６年度から全面委託とな
る。

目標達成（完了）

イ 庁舎の夜間警備 岩木庁舎の夜間警備について、経費を
検討し委託化（機械警備）する。

◎ 岩木総合支所
総務課

（平成２２年度　完了）
平成２１年１２月より警備員の宿直
業務を委託してきたが、平成２２年
５月より夜間の機械警備を導入し、
警備員との併用により警備業務の全
ての委託化を完了した。

目標達成（完了）

ウ 学校給食調理業
務の委託化（給
食センター）

東部学校給食センター及び西部学校給
食センターの調理業務に関しては、正
職員、再任用職員及び非常勤職員によ
り直営で行っている。
平成２２年８月新西部学校給食セン
ター稼働に際しては、施設・設備の機
能確認、安定稼動の点から当面直営で
行うものの、今後技能労務職の退職者
不補充により直営での運営が難しくな
るため、両センターの委託化について
引き続き検討する。

→ → → → ◎ 学務健康課 （平成２５年度　完了）
　平成２４年４月より東部学校給食
センターの調理業務を委託化したの
に続き、平成２６年４月より西部学
校給食センターについても調理業務
を委託した。

目標達成（完了）

●前期実施計画取組状況

担当課 取組状況取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度 26
年度
以降

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画

現在の
目標達成
予定年度

１－(1)
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 民間委託の推進

エ 学校技能主事業
務

正職員、再任用職員及び非常勤職員に
より完全直営で行っている。今後は、
再任用職員及び非常勤職員の比率を高
めるとともに委託化を検討する。

→ → → → ◎ 教育政策課 委託化に向け、先行実施している他
市の事例に関する情報収集を継続す
るとともに、課内において以下の点
に絞って検討中であり、26年度も継
続して行う。
(1)労働者派遣法に抵触しない仕組
みの研究。
(2)業務の種類ごとや中学校区ごと
など段階的な導入の研究。

着手済（検討中） 平成28年度以降

オ 道路の維持・補
修業務及び除雪
業務

道路の維持・補修業務及び除雪業務に
関しては、市道の路線種別や作業内容
等により、直営と委託に区分して行っ
ている。技能労務職の退職者分は不補
充とし、再任用職員の活用と業者委託
により、災害時等の対応を勘案しなが
ら、道路維持・補修業務及び除排雪業
務を効率的に行う。

→ → → → → 道路維持課 平成２５年度の直営業務は、技能労
務職員２７人、再任用職員６人で
行った。平成２６年度は、技能労務
職員２４人、再任用職員８人で行う
こととしている。

目標達成（継続）

カ 公用車運転業務 正職員及び再任用職員により完全直営
で行っている。今後は、再任用職員及
び非常勤職員の比率を高めるとともに
委託化を検討する。

○ → → ◎ 財産管理課 平成２５年度は、正職員４人、非常
勤職員２人により行い、委託化を検
討した。
平成２６年度は、議会バスの代わり
に運転手付きのレンタカー（中型バ
ス）と技能技師への時間差出勤の導
入を検討する。

着手済（検討中） 平成26年度

●前期実施計画取組状況●前期実施計画取組内容（当初計画）

取組目標年度 26
年度
以降

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

担当課№ 取組事項

１－(1)

目標達成
予定年度

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

取組状況
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

② 公共施設の効率
化の推進

ア 民間が建設する
集合住宅の借り
上げによる経費
負担の軽減（民
間資金活用の推
進）

弘前市借上市営住宅は、民間が資金調
達して建設する集合住宅を市が２０年
間等の期間を決めて借り上げる制度
で、市は賃料として一定期間かけて支
払えば良く、建設時の資金負担を軽減
できる利点がある。当市ではその手法
を導入しており、今後は市営住宅の建
替手法として検討していく。

→ → → ◎ 財産管理課 （平成２３年度　検討終了）
市営住宅の建替えについて、平成２
３年度に青葉団地建替推進調査業務
を実施した結果、市が負担するラン
ニングコストで比較すると、借上方
式より提案型設計・施工一括発注方
式の方がコストが少なくなることか
ら、今後は提案型設計・施工一括発
注方式で進めていく。

検討終了

イ PFI等民間ノウ
ハウなどの導入
によるインフラ
サービスの展開

民間のノウハウ等の導入が可能であれ
ば、ファシリティマネジメントやＰＰ
Ｐ（ＰＦＩ・アウトソーシング等）の
あらゆる可能性を検討し最良の方法に
より民間ノウハウを導入する。
また、各課室等で民間ノウハウの導入
を検討する場合は情報の提供をする
等、導入しやすい環境を作る。

○ → → ◎ （平成２５年度　検討終了）
PFI等の対象物件１件について建替
工法を検討したところ、最もランニ
ングコストが少なく有利なことか
ら、デザインビルド（設計・施工一
括発注）方式に決定し、業者選定も
済んだ。
ファシリティマネジメントの導入に
ついては、クラウドシステムによる
市有施設管理システムを導入しデー
タベースを作成し各施設の情報を共
有化した。今後はシステムを活用す
るとともに、平成25年度策定した弘
前市ファシリティマネジメント基本
方針に基づく取り組みを推進してい
く。

検討終了

既存の市有物件について現状の把握に
努め、アウトソーシングを推進し民間
ノウハウの導入を図る。

○ → → ◎ （平成２５年度　検討終了）
年４回開催したファシリティマネジ
メント研修会において、ＦＭにおけ
る民間ノウハウ導入事例を紹介して
いる。また、市庁舎立体駐車場建設
事業における業者選定に、プロポー
ザル方式を採用し民間ノウハウの導
入を進めた。

検討終了

取組目標年度

取組状況

●前期実施計画取組状況

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

目標達成
予定年度

26
年度
以降

№

●前期実施計画取組内容（当初計画）

取組事項 担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画

財産管理課
財務政策課
市民課
学校企画課文
化ｽﾎﾟｰﾂ振興
課
生涯学習課
市立病院
総務課
上下水道部総
務課

１－(1)
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

② 公共施設の効率
化の推進

ウ 水道事業民営化
可能性検討会議
の設置

水道事業民営化可能性検討会議を設置
し、民間のノウハウ等の導入などを進
めるために、委託化が可能な業務を検
討し、民営化を進める。

○ → ◎ 上下水道部
総務課
人材育成課
行政経営課

　平成25年度は、水道事業民営化可
能性検討会議での検討結果を踏ま
え、水道事業基本計画の見直しを
行った。
　平成26年度は、新たな水道事業基
本計画に基づき、官民連携の一環と
して営業・修繕部門の包括業務委
託、浄水場運転管理部門の包括業務
委託に向けて準備作業を進める。

目標達成（継続）

③
民間移譲の推進

ア 保育所の民間移
譲の推進

百沢保育所及び鳥井野保育所の入所児
童数や保育士数の推移を見極めなが
ら、必要に応じ民間移譲や統合を検討
していく。

→ → ◎ 子育て支援課 平成25年度に百沢保育所、鳥井野保
育所、大浦保育所に係る民間移譲が
完了。今後は相馬保育所について、
平成29年4月の移譲を目指し取り組
んでいく。
　また、へき地保育所については、
入所児童の推移をみながら、平成27
年度中を目途に全ての施設の廃止を
進めていく。

目標達成（継続）

イ 幼稚園の民間移
譲の推進

私立幼稚園の定員割れなどの現状を踏
まえ、必要に応じ市立幼稚園の民間移
譲や休園などを検討していく。

○ → → ◎ 学校企画課 和徳幼稚園は閉園、ことばの教室は
教育センターの教育相談の一部とし
て継続する方針をまとめた。
和徳幼稚園年中組は募集停止し、平
成２６年度は年長組のみの運営によ
り３月末で閉園となる。 着手済（取組中） 平成26年度

●前期実施計画取組内容（当初計画）

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
№ 取組事項

●前期実施計画取組状況

取組状況

取組目標年度
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

１－(1)

目標達成
予定年度

26
年度
以降
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（２）指定管理者制度の更なる活用

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 直営の公の施設
への制度導入の
推進

ア 弘前市営住宅 → ◎ 財産管理課
目標達成（完了）

イ 弘前市駅前住宅 → ◎
目標達成（完了）

ウ 弘前市民会館 → → → → ◎ 文化ｽﾎﾟｰﾂ振
興課

平成２４年度から本格的に着手した
大規模改修工事も今年１２月完成予
定である、完成後は芸術文化活動の
拠点施設としての更なる利活用を踏
まえ平成27年度指定管理者制度導入
に向け検討して行く。

着手済（検討中） 平成27年度

エ 弘前市斎場 ○ ◎ 環境管理課 サービスの維持・向上と支出削減に
向けた取り組みとともに、指定管理
者制度導入については関係団体など
の意見も聞きながら継続して検討し
ていく。

着手済（検討中） 平成28年度以降

オ 弘前市勤労青少年ホーム → → → ◎ 商工政策課 平成２５年度の勤労青少年利用者が
前年度と比較して25%増加するな
ど、利用率向上に向けた取組みが一
定の効果をあげているが、依然とし
て勤労青少年の利用率が低い状況に
ある。
勤労青少年の福祉施設として、勤労
青少年の利用率向上の取り組みを継
続するとともに、築４３年をむかえ
る当施設の在り方について、地元町
会など地域住民の利用も多いことか
ら用途変更等を含め検討を行う。

着手済（取組中） 設定できない

●前期実施計画取組状況

担当課
26
年度
以降

●前期実施計画取組内容（当初計画）

取組事項

取組目標年度

取組状況
目標達成
予定年度

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

１－(2)

（平成２２年度　完了）
平成２２年度において候補者を決定
し、平成２３年度より実施してい
る。

№
これまでの取組実績
及び今後の取組目標
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 直営の公の施設
への制度導入の
推進

カ 弘前市民参画センター → → → ◎ 市民協働政策
課

平成２５年度においても、最小限の
人員配置を効率的に運用し、良好な
市民サービスを提供しており、指定
管理者制度の導入による経費削減等
の有益性を見出す状況には至らな
かった。
平成２６年度においては、市民参画
センターが有する役割（男女共同参
画の推進を念頭に置いた、市民活動
やボランティア活動の支援）を果た
すうえでの指定管理者制度の有効性
を考慮し、導入の可否を検討する。

着手済（検討中） 平成26年度

キ 弘前市学習情報館 ◎

ク 弘前市教育研究所

ケ 弘前市立東部公民館

コ 弘前市りんご公園（園地） → → → → ◎ りんご課 （平成２３年度　検討終了）
園地部分の指定管理者制度導入につ
いて検討した結果、導入を見送るこ
ととした。理由は、りんご栽培は天
候、気象災害、病害虫発生等に即応
しながら、高品質りんごを生産する
必要があることから、定額の指定管
理料による指定管理者制度では対応
が困難なため、導入を見送ることに
した。

検討終了

26
年度
以降

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

●前期実施計画取組状況

取組目標年度
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

№

→

取組事項

●前期実施計画取組内容（当初計画）

目標達成
予定年度

目標達成（完了）

（平成２２年度　完了）
平成２２年度中指定管理者制度導入
準備、平成２３年度より導入

１－(2)
生涯学習課
教育ｾﾝﾀｰ
中央公民館
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

１－(2)

① 直営の公の施設
への制度導入の
推進

サ 弘前市立弘前図書館 → → → → ◎ 弘前図書館 【平成２５年度の取組内容】
・開館日の拡大による業務量の増加
や新しく「こども絵本の森」駅前分
館をオープンし、事業拡大を行った
ため、現況に変化が生じた。よって
取組計画は一時停止。
【平成２６年度の取組計画】
　移動図書館のステーションの拡大
や新規のブックスタート事業を展開
することから業務量の変化等を検証
する必要がある。また、古文書など
の史資料は、文化財資産であり、博
物館資料と同様に指定管理制度には
馴染まないことから導入の可否につ
いて再検討をする。

一部業務委託が可能かどうか検討す
る。

着手済（検討中） 設定できない

シ 弘前市立郷土文学館 → → → → ◎ 郷土文学館 【平成２５年度の取組内容】
文学講座の開催を含めた入館者増加
対策に取り組むが、貴重な資料管理
及び収集館としての文学館が必要で
あるとのことから、民営化論は棚上
げとなった。
【平成２６年度の取組計画】
・前年度に引き続き、文学講座の開
催を含めた入館者増加対策に取り組
むが、弘前図書館の管理運営体制と
も併せて、指定管理者制度導入の可
否を検討する。

着手済（検討中） 設定できない

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

26
年度
以降

取組目標年度
目標達成
予定年度

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№

●前期実施計画取組状況

取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

② 新設する公の施
設への制度導入
の推進

ア 弘前市北児童センター ○ ◎ 子育て支援課 （平成２２年度　完了）
平成２３年３月完成、４月供用開始
により、指定管理者制度導入。

目標達成（完了）

イ （仮称）相馬地区住民ふれあいセン
ター

○ ◎ 相馬総合支所
総務課

平成２５年度において、御所温泉の
運営方法及び運営費の精査を行っ
た。平成２６度は、更なる管理運営
体制の見直しを図りながら、平成２
７年度指定管理者導入に向け、取組
みをすすめる。

着手済（取組中） 平成27年度

③ 施設利用者アン
ケートの実施

指定管理者が行う公共サービスの水準
を監視、評価し、一層の市民サービス
の向上を図るため、施設利用者アン
ケートの実施を検討する。

◎ 行政経営課 （平成２２年度　完了）
平成２２年度に、標準協定書を見直
しし、市と指定管理者との間で施設
の利用者ニーズの把握方法を協議し
て協定書を作成し、利用者アンケー
トの実施を促した。

目標達成（完了）

●前期実施計画取組状況

取組状況
目標達成
予定年度

１－(2)

●前期実施計画取組内容（当初計画）

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画

26
年度
以降

№ 取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度
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（３）公営企業等の経営健全化

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 病院改革プラン
の推進

平成２１年３月末に策定した弘前市立
病院改革プランの取組項目を推進し、
長期的な経営視点に立った病院事業経
営を確立させる。

○ → → ◎ 市立病院総務
課

平成２５年度は入院患者の減により
収支が悪化したが、年度末で資金不
足が発生していないので、２６年度
もこの状態を維持しながら、収益の
増加、経費の削減により収支の改善
に努める。

目標達成（継続）

② 水道の運営基盤
の強化

水道事業基本計
画の推進

平成２０年３月に策定した「弘前市水
道事業基本計画」に掲げる目標「水道
の運営基盤の強化」の実現のため、具
体的な施策である各事業計画を推進
し、長期的な経営視点に立った水道事
業経営に向けて取り組む。

○ → → → ◎ 上下水道部工
務課

【簡易水道の経営、事業統合】
平成２５年度は、「水道ビジョン」
の見直しにおいて引続き統合の見直
しを進めることとした。
平成２６年度は、国、県など関係機
関と平成２８年度の統合に向け、簡
易水道事業統合計画見直しの事前協
議を進める。
【管路情報システムの構築】
平成２５年度は、上水道地区のシス
テムは構築済みであるため、引続き
管路情報の整備及びデータの更新を
行った。
平成２６年度は簡易水道地区のシス
テムを構築する。

着手済（取組中） 平成28年度以降

③ 下水道事業の経
営改善

ア 経営改善策の検
討

公共下水道事業、農業集落排水事業及
び小規模集合排水処理施設整備事業に
ついて、平成２０年度より地方公営企
業会計を導入している。今後は経営健
全化の基本方針及び収支計画等の策定
を検討する。

○ → ◎ 上下水道部総
務課

平成２５年度は、前年度まで個別に
契約していた委託業務を一括契約し
たことにより経費の削減が図られ
た。
平成２６年度は、経営健全化のため
の基本方針及び収支計画の策定に向
け準備作業を進める。

目標達成（継続）

１－(3)

取組目標年度 26
年度
以降

取組状況
目標達成
予定年度

●前期実施計画取組状況

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№ 担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組事項
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

③ 下水道事業の経
営改善

イ 下水処理場の統
合事業による経
費削減

市下水処理場と敷地内で隣接する県流
域岩木川浄化センターとの統合を行
い、改築更新費、維持管理費、人件費
などの経費削減を図る。

○ → → ◎ 上下水道部工
務課

平成２５年度は、既に国、県より統
合の合意を得ていることから、下水
処理場統合詳細設計業務委託及び中
央監視装置ソフト改造、流量計設置
工事を実施した。
平成２６年度は、下水処理場放流桝
ゲート設置工事、下水処理場消毒タ
ンク覆蓋工事及び補助金返還を実施
する。

着手済（取組中） 平成26年度

④ スキー場の経営
改善

ア 岩木山百沢ス
キー場の経営改
善

利用者の減少による収益の悪化を改善
するため、平成１８年度より経営改善
に着手。平成２１年度は地方公共団体
の財政の健全化に関する法律に基づ
き、個別外部監査の実施後、経営健全
化計画を策定した。今後は、指定管理
者である財団法人岩木振興公社と共に
運営方法を見直し、更に経営改善を図
る。

→ → → → ◎ 観光政策課 平成２１年度策定した経営健全化計
画に基づいて入込客増加や経費削減
対策の経営改善の取り組みを継続し
ており、平成２５年度は経営健全化
計画どおりの額（178,900千円）を
一般会計から繰入した。
平成２６年度においても、引き続き
入込客の増加を図るため、イベント
等を実施し、経営改善に取り組んで
いく。

着手済（取組中） 平成27年度

イ スキー場全体の
あり方の検討

市が設置する岩木山百沢スキー場、そ
うまロマントピアスキー場、高長根
ファミリースキー場及び東目屋スキー
場の４つのスキー場全体についてのあ
り方を再構築し、施設の統廃合も含め
た管理方法や経営改善策を検討する。

○ → ◎ 行政経営課
財務政策課
観光政策課
公園緑地課
文化ｽﾎﾟｰﾂ振
興課

（平成２３年度　検討終了）
平成２３年度は、弘前市社会体育施
設等のあり方検討市民懇談会におい
て検討し、懇談会の提言を踏まえ、
市として施設の存廃を含む今後のス
キー場のあり方に係る方向性を決定
した。
これにより、本項目の検討作業が完
了した。

検討終了

１－(3)

目標達成
予定年度

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

●前期実施計画取組状況

取組状況

取組目標年度

担当課№
26
年度
以降

●前期実施計画取組内容（当初計画）

取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標
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（４）第三セクターの抜本的見直し

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 第三セクターの
運営に関する基
本指針の活用

ウ 第三セクターの
改革プランの作
成

第三セクター改革プランの作成
対象法人：
（財）岩木振興公社
（財）星と森のロマントピア・そうま
弘前ウォーターフロント開発（株）

◎ 行政経営課 （平成２２年度　完了）
平成２３年２月に改革プランを策定
し、公表した。 目標達成（完了）

第三セクターの
改革プランの進
行管理

第三セクター改革プランの進行管理
対象法人：
（財）岩木振興公社
（財）星と森のロマントピア・そうま
弘前ウォーターフロント開発（株）

○ → → → → 行政経営課 平成２５年度は、７月４日、７月３
０日に弘前市第三セクター評価委員
会を開催し、弘前ウォーターフロン
ト開発㈱の経営に関して協議を行っ
た。
今後も、改革プランの対象となって
いる３法人について、適切な時期に
会議を開催して、改革プランの進
ちょく状況の確認を行なっていく。

着手済（取組中） 目標年度設定なし

弘前市土地開発
公社の役割の整
理後、解散に向
けて検討

弘前市土地開発公社の役割の整理後、
解散に向けて検討

○ → ◎ 財産管理課 平成２６年５月２８日の弘前市土地
開発公社理事会で保有土地の売却と
公社解散へ向けて具体的な方法を協
議する予定。

着手済（検討中） 平成26年度

目標達成
予定年度

26
年度
以降

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

●前期実施計画取組状況

担当課取組事項

取組目標年度

１－(4)

取組状況
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

②
監査・情報公開
の体制等

ア 弘前市土地開発
公社

毎年度市の監査委員の監査を受ける。 → → → → → 財産管理課 毎年度、団体の経営状況について、
市議会に報告するとともに、市の
ホームページで公表している。
市の監査については、平成25年度は
未実施。
市の監査の体制上、毎年度の監査は
実施できないため、今後、市の監査
委員から要請があった年度に監査を
受ける。

着手済（取組中） 目標年度設定なし

（財）岩木振興
公社

公認会計士が決算書を監修する。 → → → → → 観光政策課 毎年度、公認会計士が決算を監修し
ている。
また、団体の経営状況について、毎
年度、市議会に報告を行っている。

目標達成（継続）

（財）星と森の
ロマントピア・
そうま

公認会計士が決算書を監修する。 → → → → → 観光政策課 毎年度、公認会計士が決算を監修し
ている。
また、団体の経営状況について、毎
年度、市議会に報告を行っている。

目標達成（継続）

（財）公園緑地
協会

毎年度市の監査委員の監査を受ける。 → → → → → 公園緑地課 毎年度、団体の経営状況について、
市議会に報告するとともに、市の
ホームページで公表している。
市の監査については、平成25年度は
未実施。
市の監査の体制上、毎年度の監査は
実施できないため、今後、市の監査
委員から要請があった年度に監査を
受ける。

着手済（取組中） 目標年度設定なし

弘前ウォーター
フロント開発㈱

民間の監査役の監査を受ける。 → → → → → 文化ｽﾎﾟｰﾂ振
興課

監査実施済み
目標達成（継続）

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

目標達成
予定年度

№ 取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

１－(4)

26
年度
以降
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

②
監査・情報公開
の体制等

ウ （財）岩木振興
公社

公益法人改革の推進のため、一般・公
益財団法人への移行について指導等の
実施

○ → → ◎ 観光政策課 （平成２５年度　完了）
平成２６年４月１日付けで一般財団
法人へ移行済 目標達成（完了）

（財）星と森の
ロマントピア・
そうま

公益法人改革の推進のため、一般・公
益財団法人への移行について指導等の
実施

○ → → ◎ 観光政策課 （平成２４年度　完了）
平成２５年４月１日で一般財団法人
へ移行済

目標達成（完了）

（財）公園緑地
協会

公益法人改革の推進のため、一般・公
益財団法人への移行について指導等の
実施

○ → → ◎ 公園緑地課 （平成２２年度　完了）
平成２２年度に一般財団法人へ移行
する認可申請を行い、平成２３年４
月に移行済み。
（一般財団法人弘前市みどりの協
会） 目標達成（完了）

１－(4)

26
年度
以降

担当課
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組状況№ 取組事項

取組目標年度
目標達成
予定年度

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画
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２　行政ニーズに柔軟、かつ、的確に対応する組織体制

（１）組織の見直し、統廃合

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

担当課
26

年度
以降

① 組織、機構の見
直し

　平成25年10月1日付けで、政策推
進課の課内室として、ヒロロスクエ
ア活性化室を設置した。

平成26年4月1日付けで、経営計画の
政策体系等に合わせた組織の見直し
と担当部門等の新設を実施した。

・行政経営課に人口問題プロジェク
ト担当を新設。
・健康づくり推進課に健康づくり担
当チームを新設。
・仕事おこし雇用創出課を産業育成
課に変更。
　
平成26年度も効率的で効果的な組織
体制整備のための見直しを行う。

→

●前期実施計画取組状況

№
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

現在の
目標達成
予定年度

取組目標年度

目標達成（継続）

人材育成課

●前期実施計画取組内容（当初計画）

→

２－(1)

取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

→多様な行政需要に対応するため、随時
見直しを行う。

→ →
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（２）柔軟で機動的な組織運営

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 緊急課題に対応
するプロジェク
トチームの編成

ア 岩木観光施設事
業特別会計に関
する検討チーム
（チームカンコ
ウ）

利用者の減少による収益の悪化を改善
するため、平成１８年度より経営改善
に着手。平成２１年度は地方公共団体
の財政の健全化に関する法律に基づ
き、個別外部監査の実施後、経営健全
化計画を策定した。今後は、指定管理
者である財団法人岩木振興公社と共に
運営方法を見直し、更に経営改善を図
る。

→ → → → ◎ 観光政策課
財務政策課
行政経営課

平成２１年度に策定した経営健全化
計画に基づいて入込客増加策や経費
削減策の経営改善の取り組みを継続
しており、平成２５年度は経営健全
化計画の資金不足に伴う一般会計か
らの繰入れを行った。
平成２６年度においても、入込客の
増加を図るためのイベント等を実施
し、経営改善に取り組んでいく。

着手済（取組中） 平成27年度

イ 窓口改革に関す
るプロジェクト
チーム

市民と市役所の最大の接点は市役所の
窓口であり、このサービスに満足する
かどうかで市役所に対するイメージが
決まる。
このため、窓口での接客態度を向上さ
せるとともに、プロジェクトチームを
編成し、できるだけ一箇所で要件が済
ませられるような総合窓口の設置に取
り組む。

○ → ◎ 市民課
行政経営課
庁内関係課

平成２５年度の検討会議開催実績は
１回。平成２６年度においては、基
幹系システムのクラウド型システム
への移行、マイナンバー法施行に伴
う影響で庁内関係課間での連携方法
の変更や実務の運用ルール見直しな
どが生じてくるので、利用者サービ
スの低下につながらないよう必要に
応じて検討を行う計画。

目標達成（継続）

№
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

●前期実施計画取組状況

現在の
目標達成
予定年度

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度

２－(2)

取組事項

●前期実施計画取組内容（当初計画）

26
年度
以降

担当課
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（３）事務の標準化と事務改善の推進

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 事務処理マニュ
アルの活用

行政サービスの標準化を目指し、日常
業務や事務引継ぎの参考資料として活
用し、事務処理の効率化を図るため、
係、担当ごとに事務処理マニュアルを
作成し、平成２０年度に備え付けてい
るが、毎年度更新し活用をしていく。

→ → → → → 行政経営課 平成25年度は、事務棚卸点検の実施
したため、更新を実施していない。
平成26年度は、事務棚卸点検の結果
を基に、マニュアル化を行うとした
事務の分も含めて更新作業を行う。 目標達成（継続）

② 統一的な用地事
務処理マニュア
ルの作成

行政サービスの標準化を目指し、事務
処理の効率化を図るため、統一的な用
地事務処理マニュアルを作成する。

○ ◎ 建設政策課
財務政策課

（平成２３年度　完了）
平成２３年度で事務処理マニュアル
を作成し、関係課へ周知した。 目標達成（完了）

③ 統一的な契約事
務処理マニュア
ルの作成

契約事務について、行政サービスの標
準化を目指し、事務処理の効率化を図
るため、統一的な契約事務処理マニュ
アルを作成する。

○ ◎ 法務契約課 （平成２２年度　完了）
これまでの各課で行う業務委託、少
額工事のマニュアルに加え、特定随
意契約の手続に関する要領、弘前市
一者随意契約ガイドラインを作成し
周知した。

目標達成（完了）

④ ＩＣＴを活用した
事務改善の推進

ア 業務（情報シス
テム）の効率化

導入コストやランニングコストなど、
費用対効果を検討しながら、ＩＣＴ
(情報通信技術）を活用し、業務（情
報システム）の効率化や適正化を進め
る。

○ → → → → 情報ｼｽﾃﾑ課 情報システム及びOA機器導入につい
て、事前に必要性・費用対効果など
の評価を行い、導入経費の抑制に努
めた。評価件数：２５年度１５８
件。
システム構築業者はプロポーザル方
式による選定を基本とし、機能とコ
ストのバランスの最適なシステムを
導入した。
以上により、業務の効率化や適正化
に努めた。
今後も継続していく。

目標達成（継続）

26
年度
以降

●前期実施計画取組状況

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

取組状況
現在の
目標達成
予定年度

担当課

取組目標年度

取組事項

●前期実施計画取組内容（当初計画）

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

２－(3)

№
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

④ ＩＣＴを活用した
事務改善の推進

イ 情報セキュリティ
対策の強化

情報セキュリティ対策のレベルアップ
を進めるとともに、ソフトウェアの無
断複製対策などの機能強化を図り、コ
ンプライアンス（法令遵守義務）の確
立を図る。

○ → ◎ 情報ｼｽﾃﾑ課 管理者権限を与えない設定のありかた
について検討してきたが、セキュリ
ティ確保が難しいことから管理者権限
は付与しないままの運用とする。ま
た、市公衆無線ＬＡＮに侵害等インシ
デントが発生した場合の緊急時対応手
順書の整備を行った。今年度は、２７
年度から共同クラウド導入にあたりシ
ステム形態が大きく変わることから、
情報セキュリティポリシーの見直しを
行う。

目標達成（継続）

ウ ネットワークシス
テムの統合

情報政策課で所管・管理する庁内ネット
ワークシステムと生涯学習課（学習情報
館）で所管・管理するハイットネットワーク
システムを有機的に統合し、資源効率を
高め、情報の一元化を図る。

○ → → ◎ 情報ｼｽﾃﾑ課 前年度に引き続き統合計画に取り組ん
でいく。
機器等の設置スペースの関係上、庁舎
改修の時期と歩調を合わせハイット
ネットワークシステム管理拠点の市役
所移設を検討し、通信運搬費等の経費
削減を図る。

着手済（取組中） 平成28年度以降

⑤ アクションプラン
の進行管理シス
テム

ア アクションプラ
ンの進行管理シ
ステムの運用

アクションプランの確実な実行と評価
に基づく改定を適切に実施するため、
PDCAサイクルによる進行管理システム
を構築し毎年度運用する。

○ → → → → 行政経営課
財務政策課

（平成25年度）PDCAサイクルによる進
行管理システムの運用を行った。
（平成26年度）PDCAサイクルによる進
行管理システムの運用を行う。 目標達成（継続）

イ 事務事業評価に
よる事務改善

アクションプランの進行管理システム
と連携した事務事業評価を構築し、事
務事業の目的や方法手段を明確化する
とともに、自主的な検証と見直しを行
い、毎年度事務改善を図る。

○ → → → → 行政経営課 （平成２３年度　完了）
アクションプランに掲載されていない
事務事業について事務事業評価一覧を
作成し、評価を実施した。なお、事務
事業評価については作業対効果などの
点で課題があることから、今後はアク
ションプランの進行管理に限定して実
施することとした。

目標達成（完了）

現在の
目標達成
予定年度

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

26
年度
以降

取組目標年度

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

№ 取組事項

２－(3)
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（４）事務事業の簡素化、再編、整理、廃止、統合等

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 公用車の集中管
理の検討

公用車購入基準等を平成１９年度に定
め、平成２２年度には、他課へ貸し出
し可能な車両の調査を行い、対象車両
の情報提供をしている。特殊車両及び
特殊業務車両を除く公用車の集中管理
の検討を更に進め、公用車の有効活用
と管理の効率化を図る。

→ → ◎ 財産管理課 平成２５年度は他課へ貸し出し可能
な車両の調査を行った。
平成２６年度は、財務部の公用車を
共用化することで、新たに購入する
予定の台数を減らし、稼働率の低い
公用車は売却して、全体的に保有す
る公用車の台数を適正化する。

着手済（検討中） 平成26年度

② 内部行政経費の
集中化の検討

職員の給与や旅費等の支給業務等に係
る集中化について、可能性、実施方策
等を検討する。

→ ◎ 人材育成課 （平成２５年度　検討終了）
旅費について、人事給与システムの
仕様を検討した結果、現段階の運用
ではシステム構築が不可能となった
が、管内旅行命令担当課の確認事務
を廃止し、事務処理の簡素化・迅速
化を図った。

検討終了

③ 補助金等の見直
し

ア バス運行対策費
補助

青森県バス交通等対策協議会におい
て、引き続き高額補助路線を中心とし
た収支改善等、路線の見直しを進め
る。

→ ◎ 都市政策課 平成25年度は青森県が主催する「持
続可能なバス交通ネットワーク再編
に向けたワーキング」において、バ
ス路線の課題整理を行った。。
平成26年度も、引き続き「持続可能
なバス交通ネットワーク再編に向け
たワーキング」や「青森県バス交通
等対策協議会」等と連携し、路線等
の見直しを検討する。

着手済（取組中） 設定できない

イ 弘前市路線バス
運行費補助

将来交通計画調査研究及び平成２１年度
に実施した路線バス等利用実態調査の
結果を踏まえ、利用実態や需要を考慮
した路線・ダイヤ及び運行形態等の見
直しを検討し、運行の効率化による補
助額の圧縮を図る。

→ ◎ 都市政策課 平成25年度において宮園・青山地区
及び相馬地区で実証運行を実施し
た。
平成26年度では、宮園・青山地区及
び相馬地区の実証運行を継続しなが
ら、他地区の見直しを検討する。

着手済（取組中） 設定できない

26
年度
以降

取組状況
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

№

取組目標年度

２－(4)

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

現在の
目標達成
予定年度

担当課取組事項
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

③ 補助金等の見直
し

ウ 民俗芸能保存団
体育成補助

補助金の交付対象団体が、民俗芸能発
表会のＰＲや自主事業の充実に一層努
力し、未加入団体の加入を促進するよう、
市としてアドバイスしていく。市町村合併
により、旧弘前市、旧岩木町及び旧相
馬村の取組をそのまま引き継いだこと
から、類似団体でありながら旧市町村
毎に補助額に大差がある等の状態と
なっているので検討・調整する。

→ ◎ 文化財課 （平成２５年度　完了）
平成25年度に方針決裁を得て、各団
体と調整した上で、制度移行措置と
しての補助を行った。
平成26年度は、同補助事業者のうち
相馬地区の２団体は市指定に向けて
の支援として育成費補助を継続し、
県市既指定団体には用具修理補助、
他は国庫補助事業に振り替えて、調
整済の新制度のもと事業実施する。

目標達成（完了）

エ 納税貯蓄組合事
務費補助金交付
事務

平成２２年度まで段階的に補助金の見
直しを進めているが、今後交付基準の
見直しを行う。

→ → ◎ 収納課 （平成２３年度　完了）
合併後、段階的に交付基準を見直
し、平成２３年度から統一した交付
基準にして見直しを完了。

目標達成（完了）

オ 文化祭事業補助
等

岩木文化祭事業補助、岩木文化協会事
業補助及び岩木文化センター文化事業
開催補助については、補助内容を整理
し文化関連事業として再編・統合を検
討する。

○ → ◎ 文化ｽﾎﾟｰﾂ振
興課

左記補助事業は、岩木地区活性化推
進計画（期間22～25年度）の地域文
化振興の補助事業に位置付けられて
いるため、25年度時点での再編・統
合はできないものと判断。再編・統
合については、26年度以降岩木地区
活性化推進計画(本年度中に策定予
定)の状況をみながら検討をするこ
ととする。

着手済（取組中） 平成28年度以降

カ 通学費補助 旧岩木町における通学費補助制度と旧
弘前市の通学費補助制度の再編・見直
しを行い、統一を図る。

○ ◎ 学務健康課 平成25年度は、岩木地区通学費補助
金の一部改正案を調整したものであ
るが、地域保護者説明の機会が年度
内の実施に至らなかった。

平成26年度は改正案を示し、助成対
象者の保護者説明を行い意向を確認
した上で案を調整、年度内に方針決
定する。

着手済（取組中） 平成27年度

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

取組状況取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度 26
年度
以降

担当課

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

２－(4)

№
現在の
目標達成
予定年度
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

③ 補助金等の見直
し

キ 各種団体への補
助金等の見直し

各種団体への補助金等について、環境
の変化を踏まえ必要性、妥当性、有効
性、公平性、関わり方等の視点により
見直しを行う。

○ → ◎ 財務政策課
行政経営課

平成２６年度の予算編成においても
シーリング方式を継続し、各部局自
らが配分された財源の中で優先順位
を定めて、補助金の適正化や統合等
の見直しが行われた。

平成２７年度予算編成においても、
継続する予定。

目標達成（継続）

④ その他

ア 弘前市職員福利
厚生会交付金

平成１７年度から、交付金に剰余金が
生じた場合は全額を市に返還することと
したが、毎年度継続する。

→ → → → → 人材育成課 平成２５年度交付なし
平成２６年度も交付予定なし 目標達成（継続）

イ 簡易型プロポー
ザル方式随意契
約取扱要綱の策
定

業務委託の範囲の拡大により、プロ
ポーザル方式による契約が増加傾向に
あることから、運用の統一を図るため
要綱を定める。

→ ◎ 法務契約課 平成25年度で資料集及びガイドライ
ン策定作業を行い、平成26年5月27
日に「弘前市プロポーザル方式の実
施に関するガイドライン」を策定し
た。

着手済（取組中） 平成26年度

ウ 親水広場維持管
理事業

農村公園については管理協定により地
元住民が管理してるため、親水広場に
ついても、地元住民の意向を確認しな
がら、住民管理とすることを検討す
る。

→ ◎ 農村整備課 平成25年度、狼森町会と委託契約を
締結して住民管理としている。平成
26年度も引き続き同様の契約を締結
して住民管理とする予定。 目標達成（継続）

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№
26

年度
以降

担当課 取組状況
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度

●前期実施計画取組状況

２－(4)

取組事項
現在の
目標達成
予定年度
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

④ その他

エ ボランティア支
援センター運営
事業

平成１９年度において、ボランティア
支援センター運営委員会がまとめた提
言を参考にしながら、当市におけるボ
ランティア活動の促進について全庁的
に検討する。

→ ◎ 市民協働政
策課

市民協働政策を担当する課の所管施
設である市民参画センター内に、平
成２３年４月から、ボランティア支
援センターを設置し、ボランティア
活動の支援に取り組んできた。
今後も、関係部署や関係機関との連
携を図り、ボランティア活動支援体
制のさらなる充実に取り組んでい
く。

目標達成（継続）

オ 公共住宅イン
フォメーション
提供事業

市営住宅の入居希望者の参考とし、空き
部屋をなくする目的で、財団法人住宅産
業研修財団が管理しているホームページ
に、当市の情報を有料掲載しているが、
事業目的への実施効果が小さいため廃
止する。

○ ◎ 財産管理課 （平成２２年度　完了）
平成２２年度で継続を見直し、平成
２３年３月で廃止とした。

目標達成（完了）

カ 汚水処理施設共
同整備事業
（MICS事業）に
よる経費節減

岩木川浄化センターで、し尿や浄化槽
汚泥等の共同処理を行うことで、し尿
処理施設の建替えに要する費用及び維
持管理費の経費節減が図られる。

○ → → → ◎ 環境管理課
上下水道部
工務課

H25.11より建設工事着工、施工監理
業務開始(～27.3末)

着手済（取組中） 平成27年度

現在の
目標達成
予定年度

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

取組目標年度 26
年度
以降

●前期実施計画取組状況

取組事項

２－(4)

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№
これまでの取組実績
及び今後の取組目標
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（５）公共施設の適正配置

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 既存施設の有効
活用

ア 高長根レクリ
エーションの森
運営管理事業

平成１８年度から指定管理者制度を導入
し､野外活動施設として利用者に快適で
安全な施設を提供している。市町村合併
により､類似施設(スキー場)が増加したこ
とから､管理運営について今後の方向等
を検討する。

○ ◎ 公園緑地課 ・平成25年9月に高杉地域との意見
交換会を開催し、スキー場廃止の方
針を改めて伝えるとともに、夏期の
活用策について、圏域職員政策提言
報告書の内容を紹介して意見を伺っ
た。
・平成26年度も意見交換会を実施
し、スキー場廃止の理解を得るとと
もに、夏期の活用策を検討してい
く。

着手済（検討中） 平成28年度以降

イ その他 既存施設の中で利用率の低い施設につ
いて、地域の要望等に配慮した用途の見
直しなどを行う。

→ → ◎ 財産管理課
各施設所管
課

平成２５年度は、ファシリティマネ
ジメント基本方針を策定した。
平成２６年度は、基本方針に基づい
て、施設配置最適化及び施設長寿命
化を進めるための実施計画を策定
し、地域要望等に配慮した施設用途
の見直しを進める。

着手済（取組中） 設定できない

② 施設配置の見直
し及び統合・廃
止

交流センター、農業関連施設、市立公
民館など、各地域毎に利用形態が類似
する施設等の調査を行い、施設の利用
率が低い施設については、統合・廃止
などを検討する。

○ → ◎ 財産管理課
各施設所管
課

平成２５年度は、ファシリティマネ
ジメント基本方針を策定した。
平成２６年度は、基本方針に基づい
て、施設配置最適化及び施設長寿命
化を進めるための実施計画を策定
し、施設の統廃合の検討を進める。

着手済（取組中） 設定できない

取組状況
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

担当課

●前期実施計画取組状況

№
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画

現在の
目標達成
予定年度

２－(5)

●前期実施計画取組内容（当初計画）

取組事項

取組目標年度 26
年度
以降
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３　定員と給与等人件費の適正化

（１）定員の適正化

実績 H26.4.1 H26.4.1

H22(A) H23 H24 H25 H26(B) 増減数 純減率 H18 H19 H20 H21 H22(A) H23 H24 H25 H26(B) 増減数 純減率

定員(4.1現在) 821 816 814 814 805 △ 16 △ 1.9 現員(4.1現在) 883 859 835 838 820 807 812 821 836 16 2.0

対前年増減数 △ 5 △ 2 0 △ 9 欠　　　　員 0 0 0 0 1 10 3 7 9

定員(4.1現在) 199 193 186 178 167 △ 32 △ 16.1 定員(4.1現在) 883 859 835 838 821 817 815 828 845 24 2.9

対前年増減数 △ 6 △ 7 △ 8 △ 11 対前年増減数 △ 24 △ 24 3 △ 17 △ 4 △ 2 13 17

定員(4.1現在) 225 222 238 239 239 14 6.2 現員(4.1現在) 248 240 222 215 199 191 188 173 162 △ 37 △ 18.6

対前年増減数 △ 3 16 1 0 欠　　　　員 0 0 0 0 0 1 0 4 1

定員(4.1現在) 134 130 129 128 125 △ 9 △ 6.7 定員(4.1現在) 248 240 222 215 199 192 188 177 163 △ 36 △ 18.1

対前年増減数 △ 4 △ 1 △ 1 △ 3 対前年増減数 △ 8 △ 18 △ 7 △ 16 △ 7 △ 4 △ 11 △ 14

定員(4.1現在) 68 66 66 66 66 △ 2 △ 2.9 現員(4.1現在) 194 192 188 197 207 212 227 228 234 27 13.0

対前年増減数 △ 2 0 0 0 欠　　　　員 0 0 0 0 18 10 14 15 10

定員(4.1現在) 427 418 433 433 430 3 0.7 定員(4.1現在) 194 192 188 197 225 222 241 243 244 19 8.4

対前年増減数 △ 9 15 0 △ 3 対前年増減数 △ 2 △ 4 9 28 △ 3 19 2 1

現員(4.1現在) 160 159 154 145 133 129 125 121 115 △ 18 △ 13.5

前年度退職者数 △ 85 △ 85 △ 84 △ 92 欠　　　　員 0 0 0 0 1 1 1 2 3

採 用 者 数 65 91 76 69 定員(4.1現在) 160 159 154 145 134 130 126 123 118 △ 16 △ 11.9

定員(4.1現在) 1,447 1,427 1,433 1,425 1,402 △ 45 △ 3.1 対前年増減数 △ 1 △ 5 △ 9 △ 11 △ 4 △ 4 △ 3 △ 5

対前年増減数 △ 20 6 △ 8 △ 23 現員(4.1現在) 64 64 68 68 68 64 66 63 63 △ 5 △ 7.4

欠　　　　員 0 0 0 0 0 2 0 1 0

定員(4.1現在) 64 64 68 68 68 66 66 64 63 △ 5 △ 7.4

対前年増減数 0 4 0 0 △ 2 0 △ 2 △ 1

現員(4.1現在) 418 415 410 410 408 405 418 412 412 4 1.0

欠　　　　員 0 0 0 0 19 13 15 18 13

定員(4.1現在) 418 415 410 410 427 418 433 430 425 △ 2 △ 0.5

対前年増減数 △ 3 △ 5 0 17 △ 9 15 △ 3 △ 5

前年度退職者数 △ 57 △ 96 △ 81 △ 106 △ 84 △ 74 △ 86 △ 109

採 用 者 数 22 49 77 70 60 89 74 113

現員(4.1現在) 1,549 1,514 1,467 1,463 1,427 1,403 1,418 1,406 1,410 △ 17 △ 1.2

欠　　　　員 0 0 0 0 20 24 18 29 23

定員(4.1現在) 1,549 1,514 1,467 1,463 1,447 1,427 1,436 1,435 1,433 △ 14 △ 1.0

対前年増減数 △ 35 △ 47 △ 4 △ 16 △ 20 9 △ 1 △ 2

①部門別職員数計画 （単位：人） ②部門別職員数実績 （単位：人）

部　　門 区　　分
今後の取組目標 期間内計 (B)-(A)

部　　門 区　　分
これまでの実績 期間内実績 期間内計 (B)-(A)

一般行政部門

一般行政部門
特別行政部門

教　　育

特別行政部門

上下水道
教　　育

　 その他
(国保事業、介護保険事
業等)

公
営
企
業
等
部
門

病　　院

計

総　　 計

公営企業等部門

計

上下水道

総　　 計

   その他
(国保事業、介護保険事業等)

公営企業等部門

公
営
企
業
等
部
門

病　　院
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３　定員と給与等人件費の適正化

（２）給与等人件費の適正化

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 技能労務職の給
与の見直し

国や民間同職種との比較検討 → → → → → 人材育成課 平成24年度末の退職者11名につい
て、不補充とした。
今後も民間同種との比較検討を継続
し、退職不補充、制度運用の適正化
により給与の見直しをすすめる。 着手済（検討中） 目標年度設定なし

③ 行政委員会委員
の月額報酬の見
直し検討

非常勤の行政委員会委員の月額報酬に
ついて日額報酬への見直し検討

○ → → → → 人材育成課 県内他市、類似都市等計73市への照
会し情報収集した。
平成26年度も情報収集を継続し、他
市の状況の把握につとめ、報酬審議
会を開催する。

着手済（検討中） 目標年度設定なし

（３）民間の人材の活用

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

３－(3)

① 民間からの中
堅・幹部職員の
採用

任期付きなどの多様な形態で採用 ○ → → → 人材育成課 平成25年度に特定任期付職員（弁護
士）1名と一般任期付職員2名を採用
した。
平成26年4月には、一般任期付職員1
名を採用した。
また、民間における勤務経験のある
人材を対象にした試験を実施し、19
名を採用した。

目標達成（継続）

取組状況
26

年度
以降

担当課

３－(2)

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

№
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画

現在の
目標達成
予定年度

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

取組状況
現在の
目標達成
予定年度

担当課
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度 26
年度
以降

●前期実施計画取組状況

取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度

取組事項

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№
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４　職員の意欲・能力を高める人材育成

（１）人財育成基本方針の活用

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 人財育成基本
方針に基づい
た研修の実施

厳しい財政状況の中、限られた職員で
多様な市民ニーズに的確に対応してい
くためには、職員の資質・能力の向上
を図り、直面する様々な課題に即応で
きる高度な知識・能力と仕事に対する
強い意欲を持った職員を育成すること
が必要となっている。市では期待する
職員像を明らかにし職員の意識改革を
進めているところであるが、今後の人
材育成の方向性を示すため、平成２０
年度に策定した弘前市職員人財育成基
本方針に基づいた研修を実施し、計画
的な人材育成に取り組んでいく。

→ → → → → 人材育成課 弘前市人財育成基本方針に基づ
き、平成２４年度研修計画を策定
し、研修を着実に実施した。
研修受講者数（延べ）７３５人

平成２６年度も引き続き、前年度
受講した職員からのアンケートを
もとに平成２５年度研修計画を策
定し、研修を実施する。
研修受講者目標数（延べ７５０
人）

目標達成（継続）

② 職員提案政策
研究事業の活
用

職員が自主的に政策テーマを提案しグ
ループで研究活動を行い、その成果を
施策へ反映させていく。

○ → → → → 人材育成課 職員提案政策研究事業（スマイル
メーカープロジェクト）の実施に
より、職員の政策形成能力の向上
と意識改革を図った。平成２５年
度は、３テーマ中１テーマについ
て委託料を活用し研究。
３テーマ中１テーマについて、平
成２６年度以降の施策へ反映させ
た。
平成２６年度も引き続き、実現可
能なテーマの施策反映を目指す。

目標達成（継続）

③ 職員提案制度
の活用

市の事務事業の改善、勤労意欲の高
揚、市民サービスの向上などの効果を
期待し、平成２０年度に「職員提案制
度」を創設し、幅広い観点からの提案
を募集・顕彰してきたが、今後選定さ
れた職員提案の実現について進行管理
を行い実現を図る。

→ → → → → 行政経営課 平成２５年度は、平成２４年度分
の提案についての進行管理を行っ
た。
平成２６年度は、実施内容を一部
見直しし、実施する。

目標達成（継続）

26
年度
以降

担当課

４－(1)

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

取組状況
現在の

目標達成
予定年度

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

№ 取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度
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５　市民と行政との協働と市民サービスの向上

（１）市民主権による協働のまちづくりの推進

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 市民参加型ま
ちづくり１％
システムの導
入

市民主権による市政運営と市民参画の
促進のために、環境美化活動、安全防
犯活動など様々な分野での自主的な活
動に対して支援を行う、市民参加型ま
ちづくり１％システムを導入する。

○ ◎ 市民協働政
策課

平成25年度は、50件の事業に支援
したほか、次年度の制度運用に関
し、申請者の要望にこたえる形
で、事業募集期間の時期を早める
などの見直しを行った。
平成26年度は、事業の周知を図り
ながら、市民がより活用しやすい
システムを目指し、引き続き事業
を展開していく。

目標達成（継続）

② 各種審議会の
公募枠を大幅
増

これまでも、附属機関等の管理に関す
る指針を策定し、委員の公募を掲げて
きた。今後、市民主権を徹底するた
め、公募枠の新設が可能な審議会等を
特定し、個別の改選時期にあわせて、
女性や若者の枠についても配慮しなが
ら、公募枠の拡大を図る。

→ → → → → 行政経営課 平成２５年度は、前年度同様、改
選時期を迎えた附属機関につい
て、女性や若者の枠に考慮しなが
ら、公募可能なものについて公募
を実施した。
平成２６年度も同様に、公募可能
な附属機関の公募を実施してい
く。
・平成26年4月1日現在
　設置されている附属機関
　　　　　　　　　39団体
　公募可能な附属機関
　　　　　　　　　19団体
　公募実施している審議会等
　　　　　　　　　19団体

目標達成（継続）

現在の
目標達成
予定年度

担当課

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

５－(1）

26
年度
以降

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

取組状況

取組目標年度

№ 取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標
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（２）市民対話の促進

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 市民参画担当
部署の設置

市民との対話を促進し、市民参画・市
民との協働のための土台づくりを進め
るため、市民参画について組織・機能
の整理・集約を行ない、市民と庁内と
のコーディネート役を担う市民参画担
当の総合窓口を設置する。

○ ◎ 市民協働政
策課
行政経営課
生涯学習課
人材育成課

（平成２２年度　完了）
平成２３年度は、市民生活課市民
参画センター内に、市民参加・協
働に関する窓口として「市民との
協働推進室」を設置し、各種事業
を実施した。
平成２４年度は、「市民との協働
推進室」の業務の効率化を図るた
め本庁へ移転し、名称を「市民と
の協働推進課」に変更し、引き続
き市民参加・協働の推進を目指し
た各種事業を実施する。
※平成２５年４月より、課名を市
民協働政策課へ変更。

目標達成（完了）

② ホームページ
の充実

市民がどこからでも市ホームページの
情報をみることができるように、弘前
市ホームページサイトに新たに携帯サ
イトを構築する。

◎ （平成２２年度　完了）
平成２３年３月３１日から運用開
始 目標達成（完了）

市民にいち早く情報を提供できるよう
に、ＰＣ向けメールマガジンの配信を
実施する。

○ ◎ （平成２３年度　完了）
平成２３年７月４日から配信開始

目標達成（完了）

目標達成
予定年度

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

担当課 取組状況

広聴広報課

取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

５－(2）

ホームページ
への携帯サイ
ト構築、メー
ルマガジン定
期配信

№

取組目標年度 26
年度
以降

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況
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（３）市民が利用しやすい行政サービスの提供

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

●前期実施計画取組状況

① 窓口改革運動
の実施

市民と市役所の最大の接点は市役所の
窓口であり、このサービスに満足でき
るかどうかで、市役所へのイメージが
決まる。この市民サービスの最前線と
も言える市役所窓口の接客態度を向上
させるため、窓口改革運動を実施し、
接客態度改善の取組を促進するほか、
総合窓口の設置も検討する。

人材育成課
市民課
庁内関係課

○

●前期実施計画取組内容（当初計画）

５－(3)

現在の
目標達成
予定年度

（平成２４年度　完了）
【ソフト面】
平成２４年度は、各課等から窓口改革の提
案と、実行している接遇態度の改善や工夫
の取り組みを提出してもらい、参考となる
事例については紹介し、接遇向上と意識改
革に努めた。また、業務委託により「窓
口・電話応対診断」を実施し、その診断結
果による課題を主とした接遇研修を行っ
た。平成２５年度も、平成２４年度の取り
組みを継続し、窓口改革運動を推進する取
り組みを実施する。
【ハード面】
平成２４年７月２日総合窓口開設。従来の
市民課窓口業務に加え、国民健康保険・介
護保険・子育て支援及び学務関係の一部の
業務や市税等の証明書発行などの業務を行
うワンストップサービスの提供を開始し
た。
【主な内容】
・「早く」「正確に」「簡単に」をコンセ
プトに市民の手続きをサポート
・総合窓口システム導入により、お客様の
手続きが簡単にスムーズに、待ち時間を短
縮
・広告を利用したコストのかからない番号
案内表示システム導入によりプライバシー
へ配慮しつつ、動線を簡略化
・看板・パーティーションにこぎん刺しを
施すなど弘前らしさをＰＲ
平成２５年１月５日には市民課土曜開庁を
スタートさせた。
Ｈ25.7.27ヒロロ３階総合行政窓口内に市民
課駅前分室を移転し、パスポートセンター
を併設。
　年末年始を除く土日祝日８時３０分～１
７時まで、平日８時３０分～１９時まで休
日夜間開庁に係るサービス時間の拡充し
た。併せて住所異動や戸籍届出などの取扱
業務を拡充した。
（ハード面の整備は平成２５年度完了）

目標達成（完了）

№ 取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組目標年度 26
年度
以降

取組状況担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画

→ ◎
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

障がい者のニーズや課題にきめ細かに
対応し、適切な障がい福祉サービス等
に結びつけるため、障がい者への総合
支援機能（ワンストップサービス）を
提供する。

○ → ◎ 福祉政策課
行政経営課

（平成２５年度　完了）
平成25年度も、きめ細やかな相談
支援体制の充実を図るため、市内
６か所での相談支援事業の体制を
維持し、知的障がいや障がい児に
対する相談支援体制の強化を図
り、障がい者に必要な情報の提
供、助言を行い、障がい者やその
家族にニーズに沿った適切な支援
を行っている。
平成26年度も総合的な支援体制を
維持していく。

目標達成（完了）

乳幼児に関わる相談や医療費など母子
保健福祉の総合支援機能（ワンストッ
プサービス）を提供する。

○ → → ◎ 子育て支援
課
健康づくり
推進課
行政経営課

（平成２３年度　完了）
２３年度に乳幼児医療費助成申請
窓口を子育て支援課に変更。
また、平成２２年度に赤ちゃん、
妊婦相談等の窓口を子育て支援課
に設置。

目標達成（完了）

③ 繁忙期（年度
末・年度初
め）の土、日
曜日の窓口開
設の一部見直
し

平成１９年度から、３月・４月の転出
入による窓口の繁忙期の土・日曜日の
開庁を実施してきたが、窓口利用率を
検証し、一部見直しを行う。

◎ 市民課
行政経営課
情報ｼｽﾃﾑ課
福祉政策課
子育て支援
課
国保年金課
学務健康課

（平成２５年度　完了）
【平成２５年度の取組実績】
 土日開庁に関しては、効率的な行
政運営、多様なニーズに対応する
観点から従来４日～７日程度実施
していたものを２間実施
（H26.3.29と3.30)とし、新たな取
り組みとして３月最終週と４月最
初の週の平日１０日間について窓
口時間延長を実施（１９時まで）
した。特段繁忙期平日の混雑を招
いたり、利用率が低下するなどが
なく、一定の効果が見られたの
で、平成２６年度以降も観点から
同様の実施方針とする予定。

目標達成（完了）

② ワンストップ
サービスの導
入

取組状況
現在の

目標達成
予定年度

取組目標年度

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№

５－(3)

●前期実施計画取組状況

取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

26
年度
以降

担当課
平成２４年度の取組実績

及び平成２５年度の取組計画
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（４）行政運営の透明性の確保

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① アクションプ
ランに対する
評価結果の公
表

市長のマニフェスト実現に向けて策定
されたアクションプランの取組結果に
ついて、市民評価アンケート等を基に
点検評価し、その評価結果を市民に公
表する。

○ ◎ 行政経営課 (平成25年度)８月に「自己評価報
告書」を、11月に「第三者評価報
告書」の公表を行った。
(平成26年度)８月に「自己評価報
告書」を、11月に「第三者評価報
告書」を公表予定。

目標達成（継続）

② 事務事業評価
の公表、意見募
集

アクションプランの進行管理システム
と連携した事務事業評価を構築し、そ
の評価結果を市民に公表するととも
に、意見を求める。

○ ◎ 行政経営課 （平成２３年度　完了）
アクションプランに掲載されてい
ない事務事業について事務事業評
価一覧を作成し、評価結果をホー
ムページ等で公表した。なお、事
務事業評価については作業対効果
などの点で課題があることから、
今後はアクションプランの進行管
理に限定して実施することとし
た。

目標達成（完了）

№ 取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

目標達成
予定年度

●前期実施計画取組内容（平成２５年度当初報告分）

取組目標年度 26
年度
以降

５－(4)

●前期実施計画取組内容（当初計画）
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６　健全な財政運営の維持

（１）中期的な展望による財政運営

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 中期財政計画
の策定、公表

厳しい財政状況の中、市の施策を着実
に推進するため、中期的展望に立ち今
後５年間の財政運営の指針として策定
し、市民に公表する。さらに、社会情
勢の変化等に対応するため、毎年度見
直しを行い、健全な財政運営に努め
る。

→ → → → → 財務政策課 　平成２５年度は、中期財政計画
を暫定版として策定・公表し、平
成２６年度に肉付け予算の発表に
合わせ、確定版を策定・公表し
た。
　平成２６年度も引き続き中期財
政計画を策定・公表する予定。

目標達成（継続）

② 歳出（事務事
業）全般にわ
たるスクラッ
プ・アンド・
ビルド

歳出（事務事業）全般については、ア
クションプランを確実に実行するた
め、漫然と事業を実施することなく徹
底した見直しを行い、新規事業にあっ
ては、従来実施しているものをスク
ラップして取り組むこととする。

→ → → → → 財務政策課
行政経営課
人材育成課

　平成２６年度の予算編成におい
ても、シーリング方式を継続した
ほか、インセンティブ予算制度も
継続し、各部局によるスクラッ
プ・アンド・ビルドを実施してい
る。
　今後は、経営計画の施策に重点
的に取り組むため、平成２７年度
予算編成においても継続して実
施。

目標達成（継続）

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

取組状況担当課

取組目標年度

●前期実施計画取組内容（当初計画）

６－(1)

26
年度
以降

№

●前期実施計画取組状況

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

現在の
目標達成
予定年度

取組事項
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（２）公共工事のコスト縮減と入札制度改革

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

① 公共工事のコ
スト縮減

公共工事について、計画段階から管理
までのコスト縮減の検討を行うため、
工事の効率化や将来的に必要な公共工
事との調整など、庁内関係課が意見交
換を行い、様々な面から総合的に経費
の削減を図る。

○ → ◎ 建設政策課
農村整備課
道路維持課
財産管理課
都市政策課
区画整理課
上下水道部

平成２５年度は、工事の計画、実
施段階において、再生材を使用し
た設計や、発注時期・区間等の検
討を行い、積極的に工事のコスト
縮減及び効率化を図った。
平成２６年度も引き続きコスト縮
減に努め、適切な工事発注を行い
効率化を図る。
また、同一箇所での工事で、道路
の掘り返しを繰り返さないよう
に、庁内で密接な調整を図ってい
く。（弘前市地下埋設物対策協議
会等）

目標達成（継続）

② 電子入札制度
の導入

これまでに条件付き一般競争入札・郵
便入札を導入してきたが、今後電子入
札の導入について検討していく。

→ → → ◎ 法務契約課
情報ｼｽﾃﾑ課

電子入札システムについて、平成
25年度に聴取した内容及び導入費
用をもとに、導入について引き続
き検討を行う。

着手済（取組中） 平成26年度

③ 総合評価落札
方式の導入

工事や業務の適正な履行と品質を確保
するために、総合評価落札方式の導入
を国が推奨しているが、導入について検
討していく。

→ → → ◎ 法務契約課 （平成２４年度　完了）
平成２４年度に総合評価落札方式
の試行入札を１７件実施し、平成
２５年度から本格導入することと
した。

目標達成（完了）

担当課
現在の

目標達成
予定年度

６－(2)

№
これまでの取組実績
及び今後の取組目標

取組状況

取組目標年度 26
年度
以降

●前期実施計画取組状況●前期実施計画取組内容（当初計画）

取組事項
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
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（３）歳入の確保対策

○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

収納率の向上

納税者の利便性の向上を図る観点か
ら､コンビニ収納の導入を推進し、納付
方法の拡大を図る。

→ → ◎ 平成24年度コンビニ収納を開始し
たことに伴い、納税者の利便性が
向上した。

目標達成（継続）

納税者の利便性の向上を図る観点か
ら､クレジット収納等の導入について
検討し、納付方法の拡大を図る。

○ → → ◎ 県内市町村のクレジット収納やマ
ルチペイメント収納は費用対効果
の面から導入は進んでいない。平
成26年度以降は、引続き県内外の
自治体の導入傾向や、納付環境の
市民ニーズを捉えながら導入を検
討していく。

着手済（検討中） 設定できない

使用料及び手数料の未納金が増加して
いることから、庁内関係課で未納金解
消の促進を図る。

→ → → → → 平成25年度は、債権管理マニュア
ルを作成するとともに、債権回収
研修会を３回開催したことで、未
収金解消への取り組みが強化され
た。 目標達成（継続）

取組状況担当課

●前期実施計画取組内容（当初計画）

№
現在の

目標達成
予定年度

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

平成２５年度の取組実績
及び平成２６年度の取組計画

26
年度
以降

取組事項

６－(3)

収納課
財務政策課
行政経営課
庁内関係課

①

市税･使用料等
納付方法の拡
大と未納金解
消の促進

●前期実施計画取組状況

取組目標年度

34ページ



○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

② 使用料、手数
料等の見直し

体育施設の管理運営について、旧市町
村で使用料や減免基準に違いがみられ
るため、使用料及び減免基準の見直し
をする。

○ ◎ 文化ｽﾎﾟｰﾂ振
興課

（平成２３年度　完了）
平成２３年度に利用実態を把握
し、使用料及び減免基準の改正
済。
平成２４年１月施行。

目標達成（完了）

③ 自主財源の確
保

ア 広報紙・印刷
物等への広告
募集事業の推
進

平成２１年度から市の広報印刷物、市
有財産などを広告媒体として広告を掲
載する事業を推進しているが、広告募
集事業への各課の取組を強化する。

→ → → → → 広聴広報課 平成２５年度は、ホームページ、
広報ひろさき、弘前霊園パンフ
レットなどのほか、子育て応援サ
イトなどを広告費で賄っており、
約9,000千円の効果があったと考え
られる。今後も引き続き、広告掲
載を募集し増収等に努めていく。

目標達成（継続）

イ 未利用市有財
産の処分の推
進

平成２０年度から処分可能な土地の売
り払い手続に着手したが、今後も未利
用地の売り払いを積極的に行う。

→ → → → → 財産管理課 平成２５年度は、土地売払の随時
募集を行った。
平成２６年度は、随時募集及び競
争入札により普通財産の処分を進
める。

目標達成（継続）

ウ 公有財産の使
用許可・貸付
業務の見直し

平成１９年度から有償貸付の拡大を関
係課と協議・検討してきたが、協議が
まとまった段階で実施する。

○ ◎ 財産管理課 （平成２３年度　検討終了）
使用許可及び貸付について、平成
２２年度に一部業務の見直し行っ
たが、有償貸付の拡大について
は、現状では実施が困難であるこ
とから、検討を終了することとす
る。

検討終了

これまでの取組実績
及び今後の取組目標

担当課

取組目標年度 26
年度
以降

№ 取組事項
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

現在の
目標達成
予定年度

６－(3)
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○：着手、→：継続、◎：目標達成

22 23 24 25

③ 自主財源の確
保

エ 職員提案によ
る自主財源の
確保

職員が自主的に政策テーマを提案しグ
ループで研究活動を行い、その成果を
施策へ反映させていく職員提案政策研
究事業などにより、新たな自主財源を
確保する。

○ → → → → 人材育成課 職員提案政策研究事業（スマイル
メーカープロジェクト）の実施に
より、職員の政策形成能力の向上
と意識改革を図った。平成２５年
度は、３テーマ中１テーマについ
て委託料を活用し研究。
３テーマ中１テーマについて、平
成２６年度以降の施策へ反映させ
た。
平成２６年度も引き続き、実現可
能なテーマの施策反映を目指す。

着手済（取組中） 目標年度設定なし

④ その他

補助事業の積
極活用による
財源の確保

大規模な改修を要するアップルロード
等について、国等の補助事業を活用し
た財源の見直しを図ることにより、予
算の無駄削減と自主財源の確保に取り
組む。

○ → ◎ 建設政策課
財務政策課

平成２５年度は、県事業として小
栗山地区の事業費の一部を負担
し、財源を削減している。
平成２６年度も引き続き、県事業
として小栗山地区及び新規の下湯
口・原ケ平地区の事業費の一部を
負担し、財源を削減する。 目標達成（継続）

取組目標年度 26
年度
以降

担当課
平成２５年度の取組実績

及び平成２６年度の取組計画
取組状況

現在の
目標達成
予定年度

６－(3)

●前期実施計画取組内容（当初計画） ●前期実施計画取組状況

№ 取組事項
これまでの取組実績
及び今後の取組目標
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※　項目・主な内容欄のカッコ書きは、取組項目番号を表しています。 （単位：千円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

40,000 0 40,000 ▲ 7,318 40,000 67,166 40,000 20,649 160,000 80,497 ６(３)① コンビニ収納導入等による収納額の向上 20,649

0 0 1,000 0 1,000 750 1,000 1,416 3,000 2,166 ６(３)② 体育施設使用料の見直し等 1,416

20,000 0 20,000 63,028 20,000 32,703 20,000 0 80,000 95,731 ６(３)③イ 未利用市有財産の処分 0

１(３)③ア 下水道事業の経営改善 290,766

６(３)③ア 広告募集事業 8,590

６(３)④ 補助事業の活用 392,670

60,974 288,737 62,607 269,980 63,000 577,341 63,000 714,091 249,581 1,850,149

96,800 73,546 217,800 79,249 181,500 16,649 229,900 23,765 726,000 193,209

(175,688) (255,108) (482,595) (624,780) (1,538,171)

96,800 73,546 96,800 73,546 96,800 73,546 96,800 73,546 387,200 294,184

121,000 5,703 121,000 5,703 121,000 5,703 363,000 17,109

▲ 36,300 ▲ 62,600 ▲ 36,300 ▲ 62,600 ▲ 72,600 ▲ 125,200

48,400 7,116 48,400 7,116

▲ 16 ▲16(▲12） ▲ 20 ▲20(▲1) 6 9 ▲ 8 ▲ 1

▲ 16 ▲ 16 ▲ 36 ▲ 36 ▲ 30 ▲27 ▲ 38 ▲ 28 ▲ 38 ▲ 28

45,010 45,265 68,090 128,967 68,090 158,301 68,090 186,925 249,280 519,458 １(１)①ア ごみ収集業務の委託 71,795

4,088 4,088 27,168 28,269 27,168 26,637 27,168 29,743 85,592 88,737 １(１)①イ 庁舎の機械警備 614

40,922 40,922 40,922 40,922 40,922 40,922 40,922 40,922 163,688 163,688 １(１)①ウ 学校給食業務の委託 43,851

１(２) 指定管理者制度導入 70,665

H23 35,437 35,437 35,437

H24 150,973 150,973

H25 34,670

１(１)③ア 保育所の民間移譲の推進 24,444

１(３)② 水道事業基本計画の推進 9,118

１(３)③ア 下水道事業の経営改善 3,664

２(３)④ウ ネットワークシステムの統合 11,082

２(４)② 人事給与システムの運用 3,499

２(４)③ウ 民俗芸能保存団体育成補助の見直し 115

２(４)④ア 福利厚生会交付金の廃止 10,366

２(４)④ウ 親水広場の住民管理 30

６(１)② インセンティブ予算制度 2,615

H23 23,624 23,624 23,624

H24 100,649 100,649

H25 23,113

0 151,746 0 151,429 0 135,999 0 150,204 0 589,378 － 公債費の繰上償還等 150,204

540,201 281,750 1,059,382 452,302 1,253,583 676,106 1,635,433 806,675 4,488,599 2,216,833

(175,688) (255,108) 0 (482,595) (624,780) (1,538,171)

601,175 570,487 1,121,989 722,282 1,316,583 1,253,447 1,698,433 1,520,766 4,738,180 4,066,982 ※（　）内は人件費削減（職員削減分を除く）に係る効果額を表示。

(175,688) (255,108) (482,595) (624,780) (1,538,171)

歳出削減策計

合　　計

295,283

－ 内部管理経費の見直し 23,113

その他 公債費の繰上償還等

23,624 317,758 124,273 451,138 147,386 1,227,822

46,500 4,126 64,933 16,378 137,037

内部管理経費の見直し 物件費の５％削減

155,568 0 303,358

納税貯蓄組合事務費の見直し 12,382

その他事務事業の整理合理化 4,000 3,085 4,126 22,519 4,126

7,974 16,470 12,382 49,380 39,541 ２(４)③エ

－ 施設等維持費の見直し 34,670

補助金等の整理合理化 5,470 8,108 10,970 11,077 16,470

665,639 186,410 865,709 221,080 2,219,739 442,927

施設等維持費の見直し 物件費の５％削減

233,353 0 455,038 35,437

民間委託による事務事業費削減 指定管理、機械警備

うち指定管理者制度によ
るもの

指定管理者制度導入

指定管理料の見直し

(0) (624,780) (0) (1,538,171)
◎対象経費
職員給料、手当（時間外・期末・勤勉・寒冷地）
非常勤職員報酬

(624,780)(0) (175,688) (0) (255,108) (0) (482,595)

平成２５年度の職員削減数の効果額は
１名分を計上

7,116

歳
出
削
減
策

職員削減分
（民間委託による人員削減分
を除く）

H21-H22 一般職員削減16人

H22-H23 一般職員削減20人

H23-H24 一般職員増員  6人

H24-H25 一般職員削減  8人

職員増減数計

1,671,755

歳入確保策計

人件費削減

３(１)①

（当該年度）

（累計）

【参考】職員削減分を除く削減分 （給与改定等による削減効果額）

214,270 2,000 476,722 2,000 692,026 6,581その他
下水道事業の経営改善、
広告募集事業、
補助事業活用ほか

974 288,737 1,607

計
取組項目番号 取組内容 効果額

歳
入
確
保
策

税等の徴収・収納対策 未納金対策

使用料・手数料の見直し

未利用財産の売り払い等

７　経費節減等の財政効果

項　　　目 主な内容

効　　果　　額 平成２５年度効果額内訳

２２ ２３ ２４ ２５

37 ページ


