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31.4

－

⑦民間活用による削減効果額　181,190千円を目指します。

－

－

20

　前向きに取り組む職員の育成により、市民ニーズの的確な把握やサービスの向上が図られ効率的・効果的な行政運営が実現しています。

指標名

①職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。

②ボランティア・地域活動に参加している職員の割合　65.0％を目指
します。

上段：年度別目標値
下段：年度別現状値 H25目標値

に対する
達成率

○

H22目標値
に対する
達成率

× －

基準値

⑧財政調整基金（※42）は、計画期間を通じて20億円を維持します

⑨単年度の市債発行額のうち地方交付税措置のないもの（※43）の割
合を減らします。

⑥職員提案が施策に反映された件数　9件を目指します。

業務取得 －

H22目標値に対する達成率　○:目標を達成済み　×:目標を達成できない　－:判断できない

業務取得 件

単位

％

63.1

④窓口での応対に満足している市民を増やします。

⑤窓口での手続き時間に満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート

48.0

％

取得方法

業務取得 ％ 45.8

業務取得

○

市民評価
アンケート

88.4

業務取得

業務取得

％

H25目標値に対する達成率　○:目標を達成済み　－:目標を達成できない・判断できない

％ －

　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

－

630③各種研修受講者数　750人を目指します。 人

億円

○ －

千円

市民評価
アンケート

－

○

0

○

×

○

○

82.1

0

めざす姿 

めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など） 

約束７ 市職員のパワーを引き出し、市役所の仕事力を高めます 
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事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ -

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｂ

2 Ａ Ｂ

○１　民間からの中堅・幹部職員の採用（任期付きなど多様な形態で）

●３　エリア担当制度の検討など職員の地域活動への参加促進

項目

25年度

2,732

【”市職員のパワー”を引き出します】

13,549

24年度

16,549

23年度

　めざす姿の達成状況を示す指標9項目について、平成22年度の目標値に対する達成率は、「目標を達成済み」が7項目、「目標を達成できない」が2項
目となっており、達成率は高い状況にあります。
　これは、人材育成に関する事業を迅速に取り組み、また、新たに制度化したものや適正な行財政の管理、執行に努めたものと考えられます。

　平成22年度における注目指標のうち、市民評価アンケートによる「①職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。」と「④窓口での応対に満足してい
る市民を増やします。」の2項目については、目標を達成できませんでした。これは、仕事に対する職員の意識不足や市職員の接遇能力が十分でないこ
となどが原因と考えられます。
　業務取得による「⑥職員提案が施策に反映された件数9件を目指します。」については、目標を達成しております。これは、職員提案政策研究事業
【通称　スマイルメーカープロジェクト】を制度化し、職員自らが提案したテーマを事業化に向けて、意欲的に取り組んだことによるものと考えられ
ます。また、政策研究メンバーも市職員のみならず、市民をも巻き込んで市民感覚の提案が行われたことも要因と考えられます。

　次に、個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では、4項目中4項目が「工程表どおり実施済み」となっています。また、「達成率」では、まだ判断
できないものを除いて、3項目が「順調に推移」しています。

　施策の実施状況や指標全体の傾向と注目指標の達成状況等を総合的に勘案すると、職員の育成に対して新規事業や積極的な研修への派遣など、目標
達成に向けて取り組んでいるが、十分な成果は得られていないと考えます。
　平成23年度からは、エリア担当制度が導入され、今後、職員の地域参画の促進と市民ニーズの把握による的確な行政運営が推進されていくものと期
待されます。

81,990

22年度

5,553

○２　職員提案による自主財源の確保（人事評価と連動した成果主義の徹底）

【予算の無駄を削減します（満足感とまでいかずとも納得感を）】

達成率　A:目標を達成済み　B:順調に推移　C:遅れている　-:判断できない

進捗率　A:工程表どおり実施済み　B:概ね工程表どおり　C:工程表より遅れている　-:未着手

年度別概算所要額（千円）

●４　窓口改革運動の実施

【市役所の窓口改革に取り組みます】

個別施策の実施状況 

約束全体の評価 
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 0

民間人採用事業
今後の
方向性

民間からの中堅・幹部職員の採
用（任期付きなど多様な形態で）

　特別な技能、経験、知識を有
する者など、市役所内部からの
登用が難しいポストに充てるた
め、民間から中堅・幹部職員を
採用する。

平成22年度実施内容

7-1

　県内9市や類似都市に対して調査を実施した。他市の事例を調査取りまとめ、採用事例、対象職種等につ
いての検討材料とした。また、任期付採用条例の制定を検討するなど、「工程表どおり実施済み」との評価
をした。

　目標・活動量指標は「採用人数2人」となっている。採用予定が平成23年度からとなっていることから、達成
率の判断は次年度からとする。

目標・活動量指標

採用人数 2人

決算額

　任期付採用条例による採用は、正職員としての採用であるため、定年があり、対象者が限定されてくるた
め、非常勤職員として委嘱する方法も検討する。対象職種として、インバウンド対策事業の中で実施すること
を想定するほか、文化・スポーツの才能を伸ばすため、一流の指導者の雇用を検討する。

－　147　－



－　148　－

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

9

5

2,732

今後の
方向性

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

16

今後の
方向性

項目

平成22年度実施内容

　開催日の調整を図りながら、より多くの職員が市長と意見交換できるよう配慮しながら継続していく。

開催回数 24回程度/年

　平成23年度に事業化した政策テーマは、着実に事業を進める。また、平成23年度の政策テーマの選考基
準に「自主財源の確保に関するもの」を要項に加え、成果主義として人事評価への反映は今後、検討をして
いく。

市長と職員の意見交換会

目標・活動量指標

(2)職員の職務意欲の向上と職
員の提案を引き出す機会とし
て、希望する職員たちが、昼の
休憩時間を利用し、市長と意見
交換する。

　5月からスタートし、年代別や政策グループ別など様々な職員が市長と意見交換することができたため、
「工程表どおり実施済み」との評価をした。

目標・活動量指標

(1)職員が自主的に提案した政
策テーマについて、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。
　平成23年度以降は、政策テー
マの選定基準の中に「自主財源
の確保に関するもの」を加える。
　成果主義の徹底については、
将来的に人事評価制度の中で
考慮していく。 決算額

　計16回延べ84名の職員と意見交換を行ったが、目標・活動量指標に満たなかったため、「遅れている」と
した。しかし、市長が職員の想いを直接聞く機会は、新たな施策への取り組みと職員のやる気を引き出すこ
とにつながっているものと考える。

　平成22年度は、9件の政策テーマを調査研究することができ、また、累計9件の目標に対して5件の政策
テーマを施策に反映することができた。このことから、目標・活動量の指標は、「目標を達成済み」と考える。

平成22年度実施内容

職員提案が施策に反映された件数（H25） 9件（累計）
（Ｈ22）3件　（Ｈ23）6件　（Ｈ24）9件　（H25）9件

職員提案政策研究事業

平成22年度実施内容

政策テーマ 5件程度/年

7-2

　施策を構成する2事業のうち、2事業を「工程表どおり実施済み」と評価したため、施策全体としては、総合
的に「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　「職員提案政策研究事業」の目標・活動量指標のうち、政策テーマは9件と目標を大きく上回った。しかし、
｢市長と職員の意見交換会」においては、開催回数が下回ったことから、全体的には、「概ね順調に推移」と
している。

　平成22年度は職員提案政策研究事業の要項を作成し、制度化することができた。政策テーマの募集の結
果、20件の応募があり、そのうち9件を決定することができため、「工程表どおり実施済み」との評価をした。

職員提案による自主財源の確保（人事評価と連動した成果主義の
徹底）
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

55.1

-

-

事務事業名 0

職員地域活動参加促進事業
今後の
方向性

決算額

エリア担当制度(※44)の検討な
ど職員の地域活動への参加促
進

エリア担当制度の実施による担当職員数（地区ごとに1名、出張
所及び岩木・相馬地区を除く。） 18名

7-3

平成22年度実施内容

　平成22年8月に職員に対して地域活動への参加の実態調査を行い、地域活動への参加目標値の設定と
現状を把握することができた。また、平成22年度の地域活動に参加している職員の割合は、目標53％に対
して55.1％であった。平成23年度のエリア担当制度導入に向けて、他市の状況や要項等の検討を進めるこ
とができたため、「工程表どおり実施済み」との評価をした。

目標・活動量指標

　職員に対して、適宜、地域活動への参加を呼びかけるとともに、平成23年度の早い時期にエリア担当制度
を開始するよう進める。

エリア担当制度活動回数
 24回/年（月2回程度）

　「エリア担当職員数」及び「エリア担当制度活動回数」の目標・活動量指標の達成率の判断は次年度から
となっているが、地域活動に参加している職員の割合は、平成22年度の目標（53.0％）より2.1％上回ってい
ることから、「概ね順調に推移」しているものと考える。

　地域活動の活性化と職員力の
さらなる活用のために、次の取り
組みを行う。
（１）地域活動への参加促進策の
強化
　職員への啓蒙策として、町会
活動等地域活動への参加目標
設定、目標達成状況の確認によ
り、参加意欲を促す。
（２）エリア担当制度の導入
　「市職員の支援を求めている町
会」を把握し、「町会活動を支援
したい職員」を募集、希望する町
会へ職員を派遣する。
・エリア担当職員の活動内容
①町会の会議等への参加
②町会への情報提供
③町会からの意見・要望等の受
付及び市民生活課への取次ぎ
（意見・要望等の担当課への振り
分けは主に市民生活課が対応）

地域活動に参加している職員の割合
（Ｈ22）53.0%　（Ｈ23）60.0%　（Ｈ24）65.0%　（H25） 65.0%
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

B

H22 H23 H24 H25

83.6

91.1

事務事業名 0

窓口改革事業
今後の
方向性

　お客様の満足度を高めるための総合窓口開設（平成24年7月予定）に向けて、従来の市民課窓口業務に
加え、転出入、出生、死亡等の届け出に伴い必要となる各種手続き及び税関係証明書の発行を一つの窓
口で取り扱うための検討を行う。

決算額

　ソフト面では、窓口改革（接客態度改善）のための新たな取り組みの提案や実行している創意工夫や取り
組みの紹介を各課から提出してもらい、参考となる提案は全庁的に紹介することができた。また、ハード面で
の窓口改革に関して、平成22年9月に関係10課の課長補佐をメンバーとして、具体的な改革案を検討する
「窓口改革検討チーム」を立ち上げて実施内容やスケジュールについて検討を重ね、「工程表どおり実施
済み」である。

　平成22年度の目標・活動量指標より、「窓口での応対に満足している市民の割合」は、1.4％下回り、「窓口
での手続き時間に満足している市民の割合」は、0.1%上回った。二つの指標・活動量指標ともに基準値から
は上昇しており、総合的に判断して達成率は「概ね順調」とした。

窓口での応対に満足している市民の割合値
（Ｈ22）85.0%　（Ｈ23）87.0%　（Ｈ24）90.0%　（H25） 90.0%

窓口改革運動の実施7-4

窓口での手続き時間に満足している市民の割合
（Ｈ22）91.0%　（Ｈ23）93.0%　（Ｈ24）95.0%　（H25） 95.0%

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

　窓口サービスの充実を図るた
めに、次の取り組みを行う。
（１）接客態度改善の取り組み促
進（基本的接客態度の徹底。接
客態度改善のための取り組みの
提案）
（２）ハード面での窓口改革
①経費が少なく、比較的早期に
実施可能な設備の導入
②関係する課等の配置換えやシ
ステム改修等、大規模な設備の
導入（届出手続きのシステム化、
総合窓口化）
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