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22 23 24 25

67.0 68.0 69.0 70.0

55.2 62.6

※(59.1) ※(66.9)

53.0 60.0 65.0 65.0

55.1 55.7

650 700 750 750

747 759

85.0 87.0 90.0 90.0

83.6 87.1

91.0 93.0 95.0 95.0

91.1 92.4

3 6 9 9

5 8

45,010 113,100 181,190 181,190

45,265 174,232

20 20 20 20

26 29

43.2 40.6 37.9 35.3

31.4 37.7

H23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

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

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（※2）の割
合を減らします。

業務取得 ％ 45.8 ○ －

⑧財政調整基金（※1）は、計画期間を通じて20億円を維持します 業務取得 億円 20 ○ －

⑦民間活用による削減効果額　181,190千円を目指します。 業務取得 千円 0 ○ －

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 件 0 ○ －

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 ％ 88.4 × －

④窓口での応対に満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 82.1 ○ －

③各種研修受講者数　750人を目指します。 業務取得 人 630 ○ －

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。

業務取得 ％ 48.0 × －

①職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。
市民評価
アンケート ％ 63.1 × －

　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 取得方法 単位 基準値

上段：年度別目標値
下段：年度別現状値 H23目標値

に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

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 C

1 A B

1 A B

2 A B

5,553 81,990 16,549 13,549

2,732 51,409

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

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

年度別概算所要額（千円）

22年度 23年度 24年度 25年度

○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

【市役所の窓口改革に取り組みます】

●４　窓口改革運動の実施

【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）】

○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）

　めざす姿の達成状況を示す指標９項目について、平成２３年度の目標値に対する達成率は、「目標を達成済み」が６項目、「目標を達成できない」
が３項目となっており、達成率は十分に満足できる結果とは言い難いものの、３項目の「目標を達成できない」は、前年度比べて改善（増加）してい
る状況にあります。これは、これまでの研修等を検証し、平成２３年度に職員の意識改革や人材育成をより推進するための新たな事業を着実かつ迅速
に取り組み、また、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２３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。」は、目標を達成できず、「④窓
口での応対に満足している市民を増やします。」は、微増ですが、目標を達成できました。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、さらにはそれらの意識付けや能力向上を図る取り組みが、まだ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】を制度化して１年が経過し、職員に制度が浸透しはじめたことや、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、３項目
が「順調に推移」し、１項目が「遅れている」となっています。

　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、エリア担当制度の事業化をはじめ、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２４年度は、エリア担当制度の更なる活用による職員の地域参画の促進と、職員に対して研修機会を増やすことにより、職員のスキルの向上を
図られ、管理型から経営型の行政運営を推進することができる、前向きに取り組む職員が着実に育成されていくものと期待されます。

項目

【”市職員のパワー”を引き出します】

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

C

H22 H23 H24 H25

- 1人

- 1人

事務事業名 0 0

今後の
方向性

目標・活動量指標

採用人数 2人（H23）

【参考】採用人数 3人（累計）（H25）
（Ｈ23）1件　（Ｈ24）2件　（H25）3件

決算額

民間人採用事業

　幹部職員については、民間からの登用（採用や委嘱など）を柔軟に行うための制度の研究を行うとともに、
各課の需要を調査したうえで、特定の分野において管理監督的役割又は指導的役割を果たすことのできる
人材の発掘を行う。
　中堅職員については、民間における勤務経験のある人材に対する受験機会の拡大を図る。

平成23年度実施内容

7-1
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）

　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23年度は、対象職種として、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ほ
か、インバウンド対策事業の中で実施することを想定した。結果、保健体育課主査（スポーツ推進担当）1人
を採用したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、平成23年度の採用人数を2人としているが、1人の採用となったことから、「遅れてい
る」と評価した。
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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件 8件

5件 3件

- 1件

2,732 2,191

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回 20回

84人 125人

今後の
方向性

開催回数 24回程度/年

【参考】参加者数 60人/年

　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。このため、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。

決算額

　研究テーマの募集の際には、自主財源の確保に関するテーマのほか、管理型から経営型の行政運営を
推進するテーマも推奨していく。

平成23年度実施内容

(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。

市長と職員の意見交換会

　4月から毎月、職種別や政策グループ別など様々な職員が市長と意見交換をすることができたことから、
「工程表どおり実施済み」と評価した。

　計20回延べ125人の職員を意見交換することができたが、目標・活動量指標に満たなかったため、「遅れて
いる」と評価した。

目標・活動量指標

平成23年度実施内容

(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。

職員提案政策研究事業

　平成23年度は8件の提案があり、全ての政策研究テーマを決定したことから、「工程表どおり実施済み」と
評価した。

　8件の政策研究テーマを調査研究することができ、また、職員提案が施策に反映された件数の目標（累計9
件）に対して、平成22年度から累計して計8件の政策研究テーマを施策に反映することができた。このことか
ら、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

政策テーマ 5件程度/年

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

【参考】自主財源の確保につながった提案件数 累計3件（H25）
（Ｈ23）1件　（Ｈ24）2件　（H25）3件

項目 平成23年度実施内容

7-2
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）

　施策を構成する2事業のうち、2事業とも「工程表どおり実施済み」との評価になっていることから、施策全体
としても、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　構成する2事業について、「目標を達成済み」が1事業、「遅れている」が1事業となったが、政策テーマの件
数が8件と上回っていることや、職員の任意の参加による「市長と職員の意見交換会」の事業においても、開
催回数や参加人数は多くなっていることから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね順調に推移」と評価し
た。
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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% 55.7%

- 92名

- ※

- -

事務事業名 0 605

今後の
方向性

※注記

目標・活動量指標

エリア担当制度活動回数
 24回/年（月2回程度）

【参考】エリア担当制度による、町会等からの意見や要望等を措
置した割合 100％/年

決算額

　エリア担当制度は、各地区に1人を配置し、1人あたり年24回の活動を当初計画としていたが、各地区にお
ける要望や支援要請等を広く吸い上げ、地域のパイプ役として効果的に機能させるために、職員を2人から6
人によるグループで配置した。このため、目標・活動量指標を評価することはできないが、各担当地区の活
動は月2回となっている。

職員地域活動参加促進事業 　町会に対してエリア担当制度に関するアンケートを実施し、有効かつ効率的な制度運営を進めていく。

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%

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

平成23年度実施内容

7-3
エリア担当制度(※3)の検討など
職員の地域活動への参加促進

　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）

　平成23年度は、職員に対する地域活動に係る参加の実態調査及びエリア担当制度をスタートさせることと
していたが、5月に実態調査を実施し、7月にはエリア担当制度をスタートさせたことから、「工程表どおりに
実施済み」と評価した。

　エリア担当制度は、当初計画を変更して職員を配置したため、目標値と比べることはできないが、制度化し
て全地区に職員を配置し、活動回数は月2回程度で実施した。
　また、地域活動に参加している職員の割合については、目標を達成できなかったが、昨年度より0.6%の増
となっている。これらのことから、全体的として、「概ね順調に推移」と評価した。

活動回数月2回

全地区に2名～6名配置
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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 87.1

91.1 92.4

16.4 12.8

事務事業名 0 48,613

今後の
方向性

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%

【参考】
職員の対応や態度に不満をもつ市民の割合 10.0%（H25）
（Ｈ22）なし　（Ｈ23）14.0%　（Ｈ24）12.0%　（H25） 10.0%

決算額

平成23年度実施内容

7-4 窓口改革運動の実施

　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）

　窓口改革運動については、計画どおりに進めることができた。
　ソフト面では、窓口改革（接客態度の改善）のための新たな取り組みの提案や創意工夫の取り組みなど各
課から提出してもらい、参考となる提案は全庁的に紹介した。また、外部委託による窓口診断や接遇やク
レーム対応に関して階層別や派遣研修により実施した。
　ハード面では、平成22年度に引き続き「窓口改革検討チーム」において具体的な窓口改革案を検討した。
平成23年度には税証明の交付サービスを開始し、平成24年7月の総合窓口の開設に向けた取り組みを進め
た。このことから、「工程表どおりに実施済み」と評価した。

　平成23年度の目標値と比べ、「窓口での応対に満足している市民の割合」は、0.1ポイント上回り、「窓口で
の手続き時間に満足している割合」は、0.6ポイント下回った。二つの目標・活動量指標ともに対前年値より上
回っており、【参考】においては、職員の対応や態度に不満をもつ市民の割合が減っていることから、「概ね
順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

窓口改革事業
　市民評価アンケートや窓口診断の結果を踏まえて、効果的な研修の実施等を行うとともに、総合窓口開設
後の効果等の検証を行い、窓口サービスの充実を図る。

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%
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

－ － － 100 100

(H22)
48.0 55.1 55.7 65.0 70.0

(H22)
69.0 69.0 76.4 73.0 75.0

(H21)
63.1 59.1 66.9 69.0 70.0

(H21)
17.9 16.4 12.9 12.0 10.0

20 26 29 20 20

(H22)
13.1 13.1 12.3 13.0 12.4

③市の施策や事業、各種市民サービスの市民満足度を高めます。
市民評価
アンケート ％

②ボランティア・地域活動に参加している職員の割合70％を目指しま
す。

業務取得 ％

【参考】アクションプラン２０１２掲載指標　～めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など）～

指標名

①エリア担当制度による、町会等からの意見や要望等を措置した割合１
００％を目指します。

業務取得 ％

⑤職員の窓口対応に対する市民の不満を解消していきます。
市民評価
アンケート ％

④職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。
市民評価
アンケート ％

⑦地方債の繰上償還及び計画的な借入により、実質公債費比率12.4％を
目指します。

業務取得 ％

⑥財政調整基金は、計画期間を通じて20億円を維持します 業務取得 億円

旧指標「③各種研修受講者数　750人を目指します。　」を削除

旧指標「④窓口での応対に満足している市民を増やします。」を⑤に変更

旧指標「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。」を削除

旧指標「⑥職員提案が施策に反映された件数　9件を目指します。」を削除

旧指標「⑦民間活用による削減効果額　181,190千円を目指します。」を削除

旧指標「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の割合を減らします。」を削除

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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