
直通電話 72-3151 事業コード 604030102 17 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ６０ 終了年度 未定

Ｈ１２

施策コード

6040101

6040301

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

76 581 295 201 295

0 0 0

3,482 3,459 3,560

3,558 4,040 3,855 金額（千円）

3,558 4,040 3,855

64 72 69

0.42人 0.42人 0.42人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 4 3 4 3

実績値 1 9 6

達成率 25.0% 300.0% 150.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5主な特定財源の内訳

課内№

白井 　　 俊
平成16年8月23日

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

２）目指す成果
→何をどんな状態
にする（何がどんな
状態になる）ように

行政改革大綱（市の組織機構、事務事業等で改革や改善すべきことをまとめたもの)を策定し、それを実現できるよ
うにする。

総務部行政管理課担当部課
森本　栄樹 細川　 修次

１）
　事  　　業　　  名

行政改革推進事務
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

行政運営を効率的に行うため。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
効率的な行政運営/時代に即した組織機構の適正化/行政組織の管理

効率的な行政運営/事務改善の推進/総合的な事務改善の推進

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

行政改革懇話会開催費用（報酬・費用弁償)

２）その他の間接経費　（千円）

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

①行政改革推進本部会議（市の特別職と部長職で構成)で行政改革大綱の素案を作成し、決定する。
②行政改革懇話会（市民９人の委員で構成)に、①で決定した行政改革大綱の素案を提示し、その素案について意
見をいただく。
③行政改革懇話会の意見を踏まえ、行政改革推進本部会議で行政改革大綱を決定する。
④毎年、行政改革推進本部会議・行政改革懇話会において、行政改革大綱の実施状況を確認し、また、行政改革
大綱の見直し等を行う。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

特になし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

①国は、平成１２年１２月に行政改革大綱を決定し、様々な行政改革（省庁の再編など)に取り組んでいる。
②多くの都道府県・他市町村でも同様に、行政改革の大綱、指針、方針などを策定して行政改革に取り組んでい
る。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 行政改革大綱については、市民で構成する行政改革懇話会の意見を参考に策定している。

各指標の説明・算定方法

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

目標値：当初予算による開催予定回数
行政改革懇話会の開
催回数（回)



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 71 71 71 71

実績値 24 32 36 目標レベル

達成率 33.8% 45.1% 50.7% ★★★

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） Ｂ

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向
現状維持 ＊●
縮小方向
統　　　合
休・廃止

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

行政改革大綱の達成状況は、完全実施の項目が約５割、一部実施の項目を含めると約７割であることから、行政改
革の実施主体である市の最高の意思決定機関（行政改革推進本部会議)と市民で構成する第三者機関（行政改革
懇話会)で行うことは、一定の妥当性がある。

７　平成１5年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある

平成１３年２月に現在の行政改革大綱を策定し、見直し等を行いな
がら実施してきたが、行政改革大綱の完全・一部実施の項目が約７
割、また、未実施項目にかなり再考の必要性があることから、現在の
行政改革大綱の役目は終えつつあると考え、今後、新たに行政改
革大綱の策定に向けた取り組みが必要であると考える。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課
長評価

最終評
価

平成１７年度から新たな行政改革大綱の策
定に取りかかる必要がある。

事業
規模

行政改革推
進本部会
議・行政改
革懇話会の
報告

行政改革大綱の達成
項目数（項目)

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、
事業改善等の効果はど
うだったか

□概ね良好 □一部問題あり■極めて良好 □大きな問題あり

□ともに疑問あり

当初予算の行政改革懇話会の開催回数の予定（４回)が、懸案である財政構造改革の審議のため、実際の開催回
数が多くなったが、行政改革大綱に関する審議は、予算の範囲内で終了していることから極めて良好である。

【評価ポイント】
その事業は事業目的の
達成に効果があるか、ま
た、市民（対象者）に必
要とされているか

３）市関与の妥当性　

【評価ポイント】
その事業に市が関与す
る必要があるか、市がど
こまで関与するのが適当
か

■極めて妥当

行政運営を効率的に行うには、行政改革推進本部会議（市の最高の意思決定機関)と行政改革懇話会（市民の意
見を聞くための第三者機関)により策定した長期的な改革の計画である行政改革大綱を実施して、毎年、その行政
改革大綱の見直し等を行っていくことが、必要である。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるた
めには今の事業内容が
適当か、受益と負担の関
係に不公平はないか

８　今後の方向性・課題

行政改革の実施主体はあくまでも市であるため、市が関与することは極めて妥当である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ B

行政改革大綱の達成状況は、平成１５年度までの完全
実施の項目が約５割、一部実施の項目を含めると約７割
となることから、良好である。

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり

□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

■有効かつ必要 □必要性に疑問あり

目標値：行政改革大綱の全項目
実績値：その年度までに完全実施した累積項
目数

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 行政改革推進事務

事業の成果を示す指標


