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※指標２の「H22実績値」欄は、H23調査結果を基準値として記載している。

　

平成２５年度施策評価シート

第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け １次
評価者

総務部

めざすまちのテーマ等 ６　健全な行財政運営 総務部長

施策項目 （２）行政経営の改善
（当該施策
を担当する
部長）

佐々木　隆哉

７４－３１４８

【１　施策の目的】

積極的に民間委託や地域協働を推進するなど、地方分権時代に相応しい、少数精鋭の行政経営を推進するまちをめざ
す。

【２　戦略計画における現状と課題】
　行政への需要は、ますます複雑・多様化しており、その需要に的確に対応するための事務事業の整理・合理化、行政のスリム化とと
もに、市民の自発的・積極的な行政分野への参画も必要となってきている。
　合併により、職員数が一時的に増加したが、今後、職員数の抑制と計画的な定員管理を行うための職員の適正配置を進める必要が
ある。
自治体間競争時代を迎えている現在、職員の意識改革を図り、資質の向上、能力の開発を進め、積極的な意欲と行動力を持つ人材
の育成につとめる必要がある。

【３　成果指標】

指標の名称 単位 Ｈ２２実績値 Ｈ２８目標値

指標１ 職員数 人 514 453

指標２ 指定管理者施設における利用者満足度（加重平均） ％ 68 ↗

指標３ （参考）公の施設における指定管理者制度の導入割合 ％ 　

指標４

　 Ｈ２４実績値Ｈ２０実績値 Ｈ２１実績値 Ｈ２２実績値 Ｈ２３実績値
Ｈ２２実績値
との比較

Ｈ２８目標値
との比較

指標１ 486541 532 514 492 ○ ×
指標２ 6168 × ×
指標３ 67 67 67 67

○向上、×低下 ○到達、×未達
指標４

（２）　手法改善を図る事項

（１）　拡充（重点化）を図る事項（新規事業を含む。）

・H25・26年度行政評価については、市行政評価委員会による外部評価を休止し、第5期総合計画策定作業への活用を踏まえた内部
評価に重点を置き実施する。
・職員数については、退職者数とのバランスに配慮しながら安定的に新規採用を継続することにより、適切に管理していく。
・再任用職員が現役職員を的確にサポートする体制を確立するため、25年度から試行を始めた業務区分による任用の成果を確認し、
必要な修正を加えていく。
・簡素で機動的な組織編成を意識して、部・室・課の整理統合と管理職の削減を進める。
・個々の職員に着目したキャリア形成支援や、業務に不可欠なスキル・ノウハウの世代間承継など、目的を明確化した上で、タイミン
グ、手法、受講者などを最適に決定し、職員研修を行っていく。
・総務課の研修企画力、管理監督職のOJT技法など、「研修させる側」の能力向上も図る。

（３）　縮小（統合）を図る事項

【４　１次評価（担当部長評価）】　　※別表

・平成19年度と25年度（いずれも4月1日現在）での比較では、職員数は566人⇒480人（▲15.2％）、管理職員数は104人
⇒90人（▲13.5％）と、行政組織の簡素化と業務の効率化をさらに進めることができた。
・人材育成基本方針の前期アクションプラン期間の終了を受け、重点を絞り込んだより実効性の高い新方針の策定作業
を進めている。

【７　最終評価】

【５　パブリックコメント】

【６　中間精査（１次評価のフォローアップ（変更点・補足事項）】



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　原則１　健全な行財政運営 【施策】　（２）行政経営の改善 【施策担当】　総務部長

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

成
果
・評価事務の作業軽減と、予算要求など各部局の政策
形成に結び付けていくことを重点として進めてきたことに
より、行政評価制度について職員意識の向上につな
がっている。
・評価プロセスの時間軸を、毎年度の重点施策の検討
や予算編成過程に合わせていくことによって、評価サイ
クルの確立に向けて一歩前進が図られた。
・全施策及び全事業のパブリックコメントによって、市民
との情報共有が助長された。

課
題
・未だ年度当初から秋の予算編成作業開始までの間の
事務作業量が多いこと、行政評価と重点施策や各部予
算要求との連携の仕組みが明確とは言えない。
・行政評価制度に関して、市民との情報共有の観点か
ら、評価単位（施策・事務事業）、評価方法及び評価結
果の効果的な活用手法（仕組み）の検討が必要である。

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・H25・26年度行政評価については、市行政評価委員会
による外部評価を休止し、第5期総合計画策定作業へ
の活用を踏まえた内部評価に重点を置き実施する。

①行政評価
システムの
充実と活用

市民を含めた第三者評価も活用しな
がら、行政活動の点検と見直しを行う
行政評価を推進します。

・H19～23の5カ年度間で、第4期総計「５つのめざすま
ちのテーマ」に関連するすべての施策評価（31施策）を
一通り実施したほか、H24までの間に、まちづくりの基本
理念に基づく「３つの原則」に関する4施策の評価を実施
した。
・評価活動を通じたＰＤＣＡサイクル推進に向けて、職員
向けの事前説明会や評価結果の報告、各部予算要求
方針への位置付け等を実施するとともに、H23以降は事
業評価シートの様式変更は極力行わず、評価プロセス
の連続性を重視した。
【最終評価に関する各部予算要求方針位置付け数】
➣H25予算要求を伴うもの30項目／最終評価75項目
・外部評価機関である石狩市行政評価委員会では、限
られた時間内で密度の濃い議論を行うことを目標とし
て、評価対象施策の事前勉強会、担当部局ヒアリング・
文書による質疑応答等の意見交換を行ってきた。
【H19～24における行政評価委員会の開催回数】
➣延べ60回（最小4回、最大14回、平均10回/年間）
・評価作業の中間においてパブリックコメントを実施して
おり、H24からは全施策（40施策）及び全事業（評価対
象320事務事業）で実施している。なお、H22からは次年
度予算等に評価結果の活用を可能とするため、実施時
期の前倒し（例年9～10月→概ね7月迄）を行っている。
【H19～24におけるパブリックコメント意見申出状況】
➣延べ8名、意見の数26件

□A

■B

□C

□拡充

■手法
　改善

□継続

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題
（A)の
達成度

方向性 優先度 具体的な取組み内容（案）

成
果
・H19年度と24年度（いずれも4月1日現在）での比較で
は、職員数は566人⇒486人（▲14.1％）、管理職員数は
104人⇒90人（▲13.5％）と、行政組織の簡素化と業務
の効率化を進めることができた。

課
題
・児童館運営、リサイクルプラザ管理を始めとして、市の
既存事業の一層のアウトソーシングが求められている。
・業務プロセスの改革を進めるためには、庁内各課の意
識をそちらに向ける必要があるが、未だ十分に高まって
いるとは言い切れない。

■高い

□中位

□低い

行政改革大綱及び実施計画に基づき、ターゲットとなる
業務と年次目標を明らかにしながら、業務のアウトソー
シングを進める。ターゲットを選定する際は、行革実施
本部で十分な議論を行うなど、庁内の意識を高める工
夫も加える。

②協働によ
る行政の簡
素化

市民、民間事業者、ＮＰＯなどとの協
働により、事務事業の外部委託、公の
施設の管理などを進め、業務プロセス
の改革を図って行政の簡素化につと
めます。

・学校開放業務、第三者行為（交通事故）に係る求償事
務、道路維持業務の夏冬一体化、公民館管理運営業
務、北石狩衛生センター業務、花川北地域包括支援セ
ンター業務、水道業務の委託化を行ったほか、本町簡
易郵便局の民間移管を行った。
・新設された公の施設（ぽぽらーと、浜益区農漁業者住
宅、浜益斎場、厚田観光施設、こども未来館）は指定管
理者による管理とした。
・従前は市行政が取組んできた地域課題を、民間と市
の協働により解決を図る「行政提案型協働事業提案制
度」をスタートさせた。

□A

■B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　原則１　健全な行財政運営 【施策】　（２）行政経営の改善 【施策担当】　総務部長

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題
（A)の
達成度

方向性 優先度 具体的な取組み内容（案）

成
果
・定員適正化計画のH23年度（計画最終年度）目標職員
数489人に対し、492人（目標達成率99.4％（99人の減
員））となった。　新計画の初年度、H24.4.1時点の職員
数は486名で目標を達成した。
・統合による部の削減と、室の活用による部局横断的な
行政課題対応の体制整備が図られた。

課
題
・長く新規採用を厳しく抑制したため、30代前半以下の
職員数が極めて少なくなっており、この先、スキルやノ
ウハウの継承、中堅年齢層職員のキャリア形成などを
円滑に進めるための方策が求められている。
・職員数の削減（定員適正化）は今後も着実に進める必
要があるなかで、知識経験豊かな再任用職員が現役職
員を的確にサポートする体制を確立することが不可欠。
・室を固定化することは、組織の複雑化や新たな縦割り
の発生につながるおそれもあるため、目的に照らして設
置する妥当性の検証を続ける必要がある。

成
果
・職場外研修（研修機関への派遣研修）を実施し、H21
年度48人、22年度57人、23年度65人が参加した。（各年
度とも10回実施）
・職場集合研修のうち、全職員の理解を深めるため、
H21年度より、認知症サポーター養成講座に取組んだ。
H21年度143人、22年度191人、23年度11人、24年度24

組織と職員数の適正管理は永遠の課題であり、手法を
改善しつつ取組み続けなければならない。
・職員数については、退職者数とのバランスに配慮しな
がら安定的に新規採用を継続することにより、適切に管
理していく。
・再任用職員が現役職員を的確にサポートする体制を
確立するため、H25年度から試行を始めた業務区分に
よる任用の成果を確認し、必要な修正を加えていく。
・簡素で機動的な組織編成を意識して、部・室・課の整
理統合と管理職の削減を進める。

④職員の意

少数精鋭の行政経営を推進するため
には、職員一人ひとりの意識改革と能
力開発を、効果的・組織的に実施する

・H23.3月に「人材育成基本方針」を策定し、その一環と
して、職員研修・自己啓発、人事評価制度の構築・運用
の取組みの推進を図った。

・「石狩市行政改革2016」の取組みに位置付け、『人事
評価制度の導入』、新たに『目標管理の導入』と『人材

□A

□B

■C

□拡充

■手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・個々の職員に着目したキャリア形成支援や、業務に不
可欠なスキル・ノウハウの世代間承継など、目的を明確
化した上で、タイミング、手法、受講者などを最適に決定
し、職員研修を行っていく。
・総務課の研修企画力、管理監督職のOJT技法など、
「研修させる側」の能力向上も図る。

③行政組織
と職員定数
の適正管理

組織は、その時々の時代の要請に柔
軟に対応したものでなければなりませ
ん。常に市民の目線に立ち、「今、何
が求められているのか」ということを原
点に検討し、効率的・機能的な組織の
構築を目指します。
また、ＰＰＰ・協働の推進や業務改善
等による業務の効率化や組織の改変
を進めながら、その業務量に見合う人
員配置を行うため、定員適正化計画
に基づき適正な定員管理につとめま
す。

・H19年度からH23年度までの「石狩市定員適正化計
画」に引き続き、H24年度からH28年度まで実施する「石
狩市定員適正化計画2016」を策定した。
・H19年度からの「第2次石狩市行政改革大綱」におい
て、『スリムで柔軟な組織づくり』（管理職員数を80名以
下に削減）、『機構の再編』（部局数を9部から7部に削
減）に取組んだ。
・H24年度からの「石狩市行政改革2016」において、『定
員適正化計画による適正な職員数の管理』、『求められ
る組織へ』（組織の見直し）、『現場力重視の組織改編』
に取組んでいる。
・次年度職員数の推計のため、再任用職員に対して継
続意向の調査を実施しているが、H25年度再任用予定
者に対しては、任用パターンを示して意向調査を実施
し、本人と各部課の希望を踏まえた配属を行うことで再
任用職員の知識・経験の有効活用を図った。

□A

■B

□C

□拡充

■手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

H21年度143人、22年度191人、23年度11人、24年度24
人が受講した。（23、24年度は未受講者対象）
・管理職目標管理研修を2回実施し、24人が受講した。

課
題
・毎年度の職員研修実施計画により研修を実施し、研
修受講歴の把握・管理をしているが、研修全体の総括
や評価が不十分であった。

成
果
・H19年度と24年度（いずれも4月1日現在）での比較で
は、職員数は566人⇒486人（▲14.1％）、管理職員数は
104人⇒90人（▲13.5％）と、行政組織の簡素化と業務
の効率化を進めることができた。（以上「②協働による行
政の簡素化」記載内容を再掲）

課
題
・業務プロセスの改革を進めるためには、庁内各課の意
識をそちらに向ける必要があるが、未だ十分に高まって
いるとは言い切れない。（再掲）
・PFI方式による公共事業の検討体制が庁内で確立され
ていないことのほか、導入可能性の検証に必要な実務
的ノウハウの蓄積が必要である。

□高い

■中位

□低い

・「②協働による行政の簡素化」と統合する。
・ＰＦＩ方式の導入にあたっては、対象となる施設の現状
や国内情勢を見極めながら、状況を踏まえた的確な検
討を進める。
・ＰＦＩを含むＰＰＰについては、第５期総合計画において
も引き続き推進に努める。

⑤ＰＰＰ(官民
連携)の推進

官民連携が可能な事務事業を精査
し、外部委託や指定管理者制度の活
用や、民間の資金と知見・技術力を活
用するＰＦＩ導入の可能性の検討を進
めるなど、行政サービスの質を低下さ
せることなく、業務の効率化を図るた
め、積極的にＰＰＰ(官民連携)を進め
ます。

・学校開放業務、第三者行為（交通事故）に係る求償事
務、道路維持業務の夏冬一体化、公民館管理運営業
務、北石狩衛生センター業務、花川北地域包括支援セ
ンター業務、水道業務の委託化を行ったほか、本町簡
易郵便局の民間移管を行った。
・新設された公の施設（ぽぽらーと、浜益区農漁業者住
宅、浜益斎場、厚田観光施設、こども未来館）は指定管
理者による管理とした。
・従前は市行政が取組んできた地域課題を、民間と市
の協働により解決を図る「行政提案型協働事業提案制
度」をスタートさせた。
（以上「②協働による行政の簡素化」記載内容を再掲）
・市公共事業へのＰＦＩ方式導入については、H23に実施
した主要事業計画の後期見直しに際し、事務レベルで
はあるが、一部の事業で導入の可能性を検討したほ
か、国内先進事例の情報収集、関係機関との意見交換
等に努めた。
・指定管理者制度や業務のアウトソーシングのほか、Ｐ
ＰＰ推進の観点から、衛生センター長期包括的運営管
理事業（H24～）や民間賃貸住宅建設促進事業（H24）な
ど、新しい取組みを進めてきた。

□A

■B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

④職員の意
識改革と能
力開発

必要があることから、自ら問題を発見
し、積極的に改善を進める自律型人
材の育成や、コーチング等指導能力
の向上を図る等、人材育成の一層の
充実につとめます。

評価制度の導入』、新たに『目標管理の導入』と『人材
育成基本方針の見直し』に取組んでいる。

■C □継続 □廃止 □低い 「研修させる側」の能力向上も図る。


