
那珂市財政健全化プラン推進計画
　

【実施状況】

平成２５年３月現在

那珂市



１　　この推進計画は、那珂市財政健全化プランで示した対策の実施スケジュール及び実績を記載しています。

２　　この推進計画の進行管理は、那珂市行財政改革推進本部及び幹事会において行うこととしています。

３　　平成23年度における効果額等は、マイナス1億423万2千円となっています。
　　　マイナスの主な原因は、予防接種事業などの委託費や下水道特別会計などへの繰り出しが増えたことによります。

４　　平成24年度における効果額等は、マイナス19億１,999万4千円となっています。
　　　マイナスの主な原因は、災害復旧関連の建設事業費が約24億円増えたことによります。

５　　実施大項目

Ⅰ　財源の確保 Ⅱ　歳出の削減

　１　市税等徴収率の向上 　１　管理経費の削減
　２　広告収入の確保 　２　事務事業の見直し
　３　未利用財産の活用 　３　普通建設事業の抑制
　４　利用料の見直し 　４　指定管理者制度を含めた民間委託等の推進

　５　人件費の削減
　６　各種団体、審議会の見直し
　７　公債費の抑制
　８　特別会計繰出金の抑制
　９　加入協議会の再検討
　１０　補助金等の削減
　１１　入札差金の凍結
　１２　その他(消防団の再編･幼稚園の統合)
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那珂市財政健全化プラン推進計画における財政効果額等一覧
（単位：千円）

21年度 22年度 23年度 24年度 計
Ⅰ 1 広告収入の確保 1,000 820 755 1,801 4,376
Ⅰ 3 未利用財産の活用処分 15,866 36,868 109,621 73,251 235,606
Ⅰ 3 教職員の駐車場料金の徴収 ― 1,692 1,698 1,700 5,090
Ⅱ 1 公用車の見直し 1,202 143 169 572 2,086
Ⅱ 1 委託料の削減、委託事業内容の検証 △ 52,636 2,084 △ 61,433 △ 131,597 △ 243,582
Ⅱ 1 施設管理経費等の見直し △ 48,371 △ 5,242 38,957 △ 73,973 △ 88,629
Ⅱ 1 施設管理主体の見直し ― 4,884 4,884 4,884 14,652
Ⅱ 1 交際費の見直し 30 191 814 825 1,860
Ⅱ 1 借地料の見直し ― 4,466 4,703 5,175 14,344
Ⅱ 1 事務経費の削減 2,214 2,654 4,862 5,882 15,612
Ⅱ 2 事務事業の廃止・合理化・簡素化 (22,723) (90,963) (100,795) (23,391)
Ⅱ 2 各種イベントの見直し 4,285 1,033 21,124 1,694 28,136
Ⅱ 2 前納報奨金の縮小、廃止 7,746 4,821 7,226 4,800 24,593
Ⅱ 3 建設事業の抑制 △ 100,283 △ 429,250 △ 171,487 △ 2,263,388 △ 2,964,408
Ⅱ 5 職員の削減 49,878 67,011 68,660 62,319 247,868
Ⅱ 5 地域手当の削減 20,739 19,839 25,518 22,526 88,622
Ⅱ 5 嘱託職員の見直し △ 3,360 △ 5,040 △ 3,360 △ 47,286 △ 59,046
Ⅱ 6 各種団体等の宿泊を伴う研修の見直し 5,279 314 4,959 800 11,352
Ⅱ 6 審議会･委員会の見直し 217 217 217 217 868
Ⅱ 7 市債発行の抑制 298,394 △ 91,171 312,479 231,653 751,355
Ⅱ 8 特別会計繰出し金の抑制 2,931 △ 321,763 △ 799,011 68,677 △ 1,049,166
Ⅱ 9 加入協議会の再検討 △ 395 66 50 11,328 11,049
Ⅱ 10 各種団体補助金の見直し 12,355 6,695 18,467 18,529 56,046
Ⅱ 10 外郭団体補助金の削減 22,797 54,024 49,024 28,524 154,369
Ⅱ 10 事業補助金の削減 △ 3,124 38,636 42,575 36,307 114,394
Ⅱ 10 扶助費の削減 △ 3,372 1,327 △ 37,768 △ 7,687 △ 47,500
Ⅱ 11 入札差金の凍結 204,060 363,642 200,698 49,869 818,269
Ⅱ 12 幼稚園の統廃合 ― 19,398 19,398 △ 27,396 11,400

合　　　　　計 437,452 △ 221,641 △ 136,201 △ 1,919,994 △ 1,840,384
累　　　　　計 215,811 79,610 △ 1,840,384

※　「－」印は検討中、△は増をあらわします。

大項目 実施項目
財政効果額
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那珂市財政健全化プラン推進計画の実施状況について

大項目

H21 H22 H23 H24 H25

Ⅰ　財源の確保

１　市税等徴収率の向上

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

実施状況（H24）

・催告回数･･･4回
・差押件数･･･72件　充当額（5,808,408円）　滞納額（62,087,033
円）
　内訳ー預金差押（52件）　原子力立地給付金差押（1件）　所得
税還付金差押（1件）　生命保険料等押（2件）　不動産差押（15
件）　年金差押（1件）
・平成24年4月からコンビニ収納を開始し、利便性と納税機会の
拡充を図った。
    ・市税（市町村民税、固定資産税、都市計画税） 92.3%

＜墓地＞
・墓地永代使用料は、申請時に一括納付してもらい、許可してい
る。
・墓地管理料は、納付通知、督促通知で徴収しており、未納は0と
なっている。
＜保育・学童保育＞
・市立保育所児童運営費徴収金　徴収率（5/31現在）　96.76％
・民間保育所児童運営費徴収金　徴収率（同上）　97.33％
・学童保育料徴収金　徴収率（同上）　99.24％
・保育・学童保育関係滞納額　5,426千円（前年比724千円減）
＜介護保険＞
・保険料滞納者には、介護認定申請時に給付制限のあることを
説明している。（24年度特別徴収率100％、普通徴収率　88.26%）
・平成22年度からは給付制限を実施。　・平成24年度からはコン
ビニ納付開始。
＜市営住宅＞
・納付期限（毎月末）を過ぎても納付が無い者へ督促状を送付。
・4ヶ月毎に催告状を送付（6月、10月、2月）した。　・3ヶ月分以上
の滞納者に対し、電話連絡や訪問により納付指導。
・それでも納付が無い場合は、連帯保証人に納付指導を依頼
（文書及び電話連絡）。
・徴収率　89.56％　滞納額　9,385千円

＜水道＞
・催告書及び電話で督促し、自主納付を促進している。　・それで
も連絡のない未納額が多い滞納者には、給水を停止し納付を促
している。
＜下水道使用料・受益者負担金＞
・臨戸訪問を強化し、収納率の向上に努めている。（徴収率
94.8％）
＜農集排使用料、加入分担金＞
・臨戸訪問を強化するとともに、郵便局納付を進めている。（徴収
率　96.7％）
＜給食費＞
・市税等の徴収に合わせて督促をし、滞納整理を実施した。ま
た、滞納整理班による訪問徴収を実施した。

市税等徴収率の向
上

【H22】
・催告回数・・・4回
・差押件数・・・74件充当額(8,715,727円)　滞納額
(83,116,050円)
・公売件数・・・3件(2,050,810円)　滞納額
(2,966,649円)
・茨城県との人事交流の実施(滞納処分のノウハウの
強化・人材の育成)
 ・市税（市町村民税、固定資産税、都市計画税）
92.3％
・国民健康保険税　63.1％
・水道料金　95.6％
・下水道料金　95.3％
・農業集落排水料金　95.7％
・介護保険料（普通徴収）　70.6％
・保育所保育料　97.0％
・市営住宅使用料　91.2％
・学校給食費　98.3％

【H23】
・催告回数・・・4回
・差押件数・・・67件充当額(4,085,421円)　滞納額
(36,894,562円)
・平成24年4月コンビニ収納に向けた準備として収納
代行業者と契約、金融機関との連絡調整を行った。
・市税（市町村民税、固定資産税、都市計画税）
91.7％
・国民健康保険税　63.0％
・水道料金　95.6％
・下水道料金　93.4％
・農業集落排水料金　96.2％
・介護保険料（普通徴収）　69.8％
・保育所保育料　97.1％
・市営住宅使用料　89.7％
・学校給食費　98.0％

実施項目
実　　　施　　　年　　　度

実施状況（H22・H23）
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

徴
収
率

92.2% 92.3% 91.7% 92.3%

・催告回数･･･4回
・差押件数･･･72件　充当額（5,808,408円）　滞納額（62,087,033
円）
　内訳ー預金差押（52件）　原子力立地給付金差押（1件）　所得
税還付金差押（1件）　生命保険料等押（2件）　不動産差押（15
件）　年金差押（1件）
・平成24年4月からコンビニ収納を開始し、利便性と納税機会の
拡充を図った。
    ・市税（市町村民税、固定資産税、都市計画税） 92.3%

＜墓地＞
・墓地永代使用料は、申請時に一括納付してもらい、許可してい
る。
・墓地管理料は、納付通知、督促通知で徴収しており、未納は0と
なっている。
＜保育・学童保育＞
・市立保育所児童運営費徴収金　徴収率（5/31現在）　96.76％
・民間保育所児童運営費徴収金　徴収率（同上）　97.33％
・学童保育料徴収金　徴収率（同上）　99.24％
・保育・学童保育関係滞納額　5,426千円（前年比724千円減）
＜介護保険＞
・保険料滞納者には、介護認定申請時に給付制限のあることを
説明している。（24年度特別徴収率100％、普通徴収率　88.26%）
・平成22年度からは給付制限を実施。　・平成24年度からはコン
ビニ納付開始。
＜市営住宅＞
・納付期限（毎月末）を過ぎても納付が無い者へ督促状を送付。
・4ヶ月毎に催告状を送付（6月、10月、2月）した。　・3ヶ月分以上
の滞納者に対し、電話連絡や訪問により納付指導。
・それでも納付が無い場合は、連帯保証人に納付指導を依頼
（文書及び電話連絡）。
・徴収率　89.56％　滞納額　9,385千円

＜水道＞
・催告書及び電話で督促し、自主納付を促進している。　・それで
も連絡のない未納額が多い滞納者には、給水を停止し納付を促
している。
＜下水道使用料・受益者負担金＞
・臨戸訪問を強化し、収納率の向上に努めている。（徴収率
94.8％）
＜農集排使用料、加入分担金＞
・臨戸訪問を強化するとともに、郵便局納付を進めている。（徴収
率　96.7％）
＜給食費＞
・市税等の徴収に合わせて督促をし、滞納整理を実施した。ま
た、滞納整理班による訪問徴収を実施した。

市税等徴収率の向
上

【H22】
・催告回数・・・4回
・差押件数・・・74件充当額(8,715,727円)　滞納額
(83,116,050円)
・公売件数・・・3件(2,050,810円)　滞納額
(2,966,649円)
・茨城県との人事交流の実施(滞納処分のノウハウの
強化・人材の育成)
 ・市税（市町村民税、固定資産税、都市計画税）
92.3％
・国民健康保険税　63.1％
・水道料金　95.6％
・下水道料金　95.3％
・農業集落排水料金　95.7％
・介護保険料（普通徴収）　70.6％
・保育所保育料　97.0％
・市営住宅使用料　91.2％
・学校給食費　98.3％

【H23】
・催告回数・・・4回
・差押件数・・・67件充当額(4,085,421円)　滞納額
(36,894,562円)
・平成24年4月コンビニ収納に向けた準備として収納
代行業者と契約、金融機関との連絡調整を行った。
・市税（市町村民税、固定資産税、都市計画税）
91.7％
・国民健康保険税　63.0％
・水道料金　95.6％
・下水道料金　93.4％
・農業集落排水料金　96.2％
・介護保険料（普通徴収）　69.8％
・保育所保育料　97.1％
・市営住宅使用料　89.7％
・学校給食費　98.0％
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

２　広告収入の確保

計
画

継続
実施

追加

現
状

実施
実施

（追加）
実施

（追加）
実施

収
入
額

1,000千円 820千円 755千円 1,801千円

３　未利用財産の活用

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

収
入
額

15,866千円 36,868千円 109,621千円 73,251千円

・広告掲載料収入　1,260,000円
・動画広告放映料　　320,000円
・広告マット設置料　 221,130円

市有地売却　70,893千円
駐車場使用料　2,358千円（上菅谷駅、瓜連駅）
※ 上菅谷駅及び瓜連駅の未利用地については、駐
車場として活用していることから完了とする。
・那珂市未利用地等活用検討委員会の開催（3回）
・那珂市未利用地等活用検討委員会作業部会の開催
（2回）
＜検討内容＞
　（１）日本サーボ跡地の利活用について検討
　（２）一の関調節池太陽光発電所設置事業者の提案
募集要項、
　　審査基準等について検討
　
　※日本サーボ跡地の利活用は、委員会において検
討を継続中

未利用財産の活用
処分

【H22】
市有地売却　　35,446千円
駐車料金　　　1,422千円

【H23】
市有地売却　　107,527千円
駐車料金　　　 2,094千円

広告収入の確保

【H22】
・広告媒体（広報なか、市ホームページ、窓
口用封筒、コミュニティバス、市指定ごみ袋
用外袋）
・広告掲載数　H22‥広報なか：11社、窓口用
封筒：1社
・追加媒体　動画モニター（民間広告、市政
情報を市民課窓口及び総合公園に設置）

【H23】
・広告媒体（広報なか、市ホームページ、窓
口用封筒、コミュニティバス、市指定ごみ袋
用外袋）
・広告掲載数　H23‥広報なか：12社、ＨＰバ
ナー：2社
・追加媒体
　動画モニター（民間広告、市政情報を市民
課窓口及び総合公園に設置）
　広告入りマット（市民課、税務課、収納
課、会計課等）
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

計
画

調整 実施

現
状

調整 実施 実施 実施

収
入
額

－ 1,692千円 1,698千円 1,700千円

４　利用料の見直し

計
画

見直し 検討 検討・周知 実施

現
状

検討 検討 検討 検討

効
果
額

－ － － －

計
画

見直し
周知

実施 実施

現
状

検討 検討 検討 検討

効
果
額

- － － －

一人当たり月額500円を徴収した。
1,700千円（285人）

・3回開催した幼稚園対策協議会で、保育料の見直し
の協議を行った。値上げすることについては、一定の
理解を得られたが、時期については、景気の動向や国
の制度（消費税の値上げ）の状況を見るべきとの結論
であった。

・教育厚生常任委員会の進捗状況質問で、２５年度中
に有料化を行う予定はない旨答弁した。
・教育委員会としては使用料として徴することを決定し
ており、市としての結論は慎重に議論を重ね決定して
いく。

学校体育施設の有
料化

【H22】
　学校体育施設の有料化に向けて、「学校体
育施設夜間使用料徴収条例」を制定し実施し
ていくこととしたが、施設使用料として徴す
るか夜間電気料相当分を負担金として徴する
か、その徴収方法について再検討することと
なった。

【H23】
（仮称）学校体育施設夜間使用料徴収条例と
して制定するかどうかの結論は出ていない
が、教育委員会としては、使用料として徴す
ることを決定していることから、関係団体と
協議し、慎重に結論を出すこととしている。

幼稚園保育料の見
直し

【H22】
・保育料については、現状維持とした。（保
育料　4,000円/1ヶ月）
・保育料の値上げについては、国の幼稚園教
育に対する方向性を見定めながら、平成23年
度から幼稚園対策協議会において、3歳児保育
の見直しと併せて検討する。

【H23】
・平成24年3月に策定した「那珂市幼稚園教育
振興計画」において、課題提起している。平
成24年度中に、幼稚園対策協議会において検
討していく。

教職員の駐車場料
金の徴収

【H22】
一人当たり月額500円を徴収した。
1,692千円（277人）

【H23】
一人当たり月額500円を徴収した。
1,698千円（280人）
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

計
画

検討 実施

現
状

検討 検討 検討 検討

効
果
額

- － － －

Ⅱ　歳出の削減

１　管理経費の削減

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

・減免規定の見直しの考え方について、行政改革懇談
会にて意見を徴した。
・懇談会委員から原案における課題等についてのご指
摘を受けた。

公用車管理費　　11,280千円(H20)    20年度比
            　 　　　 10,708千円(H24)   △572千円
購入車　　６台（うち集中管理　２台）
（寄付含）
廃　車　１２台（うち集中管理　４台）
（ﾘｰｽ満了等含）
集中管理台数　　29台　　　　　31台
各課管理台数　 154台　　　　 158台
　　　　　　　 183台(H24) 　 189台(H23)
市バス運行回数
　大型106（135）回　　中型163(156)回
　　( )は前年

公用車の見直し

【H22】
･公用車購入8台(集中管理分：軽自動車2台、
貨物・小型自動車(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車)各1台)
･廃車5台
･集中管理台数33台、各課管理台数155台
･市バス運行回数（大型183回　中型188回）※
小型バスはコミュニティバスとして配置換え
活用する。

【H23】
･公用車管理費　  11,111千円
･購入車9台（うち集中管理3台）
･廃　車8台（うち集中管理5台）
･集中管理台数　31台（2台減）
･各課管理台数　 158台（3台増）
･総台数　189台（1台増）
・市バス運行回数　大型　135（183）回　中
型156(188)回　　( )は前年

施設使用料減免規
定の見直し

【H22】
　市内施設及び県内市町村取組状況調査結果
に基づき見直し素案を作成を進めた。

【H23】
・公の施設は、公共の福祉の向上を図るため
に設置した施設であることから、市民が利用
しやすいよう低廉な使用料として設定してい
るもので、本来使用料は施設使用の対価であ
ることから、全額納付を基本とする。なお、
減免の承認に当たっては、公益性と施設建設
の目的に沿った中で、均衡の取れたものとし
ていく。
・ 平成21年度に実施した市内施設及び県内市
町村取組状況調査結果に基づき見直し素案を
作成。以後平成23年度まで検討を重ねた。
・ 施設使用料減免規定の見直し案（減免判断
基準や具体的な減免基準）を検討協議した。
・ 本部会議の決定後、平成25年4月からの新
減免規定の運用開始に向け、関係団体・組織
に対して、趣旨の説明や周知をしていくもの
とする。
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

効
果
額

1,202千円 143千円 169千円 572千円

公用車管理費　　11,280千円(H20)    20年度比
            　 　　　 10,708千円(H24)   △572千円
購入車　　６台（うち集中管理　２台）
（寄付含）
廃　車　１２台（うち集中管理　４台）
（ﾘｰｽ満了等含）
集中管理台数　　29台　　　　　31台
各課管理台数　 154台　　　　 158台
　　　　　　　 183台(H24) 　 189台(H23)
市バス運行回数
　大型106（135）回　　中型163(156)回
　　( )は前年

公用車の見直し

【H22】
･公用車購入8台(集中管理分：軽自動車2台、
貨物・小型自動車(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車)各1台)
･廃車5台
･集中管理台数33台、各課管理台数155台
･市バス運行回数（大型183回　中型188回）※
小型バスはコミュニティバスとして配置換え
活用する。

【H23】
･公用車管理費　  11,111千円
･購入車9台（うち集中管理3台）
･廃　車8台（うち集中管理5台）
･集中管理台数　31台（2台減）
･各課管理台数　 158台（3台増）
･総台数　189台（1台増）
・市バス運行回数　大型　135（183）回　中
型156(188)回　　( )は前年
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

△ 52,636千円 2,084千円 △ 61,433千円
△131,597

千円

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

△ 48,371千円 △ 5,242千円 38,957千円
△73,973

千円

【主な増加事業】
・民間保育所児童入所事業
・予防接種事業
・妊婦・乳児健康診査事業
・各種健診事業
・包括的支援事業
【主な削減事業】
・情報系システム管理事業
・賦課徴収事務費
・福祉バス運営事業
・地域ケアシステム推進事業
・戸多、木崎地区地籍調査事業
・道路維持清掃事業
・地域生活支援事業

・節電、節水及び適切な設定温度管理の実施。（すべ
ての施設）
・遮熱フィルムの貼付、照明灯のLED化、トイレ・蓄熱
槽等の改修。（本庁舎）
　　庁舎管理事業　89,896千円（38,891千円増　H20対
比）
・本庁舎空調の大規模改修の検討が必要である。
・コミュニティセンターについては、修繕計画書を作成
し、計画的な修繕が必要である。
・緑のカーテン設置。（瓜連分庁舎）（東消防署）（西消
防署）（学童保育所）（中央公民館）
・電気の購入先を㈱東京電力からPPSに変更。（小中
学校）（菅谷保育所）（総合公園）（ふれあいの杜公園）
（瓜連体育館）（中央公民館）
・浄水場更新事業計画を踏まえ、現状の水道料金に
合わせて財政計画を見直した。
・「浄水場用地の埋蔵文化財試掘・確認調査」　　那珂
市南酒出413番地　他9筆　　面積11,610㎡　　委託金
額（総額）　1,890千円
・負担金を見直した。（減となった団体）日本水道協会
本部・同関東支部、県中央広域水道建設促進協議会
・肥料の生産を見合わせているため、汚泥処理料を削
減している。（下水道、農集排）

施設管理経費等の
見直し

【H22】
光熱水費などの抑制や計画的な修繕に努めた
が、夏の猛暑が続き真夏日が長くなったこと
から冷房する期間が長くなったことにより管
理経費か嵩む。

【H23】
・節電、節水及び適切な設定温度管理の実施
する。
・東日本大震災により総合公園など施設の運
用をしなかった。
・学校等の計画的修繕計画については、実施
計画に基づき対応した。

委託料の削減、委
託事業内容の検証

【H22】
＜主な削減事業＞
・福祉バス運営事業
・財務会計システム管理事業
＜新規事業＞
・コミュニティバス運営事業

【H23】
＜主な増加事業＞
・予防接種事業
・民間保育所児童入所事業
・戸籍住民基本台帳事務費
＜新規事業＞
・身体障害者手帳交付事務費
・コンビニ収納事務事業
＜主な削減事業＞
・情報系システム管理事業
・賦課徴収事務費
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

計
画

実施

現
状

調整 実施 完了 完了

効
果
額

－ 4,884千円 4,884千円 4,884千円

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

30千円 191千円 814千円 825千円

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

平野コミュニティセンター及び瓜連地区公民館施設を
公民館類似施設と同様の扱いとする。

交際費支出基準により、適正な支出に努めている。
　市長　　　　　　　　　648千円
　議長　　　　　　　　　148千円
　教育長　　　　　　　　 60千円
　農業委員会委員長　23千円
　消防長 　　　　　　　　30千円
　消防団長　　　　　　　30千円

・評価替えの年ではないが更新時期が来た借地契約
については、現在の評価額に合わせて借地料を見直
ししたが、物件によっては段階的調整を行った。
　・借地料　　67,362千円
　・借地件数　171件

借地料の見直し

【H22】
・評価替えの年ではないが更新時期がきた借
地契約については、現在の評価額にあわせて
借地料を見直したが、物件によっては段階的
調整を行った。
・借地料　　68,071千円

【H23】
　評価替えの年ではないが更新時期が来た借
地契約については、現在の評価額に合わせて
借地料を見直ししたが、物件によっては段階
的調整を行った。
　・借地料　　67,834千円
　・平成23年度借地件数　193件

交際費の見直し

【H22】
交際費支出基準により、適正な支出に努めて
いる。
　市長　　　　　　　1,206千円
　議長　　　　　　　　168千円
　教育長　　　　　　　 77千円
　農業委員会長　 　　  18千円
　消防長　　　　　　　 52千円
　消防団長 　　　　　　50千円

【H23】
交際費支出基準により、適正な支出に努めて
いる。
　市長　　　　　　　　605千円
　議長　　　　　　　　163千円
　教育長　　　　　　　 76千円
　農業委員会長　   　  29千円
　消防長　　　　　　　 25千円
  消防団長　　　　　　 48千円

施設管理主体の見
直し

【H22】
平野コミュニティセンター及び瓜連地区公民
館施設を公民館類似施設と同様の扱いとす
る。

【H23】
平野コミュニティセンター及び瓜連地区公民
館施設を公民館類似施設と同様の扱いとす
る。
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

効
果
額

－ 4,466千円 4,703千円 5,175千円

・評価替えの年ではないが更新時期が来た借地契約
については、現在の評価額に合わせて借地料を見直
ししたが、物件によっては段階的調整を行った。
　・借地料　　67,362千円
　・借地件数　171件

借地料の見直し

【H22】
・評価替えの年ではないが更新時期がきた借
地契約については、現在の評価額にあわせて
借地料を見直したが、物件によっては段階的
調整を行った。
・借地料　　68,071千円

【H23】
　評価替えの年ではないが更新時期が来た借
地契約については、現在の評価額に合わせて
借地料を見直ししたが、物件によっては段階
的調整を行った。
　・借地料　　67,834千円
　・平成23年度借地件数　193件
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施
一部
実施

効
果
額

2,214千円 2,654千円 4,862千円 5,882千円

２　事務事業の見直し

計
画

廃止
合理化
簡素化

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果

(22,723千円） (90,963千円）
(100,795千

円）
（23,391千円）

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

・文書廃棄時に生じた保存箱、ファイル等の中で使用
できるものについては、再利用して次年度以降も使用
することとしていたが、平成24年度は廃棄作業を実施
しなかったため、再利用を図れなかった。平成25年度
以降は廃棄作業を実施した際には、積極的に再利用
を図っていくものとする。
・H19年度共通物品共同購入システム導入
・共通物品品目の見直し（取捨選択）
　　共通物品品目数　112
　　発注総額　18,837千円

・事務事業評価の実施（219事務事業）
　・終了　　　　 7事業 　・廃止     　 　3事業
　・休止　　　　 1事業 　・改革改善 127事業
　・現状維持　81事業
・施策評価の実施（30施策）
・事業仕分けの実施（16事業）
　　判定結果（不要3事業、要改善13事業）⇒市の方針
（廃止2事業、一部廃止1事業、見直し11事業、現行ど
おり2事業）

・「八重桜まつり実行委員会」にイベントや運営方法等
の再検討を指導した。
・「ひまわりフェスティバル」は、実施主体を商工会事務
局の実行委員会に移行して実施した。

各種イベントの見直
し

【H22】
・八重桜まつりについては、料金を徴収する
とした際における効果的な管理のあり方につ
いて検討した。
・ひまわりフェスティバルについては、負担
金の増額について実行委員会で検討した。

【H23】
・東日本大震災によるイベント中止のため。

事務事業の廃止・
合理化・簡素化

【H22】
・事務事業評価の実施（212事業）
　廃止・休止等　14事業
　改革改善　　 122事業
　現状維持　　  76事業
・施策評価の実施（30施策）
・事務事業外部評価の実施（41事業）

【H23】
・事務事業評価の実施（211事務事業）
　終了　　　　 6事業
　廃止    　　 5事業
　休止　 　　　1事業
　改革改善 　118事業
　現状維持　　81事業
・施策評価の実施（30施策）
・事務事業外部評価の実施（17事業）

事務経費の削減

【H22】
・文書廃棄時に生じた保存箱、ファイル等の
中で使用できるものについては、再利用して
次年度以降も使用している。
・共通物品購入を推進し消耗品費の抑制を図
る。

【H23】
・文書廃棄時に生じた保存箱、ファイル等の
中で使用できるものについては、再利用して
次年度以降も使用している。
・共通物品購入を推進し消耗品費の抑制を図
る。
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

効
果
額

4,285千円 1,033千円 21,124千円 1,694千円

・「八重桜まつり実行委員会」にイベントや運営方法等
の再検討を指導した。
・「ひまわりフェスティバル」は、実施主体を商工会事務
局の実行委員会に移行して実施した。

各種イベントの見直
し

【H22】
・八重桜まつりについては、料金を徴収する
とした際における効果的な管理のあり方につ
いて検討した。
・ひまわりフェスティバルについては、負担
金の増額について実行委員会で検討した。

【H23】
・東日本大震災によるイベント中止のため。
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

計
画

実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

7,746千円 4,821千円 7,226千円 4,800千円

３　普通建設事業の抑制

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

△ 100,283千円 △ 429,250千円 △ 171,487千円
△2,263,388

千円

４　指定管理者制度を含めた民間委託等の推進

計
画

協議
説明会
公募

決定 実施

現
状

協議 協議 協議 協議

効
果
額

－ － － －

・事業の重要性・緊急性等を考慮して、建設事業の抑
制に努めた。また、国の補正予算に伴い、新たな地域
の元気臨時交付金が創設され、国庫補助事業におけ
る市負担額分にこの交付金を活用することで、一般財
源の削減を図った。
・実施設計を行うに当たり、土木資材の選定について
は、安価な資材を選定した・
・実施設計に当たり、工事規模をある程度大型化する
ことにより、諸経費の削減を行った。
・道路改良工事に併せて配水管布設工事（水道）を
行った。
・工法、材料等を検討しコスト縮減を図った。（下水道）

　※効果額は震災関連込む。震災関連を含めなけれ
ば、146,663千円の削減効果。

・額田保育所民営化検討委員会を設置した。
・当該委員会を2回開催し、民営化の時期、民営化の
ガイドライン等について検討した。

市民税　　　　　廃止
固定資産税　　100分の0.35
※平成26年度から廃止

額田保育所の民間
移譲

【H22】
　地権者（地主）との事前の話し合いを継続
実施した。

【H23】
　地権者（地主）との事前の話し合いを継続
実施した。

建設事業の抑制

【H22】
国の経済対策に伴う地域活性化対策交付金を
取り入れて積極的に事業を実施した。
【主な増額事業】
・小中学校耐震強化事業
・安心安全対策両宮排水路整備事業
・農業集落排水整備事業
【主な終了事業】
・上菅谷停車場線街路整備事業
・一中学区コミュニティセンター建設事業

【H23】
平成23年度も積極的に道路改良舗装工事や排
水路整備、下水道整備になど実施していくと
していたが、東日本大震災の復旧工事を優先
したことから、減額補正や繰越をおこなっ
た。
【災害復旧関係】
　・土木…871,574千円
　・農業…295,473千円
　・教育…386,776千円

前納報奨金の縮
小、廃止

【H22】
市民税　　　　　廃止
固定資産税　　100分の0.35

【H23】
市民税　　　　　廃止
固定資産税　　100分の0.35
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

５　人件費の削減

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

49,878千円 67,011千円 68,660千円 62,319千円

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

20,739千円 19,839千円 25,518千円 22,526千円

計
画

抑制

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

△ 3,360千円 △ 5,040千円 △ 3,360千円
△47,286

千円

H24.4.1現在　職員数490人（適正化計画目標値　493
人）
H25.4.1現在　職員数489人
・H25年度からH28年度にかけて、定年退職者数が
ピークを迎える。（4年間で78人）このため、職員数の
急激な減少による事業の停滞と、職員の年齢構成の
不均衡を緩和するため、H25年度に483名とする定員
管理計画を、H29年度まで延長し、H29年4月1日現在
で483名となるよう、職員採用計画を見直した。

引き続き地域手当（１％）支給を停止した。

・ 嘱託員の雇用については、総務課と十分事前協議
をし、専門性の高い業務についてのみの任用とするこ
ととしている。

嘱託職員の見直し

【H22】
　嘱託員・臨時職員の雇用については、総務
課と十分な事前協議を行い必要最小限の任用
に限っている。
　国の補助事業である緊急雇用対策事業を活
用し新たな事業を実施していることから、一
時的に臨時・嘱託員が増加傾向にある。

【H23】
・嘱託員・臨時職員の雇用については、総務
課と十分な事前協議を行い、必要最小限の任
用に限っている。
・国の補助事業である緊急雇用対策事業や東
日本大震災の復旧・復興事業に伴い、臨時・
嘱託職員は一時的に増加している。

地域手当の削減

【H22】
引き続き地域手当（１％）支給の停止を継続
する。

【H23】
引き続き地域手当（１％）支給の停止を継続
する。

職員の削減

【H22】
・目標値（H25.4.1　職員数483人）に基づく
計画的な職員採用により、職員数の減を図
る。
　H20.4.1現在　　職員数508人
　H21.4.1現在　　職員数495人
　H22.4.1現在　　職員数489人
　H23.4.1現在　　職員数487人

【H23】
・目標値（H25.4.1　職員数483人）に基づく
計画的な職員採用により、職員数の減を図
る。
　
　H24.4.1現在　　職員数490人
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

６　各種団体、審議会の見直し

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

5,279千円 314千円 4,959円 800千円

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

217千円 217千円 217千円 217千円

７　公債費の抑制

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

抑
制
額

298,394千円 △ 91,171千円 312,479千円 231,653千円

・民生委員児童委員、青少年相談員研修等、宿泊を
伴う研修は、原則任期中1回に制限した。
・那珂地区安全運転管理者協議会の宿泊を伴う研修
を平成24年度から実施しないこととした。（100千円減）

＜委員構成の見直し＞
・中央公民館運営審議委員会
・図書館協議会

市債残高
【一般会計】
・平成24年度　16,948,364千円

市債発行の抑制

【H22】
市債残高
【一般会計】
　・H22年度　17,492,496千円

【H23】
市債残高
【一般会計】
　・H23年度  17,180,017千円

審議会･委員会の
見直し

【H22】
《廃止の決定》
　中央公民館分館運営審議委員会（生涯学習
課）
《縮小》
　那珂市立幼稚園対策協議会（学校教育課：
委員数21名⇒20名）
《検討中》
　中央公民館運営審議委員会（生涯学習課）

各種団体等の宿泊
を伴う研修の見直
し

【H22】
農業委員会、民生委員児童委員、区長会、青
少年相談員研修等、宿泊を伴う研修は原則任
期中1回に変更する。

【H23】
農業委員会、民生委員児童委員、青少年相談
員研修等、宿泊を伴う研修は原則任期中1回に
変更する。
※区長会の廃止による。

※抑制額は、対前年 

  比で算出 
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

８　特別会計繰出金の抑制

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

2,931千円 △ 321,763千円 △ 799,011千円 68,677千円

９　加入協議会の再検討

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

削
減
額

△ 395千円 66千円 50千円 11,328千円

１０　補助金等の削減

計
画

見直し

現
状

実施 実施 実施 実施

【廃止】
・水戸地方広域市町村圏協議会
・水戸地方広域市町村圏事務組合
・茨城県ふるさとづくり推進センター
・ひたち海浜公園整備促進協議会
・茨城県体育指導委員協議会
【負担金削減】
・水戸地方拠点都市地域整備推進協議会
・日本水道協会本部・同関東支部
・県中央広域水道建設促進協議会
・久慈川粟原釣堀運営協議会　　（平成20年度との比
較による）

【H24から廃止】
・地域女性団体連絡会
・なか日本語くらぶ
・教育振興会

  ・国民健康保険特別会計
　・下水道事業特別会計
　・公園墓地事業特別会計
　・農業集落排水整備事業特別会計
　・介護保険特別会計
　・上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計
　・後期高齢者医療特別会計

各種団体補助金の
見直し

【H22】
＜廃止＞　・那珂市たばこ販売協議会
＜主な削減＞　・那珂市単位高齢者クラブ

【H23】
＜廃止＞
・那珂市区長会　・那珂市母子寡婦福祉会
・那珂市議員会　・那珂市青年会　・明るく
住みよい那珂市民運動推進協議会

加入協議会の再検
討

【H22】
＜廃止＞
　茨城県雇用開発協会
＜負担金削減＞
　茨城県中央広域水道建設促進協議会
　茨城県公共料金等暴力対策協議会
　県北水資源開発促進協議会
　日本水道協会関東支部

【H23】
＜廃止＞
　関東地方下水道協会
＜削減＞
　那珂久慈流域下水道整備推進協議会

特別会計繰出し金
の抑制

【H22】
・国民健康保険特別会計
・下水道事業特別会計
・公園墓地事業特別会計
・農業集落排水整備事業特別会計
・介護保険特別会計
・上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計
・後期高齢者医療特別会計

【H23】
・国民健康保険特別会計
・下水道事業特別会計
・公園墓地事業特別会計
・農業集落排水整備事業特別会計
・介護保険特別会計
・上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計
・後期高齢者医療特別会計

  比で算出 
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

効
果
額

12,355千円 6,695千円 18,467千円 18,529千円

【H24から廃止】
・地域女性団体連絡会
・なか日本語くらぶ
・教育振興会

各種団体補助金の
見直し

【H22】
＜廃止＞　・那珂市たばこ販売協議会
＜主な削減＞　・那珂市単位高齢者クラブ

【H23】
＜廃止＞
・那珂市区長会　・那珂市母子寡婦福祉会
・那珂市議員会　・那珂市青年会　・明るく
住みよい那珂市民運動推進協議会
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

22,797千円 54,024千円 49,024千円 28,524千円

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

△ 3,124千円 38,636千円 42,575千円 36,307千円

計
画

新規
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

効
果
額

△ 3,372千円 1,327千円 △ 37,768千円 △7,687千円

１１　入札差金の凍結

計
画

継続
実施

現
状

実施 実施 実施 実施

社会福祉協議会　　　　 50,000千円
シルバー人材センター　8,400千円

【主な減額事業】
・自治活動施設建設費等補助事業
・ごみ啓発等推進事業
・水田農業構造改革対策奨励補助事業
・土地改良補助事業
・中小企業振興対策事業

【平成20年度決算比で減額になったもの】
・外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給事業
・はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業
・高齢者日常生活用具給付等事業
・児童養護施設児童援護事業

【入札差金額が大きかった主な事業】
・公共下水道整備事業
・補助災害復旧事業（公共下水道）
・両宮排水路整備事業
・中学校屋内運動場耐震補強事業
・総合公園施設補助災害復旧事業

　※建設費（工事請負費、委託料等）の効果額は「建
設事業の抑制」で積算し、ここでの効果額は、物品購
入（備品購入費、消耗品費等）による不用額とした。

入札差金の凍結

【H22】
＜入札差金額が大きかった主な事業＞
・安心安全対策両宮排水路整備事業
・公共下水道整備事業
・農業集落排水整備事業

【H23】
＜入札差金額が大きかった主な事業＞
・公共下水道整備事業
・農業集落排水整備事業
・小学校耐震補強事業

扶助費の削減

【H22】
＜廃止＞
・はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業

【H23】
＜増加＞
・要保護・罹災者一時援護事業
・タクシー利用助成事業

事業補助金の削減

【H22】
＜主な減額事業＞
・水田農業構造改革対策奨励補助事業
・中小企業振興対策事業

【H23】
＜主な減額事業＞
・戸別所得補償奨励補助事業
　（水田農業構造改革対策奨励補助事業）
・自治活動施設建設費等補助事業
・中小企業振興対策事業

外郭団体補助金の
削減

【H22】
社会福祉協議会　24,000千円
シルバー人材センター
　8,900千円

【H22】
社会福祉協議会　 24,000千円
シルバー人材センター
　13,900千円
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

差
額

204,060千円 363,642千円 200,698千円 49,869千円

【入札差金額が大きかった主な事業】
・公共下水道整備事業
・補助災害復旧事業（公共下水道）
・両宮排水路整備事業
・中学校屋内運動場耐震補強事業
・総合公園施設補助災害復旧事業

　※建設費（工事請負費、委託料等）の効果額は「建
設事業の抑制」で積算し、ここでの効果額は、物品購
入（備品購入費、消耗品費等）による不用額とした。

入札差金の凍結

【H22】
＜入札差金額が大きかった主な事業＞
・安心安全対策両宮排水路整備事業
・公共下水道整備事業
・農業集落排水整備事業

【H23】
＜入札差金額が大きかった主な事業＞
・公共下水道整備事業
・農業集落排水整備事業
・小学校耐震補強事業

※当該年度の予算に対する 

  決算の差額 
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大項目

H21 H22 H23 H24 H25
実施状況（H24）実施項目

実　　　施　　　年　　　度
実施状況（H22・H23）

１２　その他

計
画

調整 統合

現
状

調整 推進 推進 推進

効
果
額

－ － － －

計
画

調整 統合

現
状

閉園 統合 推進/検討

効
果
額

－ 19,398千円 19,398千円 △27,396千円

消防団車両配置換えを実施
消防団詰所４棟解体を実施

・幼稚園対策協議会で「一中学校区一幼稚園制」や
「学年毎に複数のクラス編成ができる規模」が適当で
あるかを協議した。

※効果額は、震災関連を含む。震災関連を含めなけ
れば、23,295千円の削減効果。

幼稚園の統廃合

【H22】
・平成22年3月に戸多、木崎幼稚園を閉園し、
4月に芳野幼稚園に統合した。
・平成22年度中に予定していた「新那珂市幼
稚園教育振興計画」による統廃合の全体計画
の策定については、小中学校適正規模化基本
計画の策定を先行したため、次年度以降とし
た。

【H23】
・東日本大震災により横堀幼稚園、五台幼稚
園の園舎に被害が出たことから、仮設園舎を
設置し、その後再編の基本方針を踏まえ、市
立幼稚園対策協議会の「新築すべき」との提
言を9月に市長に提出した。
・平成24年3月に、新たな「那珂市幼稚園教育
振興計画」を策定し、将来の統廃合について
課題提起した。状況等を見ながら、方針及び
基本構想を検討する。

消防団の再編

【H22】
・統合を進めるにあたり、詰所の無かった第8
分団第2部について、詰所を建設した。（建設
費用：7,035千円）

【H23】
・再編に向けて消防団詰所及び消防団車両の
名称変更をおこなう。
・消防団出場区分の見直し(防災行政無線プロ
グラム変更)をおこなう。
・消防団３車両の配置換え及び3台廃車（オー
クションH24.5.22契約）をおこなう。
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