


１　実施計画策定の趣旨

　　　　この「実施計画」は、「第２次那珂市行政改革大綱」に基づき、実施すべき改革項目について、具体的な改革の内容及びスケジュール
　　　を明らかにするため策定するものです。

２　実施計画の期間

　　　　平成２２年度～平成２５年度（４年間）

３　実績の概要
　　　【平成22年度】
　　　　平成22年度における効果額等は、マイナス1億8,699万7千円となっています。
　　　　マイナスの主な原因は、臨時財政対策債に伴う市債の発行が増えたことと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。

　　　【平成23年度】

　　　　平成23年度における効果額等は、マイナス7,233万1千円となっています。

　　　　マイナスの主な原因は、下水道特別会計や介護保険特別会計などへの繰り出しが増えたことによります。

　　　【平成24年度】
　　　　平成24年度における効果額等は、3億8千331万円となっています。
　　　　効果があがった原因は、市債発行額が約2億3千万円抑制されたこと、未利用財産を処分し約7千万円の収入があったこと、
　　　特別会計への繰出金が約6千8百万円抑制されたこと等によります。

　　　【平成25年度】
　　　　平成25年度における効果額等は、5千78万円となっていますが、東日本大震災の影響である下水道事業特別会計への繰出金2億1113万
　　　円を除くと、効果額は2億6191万円となります。
　　　　また、第2次那珂市行政改革大綱として、6つの重点事項、16の推進項目、44の実施項目を掲げ、市政全般にわたり行政需要に対応した
　　　事務事業の見直しや組織機構の見直しなど行政事務の簡素・効率化を図ってきた結果、財政調整基金残高も見通しが立つなど、一定の成
　　　果はありましたが、積み残しや引続き継続実施が必要な項目も見受けられることから、第3次那珂市行財政改革大綱を策定し、今後も大綱
　　　の考えを尊重・継続していくこととしました。

： 行政改革大綱の体系に基づき具体的に実施していく項目です。
　期待できる効果 ： 本計画が目指す目標とその効果を記入しています。
　目標数値又は目標指標 ： 具体的な数値で表せるものについては極力数値を記入しています。
　継続・新規 ： 第1次行政改革大綱から引き続き実施している項目は継続とし、

第2次行政改革大綱から掲載する項目については、新規として区別しています。
　効果額等 ： 効果額については、原則として平成20年度対比としています。

実施計画の見方

　実施項目
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４　行政改革大綱実施計画体系図

方針 重点事項 推進項目 主管課 頁

1 民間委託の推進 継続 関係各課 7

2 公立保育所の民営化 新規 こども課 8

1 住民主体によるまちづくり活動支援制度の確立 継続 市民協働課 10

2 審議会等委員の公募 継続 関係各課 10

3 審議会等へ女性委員の登用 継続 市民協働課・関係各課 11

4 パブリック・コメントの推進 継続 秘書広聴課 12

5 省エネルギー、省資源の推進 継続 環境課・全課 13

1 ホームページの充実 継続 政策企画課・全課 14

2 行政評価結果の公表 継続 行財政改革推進室 15

1 組織機構の見直し、簡素化 継続 総務課・行財政改革推進室 16

2 幼稚園の統廃合 継続 学校教育課 17

3 小中学校の再編 新規 学校教育課 18

4 審議会等の見直し 新規 関係各課 19

5 公共施設の有効活用 継続 政策企画課・総務課・瓜連支所・学校教育課 20

6 消防団の再編 新規 消防本部 21

7 浄水場の統廃合 新規 水道課 22

1 職員研修の充実強化 新規 総務課 23

2 派遣研修・人事交流の実施 新規 総務課 24

実施項目

１
市
民
と
と
も
に
進
め
る
行
政
改
革
の
推
進

1 民間委託等の推進

2 指定管理者制度の活
用

1 指定管理者制度の活用 継続

1 行政の担うべき役割の
明確化

9

2 公正の確保と透明性の向
上

1 説明責任の確保

2
市
民
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た
行
政
経
営
体
制
の
確
立

2 分権型社会の担い手
育成の推進

3 人事評価の確立

1 情報システムの効果
的な活用

25

26

2 情報セキュリティ対策
の充実

27

3 市民参加・協働の推
進

1 組織等の再編の推進

1 人事評価制度の導入 継続 総務課

行財政改革推進室・関係各課

1 セキュリティポリシーの遵守 継続 政策企画課

1 茨城県市町村共同システムの周知・活用 継続 政策企画課

1 経営体制の向上

2 ＩＣＴ（情報通信技術）の
効果的な活用
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方針 重点事項 推進項目 主管課

1 行政評価システムの向上 継続 行財政改革推進室・全課 28

2 各種イベントの見直し 新規 商工観光課 29

3 幼稚園における3歳児保育の見直し 新規 学校教育課 29

1 適正な定員管理 継続 総務課 30

2 嘱託・臨時職員の適正活用 新規 総務課 31

1 市税・各種使用料等の徴収率の向上 継続
収納課・介護長寿課・こども課・環境課・建築
課・下水道課・水道課・学校教育課 33

2 学校体育施設の有料化 新規 生涯学習課 35

3 広告料の確保 継続 行財政改革推進室・関係各課 36

4 幼稚園保育料の見直し 新規 学校教育課 37

1 市債発行の抑制 継続 財政課 38

2 公用車管理方法の見直し 継続 財政課 39

3 未利用財産の活用と処分 継続 財政課 40

4 借地料の見直し 新規 財政課・関係各課 41

5 加入協議会の見直し 新規 行財政改革推進室・関係各課 42

6 施設管理経費等の見直し 新規
財政課・瓜連支所・市民協働課・こども課・
農政課・学校教育課・生涯学習課

43

7 特別会計繰出金の抑制 新規
介護長寿課・保険課・環境課・都市計画
課・下水道課・財政課

44

8 施設使用料減免規定の見直し 新規 財政課・市民協働課・農政課・生涯学習課 46

1 補助金の整理合理化 継続 財政課 47

2 市単独事業補助金等の見直し 新規 財政課・関係各課 48

3 外郭団体補助金の削減 新規 社会福祉課・介護長寿課 49

実施項目

3
健
全
で
効
率
的
な
行
政
経
営
の
推
進

1 定員管理の適正化

2 給与の適正化

1 事務・事業の見直し

1 自主財源の確保

2 経費の節減合理化等
財政の健全化

1 工事成績表の有効な活用 継続 財政課 50

1 職員給与等の公表 継続 総務課 32

3 補助金等の整理合理
化の推進

1 行政評価システムの確
立

2 定員管理及び給与の適
正化

3 自主性・自律性の高い
財政運営の確保

4 公共工事コストの縮
減
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行政改革実施計画による効果額等実績一覧

（単位：千円）

22年度 23年度 24年度 25年度 計

1 1 1 1 民間委託の推進 ― ― ― ― 0

1 1 1 1 公立保育所の民営化 ― ― ― ― 0

1 1 2 1 指定管理者制度の活用 2,335 7,366 2,698 13,289 25,688

2 1 1 2 幼稚園の統廃合 19,398 19,398 △ 27,396 38,590 49,990

2 1 1 3 小中学校の再編 ― ― ― ― 0

2 1 1 4 審議会等の見直し ― ― ― ― 0

2 1 1 5 公共施設の有効活用 4,723 4,723 4,723 4,723 18,892

2 1 1 6 消防団の再編 ― ― ― ― 0

3 1 1 2 各種イベントの見直し 1,033 21,124 1,694 844 24,695

3 2 1 1 適正な定員管理 67,011 68,660 62,319 79,699 277,689

3 2 2 2 嘱託・臨時職員の適正活用 △ 5,040 △ 3,360 △ 47,286 △ 33,423 △ 89,109

3 3 1 2 学校体育施設の有料化 ― ― ― ― 0

3 3 1 3 広告料の確保 820 755 1,801 1,752 5,128

3 3 1 4 幼稚園保育料の見直し ― ― ― ― 0

3 3 2 1 市債発行の抑制 △ 91,171 312,479 231,653 186,813 639,774

3 3 2 2 公用車管理方法の見直し 143 169 572 410 1,294

3 3 2 3 未利用財産の活用と処分 36,868 109,621 73,251 14,359 234,099

3 3 2 4 借地の見直し 4,466 4,703 5,175 10,991 25,335

3 3 2 5 加入協議会の見直し 66 50 11,328 12,223 23,667

方針
重点
事項

推進
項目

実施項目
財政効果額
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（単位：千円）

22年度 23年度 24年度 25年度 計

3 3 2 6 施設管理経費等の見直し △ 5,242 38,957 △ 73,973 △ 60,453 △ 100,711

3 3 2 7 特別会計繰出金の抑制 △ 321,763 △ 799,011 68,677 △ 292,271 △ 1,344,368

3 3 2 8 施設使用料減免規定の見直し ― ― ― ― 0

3 3 3 1 補助金の整理合理化 6,695 18,467 18,529 18,542 62,233

3 3 3 2 市単独事業補助金等の見直し 38,636 42,575 36,307 30,269 147,787

3 3 2 3 外郭団体補助金の削減 54,024 49,024 28,524 24,424 155,996

合　　　　　計 △ 186,998 △ 104,300 398,596 50,781 158,079

累　　　　　計 △ 291,298 107,298 158,079

※　「－」印は検討中、△は増加を表す。

方針
重点
事項

推進
項目

実施項目
財政効果額
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22年度 23年度 24年度 25年度 計

1 1 3 1 住民主体によるまちづくり活動支援制度の確立 （団体数　団体） 149 235 240 234

1 1 3 2 審議会等委員の公募 （公募割合　％） 4.4 5.3 5.6 5.1

1 1 3 3 審議会等へ女性委員の登用 (女性割合　％） 21.9 20.7 20.5 18.1

1 1 3 4 パブリックコメントの実施 （意見件数　件） 79 0 7 6

1 1 3 5 省エネルギー、省資源の推進 （可燃ごみ削減　％） 0.36 △ 4.3 △ 2.65 △ 2.49

1 2 1 1 ホームページの充実 （アクセス件数　件） 532,761 592,941 346,257 444,938

1 2 1 2 行政評価結果の公表 （アクセス件数　件） 1,042 899 1,246 2,735

2 1 1 1 組織機構の見直し （組織体制） 26課6室 26課6室 27課5室 28課5室

2 1 2 1 職員研修の充実強化 （研修人数　人） 124 380 958 623

2 1 2 2 派遣研修・人事交流の実施 （研修人数　人） 12 10 12 10

2 2 1 1  茨城県市町村共同システムの周知・活用 （住民基本台帳カード　件） 228 275 118 99

2 2 2 1 セキュリティポリシーの見直し （研修受講者数　人） 66 31 58 149

3 1 1 1 行政評価システムの向上 （見直しと評価した割合　％） 58.1 55.9 63.0 68.8

3 3 1 1 市税・各種使用料等の徴収率の向上 （税徴収率　％) 92.3 91.7 92.3 92.8

3 3 2 1 市債発行の抑制 （市債残高　億円） 174.9 171.8 169.5 167.6

3 3 2 2 公用車管理方法の見直し （稼働率　％） 45.7 47.5 41.0 48.2

3 3 4 1 工事成績表の有効な活用 （総合評価落札方式件数　件） 1 0 1 1

方針
重点
事項

推進
項目

実施項目
取組み実績
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第2次那珂市行政改革大綱実施計画の実施状況について

Ⅰ　市民とともに進める行政改革の推進

　１　行政の担うべき役割の明確化

　　(1)民間委託等の推進

実施項目

主管課（実施課）

民間委託の推進 目標内容 実施

実施状況 検討 検討 一部実施 一部実施

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

関係各課

年度

具体的な手法
及び考え方

引き続き事務事業の中で民間に委託できるものに
ついて検討し、住民サービスの向上に向けた民間
委託を推進する。

H23H22 実　施　内　容　等H25H24

≪H17～H21年度≫
・訪問入浴サービスを民間委託、水道施設(浄水場)の警備・管理委託、地域包括支援センター

【平成22年度】
　水道料金収納業務包括委託について検討する。導入にあたっては、費用対効果のみならず、事務執行体制の
安定的な確保など検討していく。

【平成23年度】
　水道料金収納業務包括委託について、窓口業務全般を委託するのか一部を委託するのかなど委託する具体的
な事務内容について先進地を視察するなど調査を行った。
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料について、コン
ビニにおいて収納ができるよう検討した。

【平成24年度】
・市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料について、コン
ビニ収納を開始した。

【平成25年度】
・市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料について、コンビニ収
納を実施した。
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実施項目

主管課（実施課）

公立保育所の民営化 目標内容 推進 実施

実施状況 推進 推進 推進 推進

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

こども課

　現在、法人及び個人から保育園を新設したいとの
要望があることから、対費用効果、需要状況等を考
慮した中で、額田保育所の民間移譲について推進
する。
　なお、民間移譲に向けては、額田保育所の敷地
は借地であることから、地権者との理解を求めると
ともに、保護者、地域の理解を求めていく。

具体的な手法
及び考え方

年度 H22 H23 H25 実　施　内　容　等H24

【平成22年度】
　地権者（地主）との事前の話し合いを継続実施した。

【平成23年度】
　地権者（地主）との事前の話し合いを継続実施した。

【平成24年度】
・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。地権者（地主）との
事前の話し合いを継続実施した。

【平成25年度】
・買収の時期、価格等の協議を行った結果、平成26年度に敷地買収に応ずる旨の内諾を得た。
・民営化ガイドラインを策定し、保育所民営化に伴う運営法人選定委員会で移管先を学校法人大成学園に決定し、民
間移譲に対する保護者説明会、地区説明会を実施し民営化の理解を得た。
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　　(2)　指定管理者制度の活用

実施項目

主管課（実施課）

指定管理者制度の活用 目標内容 再検討 実施

実施状況
再検討
実施

再検討
実施

再検討
実施

再検討
実施

主管課
効果額
（千円）

2,335 7,366 2,698 13,289

行財政改革推進室

関係各課

H25年度 H22

具体的な手法
及び考え方

実　施　内　容　等H23 H24

　本市の公の施設の管理運営の現状を再確認し、
施設のあり方や管理運営の効率性・経済性など管
理運営の全般について見直す中で、制度適用の目
的を踏まえ、指定管理者制度を適用していく。

再検討施設：那珂聖苑、コミュニティセンター、総合
公園、その他公園など

《実施施設》
那珂市総合保健福祉センター、常陸鴻巣駅ふれあい駅舎、余暇活用施設「しどりの湯」

【平成22年度】
・再検討をするとした各施設を所管している関係課により、該当施設の現状や課題・問題点、近隣自治体の状
況などを踏まえ検討を実施した。
・平成22年度で指定管理期間が終了する「余暇活用センターしどりの湯」について、現在の運営状況を踏ま
え、引き続き平成25年度まで社会福祉協議会を指定管理者とすることに決定した。平成22年度利用者数：
46,752人

【平成23年度】
・指定管理者の継続：那珂市総合保健福祉センター、常陸鴻巣駅ふれあい駅舎、余暇活用施設しどりの湯保養
センター
　　余暇活用施設しどりの湯保養センター…利用者：6,204人
・那珂聖苑、コミュニティセンター、総合公園、都市公園等については、導入にあたっての効果を踏まえ引き
続き検討を行った。

【平成24年度】
・指定管理者の継続：那珂市総合保健福祉センター、常陸鴻巣駅ふれあい駅舎、余暇活用施設しどりの湯保養
センター
・コミュニティセンターについては、指定管理者に予定している「各地区まちづくり委員会」の運営や活動に
対し支援を行った。
・「各地区まちづくり委員会」は、活動や運営が軌道に乗っていない部分もあり、現段階においては、指定管
理者として任せられる状態ではない。
・導入している他自治体の調査や、資料収集を行った。（市民課･･･聖苑）
・体育協会役員・顧問と法人化に向けての協議を行ったが、メリットがなかなか見いだせない状況である。
（生涯学習課･･･総合公園）

【平成25年度】
・指定管理者の継続：那珂市総合保健福祉センター、常陸鴻巣駅ふれあい駅舎
・余暇活用施設しどりの湯保養センターは平成25年度をもって閉館とした。(農政課）
・地区の事情に対応できる組織「各地区まちづくり委員会｣に対し、運営、活動等の支援を行った。将来的には各地区ま
ちづくり委員会を各コミュニティセンターの指定管理者とすべく検討する。(市民協働課）
・体育協会単独での指定管理はメリットがなく、受け皿として体育協会、文化協会等を含めた新たな法人を設立すべく
先進地研修を行った。（生涯学習課…総合公園）
・事業仕分けの判定結果を受け、平成26年度を目途に指定管理者制度等の運営方法のあり方を検討する。(市民課…
聖苑）
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　　(3)市民参加・協働の推進

実施項目

主管課（実施課）

住民主体によるまちづくり活動
支援制度の確立

目標内容
自治組織制
度への移行
準備期間

自治組織制
度への移行

実施状況
自治組織制
度への移行

準備

自治組織制
度への移行

継続 継続

主管課
市民活動団体

数（件）
149 235 240 234

市民協働課

実施項目

主管課（実施課）

審議会等委員の公募 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
公募割合

(％)
4.4 5.3 5.6 5.1

関係各課

年度

年度

　市民の市政への参画を促進するため、審議会等
委員の一部の選出に当たっては、広く人材を求める
ため公募制を積極的に導入する。
　公募による審議会等委員10％以上を目指す。

H24 H25

H23 H25

具体的な手法
及び考え方

具体的な手法
及び考え方

H22 H24

【平成22年度】
・ 自治組織の内容については、出前講座等を活用し、区や常会などの場で説明を行い、市民の理解を図っ
た。
・ 自治会設立に向けて、各地区に「移行準備委員会」を立ち上げ、自治会の規約案を検討することで、予算
や行事計画を定めるとともに役員や専門部会委員を検討してきた。
・ 地域の発展や課題解決に取り組む自治会及び地区まちづくり委員会の活動を支援するため、「那珂市地域
まちづくり交付金交付規則」を定め、活動をしていく上での財政支援体制を確立した。

【平成23年度】
・ 「地区まちづくり委員会」と「自治会」が設立され、各々の市民自治組織活動が始まる。これに対する支
援策として「市民自治組織支援事業」、「市民活動支援事業」、「市民活動支援センター運営事業」、「地区
交流センター管理事業」により、市民活動が活発化を図るための支援を行った。
・ 「まちづくりリーダー養成講座」、「協働のまちづくりフォーラム」を実施し、活動の担い手の育成や事
例発表による啓発等により組織運営にかかる手法等について学ぶ機会を提供した。

【平成24年度】
・新たな市民自治組織「地区まちづくり委員会」と「自治会」が組織され、その運営や活動等が活発に行われ
るよう支援を行った。
・活動の担い手の育成や組織運営にかかる手法等の学習機会の提供として、まちづくりリーダー養成講座や協
働のまちづくりフォーラムを実施した。表による啓発等により組織運営にかかる手法等について学ぶ機会を提
供した。

【平成25年度】
・新たな市民自治組織「地区まちづくり委員会」と「自治会」が組織され、その運営や活動等が活発に行われるように
なった。
・活動の担い手の育成や組織運営にかかる手法等の学習機会の提供として、まちづくりリーダー養成講座や協働のま
ちづくりフォーラムを実施した。

・平成23年度、自治組織制度への移行に向け、22
年度から移行準備委員会を立ち上げ、まちづくり委
員会の設置、区制度から自治会制度への移行準備
を行なっていく。
・指針に基づき、活動拠点施設の整備、財政的支援
制度を確立する。
・協働のまちづくり推進基本条例を制定し、安全で
安心して生活できる魅力あるまちを実現する。
・地区説明会により市民に対し基本的な考え方の説
明を行なう。また、出前講座等を活用し、地域にお
けるまちづくりへの意識の醸成を図る。
・市職員への研修等により、協働のまちづくりにつ
いての必要性、重要性を理解してもらい、職員の意
識改革に努めるとともに、市職員地域まちづくりサ
ポート制度により円滑な推進を図る。

実　施　内　容　等

【平成22年度】
・地域公共交通検討委員会　2人　・ 那珂市政治倫理審査会　3人　・ 那珂市社会教育委員　3人

【平成23年度】
・那珂市行政改革懇談会　4人　・ 那珂市地域公共交通会議　2人
・那珂市高齢者保健福祉計画推進委員会　3人　・ 那珂市図書館協議会　2人

【平成24年度】
・総合計画策定委員会　2人　　　　　　・地域公共交通会議　2人　 　・原子力専門委員　5人
・高齢者保健福祉計画推進委員会　3人　・都市計画審議会　4人　　 　・図書館協議会　2人
・社会教育委員　3人・行政改革懇談会　4人

【平成25年度】
・地域公共交通会議　2人(8%)　　　　　 　　・原子力専門委員　5人(100%)
・都市計画審議会　4人(25%)　　 　　　 　　・図書館協議会　2人(20%)
・社会教育委員　3人(18.7%)　　　　　　 　　・公共下水道事業審議会　3人(15%)
・高齢者福祉計画推進委員会2人(11.8%）

実　施　内　容　等

H22 H23
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実施項目

主管課（実施課）

審議会等へ女性委員の登用 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
女性割合

(％)
21.9 20.7 20.5 18.1

市民協働課

関係各課

H25年度

具体的な手法
及び考え方

【平成22年度】
女性委員の割合が4割を超えている審議会等
・社会教育委員会　　・国民健康保険運営協議会　・介護認定審査会
・図書館協議会　・障害程度区分認定審査会

【平成23年度】
女性委員の割合が4割を超えている審議会等
　　・社会教育委員会　・介護認定審査会　・図書館協議会
　　・障害程度区分認定審査会
・審議会等の委員に充て職が多く、充て職で委員を選任している審議会等が多い状況である。充て職であるが
ゆえに女性登用が進まない状況があることから、各審議会等への委員の選任基準を改めるよう働きかけてい
く。

【平成24年度】
・審議会等委員への女性の登用の実態調査を実施するとともに、各課室等に対して、積極的に女性委員の登用
に取り組むよう働きかけた。
・男女共同参画プラン後期実施計画を策定した。（改めて、女性委員の登用30％の目標をたてた。）
・平成24年度末女性登用率18.1％（県調査）
女性委員の割合が4割を超えている審議会等
　　社会教育委員・図書館協議会・地域包括支援センター運営協議会
・地域密着型サービス運営委員会・食育推進計画策定委員・社会教育委員等への委員の選任基準を改めるよう
働きかけていく。

【平成25年度】
・各課室等に対して、Ｈ２４と同様、引続き市男女共同参画プランによる目標値を周知するとともに女性登用について趣
旨等を説明した。(市民協働課）
女性委員の割合が3割を超えている審議会等
・社会教育委員(46.7%)　・図書館協議会(40%)　・地域包括支援センター運営協議会(46.2%)
・地域密着型サービス運営委員会(50%)　・食育推進計画策定委員　・介護認定審査会(32%)
・国民健康保険運営協議会（33.3%)

実　施　内　容　等

・女性の人材発掘や育成に努め、審議会等への登
用を促進する。
・審議会等においては、男女共同参画プランに基づ
き女性委員の登用30%を目指す。

H22 H23 H24
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実施項目

主管課（実施課）

パブリックコメントの実施 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課 意見件数(件) 79 0 7 6

秘書広聴課
アクセス件数

（件）
272 141 277 575

年度 実　施　内　容　等H22 H23 H24 H25

具体的な手法
及び考え方

パブリックコメント制度の周知を図る。
　引き続き、パブリックコメントを実施し市民の意見
を市政に反映する。

【平成22年度】
・那珂市鳥獣被害防止計画（案）　　アクセス件数　23件　　意見なし
・那珂市耐震改修促進計画（案）    アクセス件数　34件　　意見なし
・那珂市立小中学校適正規模化基本計画（案）
　    　　　アクセス件数　215件　意見提出件数　79件

【平成23年度】
・那珂市高齢者保健福祉計画(案)　アクセス件数　65件　　意見なし
・那珂市障害者プラン(案)　　　　アクセス件数　12件　　意見なし
・地域福祉計画【見直し版】　　  アクセス件数　21件　　意見なし
・幼稚園教育振興計画（案）　　　アクセス件数　43件　　意見なし

【平成24年度】
・那珂市地域公共交通連携計画（案） 　 　　　　アクセス件数　68件　意見数　4件
・第１次那珂市総合計画後期基本計画（案）　　アクセス件数　95件　意見数　3件
・第２次那珂市食育推進計画（案）　　　　　　 　アクセス件数　24件　意見数　0件
・那珂市地域防災計画修正（案） 　　　　　　　　アクセス件数　90件　意見数　0件

【平成25年度】
・第2次那珂市環境基本計画（案） 　　　 　　　　アクセス件数171件　意見数　6件
・那珂市観光振興計画（案）　　　　　　　　　　　アクセス件数　34件　意見数　0件
・那珂市額田保育所民営化ガイドライン（案） 　アクセス件数　99件　意見数　0件
・那珂市読書活動推進計画（案） 　　　　　　　　アクセス件数　 9件　意見数　0件
・那珂市商工業振興計画（案）                  　アクセス件数　77件　意見数　0件
・第3次那珂市行政改革大綱（案） 　　　　　　　 アクセス件数108件　意見数　0件
・第2次那珂市地域福祉計画(案)　　　　　　　　 アクセス件数 77件　 意見数　0件
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実施項目

主管課（実施課）

省エネルギー、省資源の
推進

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
可燃ごみ削減

効果（％）
0.36 △ 4.3 △ 2.65 △ 2.49

環境課

全課

具体的な手法
及び考え方

【平成22年度】
・市役所の省電力化、クールビズ、ウォームビズ、ノーマイカーデーを実施し地球温暖化防止を推進した。
・市庁舎及び公施設において、節水・節電等、ごみの減量化及び分別収集の徹底を周知した。・壁面緑化事業
を消防本部庁舎、学童保育所（6箇所）で実施した。
・可燃ごみ排出量　13,780.44㌧　PET　150.89㌧
・ノーマイカーデーCO2削減効果（ガソリン削減量）　2,818.49㍑

【平成23年度】
・市役所の省電力化、クールビズ、ウォームビズを実施し地球温暖化防止を推進した。
・市庁舎及び公共施設において、節水・節電等、ゴミの削減化及び分別収集の徹底について周知した。
・壁面緑化事業を市役所分庁舎、東消防署、西消防署、学童保育所(６か所)の９か所で実施した。
・可燃ごみ排出量　14,379.10㌧　PET　158.48㌧

【平成24年度】
・市役所の省電力化、クールビズ、ウォームビズを実施し地球温暖化防止を推進した。
・市庁舎及びすべて公共施設において、節水・節電、設定温度管理、ゴミの削減及び分別を徹底した。
・市庁舎に遮熱フイルムを張り冷暖房の抑制に努めた。
・壁面緑化を市役所分庁舎、東消防署、西消防署、学童保育所(６か所)、中央公民館で実施した。
・可燃ごみ排出量　14,206.69㌧　PET　142.46㌧
・ノーマイカーCO2削減効果（ガソリン削減量）　1,815.7㍑

【平成25年度】
・市役所の省電力化、クールビズ、ウォームビズ、エコドライブ、ノーマイカーデー、緑のカーテングリーン購入を実施し
た。・市庁舎及びすべて公共施設において、節電・節水及び適切な設定温度管理、ゴミの減量化及び分別を実施した。
(環境課）
・壁面緑化を市役所分庁舎、学童保育所(６か所)、中央公民館で実施した。
・可燃ごみ排出量　14,183.48㌧　PET　123.22㌧
・ノーマイカーCO2削減効果（ガソリン削減量）　1,885.14㍑

　地球温暖化防止対策については、市役所として、
省電力化、、クールビズ、ウォームビズ、エコドライ
ブ・ノーマイカデー、緑のカーテン、グリーン購入等
引き続き推進するとともに、ごみの減量化など努め
ていく。

市庁舎及び公共施設について
 ・節電、節水及び適切な設定温度管理の実施
 ・ゴミ減量化及び分別収集の実施

実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24 H25
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　２　公正の確保と透明性の向上
　　(1)説明責任の確保

実施項目

主管課（実施課）

ホームページの充実 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
アクセス
件数（件）

532,761 592,941 346,257 444,938

政策企画課

全課

年度

具体的な手法
及び考え方

H25 実　施　内　容　等H22 H23 H24

【平成22年度】
・H21から市役所からの情報に対して、双方向性による市民の意見（皆さんのご意見）を収集できるようにし
た。
・H22皆さんのご意見（前年度比）
　  総件数1,764件  「役に立った」62.8%（6.7ポイント増）  「見やすい」37.0%（0.2ポイント増）
・市民にわかり易くタイムリーに提供できるよう内容の充実を図る。
・市民の意見がでた場合は、担当課と企画課にメールが来る仕組みになっていて、市民の意見をもとにﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞの改善を図る。

【平成23年度】
・H21から市民の意見（皆さんのご意見）を収集できるようシステムの改修をした。
・H23皆さんのご意見（前年度比）
　 総件数1,094件、「役に立った」63.8%（1ﾎﾟｲﾝﾄ増）  「見やすい」42.6%（5.6ﾎﾟｲﾝﾄ増）
・市民によりわかり易くタイムリーに情報を提供できるようホームページの内容の充実を図った。
・市民の意見をもとにホームページの改善を図った。

【平成24年度】
・ホームページ・CMSをリニューアルし、記事作成が容易にできるようにした。外国語表記・
twitter/facebookからの情報発信も採用した。アクセシビリティに配慮したページ作成を行った。
・市民にわかり易くタイムリーに提供できるよう内容の充実を図った。
・アンケートに意見が書き込まれた場合は、政策企画課・秘書広聴課が担当課に知らせ、市民の意見をもとに
ホームページの内容の改善を図った。

【平成25年度】
・ホームページ・CMSをリニューアルし、記事作成が容易にできるようにした。外国語表記・twitter/facebookからの情
報発信を採用し、タイムリーに情報提供が行えるようになった。
・アンケートに意見が書き込まれた場合は、今後とも市民の意見をもとにホームページの内容の改善・充実を図ってい
く。

　引き続き双方向性による市民の意見を集約し、Ｃ
ＭＳを使った市民に分かりやすくタイムリーに提供で
きるよう内容の充実を図る。

　※CMS‥Webコンテンツを構成するテキストや画
像、レイアウト情報などを一元的に保存・管理し、サ
イトを構築したり編集したりするソフトウェアのこと。
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実施項目

主管課（実施課）

行政評価結果の公表 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
アクセス
件数(件)

1,042 899 1,246 2,735

行財政改革推進室

年度

具体的な手法
及び考え方

H25

行政評価の結果については、引き続き公表していく
とともに分かりやすい公表に努めていく。

【平成22年度】
　次の評価結果等について、ホームページにおいて公表するとともに市立図書館に冊子を配備した。（ＨＰ公
表日）
　・事務事業評価（H23.1.6）
　・施策評価（H22.12.6）
　・外部評価（H22.12.6）
　・市民アンケート結果（H23.4.18）

【平成23年度】
　次の評価結果等について、ホームページにおいて公表するとともに市立図書館に冊子を配備した。（ＨＰ公
表日・H24.4.1現在アクセス件数）
　・事務事業評価（H23.12.5・257件）
　・施策評価（H23.12.5・362件）
　・外部評価（H22.12.5・280件）
　・市民アンケート結果（H24.4.3）

【平成24年度】
　次の評価結果等について、ホームページにおいて公表するとともに市立図書館に冊子を配備した。（ＨＰ公
表日/H25.3.8現在アクセス件数）
・事務事業評価（H24.12.17/181件）
・施策評価（H24.12.17/160件）
・市民アンケート結果（H24.5.22/905件）

【平成25年度】
　評価結果等について、ホームページにおいて公表するとともに市立図書館に冊子を配備した。（ＨＰ公表日/H26.6.10
現在アクセス件数）
・事業仕分け(H26.2.13/2,513件)
・事務事業評価（H25.12.16/72件）
・施策評価（H25.12.17/43件）
・市民アンケート結果（H26.3.13/107件）

H22 H23 H24 実　施　内　容　等
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Ⅱ　市民ニーズに対応した行政経営体制の確立
　１　経営体制の向上
　　(1)組織等の再編の推進

実施項目

主管課（実施課）

組織機構の見直し 目標内容
課室の再編・
グループ制の

推進

実施状況 推進 推進 推進 推進

主管課 組織体制 26課6室 26課6室 27課5室 28課5室

総務課

行財政改革推進室

年度

具体的な手法
及び考え方

　行財政改革の推進に伴い、より少ない職員で事務
を執行できるような効率的な組織で、なおかつ市民
にとってもわかりやすい組織を目指し、平成22年度
からグループ制を推進するとともに、引き続き組織
の見直しを図ることとする。

　　　101係　⇒　67グループ

実　施　内　容　等H22 H23 H24 H25

【平成22年度】
　平成22年4月1日に一部組織の構成（建設部4課→3課）を見直すとともに、全庁的にこれまでの係制を廃し、
業務補佐をグループ長とするグループ制を導入し、組織のスリム化を図った。
  また、グループ制の検証を行うとともにより一層の効率を図るためアンケート実施した。

【平成23年度】
震災の経験や、住民ニーズの多様化、さらには地方分権の推進などの諸課題に対応するため、組織機構の一部
再編を検討した。
　再編内容は以下のとおり。
① 危機管理能力の強化・・生活安全課を防災課と環境課に分割
② 住民サービスの向上・・フロアマネージャーの配置
③ 政策形成能力の向上・・企画課の再編（企業誘致を商工観光課から政策企画課へ）
④ 情報発信力の強化・・・秘書課を秘書広聴課として、広報業務を移管

【平成24年度】
　平成２４年度に、「那珂市行政組織機構検討委員会設置要項」を制定して委員会を設置し、計７回開催し
た。委員会では、平成２５年４月に実施できる軽微な見直しと、職員数が合併時から５０人削減となり、ま
た、将来を見据えた組織や庁舎の有効活用に対する骨子を作成するため平成２９年４月の組織案について協議
を行った。
　成果としては、平成２５年４月の組織案について、７月末に委員会としての案をまとめて８月の庁議に付
議、承認され、１２月議会の全員協議会で報告を行った。【保健センター⇒健康推進課、こども課内にこども
発達相談センターを新設、防災課防災・防犯・交通Ｇ⇒防災Ｇ、教育委員会に教育部を設置】
　８月以降は、平成２９年４月の組織について協議を行い、各課の意見から重要ポイントを抽出し、各種の課
題を集約したところである。平成２５年度も引き続き委員会を設置し、協議を進めていく予定。
　
【平成25年度】
　引続き「那珂市行政組織機構検討委員会」を設置し、計３回開催した。委員会では、提案されたポイントについて関係
各課と個別に協議を行った。
　成果としては、平成２６年４月の組織案について、平成26年2月の庁議に付議、承認され、３月議会の全員協議会で
報告を行った。【政策企画課情報政策G⇒政策企画課情報政策室、政策企画課公共交通対策室⇒政策企画課公共交
通対策G、主任企画員制度の廃止】
　平成２９年４月の組織について協議を行い、各課の意見から重要ポイントを抽出し、各種の課題を集約し、精査して
いる。瓜連支所分庁舎に「公文書館」を設置すること「瓜連支所支所窓口G]のあり方について検討している。
　平成２６年度も引き続き委員会を設置し、協議を進めていく予定。
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実施項目

主管課（実施課）

幼稚園の統廃合 目標内容

戸多・芳野・木崎
幼稚園統廃合

幼稚園教育振興
計画策定

実施状況
戸多・芳野・木崎
幼稚園統廃合

幼稚園教育振
興計画策定

検討 検討

主管課
効果額
（千円）

19,398 19,398 △27,396 38,590

学校教育課

【平成22年度】
・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。

【平成23年度】
・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。

【平成24年度】
・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。

　※効果額は震災関連含む。震災関連を除けば、23,295千円の削減効果。

【平成25年度】
・認定こども園制度の動向と市民のニーズを考慮した子育て支援事業の状況を注視し、検討することとした。

　「公立幼稚園再編の基本的方針」を踏まえ新たに
策定する「那珂市幼稚園教育振興計画」に基づき、
望ましい統合を計画的に推進していく。

具体的な手法
及び考え方

年度 H22 H23 H24 H25 実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

小中学校の再編 目標内容
適正規模等

基本計画策定
     推進

実施状況
適正規模等

基本計画策定
地区検討委
員会の設置

検討・決定 検討・決定

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

学校教育課

年度 H22 H23 H24 H25 実　施　内　容　等

小中学校適正規模等検討委員会の答申を基に、対
象となる当該地区に「地区検討委員会」を設置する
等、地域の話し合いによって諸問題を検討、解決
し、円滑な統合を推進する。

【平成22年度】
・小中学校適正規模等検討委員会を平成21年11月に設置し、計5回の審議を経て22年11月に今後の小中学校の
あり方等について答申が提出された。
　この答申に基づき「那珂市立小中学校適正規模化基本計画(案)」を策定し、平成23年2月にパブリックコメ
ントを実施したうえで、寄せられた意見を基に一部修正を加え計画を策定した。
・効果としては、複式学級の解消とともに、多様な人間関係や部活動の充実、配置教員の増員等、教育環境の
充実が図られる。併せて財政面での経費削減及び重点的な投資が可能となる。

【平成23年度】
・平成23年3月に「那珂市立小中学校適正規模化基本計画」が策定されたことに伴い、平成23年7月～11月にか
け、該当校区の地元住民への計画の説明会を実施し、計画に基づく地域検討組織を、平成24年1月に「戸多小
学校統合計画検討委員会」、平成24年3月に「神崎地区本米崎小学校区検討委員会」、を名称として設立され
た。今後、両組織を中心として活動し推進を図る。

【平成24年度】
・戸多地区で4回の検討委員会と7回の部会を開催し、保護者や児童が抱える不安を払拭するための協議と、跡
地利用などについて協議を重ね平成26年4月の統合を決定した。
・本米崎地区では、2回の検討委員会を開催し、地域と保護者が検討を重ねた結果、平成27年4月に横堀小学校
と統合することで合意が得られた。

【平成25年度】
・戸多小学校の統合に向け、「戸多地区統合計画検討委員会」をはじめ各種会議を開催し、統合までの理解と協力を
いただいた。
・平成26年3月23日に地域協力のもと、戸多小学校の閉校式を実施し、平成25年度をもって戸多小学校と芳野小学校
の統合が完了した。
・戸多小学校跡地の利活用については、「戸多小学校跡地利活用検討委員会」において検討中である。
・本米崎小学校については、平成26年度末の横堀小学校との統合に向け「神崎地区本米崎小学校区検討委員会」等
を開催し、地域との協議を進めた。

具体的な手法
及び考え方

- 18 -



実施項目

主管課（実施課）

審議会等の見直し 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

関係各課

具体的な手法
及び考え方

　審議会、協議会等の附属機関については、一定
の役割を終えたものや目的の類似したもの等その
あり方を見直す。
　設置の必要性や運営状況、あるいは委員構成、
委員数、類似性等の観点から見直しを行い、整理
合理化を推進する。

【平成22年度】
《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）

【平成23年度】
〈委員構成の見直し〉
　・中央公民館運営審議委員会

【平成24年度】
＜構成の見直し・縮小＞
・総合計画策定委員会（政策企画課43名→28名）
・図書館協議会の委員構成を見直した。
・中央公民館運営審議委員会の委員構成を見直した。

【平成25年度】
＜廃止の決定＞
・青少年問題協議会(生涯学習課）
＜構成の見直し・縮小＞
・高齢者保健福祉計画推進委員(19人⇒17人)
・地域包括支援センター運営協議会委員(13人⇒12人)
・那珂市公共下水道事業審議会(25人⇒20人)
･那珂市農政審議会(24人⇒18人)

実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24 H25
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実施項目

主管課（実施課）

公共施設の有効活用 目標内容 推進／検討

実施状況 推進／検討 推進／検討 推進／検討 推進／検討

主管課
効果額
（千円）

4,723 4,723 4,723 4,723

政策企画課

総務課

瓜連支所

学校教育課

H25 実　施　内　容　等

具体的な手法
及び考え方

引き続き瓜連支所及び同附属庁舎の有効活用を推
進する。
　那珂センターと瓜連センターの2施設がある給食
センターの有効利用について検討を進め、施設の
一元化を推進する。

年度 H22 H23 H24

《平成21年度までの活用》
瓜連支所：那珂医師会、瓜連郵便局

【平成22年度】
・瓜連支所付属庁舎については、道の駅構想を踏まえて活用していくことを検討してきた。
・給食ｾﾝﾀｰについては、設備機器の耐用年数や児童生徒数の推移を考慮し、整備計画の策定により施設管理を
図り、将来的に統一を検討するとこととしているため、当面は現状の運営としていくこととした。

【平成23年度】
・瓜連支所付属庁舎については、道の駅構想を踏まえた活用を検討してきたが、中止になったことで新たな活
用方法を検討することになった。

【平成24年度】
・瓜連支所の旧議場及び瓜連支所分庁舎の有効活用について、平成24年2月に再度希望調査を行い、総務課か
らの希望であった旧議場に保存文書を保管すること、社会福祉課から希望があった分庁舎に社会福祉協議会が
移転することについて検討していく旨、平成24年4月の部長会議で報告した。
・保存文書については5月に搬入を完了させ、社協の移転については、平成25年度に分庁舎に移転することを
12月議会の全員協議会で報告し、一定の成果は上がっている。（※社会福祉協議会の移転日は平成25年7月1日
の予定）
・調理場内等の設備機器等の老朽化により故障や事故が起こる可能性があることから安全面、衛生面を考慮
し、良好な作業環境の維持管理をしていくため、年次計画により各設備機器の入れ替えを図り、将来的には2
施設ある給食センターの統一を検討していく。
・平成25年度は、連続揚物機（フライヤー）の入れ替えが決定している。平成26年度以降も、現在使用してい
る蒸し器や食器洗浄機が老朽化に伴い交換部品が無く、今後使用を続ければ、給食調理に支障をきたす可能性
があるため、調理機器の入れ替えを実施計画に計上中である。

【平成25年度】
・学校跡地利活用方針庁内検討委員会・同幹事会において検討した。
「みんなの廃校プロジェクト｣に登録した。(政策企画課)
・平成25年7月1日に瓜連支所分庁舎１階に社会福祉協議会が移転した。ナンバー法が平成28年１月から開始されるこ
とにより、瓜連支所窓口Gのあり方について検討する必要がある。教育部、上下水道部の移転先も検討する必要があ
ることから引続き「那珂市行政組織機構検討委員会」で検討していく。(総務課)
・調理場内等の設備機器等の老朽化により故障や事故が起こる可能性があることから安全面、衛生面を考慮し、良好
な作業環境の維持管理をしていくため、年次計画により各設備機器の入れ替えを図るとともに、学校給食センターの統
合を見据えて計画的に調理機器を整備していく。(給食センター)
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実施項目

主管課（実施課）

消防団の再編 目標内容 推進       実施

実施状況 推進 推進 完了 完了

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

消防本部

年度 H22 H25

【平成22年度】
・那珂市消防団組織については、１団本部(女性部含む)･8分団･24部体制となっている。
・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）

【平成23年度】
・再編に向けて消防団詰所及び消防団車両の名称変更を行った。
・消防団出場区分の見直し(防災行政無線プログラム変更)を行った。
・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）を行った。

【平成24年度】
・消防団車両配置換えを実施
・消防団詰所４棟解体を実施

【平成25年度】
・平成24年度をもって完了とした。

H23 H24

具体的な手法
及び考え方

　那珂市消防団を、合併協議会の決定内容に基づ
き、消防団を再編し強固な消防団体制に移行できる
よう推進する。
 (統合）
  第8分団第1部（詰所有）
　　8－3瓜連、9－1古徳統合
　第8分団第2部（詰所無）
　　8－1静、8－2下大賀統合
　第8分団第3部（詰所有）
　　9－2中里、9－3平野統合

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

浄水場の統廃合 目標内容 計画策定 実施（工事）

実施状況 計画策定 計画見直し 財政計画見直し 財政計画見直し

主管課

水道課

年度 H22 H23 H24 H25 実　施　内　容　等

【平成22年度】
・木崎浄水場更新基本設計を実施した。
・震災の被害により再度見直しの必要性が生じさらに1年遅れる見込みとなった。
・震災による施設の損傷があり更新計画を早急に再考する必要がある。
・震災により損傷を受けた施設は機能がさらに低下しているので、出来るだけ早い時期に更新しなければなら
ない。

【平成23年度】
・「浄水場更新事業計画」の見直しを行った。
　 東日本大震災の経験を踏まえ、施設設計等の再検討を行った。

【平成24年度】
・「浄水場更新財政計画」の見直し
　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

【平成25年度】
・浄水場更新事業計画を踏まえ、変更認可申請をおこなうため現状の認可を見直した。（委託金額21,210千円）
・「浄水場用地の埋蔵文化財確認本調査」
　　那珂市南酒出413番地　他9筆　　面積11,610㎡
　　委託金額（総額）　34,335千円

具体的な手法
及び考え方

　老朽施設を更新するに当たり、将来的な維持管理
の簡素化、維持管理費の削減及び、更新工事費の
削減を考慮した計画を実施する。基本的には工事
費・維持管理費とも削減可能な、2箇所の浄水場・
取水場を既存の1箇所に集約し改造更新する手法
をとる。
　老朽化している２箇所の浄水場を更新するに当た
り、1箇所に統合して更新する。
　期間：平成21年度～平成30年度
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　　(2)分権型社会の担い手育成の推進

実施項目

主管課（実施課）

職員研修の充実強化 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
研修受講者数

(人)
124 380 958 623

総務課

H25 実　施　内　容　等

【平成22年度】
階層別研修及び自主研修活動支援による人材育成や能力開発を通じて、職員一人ひとりの意識改革、専門知
識・実務能力の向上を図る
・階層別研修（4課程）　36人　　　　　　　　　　・茨城県自治研修所研修（13課程）　46人
・接遇研修（ひたちなかテクノセンター）　6人　　・安全運転中央研修所研修　6人
・通信教育助成等事業（11課程）  30人

【平成23年度】
・階層別研修（6課程）　47人 　　　　・茨城県自治研修所研修（13課程）　13人
・新規採用課程研修　10人　　　　　　・図書館接遇研修　11人
・人事評価研修（管理職）　136人　　 ・管理職特別研修　111人
・安全運転中央研修所研修　10人　　　・通信教育等助成自主研修（10課程）　42人

【平成24年度】
　階層別研修及び自主研修活動支援による人材育成や能力開発を通じて、職員一人ひとりの意識改革、専門知
識・実務能力の向上を図る。
・階層別研修（6課程）　65人　　　　　　　　　　・茨城県自治研修所研修（14課程）　15人
・新規採用課程研修（前期・後期）　16人 　　　　・接遇研修　34人
・消防研修　16人　　　　　　　　　　　　　　　 ・人事評価研修（管理職）　139人
・飲酒運転防止研修　472人　　　　　　　　　　　・メンタルヘルス研修　64人
・市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）派遣研修　9課程　9人
・ＡＥＤ研修　70人　　　　　　　　　　　　　　 ・安全運転中央研修所研修　16人
・通信教育等助成自主研修（16課程）　31人

【平成25年度】
　階層別研修及び自主研修活動支援による人材育成や能力開発を通じて、職員一人ひとりの意識改革、専門知識・実
務能力の向上を図る。
・階層別研修（6課程）　76人　　　　　　　　　　　 ・茨城県自治研修所研修（17課程）　17人
・新規採用課程研修（前期・後期）　16人 　　　　・ふるさと大使管理職講習会　62人
・人事評価研修（3過程11回）　396人　　　　　　 ・メンタルヘルス研修　18人
・市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）派遣研修　6課程　6人
・安全運転中央研修所研修　16人　　　　　　　　・通信教育等助成自主研修（9課程）　16人

具体的な手法
及び考え方

・人材育成の基本である職場研修の充実強化を図
る。
・指導的役割を担う管理監督者の研修や階層別研
修、専門研修の充実強化を図る。
・職員の研修環境を整備するとともに、研修成果を
職場及び日常業務に反映できるようにする。
・職員の自己啓発及び能力開発を図る。
・現行業務の改善、改革案の創出を図る。
・新たな施策の創出（職員提案制度等）を図る。
＜研修内容＞
　　階層別研修、特別研修、
　　通信研修、派遣研修

年度 H22 H23 H24
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実施項目

主管課（実施課）

派遣研修・人事交流の実施 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
派遣等人数

(人)
12 10 12 10

総務課

年度 H22

【平成22年度】
専門的知識の習得及び職員のネットワークの拡大を図る。
・茨城県との対等交流　1人　　　　　　　 　　・茨城県実務研修　1人
・茨城県後期高齢者医療広域連合派遣   1人　　・茨城租税債権管理機構派遣　1人
・大宮地方環境整備組合派遣2人　　　　　 　　・那珂市社会福祉協議会派遣　1人
・海外派遣研修　1人　　　　　　　　　　 　　・市町村中央研修所派遣研修（4課程） 　4人

【平成23年度】
・茨城県後期高齢者医療広域連合派遣　　1人　　・茨城県租税債権管理機構派遣　1人
・大宮地方環境整備組合派遣　2人          　　・那珂市社会福祉協議会派遣　1人
・自治大学校派遣　1人                    　　・市町村中央研修所派遣研修（4課程）　4人

【平成24年度】
茨城県後期高齢者医療広域連合派遣　　　　　1人
大宮地方環境整備組合派遣　　　　　　　　　1人
那珂市社会福祉協議会派遣　　　　　　　　　1人
市町村中央研修所研修（9課程）　　　 　　  9人

平成24年度は茨城県実務研修・自治大学派遣を実施しなかったが、市町村アカデミーへの派遣を昨年度より倍
増させた。また、平成25年度は3名の茨城県等への派遣を実施する予定。

【平成25年度】
・茨城県実務研修　　　　　　　　　　　　　　  2人　　　　　　　　　・茨城県租税債権管理機構派遣　　　　　1人
・那珂市社会福祉協議会派遣　　　　　　　　1人　　　　　　　　　・市町村中央研修所研修（6課程）　 　　 6人

平成25年度は茨城県実務研修・茨城県租税債権管理機構へ合計3名の職員を派遣した。市町村アカデミーへの派遣
についても同程度の派遣を予定していたが都合により派遣取り止めがあり、昨年度より人数が減っているが26年度以
降も積極的に派遣する予定である。

実　施　内　容　等H23 H24 H25

具体的な手法
及び考え方

・広域的な課題の理解、幅広い視野の涵養のため、
今後も県や全国規模の研修機関、他の地方公共団
体等へ派遣を実施する。
・研修結果報告の場を設けるなど、貴重な経験・情
報を共有する場を設ける。
・職員の業務遂行能力の向上と意識改革を図る。
・職員の専門的知識の習得を図る。
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　　(3)人事評価の確立

実施項目

主管課（実施課）

人事評価制度の導入 目標内容 推進（試行）       実施

実施状況 検討 試行（管理職） 試行（管理職） 試行（管理職）

主管課

総務課

　管理職・一般職を対象とした研修及び管理職の評
価試行・検証等を行いながら制度の構築を図る。

具体的な手法
及び考え方

H25H23 実　施　内　容　等

【平成22年度】
・管理職人事評価の試行に向けた評価シートの検討・作成を行った。
・導入に向けては、様々な職種の評価基準等についてさらなる慎重な検討が必要となるとともに職員の制度へ
の理解を図る必要がある。

【平成23年度】
・管理職を対象として、平成23年9月1日から2月29日までを評価期間として、試行を行った。
・今後、この試行を通じて確認された問題点などを洗い出し、評価シートの見直しを行い、平成24年度の試行
につなげることとする。
・評価者、被評価者ともに、人事評価に対する理解度が十分浸透しているとは言えないため、評価のばらつき
や不適切な目標設定などの課題が見られた。今後も試行を繰り返して、誰もが納得できる人事評価制度を構築
する必要がある。

【平成24年度】
　平成24年度は、管理職を対象として、9月1日から2月28日までを評価期間として、人事評価制度の試行を
行った。また、併せて管理職を対象として、8月に外部講師による人事評価研修を実施した。
　引き続き、試行を通じて確認された問題点などを洗い出し、評価シートの見直しを行い、平成25年度の試行
につなげることとする。なお、25年度は試行期間を4月～2月に変更するとともに、委託事業の導入により、内
容を充実させている。

【平成25年度】
　平成25年度は、管理職を対象として、4月1日から2月28日までを評価期間として、評価制度の試行を行った。また、人
事評価制度の構築を外部委託し、管理職を対象に人事評価研修を3回実施した。
　引き続き、試行を通じて確認された問題点などを洗い出し、評価シートの見直しを行い、平成26年度の試行につなげ
ることとする。なお、26年度は対象範囲を一般職に広げ研修を行っていく。

H24H22年度
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　２　ＩＣＴ（情報通信技術）の効果的な活用
　　(1)情報システムの効果的な活用

実施項目

主管課（実施課）

茨城県市町村共同システムの
周知・活用

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
住基カード発

行件数
228 275 118 99

政策企画課 電子申請件数 3 3 4 4

H25 実　施　内　容　等

【平成22年度】
茨城県と県内全市町村で共同開発している。
<統合型GIS>
　各課の保有する情報をGISに地図を作成し掲載できるようにするため、GISの操作研修を実施した。
<いばらき電子申請・届出ｻｰﾋﾞｽ>
　住基カードを65歳以上の方の無料交付 H23.3.31⇒H24.3.31に延長

【平成23年度】
茨城県と県内全市町村で共同開発している。
<統合型GIS>GISの操作研修を受け、各課の保有する地図情報をGISに掲載できるようにする。
<いばらき電子申請・届出サービス>
住基カードを65歳以上の方の無料交付 H23.3.31⇒H24.3.31に延長した。

【平成24年度】
茨城県と県内全市町村で共同開発している。
＜統合型GIS＞
　GISの操作研修を受け、各課の保有する情報をGISに地図を作成し掲載できるようにする。H25のリニューア
ルに向けて検討委員会が組織され、より利用しやすいようなシステム構築を目指した。

【平成25年度】
茨城県と県内全市町村で共同開発している。
＜統合型GIS＞
　GISのリニューアルを実施、職員向け操作研修会を実施し、各課で保有する情報をGISに地図を作成し掲載できるよう
にした。

具体的な手法
及び考え方

＜統合型GIS(いばらきﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾌﾟ)＞
　市独自の情報(避難場所、投票所等)を地図上に
掲載・公表し、情報の効果的な活用を図る。
＜いばらき電子申請・届出ｻｰﾋﾞｽ＞
　窓口が開いている時間や場所にとらわれず、自宅
のパソコンから申請等の行政手続ができること、利
用可能なサービスが拡大していることを周知する。

H24H22 H23年度
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　　(2)情報セキュリティ対策の充実

実施項目

主管課（実施課）

セキュリティポリシーの遵守 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
研修受講者

(人)
66 31 58 149

政策企画課

年度

【平成22年度】
・資産管理システムを導入し、職員のセキュリティ意識の向上を図った。
・ファイル共有システム(AD)を導入し、情報の共有化を図った。
・新規採用職員を対象としたセキュリティ・操作研修を実施した。
・管理者（課長・補佐）へのセキュリティ研修を実施した。
・掲示板を利用し、セキュリティの情報の提供と資料を掲示した。

【平成23年度】
・H22から資産管理システムを導入し、職員のセキュリティ意識の向上と業務に関係のないサイトの閲覧を規
制するとともに、職員のパソコンの利用状況の把握を図った。
・H22,23でファイル共有システム(AD)を導入し、情報の共有化を図った。
・新規採用職員を対象としたセキュリティ・操作研修を実施した。
・セキュリティに関する情報と資料をグループウェアに掲示し職員の意識啓発を図った。
・ＵＳＢメモリ、外付けメディアの使用制限を実施し、情報管理の徹底を図った。

【平成24年度】
・H22から資産管理システムを導入し、職員のセキュリティ意識向上よりも物理的に業務に関係のないサイト
を規制したり、PC上で職員が何をしているのか把握できるようになった。
・H22,23でファイル共有システム(AD)を導入し、情報の共有化を図った。
・新規採用職員を対象としたセキュリティ・操作研修を実施した。
・掲示板を利用し、セキュリティの情報の提供と資料を掲示した。
・ＵＳＢメモリ、外付けメディアの使用制限を実施した。

【平成25年度】
・H22から資産管理システムを導入し、職員のセキュリティ意識向上よりも物理的に業務に関係のないサイトを規制した
り、PC上で職員が何をしているのか把握できるようになった。
・H22,23でファイル共有システム(AD)を導入し、情報の共有化を図った。
・新規採用職員を対象としたセキュリティ・操作研修を実施した。
・掲示板を利用し、セキュリティの情報の提供と資料を掲示した。
・ＵＳＢメモリ、外付けメディアの使用制限を実施した。

具体的な手法
及び考え方

H24 H25H23H22 実　施　内　容　等

　引き続きセキュリティの研修を実施し、職員等のセ
キュリティ意識の高揚を図る。
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Ⅲ　健全で効率的な行政経営の推進
　１　行政評価システムの確立
　　(1)事務・事業の見直し

実施項目

主管課（実施課）

行政評価システムの向上 目標内容
要綱・マニュ
アルの策定
評価の実施

実施状況
要綱・マニュ
アルの策定
評価の実施

評価の実施 実施 実施

主管課
見直しと評価
した割合(%)

58.1 55.9 63.0 68.8

行財政改革推進室

全課

年度 H24 H25H23H22

　行政評価実施要綱や策定マニュアルを作成し、行
政評価システムをより実効性のあるものとする。
　施策評価及び事務事業評価を行うことにより、行
政活動の改革改善のために活用することはもちろ
ん、予算査定および計画の策定等、行政資源の有
効かつ最適配分に活用する等その有効活用につい
て検討していく。

具体的な手法
及び考え方

【平成22年度】
　平成22年3月行政評価実施要綱及び策定マニュアルを作成した。
　これに伴い、要綱及びマニュアルについて管理職等を対象とした職員研修を実施した。さらに、事務事業評
価マネジメントシートの記入について、各担当課ごとに点検会を実施し精度の向上に努めた。
　また、外部評価の実施を早めたことにより、外部評価結果や事務事業評価3次評価を次年度の予算編成前に
終了することができ、削減するものや見直すものを速やかに反映させることができた。

【平成23年度】
事務事業（211事務事業）について評価を行った。
　・終了　　6事務事業（2.8％）　・廃止　　5事務事業（2.4％）　・休止　　1事務事業（0.5％）
　・改革改善　118事務事業（55.9％）　・現状維持　81事務事業（38.4％）
施策評価については、30施策を行い、総合計画の進行管理を行った。
外部評価については、17事務事業を行った。

【平成24年度】
・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）

【平成25年度】
・事務事業評価の実施（221事務事業）
　　終了・・・2事業 　　廃止・・・3事業　　休止・・・ 0事業 　　改革改善・・・ 147事業
　　現状維持・・・69事業
・施策評価の実施（30施策）
・事業仕分けの実施（12事業）
　判定結果（不要0事業、要改善8事業、現行どおり4事業）⇒市の方針（廃止0事業、見直し10事業、現行どおり2事業）

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

各種イベントの見直し 目標内容 検討・実施

実施状況 検討 実施/検討 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

1,033 21,124 1,694 844

商工観光課

実施項目

主管課（実施課）

目標内容 検討       周知       実施

実施状況 検討 検討 実施

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

学校教育課

幼稚園における3歳児保育の
見直し

年度 H22

H22

実　施　内　容　等

　行政評価外部評価委員会における評価結果に対
する市の対応方針として、「菅谷幼稚園のみで実施
している３歳児保育については、事業廃止も含め総
合的に検討を行う」としていることから、平成22年度
中に幼稚園対策協議会において、廃止の方向につ
いての検討を進める。

具体的な手法
及び考え方

H25年度

具体的な手法
及び考え方

H24

H23 H24

H23

大規模イベントについては、内容を検討し、運営方
法、運営主体等を見直し経費の削減を図る。

＜八重桜まつり＞
　入場者からの料金の徴収方法を検討する。
＜ひまわりフェスティバル＞
　出店者からの協賛金や負担金のあり方を検討す
る。

H25

実　施　内　容　等

【平成22年度】
　現状維持とし、菅谷幼稚園のみで実施している。
　平成23年度から幼稚園対策協議会において、幼稚園保育料、入園料の見直しと併せて検討することとした。

【平成23年度】
・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。

【平成24年度】
・3回開催した幼稚園対策協議会で、平成24年度をもって廃止とした。

【平成25年度】
・平成24年度をもって廃止した。

【平成22年度】
・八重桜まつりについては、料金を徴収すること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。

【平成23年度】
・八重桜まつりについては、運営主体の見直しを行い、「八重桜チャリティイベント実行委員会」に運営補助
金を交付して実施した。
（東日本大震災の影響により、八重桜まつりは行わず、「東日本大震災復興イベント」を4/23～24に開催。な
お、駐車場の利用については、無料開放とした。）
・ひまわりフェスティバルについては、実施主体を商工会主体の実行委員会に移行した。参加団体からの負担
金等については、実行委員会と協議・検討を行った。
　※　削減効果の増については、東日本大震災によりイベントを中止したことによる。

【平成24年度】
・「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。

【平成25年度】
・引続き「八重桜まつり」及び「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。
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　２　定員管理及び給与の適正化
　　(1)定員管理の適正化

実施項目

主管課（実施課）

適正な定員管理 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

67,011 68,660 62,319 79,699

総務課

年度 H24

具体的な手法
及び考え方

　今後も財政健全化プランに基づき適正な定員管
理を行い新たな定員適正化計画に努める。
　平成25年4月1日現在における目標値の483人と
するため、年次的計画により職員数の削減を図る。
　
　○職員数（目標）
　　　H22　　 H23　　 H24    H25
　　　492人　490人　487人　483人

H25H22 H23

【平成22年度】
　第1次那珂市行政改革大綱における定員適正化計画に基づく定員管理については、職員採用の抑制により目
標を達成してきた。
　H22.4.1現在　職員数489人（適正化計画目標値　492人）

【平成23年度】
・H25年度からH28年度にかけて、定年退職者数がピーク（4年間で77人）を迎えることから、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。
　　　H23.4.1現在　職員数487人（適正化計画目標値　490人）
　　　H24.4.1現在　職員数490人

【平成24年度】
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。

【平成25年度】
H25.4.1現在　職員数489人（適正化計画目標値　493人）
H26.4.1現在　職員数487人（適正化計画目標値　492人）
平成24年度から平成28年度にかけて、100名を超える定年退職者数が見込まれたため、職員の年齢構成の不均衡を
緩和するため、定員管理計画を平成29年度まで延長し、平成29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。見直した計画では平成26年4月1日現在で492名の目標値であったが、職員数は5名減の487名となった。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

嘱託・臨時職員の適正活用 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 5,040 △ 3,360 △47,286 △ 33,423

総務課

H22 H23 H24 H25

【平成22年度】
　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。
　国の政策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
加傾向にあるが、国の施策の雇用の確保を図ることについて効果をあげている。
　嘱託職員　76人　　臨時職員　188人

【平成23年度】
・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。
　嘱託職員　89人　　臨時職員　174人

【平成24年度】
　嘱託員・臨時職員の雇用については、その必要性について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。
　嘱託職員　84人　　 臨時職員　198人

【平成25年度】
　嘱託員・臨時職員の雇用については、その必要性について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。
嘱託職員　84名　　　　　　　臨時職員　183名

実　施　内　容　等

具体的な手法
及び考え方

年度

人件費削減の観点から、引き続き嘱託、臨時職員
の適正な活用を図る。
　活用にあたっては、採用職種や継続雇用期間等
について検討し、適正な任用、雇用管理に努める。
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　　(2)給与の適正化

実施項目

主管課（実施課）

職員給与等の公表 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課

総務課

具体的な手法
及び考え方

年度 H22 H23 H25H24

今後も引き続き公表していく。

【平成22年度】
　職員給与等については、市ホームページ及び市広報を利用して公表している。また、平成21年度に引き続き
職員の福利厚生、処分等の人事行政の運営状況等についても公表している。

【平成23年度】
　平成22年度に引き続き職員の福利厚生、処分等の人事行政の運営状況等について市ホームページ及び市広報
を利用して公表している。

【平成24年度】
　職員の給与及び福利厚生、処分等の人事行政の運営状況等について、市ホームページ及び市広報を利用して
公表している。

【平成25年度】
　職員の給与及び福利厚生、処分等の人事行政の運営状況等について、市ホームページ及び市広報を利用して公表
している。

実　施　内　容　等
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　３　自主性・自律性の高い財政運営の確保
　　(1)自主財源の確保

実施項目

主管課（実施課）

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
徴収率

(％)
92.3 91.7 92.3 92.8

収納課

介護長寿課

こども課

環境課

建築課

下水道課

水道課

学校教育課

具体的な手法
及び考え方

　市税等の歳入の確保を図るため、市民の自主納
付意欲の向上や口座振替など収めやすい環境づく
りを図るとともに、特別滞納整理班や収納嘱託員制
度を有効に活用し、公平公正の原則の観点から一
層の滞納整理事務の強化を図る。また、積極的に
財産調査や差押さえ等を一層押し進めるとととも
に、インターネット公売や収納対策推進本部による
市税等の徴収率の向上に努める。

介護保険料未納者、保育所保育料未納者、児童ク
ラブ保護者負担金未納者、墓地使用料未納者、市
営住宅使用料未納者、上下水道料金未納者、農業
集落排水使用料未納者、学校給食費未納者に対す
る督促、滞納整理の実施。

【平成22年度】
・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)
　　　　内訳・・・給与差押(1件)、原子力立地給付金差押(10件)、収用代金差押(3件)、所得税還付金差押(1件)
　　　　　　　　　生命保険等差押(3件)、抵当権設定(1件)、動産差押(1件)、年金差押(1件)
　　　　　　　　　不動産差押(42件)、普通預金等差押（11件）
・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)

【平成23年度】
・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)
　　　　内訳・・・給与差押(4件)、原子力立地給付金差押(11件)、所得税還付金差押(7件)、出資金差押(1件)
　　　　　　　　　生命保険等差押(1件)、不動産差押(10件)、普通預金等差押（33件）
・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。
・東日本大震災による影響
〈介護保険料〉
・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。（23年度特別徴収率100％、普通徴収率　86.72%）
・平成22年度からは給付制限を実施
〈保育料・学童保育負担金〉
・当月分の保育料未納者リストを、翌月の中旬頃までに作成し、文書により督促し納付を促した。
・未納保育料が２～３月に及んだ場合、保育所の児童送迎時に保護者に対して、保育所長から直接文書を手渡し納付を促した。
・子ども手当定時払日に、児童手当充当の同意を得た者の充当処理をかけた。
・子ども手当を受給している未納者で、充当することに同意しない保護者に対し、積極的に保育料への充当承諾の同意をお願いした。
・市役所に来庁（子ども手当現況届けや各種申請等により）した際、保育料の滞納状況を説明し納付を促した。
〈市営住宅使用料〉
・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した。
・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した。
・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）した。
〈下水道・農業集落排水施設使用料等〉
・下水道使用者の使用料については、水道課に徴収委託を行っており、停水処理を含めた合同徴収を実施した。水道未使用者の使用料および受益者負担金
については、下水道課で臨戸訪問の強化をし、滞納の防止に努めた。
〈学校給食〉
・給食費の未納者に対しては市税等の徴収にあわせて督促をし、滞納整理を実施した。

【平成24年度】
・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）　生命保険料等差押（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。
＜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％
・学童保育量徴収金　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。

【平成25年度】
・催告回数･･･5回
・差押件数･･･101件　充当額（23,599,926円）　滞納額（71,015,630円）
　　内訳ー預金差押（96件）、不動産差押（5件）　　　　　　　平成24年度からはコンビに収納により利便性と納税機会の拡充を図った。
＜墓地＞
・墓地使用料未納者対し、督促状を送り、必要があれば訪問徴収する。平成26年3月現在、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）　97.7％
・民間保育所児童運営費徴収金　徴収率（同上）　96.54％
・学童保育量徴収金　徴収率（同上）　99.05％
・保育・学童保育関係滞納額　7,022千円（前年比1,596千円増）
＜介護保険＞
・保険料を1年以上滞納しているものに給付制限のある旨通知している。（25年度特別徴収率100％、普通徴収率　88.28%）
・要介護認定時、高額介護サービス該当時に電話催告を実施。
＜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　89.23％　滞納額　9,334千円
＜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＞
・臨戸訪問を行い、収納率の向上に努めている。（使用料徴収率　94.8％）　・平成25年度より郵便局での納付が可能になった。
＜農集排使用料、加入分担金＞
・臨戸訪問を強化するとともに、H25より郵便局納付を進めている。（使用料徴収率　97.1％）
＜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。

市税・各種使用料等の
徴収率の向上

H22 実　施　内　容　等年度 H23 H24 H25
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具体的な手法
及び考え方

　市税等の歳入の確保を図るため、市民の自主納
付意欲の向上や口座振替など収めやすい環境づく
りを図るとともに、特別滞納整理班や収納嘱託員制
度を有効に活用し、公平公正の原則の観点から一
層の滞納整理事務の強化を図る。また、積極的に
財産調査や差押さえ等を一層押し進めるとととも
に、インターネット公売や収納対策推進本部による
市税等の徴収率の向上に努める。

介護保険料未納者、保育所保育料未納者、児童ク
ラブ保護者負担金未納者、墓地使用料未納者、市
営住宅使用料未納者、上下水道料金未納者、農業
集落排水使用料未納者、学校給食費未納者に対す
る督促、滞納整理の実施。

【平成22年度】
・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)
　　　　内訳・・・給与差押(1件)、原子力立地給付金差押(10件)、収用代金差押(3件)、所得税還付金差押(1件)
　　　　　　　　　生命保険等差押(3件)、抵当権設定(1件)、動産差押(1件)、年金差押(1件)
　　　　　　　　　不動産差押(42件)、普通預金等差押（11件）
・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)

【平成23年度】
・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)
　　　　内訳・・・給与差押(4件)、原子力立地給付金差押(11件)、所得税還付金差押(7件)、出資金差押(1件)
　　　　　　　　　生命保険等差押(1件)、不動産差押(10件)、普通預金等差押（33件）
・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。
・東日本大震災による影響
〈介護保険料〉
・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。（23年度特別徴収率100％、普通徴収率　86.72%）
・平成22年度からは給付制限を実施
〈保育料・学童保育負担金〉
・当月分の保育料未納者リストを、翌月の中旬頃までに作成し、文書により督促し納付を促した。
・未納保育料が２～３月に及んだ場合、保育所の児童送迎時に保護者に対して、保育所長から直接文書を手渡し納付を促した。
・子ども手当定時払日に、児童手当充当の同意を得た者の充当処理をかけた。
・子ども手当を受給している未納者で、充当することに同意しない保護者に対し、積極的に保育料への充当承諾の同意をお願いした。
・市役所に来庁（子ども手当現況届けや各種申請等により）した際、保育料の滞納状況を説明し納付を促した。
〈市営住宅使用料〉
・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した。
・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した。
・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）した。
〈下水道・農業集落排水施設使用料等〉
・下水道使用者の使用料については、水道課に徴収委託を行っており、停水処理を含めた合同徴収を実施した。水道未使用者の使用料および受益者負担金
については、下水道課で臨戸訪問の強化をし、滞納の防止に努めた。
〈学校給食〉
・給食費の未納者に対しては市税等の徴収にあわせて督促をし、滞納整理を実施した。

【平成24年度】
・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）　生命保険料等差押（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。
＜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％
・学童保育量徴収金　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。

【平成25年度】
・催告回数･･･5回
・差押件数･･･101件　充当額（23,599,926円）　滞納額（71,015,630円）
　　内訳ー預金差押（96件）、不動産差押（5件）　　　　　　　平成24年度からはコンビに収納により利便性と納税機会の拡充を図った。
＜墓地＞
・墓地使用料未納者対し、督促状を送り、必要があれば訪問徴収する。平成26年3月現在、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）　97.7％
・民間保育所児童運営費徴収金　徴収率（同上）　96.54％
・学童保育量徴収金　徴収率（同上）　99.05％
・保育・学童保育関係滞納額　7,022千円（前年比1,596千円増）
＜介護保険＞
・保険料を1年以上滞納しているものに給付制限のある旨通知している。（25年度特別徴収率100％、普通徴収率　88.28%）
・要介護認定時、高額介護サービス該当時に電話催告を実施。
＜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　89.23％　滞納額　9,334千円
＜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＞
・臨戸訪問を行い、収納率の向上に努めている。（使用料徴収率　94.8％）　・平成25年度より郵便局での納付が可能になった。
＜農集排使用料、加入分担金＞
・臨戸訪問を強化するとともに、H25より郵便局納付を進めている。（使用料徴収率　97.1％）
＜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。
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実施項目

主管課（実施課）

学校体育施設の有料化 目標内容 検討       実施

実施状況 検討 検討 検討 検討

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

生涯学習課

H23 H24 H25年度

具体的な手法
及び考え方

　学校体育施設夜間開放の有料化については、各
種施設の使用料等の減免規定の見直し実施時期と
併せて、平成23年度から有料化にすることで検討す
る。

【平成22年度】
　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。

【平成23年度】
（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。
・参考
県内の状況は、9市町村が有料化し、その内6市町村は使用料で対応している。県北地域では有料化している自
治体はない。（平成24年3月末現在）

【平成24年度】
・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、市としての結論は今後慎重に議論を重ね決定
していく。

【平成25年度】
・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、市としての結論は今後慎重に議論を重ね決定していく。

実　施　内　容　等H22
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実施項目

主管課（実施課）

広告料の確保 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
広告等収入額

（千円）
820 755 1,801 1,752

行財政改革推進室

関係各課

具体的な手法
及び考え方

　広告の掲載がしやすいよう広告料金の見直しを行
う。
　広告媒体を増やしていき、広告料の確保拡大を
図っていく。

年度 H22 H23 H24

【平成22年度】
・市ホームページのバナー広告について料金の値下げを行った。
　　　1ヶ月当たり　20,000円⇒10,000円
・新たな広告媒体として、平成22年11月から市民課待合ロビー及び那珂総合公園フロアーに動画モニターを設
置し、行政情報を放映すると共に民間広告を放映を行った。
　この動画モニターの設置に当たっては、設置業者から目的外使用料及び放映料が市の収入として入ってきた
ことにより新た財源の確保に繋がった。
     放映料　140,000円

【平成23年度】
・新たな取り組みとして、市民課、税務課、収納課、会計課カウンター前に広告入りマットを設置し、使用料
として歳入の確保に努める。
　　　・広報なか　　　　　　　12社 　 390,000円
　　　・ホームページバナー　　 2社　　 40,000円
　　　・動画モニター　　　　　 1社　　240,000円
　　　・広告入りマット　　     4社　   85,050円

【平成24年度】
・広告掲載料収入　　1,260,000円(14社)
・動画広告放映料　 　 320,000円(1社)
・広告マット設置料　　 221,130円(7社)

【平成25年度】
・広告掲載料収入　　　　1,110,000円(11社）
・動画広告放映料　　 　　 336,000円(1社)
・広告マット設置料　　　　 306,180円(8社)

H25 実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

幼稚園保育料の見直し 目標内容 検討 検討・周知       実施

実施状況 検討 検討 検討 検討

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

学校教育課

【平成22年度】
・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。

【平成23年度】
・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、課題提起した。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こととする。

【平成24年度】
・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。

【平成25年度】
・幼稚園対策協議会で、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（認定こども園制度）の状況を見るべきとの結論により、検討することとなった。具体的な手法

及び考え方
国の幼稚園教育に対する方向性を見定めつつ、保
育料及び入園料等については検討し実施する。

実　施　内　容　等年度 H22 H24 H25H23
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　　(2)経費の節減合理化等財政の健全化

実施項目

主管課（実施課）

市債発行の抑制 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
抑制額
（千円）

△ 91,171 312,479 231,653 186,813

財政課
市債残高
（億円）

174.9 171.8 169.5 167.6

年度 H24

【平成22年度】
・市債残高〈一般会計〉
　　　H22年度　17,492,496千円（H21年度　17,401,325千円）
・公債費　元金償還額〈一般会計〉
　　　H22年度　1,683,272千円
・国の政策により、臨時財政対策債が当初予算より215,183千円増額となったことにより、H22年度起債借入額
が1,774,443千円となったため。

【平成23年度】
・市債残高（一般会計）
　　　H23年度  17,180,017千円（H22年度　　17,492,496千円）
・公債費及び市債発行額
　　　公債費（元金償還額）　　1,739,884千円
　　　市債発行額（借入額）　　1,427,405千円
・東日本大震災に伴う災害復旧事業の財源として多額の災害復旧債等の発行を予定(約32億円)したが、国から
震災復興特別交付税が交付されたことにより、通常事業債のみの発行に抑えられた。
・平成20年度以降、国の施策による臨時財政対策債が急激に伸びていることから、今後も建設事業債発行額へ
の影響が懸念される。
・下水道特別会計では、最初期に借入したものが償還完了してきており、新規借入と償還額のバランスが取れ
てきているので、資本費平準化債も含めた借入額の調整で対応し、起債残高を減少方向へ導いている。
・農業集落排水整備事業特別会計では、まだ償還完了の借入が出てきていないので、起債残高は増加傾向にあ
るので、償還額とのバランスを取りながら新規借入の抑制を図っている。

【平成24年度】
・市債残高（一般会計）
　　H24年度　16,948,364千円（H23年度　17,180,017千円）
・公債費及び市債発行額
　　公債費（元金償還額）　1,715,441千円
　　市債発行額（借入額）　1,483,788千円
・平成20年度以降、国の施策による臨時財政対策債が急激に伸びていることから、建設債発行額への影響が懸
念される。臨時財政対策債の配分額次第では、償還元金の範囲内での市債発行という目標が達成困難になる。

【平成25年度】
・市債残高（一般会計）
　　H25年度　16,761,552千円（H24年度　16,698,364千円）
・公債費及び市債発行額
　　公債費（元金償還額）　1,716,609千円
　　市債発行額（借入額）　1,529,796千円
・平成20年度以降、国の施策による臨時財政対策債が急激に伸びていることから、建設債発行額への影響が懸念さ
れる。臨時財政対策債の配分額次第では、償還元金の範囲内での市債発行という目標が達成困難になる。

H25 実　施　内　容　等H22 H23

具体的な手法
及び考え方

毎年度の元金償還額の範囲内での市債の発行に
努める。

※抑制額は、対前年比で算出 
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実施項目

主管課（実施課）

公用車管理方法の見直し 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

143 169 572 410

稼働率
（％）

45.7 47.5 41.0 48.2

財政課

実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24

【平成22年度】
・公用車管理費　　11,137千円
　　購入車         8台（うち集中管理4台：軽2台、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ1台、貨物1台）
　　廃　車         5台（うち集中管理0台）
・集中管理台数    33台（4台増）
　  各課管理台数 155台（1台減）
　  総台数　　　 188台（3台増）

【平成23年度】
・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

【平成24年度】
・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

【平成25年度】
公用車管理費　　11,280千円(H20)    20年度比
            　　　  　10,870千円(H25)  △410千円

購入車　　８台（うち集中管理　２台）
（寄付含）
廃　車　１７台（うち集中管理　３台）
（ﾘｰｽ満了等含）
集中管理台数　　28台　　　　　 29台
各課管理台数　 149台　　　　 154台
　　　　　　　 177台(H25) 　 183台(H24)

市バス運行回数
　　　　大型　廃止（106）回　　中型131(168)回　　( )は前年

具体的な手法
及び考え方

　事業課で所有する公用車を順次集中管理するこ
とにより、稼働率を高め、効率的な運用を図ってい
く。また、バスの保有台数を順次削減していき、民
間バスの借り上げで対応していく。

H25
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実施項目

主管課（実施課）

未利用財産の活用と処分 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
収入額
（千円）

36,868 109,621 73,251 14,359

財政課

年度 H22 H23 H24

【平成22年度】
・市有地売却額　  37件   35,446千円
・公売実施件数　　 7件
　　（うち売却件数　1件  　8,500千円）
　　（払下げ件数　  36件 　26,946千円）
・駐車場使用料　　1,422千円（上菅谷駅、瓜連駅）

【平成23年度】
・市有地売却額　　　  19件　 107,527千円
・公売実施件数　　　  11件
　　（うち売却件数　　　 6件　　77,400千円）
　　（払下げ件数　　　　13件　　30,127千円）
・駐車場使用料　　2,094千円（上菅谷駅、瓜連駅）

【平成24年度】
・ 市有地売却額　  24件   70,893千円
・ 公売実施件数　　 6件
　　（うち売却件数　　4件  　57,200千円）
　　（払下げ件数　  20件 　13,693千円）
・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

【平成25年度】
・ 市有地売却額　  28件   11,103千円
  公売実施件数　　14件
　　 うち売却件数　12件  　　3,416千円
  払下げ件数       16件 　　 7,687千円
・駅前の未利用地を駐車場として活用　　　借地料1,752千円（上菅谷駅、瓜連駅）
・一の関調整池に太陽光発電施設を誘致　使用料1,504千円
＜検討内容＞
・日本サーボ跡地の利活用について委員会において検討

　

H25 実　施　内　容　等

具体的な手法
及び考え方

　不要なものについて順次価格の見直しを行いなが
ら処分を進め、今後は官公庁オークションに参加
し、インターネットを利用した処分を実施していく。
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実施項目

主管課（実施課）

借地料の見直し 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

4,466 4,703 5,175 10,991

財政課

関係各課

【平成22年度】
・借地料　　68,071千円
・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。

【平成23年度】
・借地料　　67,834千円
　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。
・平成23年度借地件数　193件

【平成24年度】
・借地料　　　67,362千円
・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。
　平成24年度借地件数　171件

・一の関溜池親水公園の借地の一部を購入した。（面積412.09㎡、金額6,923千円）

【平成25年度】
・借地料　　　61,546千円
・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。
　平成25年度借地件数　171件

具体的な手法
及び考え方

　借地については、契約更新時に必要な見直しを行
うとともに必要に応じて買い取りを検討する。

平成22年度予定借地件数　194件

実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24 H25
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実施項目

主管課（実施課）

加入協議会の見直し 目標内容 検討・推進

実施状況 検討・推進 検討・推進 検討・推進 検討・推進

主管課
削減額
（千円）

66 50 11,328 12,223

関係各課

行財政改革推進室

【平成22年度】
〈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

【平成23年度】
〈廃止〉 関東地方下水道協会
〈減額〉 那珂久慈流域下水道整備推進協議会

【平成24年度】（平成20年度との比較による）
＜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25年度】（平成20年度との比較による）
＜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

H25 実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24

具体的な手法
及び考え方

・協議会加入の必要性を再確認するとともに、負担
額についても検討し、不必要な負担金の削減とそれ
に付随した費用の削減を図る。
・協議会の総会を通して、負担金の減額について働
きかけを行っていく。
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実施項目

主管課（実施課）

施設管理経費等の見直し 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 5,242 △ 38,957 △ 73,973 △ 60,453

財政課・瓜連支所

市民協働課

こども課・農政課

学校教育課

生涯学習課・下水道課

【平成22年度】
・節電、節水及び適切な設定温度管理の実施。
　　庁舎管理経費　　54,293千円　3,288千円増（H20対比）
　　※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る。
・平成23年3月の震災で学校教育関連の幼稚園、小学校、中学校の施設に多大な被害を受けており、その修
繕、復旧にかなりの費用と期間を要するため、通常の施設修繕等との優先順位等を検討し計画的な施設の復旧
が必要である。

【平成23年度】
・節電、節水及び適切な設定温度管理の実施。
　　庁舎管理経費    69,656千円(H23)　　18,651千円増（H20対比）
・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。災害に伴う復旧工事、修繕については、
緊急優先順位等を検討して計画的に復旧工事を行った。教育施設の耐震補強を早急に進めなければならないこ
とから、実施計画との整合性を図りながら再検討する必要がある。

【平成24年度】
・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・蓄熱層等の改修。（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。（学童保育所）（瓜連分庁舎）（東消防署）（西消防署）（中央公民館）
・電気の購入先を㈱東京電力からPPSに変更。（菅谷保育所）（総合公園）（ふれあいの杜公園）（瓜連体育
館）（小中学校）（中央公民館）
・ひだまりの指定管理料を見直した。（36,847千円から35,000千円へ、1,847千円減）

【平成25年度】
・節電、節水及び適切な設定温度管理の実施。（すべての施設）
・本庁舎空調設備の大規模改修（H25,H26）
　　庁舎管理事業　106,985千円（55,980千円増　H20対比）
・コミュニティセンター４館については、節電節水に努めるとともに施設管理費抑制に努めるよう周知した。
・緑のカーテン設置。（学童保育所）（瓜連分庁舎）（東消防署）（西消防署）（中央公民館）
・電気の購入先を㈱東京電力からPPSに変更。（菅谷保育所）（総合公園）（ふれあいの杜公園）（瓜連体育館）（小中学
校）（中央公民館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
平成25年7月から電気の購入先を変更し経費の削減をした。（総合公園）
・余暇活用施設しどりの湯保養センターをH25年度をもって閉館とした。(農政課）

実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24 H25

具体的な手法
及び考え方

・本庁舎、瓜連支所を始め、各施設についても引き
続き施設管理経費の抑制を図る。
・各施設の修繕については、修繕計画書に添って計
画的に実施していく。
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実施項目

主管課（実施課）

特別会計繰出金の抑制 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 321,763 △ 799,011 68,677 △292,271

介護長寿課

保険課

環境課

都市計画課

下水道課

財政課

【平成22年度】（）内は対平成20年度比
・国保特会　401,264（20,664増）　　・下水道特会　833,960（122,724増）
・農集特会　 241,005（15,443減）　　・介護特会　470,592（55,792増）
・上菅谷特会　212,940（128,997増） ・後期特会　93,335（9,029増）
・合計　2,253,096（321,763増）（単位:千円）
・東日本大震災に伴う災害復旧事業財源として一般会計から繰出金を支出したことにより増額となる
〈国保特会〉
・後発（ジェネリック）医薬品の普及促進及び特定健診・特定保健指導等保健予防事業の充実を図ることは、将来的に
も医療費等の抑制に繋がることから、後発（ジェネリック）医薬品の促進については、ジェネリック医薬品希望カード
を作成し、新年度の保険証に同封し、国保加入全世帯へ配布を行った。
〈下水道・農集特会〉
・使用料等の徴収率を高め、建設費及び維持管理費に充当できるよう、継続的に取り組むことにより、繰出金の抑制を
図った。
〈介護特会〉
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前調査・事後調査等を行い、介護保険サービス等が適正な給付になっているか
の点検を実施してた。

【平成23年度】
・国保特会　398,115（17,515増）   ・下水道特会　1,262,221（550,985増）
・農集特会　318,370（61,922増）   ・介護特会　562,683（147,883増）
・上菅谷特会　93,964（10,021増）　 ・後期高齢特会　93,221（8,915増）
・公園墓地特会　1,770（1,770増）
・合 計　2,730,344（799,.011増）
・下水道事業特別会計、農業集落排水整備事業特別会計においては、東日本大震災に伴う災害復旧事業財源として、一
般会計から繰出金を支出したことにより大幅な増となった。
・介護特会については、平成24年度から介護保険料の改定はしたものの、被保険者や給付の増加に伴い、引き続き繰出
金の増加が懸念される。
〈国保特会〉
・特定健診・特定保健指導については、受診対象者の世帯への訪問の実施により、受診率の向上が図られた。
・後発（ジェネリック）医薬品の促進については、リーフレットを作成し保険課窓口において配布を行った。
・後発（ジェネリック）医薬品の普及促進及び特定健診・特定保健指導等保健予防事業の充実を図ることにより、将来
的にも医療費の抑制に繋がる。
〈介護特会〉
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前調査・事後調査等を行い、介護保険サービス等が適当な給付になっているの
かの点検を実施した。

【平成24年度】（）内は対平成20年度比
・国保特会　401,679千円（21,079千円増）  ・下水道特会　542,577千円（18,659千円減）
・公園墓地特会　0千円（増減なし）   　　     ・農集特会　175,171千円（81,277千円減）
・介護特会　545,070千円（130,270千円増）  ・上菅谷特会　94,363千円（10,420千円増）
・後期高齢特会　103,796千円（19,490千円増）
・計　1,862,656千円（68,677千円減）
＜介護特会＞
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前審査・事後調査等を行い、介護保険サービスが適正な給付になっているか及
び福祉用具購入費、貸与費の必要性の確認や縦覧点検による請求内容のチェックを行った。
＜国保特会＞
・医療費等の抑制のため、後発（ジェネリック）医薬品の普及促進及び特定健診・特定保健指導等保健予防事業の充実
を図った。
＜上菅谷特会＞
・早期事業完了に向け、積極的に地権者交渉を行った。
＜水道会計＞
・赤字補てんのための繰出金は０である。
＜下水道特会・農集排特会＞
・資本費平準化債の借入等を活用し繰出金の抑制に努めた。

【平成25年度】（）内は対平成20年度比
・国保特会　398,691千円（18,091千円増）  ・下水道特会　751,863千円（40,627千円増）
・公園墓地特会　0千円（増減なし）   　　     ・農集特会　291,264千円（34,816千円増）
・介護特会　564,013千円（149,213千円増）  ・上菅谷特会　110,046千円（26,103千円増）
・後期高齢特会　107,727千円（23,421千円増）
・計　2,223,605千円（292,271千円増）
＜介護特会＞
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前審査などを実施し、介護給付費等の適正化に努めた。
・平成25年度より不正請求の抑制を狙い、介護給付費通知の発送を行った。
＜公園墓地特会＞
墓地管理料を年間管理費でまかなう。
＜上菅谷特会＞
・早期事業完了に向け、積極的に地権者交渉を行った。
＜下水道特会・農集排特会＞
・使用料等の徴収率を高め、建設費及び維持管理費に充当できるよう自主財源の確保に取り組んだ。
＜国保特会＞
・医療費抑制のため、後発(ジェネリック)医薬品の普及促進及び特定検診・特定保健指導等保険予防事業の充実を図った。また、
医師会、歯科医師会、薬剤師会との意見交換会において、後発(ジェネリック)医薬品の使用をお願いしている。

H25 実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24

具体的な手法
及び考え方

特別会計の事業内容を精査するとともに、保険料
や使用料等の適切な徴収に努め、一般会計からの
繰出金の抑制を図る。
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【平成22年度】（）内は対平成20年度比
・国保特会　401,264（20,664増）　　・下水道特会　833,960（122,724増）
・農集特会　 241,005（15,443減）　　・介護特会　470,592（55,792増）
・上菅谷特会　212,940（128,997増） ・後期特会　93,335（9,029増）
・合計　2,253,096（321,763増）（単位:千円）
・東日本大震災に伴う災害復旧事業財源として一般会計から繰出金を支出したことにより増額となる
〈国保特会〉
・後発（ジェネリック）医薬品の普及促進及び特定健診・特定保健指導等保健予防事業の充実を図ることは、将来的に
も医療費等の抑制に繋がることから、後発（ジェネリック）医薬品の促進については、ジェネリック医薬品希望カード
を作成し、新年度の保険証に同封し、国保加入全世帯へ配布を行った。
〈下水道・農集特会〉
・使用料等の徴収率を高め、建設費及び維持管理費に充当できるよう、継続的に取り組むことにより、繰出金の抑制を
図った。
〈介護特会〉
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前調査・事後調査等を行い、介護保険サービス等が適正な給付になっているか
の点検を実施してた。

【平成23年度】
・国保特会　398,115（17,515増）   ・下水道特会　1,262,221（550,985増）
・農集特会　318,370（61,922増）   ・介護特会　562,683（147,883増）
・上菅谷特会　93,964（10,021増）　 ・後期高齢特会　93,221（8,915増）
・公園墓地特会　1,770（1,770増）
・合 計　2,730,344（799,.011増）
・下水道事業特別会計、農業集落排水整備事業特別会計においては、東日本大震災に伴う災害復旧事業財源として、一
般会計から繰出金を支出したことにより大幅な増となった。
・介護特会については、平成24年度から介護保険料の改定はしたものの、被保険者や給付の増加に伴い、引き続き繰出
金の増加が懸念される。
〈国保特会〉
・特定健診・特定保健指導については、受診対象者の世帯への訪問の実施により、受診率の向上が図られた。
・後発（ジェネリック）医薬品の促進については、リーフレットを作成し保険課窓口において配布を行った。
・後発（ジェネリック）医薬品の普及促進及び特定健診・特定保健指導等保健予防事業の充実を図ることにより、将来
的にも医療費の抑制に繋がる。
〈介護特会〉
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前調査・事後調査等を行い、介護保険サービス等が適当な給付になっているの
かの点検を実施した。

【平成24年度】（）内は対平成20年度比
・国保特会　401,679千円（21,079千円増）  ・下水道特会　542,577千円（18,659千円減）
・公園墓地特会　0千円（増減なし）   　　     ・農集特会　175,171千円（81,277千円減）
・介護特会　545,070千円（130,270千円増）  ・上菅谷特会　94,363千円（10,420千円増）
・後期高齢特会　103,796千円（19,490千円増）
・計　1,862,656千円（68,677千円減）
＜介護特会＞
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前審査・事後調査等を行い、介護保険サービスが適正な給付になっているか及
び福祉用具購入費、貸与費の必要性の確認や縦覧点検による請求内容のチェックを行った。
＜国保特会＞
・医療費等の抑制のため、後発（ジェネリック）医薬品の普及促進及び特定健診・特定保健指導等保健予防事業の充実
を図った。
＜上菅谷特会＞
・早期事業完了に向け、積極的に地権者交渉を行った。
＜水道会計＞
・赤字補てんのための繰出金は０である。
＜下水道特会・農集排特会＞
・資本費平準化債の借入等を活用し繰出金の抑制に努めた。

【平成25年度】（）内は対平成20年度比
・国保特会　398,691千円（18,091千円増）  ・下水道特会　751,863千円（40,627千円増）
・公園墓地特会　0千円（増減なし）   　　     ・農集特会　291,264千円（34,816千円増）
・介護特会　564,013千円（149,213千円増）  ・上菅谷特会　110,046千円（26,103千円増）
・後期高齢特会　107,727千円（23,421千円増）
・計　2,223,605千円（292,271千円増）
＜介護特会＞
・ケアプランのチェックや住宅改修の事前審査などを実施し、介護給付費等の適正化に努めた。
・平成25年度より不正請求の抑制を狙い、介護給付費通知の発送を行った。
＜公園墓地特会＞
墓地管理料を年間管理費でまかなう。
＜上菅谷特会＞
・早期事業完了に向け、積極的に地権者交渉を行った。
＜下水道特会・農集排特会＞
・使用料等の徴収率を高め、建設費及び維持管理費に充当できるよう自主財源の確保に取り組んだ。
＜国保特会＞
・医療費抑制のため、後発(ジェネリック)医薬品の普及促進及び特定検診・特定保健指導等保険予防事業の充実を図った。また、
医師会、歯科医師会、薬剤師会との意見交換会において、後発(ジェネリック)医薬品の使用をお願いしている。

具体的な手法
及び考え方

特別会計の事業内容を精査するとともに、保険料
や使用料等の適切な徴収に努め、一般会計からの
繰出金の抑制を図る。
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実施項目

主管課（実施課）

目標内容 検討       実施

実施状況 検討 検討 検討 検討

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ―

財政課

市民協働課

生涯学習課

農政課

行財政改革推進室

【平成22年度】
　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。

【平成23年度】
・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。

【平成24年度】
・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。

【平成25年度】
・消費税が10％となる時期を目途とし、使用料の見直しと一緒に検討する。

具体的な手法
及び考え方

　各種施設利用に伴う使用料の減額・免除必要性
について検討し、減免等の規定の見直しを行う。

実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24 H25

施設使用料減免規定の見直
し
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　　(3)補助金等の整理合理化の推進

実施項目

主管課（実施課）

補助金の整理合理化 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

6,695 18,467 18,529 18,542

財政課

【平成22年度】
・補助率の高い団体を中心に事業内容について特に留意して精査した。
・42団体に対して64,029千円を補助した。
・廃止団体：那珂市たばこ販売協議会

【平成23年度】
・市民活動団体に対する補助制度とのバランスに配慮するとともに、補助金交付基準の整理等を引き続き進め
ることで、団体の自主自立を推進することが必要である。
・37団体に対して52,257千円を補助した。
・廃止団体：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

【平成24年度】
・ 市民活動団体に対する補助制度とのバランスに配慮するとともに、補助金交付基準の整理等を引き続き進
めることで、団体の自主自立を推進することが必要である。
・36団体に対して52,195千円を補助した。

【平成25年度】
・ 各団体に対し、補助金が適正に使われるよう指導、また補助金要望書、実績報告書を精査し団体が自主独立できる
よう指導した。
・33団体に対して52,182千円を補助した。
廃止団体　在宅介護支援の会、市立幼稚園教育研究会、郷土芸能保存会（たっつあい）

実　施　内　容　等H22

具体的な手法
及び考え方

　補助金審議会において引き続き必要性等を検討
し、補助金内容の公平性、透明性の向上を図る。
　前年度補助金の精算による返還を実施する。

年度 H23 H25H24
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実施項目

主管課（実施課）

市単独事業補助金等の
見直し

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

38,636 42,575 36,307 30,269

財政課

関係各課

市独自の制度で実施している事業の補助金につい
ては、対象及び実施の見直し(廃止)をする。
　国、県等の補助を受けて実施している事業の補助
金については、内容を精査し歳出の抑制をする。

実　施　内　容　等年度 H22 H23

【平成22年度】
〈主な減額事業〉
　・水田農業構造改革対策奨励補助事業
　　　大豆団地化加算の削減
　・中小企業振興対策事業

【平成23年度】
〈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）
　・中小企業振興対策事業
　・自治活動施設建設費等補助事業

【平成24年度】
＜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25年度】
＜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

H25

具体的な手法
及び考え方

H24
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実施項目

主管課（実施課）

外郭団体補助金の削減 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

54,024 49,024 28,524 24,424

社会福祉課

介護長寿課

具体的な手法
及び考え方

　社会福祉協議会、シルバー人材センターの事業
内容及び財務状況を精査し、より一層適正な補助
金の支出を図る。
　社会福祉協議会については、H22・23年度につい
てH21年度よりの削減を実施したが、24年度以降に
ついては、予算の執行状況、事業内容等を検証し
23年度に改めて決定する。
　シルバー人材センターについては、H21年度に大
きく減額したが、22年度は現状維持としていく。

H22 H23 H24

【平成22年度】
・社会福祉協議会について、財政課･社会福祉協議会事務局と協議の上平成22年度・平成23年度の補助金を
2,400万円とした。
・シルバー人材センターについては、平成22年度は前年と同額であり、平成23年度も現状維持としていく。

【平成23年度】
・社会福祉協議会については、財政課、社会福祉協議会事務局と協議の上平成22年度・平成23年度の補助金を
2,400万円とした。
・シルバー人材センターについては、平成30年までの経営改善計画を履行することを条件に、平成23年度補正
予算により、市補助金を500万円追加補助した。今後500万円を相殺するために、平成30年度までに市補助金を
段階的に削減する。

【平成24年度】
・社会福祉協議会については、H22,23年度の補助金を2,400万円に減額していたが、事業費に充当したことに
より、繰越額が2,000万円程度と適正範囲内となったことから、今年度は補助要望額の5,000万円とした。
・シルバー人材センターについては、H23年度に追加補助(500万円)した分をH30年度までに相殺する計画を立
て、補助金を段階的に削減することとしたため、今年度の補助額は840万円とした。

【平成25年度】
・社会福祉協議会については、法改正並びに権限移譲により事業内容の充実度が増す中、自主財源を得るための事
業を開拓・拡大するとともに、経費の縮小を図らせた。公益上必要と認める福祉関係団体ではあるが、事業内容及び
財務状況を精査し、より適正な補助金の支出を図った。(補助金5,650万円)
・シルバー人材センターについては、H25年度より運営を会員相互で行うことにより補助金を600万円とした。

実　施　内　容　等H25年度
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　　(4)公共工事コストの縮減

実施項目

主管課（実施課）

工事成績表の有効な活用 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施

主管課 実施件数(件) 1 0 1 1

財政課

【平成22年度】
・総合評価落札方式を実施　1件
・工事成績評定の合計点が60点未満で、かつ、成績評点員等から工事内容や法令遵守等で文書注意等の措置が
あった場合、又は、年度内に完成検査ができなかった場合は、指名競争の案件は指名を1回、一般競争の案件
は参加資格要件で1回抜くものとする。
   H22　0件

【平成23年度】
・総合評価落札方式を実施　0件
・工事成績評定の合計点が60点未満で、かつ、成績評定員等から工事内容や法令厳守等で文書注意等の措置が
あった場合、または、年度内に完成検査ができなかった場合は、指名競争の案件は指名を1回、一般競争の案
件は参加資格要件で1回抜くものとする。
　　3件（文書で厳重注意）

【平成24年度】
・総合評価落札方式を実施　1件
・工事成績評定の合計点が60点未満で、かつ、成績評定員等から工事内容や法令遵守等で文書注意等の措置が
あった場合、または、年度内に完成検査ができなかった場合は、指名競争の案件は指名を1回、一般競争の案
件は参加資格要件で1回抜くものとする。
   H24　1件

【平成25年度】
・総合評価落札方式を実施　1件
・工事成績評定の合計点が60点未満で、かつ、成績評定員等から工事内容や法令遵守等で文書注意等の措置があっ
た場合、または、年度内に完成検査ができなかった場合は、指名競争の案件は指名を1回、一般競争の案件は参加資
格要件で1回抜くものとする。
   H25　1件

具体的な手法
及び考え方

現状と同様に過去の工事成績を総合評価落札方式
の採点項目に採用し、この方式による入札件数を
増やしていく。

実　施　内　容　等年度 H22 H23 H24 H25
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