
第3次那珂市行財政改革大綱

実施計画

平成26年度～平成30年度

実施状況(平成31年3月現在)

那　珂　市





１　実施計画策定の趣旨

　　　

２　実施計画の期間

　　　　 平成２６年度から３０年度まで（５年間）

３　実績の概要

【平成26年度】

【平成27年度】

【平成28年度】

【平成29年度】

【平成30年度】

：
：
：
：

実施計画の見方

実 施 項 目 行財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2次行政改革大綱及び財政健全化プランから引き続き実施している項目は継続とし、

第3次行財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。
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　平成30年度における効果額等は△538,009千円となりました。公立保育所の民営化、指定管理者制度の活用、自治体クラウドの推進・活用、
適正な定員管理や未利用財産の活用と処分等により174,777千円となりましたが、一方で、市債の発行抑制や介護保険・下水道などの特別会計
繰出し金抑制が△682,902千円となったことなどが主な要因と考えられます。

　この「実施計画」は、「第３次那珂市行財政改革大綱」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
かにするために策定するものです。

　平成２６年度における効果額等は△69,181千円となりました。未利用財産の活用と処分により22,584千円となった一方で、まちづくり交付金事業
債及び教育債の発行により市債の発行抑制が△52,723千円となったことなどが主な要因と考えられます。

　平成２7年度における効果額等は△151,208千円となりました。保育所の民営化、自治体クラウドの推進や未利用財産の活用と処分により
102,811千円となった一方で、木崎浄水場建設に伴う出資債及びまちづくり交付金事業債の発行により市債の発行抑制が△181,083千円となっ
たことなどが主な要因と考えられます。

　平成２８年度における効果額等は△98,055千円となりました。保育所の民営化、自治体クラウドの推進や適正な定員管理、未利用財産の活用
と処分により139,249千円となった一方で、木崎浄水場建設に伴う出資債及びまちづくり交付金事業債の発行により市債の発行抑制が△38,867
千円や国民健康保険や介護保険などの特別会計繰出し金抑制が△131,288千円となったことなどが主な要因と考えられます。

　平成２９年度における効果額等は73,630千円となりました。公立保育所の民営化、消防署の統合・組織体制の見直し、適正な定員管理、自治
体クラウドの推進や未利用財産の活用と処分等により271,425千円となり、また、市債の発行抑制効果が79,217千円となりました。一方で国民健
康保険や介護保険などの特別会計繰出し金抑制が△199,912千円となったことなどが主な要因と考えられます。



４　行財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・新 総務課・学校教育課・関係各課 7

2 公立保育所の民営化 継続 こども課 8

3 民間委託における競争環境の維持 新規 全課 9

5 協働のまちづくりの推進 継・新 市民協働課 11

6 審議会等委員の公募 継続 関係各課 12

7 審議会等への女性委員の登用 継続 市民協働課・関係各課 13

8 ふれあい座談会の推進 新規 秘書広聴課 14

9 市民ボックスの活用 新規 秘書広聴課 15

10 パブリックコメントの実施 継続 秘書広聴課・関係各課 16

12 市政情報等の公開 継続
秘書広聴課・政策企画課・
市民協働課・全課

18

13 まちづくり出前講座の充実 新規 市民協働課・関係各課 19

14 行政評価における外部評価の実施 継続 行財政改革推進室 20

16 幼稚園の統廃合 継続 学校教育課 22

17 小学校空き校舎等の有効活用 新規 政策企画課・学校教育課・関係各課 23

18 しどりの湯保養センターの有効活用 新規 農政課 24

19 浄水場の統廃合 継続 水道課 25

20 給食センターの統合 継続 学校教育課（給食センター） 26

21 消防署の統合・組織体制の見直し 新規 総務課・消防本部 27

22 職員研修の充実強化 継続 行財政改革推進室・総務課 28

23 派遣研修・人事交流の実施 継続 総務課 29

25 茨城県市町村共同システムの周知・活用 継続 政策企画課・関係各課 31

26 自治体クラウドの推進・活用 新規 政策企画課・関係各課 32

27 番号制度の推進・活用 新規 政策企画課・関係各課 33

(4) 市民活動団体事務の自立化
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3 経営体制の向上

(1) 組織機構の見直し

行財政改革推進室・関係各課 17

21

34

Ⅱ
市
民
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た
行
政
経
営
体
制
の
確
立

15 組織機構の見直し 継続

(3) 職員の資質向上

継続 30

継続

(4) 人事評価の確立 24 人事評価制度の導入

(2) 情報セキュリティ対策の充実 28 セキュリティポリシーの遵守

10
市民協働課・市民課・都市計画課・
建築課・生涯学習課

実施項目

(2) 指定管理者制度の活用 4 指定管理者制度の活用 継・新

(1) 情報システムの効果的な活
用

(1) 民間委託等の推進

総務課

政策企画課

総務課

新規11 市民活動団体事務の自立化

Ⅰ
市
民
と
と
も
に
進
め
る
行
財
政
改
革
の
推
進

(2) 施設の統廃合及び有効活用

4  ＩＣＴ（情報通信技術）の
効果的な活用

(3) 市民参加・協働の推進

2 公正の確保と透明性の向上 (1) 情報公開の促進

1 行政の担うべき役割の
明確化



方針 重点事項 推進項目 主管課 頁

31 適正な定員管理 継・新 総務課 37

32 嘱託・臨時職員等の適正活用 継・新 総務課 38

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

40

35 学校体育施設の有料化 継続 生涯学習課 41

36 広告料の確保 継続 行財政改革推進室 42

37 幼稚園保育料の見直し 継続 学校教育課 43

38 未利用財産の活用と処分 継続 政策企画課・財政課 44

39 公用車の見直し 新規 財政課・環境課・関係各課 45

40 借地の見直し 継続 財政課・関係各課 46

41 施設使用料減免規定の見直し 継続 行財政改革推進室・財政課・関係各課 47

42 各種使用料の見直し 新規 行財政改革推進室・財政課・関係各課 48

43 補助金の整理合理化及び用途の適正化 継・新 財政課・市民協働課 49

44 外郭団体補助金の適正化 継続 社会福祉課・介護長寿課 50

45 市債発行の抑制 継続 財政課 51

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

52

47 工事成績表の有効な活用 継続 財政課 53

48 電子入札の導入 新規 財政課 54

39継続 総務課33 職員給与等の公表

行財政改革推進室・全課 35

(2) 実施計画・予算編成
・行政評価の連携

30 実施計画・予算編成・行政評価の連携 新規
行財政改革推進室・政策企画課・
財政課

36

実施項目

(1) 施策・事務事業の評価及び
評価結果の公表

29 施策・事務事業の評価及び評価結果の公表 継続

7 自主性・自律性の高い
財政運営の確保

(2) 給与の適正化

(1) 自主財源の確保
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(5) 公共工事コストの縮減

Ⅲ
健
全
で
効
率
的
な
行
財
政
経
営
の
推
進

5 行政評価システムの
効果的な活用

(4) 公債費及び特別会計繰出金
の抑制

(1) 定員管理の適正化

(3) 補助金等の整理合理化及び
用途の適正化

(2) 経費の節減合理化

6 定員管理及び給与の
適正化



行財政改革実施計画による効果額等実績一覧

（単位：千円）

(基準)
25年度決算額 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 計

Ⅰ 1 (1) 1 民間委託の推進 － － － － － 0

Ⅰ 1 (1) 2 公立保育所の民営化 37,303 － 37,303 37,303 37,303 37,303 149,212

Ⅰ 1 (1) 3 民間委託における競争環境の維持 1,823 2,142 1,497 100 3,556 9,118

Ⅰ 1 (2) 4 指定管理者制度の活用 76,103 － － － － 2,139 2,139

Ⅱ 3 (2) 16 幼稚園の統廃合 704 － － 704 704 704 2,112

Ⅱ 3 (2) 17 小学校空き校舎等の有効活用 2,322 1,166 2,322 2,322 2,322 2,322 10,454

Ⅱ 3 (2) 18 しどりの湯保養センターの有効活用 19,590 18,293 17,925 17,301 18,073 16,149 87,741

Ⅱ 3 (2) 19 浄水場の統廃合 － － － － － 0

Ⅱ 3 (2) 20 給食センターの統合 331,863 － － － 5,598 19,017 24,615

Ⅱ 3 (2) 21 消防署の統合･組織体制の見直し 9,224 － － － 598 △ 5,083 △ 4,485

Ⅱ 4 (1) 26 自治体クラウドの推進･活用 124,827 8,012 36,435 33,261 33,935 34,780 146,423

Ⅲ 6 (1) 31 適正な定員管理 1,791,772 △ 18,400 △ 1,789 15,146 28,564 40,297 63,818

Ⅲ 6 (1) 32 嘱託･臨時職員等の適正活用 354,544 △ 15,123 △ 13,202 △ 61,798 △ 73,772 △ 85,383 △ 249,278

Ⅲ 7 (1) 35 学校体育施設の有料化 － － － － － 0

Ⅲ 7 (1) 36 広告料の確保 2,020 2,002 2,082 1,612 1,842 9,558

Ⅲ 7 (1) 37 幼稚園保育料の見直し 15,364 － △ 1,124 1,218 △ 680 △ 2,139 △ 2,725

Ⅲ 7 (1) 38 未利用財産の活用と処分 22,584 29,073 21,895 120,691 60,258 254,501

Ⅲ 7 (2) 40 借地の見直し 62,767 963 1,221 5,302 5,839 5,839 19,164

財政効果額
方針

重点
事項

推進
項目

実施項目
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行財政改革実施計画による効果額等実績一覧

（単位：千円）

(基準)
25年度決算額 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 計

Ⅲ 7 (2) 41 施設使用料減免規定の見直し － － － － － 0

Ⅲ 7 (2) 42 各種使用料の見直し － － － － － 0

Ⅲ 7 (3) 43 補助金の整理合理化及び用途の適正化 52,183 △ 420 289 1,218 16,086 14,292 31,465

Ⅲ 7 (3) 44 外郭団体補助金の適正化 62,500 △ 3,500 △ 3,500 △ 5,351 △ 2,648 △ 1,000 △ 15,999

Ⅲ 7 (4) 45 市債発行の抑制 △ 52,723 △ 181,083 △ 38,867 79,217 △ 487,182 △ 680,638

Ⅲ 7 (4) 46 特別会計繰出し金の抑制 1,986,970 △ 33,876 △ 79,222 △ 131,288 △ 199,912 △ 195,720 △ 640,018

合　　　　　計 △ 69,181 △ 151,208 △ 98,055 73,630 △ 538,009 △ 782,823

累　　　　　計 △ 220,389 △ 318,444 △ 244,814 △ 782,823

※　「－」印は検討中、△は財政負担の増加を表す。

方針
重点
事項

推進
項目

財政効果額
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実施項目



行財政改革実施計画による効果額等実績一覧

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 計

Ⅰ 1 (3) 5 協働のまちづくりの推進 （参加割合　％） 46.8% 44.43% 44.34% 45.01% 38.54%

Ⅰ 1 (3) 6 審議会等委員の公募 （公募組織数　件） 9組織 9組織 11組織 11組織 9組織

Ⅰ 1 (3) 7 審議会等へ女性委員の登用 (女性割合　％） 19.7% 26.53% 25.93% 26.82% 25.00%

Ⅰ 1 (3) 8 ふれあい座談会の推進 （開催回数　回） 6回 5回 5回 4回 3回

Ⅰ 1 (3) 9 市民ボックスの活用 （反映した意見　件） 3件 8件 8件 4件 7件

Ⅰ 1 (3) 10 パブリックコメントの実施 （意見件数　件） 31件 11件 22件 3件 12件

Ⅰ 1 (4) 11 市民活動団体事務の自立化 （自立団体数　団体） － 1団体 1団体 1団体 1団体

Ⅰ 2 (1) 12 市政情報等の公開 （アクセス件数　件） 395,699件 2,047,558件 1,855,537件 1,797,226件 2,017,895件

Ⅰ 2 (1) 13 まちづくり出前講座の充実 (派遣回数　回） 16回 22回 14回 9回 1回

Ⅰ 2 (1) 14 行政評価における外部評価の実施 （外部評価実施数　件） 6件 6件 4件 4件 4件

Ⅱ 3 (1) 15 組織機構の見直し （組織体制） 30課2室2署 30課2室2署 30課1室2署 30課1室2署 30課1室2署

Ⅱ 3 (3) 22 職員研修の充実強化 （研修人数　人） 823人 689人 1,520人 723人 1,062人

Ⅱ 3 (3) 23 派遣研修・人事交流の実施 （派遣人数　人） 4人 4人 9人 8人 7人

Ⅱ 4 (1) 25 茨城県市町村共同システムの周知･活用 （掲載情報数　件） 13件 18件 23件 28件 35件

Ⅱ 4 (2) 27 番号制度の推進・活用 （利活用件数　件） － － 2件 2件 2件

Ⅱ 4 (2) 28 セキュリティポリシーの遵守 （研修受講者数　人） 61人 846人 1,221人 838人 842人

Ⅲ 5 (1) 29 施策、事務事業評価及び評価結果の公表 （見直しした割合　％） 58.0% 58.30% 59.57% 58.16% 57.14%

Ⅲ 7 (1) 34 市税・各種使用料等の徴収率の向上 （税徴収率　％) 93.23% 94.41% 95.47% 96.33% 96.66%

Ⅲ 7 (1) 39 公用車の見直し （導入数　件） 3件 9件 5件 7件 7件

Ⅲ 7 (5) 47 工事成績表の有効な活用 （総合評価落札方式件数　件） 1件 1件 1件 1件 1件

Ⅲ 7 (5) 48 電子入札の導入 （電子入札件数　件） 21件 157件 171件 175件 187件
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方針
重点
事項

推進
項目

実施項目
取組み実績



Ⅰ　市民とともに進める行財政改革の推進

　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）

1民間委託の推進 目標内容 調査･検討 検討･実施 実施

実施状況 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

主管課
効果額
（千円）

－ － - - -

総務課

学校教育課

関係各課

【平成30年度】具体的な手法
及び考え方

･市が直営で行っている事務(事業)やこれから実施を予定して
いる事務(事業)の中で、民間委託やＰＦＩの活用が可能なものを
調査し、住民サービスの向上に結びつくものについては積極的
に検討します。
･窓口業務の民間委託について検討します。
･幼稚園の公設民営化について検討します。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等

【平成26年度】
・「那珂市公立幼稚園の再編計画」を策定し、この中で公立幼稚園１か所と認定こども園１か所に再編して、
認定こども園について既存民間利用若しくは民間公募で進めることとした。

【平成27年度】
・「那珂市公立幼稚園の再編計画」について、菅谷地内に公立幼稚園１園の再編とすることに修正した。

【平成28年度】
・幼稚園の公設民営化については、平成27年度をもって検討終了した。
・窓口業務の民営委託については、引き続き検討した。

【平成29年度】
・窓口業務のあり方について民間委託を含め、具体的な実施方法やメリット、財政効果などについて、調査
検討中。

・窓口業務を民間委託する場合には市職員と民間職員との事務スペースを分割する必要があり、庁舎ス
ペースの確保について検討が必要ということになったが、具体的な方針の検討まで至らなかった。

－7－



実施項目

主管課（実施課）

2公立保育所の民営化 目標内容 引継ぎ 実施

実施状況 引継ぎ 完了 完了 完了 完了

主管課
効果額
（千円）

― 37,303 37,303 37,303 37,303

こども課

【平成26年度】
・額田保育所について、「学校法人 大成学園」を運営移譲先に選定し、平成27年1月から３月まで引継ぎの
ための共同保育を実施した。

【平成27年度】
・額田保育所の移譲を完了し、平成27年4月から「学校法人 大成学園 額田保育園」として運営を開始した。

【平成28年度】
・平成27年度で完了した。

【平成29年度】
・平成27年度で完了した。

【平成30年度】
・平成27年度で完了した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

･平成26年度を決定した運営法人との引継ぎ期間とします。
･用地買収及び駐車場整備を行ったうえで、運営法人に移譲し
ます。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

3民間委託における競争環
境の維持

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

1,823 2,142 1,497 100 3,556

　関係各課

【平成30年度】

・地域包括支援センターとの委託について、対象となる経費を整理、文書化したものを継続した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・業務を実施するにあたって、その手順や手法、運営上の留意
点など、業務の質の維持に欠かせない事項をマニュアル化し
ます。
･特に複数年契約を締結する必要がある場合は、業務の引継
ぎの義務化などについて、あらかじめ契約書等で合意してお
き、契約更新時には、継続ありきではなく、事業者の業務を客
観的に評価したうえで更新に望みます。

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・基幹系システムについて、扱う情報の項目や形式、連携の方法などを標準化したシステムを採用し H27.2
月運用開始した。
・地域包括支援センター委託について、対象となる経費を整理、文書化した。

【平成27年度】
・地域包括支援センターとの委託について、対象となる経費を整理、文書化したものを継続した。
・戸籍業務ついて、共同のシステムへ移行しH27.8.31運用開始した。

【平成28年度】
・地域包括支援センターとの委託について、対象となる経費を整理、文書化したものを継続した。
・教育系システムを再構築し、平成28年4月から運用を開始した。
・情報系システムを再構築し、平成28年6月から運用を開始した。

【平成29年度】
・地域包括支援センターとの委託について、対象となる経費を整理、文書化したものを継続した。
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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）

4指定管理者制度の活用 目標内容 検討 検討･実施 実施

実施状況 検討 検討 検討 検討 検討・実施

主管課
効果額
（千円）

－ － － － 2,139

市民協働課
市民課
都市計画課
建築課
生涯学習課

【平成30年度】

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・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
方や管理方法の効率性･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
用していきます。
検討施設：那珂聖苑、図書館、コミュニティセンター、総合公園
(その他の運動施設を含む)、都市公園、市営住宅等

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・聖苑について、一部業務委託と民間委託も含めて比較し検討を継続とした。
・図書館について、指定管理者制度を導入した県内の公立図書館の現状を視察した。
・コミュニティセンターについて、将来的には各地区のまちづくり委員会を指定管理者とすべく、組織体制づくりを支援
した。
・総合公園について、法人化を条件とせず指定管理者を受託するかを市体育協会と協議した。
・都市公園等について、小規模の緑化管理は現段階は効果が見込めないとして検討を継続とした。
・市営住宅について、業務の委託先について情報収集した。

【平成27年度】
・コミュニティセンターについて、将来的には各地区のまちづくり委員会を指定管理者とすべく、組織体制づくりを支援
した。
・総合公園について、老朽施設の修繕完了後の時期に導入の方向で検討を継続した。
・聖苑について、県内の斎場を視察し、施設のあり方や管理運営の効率性・経済性の検討を進めた。
・図書館について、指定管理者制度を導入済または導入予定の県内の公立図書館を視察し、参考書類を入手した。
・都市公園等について、検討の結果、小規模の緑化管理は現段階は効果が見込めないと判断した。
・市営住宅について管理業務の一部を次年度から委託とすることを決定した。
・常陸鴻巣駅ふれあい駅舎の指定管理を継続更新した。

【平成28年度】
・那珂聖苑については、平成２９年１月１６日に開催された指定管理者選定委員会で平成３０年４月１日から指定管理
者制度を導入するとの基本方針がまとまった。
・コミュニティセンターについては将来を見据えて継続して、検討していくこととした。
・総合公園について、老朽施設の修繕完了後の時期に導入の方向で検討を継続した。
・市営住宅について管理業務の一部を委託、当面は継続することとした。
・指定管理者制度を導入している図書館の視察を行い、参考資料等を徴取した。

【平成29年度】
・那珂聖苑について、平成２９年第４回定例会において指定管理者制度の議案の議決を経て、指定管理者を指定し
基本協定書を締結した。
・那珂総合公園について民間業者から指定管理を導入した場合の費用を見積した結果、収入についてはスポーツ教
室等により施設利用者の増加が見込まれることから収入増になると考えられ、事務費の軽減による支出減と合わせ
成果が見込まれると考えられるが、平成31年度に茨城国体開催に係る施設利用の予定が入っているため、長期間に
渡り収入が見込めなくなることや、全体修繕計画の完了の目途がついた後に、指定管理制度の導入を再検討する。
・図書館協議会において、指定管理者制度導入により期待される効果、問題点などについて協議した。
・コミセンについては、各種保守・委託を総合的に管理できるよう、包括委託も含めた民間委託を検討しつつ、指定管
理者制度導入により期待される効果、問題点などについて協議した。
・常陸鴻巣駅ふれあい駅舎については、地元住民により構成された常陸鴻巣ふれあい駅舎ワーキング委員会を指定
管理者とし、駅舎の適切かつ円滑な管理運営をしている。

・那珂聖苑については平成30年4月1日から指定管理者による運営となった。
・常陸鴻巣駅ふれあい駅舎については、地元住民により構成された常陸鴻巣ふれあい駅舎ワーキング委員
会を指定管理者とし、契約を更新した。
・市図書館は直接運営することが望ましい旨の答申を市図書館協議会から受け、平成31年第2回教育委員
会定例会において市図書館の直接運営についての承認を得た。
・総合公園の大規模修繕については、修繕計画に従い順調に修繕できれば令和７年度に完了予定となって
いるが、開園から２５年を経過し計画修繕が予定どおり完了しても老朽化に伴う故障・修繕カ所が新たに発
生するリスクが避けられない。このような状況でも指定管理を受け入れ可能な事業者について調査検討をし
ていく。
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　　(3)市民参加・協働の推進

実施項目

主管課（実施課）

5協働のまちづくりの推進 目標内容 検討･実施 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
まちづくり活動へ
の参加割合（％） 46.8% 44.43% 44.34% 45.01% 38.54%

市民協働課

【平成26年度】
・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開催した。
・市ホームページに「まちづくり情報掲示板」「自治会情報掲示板」を作り、自治会の活動、市民活動団体の
活動内容を掲載し広く公開するとともに、市民活動団体間の連携等を図った。

【平成27年度】
・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開催した。
・市ホームページの「まちづくり情報掲示板」「自治会情報掲示板」へ自治会の活動、市民活動団体の活動
内容を掲載し広く公開を継続した。
・４地区まちづくり委員会で「協・まち・カフェ」を開催し、地元自治会の活動、市民活動団体の活動内容をポ
スター等で掲載し、自治会加入を呼びかけた。
・自治会加入促進マニュアルを作成し、関係団体に配布した。（まちづくり協議会と共催）

【平成28年度】
・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開催した。
・市ホームページに「まちづくり情報掲示板」「自治会情報掲示板」を作り、自治会の活動、市民活動団体の
活動内容を掲載し、広く公開した。
・４地区まちづくり委員会で「協まち・カフェ」を開催し、地区まちづくり委員会や地元自治会の活動、市民活動
団体の活動内容をポスター等で掲載し、自治会加入の呼びかけをした。

【平成29年度】
・市民一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識できるよう、まちづくりリーダー養成講座や協働のまち
づくり推進フォーラムを開催した。
・市民自治組織の地域の課題解決に向けた様々な活動や取組みを市ホームページに設置している「地区ま
ちづくり委員会情報掲示板」と「自治会情報掲示板」に掲載し、市民がまちづくりに参加するきっかけを提供
した。
・地区まちづくり委員会委員長連絡会議や市まちづくり協議会を定期的に開催し、それぞれの地区で取り組
んできた活動の成果や新たに見えてきた課題等について意見交換及び情報交換を行った。
・全８各区のまちづくり委員会と共催で「協まち・カフェ」を開催して、市民自治組織や市民活動団体等の日頃
の活動をパネル等で紹介し、自治会加入の呼びかけをしました。

年度

具体的な手法
及び考え方

・協働のまちづくり指針及び協働のまちづくり推進基本条例に
基づき、自治組織及び市民活動団体との協議によるまちづくり
を推進します。
･市職員に対し、研修等を実施することにより、協働のまちづく
りについての必要性、重要性等の理解度を深めます。
・市民に対し、フォーラム等を実施することにより、協働のまち
づくりについての必要性、重要性等を周知します。
・市民活動支援センター等を有効活用し、市の支援策や市民
活動団体等の情報を広く市民に周知します。
・市民活動団体同士が連携してまちづくりに取り組めるよう支
援します。

H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等

【平成30年度】
・市民一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識できるよう、まちづくりリーダー養成講座や協働のまち
づくり推進フォーラム開催した。また、まちづくり推進フォーラムの基調講演を、これまでとは違うシンポジウ
ム形式で開催し、参加者の質問に答えた。
・職員に対し、自治会の重要性について啓発し、自治会への加入促進を図った。
・市のホームペジに開設している「地区まちづくり委員会情報掲示板」と「自治会情報掲示板」の利活用の促
進について、啓発を行った。
・地区まちづくり委員会委員長連絡会議や市まちづくり協議会の会議を定期的に開催し、市政情報の提供
や各地区での取り組みについての意見交換及び情報交換を行った。
・「協まち・カフェ」を全地区で開催し、各地区でパネルによる自治会活動等の啓発、自治会加入の呼びかけ
を行った。
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実施項目

主管課（実施課）

6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 実施

主管課 公募組織数 9 9 11 11 9

公募人数 29 20 24 28 20

関係各課

【平成30年度】

・9組織で公募、20人が参画した。

具体的な手法
及び考え方

･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
の選出にあたっては、広く人材を求めるため委員を公募しま
す。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
・9組織が公募を実施し29人が参画した。
　行財政改革懇談会9人中2人、地域公共交通会議25人中2人、政治倫理審査会6人中3人
　原子力専門委員会5人1人、高齢者保健福祉計画推進委員会16人中2人、
　都市計画審議会16人中4人、公共下水道事業審議会20人中3人、
　社会教育委員16人中10人、図書館協議会10人中2人

【平成27年度】
・9組織で公募、20人が参画した。
　行財政改革懇談会9人中2人、地域公共交通会議24人中2人、政治倫理審査会6人中3人
　原子力専門委員会5人1人、高齢者保健福祉計画推進委員会15人中1人、
　都市計画審議会16人中4人、公共下水道事業審議会20人中3人、
　社会教育委員16人中2人、図書館協議会10人中2人

【平成28年度】
・11組織で公募、24人が参画した。
　行財政改革懇談会8人中1人、地域公共交通会議23人中1人、総合計画策定委員会34人中5人、政治倫理
審査会6人中3人、原子力専門委員会5人1人、高齢者保健福祉計画推進委員会15人中1人、都市計画審議
会16人中4人、公共下水道事業審議会20人中3人、社会教育委員16人中2人、図書館協議会10人中2人、男
女共同参画プラン策定委員会19人中1人

【平成29年度】
・11組織で公募、28人が参画した。
　行財政改革懇談会8人中1人、地域公共交通会議23人中1人、総合計画策定委員会34人中5人、政治倫理
審査会6人中3人、地域福祉計画推進委員会15人中3人、高齢者保健福祉計画推進委員会16人中2人、都
市計画審議会16人中4人、公共下水道事業審議会20人中3人、社会教育委員16人中3人、図書館協議会10
人中2人、男女共同参画プラン策定委員会18人中1人

　行財政改革懇談会9人中2人、政治倫理審査会6人中3人、地域福祉計画推進委員会15人中3人、高齢者
保健福祉計画推進委員会15人中1人、都市計画審議会16人中4人、公共下水道事業審議会20人中3人、社
会教育委員16人中1人、図書館協議会10人中2人、男女共同参画プラン策定委員会18人中1人

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

7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 実施

主管課
女性割合

(％)
19.7% 26.53% 25.93% 26.82% 25.00%

市民協働課

関係各課

【平成30年度】

具体的な手法
及び考え方

【平成26年度】
　28組織411人中81人の女性を登用した。
・各課室に対して審議会等委員への女性の登用の実態調査を実施し、市男女共同参画プランの目標値と趣旨等を説
明、積極的な女性委員の登用に取り組むよう働きかけた。
・女性委員の割合が30％を超えている審議会等
　地域包括支援センター運営協議会12人中6人、地域密着型サービス運営委員会10人中5人、
　介護認定審査会委員25人中10人、国民健康保険運営協議会12人中5人、
　那珂市特産品ブランド認証委員会15人中6人、社会教育委員16人中7人、
　図書館協議会委員10人中４人、

【平成27年度】
　29組織377人中100人の女性を登用した。
・各課室に対して審議会等委員への女性の登用の実態調査を実施し、市男女共同参画プランの目標値と趣旨等を説
明、積極的な女性委員の登用に取り組むよう働きかけた。
・女性委員の割合が30％を超えている審議会等
  人権擁護委員会9人中4人、環境審議会11人中4人、子ども・子育て会議14人中7人(新規)
　地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会12人中6人、地域密着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会10人中5人
　国民健康保険運営協議会12人中5人、那珂市特産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進協議会7人中2人
　那珂市特産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ認証委員会15人中6人、都市計画審議会16人中5人
　社会教育委員16人中7人、ｽﾎﾟｰﾂ推進委員24人中9人

【平成28年度】
　32組織455人中118人の女性を登用した。
・各課室に対して審議会等委員への女性の登用の実態調査を実施し、市男女共同参画プランの目標値と趣旨等を説
明、積極的な女性委員の登用に取り組むよう働きかけた。
・女性委員の割合が30％を超えている審議会等
  人権擁護委員会9人中5人、公文書開示・個人情報保護審査会5人中2人、環境審議会11人中4人、子ども・子育て
会議14人中6人、高齢者保健福祉計画推進委員会15人中5人、地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会12人中6人、地域密
着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会10人中5人、国民健康保険運営協議会12人中5人、那珂市特産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ認証委員会15人中5
人、都市計画審議会16人中5人、社会教育委員16人中7人、中央公民館運営審議会15人中5人、ｽﾎﾟｰﾂ推進委員24
人中9人、男女共同参画プラン策定委員会19人中7人

【平成29年度】
33組織507人中136人の女性を登用した。
・各課室に対して審議会等委員への女性の登用の実態調査を実施し、市男女共同参画プランの目標値と趣旨等を説
明、積極的な女性委員の登用に取り組むよう働きかけた。
・女性委員の割合が30％を超えている審議会等
  人権擁護委員会9人中5人、いじめ再調査委員会5人中2人、公文書開示・個人情報保護審査会5人中2人、環境審
議会11人中4人、子ども・子育て会議15人中6人、介護認定審査会30人中9人、高齢者保健福祉計画推進委員会16
人中5人、地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会12人中6人、地域密着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会10人中5人、国民健康保険運営
協議会12人中5人、那珂市特産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ認証委員会15人中5人、都市計画審議会16人中5人、学校給食センター運
営協議会9人中4人、社会教育委員16人中7人、地域福祉計画推進委員会15人中5人、障がい者プラン推進委員会17
人中6人、中央公民館運営審議会15人中5人、ｽﾎﾟｰﾂ推進委員24人中8人、男女共同参画プラン策定委員会18人中9
人

35組織496人中124人の女性を登用した。
・第２次那珂市男女共同参画プランに基づき、特に女性の政策決定等の会議への参画を推進するため、全課にプラ
ンを配布し啓発を図った。
・女性委員の割合が30％を超えている審議会等
  人権擁護委員会9人中7人、いじめ再調査委員会5人中2人、公文書開示・個人情報保護審査会5人中2人、環境審
議会12人中4人、地域福祉計画推進委員会15人中5人、障がい者プラン推進委員会17人中7人、子ども・子育て会議
15人中6人、介護認定審査会30人中10人、高齢者保健福祉計画推進委員会15人中5人、地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協
議会12人中5人、地域密着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会10人中4人、国民健康保険運営協議会12人中5人、那珂市特産品ﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞ認証委員会15人中5人、学校給食センター運営協議会8人中3人、図書館協議会10人中5人、ｽﾎﾟｰﾂ推進委員24人
中8人、男女共同参画プラン策定委員会18人中9人

実　施　内　容　等年度 H26 H27 H28 H29 H30

･男女共同参画プラン後期計画に基づき、審議会等への女性
委員の登用を促進します。
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実施項目

主管課（実施課）

8ふれあい座談会の推進 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課 年間開催回数 6 5 5 4 3

秘書広聴課

【平成30年度】

・3回開催、57人が参加した。

具体的な手法
及び考え方

･制度を広く市民に周知し、市民との意見交換の機会の充実を
図ります。

【平成26年度】
・6回開催、153人が参加した。

【平成27年度】
・5回開催、132人が参加した。

【平成28年度】
・5回開催、92人が参加した。

【平成29年度】
・4回開催、75人が参加した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

9市民ボックスの活用 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
反映した意見

件数(件)
3 8 8 4 7

秘書広聴課

具体的な手法
及び考え方

･受付した市民からの意見等を、積極的に市政運営に反映しま
す。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
　38通の投函があり関係する部署で検討し対応した。うち3件については全庁的に取り組んだ。

【平成27年度】
　45通の投函があり関係する部署で検討し対応した。うち8件については全庁的に取り組んだ。
　
【平成28年度】
　49通の投函があり関係する部署で検討し対応した。うち8件については全庁的に取り組んだ。

【平成29年度】
　24通の投函があり関係する部署で検討し対応した。うち4件については全庁的に取り組んだ。

【平成30年度】
　26通の投函があり関係する部署で検討し対応した。うち7件については全庁的に取り組んだ。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

10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 実施

主管課 意見件数(件) 31 11 22 3 12

秘書広聴課

関係各課

【平成30年度】

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ります。
・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
映します。

計画等3件を実施し、12件の意見があった。
・第3次那珂市読書活動推進計画（案）、　意見 6件、　閲覧 130件
・第3次那珂市地域福祉計画（案）、　意見無し、　閲覧 27件
・第4次那珂市行財政改革大綱（案）、　意見 6件、　閲覧 58件

【平成26年度】
　計画等9件を実施し、31件の意見があった。
・都市計画マスタープラン（案）、意見21件（HPアクセス105件、資料閲覧5件）/公共施設等マネジメント計画（案）、意
見1件（HP31件、閲覧6件）/市民投票条例（案）、意見3件（HP143件）/公立幼稚園の再編計画（案）、意見無（HP113
件）/高齢者保健福祉計画（案）、意見無（HP63件）/水道事業ビジョン(案）、意見4件（HP51件）/障がい者プラン
（案）、意見無（HP40件）/新型インフルエンザ等対策行動計画（案）、意見無（HP55件）/子ども・子育て支援事業計画
（案）、意見2件（HP50件）

【平成27年度】
　計画等3件を実施し、11件の意見があった。
・那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 意見2件（HPアクセス39件）
・那珂市シティープロモーション指針（案） 意見9件（HP176件）
・那珂市国民健康保険データヘルス 意見無（HP121件）

【平成28年度】
計画等7件を実施し、22件の意見があった。
・那珂ペット霊園の設置等に関する条例（案）、 意見5件、閲覧117件
・第２次那珂市総合計画基本構想（素案）、意見1件、閲覧43件
・那珂市地域公共交通連携計画（改訂版）、意見無、閲覧45件
・那珂市区域指定（素）、意見8件、閲覧292件
・那珂市空き家等の適正管理に関する条例（素）、意見2件、閲覧18件
・避難行動要支援者支援全体計画（素）、意見無、閲覧45件
・茨城県中央地域定住自立圏共生ビジョン（素案）、意見6件、閲覧－件

【平成29年度】
計画等8件を実施し、3件の意見があった。
・第2次那珂市総合計画基本計画（素案）、 意見3件、閲覧46件
・第2次那珂市男女共同参画プラン（案）、意見無、閲覧30件
・那珂市水道事業経営戦略（案）、意見無、閲覧30件
・那珂市国民健康保険第2期データヘルス計画（案）、意見無、閲覧83件
・那珂市国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画（案）、意見無、閲覧83件
・那珂市健康増進計画（案）、意見無、閲覧115件
・那珂市高齢者保健福祉計画（案）、意見無、閲覧31件
・那珂市障がい者プラン（案）、意見無、閲覧72件

年度 H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等
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　（４）市民活動団体事務の自立化

実施項目

主管課（実施課）

11市民活動団体事務の自
立化

目標内容 調査･検討 検討･実施 実施

実施状況 調査･検討 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

主管課 自立した団体数 ― 1 1 1 1

行財政改革推進室

関係各課

【平成30年度】

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
・団体事務への市職員の関与について、経理面から調査した。
・なか環境市民会議について、自立に向け運営の助言等を行った。

【平成27年度】
・なか環境市民会議の運営が自立した。

【平成28年度】
・市ホームページに市民活動団体を公表（承諾を得たものに限る。）し、市民活動団体の活動内容のＰＲ、団
体間の連携を図った。
・国際交流協会について、自立を念頭に置き、自己財源確保のための事業について検討を行った。（チラシ・
パンフレット等の英訳業務の受託　平成29年度から実施予定）

【平成29年度】
・市ホームページに市民活動団体名とその活動内容等を公表（承諾を得たものに限る。）し、団体間での連
携を図った。
・国際交流協会について、自己財源確保のため、チラシ・パンフレット等の英訳業務の受託を平成29年度か
ら実施した。

具体的な手法
及び考え方

･該当する市民団体について調査します。
･該当市民活動団体の自立化に向けての課題整理、検討を進
め、一つでも多くの団体の自立化を進めます。

実　施　内　容　等

・市ホームペジにより市民活動団体の名称と活動内容を公表（承諾を得た団体に限る。）し、団体間が情報
交換や連携しやすくできるような環境整備を図った。
・団体の自立化については、人材の育成が不可欠であることから、地域で活動するリーダーを育成するため
に、まちづくりリーダー養成講座を毎年開催し、意識の高揚を図っている。
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　２　公正の確保と透明性の向上

　　(1)情報公開の促進

実施項目

主管課（実施課）

12市政情報等の公開 目標内容 実施･検討 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

政策企画課
アクセス
件数（件）

395,699 2,047,558 1,855,537 1,797,226 2,017,895

秘書広聴課

市民協働課

全課

【平成30年度】

【平成26年度】
・市ホームページに395,699件のアクセスがあった。
・ツイッター・フェイスブックからの情報発信を継続して取り組み、市内外へ那珂市をアピールした。
・広報紙や報道機関を通した情報発信を充実させるため、幹事課の課長補佐（総括）で構成する「広報編集委員会」で各課の情報
を集約するようにした。
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに市民から意見が書き込まれた際には、随時、担当課に知らせてホームページの内容に反映させて改善するよう働き
かけた。
・自治会未加入者に対して、広報なかやおしらせ版が郵便局や金融機関、ｺﾝﾋﾞﾆなどに備え置きある旨の案内を郵送した。
【平成27年度】
・市ホームページに2,047,588件のアクセスがあった。（増理由：27年度から、他市町村と同様に職員からの閲覧もカウントする方法
とした）
・魅力的で、わかりやすいHPのデザインや情報弱者が使いやすい機能、アクシビリティーをチェックする機能の導入について検討し
た。
・メールの一斉配信、ウェブマガジンなどの運用について検討を進めた。
・自治会未加入者に対して、広報なかやおしらせ版が郵便局や金融機関、コンビニなどに備え置きある旨の案内を郵送した。

【平成28年度】
・市ホームページに1,855,537件のアクセスがあった。
・ツイッター・フェイスブックからの情報発信を継続して取り組み市内外へ那珂市をアピールした。
・シティープロモーション行動計画を策定した。
・幹事課の課長補佐（総括）で構成する「広報編集員会」の規約を改正、「広報推進委員会」と改名し、シティープロモーションに関す
る取り組みを追加し機能を強化した。
平成２８年１月から、視覚障害・弱視者や高齢者等への対応として、読み上げソフトを導入した。
・アクシビリティーチェックシステムを強化し、様々な人がアクセスしやすいホームページの作成に努めた。

【平成29年度】
・市ホームページに1,797,226件のアクセスがあった。
・市民に対する情報発信を充実させるために、職員（約８０人）を対象に市ホームページ及び情報メール一斉配信サービス操作研
修を２回開催した。
・市の広報紙を手に入りやすくするため、市内のコンビニエンスストアの広報等未設置店舗に協力を依頼し、設置店舗を１９店舗か
ら３１店舗へ増やし、デマンドタクシー、巡回バスへも設置した。
・市公式ツイッターでの情報発信について、従来のホームページに掲載した情報への誘導だけではなく、イベント等の情報発信に力
を入れた。
・保険・福祉など市の窓口業務や各種手続きををはじめ、防災情報、保健医療案内やごみ収集など、子どもから高齢者まで日常生
活において必要をされる情報をまとめた「那珂市民便利帳２０１８」を作成し、市民に配布した。
・いぃ那珂暮らしWEBマガジンの情報更新
・地方創生関連情報の定期的更新
・いい那珂暮らしデジタルマップの構築⇒平成30年度運用開始
・決算状況、経営戦略、経営比較分析表を市ホームページに掲載
　対象事業：公共下水道事業、農業集落排水事業
・那珂市公共下水道事業審議会の結果を市ホームページに掲載
・市ホームページに設置している「地区まちづくり委員会情報掲示板」と「自治会情報掲示板」に市民自治組織（まちづくり委員会、
自治会）の地域の課題解決に向けた様々な活動や取組みを掲載し、市民に情報提供をした。
・市ホームページに市民活動団体名とその活動内容等を公表し、団体間での連携を図った。

・情報発信を充実するために、職員を対象に市ホームページ及び情報メール一斉配信サービス操作研修を４回開
催。
・情報を即時的に発信する手段として、メールマガジン（情報メール一斉配信サービス）、広報紙アプリ「マチイロ」等の
ほかに、平成30年度にはコミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を導入した。
・いぃ那珂暮らしWEBマガジンの情報更新。
・いい那珂暮らしデジタルマップ運用開始≪まちづくり委員会（菅谷、額田、芳野×2回）でのワークショップの開催：計
4回≫
・市ホームページに設置している「地区まちづくり委員会情報掲示板」「自治会情報掲示板」に市民自治組織の活動や
取組を掲載した。また、情報掲示板の掲載が、限られた組織のみの情報提供にならないよう、各地区のまちづくり委
員会が作成している広報誌等の掲載ができるように働きかけを行った。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・市民が必要としている情報を、必要な時期に、わかりやすく提
供できるよう努めます。
・市ホームページ上に各課情報を、定期的に更新します。
・より多くの市民に情報提供できるよう、広報なか・広報なかお
知らせ版の配布のあり方を検討します。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

13まちづくり出前講座の充
実

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課 派遣回数 16 22 14 9 1

市民協働課

関係各課

【平成30年度】

具体的な手法
及び考え方

・まちづくり出前講座のメニューを適宜見直すとともに、この制
度について広く市民に周知します。

・1回の派遣を実施し延べ10人の参加者があった。
・まちづくり出前講座のメニューの更新を行った。また、制度についてホームページや広報なかで広く市民に
周知した。
・講座をより良くするため、受講者アンケートを実施している。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
・16回の派遣を実施し延べ301人の参加者があった。
・受講者アンケートを基にメニューの見直しを毎年行い、ホームページへも掲載した。

【平成27年度】
・22回の派遣を実施し延べ1,103人の参加者があった。
・受講者アンケートを基にメニューの見直しを行い、ホームページへも掲載した。

【平成28年度】
・14回の派遣を実施し延べ481人の参加者があった。
・受講者アンケートを基にメニューの見直しを行い、ホームページへも掲載した。

【平成29年度】
・9回の派遣を実施し延べ416人の参加者があった。
・毎年、メニューの見直しを行っている。
・講座をよりよくするために、受講者にアンケートをとっている。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

14行政評価結果における外
部評価の実施

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
外部評価実施

数(事業)
6 6 4 4 4

行財政改革推進室

【平成30年度】
・４事務事業等について業務点検方式による外部評価を実施し、結果をホームページで公表した。

具体的な手法
及び考え方

・2年間実施した事業仕分けを踏まえ、那珂市にふさわしい外
部評価のあり方を検討し、実施します。
・外部評価を実施するに当たっては、市民参加型を基本としま
す。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
・６事務事業について市民参加型の外部評価を実施し、結果をホームページで公表した。

【平成27年度】
・６事務事業について市民参加型の外部評価を実施し、結果をホームページで公表した。

【平成28年度】
・４事務事業等について業務点検方式による外部評価を実施し、結果をホームページで公表した。

【平成29年度】
・４事務事業等について業務点検方式による外部評価を実施し、結果をホームページで公表した。

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

　３　経営体制の向上

　　(1)組織機構の見直し

実施項目

主管課（実施課）

15組織機構の見直し 目標内容 検討 実施

実施状況 検討 検討 検討 検討 検討

主管課 組織体制 30課2室2署 30課2室2署 30課1室2署 30課1室2署 30課1室2署

総務課

行財政改革推進室

【平成30年度】

実　施　内　容　等年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・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月の組織について協議を進めます。

【平成26年度】
・学校教育課、こども課の両課の業務見直しによる組織見直しを検討し継続とした。
・瓜連支所２階を「公文書館」とすることについて、学校教育課の業務や執務場所の調整により検討すること
とした。また、先進地事例（常陸大宮市）の基調講演に参加した。
・窓口業務の総合窓口化について検討し継続とした。

【平成27年度】
・行政組織機構検討委員会及び窓口サービス検討委員会において、総合窓口について検討を継続した。

【平成28年度】
・総合窓口については、現在もほぼ総合的に窓口対応をしていることから、組織改編までは必要がないとの
声が窓口担当課から多かったことから、今回は見送った。
・教育委員会の中央公民館移転については、改めて必要面積を確認したところ、多くの面積を必要とし、貸
館業務に支障が出ることが予想されることから今回は見送った。
ただし、今後も継続して検討することとする。

【平成29年度】
・組織機構のあり方については、権限移譲や新たな行政課題に迅速かつ的確に対応し、市民の皆さんが、
よりわかりやすく利用しやすい組織とするため、今後も継続して検討することとする。

・シティープロモーションをより推進していくために秘書広聴課内にシティープロモーション推進室を設置する
ことにした。(H31年4月から設置)
・組織機構のあり方については、権限移譲や新たな行政課題に迅速かつ的確に対応し、市民の皆さんが、
よりわかりやすく利用しやすい組織とするため、今後も継続して検討することとする。
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　（２）施設の統廃合および有効活用

実施項目

主管課（実施課）

16幼稚園の統廃合 目標内容
検討・基本構
想等策定

実施

実施状況
検討・基本構想等
策定

検討・一部
　　　　実施

検討・一部
　　　　実施

一部実施 完了

主管課
効果額
（千円）

－ － 704 704 704

学校教育課

【平成30年度】

具体的な手法
及び考え方

・新たに策定した｢那珂市幼稚園教育振興計画」に基づき、今
後の望ましい幼稚園の配置について検討し、基本構想等を策
定の上、統合を計画的に推進します。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等

【平成26年度】
・公立幼稚園１か所と認定こども園１か所に再編する「那珂市公立幼稚園の再編計画」を策定した。
・先行して28年4月に額田幼稚園を横堀幼稚園に統合することをとを決定した。

【平成27年度】
・「那珂市公立幼稚園の再編計画」の一部を修正し、平成31年度に公立幼稚園１か所とする再編計画を策
定した。
・平成28年3月末をもって、額田幼稚園を横堀幼稚園に統合した。

【平成28年度】
平成３０年度をもって、現在の市立幼稚園５園を閉園し、新たな市立幼稚園１園を建設する。那珂市立幼稚
園整備基本計画を策定し、幼稚園の方向性、整備計画、事業スケジュールを明らかにし、平成３１年度の開
園に向けた建設地の用地買収を行なった。

【平成29年度】
那珂市立幼稚園建設基本計画に基づき、基本設計及び実施設計、用地の造成工事を行った。

平成31年3月末をもって市立幼稚園（５園）を１園に統合した。
横堀幼稚園、菅谷幼稚園、菅谷西幼稚園、五台幼稚園、芳野幼稚園を「ひまわり幼稚園」に統合。(平成31
年4月開園）
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実施項目

主管課（実施課）

17小学校空き校舎等の有
効活用

目標内容 検討 検討・実施 実施

実施状況 検討 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

主管課
効果額
（千円）

1,166 2,322 2,322 2,322 2,322

政策企画課

学校教育課

関係各課

【平成30年度】

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・戸多小学校及び本米崎小学校の有効活用について、地域住
民とともに検討し、結論を出します。

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・戸多小学校については、特別教室棟を戸多地区交流センターとして改修し活用することを決定した。普通
教室棟については、利活用案を市で検討継続とした。
・本米崎小学校については、文部科学省ウェブサイト内「みんなの廃校プロジェクト」へ登録し、利活用の協
議を行った。

【平成27年度】・
・戸多小学校については、特別教室等を戸多地区交流センターに改修するための実施設計を発注した。ま
た、体育館の外壁及び屋根の改修を決定した。（いずれも工事は平成28年度中予定）
・本米崎小学校については、文部科学省の「みんなの廃校プロジェクト」に登録し、民間活力での利活用を広
く募集した。

【平成28年度】
・戸多小学校の特別教室棟については、戸多地区交流センターとして改修した。また、普通教室棟について
は、検討委員会での協議において、教育支援センターとして利活用する方針として、庁議にて承認された。
・本米崎小学校については、文部科学省の「みんなの廃校プロジェクト」に登録し、民間活力による利活用を
広く募集していたが具体実現性の高い提案がなかったため、市独自の公募型プロポーザルにより地域活性
化に繋がる利活用に向け幅広く提案募集をすることとなった。

【平成29年度】
【戸多小学校】
　・特別教室棟については、戸多地区交流センターとして改修し、活用している状況である。また、普通教室
棟については、検討委員会での協議において、教育支援センターとして利活用する方針として、庁議にて承
認され、地元・議会へ報告後、具体的な実施設計について関係各課と協議調整を開始した。
【本米崎小学校】
　・公募型プロポーザルにより地域活性化に繋がる利活用に向け幅広く提案募集を行った結果、２事業者が
応募し、うち学童保育事業を行うNPO法人を最優先活用候補者として選定した。地元や議会へ随時報告を
行いながら提案事業の実現に向け、事業者及び関係各課と協議を進めている。

【戸多小学校】
・特別教室棟は、戸多地区交流センターとして改修し、活用。体育館は、有料施設として運用開始(平成31年
4月）。
・普通教室棟は、市内部及び検討委員会での協議し、「教育支援センター」として利活用する方針で庁議の
承認を得たのち、地元・議会へ報告を行った。（令和元年度に改修工事を行う。）
・グラウンドは、戸多地区交流センターの敷地として位置付け、多目的に利用できる広場と体育館利用者を
含めた駐車場として利活用する。
【本米崎小学校】
・公募型プロポーザルにより選定した事業者(NPO法人)及び関係各課と協議を進め、また、地元や議会へ随
時報告を行い、平成３１年３月に学童保育所の開所に至った。
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実施項目

主管課（実施課）

18しどりの湯保養センター
の有効活用

目標内容 検討 実施

実施状況 検討 検討 検討 検討 実施

主管課
効果額
（千円）

18,293 17,925 17,301 18,073 16,149

農政課

【平成30年度】

具体的な手法
及び考え方

・しどりの湯保養センターの有効活用について検討し、利活用
を図ります。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
・旧余暇活用施設「しどりの湯保養センター」有効活用検討委員会を開催し、有効活用の方向性を検討し
た。
　会から報告された提案の概要：「旧施設が農業農村施設であることを考慮し、地産地消が促進できるそば
処を中心とした施設とする。併せて、倭文織その他の文化、歴史等の紹介をするとともに体験室を設置する
ことで、多種多様な体験学習を行うことが可能な複合型施設とする。」

【H27年度】
・施設利用に向けて、施設見学・意見交換会を実施した。
・H26に整理した３つの方向性を踏まえ、庁内関係各課とともにその実現に向けた協議を進め、方向性実現
の課題を確認した。

【H28年度】
・地方創生加速化交付金等を活用し、特産品等の情報発信、交流拠点としての活用、静峰ふるさと公園を
含めた集客力の向上に取り組むことで、その必要機能の一部を旧しどりの湯に担わせる具体的な案を作成
した。

【平成29年度】
・【休憩施設整備】静峰ふるさと公園の遊具施設等の新設により、３世代交流機能の充実化による来園者増
加に応じたサポート機能としての活用するため、公園側から容易に出入るように大広間の改修とスロープ付
きのデッキの新設やシャワー機能付トイレを設置。
・【情報発信計画】那珂市産野菜や特産品等のほか、米ゲル産品等市内農産物の情報発信とし、マルシェ
等のイベントの計画。
・【利便性の向上】総合センターらぽーるで行っていた、静峰ふるさと公園内グラウンド・ゴルフの受付を平成
30年5月3日からの開始手続き。
　・【名称の変更】お風呂の利用廃止に伴い「しどりの湯」から、旧瓜連町時代より親しまれていた「しどりの
里」への名称変更。

・那珂市産野菜や特産品等のほか、米ゲル産品等市内農産物の情報発信とし、マルシェ等のイベントの計
画を行った。
・総合センターらぽーるで行っていた静峰ふるさと公園内グラウンド・ゴルフの受付を平成30年5月3日からし
どりの里で開始した。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

19浄水場の統廃合 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

－ － － － －

水道課

【平成30年度】

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手
法及び考え

方

・老朽化している2つの浄水場について、更新するにあたり１ヶ
所に統合します。

【平成26年度】
・浄水場更新計画を踏まえ、更新工事の実施設計を行うための、ボーリング等の調査を実施した。
・次年度に配水池の築造（ステンレス製・容量3,500㎥）工事等を行うための実施設計を行った。
・次年度の更新工事が国庫補助金の対象になるか判断するため、既設配水池（鉄筋コンクリート製・容量
2,000㎥）について以前に実施した耐震１次診断の結果をもとに、２次診断を行った。

【平成27年度】
・筒型ステンレス製タンク容量3,500㎥を新設した。
・浄水池及び配水ポンプ室等の築造工事の実施設計を行った。(H28工事)

【平成28年度】
・浄水池及び配水ポンプ室等の新設工事を行った。
・更新を行う木崎浄水場からの新たな送水管の布設工事を行った。
・電気設備、計装設備、監視制御設備工事の実施設計を行った（H29工事)

【平成29年度】
・ろ過池新設工事、電気計装監視制御設備工事を行った。
・木崎浄水場からの新たな配水管布設工事を行った。
・平成３０年度施工分の実施設計業務委託を行った。

・木崎浄水場場内配管・非常用発電設備新設工事を行った。
・木崎浄水場電気計装監視制御設備新設工事を行った。
・木崎浄水場からの新たな配水管布設工事を行った。
・芳野配水場からの新たな配水管布設工事を行った。
・平成３１年度施工分の実施設計業務委託を行った。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

20給食センターの統合 目標内容 検討(統合)
検討(統合・
有効活用)

実施

実施状況 検討(統合) 検討(統合) 検討(統合) 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

－ － － 5,598 19,017

学校教育課

（給食センター)

【平成30年度】

・瓜連給食センターは常陸農業協同組合に譲渡済み(平成29年度中)

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

･那珂センターと瓜連センターを統合します。
･統合後の施設の有効活用について検討します。

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・平成３０年度の統合を見据えて平成２５年度の修繕計画を見直した。
　統合後の施設の有効活用について検討を継続とした。

【平成27年度】
・平成３０年度の統合を見据えて、計画的に設備機器の入れ替えを行った。
・統合後の施設の有効活用について検討を継続した。

【平成28年度】
・統合後の施設の有効活用について検討を継続とした。
・平成２９年９月に瓜連センターを那珂センターに統合することとした。統合に向けて那珂センターの設備更
新を行った。
・平成２８年度は、那珂センターの蒸気回転釜（６台・地下ピット内配管）の更新を行った。

【平成29年度】
・瓜連センターを１学期末で閉鎖し、9月から那珂センターに統合した。
・人件費（賃金）削減は対象５人中３人削減とした。
・閉鎖後の瓜連センターは常陸農業協同組合に譲渡し、今後は加工所として利用予定。
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実施項目

主管課（実施課）

21消防署の統合・組織体制
の見直し

目標内容 検討 実施

実施状況 検討 検討 検討 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

－ － － 598 △ 5,083

総務課

消防本部

【平成30年度】

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・平成２８年６月からの共同指令センター運用開始にあわせ、
組織体制や統合について検討します。
（効果額は適正な定員管理に含む）

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・共同指令センターの運用開始に合わせて、組織体制と職員採用計画の見直し等の検討を継続した。

【平成27年度】
・28年3月末で通信指令室を廃止した。
・消防本部の職員は、平成28年４月から１人減で98人とした。

【平成28年度】
・28年6月から共同指令センターの運用が開始され、通信指令室を廃止し、東消防署に併合した。
・消防本部の職員は、平成29年４月から１人減で97人とした。

【平成29年度】
・平成29年度　97人中１人　本庁防災課に派遣
・消防署の統合　検討中
・県央地区消防広域化推進研究会及び作業部会(資料作成含む）を開催。
・効果額（人件費18,000千円）は適正な定員管理に含む。

・平成30年度末で本庁防災課への派遣終了（1人）
・消防署の統合　検討中
・県央地区消防広域化推進研究会（30年度第7・8回実施）及び作業部会(資料作成含む）を開催。
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　（３）職員の資質向上

実施項目

主管課（実施課）

22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 実施

主管課
研修受講者数

(人)
延べ823 延べ689 延べ1,520 延べ723 延べ1,062

行財政改革推進室

総務課

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ります。
・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
修の充実強化を図ります。
・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努めます。
・職員の自己啓発及び能力開発を図ります。
・現行業務の改善、改革案の創出を図ります。
・新たな施策の創出（職員提案制度等）を図ります。
＜研修内容＞
　　階層別研修、特別研修、
　　通信研修、派遣研修

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・業務への改革改善案の創出を図るため、市の674事業について事務事業評価を実施した。
・新たな施策の創出を図るため、職員提案制度を継続実施した。応募は8件。
・職員研修を延べ823人に実施した。
　階層別研修　8課程100人、茨城県自治研修所研修　　16課程　16人
　人事評価研修  5課程　539人、メンタルへルス研修　71人
　産業医講演会　33人、市町村中央研修所（市町村アカデミー)派遣研修　７課程7人
　安全運転中央研修所研修　17人、　通信教育等助成自主研修　１２課程　24人
　時間外自主研修　２課程　16人

【平成27年度】
・職員研修について延べ 689人実施した。
　階層別研修 6課程104人、茨城県自治研修所研修 19課程20人、人事評価研修 3課程242人、
　メンタルへルス研修 2課程51人、市町村中央研修所（市町村アカデミー)派遣研修 11課程11人、
　安全運転中央研修所研修 18人、 通信教育等助成自主研修 14課程 21人、時間外自主研修2課程33人、管理職研修会 70人、
自治大学 1人、市町村職員海外派遣研修 1人、
　自主研修（サーキットトレーニング） 117人

【平成28年度】
・職員研修について、延べ 1,520人に実施した。
　階層別研修　7課程118人、茨城県自治研修所研修21課程 21人、人事評価研修2課程63人、
  メンタルへルス研修2課程67人、市町村中央研修所（市町村アカデミー)派遣研修10課程10人、
　安全運転中央研修所研修 23人、通信教育等助成自主研修　14課程 24人、
　時間外自主研修　1課程 22人、市町村職員海外派遣研修 1人、
　自主研修（サーキットトレーニング） 222人、全国市町村国際文化研修所研修1課程 1人、
　安全運転研修 191人、障がい者差別解消研修 735人、
　特別研修（行政評価外部評価フォーラム） 22人

【平成29年度】
・職員研修について、延べ 723人に実施した。
　階層別研修　新規採用職員課程研修 19人×2回、初級職員第１部課程研修（3年目） 18人、
　初級職員第２部課程研修（7年目） 16人、第4部（主幹）職員課程研修 7人、新任係長等課程研修
  13人、新任課長補佐課程研修 14人、新任課長課程研修 11人、新任部長課程研修 6人
　○茨城県自治研修所研修 23課程 24人、○人事評価研修  一般職目標設定研修 19人、
　　 評価者研修 10人、評価者実践研修 10人、評価者目合わせ研修 16人、
  ○メンタルへルス研修　一般職向け 42人、管理職向け 29人、
  ○市町村中央研修所（市町村アカデミー)派遣研修 7課程 7人、
  ○安全運転中央研修所研修 19人、○通信教育等助成自主研修 10課程 15人、
  ○時間外自主研修　2課程 40人、○市町村職員海外派遣研修 1人、
  ○自主研修（サーキットトレーニング） 248人、○安全運転競技大会 10人、
  ○障がい者差別解消研修 77人、○特別研修（行政評価外部評価フォーラム） 33人

【平成30年度】
 職員研修について、延べ 1,062人に実施した。　以下内訳
○階層別研修　新規採用職員課程研修 13人×2回、初級職員第１部課程研修（3年目） 22人、初級職員第２部課程
研修（7年目） 14人、新任係長等課程研修 14人、新任課長補佐課程研修 15人、新任課長課程研修 9人、新任部長
課程研修 2人
○茨城県自治研修所研修 15課程 16人
○人事評価研修  一般職目標設定研修 13人、評価者研修 9人、評価者実践研修 10人、評価者目合わせ研修 13人
○メンタルへルス研修　一般職向け 44人、管理職向け 28人
○市町村中央研修所（市町村アカデミー)派遣研修 8課程 8人
○市町村職員海外派遣研修 1人、　○定住自立圏相互参加研修 8人、　○安全運転中央研修所研修 13人
○安全運転競技大会 14人、　○安全運転講習会 156人、　○通信教育等助成自主研修 9課程 13人
○時間外自主研修　2課程 37人、　○時間外自主勉強会　全5回 164人
○自主研修（サーキットトレーニング） 162人、　○特別研修（行政評価外部評価フォーラム） 28人
○認知症サポーター養成講座 207人、　○普通救命講習 16人

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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実施項目

主管課（実施課）

23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 実施

主管課
派遣等人数

(人)
4 4 9 8 7

総務課

【平成30年度】

年度 H26 H27 H28 H29 H30

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
します。
・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
る場を設けます。
・職員の業務遂行能力の向上と意識改革を図ります。
・職員の専門的知識の習得を図ります。

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・４人の派遣研修・人事交流を実施した。
　各1人　茨城県常陸大宮土木事務所、茨城租税債権管理機構、
　大宮地方環境整備組合、那珂市社会福祉協議会

【平成27年度】
・４人の派遣研修・人事交流を実施した。
　各1人 大宮地方環境整備組合、茨城県実務研修、自治大学校、
　災害派遣（福島県川内村）

【平成28年度】
・９人の派遣研修・人事交流を実施した。
　各1人 大宮地方環境整備組合、茨城県実務研修（大宮土木事務所）、
　茨城県租税債権管理機構、後期高齢者医療広域連合、自治大学校、
　災害派遣（福島県川内村）、災害派遣（岩手県釜石市）、
　交流派遣（秋田県横手市）、防災スペシャリスト養成研修（内閣府）

【平成29年度】
・８人（再任用職員含む）の派遣研修・人事交流を実施した。
　各１人大宮地方環境整備組合、茨城県実務研修（市町村課）、茨城県租税債権管理機構、
　後期高齢者医療広域連合、自治大学校、災害派遣（岩手県釜石市）※１２月まで、
　交流派遣（秋田県横手市）、実務研修（地方自治研究機構）

・７人（再任用職員含む）の派遣研修・人事交流を実施した。
　大宮地方環境整備組合　１人、　茨城県実務研修（常陸大宮土木事務所）　１人、
　災害派遣（広島県東広島市）　２人、　交流派遣（秋田県横手市）　１人、
　実務研修（地方自治研究機構）　１人、　全国空き家バンク推進機構　１人
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　　(4)人事評価の確立

実施項目

主管課（実施課）

24人事評価制度の導入 目標内容 検討・実施(試行)       実施

実施状況
検討・実施

(試行)
検討・実施

(試行)
実施 実施 実施

主管課

総務課

【平成30年度】

具体的な手法
及び考え方

・職務遂行能力の評価を客観的に行う人事評価を全職員対象
に実施し、活用を図ります。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

・全職員を対象に人事評価を実施した。今後も適正な人事評価の運用を図れるよう目標設定研修や新任評
価者研修を実施し、評価精度の向上を図った。

【平成26年度】
・人事評価制度について、管理職及び一般職に対して評価制度の試行を行った。
・管理職に対して評価者及び管理職試行の評価者に対する研修を、一般職員に対して目標設定及び自己
評価の研修を実施した。

【平成27年度】
・全職員に対して人事評価を試行実施した。
・消防職及び雇用職に対して目標設定研修を、一般職（消防職、雇用職を含む）の評価者に対して評価者研
修を実施した。
・要綱等の整備を行うとともに、苦情等に対応する体制を整備した。

【平成28年度】
・全職員を対象に人事評価を実施した。今後も適正な人事評価の運用を図れるよう目標設定研修や新任評
価者研修を実施し、評価精度の向上を図った。

【平成29年度】
・全職員を対象に人事評価を実施した。今後も適正な人事評価の運用を図れるよう目標設定研修や新任評
価者研修を実施し、評価精度の向上を図った。

実　施　内　容　等
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　４　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）

25茨城県市町村共同システ
ムの周知・活用

目標内容 検討 検討・実施 実施

実施状況 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

主管課
掲載している

情報数
13 18 23 28 35

政策企画課

関係各課

【平成30年度】

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・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ります。

【平成26年度】
・茨城県域統合型GISへ13の情報を掲載しており業務で活用した。
・システムの操作研修会を開催した。（参加人数：40名）

【平成27年度】
・茨城県域統合型GISへ18の情報を掲載しており業務で活用した。
・システムの操作研修会を開催した。（参加人数：27名）

【平成28年度】
・茨城県域統合型GISへ23の情報を掲載しており業務で活用した。
・システムの操作研修会を開催した。（参加人数：36名）

【平成29年度】
・各課で保有している情報の有効活用を図るため、統合型GISの研修を行った。
・H29年度研修参加のべ人数：30
・ＧＩＳのマップ数：28

・各課で保有している情報の有効活用を図るため、統合型GISの研修を行った。
・H30年度研修参加のべ人数：20
・GISのマップ数：35

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

26自治体クラウドの推進・
活用

目標内容 検討・実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

8,012 36,435 33,261 33,935 34,780

政策企画課

関係各課

【平成30年度】

※クラウドサービス利用中のシステム
　【行財政改革推進室】行政評価、【政策企画課】統合型ＧＩＳ、基幹業務、グループウェア、電子申請・届出
システム、大容量ファイル交換システム、いばらき情報セキュリティクラウド、情報系の管理サーバ、実施計
画システム、【財政課】財務会計システム、契約管理システム、【税務課】税務地図情報システム、【市民課】
戸籍システム、【環境課】公園墓地管理、【農政課】森林クラウド(H30年度運用開始)、【スポーツ推進室】公
共施設予約、【水道課】企業会計、【防災課】被災者台帳作成システム（H30年度構築）

【平成26年度】
・平成26年3月に基幹系システムについて「いばらき自治体クラウド基幹業務契約」を締結し平成27年2月運
用開始した。
・戸籍情報システムについて、那珂市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町及び五霞町の3市2町が「いばら
き戸籍共同システム整備運営協議会」を設立し、H27.9月運用開始に向けて協議を進めた。

【平成27年度】
・27年9月から戸籍情報システムの共同利用を開始した。

【平成28年度】
・平成28年6月から情報系システムにおいて可能なシステムについてはクラウドサービス利用開始した。

【平成29年度】
・平成29年7月に災害時等における業務の継続性を確保するための相互支援に関する協定を締結した。(い
ばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会の参加団体と締結。参加団体：常陸大宮市、那珂市、かすみが
うら市、大子町、五霞町)
※クラウドサービス利用中のシステム
　【行財政改革推進室】行政評価、【政策企画課】統合型ＧＩＳ、基幹業務、グループウェア、電子申請・届出
システム、大容量ファイル交換システム、いばらき情報セキュリティクラウド、情報系の管理サーバ、実施計
画システム、【財政課】財務会計システム、契約管理システム、【税務課】税務地図情報システム、【市民課】
戸籍システム、【環境課】公園墓地管理、【農政課】森林クラウド(H29年度は構築)、【スポーツ推進室】公共
施設予約、【水道課】企業会計

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・平成２７年２月から業務システムをクラウド化します。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

27番号制度の推進・活用 目標内容 検討・実施 実施

実施状況 検討 検討 検討・実施 検討・実施 検討・実施

主管課 利活用数 ― ― 2件 2件 2件

政策企画課

関係各課

【平成30年度】

H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等

具体的な手法
及び考え方

・今後導入が予定されている｢社会保障・税番号制度｣に円滑
に対応し、番号制度を活用したよりいっそうの行政サービスの
向上を図ります。
・市独自の利活用について検討します。

【平成26年度】
・那珂市番号制度プロジェクトチームを設置し、関係各課の事務手続きについて、見直しが必要な事務の洗
い出しと検討、広報や条例の改正、システム改修などを進めた。
・独自の利活用については検討を継続とした。

【平成27年度】
・那珂市番号制度プロジェクトチームによる検討作業を継続した。
・独自の利活用については検討を継続した。
・H28.1月マイナンバーカードの交付を開始し,広報紙やHP、窓口で市民への周知に努めた。
　発行枚数992枚
・市独自利活用の検討を継続しコンビニ交付実施を決定した。
　（H29.1月から住民票の写しと印鑑登録証明書）

【平成28年度】
・平成２９年１月からマイナンバーカードを利用した住民票の写しと印鑑登録証明書のコンビニ交付を実施し
た。住民票の写し35件、印鑑証明書54件。
・マイナンバーの市独自利用事務として、タクシー利用助成事業、放課後学童保育対策事業、高齢者等配
食サービス事業で利用した。

【平成29年度】
・平成29年7月の情報連携開始に向けて、国・その他機関との連携ﾃｽﾄ及び本番用副本登録作業を実施。
・平成30年3月からの年金情報連携（H30.06.05現在、延期中。開始日は未定）や平成30年7月からの改版
ﾃﾞｰﾀ標準ﾚｲｱｳﾄに対応するための改修を実施。
・マイナポータル本格運用開始（H29年11月13日）
・子育てワンストップサービス（ぴったりサービス）でオンラインで行える子育てなどに関する手続を公開した
（電子申請可能手続数：１３）
・平成２９年度末のマイナンバーカードの人口に占める交付率　⇒　９．８％
・平成２９年度コンビニ交付利用件数（住民票の写し）　⇒　１９１件
・平成２９年度コンビニ交付利用件数（印鑑登録証明書）　⇒　２６０件

平成３０年度末のマイナンバーカードの市の人口に占める交付率　⇒　１１．２％
平成３０年度コンビニ交付利用件数（住民票の写し）　⇒　２９６件
平成３０年度コンビニ交付利用件数（印鑑登録証明書）　⇒　３９０件

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）

28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 実施

主管課
研修受講者

(人)
61人 846人 1,221人 838人 842人

政策企画課

【平成30年度】

具体的な手法
及び考え方

・セキュリティの研修を実施します。
・グループウェアの掲示板上でセキュリティ情報と資料を掲載
し、注意喚起を促します。

実　施　内　容　等年度 H26 H27

【平成26年度】
・全職員に対して掲示板を利用してセキュリティ関連の情報提供や資料を掲示した。
・新規採用職員に対して、研修を行った。18人
・情報管理担当者を対象に、ｅラーニングによる研修を行った。43人

【平成27年度】
・全職員に対して掲示板を利用してセキュリティ関連の情報提供や資料を掲示した。
・新規採用職員を対象に研修を実施した。 18人。
・全職員を対象にｅラーニング情報セキュリティ研修を実施した。 192人
・ICTｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる情報漏洩等セキュリティ対策研修を実施した。636人

【平成28年度】
・掲示板を利用し、セキュリティ関連の情報提供や資料を掲示した。
・新規採用職員に対して研修を行った。(23人)
・ｅラーニングによる情報セキュリティ研修を行った。(506人)
・セキュリティポリシーチェックテストを行った(678人)
・セキュリティインシデント対応訓練(12人)
・情報セキュリティ事案対応訓練(2人)

【平成29年度】
・掲示板を利用し、セキュリティ関連の情報を掲示した。
・新規採用職員に対して研修を行った（２０人）
・eラーニングによる研修（マイナンバー関連）を行った（１３４人）
・eラーニングによる研修（セキュリティ関連）を行った（５００人）
・実践的サイバー防衛演習を行った（３人）
・情報セキュリティインシデント対応訓練を行った（１人）
・標的型攻撃メール対処訓練を行った（１８０アドレス）

・掲示板を利用し、セキュリティ関連の情報を掲示した。
・新規採用職員に対して研修を行った（15人）
・eラーニングによる研修（マイナンバー関連）を行った（139人）
・eラーニングによる研修（セキュリティ関連）を行った（507人）
・実践的サイバー防衛演習を行った（2人）
・標的型攻撃メール対処訓練を行った（177アドレス）
・サイバーセキュリティ有識者講演の受講（2人）

H28 H29 H30
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Ⅲ　健全で効率的な行財政経営の推進

　５　行政評価システムの効果的な活用

　　(1)施策・事務事業の評価及び評価結果の公表

実施項目

主管課（実施課）

29施策・事務事業の評価及
び評価結果の公表

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
見直しと評価
した割合(%)

58% 58.30% 59.57% 58.10% 57.14%

行財政改革推進室

全課

【平成30年度】

具体的な手法
及び考え方

・施策評価及び事務事業評価を引き続き実施します。
・評価結果は市広報紙やホームページ等で公表します。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等

【平成26年度】
・30施策について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。
・222事務事業について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。

【平成27年度】
・30施策について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。
・223事務事業について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。

【平成28年度】
・30施策について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。
・230事務事業について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。

【平成29年度】
・30施策について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。
・239事務事業について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。

・30施策について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。
・231事務事業について、評価を実施し結果を広報および市HPで公開した。
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　（２）実施計画・予算編成・行政評価の連携

実施項目

主管課（実施課）

30実施計画・予算編成・行
政評価の連携

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課

行財政改革推進室

政策企画課

財政課

【平成26年度】
・システム連携の構築を完了し運用を開始した。

【平成27年度】
・システム連携の運用を継続した。

【平成28年度】
・システム連携の運用を継続した。

【平成29年度】
・システム連携の運用を継続した。

【平成30年度】
・システム連携の運用を継続した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・平成２６年度予算から、実施計画・予算編成・行政評価のシス
テム連携が図られることから実効性のあるシステム構築を行う
ことで、評価結果を実施計画策定や予算編成作業に有効活用
します。

実　施　内　容　等
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　６　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）

31適正な定員管理 目標内容 実施

実施状況 推進中 推進中 推進中 推進中 推進中

主管課 職員数 487人 485人 483人 483人 483人

総務課
効果額
（千円）

△ 18,400 △ 1,789 16,146 28,564 40,297

再任用職員 16人 26人 26人 26人 22人

【平成30年度】

H29年度の退職者16人に対し、16人を新規採用し、平成30年度の職員総数は483人を維持した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
・組織の見直しなど適正な定員管理を継続することとした。
・再任用数は16人

【平成27年度】
・再任用数は26人

【平成28年度】
・再任用数は26人
・職員数は、平成27年度退職者25人に対し、平成28年度新規採用23人とし、職員数が483人で目標を1年前
倒しで達成した。

【平成29年度】
平成28年度は20人の退職者に対し、平成29年度は新規採用を20人を採用、職員総数483人を維持した。

具体的な手法
及び考え方

・組織の合理化、民間委託等の推進、任期付職員制度の活
用、ＩＣＴ(情報通信技術)化の推進等を通して、今後も適正な定
員管理を行います。
・平成２９年４月１日現在における目標値の４８３名を達成する
ため、計画的に職員数を削減します。
・知識と経験を持つ再任用職員を有効に活用します。

実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

32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 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 15,123 △ 13,202 △ 61,798 △ 73,772 △ 85,383

総務課

【平成30年度】

平成32年4月から導入する会計年度任用職員制度の検討。
特別職非常勤職員　40人、臨時的任用職員　235人

【平成26年度】
・嘱託員・臨時職員の雇用について、その必要性について総務課と十分な事前協議を行い、最小限の任用
に限定した。　嘱託77人、臨時職員197人
・臨時職員と嘱託職員の区分のあり方などを検討し適正な雇用管理を進めることとした。

【平成27年度】
・臨時職員と嘱託職員の区分のあり方などを検討し、雇用条件を見直した。その結果、資格や特殊技能を有
する嘱託員以外を臨時職員へ任用替えを決定した。　嘱託62人、臨時職員189人
（※上記は4/1基準日在籍者で30Ｈ/週未満の就労者は含まない。効果額の値は決算統計の賃金比較で嘱
託の報酬は含まない。）

【平成28年度】
平成28年度には嘱託員及び臨時職員の雇用に関する事務手続きについて見直しを実施し、長期間公募の
手続きなく更新を繰り返すことのないように運用を見直した。 嘱託41人、臨時職員208人
（平成28年度より嘱託職員を臨時職員へ任用替えをしたため、嘱託職員の人件費も含む。）

【平成29年度】
平成29年度は平成27年度に実施した臨時職員と嘱託員の任用見直しに伴う任用替えの該当職員につい
て、月額から時給へ変更を実施した。特別職非常勤職員32人、臨時的任用職員234人

H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・人件費を削減し、嘱託員、臨時職員の適正な活用を図りま
す。
・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、雇用管理に努めます。
・知識と経験を持つ再任用職員を有効に活用し、嘱託員等の
削減を図ります。

年度 実　施　内　容　等
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　　(2)給与の適正化

実施項目

主管課（実施課）

33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 実施

主管課

総務課

【平成30年度】

実　施　内　容　等

・市職員の給与及び福利厚生、処分等の人事行政の運用状況等について、市ホームページ及び市広報を
利用して公表することを継続した。

【平成26年度】
・市職員の給与及び福利厚生、処分等の人事行政の運用状況等について、市ホームページ及び市広報を
利用して公表した。

【平成27年度】
・市職員の給与及び福利厚生、処分等の人事行政の運用状況等について、市ホームページ及び市広報を
利用して公表することを継続した。

【平成28年度】
・市職員の給与及び福利厚生、処分等の人事行政の運用状況等について、市ホームページ及び市広報を
利用して公表することを継続した。

【平成29年度】
・市職員の給与及び福利厚生、処分等の人事行政の運用状況等について、市ホームページ及び市広報を
利用して公表することを継続した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・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、市広報紙やホームページ等を利用して公表します。
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　７　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 実施

主管課
徴収率
（％）

93.23% 94.41% 95.47% 96.33% 96.66%

収納課

環境課

こども課

介護長寿課

建築課

下水道課

水道課

学校教育課

【平成30年度】

34市税・各種使用料等の
徴収率の向上

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、公平
公正の原則の観点から一層の滞納整理事務の強化します。
・積極的に財産調査や差押さえ等を推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
向上に努めます。
・介護保険料、保育所保育料、市営住宅使用料、上下水道料
金等の未納者に対し、督促及び滞納整理を積極的に実施し、
自主財源の確保を図ります。

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・自主財源の確保と税負担の公平性を図るため、滞納処分を強化した。市税徴収率： 93.23%
　口座振替キャンペーンを市内金融機関との連携により実施し、市税等の口座振替推進を図った。
・墓地管理料　納付率100%、 市立保育所児童運営費 96.3%、民間保育所児童運営費 95.5%、
  学童保育料 98.5%、介護保険料 96.95%、住宅使用料 85.5%、
　下水道受益者負担金 83.3% 使用料 95.4%、農業集落排水分担金 84.0% 使用料 97.4%
・ 水道料 96% 平成26年10月からコンビニ収納を開始し、納付機会の拡充を図った。未納者に対して、平成
26年制定した「未収金回収事務手続き要項」により給水停止を踏まえて納付を促した。
・給食費小学校 99%、中学校 97.9% 未納給食費の滞納整理について法的措置等を定めた「那珂市学校給
食費滞納整理等事務処理要項」を制定した。督促及び児童手当からの充当の承諾を得て徴収に努めた。

【平成27年度】
・自主財源の確保と税負担の公平性を図るため、滞納処分を強化した。市税徴収率 94.41％
・口座振替キャンペーンを市内金融機関との連携により実施し、市税等の口座振替推進を図った。
・キャッシュカードで口座振替の申込手続きができるサービスを27年10月より開始し、市民の利便性向上を
図った。
・墓地管理料 納付率100%、市立保育所児童運営費 97.52%、民間保育所児童運営費 95.92%、
  学童保育費 98.35%、介護保険料 97.21%、住宅使用料 87.63%、
 下水道受益者負担金 89.17% 使用料96.97%、農業集落排水分担金 79.43% 使用料 97.64%
 水道料 96.04%、給食費小学校 99.12%、中学校 97.75%

【平成28年度】
・自主財源の確保と税負担の公平性を図るため、滞納処分を強化した。市税徴収率95.47％
・口座振替キャンペーンを市内金融機関との連携により実施し、市税等の口座振替推進を図った。
・墓地管理料 納付率99.88%、市立保育所児童運営費98.35%、民間保育所児童運営費97.52%、
  学童保育費99.60%、介護保険料97.37%、住宅使用料89.48%、
 下水道受益者負担金87.93% 使用料97.14%、農業集落排水分担金72.85% 使用料97.75%
 水道料96.27%、給食費98.67%

【平成29年度】
・自主財源の確保と税負担の公平性を図るため、滞納処分を強化した。市税徴収率96.33％
・口座振替の推進については、市内大型商業施設の協力により、店頭でも勧奨キャンペーンを実施した。
・墓地管理料 納付率99.61%、市立保育所児童運営費98.80%、民間保育所児童運営費99.03%、
  学童保育費99.79%、介護保険料97.87%、住宅使用料91.85%、
 下水道受益者負担金91.38% 使用料97.35%、農業集落排水分担金72.27% 使用料97.92%
 水道料96.31%、給食費98.77%

・自主財源の確保と税負担の公平性を図るため、滞納処分を強化した。市税徴収率 96.66%
・口座振替の推進については、納付書にパンフレットを同封した。
・墓地管理料 納付率 99.54%、
　市立保育所児童運営費 99.95%、民間保育所児童運営費 99.50%、学童保育費 99.57%、
　介護保険料 98.18%、住宅使用料 93.26%、
　下水道 受益者負担金 94.05% 下水道 使用料 97.56%、
　農業集落排水 分担金 64.62% 農業集落排水 使用料 98.47%
　水道料 96.28%、給食費 98.73%

H30年度 H26 H27 H28 H29
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実施項目

主管課（実施課）

35学校体育施設の有料化 目標内容 検討 検討・実施 実施

実施状況 検討 検討 検討 検討 検討

主管課
効果額
（千円）

－ － － － －

生涯学習課

【平成30年度】
具体的な手法
及び考え方

・学校体育施設の使用料について、公平な受益者負担の観点
から見直します。
・見直しについては、各種使用料の改定の時期に合わせます。

【平成26年度】
・教育委員会としては使用料として徴収することを決定しており、市としての結論を各種使用料の見直しの時
期に合わせ議論し決定していく。

【平成27年度】
・教育委員会としては使用料として徴収することを決定しており、市としての結論を各種使用料の見直しの時
期に合わせ議論し決定していく。

【平成28年度】
・教育委員会としては使用料として徴収することを決定しており、市としての結論を各種使用料の見直しの時
期に合わせ議論し決定していく。

【平成29年度】
・市では戸多小学校跡地利用検討委員会に対し、地元で旧戸多小学校体育館及びグラウンドを利用する際
は、スポーツ推進室と調整の上、無料で貸出しをすると回答してる。また、旧本米崎小学校体育館及びグラ
ウンドの使用についても同様である。今後も地元と調整の上、庁内の検討組織において、旧学校体育施設
の利活用について慎重に検討を進めていく。

・旧戸多小学校体育館は有料体育施設へ変更した(平成31年4月1日から有料)。　また、同グラウンドは戸多
地区まちづくり委員会の管理となった。（交流センターの敷地として管理してもらう）
　他の市内小中学校体育館の夜間開放（旧本米崎小学校の体育館及びグラウンドも同様）については、昨
年度までと同様に無料貸出。
　今後も地元と調整の上、庁内の検討組織において慎重に検討を進めていく。

実　施　内　容　等年度 H26 H27 H28 H29 H30
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実施項目

主管課（実施課）

36広告料の確保 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
広告収入額

（千円）
2,020 2,002 2,082 1,612 1,842

行財政改革推進室

【平成30年度】

【平成26年度】
・広告料として2,020千円を確保した。
　広告掲載1,130千円、動画広告放映料336千円、庁舎内広告マット314千円
　広告付市内案内板設置料240千円

【平成27年度】
・広告料として2,002千円を確保した。
　広告掲載1,110千円、動画広告放映料337千円、庁舎内広告マット315千円
　広告付市内案内板設置料240千円

【平成28年度】
・広告料として2,082千円を確保した。
　広告掲載1,190千円、動画広告放映料337千円、庁舎内広告マット315千円
　広告付市内案内板設置料240千円

【平成29年度】
・広告料として1,612千円を確保した。
　広告掲載720千円、動画広告放映料337千円、庁舎内広告マット315千円
　広告付市内案内板設置料240千円

・広告料として 1,842千円を確保した。
　広告掲載　950千円、動画広告放映料　337千円、庁舎内広告マット　315千円
　広告付市内案内板設置料　240千円

実　施　内　容　等年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・引き続き広告料の確保、拡大を図ります。
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実施項目

主管課（実施課）

37幼稚園保育料の見直し 目標内容 検討   検討・周知       実施

主管課 実施状況 検討・周知 実施 実施 実施 実施

　　学校教育課
効果額
（千円）

－ △ 1,124 1,218 △680 △ 2,139

【平成30年度】

・国の方針に即して、多子世帯の保育料軽減を行なった。

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・負担額について、利用世帯の住民税課税額に応じたものとなる「那珂市立幼稚園保育料徴収条例」を制定
した。　（27年4月1日施行）

【平成27年度】
・「那珂市立幼稚園保育料徴収条例」に基づき、利用世帯の所得に応じた負担額とした。あわせて入園料を
廃止した。（平成30年度までは段階的経過措置あり。）

【平成28年度】
・多子世帯の負担軽減として第2子の保育料を半額、第3子を無料とする制度については、国の改正により
課税区分で市町村民税所得割課税77,100円以下に該当する世帯については、第1子を小学校3年生までと
する年齢制限を撤廃した。

【平成29年度】
・国の方針に即して、多子世帯の保育料軽減を行なった。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

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
入園料等の適正な受益者負担については検討します。
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実施項目

主管課（実施課）

38未利用財産の活用と処
分

目標内容
検討(サー
ボ)・実施

実施
検討(駐車
場)・実施

実施

実施状況
検討(サーボ)

実施
検討(サー
ボ)実施

検討(サー
ボ)実施

実施 実施

主管課
効果額
（千円）

22,584 29,073 21,895 120,691 60,258

政策企画課

財政課

【平成30年度】

【平成26年度】
・旧日本サーボ跡地については、那珂市未利用地等活用検討委員会において、利活用の協議を行った。
・市有財産の貸付けによる太陽光発電施設の誘致を検討し、市立図書館と五台小学校の屋上を選定し、公
募により事業者を選定した。（Ｈ27年度設置工事予定）
・上菅谷・瓜連両駅前の未利用地について、駐車場として利用した。1,899千円
・ 一の関調整池の未利用地を太陽光発電施設に貸与した。1,504千円
・未利用財産18件を売却した。19,181千円

【平成27年度】
・旧日本サーボ跡地について、提案事業者を公募し27年度末に最優先活用候補者を選定した。
・上菅谷・瓜連両駅前の未利用地について、駐車場として利用した。2,207千円
・市立図書館と五台小学校の屋上へ太陽光発電施設を設置し12月に稼働した。 16千円
・ 一の関調整池の未利用地を太陽光発電施設に貸与した。1,504千円
・未利用財産22件を売却した。25,346千円

【平成28年度】
・旧日本サーボ跡地について、平成２７年度末に選定委員会にて最優先活用候補者（３社の共同提案）を選
定するに至った。（特養、クリニック、院外薬局）
・瓜連両駅前の未利用地について、駐車場として利用した。1,669千円
・市立図書館と五台小学校の屋上へ太陽光発電施設を設置、稼働した。 16千円
・ 一の関調整池の未利用地を太陽光発電施設に貸与した。1,504千円
・未利用財産23件を売却した。18,706千円

【平成29年度】
・平成２９年度は、６月議会で市有地の処分について上程し、８月に社会福祉法人誠慈会、医療法人藤慈会
藤井病院及び(株)クオンの三者に土地を売却した。
・瓜連両駅前の未利用地について、駐車場として利用した。1,970千円
・市立図書館と五台小学校の屋上へ太陽光発電施設を設置、稼働した。 50千円
・ 一の関調整池の未利用地を太陽光発電施設に貸与した。1,504千円
・未利用財産23件を売却した。117,167千円

実　施　内　容　等H29 H30年度 H26 H27 H28

具体的な手法
及び考え方

・旧日本サーボ跡地も含め、未利用地の処分を進めます。
・上菅谷駅前駐車場のあり方を検討します。

・上菅谷駅北有料駐車場は、平成３０年度をもって廃止とし、JA常陸東部支店の借地変換、シルバー人材セ
ンターの解体（シルバーは菅谷幼稚園に移転）を行い、整形した市有地を一体的に処分し、上菅谷駅地区
の賑わいづくりや活性化を図ることとした。
・瓜連駅北側（旧日本サーボ跡地）は、平成３１年３月に、社会福祉法人誠慈会の特別養護老人ホーム、木
村病院（同地区内の移転）、（株)クオンによる院外薬局の３者複合施設が開設した。
・上菅谷駅前、瓜連駅前の未利用地について、駐車場として利用した。    1,518千円
・市立図書館と五台小学校の屋上へ太陽光発電施設を設置、稼働した。 50千円
・ 一の関調整池の未利用地を太陽光発電施設に貸与した。 1,504千円
・未利用財産18件を売却した。57,186千円
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　　(2)経費の節減合理化

実施項目

主管課（実施課）

39公用車の見直し 目標内容 検討 検討・実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課 導入数 3 9 5 7 7

　　財政課

環境課

関係各課

【平成30年度】

・購入車・・・・・７台（バン　1、普通　2、軽　2、消防車両　1、救急車　1）を購入した。（処分 7台）
・集中管理台数・・・・・２８台
・各課管理台数・・・・・１４３台　※リース車両(電気自動車)1台返却
・合計・・・・・１７１台

具体的な手法
及び考え方

・地球温暖化防止及び防災の観点から、様々なエコカーの比
較検討をしたうえで、公用車の一部に導入します。

【平成26年度】
・燃費基準適合車3台を購入した。（トラック1、バン1、消防車両1）
　保有車両　計175台（前年比2台減。廃車7台）

【平成27年度】
・燃費基準適合車9台（トラック2、バン1、普通1、軽3、消防車両2）を購入、電気自動車１台の提供を受けた。
　保有車両　計175台（廃車10台）

【平成28年度】
・燃費基準適合車5台（トラック1、バン1、普通2、軽1、消防車両1）を購入、避難用バス（茨城県から貸与）の
提供を受けた。
　保有車両　計172台（廃車8台）

【平成29年度】
・燃費基準適合車７台（グランドキャビン1、バン1、軽4、救急車1）を購入した。
・集中管理台数・・・・・２８台
・各課管理台数・・・・・１４４台
・合計・・・・・１７２台

年度 H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等

－45－



実施項目

主管課（実施課）

40借地の見直し 目標内容 検討 実施 検討 実施

実施状況 検討/実施 検討/実施 検討/実施 検討/実施 検討/実施

主管課
効果額
（千円）

963 1,221 5,302 5,839 5,839

財政課

関係各課

【平成30年度】

実　施　内　容　等年度 H26

・平成29年度と比較して増減なし。
　借地162件　117,062㎡  56,928千円

H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・借地については、評価替時に合わせて段階的な見直しを行う
とともに必要に応じて買取を検討します。

【平成26年度】
・評価替時に評価額に合わせて、借地料の見直しを行い地主と交渉を継続した。また、相続等の機会に買
収または借地料見直しの打診をした。
　借地171件　120,118.04㎡　61,804千円
・額田保育所の借地3か所について買取した。

【平成27年度】
・評価替時に評価額に合わせて、借地料の見直しを行い地主と交渉を継続した。また、相続等の機会に買
収または借地料見直しの打診をした。
　借地171件　123,144㎡　61,546千円

【平成28年度】
・評価替時に評価額に合わせて、借地料の見直しを行い地主と交渉を継続した。また、相続等の機会に買
収または借地料見直しの打診をした。
　借地166件　118,030㎡　57,465千円

【平成29年度】
・評価替時に評価額に合わせて、借地料の見直しを行い地主と交渉を継続した。また、相続等の機会に買
収または借地料見直しの打診をした。
　借地162件　117,062㎡　56,928千円
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実施項目

主管課（実施課）

41施設使用料減免規定の
見直し

目標内容 検討 検討・実施       実施

実施状況 検討 検討 検討 検討 検討

主管課
効果額
（千円）

－ － － － －

行財政改革推進室

財政課

関係各課

【平成30年度】

【平成26年度】
・施設使用料減免の基準については、各種使用料の見直しの時に合わせて見直しを行う。
・中央公民館においては減免を受けるための規定「那珂市中央公民館定期利用団体に関する運営要綱」を
制定した。平成27年4月1日施行する。

【平成27年度】
・施設使用料減免の基準については、各種使用料の見直しの時に合わせて見直しを行う。

【平成28年度】
・施設使用料減免の基準については、各種使用料の見直しの時に合わせて見直しを行う。

【平成29年度】
・施設使用料減免の基準については、各種使用料に併せて見直す予定であり、平成２９年度については具
体的な取組みは行っていない。

・施設使用料減免の基準については、各種使用料に併せて見直す予定であり、平成３０年度については具
体的な取組みは行っていない。

実　施　内　容　等年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・公共施設利用に伴う使用料の減額・免除の基準について、公
平な受益者負担の観点から見直します。
・見直しについては、各種使用料の改定の時期に合わせます。
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実施項目

主管課（実施課）

42各種使用料の見直し 目標内容 検討 検討・実施       実施

実施状況 検討 検討 検討 検討 検討

主管課
効果額
（千円）

― ― ― ― ―

行財政改革推進室

財政課

関係各課

【平成30年度】

【平成26年度】
・使用料の見直しについては、消費税が10％となる時期に合わせて見直しを行う。

【平成27年度】
・各課へ使用料の現況調査を実施した。

【平成28年度】
・使用料の見直しについては、消費税が10％となる時期に合わせて見直しを行う。

【平成29年度】
・消費税率の引き上げ時期に併せて見直す予定であり、平成２９年度については具体的な取組みは行って
いない。

実　施　内　容　等

・各種使用料等は消費税率の引き上げ時期に併せて見直す予定のため、使用料・手数料等現況調書及び
設定調書の作成・提出を各課に依頼した。

具体的な手法
及び考え方

・消費税の増税等、社会経済情勢の変化等を勘案し、受益者
負担の適正化の観点から、各種使用料の見直しを行います。
・見直しについては、消費税が１０％となる時期に合わせて行
います。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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　　(3)補助金等の整理合理化及び用途の適正化

実施項目

主管課（実施課）

43補助金の整理合理化及
び用途の適正化

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 420 289 1,218 16,086 14,292

財政課

市民協働課

【平成30年度】

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・市補助金等審議会において、補助金の公正かつ効果的な使用、使途の適正化などの観点での審査を実
施し、公平性、透明性の向上を図った。
　31団体への補助総額　52,603千円（420千円増、シルバー・社協を除く）

【平成27年度】
・市補助金等審議会において、補助金の公正かつ効果的な使用、使途の適正化などの観点での審査を実
施し、公平性、透明性の向上を図った。
　31団体への補助総額　51,894千円（709千円減、シルバー・社協を除く）
・市民活動支援事業（市民提案事業）について、募集要項により、その他の運営補助制度との区分を整理し
た。

【平成28年度】
・市補助金等審議会において、補助金の公正かつ効果的な使用、使途の適正化などの観点での審査を実
施し、公平性、透明性の向上を図った。
　30団体への補助総額　50,965千円（1,218千円減、シルバー・社協を除く）
・国際交流協会補助金を精査し、H28に減額した。

【平成29年度】
・市補助金等審議会の審査対象を見直すと共に、交付する補助金について公正かつ効果的な使用、使途
の適正化などの観点から審査し、公平性、透明性の向上を図った。
28団体への補助総額　30,097千円（16,086千円減、シルバー・社協を除く）

・市補助金等審議会の審査対象を見直すと共に、交付する補助金について公正かつ効果的な使用、使途
の適正化などの観点から審査し、公平性、透明性の向上を図った。
28団体への補助総額　37,891千円（14,292千円減、シルバー・社協を除く）

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、透明性の向上を図ります。
・必要に応じて、前年度補助金の精算による返還を実施しま
す。
・市民活動支援事業等の市民活動団体への補助制度との整
合性が図られるよう努めます。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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実施項目

主管課（実施課）

44外郭団体補助金の適正
化

目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 3,500 △ 3,500 △ 5,351 △ 2,648 △ 1,000

社会福祉課

介護長寿課

【平成30年度】

・社会福祉協議会については、補助金の主な使途である人件費について、算出根拠を精査し、額の適正化
を図った。また、自主財源の確保に関して、市からの受託料収入は国県補助金を財源としていることから、
算出根拠を精査し、内容の適正化を図った。
・シルバー人材センターについては、Ｈ２５年度から運営を会員相互で行うことに決定しており、人件費削減
を継続している。

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・社会福祉協議会については、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。　H26年度 60,000千円（前年比3,500千円増）
・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を決定し人件費削減を継続して
いる。　H26年度 6、000千円（前年同額）

【平成27年度】
・社会福祉協議会については、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。　H27年度 60,000千円（前年同額)
・シルバー人材センターについては、昨年度の活動を継続している。H27年度 6,000千円（前年同額）

【平成28年度】
・社会福祉協議会については、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。　H28年度 60,000千円（前年同額)
・シルバー人材センターについては、市派遣職員人件費の増による補助金額増。H28年度 7,851千円

【平成29年度】
・社会福祉協議会については、自主財源の確保（受託料収入の増加）により、補助金額を削減（前年度比
3,000千円減）した。
・補助金の主な使途である人件費の管理のため、適正な正規職員数について協議した。
・社会福祉法人への監査を実施し、法人の適正運営について指導した。
・シルバー人材センターについては、Ｈ29年度からＨ25年度より2,148千円増額の補助金額8,148千円とし
た。
増額については、全額市派遣職員分人件費である。

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
務状況及び職員数を精査し、より一層適正な補助金の支出を
図ります。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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　（４）公債費及び特別会計繰出金の抑制

実施項目

主管課（実施課）

45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 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 52,723 △ 181,083 △ 38,867 79,217 △ 487,182

　　財政課
市債残高
（億円）

168 170 170 170 174

実　施　内　容　等

【平成30年度】
・市債残高　  平成30年度17,442,189千円
・公債費（元金償還額）と市債発行額（借入額）
　平成30年度　1,684,527千円　2,171,709千円
　平成25年度　1,716,609千円　1,529,796千円
　実質公債費比率　3.8％

年度 H26 H27 H28 H29 H30

【平成26年度】
・市債残高　  平成26年度16,814,276千円、平成25年度16,761,552千円
・公債費及び市債発行額　　公債費（元金償還額）と市債発行額（借入額）
　平成26年度 1,690,706千円 1,743,429千円、平成25年度 1,716,609千円 1,529,796千円、
 　実質公債比率　7.8％

【平成27年度】
・市債残高　  平成27年度16,995,358千円
・公債費及び市債発行額　　公債費（元金償還額）と市債発行額（借入額）
　平成27年度 1,491,298千円 1,672,381千円、平成25年度 1,716,609千円 1,529,796千円、
 　実質公債比率　7.2％

※対比基準年の平成25年度は緊急経済対策の国庫補助金等で対応できた普通建設工事が、平成26以降
は通常の普通建設工事（土木）となり、従前の起債対応の水準に戻った。

【平成28年度】
・市債残高　  平成28年度17,034,225千円
・公債費及び市債発行額　　公債費（元金償還額）と市債発行額（借入額）
　平成28年度 1,572,396千円 1,611,263千円、平成25年度 1,716,609千円 1,529,796千円、
 　実質公債比率　6.5％

【平成29年度】
・市債残高　  平成29年度16,955,007千円
・公債費及び市債発行額　　公債費（元金償還額）と市債発行額（借入額）
　平成29年度 1,653,523千円 1,574,306千円、平成25年度 1,716,609千円 1,529,796千円、
 　実質公債比率　4.7％

具体的な手法
及び考え方

・道路や学校施設等に係る整備を計画的に進めるために必要
な財源を確保する一方、将来世代への負担を過度に増加させ
ることの無いよう市債発行の抑制を図ります。
・実質公債費比率については、平成２０年度水準である１４％を
超過することの無いように努めます。
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実施項目

主管課（実施課）

46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 実施

主管課
効果額
（千円）

△ 33,876 △ 79,222 △ 131,288 △ 199,912 △ 195,720

財政課

環境課

介護長寿課

保険課

都市計画課

下水道課

【平成30年度】

H29 H30

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りま
す。
・特に下水道事業及び農業集落排水特別会計は、将来負担を
見据えた市債の計画的発行など、中長期的な財政計画に基づ
く事業運営を図ることで、一般会計からの繰出金の抑制を図り
ます。

実　施　内　容　等年度 H26 H27 H28

【平成26年度】
・総計 2,020,846千円（増33,876千円）…対平成25年度決算比
　国保 417,067千円（増 18,376千円）/下水  570,588千円（増 29,859千円）※震災分を除く
　農集 225,320千円 (減 40,444千円)、介護 584,661千円(増20,648千円)
　上菅谷 109,141千円 （減 905千円）、後期高齢 114,069千円（増6,342千円）
＜国保＞ 医療費（調剤）抑制のためジェネリック医薬品の使用率向上を促す、医薬品差額通知書を発送し，啓発に
努めた。（H27年3月対象者500名へ発送）/＜下水道・農集＞ 下水道の建設改良費及び維持管理費に充当可能な自
主財源を確保するため、負担金・分担金や使用料の収納率向上に努めた。/＜介護＞ ケアプラン点検・縦覧点検・給
付費通知の発送などを実施し、介護給付費の適正化に努めた。

【平成27年度】
・総計　 2,066,192千円（増 79,222千円）…対平成25年度決算比
　国保   414,783千円（増 16,092千円）　下水  540,850千円（増 121千円）※震災分除く
　農集   276,764千円 (増 11,000千円)※震災分除く、介護 610,762千円(増 46,749千円)
　上菅谷 105,350千円 （減  4,696千円）、後期高齢 117,683千円（増9,956千円）

 ＜国保＞ 平成26年度と同じことを継続（Ｈ28年３月対象者578名へ発送）/<介護>平成26年度と同じことを継続/<都
市計画>(上菅谷特会) 30年度の事業完了に向け確定測量や換地処分の準備をした。

【平成28年度】
・総計　 2,118,258千円（増131,288千円）…対平成25年度決算比
　国保   458,383千円（増 59,692千円）　下水  505,101千円（減 35,628千円）
　農集   287,169千円 (増 21,405千円)、介護 614,413千円(増 50,400千円)
　上菅谷 134,335千円 （増 24,289千円）、後期高齢 118,857千円（増11,130千円）

【平成29年度】
・総計　 2,186,882千円（増199,912千円）…対平成25年度決算比
　国保   458,313千円（増 59,622千円）　下水  567,182千円（増 26,453千円）
　農集   281,528千円 (増 15,764千円)、介護 627,531千円(増 63,518千円)
　上菅谷 130,386千円 （増 20,340千円）、後期高齢 121,942千円（増14,215千円）

＜国保＞医療費等を抑制するために、かかった医療費を個別に通知する医療費通知や後発（ジェネリック）医薬品に
切り替えた場合の差額が分かる差額通知を送付し、趣旨の普及促進及び特定健診実施医療機関などの市内施設に
特定健診のPRポスターを掲示し、受診勧奨を実施した。
＜介護＞ ケアプラン点検・縦覧点検・給付費通知の発送などを実施し、介護給付費の適正化に努めた。

・総計　 2,182,690千円（増195,720千円）…カッコ内は対平成25年度決算比
　国保   456,885千円（増 58,194千円）　下水  595,841千円（増 55,112千円）
　農集   259,058千円(減 6,706千円)、介護 650,835千円(増 86,822千円)
　上菅谷 96,437千円（減 13,609千円）、後期高齢 123,634千円（増 15,907千円）

＜国保＞
・医療費の適正化のため医療費通知やジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額を通知する差額通知を送付し
た。
・生活習慣病予防のため、特定健診の受診率の向上のための受診勧奨の取組みを実施した。
・H30から常陸大宮薬剤師会との協定により家庭の残薬解消に向けた取組みを推進した。
＜介護＞
・ケアプラン点検・縦覧点検・給付費通知の発送などを実施し、介護給付費の適正化に努めた。
＜下水＞
・基金繰入金による対応をした。
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　　(５)公共工事コストの縮減

実施項目

主管課（実施課）

47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 実施

主管課 実施件数(件) 1 1 1 1 1

財政課

具体的な手法
及び考え方

・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きます。

【平成26年度】
・総合評価落札方式を1件実施した。
　総合評価落札方式は価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり、価格に加えて、企業の施工能力
や配置予定技術者の能力などにより技術力等を評価し、価格以外の要素を含めて総合的に評価する落札
方式。

【平成27年度】
・総合評価落札方式を1件実施した。

【平成28年度】
・総合評価落札方式を1件実施した。

【平成29年度】
・総合評価落札方式を1件実施した。

【平成30年度】
・総合評価落札方式を1件実施した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 実　施　内　容　等
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実施項目

主管課（実施課）

48電子入札の導入 目標内容 実施

実施状況 実施 実施 実施 実施 実施

主管課 実施件数(件) 21 157 171 175 187

財政課

実　施　内　容　等

【平成26年度】
・建設工事16件、建設コンサル業務委託5件について実施した。

【平成27年度】
・建設工事107件、建設コンサル業務委託50件について実施した。

【平成28年度】
・建設工事121件、建設コンサル業務委託50件について実施した。

【平成29年度】
・建設工事128件、建設コンサル業務委託47件について実施した。

【平成30年度】
・建設工事１４１件、建設コンサル業務委託４６件について実施した。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

具体的な手法
及び考え方

・電子入札システムを導入し、入札制度の透明性と公平性を確
保します。
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進捗評価

評価基準 件数 点数 件数 点数 件数 点数 件数 点数 件数 点数

A すべて実施した（すべて完了した） (10点) 3件 30点 4件 40点 6件 60点 15件 150点 16件 160点

B ほぼ実施した（ほぼ完了した） (7点) 16件 112点 15件 105点 15件 105点 15件 105点 14件 98点

C 一部実施した（一部完了した） (5点) 21件 105点 21件 105点 22件 110点 14件 70点 15件 75点

D あまり実施できなかった（検討にとどまった） (3点) 5件 15点 5件 15点 2件 6点 2件 6点 2件 6点

E 実施できなかった（検討も進まなかった） (0点) 3件 0点 3件 0点 3件 0点 2件 0点 1件 0点

合計(評価点数満点：480点[評価項目 48件]) 48件 262点 48件 265点 48件 281点 48件 331点 48件 339点

進捗率(%) 54.58% 55.21% 58.54% 68.96% 70.63%

平成30年度 進捗評価

評価基準 件数

A すべて実施した（すべて完了した） 16件

B ほぼ実施した（ほぼ完了した） 14件

C 一部実施した（一部完了した） 15件

D あまり実施できなかった（検討にとどまった） 2件

E 実施できなかった（検討も進まなかった） 1件 41 施設使用料減免規定の見直し

2 公立保育所の民営化、10 パブリックコメントの実施、14 行政評価結果における外部評価の実施、16
幼稚園の統廃合、18 しどりの湯保養センターの有効活用、20 給食センターの統合、21 消防署の統合・
組織体制の見直し、23 派遣研修・人事交流の実施、28 セキュリティポリシーの遵守、29 施策・事務事
業の評価及び評価結果の公表、30 実施計画・予算編成・行政評価の連携、31 適正な定員管理、33 職員
給与等の公表、36 広告料の確保、37 幼稚園保育料の見直し、38 未利用財産の活用と処分

3 民間委託における競争環境の維持、5 協働のまちづくりの推進、6 審議会等委員の公募、9 市民ボック
スの活用、12 市政情報等の公開、13 まちづくり出前講座の充実、17 小学校空き校舎等の有効活用、22
職員研修の充実強化、24 人事評価制度の導入、26 自治体クラウドの推進・活用、34 市税・各種使用料
等の徴収率の向上、43 補助金の整理合理化及び用途の適正化、44 外郭団体補助金の適正化、48 電子入
札の導入

1 民間委託の推進、4 指定管理者制度の活用、7 審議会等へ女性委員の登用、8 ふれあい座談会の推進、
11 市民活動団体事務の自立化、15 組織機構の見直し、19 浄水場の統廃合、25 茨城県市町村共同システ
ムの周知・活用、27 番号制度の推進・活用、32 嘱託・臨時職員の適正活用、40 借地の見直し、42 各種
使用料の見直し、45 市債発行の抑制、46 特別会計繰出金の抑制、47 工事成績表の有効な活用

35 学校体育施設の有料化、39 公用車の見直

実施項目

平成30年度
評価

平成26年度
評価

平成27年度
評価

平成28年度
評価

平成29年度
評価
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