
龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　
No １ 取組項目 広報紙・ホームページの充実

推進担当課 秘書広聴課情報政策課

現状と課題

　市からの主な情報発信としては，広報紙やホームページで実施している。特にホーム
ページにおいては，毎月ホームページ作成等の研修会を実施しているほか，課の日常業
務を綴ったブログを 9課で開設し，情報発信に努めている。
　市役所からの情報発信に対する満足度は約 7割の状況であり，今後も市民満足度を向
上させる必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

分かりやすさに重点を置いた広報紙・ホー
ムページの作成 実施

各課等への広報担当の配置
配置

ホームページ作成等の研修会の開催
（職員の作成能力向上） 開催

課等のブログ数の拡充
拡充

達成水準
ホームページのアクセス数が平成 20年度比で 50％アップし，市からの情報発信に対する
市民満足度が向上されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度
・分かりやすさに重点を置いた広報紙・ホームページの作成
　広報紙及びホームページを作成する際は，市民に分かりやすい内容になるよう努めた。また，ホームペー
ジはタイムリーな情報の提供及び見やすい配置等に努めた結果，平成 20 年度比で 2.8 倍となった（ホーム
ページのアクセス件数　平成 20 年度：405,725 件，平成 21 年度：763,134 件，平成 22 年度：1,141,543 件）。
　このほか，広報紙「りゅうほー」については，事業仕分けの結果「改善」となったことから，今後の方向性に
ついて検討した。
・各課等への広報担当の配置
　各課等への広報担当の配置について，平成 23 年度からの実施に向け検討した。
・ホームページ作成等の研修会の開催
　障がい者や高齢者等のユーザーに配慮したホームページとするため，ホームページ・ウェブ・アクセシビリ 
ティ研修会に参加した。さらに，市内小中学校の教諭を対象にホームページ作成等の研修会を開催した。
・課等のブログ数の拡充
　課等のブログについては，前年度と比較し 1 課増の 10 課が取組，ブログ数も 13 件となり，様々な情報の
発信を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度
・分かりやすさに重点を置いた広報紙・ホームページの作成
　引き続き，広報紙及びホームページを作成する際は，市民に分かりやすい内容になるように努める。　
　また，広報紙については，現在の月 1 回発行している「りゅうほー」と月 2 回発行している「りゅうほーお知ら
せ版」を平成 24 年度から統合し，月 2 回発行へと見直しを図る。そのため，掲載基準等を新たに定めるととも
に，より分かりやすい紙面作成を検討する。
・各課等への広報担当の配置
　IT 推進リーダーに，情報発信のパイプ役となる広報担当を位置づけ，各課からの情報提供を依頼する。
・ホームページ作成等の研修会の開催
　平成 23 年 6 月に市内小中学校の教諭を対象にホームページ作成等の研修会を開催し，ホームページの
充実を図る。
　また，各課のホームページの一層の充実を図るため，広報紙に掲載する記事は各課のホームページにも関
連記事を掲載する。このほか，情報の発信及び削除等に関するルールの明確化について検討する。
・課等のブログ数の拡充
　今後も各課で更新しているブログの充実を図る。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

No ２ 取組項目 情報提供手段の見直し

推進担当課 企画調整課企画課・秘書広聴課情報政策課

現状と課題

　市からの主な情報発信としては，広報紙・ホームページのほか，チラシや回覧板により，
情報の提供に努めており，公民館などの公共施設にも広報紙やチラシ，ポスターなどの紙
媒体を掲示している。
　しかしながら，情報量は増加したものの，市民との情報の共有までには至っておらず，市
民に情報を伝える手段の検討が必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな情報発信手法の構築
構築 運用

ショッピングセンターなど，民間の施設など
への情報発信箇所の拡充 協議 拡充

広報紙等の設置箇所の拡充
検討 拡充

達成水準 情報提供手段が充実され，市からの情報発信に対する市民満足度が向上されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・新たな情報発信手法の構築

　新たな情報発信手法のひとつとして，市政情報モニターの設置及び運営について検討を行った。

　なお，市政情報モニターとは，広告関連事業者との共同事業であり，市役所等にモニターを設置し，行政

情報及び民間事業者の広告を放映するものである。

・ショッピングセンターなど，民間の施設などへの情報発信箇所の拡充

　設置場所の検討及び掲示板の活用など，実施に向けた手法の検討を行った。

・広報紙等の設置箇所の拡充

　広報紙等の設置箇所の拡充について，公共施設以外に新たに広報紙を設置する箇所の検討を行ったが，

結論を得るまでには至らなかった。

※市からの情報発信に対する市民満足度　平成 20 年度：67.0％，平成 22 年度：72.1％

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・新たな情報発信手法の構築

　市政情報モニターの設置及び運営に向け，実施主体となる広告関連事業者の公募を行う。

　モニターの設置及び運営時期については，平成 24 年 1 月を予定とする（モニターの設置箇所は，市役所，

西部出張所，東部出張所及びたつのこアリーナ）。

・ショッピングセンターなど，民間の施設などへの情報発信箇所の拡充

　設置場所の意向確認と情報発信手法を検討する。また，各コミュニティセンターへ情報掲示板を設置するこ

とを検討中。

・広報紙等の設置箇所の拡充

　広報紙等の設置箇所を増やすにあたって，コンビになど民間施設に対する意向調査を実施して対応する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　
No ３ 取組項目 行政情報コーナーの充実

推進担当課 総務課情報政策課

現状と課題

　市の行政情報に対する透明性の向上を図るため，平成 11年度に市役所 3階に行政資
料閲覧室を設置し，平成 19年度には市役所 1階に市民情報コーナーを設置した。
　市庁舎１階の情報コーナーは利用者が増えているが，3階の行政資料閲覧室について
は市民がより利用しやすい整備を行うほか，新たな行政情報コーナーの設置など充実を図
る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

既存の行政情報コーナーのリニューアル
検討 リニューアル

新たな行政情報コーナーの設置
検討 設置

達成水準 既存の行政情報コーナーを見直し，新たな行政情報コーナーが開設されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・既存の行政情報コーナーのリニューアル

　市民の利便性の向上を図るため，市役所 1階の行政情報コーナー及び 3階の行政情報閲覧室の行政情

報資料を整理し，積極的な情報提供を行った。

・新たな行政情報コーナーの設置

　平成 23 年 9月に市役所１階の改修工事が予定されていることから，行政情報コーナーの配置場所につい

て検討した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・既存の行政情報コーナーのリニューアル

　市役所 1階にある行政情報コーナーについては，パソコンを活用し，今まで以上に行政情報の積極的な提

供に努める。

　また，3階の行政情報閲覧室については，提供情報の充実や検索機能を強化する観点から，パソコンの設

置について検討する。

・新たな行政情報コーナーの設置

　平成 23 年 9月の市役所１階の改修時に，今まで以上に市民が利用しやすい行政情報コーナーとなるよう

配置する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　
No ４ 取組項目 行政出前講座の充実

推進担当課 秘書広聴課情報政策課

現状と課題

　市政情報などを伝えるため，平成 14年度から行政出前講座を実施している。市民からの
申込状況や講座メニューについては大きな変化はないが，積極的に出向く姿勢や講座内
容の充実を図る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

講座メニュー等の充実
検討 実施

地区単位での定期的な説明会（講座）の開
催 検討 開催

実績の紹介なども含めたＰＲの拡充
拡充

達成水準 講座の開催回数と利用者の増加が図られています（利用者数 30％アップを目標）。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・講座メニュー等の充実

　行政出前講座のメニューを広報紙及びホームページで周知したが，利用者数は減少した。

※行政出前講座利用者数・開講件数　平成 20 年度：777人・35 件，平成 21 年度：927人・38 件，平成 22 

年度：636人（平成 20 年度比 18％ダウン）・22 件

　また，子ども達を対象とした「龍ケ崎市こども環境教室」については，城南中学校及び中根台中学校から申

し込みがあり，110人の生徒が参加した。

・地区単位での定期的な説明会（講座）の開催

　「ごみダイエットキャラバン 2010」を開催し，市内 13箇所・延べ 235人の市民が参加した。

　また，第 6次総合計画に市民の声を反映させるため，中学校区を単位とする 6地区で市民懇談会を開催

し，延べ 138名の市民が参加した。

　このほか，地区公民館をコミュニティセンターに改めることについて，市内 13箇所（小学校地区）で説明会

を開催した。

・実績の紹介なども含めたＰＲの拡充

　行政出前講座の実績報告を広報紙やホームページに掲載し，PRの拡充に努めた。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・講座メニュー等の充実

　講座メニューについて各課で見直しを進め，市民にとって魅力あるメニューに更新する。

・地区単位での定期的な説明会（講座）の開催

　地区単位での定期的な実施が可能な説明会について，各課に調査を行い実施を検討する。

・実績の紹介なども含めたＰＲの拡充

　職員は，市民や各地区へ積極的に出向いて説明しようという心構えが出来つつある。引き続き，市民にこの

職員の姿勢を周知する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

No ５ 取組項目 タウンミーティングの開催

推進担当課 秘書広聴課

現状と課題

　市民との情報共有を図るにあたり，直接対話形式による意見交換会は，計画策定時など
に限り地域ごとにワークショップや懇談会を実施している。
　市民の貴重な意見を市政に反映させていくためには，市長自ら直接市民と語る機会が必
要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

タウンミーティングの開催
開催

達成水準
地区公民館をベースにタウンミーティングが開催されています。
出された意見やそれに対する考え方が公表されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・タウンミーティングの開催

（１）近隣市（つくば市，守谷市，稲敷市，牛久市）の取組状況を調査し，タウンミーティング内容の検討を

行った。

（２）市民懇談会の実施

①第 6次総合計画に市民の声を反映させるため，中学校区を単位とする 6地区で市民懇談会を開催し，延

べ 138名の市民が参加。

②「ごみダイエットキャラバン 2010」を開催し，市内 13箇所・延べ 235人の市民が参加した。

③「市長室へようこそ」の開催（平成 22 年 12 月 20 日　砂町長寿会）。

④たつのこ父母の会（私立幼稚園の父母代表）との懇談会の実施（平成 23 年 2 月 22 日，市役所 5階第一

委員会室）。　

⑤その他の懇談会へ出席（小唄保存会，各地区子ども会，商工会，商工会青年部，こどもを守る 110番の

稲の会，PTA総会，各地区区長会，自主防災組織連絡協議会，青色申告会，板橋環境整備委員会，法

人会龍ケ崎地区，つくばの里工業団地運営協議会等々の各種団体）。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・タウンミーティングの開催

　長寿会及び子育て中の父母（保育所や幼稚園）等を招いて「市長室へようこそ」を定期的に開催する。

　また，小学校区を単位とする 13地区で，第 6次総合計画（素案）に対する市民懇談会，「ごみダイエットキャ

ラバン 2011」を開催する。

　このほか，市長が出席する懇談会等で寄せられた意見や提言等について整理を行い，市政に反映させる。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ６ 取組項目 主要な施策の成果公表

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　平成 21年度に，従来の「事業報告書」のあり方の見直し，主要な施策・事務事業の実績
や成果，コスト情報等を掲載した「主要施策の成果報告書」としてリニューアルし，市公式
ホームページや各公民館等で公表している。
　今後も，行政活動に対する市民の理解・納得を得るため，適宜，改善を加えながら，成果
やコスト等の「分かりやすい情報の発信」に取り組んでいく必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

主要施策の成果報告書の作成・公表と
分かりやすさの向上 改善を加えながら実施

達成水準 毎年度，主要施策の成果報告書が分かりやすく作成され，公表されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・主要施策の成果報告書の作成・公表と分かりやすさの向上

　平成 21 年度にリニューアルした「主要施策の成果報告書」は，当該事業に係る事業費に人件費を加味す

ることで，可能な限りトータルコストで示した。

　平成 22 年度においては，「市民一人当たり」の単位コストや「利用者一人当たり」など，当該事業に適した

コスト等を表記するとともに，表や画像などを掲載することで，市民に分かりやすい内容で作成した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・主要施策の成果報告書の作成・公表と分かりやすさの向上

　主要施策の中でも特に市民の関心の高い事業を中心に掲載し，掲載対象事業数の増加を図る。

　また，掲載事業の活動実績や成果の公表に当たっては，表や数値を用いる等，内容の分かりやすさに一層

努める。

　このほか，掲載事業が計画策定や道路整備事業の場合には，計画書の表紙や工事場所の地図を表記す

る等，より視覚的な分かりやすさに配慮しながら作成する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　　　
No ７ 取組項目 市民が知りたい市政情報の提供

推進担当課 企画調整課企画課・秘書広聴課情報政策課

現状と課題

　行政情報については，広報紙やホームページにて適宜，発信している状況である。
　また，市政に関する情報発信を行うにあたり，定期的な新聞記者へのプレス発表を充実
させるため，平成 21年度からパブリシティ会議を実施している。
　今後も市民に知ってほしい政策の情報やタイムリーなニュースを提供していくことが必要
である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市民向け政策情報誌の発行
企画・立案 発行

新聞記事掲載など，パブリシティ（広報）の
充実 充実

達成水準
市政のタイムリーな情報が新聞に掲載されたり，政策情報誌の発行により，市の施策が分
かりやすく市民に提供されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市民向け政策情報誌の発行

　当該取組事項については，近隣では取手市が政策情報誌「蘖（ひこばえ）」を年 4 回発行している。広報

紙発行の見直しとともに，より分かりやすい政策情報誌の検討を行った。

・新聞記事掲載など，パブリシティ（広報）の充実

　各部の幹事課等職員を中心とした「パブリシティ戦略会議」を毎月 2 回程度，開催した。その後，市内のタ

イムリーな話題を新聞記者に提供した結果，平成 22 年度は 77 件の情報提供に対し，27 件の情報が新聞

に掲載された（掲載率 35％）。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市民向け政策情報誌の発行

　現在の広報紙「りゅうほー」やお知らせ版とは異なる，市の政策・施策等を中心とした「政策情報誌」の発行

に向けた検討を行う。平成 24 年度の本格的な発行に向け，平成 23 年度は試行的に 1，2 回の発行を行う。

・新聞記事掲載など，パブリシティ（広報）の充実

　「パブリシティ戦略会議」のメンバーを更新し，引き続き毎月 2 回の戦略会議を開催する。その上で毎月の

定例記者会見において情報提供し，マスコミを通じて市の活動を広くＰＲする。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　
No ８ 取組項目 広聴制度の構築

推進担当課 秘書広聴課

現状と課題

　市民から市政について寄せられる声としては，市長への手紙などの紙媒体や E-mailによ
る電子媒体により常時受付をしており，これらの声を市政運営の参考としているが，反映さ
れる仕組みは十分とは言えず，市民もどのような声が寄せられ，どのような対策が講じられ
ているかなどを詳しく知ることができない。
　市民から寄せられる声を幅広く聴き，反映する仕組みを充実させる必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市民から寄せられる意見・要望に係るデー
タベースの共有 共有

市民から寄せられる意見・要望と対応策の
公表 調整 公表

達成水準

市民の声を改革の視点で捉え，組織間で情報を共有するとともに，対応・改善が図られて
います。また，意見・要望や対応状況についてはホームページ等により市民に公表されて
います。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市民から寄せられる意見・要望に係るデータベースの共有

　市民から寄せられる意見・要望等とその回答について，データベース化を行った。　

・市民から寄せられる意見・要望と対応策の公表

　市民から寄せられた意見・要望と対応策の公表について協議を行ったが，具体的な調整を行うまでには至

らなかった。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市民から寄せられる意見・要望に係るデータベースの共有

　平成 22 年度にデータベース化した意見や要望等とその回答を，市職員に公表する手段について検討を進

める。

・市民から寄せられる意見・要望と対応策の公表

　寄せられた市民の意見を市政に反映させる仕組みについて検討を進め，その対応策について市民に公表

していく。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　
No ９ 取組項目 市民満足度調査・市民アンケートの定期的な実施

推進担当課 企画調整課企画課・秘書広聴課

現状と課題

　多様化・高度化する市民ニーズに的確に対応するため，定期的にまちづくり市民アン
ケートを実施している。
　また，新たな計画立案などの際にも，その都度市民アンケートを実施しているが，庁内全
体での連携・調整はとれていない状況である。所管ごとの取組と全庁的な仕組みを整理し，
計画や事業に効果的に反映させていく必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな市民アンケート制度の構築
構築 運用

広報紙及びインターネットを活用したアン
ケート調査の実施 実施

達成水準
新たな市民満足度・市民アンケートの実施に関するシステムが構築され，運用されていま
す。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・新たな市民アンケート制度の構築

　第 6次総合計画の策定に向けて，市が実施している施策やサービスに対する市民の満足度を把握するた

め，市民まちづくりアンケートを実施した（市内在住の市民を対象に 4,000名抽出・回答率 41.6％）。

　さらに，新たな市民アンケートについて，平成 23 年度からの運用に向け検討したが，制度の構築までには

至らなかった。

・広報紙及びインターネットを活用したアンケート調査の実施

　広報紙に関するアンケート調査を平成 23 年 2 月に広報紙及びホームページで実施した。ホームページで

のアンケートは「いばらき電子申請・届出サービス」を利用し，集計を行った。

　その結果，はがきやアンケート用紙による回答が 229件，ホームページでの回答が 48 件，合計 277 件の

回答を得た。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・新たな市民アンケート制度の構築

　広報紙とホームページでのアンケートを推進し，市民の声の把握に努める。

　また，ホームページでアンケートを実施する際に利用する「いばらき電子申請・届出サービス」の操作方法に

ついて各課へ周知し，新たな利用を促進する。

・広報紙及びインターネットを活用したアンケート調査の実施

　本年度からの運用に向け，新たなアンケートの実施に関する仕組みを構築する。

　また，東日本大震災に対して，広報紙またはインターネット等を活用し，アンケートを実施する予定である。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　　
No １０ 取組項目 市政モニター制度の再構築

推進担当課 秘書広聴課

現状と課題

　市政に関する自由で清新な意見を聴き，市民参加による市政を構築するため，昭和 58
年に市政モニターの設置及び運営規程を整備した。
　しかしながら，現在のところ市政モニターは休眠状態となっており，市民の声の把握や市
民との協働を推進するために同制度を再構築する必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな市政モニター制度の構築
構築 運用

達成水準
新たな市政モニター制度が構築され，定期的に市民の声を把握し，市政に反映されてい
ます。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・新たな市政モニター制度の構築

　新たな広聴システムの構築について検討を行い，市民懇談会の開催，市民アンケートの充実などの案が

出された。

　

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・新たな市政モニター制度の構築

　市民との対話機会の拡充や定期的なアンケートの実施など，新たな広聴システムを具体的に構築し，運用

する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　
No １１ 取組項目 地域担当職員制度の導入

推進担当課 市民協働課・総務課・企画調整課企画課・中央公民館・社会福祉課・交通防災課

現状と課題
　地域との密接な連携や協働を効果的に取り組むためには，地域と行政を円滑に繋ぐパイ
プ役が必要であり，情報や課題を共有しながら地域の発展を目指す必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

地域担当職員に関する制度の構築
制度構築

一部運用 運用

達成水準 地域担当職員制度に関する規程が制定され，地域担当職員制度が運用されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・地域担当職員に関する制度の構築

　本市が目指すべき新たな地域コミュニティの構築にかかる住民へのアプローチ方法，さらに地域担当職員

制度等について検討し，12 月庁議に説明した。

　

　　今後の取組方針　　

○平成２３年度

・地域担当職員に関する制度の構築

　（１）課題の整理

　（２）制度設計

　（３）地域コミュニティのモデル地区での制度試行

　

　※災害時の地域担当職員については，今年度中に構築できるよう，早急に検討を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No １２ 取組項目 人事評価制度の推進

推進担当課 人事課総務課

現状と課題

　平成 18年度より全職員を対象とした人事評価制度を試行的に導入しており，業績評価，
意欲評価，能力評価によって人材育成に活用している。
　評価にあたっては第 1次評価者と第 2次評価者の 2重体制により評価を行っているが，
評価結果に対する透明性・納得性を高めるため，評価体制の充実を図る必要がある。
　また，現段階では研修による評価スキルの向上に重点を置いているところであり，制度の
目的の一つである処遇への反映には至っていない。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

評価力向上のための研修の実施
実施

評価と処遇が連動される仕組みの構築
構築 運用

達成水準 昇格や昇給など処遇に反映させるための評価制度（仕組み）が運用されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・評価力向上のための研修の実施

（１）人事評価制度（評価者）研修会

　　　講　師：日本マネジメント協会福島淳先生（以下同じ。）

　　　内　容：昨年度評価の総括，事実の収集と記録記入の仕方，評価実習，目標設定面談の留意点，面

　　　　　　　　談に関しての問題解決実習

（２）人事評価制度（主査・係長）研修会

　　　内　容：人事環境の変化，人事評価実習，目標管理とスケジュール管理の留意点，目標設定，実習，

　　　　　　　　職場活性化の考え方

（３）人事評価制度（評価者）研修会

　　　内　容：人事院勧告・県内自治体の動き＆仕事管理の強化，期末留意点，「3」と「4」の実習，ビデオ実

　　　　　　　　習，面談の実際

・評価と処遇が連動される仕組みの構築

（１）人事評価結果の処遇（勤勉手当）への具体的反映基準の作成

（２）評価結果に基づくシミュレーションの実施

（３）人事評価実施要綱の作成，関係規則の改正（3 月に公布）

（４）平成 22 年度評価結果（速報値・確定値）の確認，問題点の検証

（５）被評価者本人への評価結果開示内容の検討　

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・評価力向上のための研修の実施

　昨年度同様のメニューで研修を実施する。

・評価と処遇が連動される仕組みの構築

　（１）チャレンジ加点制度の検討

　（２）機構改革（グループ制導入）に伴う制度改正の検討

　（３）昇給・昇格への反映内容の検討

　（４）外郭団体の人事評価制度の導入に向けた検討
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No １３ 取組項目 資格取得支援制度の創設

推進担当課 人事課総務課

現状と課題

　近年では市民との協働を進めていく観点から防災関連や救命関連などについて，知識
や資格等が必要なケースが生じている。
　また，市の業務には特殊資格を必要とするケースがあり，その一例としては，施設管理事
務所での大型車や重機など特殊作業車を取り扱うケースがある。
　職員自ら専門性を発揮して業務に取り組むケースが多くなることが予測され，市の業務
に欠かせない資格の整理を行いながら支援制度も検討すべきである。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市の業務に必要な資格取得への支援制度
の構築 構築 運用

達成水準 市の業務に必要な資格取得への支援制度が運用されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市の業務に必要な資格取得への支援制度の構築

　（１）「龍ケ崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則」（平成 23 年 4 月 1 日施行）を制定し，職

務に関連する資格試験を受験する場合，職務に専念する義務が免除される規定を新たに設けた。

　（２）「龍ケ崎市職員の資格取得の支援に関する基準」を定め，40 の資格（秘書技能検定，車両系建設機

械など）を対象と設定して職員の資格取得を支援した。

　

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

　・市の業務に必要な資格取得への支援制度の運用

　　（１）資格取得支援制度の周知。

　　（２）資格取得支援制度の利用状況の把握。

　　（３）対象資格の拡充の検討。

　　

13



龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No １４ 取組項目 多様な人材確保

推進担当課 人事課総務課

現状と課題

　今後，市職員数が減少していく状況の中で，新たな課題等に対応していくためには，市
職員の資質向上を図るとともに，専門的な資格を有する職員や嘱託員など，多種多様な分
野に精通する人材を確保する必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

スペシャリストとしての専門人材の育成
実施

多様な行政需要に応えるための専門職員
の採用 実施

嘱託職員等の有効活用
検討 活用

達成水準 新たな課題や職員数減少をカバーできる専門人材が確保され，活用されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度　

・スペシャリストとしての専門人材の育成

　専門的な知識・技能の向上を目的とした 18 の専門研修（エネルギー管理講習，情報化セミナーなど）に 

述べ 51 日間，27名の職員が参加した。

・多様な行政需要に応えるための専門職員の採用

　平成 22 年度に保健師 2名を採用し，健康増進課に配置した。

・嘱託職員等の有効活用

　国の緊急雇用創出事業及び重点分野雇用創出事業を活用し，嘱託職員等の有効活用を図った。

※嘱託員・臨時職員数　延べ 376人

　　今後の取組方針　　

○平成２３年度　
・スペシャリストとしての専門人材の育成

　専門的知識や技能の向上に特化した研修へ計画的に参加する。また，刈払機取扱講習会などの研修会を

開催する。

・多様な行政需要に応えるための専門職員の採用

　任期付職員採用制度など，専門性を必要とする職種への弾力的な任用制度の検討を行う。

・嘱託職員等の有効活用

　正規職員と非正規職員の役割を整理し，適正な配置を行う。

　また，東日本大震災により本市に非難している被災者の就労を支援するため，嘱託職員 2名，臨時職員 1

名を雇用している。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　
No １５ 取組項目 職員研修の充実

推進担当課 人事課総務課

現状と課題

　職員の資質向上のため，階層別研修や人事評価制度に関連する研修のほか，職場内
研修（ＯＪＴ）などを実施している状況である。平成 21年度には市民協働を推進するため，
市民協働に関する研修会を開催している。
　今後も多様化する行政需要に適切に対応するためには，新たな行政運営を進めるべく，
効果的な職員研修の充実を図る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

現場対応型研修の実施
実施

求められる職員像を目標とした研修の実施
検討 実施

達成水準 効果的な研修体制が構築されています。

　

　　取組内容　　
・現場対応型研修の実施，求められる職員像を目標とした研修の実施

　職場対応に即効性のある研修に職員を参加させ，また，職階に応じて求められる職務遂行能力及び監

督・管理者として必要な知識能力を養うため，階層別研修を実施した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度　

・現場対応型研修の実施，求められる職員像を目標とした研修の実施
　行政ニーズに応じた研修や講習会等への参加と実施の検討を行う。職員の自己開発を向上させ，自主研修，通信

研修などの支援制度の検討・広域型の研修による人事交流の促進を行う。

15

研修名 対象職員 研修内容 受講者 研修期間

新任職員研修（前期） 新任職員 人事制度（福利厚生）等 2

新任職員研修（後期） 採用後６か月経過職員 接遇研修等 2

採用後４年経過職員 自治体を取り巻く環境等 14

職員２部研修 採用後８年経過職員 17

職員３部研修 採用後１２年経過職員 29

新任係長研修 新たに係長となった職員 7

現任係長研修 管理職のあるべき姿等 5

新任課長補佐研修 8

現任課長補佐研修 管理職に必要な業務心得等 9

新任課長研修 新たに課長となった職員 地域づくりの視点等 3

現任課長研修 変革時代に求められる管理者像等 2

新任部長等研修 新たに部長となった職員 トップに求められる危機管理等 3 H22.7.29

H22.4.1～7

H22.10.13～15

職員1部研修 H22.9.30～10.1

社会情勢の変化と自治体を取り巻く環
境～行政ＣＳ等

H22.10.5～6

地方分権時代のまちづくり・地域づくり
等

H22.10.18～19

第一線ﾘｰﾀﾞｰの役割・マネジメントの基
本と実践等

H22.7.14～16

係長に昇格後５年以上を経
過した職員

H22.7.1～2

新たに課長補佐となった職
員

職場のメンタルヘルス／交渉・折衝能
力向上

H22.7.14～15
H22.8.19～20
H22.10.13～14
H22.11.4～5

課長補佐に昇格後５年以
上を経過した職員

H22.10.14～15

H22.6.22～23

課長に昇格後５年以上を経
過した職員（参事は除く）

H22.10.28～29



龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No １６ 取組項目 チャレンジできるシステムの構築

推進担当課 人事課総務課

現状と課題

　職員自らが自発的に新たな職務にチャレンジできる環境を整備することで職員のモチ
ベーションなどの向上を図るとともに，職員の資質を高めるため，平成 20年度に職員ＦＡ
制度を策定し，本制度の運用を開始した。本制度においてＦＡ宣言を行える対象は，係長
以上の職員としている。
　しかしながら，平成 20年度において本制度を活用した職員はいなかったため，制度の周
知及び充実を図る必要がある。
　また，職員の中で語学やソフトウェアなどに関連する知識及び能力を有するものを登録し，
必要な職場に派遣する技能職員派遣制度を平成 20年度に制定した。今後も多様な行政
需要に対応するため，制度の充実を図る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな職務にチャレンジできる仕組みの構
築（職員ＦＡ制度の充実等） 構築 運用

技能職員派遣制度の充実（職員の資質向
上と各職場で求められる人材像の公表） 充実

達成水準
職員自らが新たな職務にチャレンジできる環境が整っています。
また，組織間での人材交流がスムーズに運用されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度　

・新たな職務にチャレンジできる仕組みの構築（職員ＦＡ制度の充実等）

　平成 22 年度のＦＡ制度の利用実績はなく，ＦＡ宣言が可能な職員の拡充について検討を行った。

・技能職員派遣制度の充実（職員の資質向上と各職場で求められる人材像の公表）

　登録技能数 11項目／登録職員数 24名 （平成 23 年 5 月 1 日現在）

　制度の説明会（平成 22 年 8 月）を実施したが，平成 22 年度の利用はなかった。

　

　

　　今後の取組方針　　

○平成２３年度　
・新たな職務にチャレンジできる仕組みの構築（職員ＦＡ制度の充実等）

　ＦＡ制度の手法の検証をしながら，制度の周知と利用実績の向上を図る。

・技能職員派遣制度の充実（職員の資質向上と各職場で求められる人材像の公表）

　多様な行政需要に対応するため，職員の中で専門知識を有する者の登録を増加させるとともに，本制度の

利用を促進する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No １７ 取組項目 職員提案制度の推進

推進担当課 企画調整課企画課・人事課総務課

現状と課題

　平成 6年度に職員から建設的な意見を求め，職員の意欲を高めること等を目的に職員
提案制度を創設したが，提案数の減少に伴い，平成 15年度以降は本制度の運用が停止
している状態である。そのため，これまでの制度の課題等を整理し，平成 21年度より試行
という形でリニューアルを行った。
　試行により新たに生じる課題等を改善し，さらなる制度の確立，活性化を図る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな職員提案制度の運用
運用

人事評価制度への反映
検討 反映

達成水準 職員から出された提案の実施により，多方面でその効果が発揮されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・新たな職員提案制度の運用

　平成 22 年度における職員提案制度の運用は，「第 6次総合計画への提言」として，次の 4 つの内容につ

いての提案を募集した。その結果，9件の提言が出され，4 件が採用となった。

※課題テーマ（採用数／提案数）

（１）若者定住促進に向けた施策・事業（2／4）

（２）にぎわいの創出・地域活性化に向けた施策・事業（2／2）

（３）市民協働促進に向けた施策・事業（0／1）

（４）その他の施策・事業（0／2）

・人事評価制度への反映について

　平成 24 年度からの人事評価制度への反映に向け協議を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・新たな職員提案制度の運用

　平成 21 年度に採用されているもので未実施の案件の実施に向け，担当課と協議を行う。　

　本年度もテーマを定めて提案募集を行う。

・人事評価制度への反映

　職員提案制度の運用にあたり，平成 24 年度の人事評価制度への反映を目指し検討を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No １８ 取組項目 積極的なボランティア活動への支援

推進担当課 人事課総務課・市民協働課

現状と課題

　平成 19年度に職員を対象に実施したアンケートでは，ボランティアにかかわる職員の割
合は 40.9％となっている。スポーツ指導者や地域の清掃美化活動などをはじめ，ボラン
ティア活動を行っている職員は年々増えている状況であると認識している。市民によるボラ
ンティア活動が活発化されてきている中で，市職員のボランティア活動への参加をさらに推
進する必要がある。
　また，現在，職員に対するボランティア活動の支援制度はあるが，さらに積極的にかか
わっていくためには支援体制の検討が必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

ボランティア活動への職員参加の推進
推進

ボランティア支援制度の充実
検討 運用

達成水準
地域活動やボランティア活動に積極的に参加する職員が増加しています。
ボランティア活動にかかわる職員の割合が 50％以上となっています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・ボランティア活動への職員参加の推進

　地域活動やボランティア活動に係わる職員のアンケート実施の検討をしたほか，ボランティア支援制度に

関する検討を行った。

・ボランティア支援制度の充実

　ボランティア支援制度の充実に向けた協議を行ったが，制度を見直すまでには至らなかった。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・ボランティア活動への職員参加の推進

　今後の職員の休暇等に係る支援制度構築への検討を進めるとともに，今年度ボランティア活動等に関する

意識調査を行う。

　また，職員に対しボランティア活動のイベント情報を積極的に周知する。

・ボランティア支援制度の充実

　上記の意識調査の内容を精査し，職員への支援制度について，どのようなものが適切であるか検討する。

　　　

18



龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No １９ 取組項目 組織間の情報共有の向上

推進担当課 企画調整課企画課・人事課総務課

現状と課題

　職員アンケート調査の結果，行政改革や財政健全化に関する認識が低い結果となり，職
員間で大きな温度差があることが分かった。重点施策や重点事業に限らず，他課が実施し
ている業務についても職員間で情報を共有する必要がある。
　これらを一体的に推進することで職場間の信頼関係が構築され，ひいては市民との信頼
関係につながるものと思われる。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

学習会及び説明会の開催
開催

自主研究グループ等ネットワーク型組織の
構築 構築 運用

市民サービスに関する受付マニュアルや職
員向け主要事業一覧などの作成 検討 実施

達成水準 すべての職員が市で進める主要な施策や行政改革の取組を認識しています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・学習会及び説明会の開催

　組織間の情報共有を図るため，職員等を対象に平成 22 年 5 月に「第 6次行政改革大綱」，平成 22 年 7

月に「平成 21 年度決算状況等について」説明会を開催した。また，市民協働のあり方について，茨城大学

長谷川准教授を講師に招聘し，研修会を開催した。

・自主研究グループ等ネットワーク型組織の構築

　市民サービスの向上に向けて，「市民サービス向上検討会」を立ち上げ，総合窓口の設置及び休日・夜

間窓口の試行的開設について検討を行った。

　また，「コミュニティ推進会議」を開催し，今後の地域コミュニティについて検討した。

・市民サービスに関する受付マニュアルや職員向け主要事業一覧などの作成

　平成 21 年度に職員提案制度で提案された「業務マニュアル」の作成をもとに，各課等で経常的に実施し

ている業務のマニュアルを作成した。　

　　今後の取組方針　　

○平成２３年度

・学習会及び説明会の開催

　各課ごとに実施してきた説明会を整理し，一元化する。その後，さらに情報を共有する必要がある内容につ

いて検討を行い，学習会及び説明会を開催する。

・自主研究グループ等ネットワーク型組織の構築

　これまで実施してきた政策研修及び戦略会議などの実績を踏まえ，自主研究グループ等ネットワーク型組

織の構築について検討を行う。

・市民サービスに関する受付マニュアルや職員向け主要事業一覧などの作成
　平成 22 年度に作成した業務マニュアルを追記・修正することで，マニュアルの充実を図り，市民サービス
の向上を図る。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ２０ 取組項目 第 5次定員適正化計画の推進

推進担当課 人事課総務課・企画調整課企画課

現状と課題

　平成 21年度に第 5次定員適正化計画を策定した。当該計画では平成 21年 4月 1日か
ら平成 26年 4月 1日までの 5年間で市職員を 487名から 460名へと減員する内容となっ
ている。
　その一方で，業務量は権限移譲を含めて増加傾向にあり，今後についても適正な定員
の研究を行うとともに，民間委託や人材確保などを検討する必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

第 5次定員適正化計画の実行とローリング
478人以下 476人以下 472人以下

民営化や民間委託が可能な業務委託等の
整理等を踏まえた将来的な職員定数の決
定

検討 目標定数の決定

嘱託職員・臨時職員配置業務の検討
検討 配置業務の決定

達成水準
現状のサービス水準を維持するとともに，平成 24年度末時点で職員数が 472人以下と
なっています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・第 5次定員適正化計画の実行とローリング

　平成 23 年 4 月 1 日現在の職員数は 452人となり，当該計画の平成 26 年度最終目標値である 460人を

下回ることから，第 5次定員適正化計画の見直しを行った。その結果，平成 26 年 4 月 1 日の職員数の目標

を 425人とする改正版を策定した。

　

・民営化や民間委託が可能な業務委託等の整理等を踏まえた将来的な職員定数の決定

　平成 22 年度に実施した事業仕分けの結果等を踏まえ，一部の公共施設の運営方法について検討した。 

・嘱託職員・臨時職員配置業務の検討

　当該取組事項については，協議を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・第 5次定員適正化計画の実行とローリング

　将来業務のあり方を踏まえ，「第 6次定員適正化計画」の策定に向け，定員管理を進める。

・民営化や民間委託が可能な業務委託等の整理等を踏まえた将来的な職員定数の決定

　（１）将来の事務事業のあり方を関係各課部署と協議・調整を行う。

　（２）業務別に必要となる職員数の検討を行う。

　（３）公共施設の運営方針の検討を行う。

・嘱託職員・臨時職員配置業務の検討

　（１）職員定数等の現状・分析シート等による現状分析を行う。

　（２）職員数が減少するなか，市職員が担うべき業務及び嘱託職員・臨時職員の活用について検討する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　　　　
No ２１ 取組項目 市民に分かりやすい組織機構の構築

推進担当課 総務課

現状と課題

　現行は 7部 35課等（市長部局・教育委員会等）の組織体制で行政運営にあたっている
が，今後の地方分権の進展に伴う業務の拡大や定員適正化への対応が組織運営上の当
面の課題となっている。
　限られた人員・予算の中で，時代の変化や市民の期待に即応できる効率的・合理的かつ
分かりやすい組織機構の構築が必要となっている。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

政策課題等に対応した抜本的な組織機構
の見直し 検討 運用

達成水準 平成 23年 4月に組織機構が改正（一部 22年度対応）されています。

　　取組内容　　
○平成２２年度
・政策課題等に対応した抜本的な組織機構の見直し

　（１）組織機構の見直し（5部等 35 課等から 5部等 33 課等へ）

　総務課長ほか 8 課の課長から構成する「組織・機構検討会」において，市長から示された重点ポイント（政 

策推進部の設置，危機管理監の配置，地域コミュニティの構築に向けた担当部署，地域活性化とともに新

公益法人の所管部署及び情報政策担当部署の設置）などを踏まえた組織・機構案を作成した。その後，庁

議において当該組織・機構案の承認を経て，平成 22 年第 4 回定例会において部設置条例（全部改正）の

議決を得た。組織機構の改正の時期については，東日本大震災に係る災害対策及び復興支援の継続

性，迅速性などを考慮し，平成 23 年 5 月とした。

　（２）全庁的なグループ制の導入

　　平成 23 年度以降は，原則，すべての課等においてグループを導入することとした（「グループに関する 

規程（訓令）」（平成 23 年 5 月 1 日施行）の施行及び「グループに関する指針」の策定）。

　　（３）課長補佐，グループリーダー，グループ内課長補佐の定義づけ　　

　　課等の総括整理を行う課長補佐，グループ内を調整する課長補佐，課長等から指定された事務事業の

管理を行うグループ勤務の課長補佐に区分することとした。

　　　（行政組織規則の改正）

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度
・新たな組織機構の運用

　（１）平成 23 年 5 月に新たな組織機構をスタートさせた。

　（２）法制度の改正等があった場合は，全庁的に調査を実施し，組織機構の根拠となる行政組織規則（各

課等の事務分掌）の改正を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

No ２２ 取組項目 プロジェクトや応援体制による横断的な業務遂行

推進担当課 人事課・総務課

現状と課題

　市業務を行うにあたり，基本的には担当課ごとに所管の事務を行っているが，確定申告
や定額給付金などのように短期間での業務増や多くの市民を対象とした事務を行う際は，
担当課のみならず，他課の職員もその業務にあたり，対応している状況である。
　市職員数が減少することや多様化する事務事業に適切に対応するためには，さらに横
断的な業務遂行にあたる必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

政策的プロジェクト体制の構築
検討 運用

臨時的業務の整理と対応
検討 運用

応援体制に関する規程の制定・運用
制定 運用

達成水準 業務内容の精査を行い，応援体制により横断的に業務が遂行されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・政策的プロジェクト体制の構築

　組織機構の見直しに向け，政策推進部の創設，政策監の配置，政策推進会議の設置など，政策的プロ

ジェクトの構築を図った。

・臨時的業務の整理と対応，応援体制に関する規程の制定

　確定申告の受付や成人式の開催など，これまでも担当課が繁忙期の際は部課等間の職員の臨時的な業

務援助体制により業務を遂行してきた。

　平成22年度においては，職員事務応援制度実施要綱を定め，制度の説明会を開催し，業務援助

体制の確立に努めた。応援体制により実施した主な業務は次のとおり。

　（１）市総合防災訓練「市民防災フェア 2010」の実施

　（２）確定申告の受付

　（３）成人式の開催　　　

　（４）東日本大震災時の避難所の運営，給水作業，本部の 24時間運営，家屋の被害調査，特別窓口（り災

証明書の発行，災害見舞金の給付）

　※東日本大震災時を除く実績は，延べ 108人（述べ時間数 1,399時間）

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・政策的プロジェクト体制の運用

　平成 23 年度 5 月からのスタートした新たな組織機構で，政策的プロジェクト体制の運用を図る。

・臨時的業務の整理と対応，応援体制に関する規程の運用

　職員事務応援制度の周知を図り，部課等間の職員の臨時的な業務援助体制の確立を目指す。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ２３ 取組項目 市政モニター制度の再構築【再掲】

推進担当課 秘書広聴課

現状と課題

　市政に関する自由で清新な意見を聴き，市民参加による市政を構築するため，昭和 58
年に市政モニターの設置及び運営規程を整備した。
　しかしながら，現在のところ市政モニターは休眠状態となっており，市民の声の把握や市
民との協働を推進するために同制度を再構築する必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな市政モニター制度の構築
構築 運用

達成水準
新たな市政モニター制度が構築され，定期的に市民の声を把握し，市政に反映されてい
ます。

　

　　取組内容　　
　

　　今後の取組方針　　
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　
No ２４ 取組項目 審議会等への市民参加の促進

推進担当課 企画調整課企画課・市民協働課

現状と課題

　平成 20年度に，市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱を一部改正し，公募委
員の年齢を 18歳以上と明記して応募資格を広げた。
　さらに，市民感覚に根ざした意見，幅広い分野及び幅広い年齢層から意見を聴くことで，
施策形成過程の充実や審議会の透明性を高めていく必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

公募委員や女性委員の拡充
拡充

市審議会等の設置及び委員選任に関する
要綱の抜本的見直し 検討 運用

達成水準

平成 22年度から審議会等への市民参加枠を拡充し，市民公募の割合が増加されていま
す（H21:32.0％⇒H24：40％）。
また，市民参加の拡充を前提として，それぞれの審議会等の目的に応じた体制の検討を
行い，要綱が全面的に見直されています。

　　

　　取組内容　　
　○平成２２年度

・公募委員や女性委員の拡充

　関係各課等に，審議会等委員への公募委員や女性の参画状況の実態調査を行うとともに，登用率がアッ

プしない原因を調査し，今後の対策を検討した。その対策の一つとして，平成 23 年度に委員改選が予定さ

れている審議会等を所管する課宛に，委員改選時における公募委員及び女性委員の登用への配慮を依

頼する旨を通知した。

　（実態調査の内容）

　　　・県内他市の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・千葉県内の近隣市の状況

　　　・本市における状況（関係課ヒアリングを含む）　　　・本市における委員委嘱に関する規定の確認

※市民公募の割合　　　　平成 22 年度：33.9％（121人），平成 21 年度：32.0％（98人）

※女性の登用率の割合　平成 22 年度：34.5％（91人），　平成 21 年度：35.0％（107人）

　また，審議会等以外の機関でも，第 6次総合計画策定市民会議では 36名，市民環境会議では 60名の

市民が参加している。

・市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱の抜本的見直し

　前述の公募委員及び女性委員の実態調査を行った際，現状を踏まえ平成 24 年度からの運用に向けた検

討を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・公募委員や女性委員の拡充

　公募委員や女性委員の拡充に向け，全庁的に取組むべき事項であるとの共通認識を庁内で共有し，公

募委員や女性委員の拡充に努める。

　また，下記事項の検討を行う。

　（１）選出前の公募周知方法

　（２）付属機関への周知徹底，再調査

　（３）公募完了後，目標値に達しない場合の選出方法

・市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱の抜本的見直し

　法令根拠に基づかない審議会の見直し（統廃合）や要綱における委員選考基準の見直し等を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　
No ２５ 取組項目 文化・スポーツに係る人材バンクの充実

推進担当課 生涯学習課青少年育成課・スポーツ振興課・市民協働課

現状と課題

　文化・スポーツ等に関する知識・技能・経験を持つ市民を人材バンクに登録していただき，
講師や指導者を探す個人・団体・学校等に情報を提供している。平成 20年度末の時点で
スポーツ指導者を含めた人材バンク登録者数は 92人であり，人材バンクのＰＲに努めると
ともに，人材活用の方法を見直して，さらなる拡充を図る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

情報提供と人材活用システムの構築
（市民が活用できる仕組み） 構築 運用

より拡充された人材バンク制度の構築
構築 運用

達成水準 文化・スポーツに係る人材バンクの充実を図り，登録者数と利用者数が増加しています。

　　取組内容　　
○平成２２年度

・情報提供と人材活用システムの構築（市民が活用できる仕組み），より拡充された人材バンク制度の構築

　（１）人材バンク
　広報紙びホームページに，登録者の指導内容等を記載した名簿・人材バンク制度の説明を掲載すること 
により制度の周知及び利用を呼びかけた。
　さらに平成 23 年 2 月に各地区公民館（現　コミュニティセンター）に登録者名簿を送付し，公民館講座等
での利用を呼びかけた。また，人材バンク登録申し込みの受付を通年，公民館で行えるようにした。
　以上の取組の結果，中学校（城南中学校）に伝統文化体験学習（茶道）の講師を紹介したほか，公民館
講座で 11名，延べ 79講座で人材バンク登録者が講師を務めた。登録者数は 85人（平成 20 年度比 7名
増）となった。

　（２）スポーツ指導者派遣事業

　スポーツ指導者派遣事業は，平成 19年度から体育協会が行っており，市内中学校運動部と登録者の意

向が合致した際に指導者の派遣を行うものである。平成 22 年度においては，市内 6 中学校に対してアン

ケート調査を実施し，各校運動部顧問等が抱える問題点の掌握を行った。

　また，登録者数を 23名（平成 20 年度比 9名増），12種目に拡大した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度
・情報提供と人材活用システムの構築（市民が活用できる仕組み）
　人材バンクは登録された指導分野について利用者（グループ）の問い合わせに対し，登録者を紹介する
制度であり，活動場所や講師との日程調整などは利用者が行う必要がある。そのため，利用の際の煩雑さを
解消する仕組みの検討を行う。
　また，コミュニティセンターの講座は場所や講師との日程調整が行われた上で実施され，利用者は申し込
むだけで利用できることから，積極的な活用を依頼する。
　さらに，新規登録者については，指導分野について詳細に把握するよう努め，利用の促進を図っていく。

・より拡充された人材バンク制度の構築
（１）人材バンク　
　登録者やその指導分野も十分周知されていないことから，引き続き広報紙やホームページを通して周知を
図る。

（２）スポーツ指導者派遣事業

　各校運動部の派遣事業の意見を集約することにより，事業の拡充を図る。

　また，体育協会各部との連携を密にすることで，専門的知識を有する者の推薦を受け，スポーツ指導者 

バンクの登録種目数に配慮しつつ，登録者の増加を目指す。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　
No ２６ 取組項目 市民提案による市政反映

推進担当課 企画調整課企画課・市民協働課

現状と課題

　市民から市へ寄せられる新規事業の実施提案は，事業を所管する課等へ要望という形
で行われ，それらに対して市は個別に対応しているのが一般的である。
　市民の声を市政に反映させるための仕組みづくりとして，市民の提案を市の事業に反映
させるなど，市民参画を促進させる必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市民提案事業制度の構築
構築 運用

達成水準 市民提案による事業が予算化されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市民提案事業制度の構築

　市民から寄せられる要望の受け皿として，「協働事業提案制度」（「No.31　市民協働事業提案事業」参照）

の中で「アイデア提案」として位置づけ制度を構築した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市民提案事業制度の運用

　上記の「アイデア提案」を活用し，市の事業に反映させていく仕組みを検討していく。

　詳細は「No.31　市民協働事業提案事業」参照。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ２７ 取組項目 行政経営評価委員会（第三者機関）の創設

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　本市の行政評価は，施策評価と事務事業評価により実施している。ただし，施策評価は
総合計画の進行管理の観点から総合計画審議会で行い，事務事業評価については，行
政改革の観点から行政改革推進委員会で行っている状況である。
　これからは財政環境の厳しさもあり，総合計画と行政改革を政策実行の基本として，一体
的に進めていく必要があり，財政収支を踏まえ，施策推進のために事業評価を強化してい
く必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

施策評価や事務事業を評価する第三者機
関の創設 創設・運営 運営

評価対象事業の選定と評価方法の構築
検討・評価 評価

達成水準
市民による第三者機関としての行政経営評価委員会が創設され，市の事業や市民サービ
スに対する評価が行われています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・施策評価や事務事業を評価する第三者機関の創設

　知識経験者及び一般市民で構成される「龍ケ崎市行政経営評価委員会」を平成 22 年 8 月 27 日に立ち

上げた。

・評価対象事業の選定と評価方法の構築

　「龍ケ崎市行政経営評価委員会」において，事業仕分けの対象事業の抽出を行った。その後，事業仕分

けの実施に伴い市へ提言書が提出され，また，市の方針（案）について意見をいただいた。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・施策評価や事務事業を評価する第三者機関の創設，評価対象事業の選定と評価方法の構築

　（１）第 6次行政改革大綱・前期アクションプラン

　　　第 6次行政改革大綱・前期アクションプランに基づく平成 22 年度の取組内容，及び平成 23 年度の取

組方針について報告を行う。

　（２）事業仕分け

　　　平成 23 年度龍ケ崎市事業仕分けの実施に向け，行政経営評価委員会で事業仕分けの対象事業の

抽出を行う。その後，事業仕分け当日に仕分け人及び市民判定人に参加していただく。

　　　また，事業仕分けの実施に伴い，平成 24 年度当初予算への反映状況について説明を行う。

　（３）使用料・手数料の算定基準，公共施設のあり方

　　　使用料・手数料の算定基準の考え方，及び公共施設の今後のあり方に関する考え方などについて，説

明を行う。

　（４）第 6次総合計画

　　　現在，策定作業を進めている第 6次総合計画について，平成 23 年 12 月を目安に策定作業を終了さ

せ，第 6次総合計画の内容について説明を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No ２８ 取組項目 市業務への市民等からの意見募集

推進担当課 企画調整課企画課・秘書広聴課

現状と課題

　パブリックコメントの実施などにより，計画策定などに対して市民から意見を募集している
が，市の施策やサービスなどテーマに沿った意見の募集は，現在行っていない状況にあ
る。これからは，市の業務やコストを公表するなど市民と情報を共有していくことが必要であ
る。そのうえで業務に関する効率性や効果性，役割分担などについて意見を求めていき，
意見を反映し，または行政改革の対象事業として取り組んでいく必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市の業務やサービスに対する意見募集の
実施 検討 実施

パブリックコメント制度の充実（意見募集数
や認知度アップ） 実施

達成水準

テーマごとに定期的に市民等からの意見募集を行い，市民からの意見が多数寄せられて
います。
パブリックコメントにかけた案件すべてに対し，市民から意見が出されています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市の業務やサービスに対する意見募集の実施

　市が実施している事業について，その事業に係るコストや成果などの公表は，「主要な成果報告書」及び

事業仕分けにおける「事業シート」などで明記した。しかしながら，特定のテーマを定め，改めて市民から意

見を募集するまでには至らなかった。

・パブリックコメント制度の充実（意見募集数や認知度アップ）
　平成 22 年度は 4 件のパブリックコメントを行ったが，意見を提出する市民の数・件数は減少傾向にある。
※意見募集を行った案件
（１）龍ケ崎市歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例（案）（提出意見数：9名・23 件）
（２）龍ケ崎市環境基本計画（改訂版：案）（提出意見数：1名・10 件）
（３）龍ケ崎市地域公共交通総合連携計画（案）（提出意見数：4名・14 件）
（４）龍ケ崎市子ども読書活動推進計画（第二次：案）及び龍ケ崎市子ども読書活動推進計画（第二次）行動
計画（案）について（提出意見数：0名・0 件）

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市の業務やサービスに対する意見募集の実施

　特定のテーマを定め，市民から意見を募集するための仕組みづくりを検討する。

・パブリックコメント制度の充実（意見募集数や認知度アップ）

　パブリックコメントの対象となる各種計画等の策定に関して，市民が意見を出しやすいよう，政策情報誌等

で周知徹底を図る。またホームページについても，目につきやすいよう画面構成等の検討を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

No ２９ 取組項目 市政モニター制度の再構築【再掲】

推進担当課 秘書広聴課

現状と課題

　市政に関する自由で清新な意見を聴き，市民参加による市政を構築するため，昭和 58
年に市政モニターの設置及び運営規程を整備した。
　しかしながら，現在のところ市政モニターは休眠状態となっており，市民の声の把握や市
民との協働を推進するために同制度を再構築する必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな市政モニター制度の構築
構築 運用

達成水準
新たな市政モニター制度が構築され，定期的に市民の声を把握し，市政に反映されてい
ます。

　

　　取組内容　　
　

　　今後の取組方針　　
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　
No ３０ 取組項目 市民協働コーディネーター制度の充実

推進担当課 市民協働課

現状と課題

　市民協働の推進にあたって，市民側のコーディネート役を担い，市民と市のパイプ役の
一翼を担う市民協働コーディネーターを 3人の市民に委嘱している。
　地域コミュニティとの協働も視野に入れながら，コーディネーターの役割を再認識して，
市民と行政の協働を促進するべく充実させる必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市民協働コーディネーターとの連携強化
連携強化

市民協働コーディネーターの役割検討と拡
充 検討 拡充

達成水準 市民協働コーディネーターと機能が拡充され，市民と行政の協働が進んでいます。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市民協働コーディネーターとの連携強化

　毎月 1 回，市民協働課と市民協働コーディネーターが情報を持ち寄り，定例打合せを行った。

・市民協働コーディネーターの役割検討と拡充

　市民協働コーディネーターに住民組織の代表の方との連絡調整をしてもらい，馴柴地区（10 月 15 日）・松

葉地区（10 月 17 日）において地域コミュニティに関する市民の意見を聴取した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市民協働コーディネーターとの連携強化，市民協働コーディネーターの役割検討と拡充　

　昨年度に引き続き，毎月 1 回の定例打ち合わせに加え，中核的な地域コミュニティの構築に向けた住民

説明会や協議の場での市民協働コーディネーターの参加協力を依頼していく。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ３１ 取組項目 市民協働事業提案制度の創設

推進担当課 市民協働課

現状と課題

　現在，市民との協働は環境問題や子育て支援など各分野にわたり行われている。今後
は，これら従来から行われている協働事業に限らず，市民が提案する協働事業の実施を
制度化し，公共的課題の解決に向けた取組を行う必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

協働事業提案制度（市民提案型・市提案
型）の創設

審議会の設置

テーマ決定

提案募集受付

協定書の締結

提案事業の実施

テーマ決定

提案募集受付

協定書の締結

提案事業の実施

達成水準 市民協働事業提案制度が創設され，事業が開始されています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・協働事業提案制度（市民提案型・市提案型）の創設

　「市民提案型協働事業」，「行政提案型協働事業」，「アイデア提案」の 3 つの型による制度を構築し，平

成 23 年 2 月に実施要綱を制定した（施行は平成 23 年 4 月）。

　（１）行政提案型協働事業(市が市民と協働で実施したい事業の概要を示し，市民等が具体的な事業の内

容を提案する協働事業)

　（２）市民提案型協働事業（市民等が自ら企画し提案する協働事業)

　（３）アイデア提案 （市政全般にわたる施策に対して，市民等がアイデアを提案)

　なお，当該制度の構築にあたっては，公募による市民や学識経験者，市民協働コーディネーターなどに 

よる 12名の委員からなる市民協働推進会議を平成 22 年 4 月 1 日に設置し，5 回の会議開催により協議を

重ねた。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・協働事業提案制度（市民提案型・市提案型）の運用

　（１）協働事業の募集

　　　平成 23 年 5 月 2 日から 31 日まで募集を行い，「市民提案型協働事業」は 3 件，「行政提案型協働事

業」は 2 件，「アイデア提案」は 8 件の合計 13 件の協働事業の応募があった。

　（２）協議の場の設定及び調整

　　　提案者と担当課，市民協働課の 3 者による協議の場を設定し，提案内容について具体的な調整を行う。

　（３）提案された協働事業の審査

　　①提案資格適格性審査（提案者の資格要件の審査）

　　②市民協働推進会議での審査（必要に応じ提案者による公開プレゼンテーションを実施）

　　③市民協働推進会議から市長へ審査結果の提言

　（４）実施事業の決定

　（５）協定の締結

　（６）事業の実施

　　①担当課等との協議に時間を要する事業または別途予算措置が必要な事業は翌年度以降に実施

　　②本年度内に実施可能な事業は，年度内に実施
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　
No ３２ 取組項目 公共施設サポーター制度の創設

推進担当課 市民協働課・環境対策課・施設管理課・道路建設課施設整備課・下水道課

現状と課題

　公園や河川（水路），歩行者専用道路の公共施設には里親制度が設けられ，市民活動
団体等により美化，清掃等の日常的な管理を行っていただいている。
　これら施設以外の公共的エリアの環境美化活動についても，「自分の地域の環境美化は，
自らの手で」実施する観点から，里親制度を含め，市民（個人や団体，事業所等）が自主
的に行う環境美化活動支援の制度を創設し，まちの美化を一層促進する。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

公共施設サポーター制度の創設
検討 運用

里親制度の拡充
拡充

達成水準 公共施設サポーター制度が創設され，サポーターや里親が増加しています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度　

・公共施設サポーター制度の創設

　公共施設サポーター制度の創設に向け，協議を行ったが，制度を構築するまでには至らなかった。

・里親制度の拡充

　市民からの公共施設（道路・公園）の維持管理に関する要望の際には，里親制度の説明を行うなど，里

親制度の拡充に努めた。また，里親団体には刈払機の貸し出し・ごみ袋の提供・ごみの受入れの支援を

行った。

（１）里親交流会の開催，里親活動中であることの腕章の配布

　里親団体間の交流と情報交換を図る場として，平成 23 年 3 月 13 日に里親交流会の開催を予定してい

たが，東日本大震災の影響により延期とした。

　また，里親交流会の場で，里親活動中であることを示す腕章（平成 22 年度予算で購入）を配布する予定

であったが，これについても延期とした。

（２）刈払機取扱講習会の開催

　刈払機使用時の安全確保を図る観点から，里親団体，市職員等を対象に，刈払機取扱講習会を平成

22 年 7 月 8 日に開催した（里親は 12人，市職員は 23人参加）。

※里親登録団体　平成 20 年度 55団体，平成 21 年度 62団体，平成 23 年度 68団体（平成 20 年度比 1.2

倍）

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・公共施設サポーター制度の創設

　公共施設サポーター制度の趣旨を明確化したうえで，本制度の創設に係る主担当課を定め，本制度の創

設に向けた検討を行う。

・里親制度の拡充

　延期となっている里親交流会の開催と腕章の配布を早期に行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ３３ 取組項目 市民公益活動体験制度の充実

推進担当課 市民協働課

現状と課題

　市民公益活動に関心がある市民をはじめ，さまざまな人を対象に，活動に対する理解を
深めたり，活動のつながりをつくったりする場を提供する市民公益活動体験制度を平成 19
年度に導入した。しかし，この制度を利用した活動体験者数は低調であるため，制度の周
知をはじめとした，体験者数の拡大に努め，市民公益活動参加のきっかけづくりにつなげ
る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市民公益活動体験制度の周知
周知

市職員による活動体験の実施
実施

達成水準 受入団体数が 18団体を超え，体験者数も増加しています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市民公益活動体験制度の周知

　市民の公益活動参加の「きっかけ作り」や，活動のつながりの機会を確保するため「市民公益活動体験」 

を 3 回企画し，市広報紙で周知し実施した。しかしながら，多くの参加者を集めることは出来なかった。

　（１）5 月　1 日　　環境美化（花植え）活動（参加者 3人）　　【受入団体】小貝川・花とふれあいの輪

　（２）2 月 14 日　　要約筆記（参加者 3人）　　　　　　　　　　　【受入団体】要約筆記・龍

　（３）2 月 28 日　　要約筆記（参加者 2人）　　　　　　　　　　　【受入団体】要約筆記・龍

※受入団体数　平成 22 年度 10団体

・市職員による活動体験の実施

　市民公益活動体験について，庁内イントラを活用し周知したが，実施するまでには至らなかった。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市民公益活動体験制度の周知，市職員による活動体験の実施

　市民公益活動参加のきっかけとなる場を提供するため，昨年度と同様に，「市民公益活動体験｣を企画し，

実施する予定である。さらに市職員への参加呼びかけも，あわせて行っていく。

　また，様々な市民団体の活動の様子をＰＲする。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ３４ 取組項目 補助金等公募制度の充実

推進担当課 市民協働課

現状と課題

　平成 15年度から補助金等公募制度を導入し，市民公益活動団体とその活動を支援して
きているが，申請団体数は減少傾向にある。
　市民公益活動の活性化及び団体の自立化への支援を今後も行っていくが，本制度の一
層の活用を促進するため，申請や審査の手続き，その他の点について検証を行う必要が
ある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

補助金等公募制度の見直し
見直し 運用

達成水準
制度申請手続き等の簡略化を行い，利用者が拡大（応募件数の増加）されています（申請
件数：毎年 10件以上）。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

　・補助金等公募制度の見直し

　応募件数増の視点ではなく，平成 22 年度中に構築予定の「協働事業提案制度」と既存の「公募補助金

制度」が両立できるかの視点から，他市事例調査を行い，今後の改善策を検討した。

　その結果，補助金等審査委員会委員の任期が平成 24 年 5 月 30 日までであることなども考慮し，平成 23

年度は両制度を運用させる方向付けを行った。

※平成 22 年度　申請 2団体，うち 2団体とも採択

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・補助金等公募制度の見直し

　今年度の「協働事業提案制度」と「公募補助金制度」の執行状況を考慮した上で，次年度以降に制度の

一元化を検討していく。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　　

　　　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・中核的コミュニティ組織の構築

（１）住民自治組織連絡協議会による地域コミュニティ先進地の視察

 　　連絡協議会の理事（13 の小学校区ごとに 1名）を中心とした 33名の住民自治組織代表者とともに，日立

市金沢学区コミュニティ推進会を視察した。視察先では，学区単位で設けられたコミュニティの組織，活動に

ついて説明を受け，いわゆる「中核的コミュニティ」の全体像をイメージするのに役立てた。

（２）地区公民館をコミュニティセンターに変更することについての説明

　中核的コミュニティの設立に先行して，地区公民館をコミュニティセンターに改めることについて，2 月中に

13 の小学校区を回り，地域活動の拠点としての位置づけを示しながら説明を行った。

（３）中核的コミュニティの設立に向けた意見聴取

　　「地域コミュニティ推進会議」において協議中である中核的コミュニティの設立について，馴柴地区と松葉

地区の住民自治組織代表者から意見の聴取を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・中核的コミュニティ組織の構築

　住民向け研修会や 13地区での説明会を実施し，地域コミュニティに関する理解を深めてもらうとともに，中

核的な地域コミュニティ組織の構築に係る庁内での合意形成を図る。

　（１）中核的な地域コミュニティ組織の構築に向けた住民意識の醸成

　（２）地域コミュニティのあり方の検討

　（３）モデル地区の選定

　（４）地域担当職員制度の検討

　（５）行政事務委託事業，地域づくり交付金事業の見直し
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No ３５ 取組項目 地域コミュニティ組織の創設

推進担当課
市民協働課・総務課・企画調整課企画課・生涯学習課青少年行育成課・中央公民館・社
会福祉課

現状と課題

　人々の意識や生活様式の変化により，地域の連帯感の希薄化や住民の孤独化が進ん
でいる。さらに少子高齢化の進行や地方分権の進展などに伴い，新たな課題が誘発され
てきている。このような中，地域の個性や特性を活かしたまちづくりをどのように進めるのか，
地域の課題に対してどうかかわっていくか，という住民自治のあり方が問われている。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

中核的コミュニティ組織の構築
検討 順次構築

達成水準 中核的コミュニティ組織が順次構築されています。



龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ３６ 取組項目 地域担当職員制度の導入【再掲】

推進担当課 市民協働課・総務課・企画調整課企画課・中央公民館・社会福祉課・交通防災課

現状と課題
　地域との密接な連携や協働を効果的に取り組むためには，地域と行政を円滑に繋ぐパイ
プ役が必要であり，情報や課題を共有しながら地域の発展を目指す必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

地域担当職員に関する制度の構築
制度構築

一部運用 運用

達成水準 地域担当職員制度に関する規程が制定され，地域担当職員制度が運用されています。

　

　　取組内容　　
　

　　今後の取組方針　　
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ３７ 取組項目 市民と行政の役割の検証

推進担当課 企画調整課企画課・市民協働課

現状と課題

　多様化，複雑化する市民のニーズに行政（市）だけで対応することには限界が見えてき
ており，今後は市民との協働により公共的課題の解決に取り組むことが重要である。市民と
行政の現状の役割分担については，個々のレベルでは必要性を感じながらも，統一的見
解がなかったこともあり，全庁的取組までには至っていない。市民協働推進の指針に基づ
き，時代にふさわしい市民と行政の望ましい役割分担が実現するよう検証する必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市民と行政の役割分担の明確化
明確化 周知

達成水準 市政における市民と行政の役割分担が明確化されています。

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市民と行政の役割分担の明確化

　当該取組事項について，所管課と協議等を行ったが，市民と行政の役割分担を明確化するまでには至ら

なかった。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市民と行政の役割分担の明確化

　地域コミュニティ推進会議において検討する。

　（１）地域課題解決のための役割分担

　（２）活動資金，その受け皿の枠組み作り
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　　
No ３８ 取組項目 龍・流連携の推進

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　教育・文化，スポーツ，産業，人づくり・街づくり等の各分野において，流通経済大学と連
携したまちづくりを展開し，「大学のあるまち」のメリットを最大限に活かすため，平成 16年
2月に龍ケ崎市と流通経済大学の連携に関する協定書（龍・流協定）を締結した。その後，
大学生を市内小中学校へ派遣して学習支援や生活支援を行うボランティア学生小中学校
派遣事業や大学施設を活用してのスポーツイベントなど，各種事業を展開している。
　しかしながら，龍・流連携に対する認知度は市民（35.8％）のみならず，学生（19.5％）に
おいても高い状況であるとは言い難い状況であり，効果面も含めて検証し，さらに推進する
必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市民大学講座・教室等の拡充
検討 拡充

学生への支援体制の強化
検討 実施

学生・市民・商業者の交流機会の創出
検討 実施

達成水準

市民及び学生の龍・流連携に対する認知度が向上して，大学，市民，商業者などの相互
のメリットが享受されています。
（認知度目標）市民：50％，大学生 30％

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・市民大学講座・教室の拡充

　健康づくり教室等，従来の講座・教室に加え，スポーツ健康科学部の大学院の協力を得て，公民館を起

点とする「てくてくロード」を活用した公民館ウォーキング講座（血管ハツラツウォーキング）を開催した。

・学生への支援制度の強化

　流通経済大学生を支援するため，市内の飲食店，ガソリンスタンド，クリーニング店などの協力により，「学

割サービス」事業を実施した。平成 22 年度においては 11店舗が新たに加入，計 56店舗で学割サービスを

実施した。

・学生・市民・商業者の交流機会の創出

　流通経済大学で秋に開催される学園祭「つくばね祭」において，交流創出のための企画を予定していた

が，台風の影響により中止とした。

※平成 22 年度に実施した「市民まちづくりアンケート」において，市民の「龍・流連携事業」の認知度は，

　38.8%であり，前回（平成 20 年度）実施したアンケートの結果は 35.8％であるため，3 ポイント上昇した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・市民大学講座・教室の拡充

　人気の高い講座を継続しながら，市民ニーズの把握を行い，新たな講座開設に向けて流通経済大学との

調整を行う。

・学生への支援制度の強化

　継続して協力店舗の増加に努めながら，学生のニーズに合った新たな業種の検討を行う。また，学生寮等

を中心として関係ポスターを掲示し，学割サービスの一層の周知強化を図る。

・学生・市民・商業者の交流機会の創出

　今年度も秋に開催を予定している流通経済大学「つくばね祭」において，商工会等と連携し，まいんコロッ

ケ等の人気の高い商品や地元野菜等の販売コーナーを設置するとともに，スポーツ健康科学部と連携して

老若男女誰でも参加できるイベントの開催を検討する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

No ３９ 取組項目 企業との連携・協力の推進

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　既存企業については，経済不況の中で厳しい環境下にあるが，市として企業に対してで
きることは何か，企業としてまちづくりに対してどのような貢献ができるか，など相互に支え
合うような関係を構築し，コミュニケーションを深めていくことが必要である。その中で地元
貢献できるようなメニュー，活動について積極的に実施してもらうよう働きかけしていくことも
必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

周辺地区への環境・美化の取組
検討 実施

地元住民，学生の雇用創出
検討 実施

防災に関する連携強化
検討 実施

達成水準 各企業や商店などが道路などの清掃美化に協力しています。

　

　　取組内容　　
・周辺地区への環境・美化の取組，地元住民，学生の雇用創出，防災に関する連携強化

　当該取組項目の各取組事項について，実施に向けた検討を行ったが，平成 23 年度から事業を実施する

までには至らなかった。しかしながら，市内の一斉清掃活動や災害などの有事が発生した際の協力体制の

構築などは，これまでも企業の協力をいただきながら実施している。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・周辺地区への環境・美化の取組，防災に関する連携強化

　社会的責任の一環として，また地域社会の一員として地域に貢献する必要があると考える企業が増加して

おり，企業と相互扶助的な関係を構築し，連携を図っていくことは，今後の市民協働の推進において非常に

有効である。そのようなことから，本市に所在するつくばの里工業団地運営協議会等を通じて，企業との連

携に向けた足掛かりをつかむ。

　

・地元住民，学生の雇用創出

　企業と大学の連携は，特に学生の雇用創出という面において相互にメリットが生じるものであり，また，市

にとっても若者の定住化促進に期待が持てるものである。

　企業・大学・市の三者が集う懇談会等を開催し，相互のメリットを確認しながら，連携強化のための具体的

な取組について検討を行っていく。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No ４０ 取組項目 施策評価のレベルアップ

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　第 5次総合計画の進行管理の一環として平成 13年度から毎年実施している。評価結果
については，実施計画策定や施策展開を検討する際の参考資料として活用しているほか，
市民に広く公表することで説明責任向上のためのツールの一つとしても活用している。
　導入以降，適宜，評価手法等の見直しを行いながら，より現状に即した分かりやすい評
価となるよう努めているが，成果指標達成度などの評価精度の向上と市民視点を基本とし
た分かりやすさの向上が継続的な課題となっている。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

現行評価システムの検証と成果指標の見
直し（第 6次総合計画策定と並行） 見直し・検討 実施

成果反映システムの整理
実施

達成水準 市民に分かりやすく成果が公表され，計画に反映されています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・現行評価システムの検証と成果指標の見直し（第 6次総合計画策定と並行）

　現在，策定作業を進めている第 6次総合計画と併せて，総合計画策定後（平成 24 年度以降）の各施策 

の進行管理の手法について検討を行った。

・成果反映システムの整理

　より分かりやすい成果として公表することを検討した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・現行評価システムの検証と成果指標の見直し（第 6次総合計画策定と並行）

　第 6次総合計画（平成 23 年 12 月策定予定）の策定と合わせ，今年度中に現行の行政評価システムを見

直し，新しい進行管理の仕組みの構築を目指す。

　また，第 6次総合計画の進行管理については，市民との協働体制を進めていく。

・成果反映システムの整理

　第 5次総合計画に基づく取組結果を基盤として第 6次総合計画との整合を図り，「平成 24 年度実施計

画」に反映する。

　引き続き，より分かりやすい成果として公表することを検討した。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ４１ 取組項目 事務事業評価のレベルアップ

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　市民への説明責任の向上を目的として，平成 17年度に事務事業評価を試行的に導入
し，その後，事務の効率化や経費の削減などについて一定の成果を上げている。
　また，平成 20年度には事務事業評価の手法を見直し，事前評価や事後評価などの区
分けを行った。
　今後については，市民サービス，費用対効果の向上を目的とした見直しを行い，市民か
らの一層の理解を得られる仕組みの構築が必要となっている。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

評価対象事業の抽出
検討 実施

正確なコストの把握
検討 実施

成果反映と市民への分かりやすい説明
検討 実施

達成水準 市民に分かりやすく成果が公表され，計画・予算へ反映されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・評価対象事業の抽出，正確なコストの把握，成果反映と市民への分かりやすい説明

　市が実施している事業の見直しにあたり，外部の目線で議論・評価する「事業仕分け」を実施した。

　また，事業仕分けの対象事業のコストを算出する際は，人件費を含めたフルコストで算出するとともに，対

象事業の目的，意図，成果などを示し，分かりやすい説明に努めた。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・評価対象事業の抽出，正確なコストの把握，成果反映と市民への分かりやすい説明

　市が実施している事務事業の見直しを進めるにあたり，平成 23 年 10 月に事業仕分けを実施する。

　また，現在，策定作業を進めている「第 6次総合計画」について，計画策定後の各施策の進行管理を行う

にあたり，これまでの行政評価の見直しを行う。行政評価の見直しにあたっては，施策評価，事務事業評価

の一体的な評価を目標に，新しい進行管理の仕組みの構築を目指す。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ４２ 取組項目 行政経営評価委員会（第三者機関）の創設【再掲】

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　本市の行政評価は，施策評価と事務事業評価により実施している。ただし，施策評価は
総合計画の進行管理の観点から総合計画審議会で行い，事務事業評価については，行
政改革の観点から行政改革推進委員会で行っている状況である。
　これからは財政環境の厳しさもあり，総合計画と行政改革を政策実行の基本として，一体
的に進めていく必要があり，財政計画に沿った施策推進のために事業評価を強化していく
必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

施策評価や事務事業を評価する第三者機
関の創設 創設・運営 運営

評価対象事業の選定と評価方法の構築
検討・評価 評価

達成水準
市民による第三者機関としての行政経営評価委員会が創設され，市の事業や市民サービ
スに対する評価が行われています。

　

　　取組内容　　
　

　　今後の取組方針　　
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ４３ 取組項目 職員の創意工夫による業務遂行

推進担当課 財政課

現状と課題

　行政コストを縮減していくためには，まずは職員が知恵を出し，汗をかき，最大限の努力
と創意工夫によって可能な限りムダを排除していく必要がある。「人材（人財）こそが最も重
要な経営資源である」ことを念頭に，職員の意欲や能力が組織の中で存分に活かされる環
境を整備していくことも必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

節約インセンティブ予算執行制度の運用
拡充 拡充

ゼロ的予算事業・チャレンジ事業の運用拡
充 拡充

達成水準 すべての課等で努力や創意工夫により，業務点検や見直しが行われています。

　　取組内容　　
○平成２２年度

・節約インセンティブ予算執行制度の運用拡充，ゼロ的予算事業・チャレンジ事業の運用拡充

　平成 22 年度（平成 23 年度予算編成）の節約インセンティブ予算執行制度等の取組については，節約等

が相当程度進展していることから，積極的な拡充は休止し，従来の取組を継続した。さらに事業仕分けの結

果を踏まえ，事業の廃止・改善に特化した取組とした。　

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・節約インセンティブ予算執行制度の運用拡充，ゼロ的予算事業・チャレンジ事業の運用拡充

　今後も市職員の節約の意識を高め，職員提案の意見募集も含めて事業の効率化を図る。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No ４４ 取組項目 職員提案制度の推進【再掲】

推進担当課 企画調整課企画課・人事課総務課

現状と課題

　平成 6年度に職員から建設的な意見を求め，職員の意欲を高めること等を目的に職員
提案制度を創設したが，提案数の減少に伴い，平成 15年度以降は本制度の運用が停止
している状態である。そのため，これまでの制度の課題等を整理し，平成 21年度より試行
という形でリニューアルを行った。
　試行により新たに生じる課題等を改善し，さらなる制度の確立，活性化を図る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

新たな職員提案制度の運用
運用

人事評価制度への反映
検討 反映

達成水準 職員から出された提案の実施により，多方面でその効果が発揮されています。

　

　　取組内容　　
　

　　今後の取組方針　　
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ４５ 取組項目 指定管理者制度等の推進

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　平成 15年度の地方自治法の改正に伴い，指定管理者制度が創設され，従来は公的団
体に限られていた公の施設の管理運営を民間事業者に任せることが可能となり，管理運
営主体の対象が拡大された。これに伴い，指定管理者制度を導入し，民間活力を推進し
ている。
　今後については，公の施設の管理運営のあり方を含め，今後の事務事業の方向性や市
職員数の将来的な動向を勘案しながら，指定管理者制度の活用方法について具体的な
方針を定める必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

指定管理者制度や民間委託等に関する計
画の作成 計画作成

達成水準 指定管理者制度の導入に関する計画が作成されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

　・指定管理者制度や民間委託等に関する計画の作成

　平成 22 年度は，指定管理者制度の導入が可能な公の施設（総合運動公園，図書館など）を含めて事業

仕分けを行った。この仕分け結果を踏まえるとともに，仕分けを行わなかった公の施設を含め，今後の公の

施設の存廃，及び管理運営のあり方を平成 23 年度に明確にすることとした。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・指定管理者制度や民間委託等に関する計画の作成

　平成 23 年度は，今後，設立予定の「行政経営推進会議」において，各課等のヒアリングを踏まえながら公

の施設のあり方について研究し方針を策定する。

　公の施設の今後の方針については，市職員数の将来的な動向（第 5次定員適正化計画）を踏まえ，管理

方法等について引き続き直営で管理を行うべきか，また，指定管理者制度の導入を軸に民間活力を導入す

べきかの検討を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　
No ４６ 取組項目 窓口対応の充実

推進担当課 総務課・人事課・企画調整課企画課・市民課・税務課

現状と課題

　窓口等における市民への接客対応の向上のため，接遇研修等を定期的に実施している。
　また，窓口サービス向上のため，平成 18年度には市役所等に来庁された市民の方を対
象にアンケート調査を行い，その中で要望のあった記載の補助・付添案内について，平成
19年度からのフロアマネージャーを配置し，実施しているところである。
　アンケート結果の中で総合窓口の設置についても要望が寄せられている。こういったこと
から，機能性と利便性の高い窓口の構築について，検討を行う必要がある。
　このほか，市役所に来庁しなくても用件を済ますことができる手法についても検討を行う
必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

機能性と利便性の高い窓口の構築
協議・調整 試行

市役所に来庁しなくても手続き可能な業種
の拡充 拡充

達成水準
窓口対応や市役所に来庁しなくても手続き可能な業種が拡充され，市民満足度が向上し
ています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・機能性と利便性の高い窓口の構築

　市民サービスの向上に向け，関連課の職員で構成される「市民サービス向上検討会」を立ち上げた。

　この中で機能性と利便性の高い窓口の構築として「総合窓口の設置」に対し，先進自治体の視察を行う 

とともに，アンケート調査を行い，これらの結果に基づき，協議を行った。その結果，総合窓口的な役割を果

たす体制にするよう，市役所 1階の改修，及び課の移動などを行うとともに，基幹系システムの見直しも併

せて行うこととした。

・市役所に来庁しなくても手続き可能な業種の拡充

　平成 22 年 4 月より，茨城県で 4番目（鹿嶋・神栖・石岡）に，ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）による電 

子申請システムを導入した。

　　その結果，給与支払報告書（445 事業所），法人市民税申告書（269件），償却資産申告書（５７件）を電

子申告で収受し，市内外の事業所等の事務手続きの利便性の向上を図った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・機能性と利便性の高い窓口の試行

　関連課等で構成される「市民サービス向上検討会」を引き続き開催し，9月末に実施予定の市役所 1　階

の改修等について，以下の項目を協議・調整し，実施する。

　（協議・調整項目）

　（１）フロアー対応型総合窓口のレイアウト

　（２）案内サインのリメイクデザイン

　（３）発券機の仕様，備品（カウンター・椅子等）

　（４）引越し手順等

・市役所に来庁しなくても手続き可能な業種の拡充

　ｅＬＴＡＸの利便性等について，広報紙及びホームページでのＰＲを行い，利用者の拡充を図る。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ４７ 取組項目 休日・夜間の市民サービスの向上

推進担当課 人事課総務課・企画調整課企画課・市民課・収納課

現状と課題

　平日市役所に来庁することができない方のために，市役所開庁時間外である夜間や休
日に住民票などの発行が可能となる自動交付機を設置している。
　また，市役所に来庁しなくても郵便のやり取りなどにより，住民票や戸籍関連，税務関連
の証明書の発行も行っている状況である。
　平成 18年度に市役所等に来庁された市民の方を対象に行ったアンケート調査の結果で
は，休日や夜間における窓口開設についての要望が寄せられており，窓口業務時間の延
長について検討を行う必要がある。併せて，自動交付機や郵送で証明書の発行が可能で
あるＰＲを行う必要がある。
　このほか，平成 20年度には軽自動車税の納付について，コンビニでの納税が可能となり，
市民サービスの向上の一環として納税環境の拡充を図る必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

自動交付機・郵送での証明書発行のＰＲ
実施

休日・夜間窓口の試行的開設
基礎調査・協議 調整・試行 試行・検証

納税環境の拡充
拡充

達成水準
休日・夜間の窓口を試行的に開設するとともに，検証がされています。
また，納税環境が拡充されています。

　　取組内容　　
○平成２２年度
・自動交付機・郵送での証明書発行のＰＲ
　自動交付機・郵送での証明書発行について，ホームページに分かりやすく記載し，PRに努めた。その結果，
郵送での証明書発行については，遠方からの申請者が申請書をダウンロードして使用するケースが見受けら
れた。
・休日・夜間窓口の試行的開設
　No.46 で記述した「市民サービス向上検討会」において，「休日・夜間窓口の試行的開設」についても協議
を行った。この中で，休日窓口を開設している先進自治体の状況を踏まえ検討を行った結果，龍ケ崎市は
他市と異なり自動交付機を設置していることや，日直業務の中で対応していることが判明した。また，休日窓
口を開設する際は，新たな経費や人的体制が必要となることから，さらなる調査・検討を行うこととした。

・納税環境の充実
　休日納税相談窓口の開設（平成 22 年度中は年間 11 日），日直預かりなどを実施し，納税環境の拡充に
努めた。また，平成 21 年度に軽自動車税でスタートしたコンビニ納税について，平成 22 年度からはその他
の市税（市民税，固定資産税・都市計画税，国民健康保険税）においてもコンビニでの納税が可能とした。
※平成 23 年 3 月末時点での対調定額比＝13.63％

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度
・自動交付機・郵送での証明書発行のＰＲ
　引き続き，広報紙及びホームページでの PRに努める。

・休日・夜間窓口の試行的開設
　震災に伴う節電対策の実施という社会的事象を踏まえるとともに，本市独自である日直業務の実施，自動
交付機による証明書の交付，コンビニでの税の納付等による市民サービスへの対応，休日・夜間窓口開設
に伴う経費や人的体制を考慮しながら，引き続き関連課等と調査・検討を行う。
　また，コンビニでの証明書の発行を平成 24 年度スタート出来るよう整備を進める。

・納税環境の充実
　現行施策のさらなる充実及びＰＲに努めるほか，新たな納税チャンネル（クレジット納付等）の研究を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No ４８ 取組項目 まちづくり特例市制度・権限移譲事務の拡充

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　平成 21年 4月からはバリアフリー新法に係る特定路外駐車場，茨城県青少年のための
環境整備条例，6月からはパスポートの交付等の事務を受入れている。
　行政サービスの一層の拡大・向上が求められている中，住民サービスの向上，個性豊か
なまちづくりの推進，市町村の自治権の拡充による総合行政の推進の視点に立った事務
の権限移譲を受入れが必要となる。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

まちづくり特例市の指定と移譲事務の受入
れ 受入れ

達成水準 事務を受入れることで市民サービスが向上されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・まちづくり特例市の指定と移譲事務の受入れ

　平成 21 年に本市はまちづくり特例市の指定を受けた。平成 22 年度は，国・県からの権限委譲について各

課等との調整を行い，「宅地造成等規制法」における，宅地造成工事規制区域の指定等の 2 事務について，

平成 23 年 4 月から市で実施することとした。

　なお，一般旅券の発給申請の受理及び交付，農地転用の許可等の 37 事業については既に受け入れて

おり，合計 39事務について市で実施している。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・まちづくり特例市の指定と移譲事務の受入れ

　法改正に伴い，まちづくり特例市の指定を受けている自治体については，国・県からの包括委譲事務が拡

大されることも予想されるため，内容確認について県との連絡調整を緊密にして進めていく。また，権限委譲

について引き続き各課等との調整を行っていく。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　
No ４９ 取組項目 公共施設の有効活用

推進担当課 企画調整課企画課・財政課

現状と課題

　公共施設については設置後長い年月が経過し，社会情勢や経済環境等が大きく変化し
ている中で設置意義が薄れたり，民間施設等との競合などから，利用率が低下している施
設が見受けられるほか，設置目的・施設内容が同一または類似する施設や民間等に管理
委託を任せた方が利便性の向上等が図られる施設などもあり，時代に即応した見直しが
求められている。
　また，施設の老朽化が進み，建替えや大規模改修等の費用が財政を圧迫する恐れがあ
り，これを回避するために中長期を見据えた施設の維持管理の方向性を検討する必要が
ある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

対象施設の現状確認
確認

サービス機能の必要性の確認
確認

施設の存廃方針の決定
方針決定

施設の効率的な維持管理や機能の統合等
方針の決定 各施設の方向

（利用者ニーズ
性の検討
への対応と

方針決定

存続施設の建替えや修繕等の計画の策定

効率的な運営等）

計画策定

達成水準

各施設の必要性とそのサービス機能の適否を再検証したうえで，存続すべき施設と廃止
することが可能な施設とに分類して，施設の建替えが必要な際には他の施設の機能を統
合するなど，維持管理面やコスト面を含む検討を経て，市の方針が決定されています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・対象施設の現状確認，サービス機能の必要性の確認，施設の存廃方針の決定

　公共施設の存廃方針の決定に向け，対象となる公共施設について協議を行った。

　また，事業仕分けの対象となった公共施設については，仕分け結果を踏まえるとともに，仕分けの対象外

となった施設についても，今後のあり方を協議した。

　このほか，組織機構改革に伴い，中央公民館跡地について，平成 23 年度以降の有効活用を促進するた

め，市有財産有効活用促進検討委員会で協議を行い，市民活動センターを移転することとした。　

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・対象施設の現状確認，サービス機能の必要性の確認，施設の存廃方針の決定

　既存の公共施設の存廃方針（案）の策定に向け，検討組織（行政経営推進会議）を設置し，ライフサイクル

コストを踏まえた検討を行い，公共施設の存廃，及び管理運営のあり方などについて今後の方向性を示す。

　なお，現在の公共施設等を全て現状と同程度に更新する費用は，10 年後に年額 23億円，20 年後には

年額 45億円に達する見込みである。予算規模 200億円，経常収支比率90％を想定すると，臨時・投資的

経費は 20億円となり，財政的に非常に困難であるため，今後の人口動態，少子高齢化の進展を考慮して

公共施設の見直しを進める。

49



龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　　
No ５０ 取組項目 民間施設の有効活用

推進担当課 企画調整課企画課

現状と課題

　地域住民の日常のスポーツ活動の場としては，学校体育施設や公共スポーツ施設はもと
より，民間のスポーツ施設も大きな意義を有している。流通経済大学とは，スポーツ以外に
もカルチャーなどで市民向けに施設を提供しているが，まだ一部の市民の利用に留まって
いるところであり，利用促進を図るべく使用日時等の整理や周知に努めていく必要がある。
大学，高校等の教育機関をはじめ民間事業者の施設活用の拡充とともに，テナントや空き
店舗の活用なども市民の利便性や活性化の観点から検討していく必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

大学，高校等施設の市民開放
調整・協議 実施

民間事業者施設の市民開放
調整・協議 実施

他市町との相互利用促進
調整・協議 実施

テナントや空き店舗等借用の検討
調整・協議 実施

達成水準
市内の大学や高校等の教育機関や民間事業者が有する施設の活用が図られるとともに，
施設の利用に関する他市町との相互協力がさらに推進されています。

　　取組内容　　
○平成２２年度

・大学，高校等施設の市民開放，民間事業者施設の市民開放，他市町との相互利用促進，テナントや空き

店舗等借用の検討

　当該取組項目の各取組事項について，内部協議を行った。

　※相互利用の施設数は，牛久市と利根町との間で 40 件

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・大学，高校等施設の市民開放，民間事業者施設の市民開放，他市町との相互利用促進，テナントや空き

店舗等借用の検討

　スポーツ活動を行う市民の施設利用について，使用する市民の意向調査を行い，さまざまなスタイルの施

設活用について検討する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ５１ 取組項目 インフラ施設の長寿命化計画の策定

推進担当課 企画調整課企画課・財政課・施設管理課施設整備課・下水道課・道路建設課

現状と課題

　ハコモノ施設ばかりではなく，竜ケ崎ニュータウン開発等により築造した公園や下水道，
橋梁などのインフラ施設についても，建設後 30年を経過するなど全体的に老朽化が進み，
改修の時期を迎えている。今後，老朽化施設の維持更新が大きな財政負担となることから，
耐用年数の延伸及びライフサイクルコストの低減の検討が必要であり，併せて施設の機能
保全や安全性の確保に努めなければならない。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

公共施設長寿命化計画の策定（公園）
調査 策定

公共施設長寿命化計画の策定（下水道）
調査 策定

公共施設長寿命化計画の策定（橋梁）
調査 策定

道路保全計画の策定
策定

達成水準
公園，下水道，橋梁などインフラ施設の長寿命化計画や道路保全計画が策定されていま
す。

　

　　取組内容　
○平成２２年度
・公共施設長寿命化計画の策定（公園）
　公園施設の現地調査及び台帳の整理を行うとともに，公園管理情報データベースシステムを作成した。
　また，龍ケ崎市総合運動公園の体育館及び陸上競技場のメインスタンドの健全度調査を実施したほか，
公園の遊戯施設は，専門技術者が行う定期点検の結果を基に，「公園施設長寿命化計画【遊戯施設】」を
策定した。
・公共施設長寿命化計画の策定（下水道）
　長寿命化計画を策定するにあたり，優先的に改修する施設（管渠・ポンプ場）を選定する必要があるため，
建設後 30 年以上経過している東部１号幹線の一部について調査した。また，近隣自治体に聞き取り調査を
行った。
・公共施設長寿命化計画の策定（橋梁）
　国庫補助対象となる橋長 15ｍ以上の車輌通行が可能な橋梁について，茨城県が作成した市町村向けの
長寿命化修繕計画策定ガイドライン（案）に基づき策定することを決定した。　
・道路保全計画の策定
　道路整備及び補修要望箇所を精査し，ランク付けを行った。

　

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度
・公共施設長寿命化計画の策定（公園）
　平成 23 年度に点検調査（健全度調査）を実施する既存公園施設の選定を行うとともに，これまでに実施し
た維　持管理状況などを調査し，健全度を把握するための点検調査を行う。
・公共施設長寿命化計画の策定（下水道）
　管渠について，引き続き建設年度の古い幹線を一部調査し，年数経過による老朽化の進行状況等を把握
する。ポンプ場は，維持管理業者や設置されている設備メーカーからの聞き取りや修繕年度等の洗い出し
を行い，計画策定の必要性及び時期を判断する。これらの取組を一体的に進め，社会資本整備総合計画
に長寿命化計画の策定を盛り込み茨城県の承認を得る。
・公共施設長寿命化計画の策定（橋梁）
　対象となる橋梁の点検及び整理を行い，平成 24 年度に計画を策定する。
・道路保全計画の策定
　ランク付けを基に，道路保全に努める。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　
No ５２ 取組項目 経営改善計画の推進

推進担当課
都市計画課・農政課・生涯学習課まちづくり推進課・社会福祉課・介護福祉課・企画調整
課企画課

現状と課題

　平成 20年度に外郭団体ごとに今後のあり方，目指すべき方向性，具体的な改革への取
組や実施時期などを定めた経営改善計画が策定された。経営改善計画における推進期
間は，平成 21年度から平成 23年度までの 3年間であり，本計画に基づく取組を着実に
推進するため，経営改善計画の進行管理を適切に行う必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

財団法人龍ケ崎市開発公社の経営改善の
取組推進 実施

財団法人龍ケ崎市農業公社の経営改善の
取組推進 実施 統合後も

引き続き

財団法人龍ケ崎市文化振興事業団の経営
改善の取組推進 実施

経営改善

を実施

社会福祉法人龍ケ崎市社会福祉協議会の
経営改善の取組推進 実施

社団法人龍ケ崎市シルバー人材センター
の経営改善の取組推進 実施

外郭団体の経営改善計画に基づく取組状
況の総括的なチェック 実施

達成水準 経営改善計画に定めた取組を確実に実行し，業務の効率化が図られています。

　　取組内容　　
○平成２２年度

・各団体（開発公社，農業公社，文化振興事業団，社会福祉協議会，シルバー人材センター）の経営改善

計画の取組推進

　経営改善計画に基づく取組状況は，おおむね予定どおりに進められている（各団体の取組状況は，別添

参照）。

・経営改善計画に基づく取組状況の総括的なチェック

　各団体から所管課に経営改善計画に基づく取組状況が報告され，総括的なチェックとしては予算編成時

などに実施した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・各団体（開発公社，農業公社，文化振興事業団，社会福祉協議会，シルバー人材センター）の経営改善

計画の取組推進

　今後も経営改善計画に基づく取組を推進していくとともに，「開発公社」「農業公社」「文化振興事業団」に

ついては，平成 23 年 4 月 1 日に合併し「まちづくり・文化財団」になっているが，合併前の団体が定めた取

組項目で新団体として該当する取組項目は引き続き，継続して取組む（各団体の取組方針は，別添参照）。

・経営改善計画に基づく取組状況の総括的なチェック

　平成 19年に策定した「外郭団体の望ましいあり方に関する基本方針」との整合性を図り，外郭団体の抱え

る課題とその対応状況について点検・評価を行う。

52



龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　　　　
No ５３ 取組項目 外郭団体の統合

推進担当課 都市計画課・農政課・生涯学習課まちづくり推進課・企画調整課企画課

現状と課題

　外郭団体のうち，公益法人については平成 20年 12月 1日に自動的に特例民法法人と
なっており，移行期間である 5年間は従来と同様に団体を運営することができるが，移行
期間終了の平成 25年 11月 30日までに，公益法人または一般法人のいずれかに移行す
る必要があり，移行しなければ自動的に解散となる。現在のところ，公共性，公益性という
共通目的を目指しながら，団体を存続させていくために，開発公社，農業公社，文化振興
事業団の三法人の統合を目指し取り組んでいる。これにより，効率化による経営力の強化
とともに職員の資質向上・活性化を図り，より公共・公益性を高めてより高いサービスを提供
する団体を目指す必要がある。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

統合する新団体の定款や組織体制，役員
選任等の整理

統合に向けた

事務手続き

統合

新団体が実施する新たな業務の展開
検討 実施

公益法人の認定申請・取得
調整 認定申請・取得

達成水準
平成 23年 4月 1日に外郭団体が統合され，新団体として運営されています。
また，平成 24年度中に公益法人の認定がされています。

　　取組内容　　
○平成２２年度

・統合する新団体の定款や組織体制，役員選任等の整理，新団体が実施する新たな業務の展開

　「開発公社」，「文化振興事業団」及び「農業公社」の 3団体が平成 23 年 4 月 1 日の合併に向け，新団体

の定款や組織体制，役員選任等について事務レベルでの協議を行った。

　また，各団体の理事会及び評議員会でも協議を行うとともに，茨城県の主務監督の担当課等との調整を

行った。その後，各団体の理事会，評議員会において法人合併について議決され，県へ申請の後平成 22

年 12 月 13 日に合併の認可が下り，平成 23 年 4 月 1 日から合併となった。

（新団体の役員等について）

　開発公社が存続団体として合併を行ったことにより，「開発公社」の理事及び評議員に「文化振興事業団」

及び「農業公社」から各 2名ずつ新団体の役員に加わった。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・新団体が実施する新たな業務の展開（公益目的事業の拡充）

　まちづくり・文化財団は，今年度から観光物産センターの管理運営を市から受託したことにより，公益認定

を受ける上での公益目的事業の充実を図る。

　また，現在展開している公益事業，収益事業の比率等を算定し，平成 24 年 10 月（予定）の申請に備える

こととする。

・公益法人の認定申請・取得（新定款の作成及び機関設）

　平成 23 年度中に新定款（案）を作成し，理事会及び評議員会へ諮る。また，新制度の役員については，

県の指導等を受けながら最初の評議員の選定等について検討するとともに，認定後の役員構成についても

理事会，評議員会で意見等を反映させながら検討を進めていく。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ５４ 取組項目 一部事務組合等の再編検討

推進担当課 企画調整課企画課・財政課・環境対策課・下水道課

現状と課題

　県内の一部事務組合は，市町村合併に伴う解散などにより減少するとともに，１組合あた
りの構成市町村数の減少も見られる。3団体以下で構成される組合は，龍ケ崎地方塵芥処
理組合を含めて全体の約 6割を占めている。
　また，一つの市町村がごみ処理，し尿処理等の事務ごとに複数の組合に加入している例
もある。
　財政状況が厳しさを増していく中で，広域連携による事務の効率化や住民サービスの維
持といった観点に立って，再編・統合を含めた一部事務組合の見直しを検討し，取組を進
めていくべき時期に来ている。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

構成市町村間での検討会の設置・協議
設置 協議

稲敷広域市町村圏事務組合消防署所の
統廃合の推進 統廃合

消防指令センター共同化の促進（稲敷広
域市町村圏事務組合） 協議 基本設計策定 実施設計策定

事業規模拡大（利根町加入）による経営安
定化の促進（県南水道企業団） 調整・協議 統合

達成水準
構成市町村間での一部事務組合の再編・共同処理等を含む効率化に係る検討会を設置
し，協議・調整を進めるとともに，消防署所の統廃合等の推進が図られています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度
・構成市町村間での検討会の設置・協議

　既存の経営検討会議等で，一部事務組合負担金について協議を行ったが，再編・共同処理等に関する

検討会の設置までには至らなかった。

・稲敷広域市町村圏事務組合消防署所の統廃合の推進

　平成 22 年度に消防署所の統廃合は行わなかったが，平成 21 年度に東出張所と桜川出張所の統廃合を

行い，「江戸崎消防署　桜東分署」を建設した。

・消防指令センター共同化の促進（稲敷広域市町村圏事務組合）

　県内の緊急連絡体制（119番）の一元化を図るため，現在のアナログの電波からデジタル化への移行手法

などについて検討を行った。

・事業規模拡大（利根町加入）による経営安定化の促進（県南水道企業団）

　茨城県南水道企業団では，利根町との統合協議会を毎月開催し，統合に向けた事務や施設管理等の整

理・調整を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度
・構成市町村間での検討会の設置・協議

　検討会の設置について協議を行う。

・稲敷広域市町村圏事務組合消防署所の統廃合の推進

　稲敷広域市町村圏事務組合消防署所の統廃合については，今後も「稲敷広域消防振興整備計画」に基

づき，施設の見直しを行う。

・消防指令センター共同化の促進（稲敷広域市町村圏事務組合）

　県消防防災課取りまとめのもと，消防指令センターの共同運用及び消防デジタル無線の共同整備に向け

て，電波調査を行う。

・事業規模拡大（利根町加入）による経営安定化の促進（県南水道企業団）

　利根町浄水場の無人化工事と若柴配水場からの遠隔操作工事を実施し，平成 24 年 4 月統合に向け総

合協議会を開催し，事務の調整を行う。　　　　　
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ５５ 取組項目 財政推計とローリング

推進担当課 財政課

現状と課題

　国の制度改正や社会経済情勢が大きく変動する中で，的確に試算を行い，精度の高い
財政収支見通しを立てていくことは大変難しい状況にあるが，試算に影響を及ぼす状況変
化に際しては適宜推計条件を見直すなどのローリングを行って，市民に公表していくことが
必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

財政推計前提条件の見直し
随時見直し

分かりやすい財政収支見通しの作成と公
表 作成・公表

達成水準 毎年財政推計を行い，収支状況を見直して，市民に分かりやすく公表されています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・財政推計前提条件の見直し，分かりやすい財政収支見通しの作成と公表

　財政計画及び財政健全化プランの基礎データとなる財政推計は，毎年度決算ベースでローリングを行っ

ており，平成 22 年度は 4 月に公表を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・財政推計前提条件の見直し，分かりやすい財政収支見通しの作成と公表

　今後も継続して財政推計とローリングを実施し，公表する。

　なお，次回のローリングにおいては，東日本大震災の影響などによる，国の政策転換，景気動向等を踏ま

え，推計の前提条件について検討し，修正を行う。

　このほか，財政収支の見通しについては，グラフ等を活用し，視覚的な分かりやすさにも配慮しながら作成

し，公表する。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ５６ 取組項目 分かりやすい財政情報の公表

推進担当課 財政課

現状と課題
　市民にとっても厳しい経済環境の中で，納められた税金の使い道を分かりやすく解説す
るなど，市民にはなじみの薄い財政の情報を公表して，理解・納得されることが必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

予算編成状況の公表
公表

分かりやすい予算，決算の概要の公表
公表

りゅうがさきのサイフなど財政課題の公表
公表

達成水準
予算の編成課程や予算・決算の概要，その他の財政情報について分かりやすく作成して，
毎年公表されています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・予算編成状況の公表

　従来の予算の公表は，議会や予算編成作業が終了した後の公表であったが，平成 22 年度はこれに加え，

予算編成状況（要求額・査定額の状況，総額ベース）をホームページで随時公表した。

　

・分かりやすい予算，決算の概要の公表

　市の財政状況（予算・決算）を家計に例えるなど，分かりやすい予算・決算の概要の公表に努めた。

・りゅうがさきのサイフなど財政課題の公表

　市の財政課題などについてまとめた「財政通信」を作成し，市職員へ周知を図るとともに，市公式ホーム

ページに掲載し，外部にも市の財政課題の発信を行った。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・予算編成状況の公表

　予算編成状況については，引き続き，主要な事業の実施に係る予算要求から予算査定までの進捗状況を

公表する。

・分かりやすい予算，決算の概要の公表

　引き続き，市の財政状況について，分かりやすい予算・決算の概要の公表に努める。

・りゅうがさきのサイフなど財政課題の公表

　引き続き，市の財政課題などを「財政通信」を作成する中で取りまとめ，市職員及び外部への発信を行う。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ５７ 取組項目 財政収支の改善

推進担当課 財政課

現状と課題

　地方交付税の削減，加えて税収の下振れ等によって一般財源は減収基調にある。一方，
歳出では社会保障費等の伸びが顕著となっており，単年度収支は赤字基調にある。当面
の課題は，財源不足の解消である。事業の休止・廃止などの緊急避難的措置を講じながら，
財政収支の改善が必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

第 3次財政健全化プランの策定・実行
策定・実行 実行

事務事業の休止・廃止など緊急措置の実
行や特例地方債の活用 実行・活用

達成水準 実質収支の黒字が維持されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・第 3次財政健全化プランの策定・実行

　これまでの財政健全化の取組等を踏まえ，今後の取組の方向性を示すとともに，具体的な取組項目を掲

げ財政健全化策を集中的に推進するため，「第 3次財政健全化プラン」を平成 22 年 5 月に策定した。

・事務事業の休止・廃止など緊急措置の実行や特例地方債の活用

　平成 22 年度の財政収支については，国の地方配慮の方針等による地方交付税の一部復元などにより，

近年に比して良好に推移した。年度末における東日本大震災による財政需要に対応してもなお，実質単年

度収支で 7億円超の確保が見込まれている。

　しかしながら，この状況は自主財源の増額等によるものではなく，自立的な改善とは言いがたい。累次の

財政健全化策の効果は現れているものの，依然として厳しい状況は継続している。

※平成 21 年度の実質収支は 446百万円であり，黒字が維持されている。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・第 3次財政健全化プランの実行

　「第 3次財政健全化プラン」に基づき，各取組項目を実行する。

・事務事業の休止・廃止など緊急措置の実行や特例地方債の活用

　税収等は劇的な回復が見込めないどころか，下振れも確実視される。平成 22 年度の良好な財政収支によ

り，財政調整基金に 6億円を積み立てたが，平成 23 年度当初予算の財源不足，災害復旧，被災者支援事

業等の財源として約 6億円の基金繰入を予算化している。

　従って，今後の増収は当然見込めず，更なる基金繰入の増額は将来の財政運営に禍根を残すことになる

ため，事業の休廃止，緊急避難的措置を視野に入れた財政運営に取組む。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ５８ 取組項目 将来負担額の削減

推進担当課 財政課

現状と課題

　本市では，首都圏有数の規模を誇る竜ケ崎ニュータウン建設に合わせて，学校や道路，
公園，下水道などの都市基盤の整備を順次行ってきた結果，市民生活に直結した公共施
設の整備は順調に進んだが，一方で財源として活用した地方債が累積されたところである。
さらに，地方交付税の不足を補うための特例地方債の借入れなどもあり，将来負担額の累
積が顕著である。これら地方債の活用は世代間の負担の公平に資する反面，その返済費
用は長期にわたって大きな財政負担となるため，将来に大きな負担を残さないよう発行の
抑制が必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

市債発行額の抑制
抑制

繰上償還や借換えの実施
実施

達成水準 3年間で 50億円以上の将来負担額（借金）が削減されています。

　

　　取組内容　　
○平成２２年度
・市債発行額の抑制，繰上償還や借換えの実施

　新規債の発行抑制による残高の削減とともに，金利負担や償還負担の軽減・平準化のための借り換えを

継続して実施した。

　なお，新規債については，本来発行すべき建設事業債が減少し，特例債である「臨時財政対策債」などの

財源補てん債の割合が大きくなっている。

※平成 20 年度末と平成 21 年度末では将来負担額（借金）が約 20億円減少

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度
・市債発行額の抑制，繰上償還や借換えの実施

　上記の取組を継続するが，臨時財政対策債・資本費平準化債の割合が大きくなっていることに加え，災害

復旧事業債の発行により，残高の減少がペースダウンしているため留意する。

　将来的には臨時財政対策債・資本費平準化債の限度額以内に発行抑制できるよう収支改善に努める。

　一方で，投資的事業の過度の抑制は，老朽施設の増大を招き，将来の更新需要が集中する恐れがあるた

め，一定規模の投資的事業の実施は不可欠であり，財源としては市債の発行もやむを得ないことから，市債

の発行総額を抑制しながら，建設事業債の割合を増やすよう調整に努める。
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　
No ５９ 取組項目 柔軟な財政構造の構築

推進担当課 財政課

現状と課題

　本市にとってまず先行的に取り組まなければならないのが，直面する財源不足対策とそ
の解消であるが，これとともに激変する社会経済環境に今後とも適切に対応していくため
には，財政収支の均衡，柔軟な財政構造の構築が不可欠であり，行政運営の仕組みの変
革や行政・市民双方の意識改革など，構造的な改革を進める必要がある。
　行政コストを徹底的に縮減するとともに，将来の発展につながる政策を見極め，経営資
源を重点的に配分することも必要である。

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

行政コストの縮減
（職員の最大限の努力と創意工夫） 実施

経営資源の重点的な配分
（事業仕分け導入などの仕組みづくり） 実施

公共の担い手・役割分担の再構築
実施

達成水準 経常収支比率が現状（平成 20年度 98.0％）以内に抑えられています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・行政コストの縮減，経営資源の重点的な配分，公共の担い手・役割分担の再構築

　「第 3次財政健全化プラン」の最優先課題は，短期的効果として，恒常化しつつある赤字体質，基金繰入

れに依存した財政運営からの脱却を図ることにある。平成 22 年度決算は，累次のコスト削減努力の成果が

現れ始め，財源補てんのための基金繰入は不要となり，6億円の積立を行った。

　しかし，収支改善の大きな要因が，臨時財政対策債の増発などによる収入総額の確保であり，当該債が

年度末の収入となることから，年度途中での多額の基金繰替運用などキャッシュフロー面でも厳しい状況で

ある。

※平成 21 年度における経常収支比率は 95.4%

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・行政コストの縮減，経営資源の重点的な配分，公共の担い手・役割分担の再構築

　税収等は劇的な回復が見込めないどころか，下振れも確実視される。平成 22 年度の良好な財政収支によ

り，財政調整基金に 6億円を積み立てたが，平成 23 年度当初予算の財源不足，災害復旧，被災者支援事

業等の財源として約 6億円の基金繰入を予算化している。

　従って，今後の増収は当然見込めず，更なる基金繰入の増額は将来の財政運営に禍根を残すことになる

ため，事業の休廃止，緊急避難的措置を視野に入れた財政運営に取組む。

（No57 を再掲）
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龍ケ崎市第６次行政改革大綱・前期アクションプランの取組状況
（平成22年度取組内容・平成23年度取組方針）

　　　　　　　　
No ６０ 取組項目 財政健全化条例等の制定

推進担当課 財政課

現状と課題

　全国の多くの市町村では恒常的な財源不足による財政の疲弊が進んでいる。原因の一
つに地方債残高の累増がある。景気対策や地方交付税の補填措置などのやむを得ない
事情もあるが，収入を上回る現在の財政構造は過去の財政規律にも問題があったと言わ
ざるを得ない。
　本市においても地方債を含む将来負担額の累増による財政負担が顕著であり，今後急
速に進行する少子高齢社会への備えも重要であることから，より計画的な財政運営は必須
であるため，財政規律の強化などの仕組みが必要である。　

取組内容

取組事項 平成22年度 平成23年度 平成24年度

財政健全化条例等の制定
検討 制定

達成水準 財政健全化条例等が制定されています。

　　

　　取組内容　　
○平成２２年度

・財政健全化条例等の制定

　財政健全化条例等の策定に向け，先進自治体の状況調査，資料収集及び研究を行った。その結果，他

市の財政健全化条例は，理念的な条例や数値目標を盛り込んだ条例など，さまざまであった。そのようなこ

とから，本市で財政健全化条例を制定する際には，骨子や概要の段階で十分な検討が必要であることを確

認した。

　　今後の取組方針　　
○平成２３年度

・財政健全化条例等の制定

　平成 23 年度においては主・副担当者を定め，調査研究段階から策定作業に移行する。

具体的には以下のとおり。

　（１）財政健全化条例の骨子（案）の策定　→　　行政経営評価委員会に説明（7 月予定）

　（２）骨子再調整・概要調整（8 月予定）

　（３）財政指標選定，条文案作成（9月～）

　（４）議会説明（概要）等

　平成 24 年度において，条例案の議会上程，施行を予定する。
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開発公社

経営改善計画取組状況

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

① 策定

② 実施

③ 実施

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

① 事務局組織の見直し 実施 合併に伴いグループ制を敷いた。

② 人事評価制度の導入 一部試行 一部試行

③ 勧奨退職制度の整備 検討 引き続き協議を進める。

④ 検討

⑤ 給与の見直し   自らの経営状況に応じた給与体系を構築します。 検討 検討 実施 給料５％を減とする規程の改正中。 合併に合わせ実施する。

⑥ 人的交流 検討 検討 検討 公益認定後を目標とする。

(1) 事業に関する課題とその対応

平成21年度 平成22年度 平成23年度

先行取得した土地の市による
再取得の促進

　公社有地については，利用している土地，未利用の土地，または市による
再取得の土地，公共用地代替地等にグループ分けを行い，今後の利用計
画を策定してまいります。

　市の関係各課と協議を行い，グループ
分け及び利用計画等を行う。また，市によ
る再取得については継続協議中。

　新法人になり事業ごとに，有効活用でき
るか検討していく。

特定資産等を活用した新規事
業等の拡大

　市で検討中の工業団地拡張事業の資金としての活用を検討すると共に，
県内で工業団地造成を行っている開発公社へ赴き，事業内容や規模，分
譲方法等を精査してまいります。 　合併に伴い事業範囲の拡大したことによ

り，市と龍ケ崎市のまちづくりに関する事
業に公社資産をどう活かしていくか検討
中。

　県内開発公社等で行っている工業団地
分譲の情報について精査する。

　また，他市で行っている公社独自の自主事業を調査・研究し，特定資産の
有効な利活用を図ってまいります。

　特定資産については，事業規模に応じ
てどの程度資金として活用できるか，また
，基金の規程についても整備する。

新規事業(公益事業)の検討
　新たな公益事業が展開できる環境を整備することが先決で，そのために
定款の変更を早急に行います。また，指定管理者制度にも積極的に参加し
ていきます。

規程等の
変更

　合併の認可が下りたことにより，農業公
社，文化振興事業団の事業を継承するこ
とになり内容について把握するとともに，
他の公益事業についても調査準備中。

H23年度より龍ケ崎市観光物産センターの
管理運営を行い公益事業を展開するとと
もに，合併のスケールメリットを活かし，新
規の公益事業を開拓する。

(2)　組織，人事・給与等に関する課題とその対応

平成21年度 平成22年度 平成23年度

  日々の業務については，両係一体となって業務を行っておりますことから，
今後は一体化に向けて組織規程等の改正をしてまいります。

規程等の
改正

グループ制を活かし事務の効率化を図る
。

  制度導入の一環として，平成20年10月より月間スケジュールを作成してき
たところであります。今後は，龍ケ崎公益法人連絡協議会(※)において，職
員の研修を充実させ導入に向けて取組んでまいります。                           
              

市職員の講師を招いて実務研修を行うと
ともに，今年度は月間スケジュール管理を
全職員に導入した。

合併後は，業績評価である目標による管
理を導入する。

  龍ケ崎公益法人連絡協議会(※)において，実施取組を検討し，規程等の
整備を行ってまいります。

龍ケ崎公益法人連絡協議会において制
度上の問題点（財源等）等を協議する。

理事(会)及び評議員(会)の新
制度に則した組織体制

  公益法人制度改革により大幅に改正されることになりますが，平成21年度
中に，法人の規模等を勘案し，制度の趣旨に添った定款の変更(案)，その
他諸規程の整備をしてまいります。

規程等の
整備

公益法人制度改革における機関設計に
ついて調査準備中。

公益認定を受ける上で規程等の整備を行
う。

  定期的な内部の業務の交替や，市や他の団体等との人事交流を行い，職
員の意識改革及び能力向上に努めます。

合併後に市の外郭団体間で交流が行え
るか検討中。

※市の外郭5団体で共通事項等を調整するために組織した会



2

開発公社

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

①

市と協議 市と協議 貸付 市へ貸付けることとする協議中。

市と協議 市と協議 市と協議 継続協議 県道代替地として現状維持

市と協議 市と協議 市と協議 継続協議 県道代替地として現状維持

交渉 交渉 平成２２年度市へ寄付

処分 現状維持 代替地として現状維持

処分 平成２２年度売却済み

貸付 更新 式秀部屋と交渉中 基本的に処分の方向で交渉を継続する。

市と協議 市と協議 市と協議 継続協議 第２庁舎用地の件も含め，継続協議

貸付 現状維持 貸付継続

貸付 現状維持 貸付継続

貸付 流大と交渉中 契約期間内に処分する方向で交渉する。

②

③ 公益法人制度改革への対応 検討 検討 検討

④ 情報の積極的な開示 充実

(3)　経営に関する課題とその対応

平成21年度 平成22年度 平成23年度

公社有地の財産処分計画等に
ついて

　(市への公社有地売渡し)
・ 市より取得依頼を受けて先行取得した土地については，早期に買い戻し
を要望するものです。また，これらの土地については，バブル期に取得して
いるものがほとんどで，当時は借入金で取得している土地もあるため，利息
金額も勘案しながら処分価格を決定し，市と協議をしてまいります。

　　11．高須町堤外4025-1(3,615㎡)
　市と買い戻し協議を継続するととも
に，H23年度より貸付け（無償）を行う。

　　14．立野5056-3 外2筆(463㎡)

　　15．大徳町上大徳159-4(1,663㎡)

　(民間への公社有地売渡し)
・ 浅間ケ浦の土地については，一部地元自治会へ会館用地として貸付て
おりますが，今後は，有償貸付，または処分等について交渉してまいります
。また，浄化槽用地については平成20年度において浄化槽の撤去工事が
終了しましたので，現在，隣接者等へ売却処分の交渉をしております。
・ 野原の土地については，一般処分(公募抽選，一般競争入札)等を含め，
検討します。
・ 白羽の土地については，平成21年度において処分します。

　　　7．佐貫町浅間ヶ浦919-120 外2筆(177㎡)　

　　16．野原1109　外2筆(1,981㎡)

　　18．白羽2丁目7-16 (272㎡)

　(公社有地の貸付) 
・ 佐貫4丁目の土地については，式秀部屋へ平成23年11月まで賃貸借契
約をしております。また，契約期間満了までに処分等も含めて交渉してまい
ります。
・ 馴馬町の土地については，市の依頼により取得しておりますので市へ買
い戻しの要望を行いつつ，市で取得計画ができるまでは，有償で貸付けて
まいります。
・ 上町の土地については，にぎわい広場用地，まいん用地として，有償で
貸付けてまいります。
・ 羽原町の土地については，流通経済大学へグラウンド用地として平成26
年1月まで賃貸借契約をしております。また，契約期間満了までに処分等も
含めて交渉してまいります。

　　　6．佐貫4丁目17-16(266㎡)

　　10．馴馬町牛北毛3221 外14筆(5,809㎡)

　　12．上町4110　外4筆(1,894㎡)

　　13．上町4264-1　外2筆(1,007㎡)

　　17．羽原町央台1123-6　外2筆(7,304㎡)

収益事業(特別会計)の対応
　駐車場の利用率を90％以上確保するため，ホームページ等においてＰＲ
を強化し，安全で効率的な管理運営をしてまいります。

90％以上 90％以上 90％以上

　公益法人制度改革の対策として，市営
住宅駐車場の３カ所及び横町駐車場につ
いては，市へ返還した。また，佐貫駅南口
駐車場の一時利用が減少傾向のため，回
数券等による利用方法について検討中。

　引き続き，ホームページ等で周知徹底を
行うと共に，合併によるメリットと活かし各施
設（文化会館等）においてPR等の利用促
進を図る。

　十分に検討し，会計規程等の見直しをしてまいります。また，現在の土地
の帳簿価格については，取得価格を計上しておりますが，「公益法人会計
基準に関する実務指針」により，減損会計を適用し，原則として強制評価減
を行う必要がありますので，平成21年度中には，適正な土地評価をしてまい
ります。

　会計規程等の改正については，合併後
に併せる方向で調整中。また，減損会計
については，H22年度において実施した。

　H20年度公益法人会計基準に対応する
予算書等を作成できるよう調査研究する。

  インターネットによる情報開示の取組を推進します。現在，ホームページ上
において財務諸表等の開示を行っており，これに加えて更なる充実を図っ
てまいります。

　３団体合併に伴い，新法人用のホーム
ページ作成の準備を行う。

　合併後のホームページ上の内容につい
ても随時新法人の中で検討していく。



1

農業公社

経営改善計画取組状況報告

（１）事業に関する課題とその対応

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

① 充実

② 検討 実施

③

④ 遊休農地の解消 実施

⑤ 方針決定 実施

⑥ ふれあい広場の有効利用 実施

⑦ 継続

⑧ 湯ったり館案内看板の外国語表記 実施 充実

⑨ 龍ケ岡市民農園の活用方法 検討 実施 敷きワラの提供を実施

平成21年度 平成22年度 平成23年度

農地保有合理化事業のＰＲについ
て

　次の活動を強化することにより，農地保有合理化事業の周知及び利用
促進を図ります。
①市内農家へのパンフレット送付②関係機関へのパンフレット配置③市
広報紙への掲載④集落座談会での説明⑤茨城県農林振興公社による
農地売買事業の斡旋仲介⑥ホームページの充実

平成21年度における農地法の一部改
正に伴い，農地保有合理化事業の後
継事業である農地利用集積円滑化事
業規程を制定し，実施主体（円滑化団
体）として市より平成22年6月30日に承
認を受ける。

新たに新財団で円滑化団体として市か
ら承認を受けると伴に，国補事業（規模
拡大加算）を活用しながら，農地利用
集積円滑化事業の周知及び利用促進
を図る。

龍ケ崎市農産物のブランド化の推
進について

　龍ケ崎市農業公園豊作村施設を活用した地元農産物直売所の設置
を検討するなど，地元農産物のブランド化に向けた取り組みを市及び関
係機関とともに実施します。

市農政課と伴に，近隣市町村の農産
物直売所を研究・調査を行ってきた。

地産地消の推進を図るため，農産物直
売所について引き続き関係機関との調
整（公益事業か否か等）並びに設置場
所・方法について検討する。

農業ヘルパー制度の推進につい
て

　次の活動を行うことにより，ヘルパー制度の推進を図ります。
①市広報紙，ＪＡ広報誌を利用するなど，制度の周知に努めます。また，
農業ヘルパー推進センター（市・ＪＡ・県普及センター）において利用促
進に向けた協議を行います。
②ヘルパー希望者を対象に営農研修を実施します。

①継続
②継続

龍ケ崎トマト施設園芸において龍ケ崎
トマトの収穫作業を実施。

農業者は補助労働力，市民は農業体
験とヘルパー制度に対する温度差が
あるので，今後は解消しながらヘルパ
ー制度を推進する。

　担い手の高齢化に対応するため，農地保有合理化事業の実施にあた
り，現在の農用地貸付相手の年齢制限を廃止するよう，規程の見直しを
します。また，茨城県農林振興公社による農地売買事業の斡旋仲介を
積極的に取り組み，遊休農地の解消・優良農地の保全・不在地主の対
策を行います。

農地利用集積円滑化事業や茨城県農
林振興公社による農地売買事業を活
用し，担い手（認定農業者等）への転
貸しを積極的に取り組み，遊休農地対
策を行ってきた。

引き続き，これら事業に積極的に取り
組み，遊休農地対策を行う。また，農
業委員会と協力体制のもと，遊休農地
の解消を協議する。しかし作業条件の
悪いほ場については担い手への転貸
しは容易ではなく，土地改良等の整備
を実施しながら，担い手に流動化する
ことが肝要であると思われる。

農地保有合理化事業等における
事務手数料

　事務手数料の発生により，農地保有合理化事業の衰退も危惧されるの
で，受託組合と慎重に協議したうえで理事会等で審議し，規程を改正す
るなどの段階的な導入に向けて取り組みます。

検討
協議

事務手数料の取り扱いについては，受
託組合「総会」にその他事項として協
議をしてきた。

今後も受託組合と慎重に協議したうえ
で段階的な導入に向けて取り組みを進
めていく。

　次の催事を行なうことにより，ふれあい広場を活用します。
①老人会等のグラウンドゴルフ・輪投げ競技の会場
②フリーマーケットの開催

ふれあい広場を藤ヶ丘長寿会や松ヶ
丘長寿会がグランドゴルフの会場とし
て利用。なお，フリーマーケット開催は
芝生の生育等問題により，秋イベント
で湯ったり館前レンガにて開催予定。

今後も芝生管理を適正に行い，快適に
利用して頂けるよう働きかける。

湯ったり館開館前の電話対応，入
館制限時刻の延長

　平成20年度に，開館前である8時30分からの電話対応と，入館制限時
刻の20時30分から，21時30分までの延長を実施しましたが，今後も利用
者のニーズに即した運営に努めます。

8時30分からの電話対応及び入館制
限時刻21時30分を実施。

　国際化に対応するため，館内案内看板について外国語表記を進めて
まいります。（英語・韓国語での表記を予定）

現在，館内注意事項等を英語・韓国語
・中国語で表記。

活字のみでの表記のため，図を交えた
分かりやすい案内看板を順次設置して
いく。

　今後，レンタルファームの利用状況を勘案しながら，施設内の更地をレ
ンタルファームとして拡張整備することについて，市と協議し行ってまいり
ます。また，敷きワラの提供などサービスの向上に努めます。

レンタルファーム利用実績を基に市と
協議し，拡張整備をする。
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農業公社

（２）組織，人事・給与等に関する課題とその対応

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

① 事務局組織の見直し 実施 合併に伴いグループ制を敷いた。

② 人事評価制度の導入 一部試行 一部試行

③ 勧奨退職制度の整備 検討 引き続き協議を進める。

④ 検討

⑤ 給与の見直し 検討 検討 実施 給料５％を減とする規程の改正中。 合併に合わせ実施する。

⑥ 人的交流 検討 検討 検討 公益認定後を目標とする。

⑦ 職員研修の充実 ②検討 引き続き接遇研修を年１回実施。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

　今後，係の一体化に向け，処務規程等を見直し，現実に即した働きや
すい組織体制を確立します。

規程等の改
正

グループ制を活かし事務の効率化を図
る。

　龍ケ崎市の制度を参考に，市外郭団体で構成している龍ケ崎市公益
法人連絡協議会において研修会等を実施し，段階的な導入に向けて取
り組みます。

市職員の講師を招いて実務研修を行
うとともに，今年度は月間スケジュール
管理を全職員に導入した。

合併後は，業績評価である目標による
管理を導入する。

　龍ケ崎市公益法人連絡協議会において，実施取組を検討し，規定等
の整備を行います。

龍ケ崎市公益法人連絡協議会におい
て制度上の問題点（財源等）等を協議
する。

理事（会）及び評議員（会）の新制
度に則した組織体制

　公益財団法人に対応した役員等の種類と定数に見直します。また，役
員の報酬等については，経営状況や他の外郭団体と均衡等を勘案し，
社会的に妥当な水準とします。

規程等の整
備

公益法人制度改革おける機関設計に
ついて調査準備中。

公益認定を受ける上で規程等の整備
を行う。

　市や他の外郭団体と協議し，平成22年4月1日からの給与改正を目標
に，見直しを進めます。

　他の外郭団体や市と人事交流することで，ルーチン化の解消や職員の
能力向上に努めます。

合併後に市の外郭団体間で交流が行
えるか検討中。

①専門研修（接遇研修等）に参加し，研修の内容や成果をフィードバック
します。
②他の団体や市と連携し，基幹事務（文書・情報管理，契約事務，人事
管理等）に関する研修会を開催します。

①継続 ①毎年接遇研修を実施。
②人的交流に含める。
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農業公社

（３）経営に関する課題とその対応

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

① ②実施

② 実施

③ 湯ったり館の今後の事業展開

④ ホームページの新規開設について 充実

⑤ 公益法人制度改革への対応 検討 検討 検討

平成21年度 平成22年度 平成23年度

湯ったり館の入館者数の一定の確
保

①スタンプカードサービス内容を充実し，リピーター客の取り込みを図る
ことで，安定した入館者数の確保に繋げます。
②阿見町に建設中のアウトレットモール（平成21年7月開設予定）周辺に
誘導看板を設置することで，新たな利用者の取り込みを目指します。
③旅行会社などへのバナー広告掲載等，インターネットメディアを活用し
た宣伝活動を実施します。

①実施
②検討
③実施

目標
225,000人

①集客率の弱い曜日にスタンプ２倍の
日を設定することで安定した入館者数
の確保を目指した。
②誘導看板として，電柱広告をアウトレ
ット周辺に５本設置した。
③JAF会員優待施設に加盟。

①回数券発行No.による抽選会，龍･流
連携に参加するなど，リピーター客の
取り込みに努める。
③経費が掛からない広告媒体を探し，
インターネットメディアへの登録数を増
やしていく。

湯ったり館飲食部門（レストラン）の
有効活用

　平成20年度に，平成21年度の契約更改に向けて，「湯ったり館飲食部
門運営委託業者選考委員会」を立ち上げ，契約内容，委託料の妥当性
について検討してきました。また地元食材の活用方法，レストラン施設の
活用方法，営業時間の設定などについて，多肢にわたり議論を重ねてき
ており，これらの結果が反映されるよう委託業者と協議し，利用者が満足
できるレストランの活用やサービス向上に繋げていきます。

米・野菜類など地元食材を積極的に活
用している。また，レストラン・広間の営
業時間の延長を実施，ﾜﾝｺｲﾝ（500円）
ﾗﾝﾁ，長寿会メニュー，お得な宿泊プ
ランを設定するなど売上げ向上に取り
組んでいる。

委託会社の方針もあるが，アンケートか
ら導き出した利用者ニーズを取り入れ
た運営を図りつつ，その上で売上げ向
上に繋がるよう今後も協議，模索してい
く。

①冬季期間（12月1日から翌年4月30日まで）芝の養生期間ということで
運動広場を貸出し不可としているが，平成20年度から試験的に貸出しを
行っており，この結果をもとに，支障が無ければ平成21年度から本格実
施とし，少年サッカー合宿の利用促進を図ります。
②関係機関と調整のうえ，農業体験・手作り体験などを伴った宿泊体験
型の新規事業を展開し，公益性の向上を図ります。

①実施
②検討 ②実施

①平成21年度から冬季期間貸出し実
施。平成22年度ティフトン芝への部分
張替えを実施。
②事業内容について，他の団体が行
っている事業を調査・研究中。

①良好な状態を保つことで，更なる利
用増加に繋げる。
②早期実施に向け，事業内容につい
て精査する。

　平成20年度に開設したホームページを利用し，事業内容や財務諸表
等を積極的にインターネットにより公開することで，透明性を確保します。
また，湯ったり館等の施設案内についても，ホームページ上で情報を発
信します。

イベントや営業日変更等についての情
報をホームページ（新着情報欄）にて
発信し，利用者への周知を図ってきた
。

豊作村の情報について積極的にホー
ムページにて発信する。

　県主催等の研修会へ積極的に参加し，情報収集に努め，公益財団法
人の取得を目指します。また，公益財団法人申請に伴う公益目的事業
費比率を高めるための新規事業展開について，関係機関と協議・検討し
，積極的に推し進めます。

公益財団法人申請に伴う公益目的事
業費率を高めるため，市内公益法人
の3団体（農業公社・開発公社・文化振
興事業団）で合併。

合併後の新団体にて新規事業展開に
ついて取り組んでいく。



1

文化振興事業団

経営改善計画取組状況

課題 項目 改善目標及びその内容
年次計画

取組状況 今後の取組方針

開館時間の延長

共催事業と事業団主催事業の見直し

施設の有効活用 一部実施 順次実施

実施

課題 項目 改善目標及びその内容
年次計画

取組状況 今後の取組方針

開館時間の延長への対応 実施

検討 調整 実施

1　事業に関する課題とその対応

平成21年度 平成22年度 平成23年度

(1)－①

　施設利用の利便性を向上させるため，文化会館の開館時間を２２時ま
で延長します。また，歴史民俗資料館の開館時間も１７時まで延長します
。加えて，夏休み期間や特別展示の際などには，試行的に毎週金曜日
の開館時間を１９時まで延長し，夜間の来館者状況を把握しながら今後
の指標としていきます。

実施
【目標値】

●文化会館事業入
場者数：50,136人
●歴史民俗資料館
の年間延利用者数

：26,531人

21年度から文化会館の施設の貸出時
間を22時まで，歴史民俗資料館の開
館時間を17時まで延長した。　　　　　　
　　　また，歴史民俗資料館では，夏休
みと特別展の期間中の金曜日に19時
まで開館して，夜間の来館状況の把握
に努めるとともにアンケートを実施して
，今後の指標としてデータを集めまし
た。

歴史民俗資料館の開館時間延長につ
いては，夜間の来館状況とアンケート
調査の結果を基に，22年度の歴史民
俗資料館運営審議会において協議し
ていただき，来館者の実績と費用対効
果を考え，通常開館を17時として，特
別な展示の期間中に週１日程度，開館
時間を19時に延長します。

(1)－②

　鑑賞型の文化・芸術事業の実施にあたっては，市民の年齢階層を考慮
しながら多様なジャンルの事業を開催することが事業団の使命であると
考え，市民のニーズを的確に捉え集客が見込める事業を積極的に実施
していきます。また，公益財団法人への移行認定を行うため，興行団体と
の共催事業を減らし，より公益性の高い事業団主催事業の割合を増やし
ていきます。

共催事業の1
事業を削減

段階的に削
減

年齢階層にあわせてジャンルごとに，
ターゲットを絞って事業を実施した。　
加えて，公益性を高めるために，興行
団体との共催を前年度より１事業削減
して実施した。

事業の公益性を高めるため，市民協働
・参加型の事業の拡充を図るとともに，
興行団体との共催事業数の整理を検
討していきます。また，市民ニーズを的
確にとらえるようにアンケート調査を実
施し，事業計画に反映させていきます
。

(1)－③

　これまで単独では貸し出していなかった文化会館の大ホール（ステー
ジのみ）やリハーサル室を音楽スタジオ的に貸し出し，施設の稼働率を
向上させます。ホワイエや中庭などの貸し出し施設以外の場所について
は，「癒しのコンサート」「野点（茶会）」などのイベントを開催し活用を図り
ます。

大ホール（ステージのみ）でのピアノの
貸出，小ホール・リハーサル室の音楽
スタジオ的な貸出を実施し，ホームペ
ージに施設の空き状況を掲載するなど
嫁動率の向上を図っています。また，
貸出施設以外のホワイエや中庭を活
用して，「癒しのコンサート」や「お茶＆
お琴演奏会」を実施した。

平日の施設稼働率の向上を図るため，
広報紙やホームページに活用例を掲
載するなど，ＰＲ活動を行います。また
，貸出施設以外の施設での事業展開
など有効活用にも引き続き取り組みま
す。

(1)－④
小中学生への学習の場としての提
供

　郷土の身近な歴史文化を学ぶ機会となる企画・収蔵品展について，学
校を通して積極的に広報活動を行い，歴史民俗資料館への来館を促し
ます。
　また，小中学校の見学に際しては，学校側と事前に打ち合せを行い，
学校側の求める資料・情報に対して，文献の紹介あるいは実物資料を提
供するなど，学習活動を支援していきます。

「昔のくらし」を学ぶカリキュラムにおい
て，学校側と事前打合せを行い，見学
会にでは，ボランティアの協働を得て，
実際に昔の道具に触れ体験する機会
を提供した。
また，近代の展示である「写真展」や「
つくば科学万博展」においては，学校
にＰＲを行った。

学校への広報活動を継続的に行い，
展示・催事内容によっては，学校側と
協議の場を設けるなど，情報の収集・
交換を行っていきます。

2　組織，人事・給与等に関する課題とその対応

平成21年度 平成22年度 平成23年度

(2)－①

　利便性向上のため開館時間を延長していくには，従来から実施してい
る時差勤務をさらに徹底していく必要があります。また，大規模な事業実
施などの繁忙期には，係相互に業務支援をしている実態を踏まえ，事業
団の庶務部門を一元化し，併せてグループ制導入を図るなど組織をスリ
ム化します。

時差勤務に加えて，業務支援体制を
見直して21年度からグループ制度を導
入し組織をスリム化した。　　　　　　　　
　また，庶務部門は段階的に一元化を
進めている。

グループ内の業務支援体制を徹底し，
時差勤務や勤務時間の振替え（代休）
を活用し，開館時間延長への対応を図
ります。

(2)－②
給与体系の是正と退職制度の整
備

　給与体系の是正と退職制度の整備については，市や龍ケ崎市公益法
人連絡協議会(※）等とに，平成２２年４月１日の実施に向け，見直しを進
めていきます。

龍ケ崎市公益法人連絡協議会におい
て協議を重ね，23年度より市役所給与
表より５％削減します。退職金勧奨制
度導入については，その財源などを含
め検討しいる。

退職金勧奨制度導入については，そ
の財源などを含め検討しています。　
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役員等の定数や選出団体の見直し 検討 調整 実施

目標管理制度の導入 研修会実施

職員の人材育成

人的交流の実施 検討 実施

３　経営に関する課題とその対応

課題 項目 改善目標及びその内容
年次計画

取組状況 今後の取組方針

ホームページのリニューアル 実施

公益性の確保 拡充

情報の積極的な開示 実施

(2)－③
　公益財団法人に対応した役員等の定数や選出団体を見直し，運営組
織の適正化を図ります。また，役員報酬についても，市の外郭団体ある
いは近隣の類似法人を参考に適正額に見直します。

開発公社，農業公社及び事業団が合
併することから，選出団体の調整を進
め，定員の削減を行います。役員報酬
については，合併母体のとなる開発公
社の金額に統一している。

合併後の法人が公益財団法人認定を
目指すことから，選出方向や定数の見
直し進めます。

(2)－④

　人材育成と適正な評価による職員の士気向上のため，目標管理制度
導入に向けた準備を進めます。なお，制度導入に当たっては，評価・被
評価者相互の共通認識のもとに実施されるべきものであることから，公益
法人連絡協議会での研修会を実施します。

段階的に導
入

制度導入に向けて，月間スケジュール
の作成を行っている。また，公益法人
連絡協議会において，係長の研修を
行い，制度導入に向けて，段階的に研
修・実施していきます。

市職員を講師として招聘するなど，公
益法人連絡協議会での研修会を実施
し，完全に向けて進めます。

(2)－⑤
　職員の人材育成と資質向上を目指し，計画的に接遇向上研修や各種
資格取得，社会教育関連業務等の研修や講習会に参加していきます。

計画的に参
加

人権教育，照明技術，歴史資料保存
などの社会教育関連業務の研修や講
習会を順次，受講しました。また，職場
内として，音響講習会を実施，古文書
講座など受講するなどしている。

職場内での研修の計画を立て，実施
するとともに，社会教育関連業務等の
研修や講習会に参加していきます。

(2)－⑥
　他の外郭団体や市と人事交流することで，担当業務の固定化を解消し
，職員の職務能力の拡大を図り，事業団としての資質向上を図ります。

21年度にグループ制度を導入し人事
異動を行い，さらに法人合併すること
から，新法人内で人事異動を行い，業
務の固定化を解消し，職務能力の拡
大を図り，資質向上に努めています。

新法人のグループ間での人事異動を
定期に行い，業務の固定化を解消し，
職務能力の拡大を図り，資質向上に努
めています。

※市の外郭5団体で共通事項等を調整するために組織した会

平成21年度 平成22年度 平成23年度

(3)－①

　事業団としてホームページの統一を図り，利便性を向上させます。併せ
て，ホームページをリニューアルして内容の充実を図るとともに，事業団と
市ホームページや関係機関などと相互リンクを貼ることで，市民や来館
者への情報提供を効果的に行います。

環境等の整備として22年度ＡＤＳＬを
導入し，ＨＰ内容に滞がないように更
新しています。また，ホームページの
統一は経費の捻出が困難なことから，
施設毎に運用している。

新法人としてホームページの統一を図
る準備を進めるとともに，それまでの運
用として，新法人のトップページを作成
し，管理施設毎のホームページの内容
の充実を図り，市民や来館者への情報
提供に遅滞がないように更新していき
ます。

(3)－②

　公益財団法人としての認定を受けるためには，公益性が重視されるた
め，市民と協働した文化的事業を増やし，公益性の確保に努めていきま
す。
　この間の市民と協働した事業として，文化会館では文化協会と連携し
た「市民文化芸術フェスティバル」や「文化の祭典」に加え，新たに音楽
協会と連携した「バンドやろうよ講習会」，「癒しのコンサート」を実施して
います。資料館では「体験学習」の一部をボランティアと協働で実施して
きています。今後も，文化協会等の市民団体と協働した新たな事業実施
に努めていきます。

従来の市民文化芸術フェスティバル・
文化の祭典，癒しのコンサート・バンド
をやろうよ講習会に加え，龍ぼん祭（盆
踊り）・お茶＆お琴演奏会を開催して，
公益性の高い事業の拡充を図った。　
資料館では，体験学習や古文書解読
などでボランティアとの協働を図った。

今後も，文化協会，音楽協会，資料館
ボランティア等の市民団体と連携を図り
，協働した事業の拡充に努めていきま
す。

(3)－③

　これまで主務官庁の指導のもと，事業団の事業計画書と収支予算書，
過去の事業報告書と収支計算書をホームページに掲載しています。
　併せて，これらの計画書及び報告書を事務所の文化会館で閲覧できる
よう備え付けます。

事業団のホームページに，過年度の
事業報告書と収支計算書，当年度の
事業計画書と収支予算書を掲載して
いる。
また，これらの計画書及び報告書を事
業団本部がある文化会館で閲覧でき
るように備え付けている。

新法人のホームページから，過年度及
び新年度の事業計画・報告と収支予算
・決算等を掲載を更新します。また，閲
覧資料は法人本部で閲覧できるように
します。　　　
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経営改善計画取組状況

１　法人運営部門に関する課題と対応

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年　次　計　画

取組状況 今後の取組方針

職員の定数管理について 　定数管理に関する計画を策定します。 策定

職員給与について 検討 実施

人事評価制度について 実施

職員研修について 実施

勧奨退職制度について 検討

財源等の問題の解消には至っていない。

役員及び評議員体制について

広報活動・情報公開について 実施

　龍ケ崎市及び他の外郭団体等と調整を図りながら進めます。 継続実施

現在は実務研修の派遣はしていない。 必要に応じて協議する。

組織の見直しについて

平成21年度 平成22年度 平成23年度

1－1

職員ごとの退職年，年度ごとの年齢構成，
平均年齢等に関する資料を作成した。

労務管理の専門家の指導・助言により検討
を続ける。

1－2
　龍ケ崎市や他の外郭団体と協議し，平成２２年度４月１日からの給与改正
を目標に，見直しを進めます。

他団体との共通の取組として，平成23年４
月１日より基本給を市職員の95％とすること
で規程の改正を行った。

労務管理の専門家の指導・助言により検討
を続ける。

1－3
　龍ケ崎市の制度を参考として，研修会を開催するなど段階的な導入に向
けて取り組みます。

公連協主催のスケジュール管理・チャレン
ジシートに関する研修会を開催した。

労務管理の専門家の指導を受けつつ本会
の業務の性質，規模等を勘案した制度を構
築する。

1－4

①　他の外郭団体や龍ケ崎市と連携し，基幹事務（文書・情報管理，契約
　　事務，人事管理等）に関する研修会を開催します。
②　茨城県社会福祉協議会等による専門研修に積極的に参加し，研修の
　　内容や成果を他の関係職員にフィードバックします。

各職域研修等（地域ケア，生活福祉資金，
包括支援センター，共同募金，介護保険事
業所等）への参加し，研修の内容等につい
てミーティングを行うことで共有を図った。

引き続き外部の研修に参加することで，業
務に必要な知識の習得を図る。

1－5

　勧奨退職制度の導入を検討します。
　なお，当社会福祉協議会が加入にしている全国社会福祉団体職員退職
手当積立基金には割増支給に関する規定は無く，財源についても研究しま
す。

労務管理の専門家の指導を受けつつ本会
の業務の性質，規模等を勘案した制度を構
築する。

1－6

①　役職員合同の研修会や意見交換，協議の場を設けます。
②　他の外郭団体や他市町村社協と比較し定数や報酬の適正化について
　　検討します。 実施　　　

　検討

①理事会に二つの専門部会（企画部会，
広報調査部会）を設置し，経営上の重要事
項に関して協議・研究を行っている。②評
議員会の地区割りを小学校区を基本とした
ものに改め，定数を４０名から３６名に改め
た。

①引き続き重要事項の協議の場として専門
部会を開催する。（社協の新たな活動拠点
の設置など）

1－7 

①　広報紙「しゃきょうだより」やホームページの内容を充実させるとともに，
　　地域活動を通じて随時積極的なＰＲを行い認知を広めます。
②　広報紙「しゃきょうだより」やホームページを通じて，財務や運営の状
　　況を分かりやすく開示します。
③　業務・財務等に関する資料を常時事務所に設置し，閲覧可能な状況
　　にします。

「しゃきょうだより」については業者発注を取
りやめ，ひまわり園との協働により作成し全
戸配布を継続。ホームページについては，
随時事業案内などの更新を行っている。東
日本大震災に際しては，義援金，物資やボ
ランティアの募集や，避難所運営報告など
を掲載した。内容は，「地域福祉かわら版」
コーナーとして地域に関する情報を積極的
に掲載した。

①各部署から横断的に編集担当を選出し
編集会議を開催し紙面充実を図る。

1－8
龍ケ崎市及び他外郭団体等との人
的交流について

1－9
　基本姿勢に基づき，主に地域福祉活動の展開に合わせ，組織づくりを行
っていきます。

段階的に
実施

将来の管理職員への育成のため，２以上の
係を監督させる職としてグループリーダーを
設置した。

労務管理の専門家の指導を受けつつ本会
の業務の性質，規模等を勘案した制度を構
築する。
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２　地域福祉推進部門に関する課題とその対応

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

地域福祉活動計画の策定
　５年間の中期計画「地域福祉活動計画」を策定します。

策定
平成２２年３月に策定した。 進捗状況の確認を行う。

ふれあいネットワーク事業

ボランティアセンター運営事業 実施

ボランティア振興事業 継続実施

ボランティア講座事業 継続実施

長寿会・長寿会連合会 継続実施

３　受託事業部門に関する課題と対応

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

地域ケアシステム推進事業 実施

地域包括支援センター事業

実施

龍ケ崎市と定期的な協議を行っていく。

　相談事例の研究や共有化により相談援助技術の向上を図ります。 継続実施

平成21年度 平成22年度 平成23年度

2－2

2－1

　地区ごとの担当職員を置き，地域住民同士のネットワークづくりや地域の
主体的な活動を支援します。

段階的に
実施

　本年度からふれあいネットワーク事業を実
施。各地区ごとに職員が地域での行事に参
加したり，地域代表者などのところへ訪問し
，地域の方々とのコミュニケーションを深め
ている。

「２－３～５ボランティアセンター運営事業・
振興事業・講座事業」については，ボランテ
ィア活動の拠点とその機能として統合を検
討する。また「２－１小地域活動」として取り
組んでいる「ふれあいネットワーク事業」に
ついても地域福祉推進していく上でボラン
ティア活動の振興と併せて一体的に進める
ことで効果が増すものと考えられるので，今
後，この４つの項目を「ボランティアセンター
」の役割と位置づけ，それぞれ個別の事業
としてではなく一体的な事業運営を進める
こととし，段階的に事業拡大を進めていく。

2－3

　ボランティア活動をする多くの市民が，幅広く利用できるよう，土・日曜，平
日の夜間など利用時間を拡大します。また，現在のセンターでは対応でき
ない多人数・複数の団体が利用できるスペースについて検討します。
　また，市民活動センターとの連携について検討します。

利便性の向上のためH21.4より，平日は午
後８時まで，土曜日は午前9時から午後5時
までに利用時間を拡大した。

2－4

　ボランティア活動の先駆者としての知識や経験を活かした各種講座及び
体験学習等，ボランティア活動の普及促進のため，協働体制により引き続き
実施します。

　学校や地域の要望に対してボランティア
の協力を得ながら地域活動の振興発展の
支援を行っている。

2－5

　既存の青少年ボランティア育成に加え，定年退職をした年代の方を対象
に「ボランティア活動のきっかけ」となる講座を引き続き開催するとともに，講
座内容の充実を図ります。

　救命救急，認知症サポーターなど地域の
共通のテーマに関して，青少年ボランティ
アと他講座参加者との合同により開催し世
代間交流を図った。

2－6 

①　会員増強やリーダーの育成などの長寿会・長寿会連合会の取組を支
　　援します。
②　総合福祉センター内にミーティングスペースや作業場など，長寿会活
　　動の拠点となるスペースを整備します。

しゃきょうだよりでPR，単位長寿会会長交流
会，女性会員交流会・研修会，地区交流会
を実施している。センター事務所奥の部屋
の軽微な改修をし研修やミーティング，サ
ークル活動が出来るようにスペースを設け
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比較的若い会員の育成，まだ長寿会の出
来ていない地区への取り組み，単位長寿会
の支援，本部事業の充実のための支援を
行う。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

3－1
　小地域活動推進の過程で見出したニーズを，地域ケアシステムに反映し
ます。

ケースに対して，民生委員など関係者と連
携しながら見守り・支援を行っている。

ケースに対する地域でのネットワークづくり
を進める。

3－2

　事業の進め方や重点項目などについて，龍ケ崎市と連携を図りながら運
営します。

龍ケ崎市と毎月定例の協議・打合せを行っ
て，事業の効果的な運営に取り組んでいる
。

様々な研修会に積極的に参加するとともに
，職員間の定期的なケース検討会議や介
護保険事業所等との連携を密にすることに
より業務の質的向上を図っている。

継続して実施する。また各関係団体との連
携体制の構築を目指していく。
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総合福祉センター 実施

ふるさとふれあい公園 実施

元気サロン松葉館 方針決定

４　指定事業所等部門に関する課題と対応

課題 改善項目 改善目標及びその対応
年次計画

取組状況 今後の取組方針

開設

継続実施

継続実施

高齢者デイサービス事業 　今後の中期的な方針を定めます。 方針決定
経営状況を注視しつつ協議を継続する。

居宅介護支援事業 　今後の中期的な方針を定めます。 方針決定
経営状況を注視しつつ協議を継続する。

3－3

①　シルバーリハビリ体操をはじめとした身体の健康づくりや児童との世代
　　間交流による心の健康づくりなどの取組を充実させます。
②　玄関ホールに高齢者や障がい者の作品を掲示するギャラリーを設置し
　　たり，南側芝生スペースを花見・野点の会場とするなど，既存スペース
　　の新しい活用方法を生み出し魅力ある施設運営に努めます。
③　今後の施設のあり方に関する行政上の判断材料に供するため，施設・
　　設備の点検・修繕状況を詳しく記録します。

【目標値】
年間延利用
者数
30,000人

①健康づくり事業としてシルバーリハビリ体
操・室内で輪投げなど実施している。　②花
見・野点を実施，センター事務所奥の部屋
の軽微な改修をし研修やミーティング，サ
ークル活動が出来るようにスペースを設け
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③利用
者へ清潔で安全・快適な環境を提供する為
に施設・設備の点検を徹底している。また
修繕の必要が生じた場合には所管課との
協議により適宜対応している。

個人利用者の増員を図る為，アンケートを
実施し利用者のニーズに即した事業運営
の見直しを行うこととする。継続して施設・設
備の徹底した点検をし利用者が安心して利
用できるように努める。

3－4
①　公園の利用者の増加に向け，PR活動を充実します。
②　開設時間を延長し，利用者の利便性の向上と利用拡大を図ります。

利用者へ清潔で安全・快適な環境を提供
する為に環境整備と施設・設備の点検に取
り組んでいる。利用者へのサービス向上の
ため，５月から９月までの期間の開設時間を
９：００から１８：００まで（９０分間延長）とした
。

継続して，清潔で安全・快適な環境で利用
していただけるように環境整備と施設・設備
等の徹底した点検を継続して行う。ふれあ
い公園のPRも積極的に行っていく。

3－5
①　委託者である龍ケ崎市と連携を深めながら施設運営の充実を図りま
　　す。
②　利用者の声や他の地域の事例などを検討し，活用します。

①委託者である龍ケ崎市とは課題などその
都度話し合いの場を持ちながら情報を共有
し運営の充実を図っている。
②各クラブごとに利用者に意見を聞きなが
ら運営に当たっている。

①龍ケ崎市とは，日頃から定期的な情報交
換を図るようにし，更に充実した施設運営
が出来るようにしていく。
②利用者交流会を実施するなど，更に意見
を聴取できるようにしていく。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

4－1
4－2

障害福祉サービス事業所ひまわり園
障害福祉サービス事業所あざみ

①　新たに「就労継続支援B型」を実施することにより，利用者の選択の幅
　　を広げ，継続した支援を行います。
　　　また，潜在的ニーズ（養護学校在校生や現在いずれのサービスも利用
　　していない在宅生活者など）の開拓による利用者増を図ります。
②　事業所指定の基準を満たす人員配置を行います。

就労継続支援B型について，「あざみ」は
H21.4に，「ひまわり園」はH21.10に，茨城
県知事の指定を受け実施している。

利用者の意向や特性に応じた選択の幅を
広げ，継続した支援を行う。また就労継続
支援B型事業を実施に際し，潜在的なニー
ズを結びつけるため，ＰＲ活動や関係者の
理解を求める。

①　作業の発注元との調整や，作業の受注量・種類を拡大するため，必要
　　な知識や技能を備えた担当職員を育成します。
②　利用者数の推計等をもとに作業スペース確保について，龍ケ崎市との
　　協議を続けます。

①複数の職員により発注元等との調整が行
えるよう担当職員の育成をしている。
②茨城県の補助を受け，作業棟を建築した
。

①継続して行う。
②スペースの確保ができたものとする。

①　日々の訓練や作業を通じて利用者の特性を見極め，「福祉の店」や
　　「福祉の名刺屋さん」などの職業実習への参加を促します。
②　「福祉の店」等における実習の経過や成果を施設にフィードバックし，
　　継続的・総合的な支援を行います。

「福祉の店ひまわり」「福祉の店たつのこ」「
福祉の名刺屋さん」のほか，移動販売（公
共施設等で行われる行事等への出店）へ
の参加に関して，関係職員や利用者家族
等との協議を行いながら事業を実施してい
る。

利用者の家族や支援者，来店する市民な
ど多くの人との関わりの中で，実習指導を
行っていく。また新たな実習場所を創出す
る。

4－3
本会で実施する意義を確認し，当面継続
することとした。

4－4
本会で実施する意義を確認し，当面継続
することとした。
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経営改善計画取組状況

１　事業に関する課題と対応

番号 改善項目 改善目標及びその対応
年　次　計　画

取組状況 今後の取組方針

１－１ 　見積金額の算出方法の明確化 検討 実施

１－２ 　一般労働者派遣事業の実施 検討 実施 　 ・引き続き実施。

１－３ 　お客様アンケートの実施 実施 ・一定の期間を置いて検討。

１－４ 　介護サービス事業の拡大 実施 　 　

１－５ 　積極的な営業活動

１－６ 　会報紙の発行 　会員の積極的な協力を得ながら，会報紙を発行します。（年４回）  実施 ・会報委員会において，年２回の発行

１－７ 実施

平成21年度 平成22年度 平成23年度

　除草等の見積金額の算出方法を作業面積の数量（㎡）算出に改めま
す。

・平成22年4月から除草作業について平米
単価に決定。
・剪定作業について見積検討委員会での協
議終了。

・除草について，平米単価と従来方式を併
用しながら，見積基準の適正化を図る。
・剪定については就業委員会，理事会で更
に協議する。

　社団法人茨城県シルバー人材センター連合会と連携のもと，問題点
や課題を整理し，派遣事業を実施します。

・平成22年2月1日茨城県シルバー人材セン
ター連合会龍ケ崎事務所を開設。

　発注者（お客様）の満足度を把握し，業務改善に活用するためアンケ
ート調査票を作成し，個人や企業に対する「お客様満足度調査」を実
施します。

・平成21年度に民間企業・一般家庭を対象
にアンケートを実施。
実施期間　　平成22年2月～3月
対象件数　　300件
回収件数　　159件
回収率　      　53%　

　高齢化の進展により，訪問介護事業に対する需要は増加が見込まれ
るため，事業の拡大を図るための方策を検討するとともに，研修等によ
る技術向上を図り，要介護者の立場に立ったサービスの提供に努めま
す。

・龍ケ崎市社会福祉協議会指定居宅介護
支援事業所に協力依頼を実施。
・職員及び会員が外部研修会へ参加しサー
ビスの質の向上に努めた。

・各種指定居宅介護支援事業所への訪問
による積極的なＰＲ。
・外部研修会へ参加することによりサービス
の質の向上に努める。

　受注量の拡大を図るため，新たな仕事を獲得していく姿勢で，役員・
会員と職員が一体となって，積極的に営業活動を行ないます。

（ア） 営業活動（企業訪問）を行う仕組みの確立，（イ） 新聞へのパンフ
レット折込み（年１回），（ウ） ホームページの開設（平成21年度），（エ） 
パンフレットなどのポスティング，（オ） 他団体主催のイベントへの参加
及びパンフレット配布 ，（カ） 毎年10月の「シルバー人材センー事業普
及啓発促進月間」における広報活動

実施

【目標】
契約金額

130,000千円

【目標】
契約金額

140,000千円

【目標】
契約金額

150,000千円

 (ア)役員・委員・職員により，企業訪問を実
施。又，茨城県シルバー人材センター連合
会地域ニーズ開拓員との協力による企業訪
問の実施。
(ウ)平成21年10月28日にホームページの開
設。
(カ)イトーヨーカドー，豊作祭りにおいて役
員・委員・職員によるPR活動の実施。県連
合会との連携による企業訪問。
※市広報紙りゅうほー8月号でPR記事を掲
載。

・役員，委員，職員による積極的な企業訪　
問の実施（10月予定）
・市広報紙によるPR記事の掲載・ホームペ
ージの更新によるPR
・毎年10月の普及啓発促進月間における
PR活動
　①他団体主催イベントに参加し，チラシ・
　パンフレット配布によるPR
　②公共施設等へのチラシ・パンフレット設
　　置依頼
 ・効果的なPR方法の検討

・創刊号　平成22年3月
・第2号　 平成22年9月
･第3号　 平成23年3月発行

　会員への仕事の適正配分と受注
体制及び管理体制の再構築

　他のシルバー人材センターの実施例を参考に，仕事の配分方法と管
理体制を見直します。

・ワークシェアリング（年２回）の実施。
・就業委員会でルール化の検討を実施。

・ワークシェアリング（年２回）の実施
・先進地シルバー人材センターの視察
・剪定班，草刈班，障子襖班の組織強化の
検討

（参考）
 平成２０年度　・ 平成２１年度　・ 平成２２年度
 　【実績】　　・　 【実績】　　・　 【実績】
　 契約金額　　・ 　契約金額　　・ 　契約金額
 110,328,285円 ・ 116,504,135円 ・ 124,474,815円



2

シルバー人材センター

２　組織・人事・給与等に関する課題とその対応

番号 改善項目 改善目標及びその対応
年　次　計　画

取組状況 今後の取組方針

２－１ 　給与の見直し 　自らの経営状況に応じた給与体系を構築します。 検討 実施

２－２ 　勧奨退職制度の導入 検討 実施

２－３ 　人事評価制度の導入 検討 実施

２－４ 　理事定数及び報酬の見直し 検討 実施

２－５ 　担当業務のルーチン化の解消 実施

２－６   職員の資質向上 実施 ・引き続き資質向上を図る。

２－７ 　電話・窓口等の対応 実施 ・引き続き適切な対応を図る。

２－８ 　中級職員の育成 実施 ・引き続き育成に努める。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

・外郭団体の共通課題として公益法人連絡
協議会において検討。

・平成23年度から具体的に見直しの実施。

　龍ケ崎公益法人連絡協議会において，実施取組を検討し，規程等
の整備を行います。

・外郭団体の共通課題として公益法人連絡
協議会において検討中。

・引き続き公益法人連絡協議会において検
討。

　龍ケ崎市の制度を参考として，段階的な導入に向けて取り組みます
。

・外郭団体の共通課題として公益法人連絡
協議会において検討。

・平成23年度から導入に向けたスケジュー
ル管理の実施。

　理事定数及び報酬について，見直すとともに，市職員の役員兼務に
ついても，その必要性を検討します。

・外郭団体の共通課題として公益法人連絡
協議会において検討中。

・定数及び報酬については，新公益法人制
度の中で具体化。
・市職員の役員兼務については，市の指導
による。

　定期的な担当業務の交替や，他の外郭団体等との人事交流を行い
，ルーチン業務への固定化の解消に努めます。なお，平成２０年度に
おいては，他の外郭団体との人事交流を実施しています。

・平成20年6月1日から平成22年5月31日ま
で，社会福祉協議会と人事交流を実施。

・人事交流については，平成22年5月31日
以降中断しているので，市と検討する。

　国・県及び民間機関等が実施する研修に積極的に参加するとともに
，龍ケ崎市職員を対象として実施される研修への参加協力を求めます
。

・県シルバー人材センター連合会主催の研
修会を主として，外部研修会に参加。

　お客様の気持ちを考え，誠意ある対応に努めるとともに，接遇向上の
研修を実施します。また，クレームに対しては，即刻対応します。

・地域に根ざした公益的な法人であるという
ことを念頭に，職員各々が電話・窓口の対
応などにおいて適切な対応に努めている。

　日常業務における，上司の指導や各種職員研修により中級職員の
育成を図ります。

・新公益法人制度や会計基準についての研
修会に参加するなど，職員各々が意識を持
ち，自己研鑽に努めている。
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３　経営に関する課題と対応

番号 改善項目 改善目標及びその対応
年　次　計　画

取組状況 今後の取組方針

３－１ 　会員数の拡大

３－２ 　就業率の向上

３－３ 　賛助会員の拡大 実施 ・賛助会員の趣旨を熟慮しながら検討中。 ・新公益法人制度の中で具体化。

３－４ 　会員の資質向上 実施

３－５ 　情報の積極的な開示 実施

３－６ 　会費及び事務費の見直し 実施 　

３－７ 実施 ・受注の拡大及び経費削減に努力する。

３－８ 　公益法人制度改革への対応 実施

平成21年度 平成22年度 平成23年度

　会員数拡大のため，下記の施策を実施します。

　新聞へのパンフレット折込み（年1回），ホームページの開設（平成21
年度），定期的な入会説明会の開催（毎月2回），他団体主催のイベン
トへの参加時における入会活動，広報による講習会等の開催記事掲
載，公共施設における会員募集パンフレットの設置

実施

【目標】
会員数
530人

【目標】
会員数
570人

【目標】
会員数
600人

・ホームページ開設済み。　　　　　　　　　　　
・市広報紙りゅうほー8月号でPRを掲載。入
会促進のための各種SSP事業の実施。 ・ホームページの更新による入会促進・会員

の口コミによる入会の促進
・入会説明会を毎月2回開催し，事業の仕
組み等を説明することにより入会促進を図る
。
・市広報紙お知らせ版での会員募集記事
掲載。（３ヶ月に１回）

　就業率を向上させるため，下記の施策を実施します。

（ア）全ての正会員が就業できる仕事量の確保　
　※具体策は[1-5]の「積極的な営業活動」参照
（イ）仕事の適正な配分
　※具体策は[1-7]の「会員への仕事の適正配分と管理体制の再構築
」参照
（ウ）就業意欲の低い会員の賛助会員化
　※具体策は[3-3]の「賛助会員の拡大」参照

実施

【目標】
就業率
72.0％

【目標】
就業率
77.0％

【目標】
就業率
82.0％

・技術職群の作業者を確保し，より迅速に対
応できる体制づくりのため，次の講習会を実
施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　①刈払機体験講習会　　　　　　　　　　　　
　②障子襖張替体験講習会　　　　　　　　　
　③剪定作業体験講習会　　　　　　　　　　　
　・平成22年4月に就業希望アンケートを実
施済

・長期就業会員の見直しによる就業機会の
向上。
・未就業会員の単純作業への積極的な紹
介
・各種技能講習会の実施による就業会員の
増強。

　就業を希望しない会員については，生きがいの充実と社会参加の促
進の観点から賛助会員とします。

　センターに対する，苦情・不満等に対しては，その原因を明確にし，
お客様の立場に立った誠意ある対応に努めます。また，接遇等の研修
を実施し，会員の資質の向上を図ります。

・必要に応じてミーティングを開催し，指導し
ている。

・会報により意識啓発の実施。
・職群班ミーティングを開催し，指導していく
。

　業務・財務等に関する資料を常時事務所に設置し，閲覧可能な状況
にします。
　また，ホームページを開設し，事業ＰＲや財政状況などを掲載します
。

・平成22年4月からファイリングシステムを導
入。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・ホームページで予算，決算を公表

・情報公開規程に基づく開示
・ホームページにおける情報の開示

　会費については，平成19年度に，1,000円から2,000円に改正し，平
成20年4月から実施しました。また，事務費も５％から８％に改正し，平
成21年4月から実施します。　今後は，当シルバー人材センターの安定
的な運営を確保する観点から，3年ごとの見直しを行ないます。

・会費は平成20年4月改正済み（1,000円か
ら2000円へ）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・事務費は平成21年4月改正済み（5％から
8％へ）。

・会費の改正から３年を経過したので，新公
益法人制度の中で検討する。　　　　　　　　
　・事務費についても，新公益法人制度の
中で検討する。

　龍ケ崎市からの財政的支援の軽
減

　受注額の拡大による事務費収入の増額及び会員数の拡大による会
費収入の増額により，自主財源の確保に努めるとともに，効率的運営
により，経費の削減を図ります。

・役員・委員による企業訪問を実施し，受注
量の確保を図るとともに，経費削減に努めて
いる。

　公益法人制度が平成21年12月1日に施行されますので，公益法人
への移行認定に向け，積極的な情報収集に取り組みます。

・平成22年5月総会で意思確認　　　　　　　
　・平成23年3月総会で移行議決　　　　　　
　　　　　　

・平成23年5月総会で定款，諸規程等の移
行関連議案提出。
平成24年4月公益社団法人化予定

（参考）
平成２０年度　・ 平成２１年度　・ 平成２２年度
　【実績】　　・　 【実績】　　・　 【実績】
 　会員数　　 ・　　会員数　　 ・　　会員数
　３９８人 　 ・　 ４３１人　　・　 ４４３人

（参考）
平成２０年度　・ 平成２１年度　・ 平成２２年度
　【実績】　　・　 【実績】　　・　 【実績】
 　就業率　　 ・　　就業率　　 ・　　就業率
 ７１．４％　 ・　７３．５％　 ・　７７．９％




