
平成29年度　行政評価表：企画政策課

H28年度
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効率的な
行財政の
運営

行政改革推
進本部運営
事業

【平成29年度の事業内容】
第6次伊万里市行政改革大綱実施計
画（計画期間：平成28年度～32年度）
の平成28年度実績報告および平成29
年度計画の作成
　
行政改革とは、主に財政状況や社会情
勢など内外の変化に対応するため、行
政の組織や運営を適応するものに変え
ることである。
本市では、市民満足度の向上や財政
の健全化をめざし、これまで6次にわた
り行政改革を推進している。

行政改革推
進会議の開
催数

回 1 1 100% 1 1 100%

行革大綱実
施計画に基
づく実施項
目の達成率

% 60 66.6 111% 70 56.9 81% 37 37 37 低

これまでの行財政改革
の実践により、経費削
減や人員の削減など一
定の成果を挙げてお
り、向上の余地は少な
い。

なし

本事務事業で計上する
予算は、行政改革推進
会議の開催（年1回）に
要する費用（報償費、旅
費）のみであり、コスト
の削減は同会議の規模
の縮小や中止につなが
り、本市の行政改革に
対する外部からの意見
等の聴取ができなくなる
ことから、成果を維持し
たままのコスト削減余
地は極めて少ない。

改善

成果の向上とコスト削
減に向けた改善ついて
は、難しい状況である
が、本市が取り組む行
財政改革の指針となる
第6次伊万里市行政改
革大綱実施計画を市
民、職員にわかりやす
い資料とするため、年
度ごとに作成する実施
計画資料の見直しを行
う必要がある。

事業にかかる経費は、推進会議
にかかる費用のみであるため、
平成29年度予算並とする。

改善

第6次行革大綱・実施計画の取り
組みを市ＨＰ等により市民にわ
かりやすく公表していくための手
法を検討する。

効率的な
行財政の
運営

ファシリティマ
ネジメント推
進事業

公共施設等総合管理計画を策定し、施
設の統合や複合化を推進する。

統合等に向
けた協議回
数

回 1 0 0% 1 2 200%
具体的な統
合等の掘り
起し

件 1 0 0% 1 2 200% 0 111 0 中
計画や方針が完成すれ
ば成果は向上する。 なし

会議の経費のみであ
り、削減の余地はない。 休止

個別案件については地
元協議とすることから、
当事業としてではなく、
企画政策事業の一般事
務費での対応をするこ
ととしたいため。

再配置計画の策定に最低限必
要な経費のみでの再開を検討す
る。

休止

平成28年度策定の「市公共施設
等総合管理計画」を更新するとと
もに、今後、公共施設の具体的
な再配置計画（再配置方針、再
配置計画、個別の施設計画）の
策定に向け、事業の再開を検討
する。

施策体系
外

地方創生推
進事業

平成２７年度に策定した市総合戦略に
基づいて本市の地方創生を推進する。
１　アクションプランの策定・推進
　総合戦略の４つの柱に沿った推進部
会を設置し、事業内容と実施主体を明
らかにしたアクションプランを策定した。
（Ｈ２８：７１事業）
２　国の交付金を活用した事業
①地域活性化・地域住民生活等緊急
支援交付金（Ｈ２７繰越）
②地域活性化・地域住民生活等緊急
支援交付金タイプⅠ、Ⅱ（Ｈ２７）
③地方創生加速化交付金（Ｈ２８繰越）
【ＰＯＲＴＯ　３３１６　ＩＭＡＲＩほか】
④地方創生推進交付金（Ｈ２８）
【移住定住プロモーション制作など】
⑤地方創生拠点整備交付金（Ｈ２８申
請Ｈ２９繰越）
【波多津コミュニティセンター建築】

会議開催回
数

回 6 6 100% 6 9 150%

地方創生交
付金の活用
による事業
実施件数

件 1 2 200% 1 3 300% 113 245 83 なし

進捗や成果を測るため
の会議の費用であるた
め、これ以上の向上の
余地はない。

高

委員報酬等の引き下げ
や、推進部会を書面開
催とすることによりコス
ト削減は可能である。

改善
委員報酬等の見直しに
ついては検討の余地が
ある。

会議費用及び平成32年度からの
戦略策定のための経費のみとす
る。

改善

平成27年度策定の「市総合戦
略」及び平成28年度策定の「アク
ションプラン」に基づき、効果検
証を行うための会議を行ってい
ますが、効果的な事業実施のた
めの改善を検討していく。

施策体系
外

第６次総合計
画策定事業

平成２９年度
①　庁内策定組織の編成
②　市民アンケートによるニーズ把握
③　市民会議等によるニーズ調査
④　基本計画骨子案の作成
⑤　基本構想案の作成
　
平成３０年度
①　総合計画審議会の開催
②　総合計画案の作成
③　計画書の印刷

アンケート
の回収率

％ - - 40 31 77%
まちづくり市
民会議の開
催回数

回 - - 3 3 100% - 9,804 9,020 なし

業者選定の方法を
プロポーザルとし、
決められた金額の
範囲内で決められ
た業務を行う契約
を締結しており、総
合計画の策定の進
捗が期待できる。

なし

事前に見積徴取な
どで策定に係る最
低限の経費を調査
しており、これ以上
のコスト削減は見

込めない。

維持

最低限必要な経費を精
査しながら、総合計画
の策定に引き続き取り
組む。

平成30年度に策定した総合計画
の印刷業務を行う。 維持

「総合計画策定条例」に基づき、
平成31～39年度の「第6次総合
計画」について平成30年度内の
策定に取り組む。
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施策体系
外

再生可能エ
ネルギービ
ジョン策定
事業

再生可能エネルギービジョンを
策定するため、市民や事業者に
アンケートを実施するとともに、
本市の地域特性に適した再生
可能エネルギーの導入可能性
を検討するため策定委員会を
設置する。

策定委員
会の開催
回数

回 - - 4 4 100%

再生可能
エネル
ギービ
ジョン（概
要版）配
布数

枚 - - 21,000 21,119 101% - 22,132 21,467 高

再生可能エネル
ギービジョンに掲げ
た重点プロジェクト
を推進することによ
り、伊万里市内に
おける再生可能エ
ネルギーの電力自
給率の向上が期待
できる。

なし

経済産業省の補助
金を活用している
ほか、必要最低限
の経費で行ってお
り、これ以上のコス
トの削減は見込め
ない。

拡大

再生可能エネル
ギービジョンに掲げ
た重点項目につい
て、経済産業省等
の補助金を活用
し、ＦＳ調査に取り
組む。

経済産業省の補助金を活
用することを前提としてお
り、事業採択の状況に大き
く左右される。

拡大

平成29年度に策定した「市
再生可能エネルギービジョ
ン」に掲げた重点項目の目
標を達成するため、経済
産業省等の補助金を活用
し、事業に取り組む。


