
実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼事業の目的を達成したことによる「完了」、他団体等におけるサービスや他の手段により補完が可能であるもの、別事業として展開できるもの、事業
ニーズが小さくなっていると判断されるものによる「廃止」の区分を新設
▼平成27年度に実施した「業務量調査」の結果を人件費に反映
　より詳細な事務事業ごとの人件費により効率性を判断
▼平成29年度には、効率性基準を１成果あたりのコストで分析できるよう基準の見直しを実施予定
▼施策評価については、システム研究会で検討し、実施する。

平成28年度実績

▼事務事業評価実施率100％
▼平成28年度事務事業評価(平成27年度実施事業)において「完了」または「廃止」とした事業に係る経費
　「完了」22事業　　「廃止」８事業

見直しのポイント

▼「事務事業行政評価の簡略化」及び「効率的・効果的なPDCAサイクル」の観点から事務事業の管理方法の検討及び事務事業行政評価対象事業の検討を
行った結果、平成29年度から、新マネジメントシートにより、事務事業を管理（行政評価、実施計画）するとともに、「補助金・負担金事業」及び「方
針確定済事業」を評価対象外とし、行政評価の効率化を図る。
※財政課の予算査定において事業の有効性、必要性等を確認する。

▼施策評価については、その必要性も含め、システム研究会で検討していく。

目　標　値

事務事業評価実施率・・・100％
（PDCAサイクルによる事業実施）

一般財源削減額・・・2,400,000千円

評価結果の公表方法
・市ウェブサイト
・広報こおりやま（新規）
・市政情報センター

平成27年度実績

▼事務事業評価実施率100％
▼平成27年度事務事業評価(平成26年度実施事業)において「完了」とした事業に係る経費
　「完了」39事業

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　評価結果の公表において、ICTを活用し、より効果的な手段を講じる。 　評価結果の公表において、市ウェブサイトのみならず、広報こおりやま等でも公表する。

行政マネジメント課総務部

　事務事業評価の実施により、事業の整理統合・廃止や実施方法の見直しを行い、より効果的・効率的な事業の実施を図るとともに、市民への説明責任を果たすため、事務事業評価結果を公
表している。また、平成26年度に実施した事務事業評価において、各事業の指標の見直しを行い、事業の現状についてチャート図等を作成し、見える化を図ったところである。なお、総合計
画の進捗状況管理・予算の有効配分等、行政経営の推進を図るための施策評価は休止している。

　社会経済情勢等の変化に対応した行政運営を進めていくためのPDCAサイクルの一環として総合計画の実施計画に掲げる事業毎に、「事業成果」と「事業活動内容」を分析し、成果主義によ
る事務事業の廃止、整理・統合等を行うことによって、効果的・効率的で透明性の高い行政経営を推進する。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名①　行政評価システムの活用の推進（主に事業成果による）

１　効率的・効果的な行政運営の推進

事務事業行政評価の実施 ※事務事業の活動（アウトプット）と事業成果（アウトカム）の分析

→事業の制度の見直し（条例等の規定の見直しなど）、総合計画実施計画への反映

評価結果の公表 （複数媒体での公表）※市ウェブサイトによる公表はICTを活用し、より効果的な手段を講じる

施策評価の検討（実施の是非含む）

施策評価の実施

【参考 平成25年度末】

平成25年度事務事業評価において、「完
了」とした事業に係る経費
事業費 3,141,718千円
うち一般財源 562,575千円

人件費 117,423千円

事務事業行政評価の実施 ※事務事業の活動（アウトプット）と事業成果（アウトカム）の分析

→事業の制度の見直し（条例等の規定の見直しなど）、総合計画実施計画への反映

評価結果の公表 （複数媒体での公表）※市ウェブサイトによる公表はICTを活用し、より効果的な手段を講じる

施策評価のシステム研究会での検討

「完了」の他、「廃止」を設置
「改善」の他、「拡充」を設置

「効率性分析」基準見直し

業務量調査の結果を人件費に反映

業務量調査の結果を人件費に反映・経年比較

「公平性分析」基準見直し

運営費補助の評価方法の検討

事務事業行政評価の実施 ※事務事業の活動（アウトプット）と事業成果（アウトカム）の分析

→事業の制度の見直し（条例等の規定の見直しなど）、総合計画実施計画への反映

評価結果の公表 （複数媒体での公表）※市ウェブサイトによる公表はICTを活用し、より効果的な手段を講じる

施策評価のシステム研究会での検討

「完了」の他、「廃止」を設置「改善」の他、「拡充」を設置 「効率性分析」基準見直し

業務量調査の結果を人件費に反映

業務量調査の結果を人件費に反映・経年比較

「公平性分析」基準見直し

新マネジメントシートによる評価の実施

【削減額】 （単位：千円）
事業費 うち一般財源

平成27年度事務事業評価（平成26年度実施事業） 完了 4,325,095 705,267
完了
廃止
完了
廃止

計 4,325,095 705,267

平成28年度事務事業評価（平成27年度実施事業）

平成29年度事務事業評価（平成28年度実施事業）

【削減額】 （単位：千円）
事業費 うち一般財源

平成27年度事務事業評価（平成26年度実施事業） 完了 4,325,095 705,267
完了 3,844,170 349,102
廃止 6,273 3,048
完了
廃止

計 8,175,538 1,057,417

平成28年度事務事業評価（平成27年度実施事業）

平成29年度事務事業評価（平成28年度実施事業）

評価事務の効率化

用語解説

ＰＤＣＡサイクル

：業務を円滑に進める手法の一つ。

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）の四段階を繰り返すことに

よって、業務を継続的に改善すること。
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　市民ニーズの把握について、まちづくりネットモニターの活用 　市民提案制度によるニーズの把握

行政マネジメント課総務部

　更なる窓口サービスの向上について調査・研究を行うため、部局横断型会議である「窓口サービス改善研究会」を設置し、平成26年度は市民の利便性を更に向上させる「窓口のワンストッ
プサービス」について検討するため、窓口業務の詳細を調査し、ワンストップ化に対応する業務の絞込みを行った。
　また、マイナンバー導入に係る検討において、窓口申請時の市民負担軽減の視点から、様式の統一化の検討などを中心に見直しを進めた。

　市民の満足度を向上させる窓口（市民等から好評をいただけるような窓口）を目指し、市民のニーズを把握しながら、部局横断型会議を活用し、窓口の利便性や職員の知識・接遇能力につ
いて改善し、便利で快適な窓口環境の整備を推進する。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名②　窓口サービスの向上

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

市民提案制度における窓口苦情件数
40件／年度

こおりやま☆カイゼン運動における
窓口カイゼン件数
20件／年度

市民ニーズの把握方法
・市民提案制度
・まちづくりネットモニター（新規）

平成27年度実績

▼市民提案制度における窓口苦情件数　43件/年度
　窓口に対する苦情件数は、職員の態度等に関する苦情が一番多く、次いで「待ち時間」に関する苦情が多かった。
▼こおりやま☆カイゼン運動における窓口カイゼン件数　29件/年度（新規カイゼン）
　（こおりやま☆カイゼン運動における窓口カイゼン累計件数　49件（H26,H27）)
▼窓口サービス改善研究会開催件数　　２件/年度
　福島市をモデルとした総合窓口化を検討、各所属課長補佐級で研究会を実施
▼カイゼン通信発行回数　　６回/年度

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼窓口カイゼンサービス研究会に名称変更
　総合窓口化に限定せず、ライフイベントに関連する業務を有する所属の主任以下の職員で理想の窓口を検討
▼総合窓口(ワンストップ窓口)化は、市民の利便性向上が図れる反面、待ち時間の増大がある。そのため、「取扱い業務の最適化」を検討し、関連する
手続き及び申請に着目した、滞在時間縮小のための業務プロセス再構築（ワンフロアストップ窓口）を目指す。
▼福祉分野においても「正確に案内できる仕組み」を構築し、福祉総合窓口等の設置を目指す。
▼こおりやま☆カイゼン運動については、良い取組みをマネする「いいね！カイゼン」を推進するため、より一層のカイゼン通信による周知を図る。
▼マイナポータル始動による動向をチェックし、マイナンバー制度導入における窓口カイゼン策を検討する。

平成28年度実績

▼市民提案制度における窓口苦情件数　45件/年度　※職員態度等に関する苦情が約78％
▼こおりやま☆カイゼン運動における窓口カイゼン件数　32件/年度（新規カイゼン）（累計件数　81件/（H26,H27,H28）)
▼窓口サービス改善研究会開催件数　　6件/年度
　ライフイベントに関連する業務を有する所属の主任以下の職員で６回の研究会を開催し、、短・中・長の目標を設定した。
　短期的な業務プロセス再構築として、「住民異動時における通学区域外就学許可の簡略化」や「継続検査用軽自動車の納税証明書発行の取扱い窓口の
拡充」を実施した。
▼カイゼン通信発行回数　　６回/年度

見直しのポイント

▼窓口サービスカイゼン研究会の枠組みを再検討し、平成29年度は、改革メインとなる市民課との協働研究に注力する。
▼国の骨太の方針2015等にも記載され、推進している「窓口委託」について、詳細検討を開始する。
▼こおりやま☆カイゼン運動については、良い取組みをマネする「いいね！カイゼン」を継続して推進する。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度末】

窓口苦情件数 74件
（市民提案制度等）

こおりやま☆カイゼン運動
における窓口カイゼン件数 20件

窓口サービス改善研究会における市民ニーズの分析と改善策の立案

マイナンバー制度導入における窓口サービス改善策の実施

申請様式の統一化の検討及び実施

総合窓口の実現化に向けての方策検討

マイナンバー導入による添付書類の削減

市民提案制度、ネットモニター等活用による市民ニーズの把握から改善策の研究及び実施

証明書等コンビニ交付の実施

図書館カードとマイナンバーカードの一体化

窓口サービス改善研究会において福島市をモ

デルにした総合窓口化を検討

窓口サービスカイゼン研究会

短期、中期、長期のBPR(業務プロセス再構築)の目標を設定、理想の窓口を検討

取扱い業務の最適化を検討：市民課関連

正確に案内できる仕組みの構築：福祉

ワンフロアストップ窓口を検討

総合福祉窓口を検討

市民提案制度、ネットモニター等活用による市民ニーズの把握から改善策の研究及び実施

マイナポータルの動向チェック及び窓口カイゼン策の検討

こおりやま☆カイゼン運動

「いいね！カイゼン」の推進、より一層のカイゼン通信による周知

こおりやま☆カイゼン運動

カイゼン通信による周知

窓口サービス改善研究会において福島市をモ

デルにした総合窓口化を検討

【窓口サービスカイゼン研究会】

短期、中期、長期のBPR(業務プロセス再構

築)の目標を設定、理想の窓口を検討

取扱い業務の最適化を検討：市民課関連

福祉分野における課題の共有：福祉

ワンフロアストップ窓口を検討

市民提案制度、ネットモニター等活用による市民ニーズの把握から改善策の研究及び実施

マイナポータルの動向チェック及び窓口カイゼン策の検討

こおりやま☆カイゼン運動

「いいね！カイゼン」の推進、より一層のカイゼン通信による周知

こおりやま☆カイゼン運動

カイゼン通信による周知

市民課との協働検討（研究会枠組み検討）

窓口委託に係る詳細検討開始

用語解説

ワンフロアストップ窓口

：市民の方が、同じフロアの複数の窓口を移動しながら手続きを行う窓口形態
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼図書館カードとマイナンバーカードの一体利用については、費用対効果の観点から、平成27年度は実施せず、マイナポータル活用の一つとして、継続
検討する。
▼マイナポータルの開始時期は、平成29年7月からに延期（国の制度による全国的な対応）

平成28年度実績

▼平成28年度末までの実績（累計）
　・申請受付件数　　30,644枚（申請率9.16％）
　・カード交付件数　26,513枚（交付率8.13％）
▼マイナポータルに関するワーキンググループ会議及び子育てワンストップサービスに係るワーキンググループ会議の開催

見直しのポイント

▼総務省から情報連携・マイナポータルの開始時期について、平成29年７月から試行運用、平成29年秋頃から本格稼動とのスケジュールが示されてい
る。
▼マイナンバーカード交付率の向上を図るため、マイナンバーカードや制度に関する周知・広報対策を検討する。

目　標　値

個人番号カード普及率
48.12％

※総務省が示す個人番号カード普及率目標値（累計）
○平成27年度　7.79％
○平成28年度　24.06％
○平成29年度　48.12％

平成27年度実績

▼平成28年1月から個人番号カードの交付開始
▼平成27年度の実績
　・申請受付件数　　23,987枚（申請率7.34％）
　・カード交付件数　 9,471枚（交付率2.89％）

▼平成28年3月から各種証明書のコンビ二交付開始

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　個人番号カード・マイナポータル等、マイナンバー制度に係る新規のICTを活用し、新
たな市民サービスを創造する。

　ICTを利用しない市民に対しても、これまでのサービスを低下させることなく、添付書類の削
減など、マイナンバー制度導入のメリットを享受できるようにする。

ソーシャルメディア推進課政策開発部

　郡山市電子自治体推進本部や本部に設置したマイナンバーワーキンググループ等において、制度の円滑な導入の調整や制度導入を契機とした新たな市民サービス等について検討した。

　マイナンバー制度導入を契機として、個人番号カードやマイナポータルを活用した新規事業を検討し、新たな市民サービスを事業化する。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名③　マイナンバー利活用推進事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

住基カード交付率 約3.35％

H27.10

個人番号

通知開始

H28.1

個人番号利用開始

カード交付開始

H29.1

マイナポータル

開始

H29.7

情報連携

開始

マイナポータル活用の検討

証明書等コンビニ交付システム構築

図書館カード機能

システム改修
図書館カードとマイナン

バーカードの一体化

電子自治体推進本部・ワーキンググループ（マイナンバー制度導入の全体調整・マイナンバーカードの活用の検討・進捗管理）

証明書等コンビニ交付の実施

H27.10

個人番号

通知開始

H28.1

個人番号利用開始

カード交付開始

H29.7

情報連携

開始

マイナ

ポータル

開始

マイナポータル活用の検討

証明書等コンビニ交付システム構築

電子自治体推進本部・ワーキンググループ（マイナンバー制度導入の全体調整・マイナンバーカードの活用の検討・進捗管理）

証明書等コンビニ交付の実施

H27.10

個人番号

通知開始

H28.1

個人番号利用開始

カード交付開始

H29.7

情報連

携・マイナ

ポータル

試行運用

開始

マイナポータル活用の検討

証明書等コンビニ交付システム構築

電子自治体推進本部・ワーキンググループ（マイナンバー制度導入の全体調整・マイナンバーカードの活用の検討・進捗管理）

証明書等コンビニ交付の実施

H29.秋頃

情報連

携・マイナ

ポータル

本格運用

開始

交付率向上に向けた周知・広報対策の検討

用語解説

マイナポータル

：「情報提供等記録開示システム」のこと。行政機関がマイナンバーの付いた自分の

情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関す

る情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確

認できるポータルサイトとして国が整備するもので、平成29年７月の開設を予定してい

る。
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　情報通信技術を活用して、証明書等コンビニ交付サービス事業を実現する。 　住民票の写し等の交付においては、窓口での交付も併せて実施する。

市民課市民部

　市民の視点に立った新しい窓口を目指すために設置された市民課検討委員会でコンビニ交付の実施について検討し、県内・県外の先進地視察を行った。また、その前段として住民情報シス
テム等のマイナンバー対応の改修を行った。

　郡山市に住所・本籍のある者がマイナンバー制度に伴う個人番号カード（マイナンバーカード）を利用し、郡山市はもとより全国のコンビニエンスストアで本市の各種証明書を取得出来る
ようになり、窓口に来庁することなく身近な場所で各種証明書の取得が可能となるよう、市民の利便性を図る。
　＜コンビニ交付実施予定証明書＞
　　○住民票の写し　　○印鑑登録証明書　　○戸籍証明書　　○戸籍の附票の写し

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名④　証明書等コンビニ交付サービス事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

個人番号カード普及率
48.12％

※総務省が示す個人番号カード普及率目標値（累計）
○平成27年度　7.79％
○平成28年度　24.06％
○平成29年度　48.12％

平成27年度実績

▼証明発行サーバの構築及び戸籍システム等の改修の実施　　　○コンビニ交付工程試験の実施
▼郡山市手数料条例、郡山市印鑑条例及び郡山市戸籍規程の一部改正の実施　○マイナンバーカードの交付開始（平成27年度末　9,471枚交付　普及率
2.89％）
▼証明書等コンビニ交付の管理運営主体である地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）と契約締結
　（取扱証明書：・住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書・戸籍の附票の写し・所得課税証明書）
▼平成28年３月より証明書等コンビニ交付サービスの開始（３月１ヶ月間の証明書交付実績：113件）

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼平成27年度は平成28年３月からの証明書等コンビニ交付の開始を目標にその準備を中心に進め、予定どおり平成28年３月に開始した。
▼平成27年度末時点のマイナンバーカード（個人番号カード）の普及率は2.89％となっており、通知カードの送付やマイナンバーカードの作成の遅延、
カード交付システムの不具合等により総務省が示す普及率目標値を下回った。
▼コンビニ交付の証明交付件数は１ヶ月の実績となるが113件となっており、コンビニでの証明交付件数の増加はマイナンバーカードの普及によるとこ
ろが大きいため、マイナンバーカード及びコンビニ交付について更なる市民への周知広報活動が必要になると考える。

平成28年度実績

▼証明書等コンビニ交付の管理運営主体である地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）と契約締結
　（取扱証明書：・住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書・戸籍の附票の写し・所得課税証明書）
▼マイナンバーカード普及率：8.13％〈前年度比：5.24％増〉
▼マイナンバーカード交付件数：17,042枚〈前年度比：7,571枚増〉
▼証明書等コンビニ交付件数：2,042件〈前年度比：1,929件増〉

見直しのポイント

▼マイナンバーカード普及率が、目標値を下回っているため、普及促進に向けて更なる周知広報活動の実施が必要である。
▼コンビニ交付の証明交付件数は、マイナンバーカードの普及によるところが大きいため、マイナンバーカードの取得と共にコンビニ交付について更な
る市民への周知広報活動が必要である。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

関係機関協議 例規改正

関係システムの構築・改修作業

システム確認テスト

証明書等コンビニ交付の実施

証明書等コンビニ交付周知広報

【参考 平成26年度末】

住基カード交付率 約3.35％

関係機関協議 例規改正

証明発行サーバの構築

関係システム改修作業

コンビニ交付工程試験

コンビニ交付契約締結（Ｊ－ＬＩＳ）

証明書等コンビニ交付の実施

証明書等コンビニ交付周知広報

マイナンバーカード取得に係る周知広報

マイナンバーカードの交付

関係機関協議 例規改正

証明発行サーバの構築

関係システム改修作業

コンビニ交付工程試験

コンビニ交付契約締結（Ｊ－ＬＩＳ）

証明書等コンビニ交付の実施

証明書等コンビニ交付周知広報

マイナンバーカード取得に係る周知広報

マイナンバーカードの交付

コンビニ交付契約締結（Ｊ－ＬＩＳ） コンビニ交付契約締結（Ｊ－ＬＩＳ）

4



実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　簡易電子申請を利用したカイゼン報告 　「新規カイゼン報告｣様式によるカイゼン報告

行政マネジメント課総務部

　行政の効率化と市民サービスの質の向上を図るため、TQMの考え方に基づき、全庁的なカイゼン運動を実施した。
主に係（係制の無い所属は課等）をカイゼン活動の単位であるチームとし、「１チーム１カイゼン以上」を目標とし推進した。
　実施事例は庁内ファイルサーバーで全庁に公開、共有化し、これらの事例を参考に別の所属でも実施することを奨励し、カイゼンの効果の増大を図った。

　職員が自ら取組むカイゼン活動の継続的な推進により、自ら考え変える前向きな職員を育成し、組織の活力を高める。
　また、決裁や支出などの通常の業務においても、カイゼン活動により、適正かつ迅速な行政運営を図る。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑤　カイゼン運動の推進

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

○カイゼン件数
240件

○カイゼン運動による縮減される事務時間
1,200時間

○カイゼン実施チーム数
（波及効果）
200チーム

平成27年度実績

▼カイゼン件数・・・184件/年度　※内10件は「いいね！カイゼン」（良いカイゼン事例を他の所属でも取り入れてカイゼンを実施すること）
　※全体として、Ｈ26年度よりも実績値が増加していることから、カイゼン運動が全庁的に浸透してきていると考えられる。
▼カイゼン運動により縮減された事務時間・・・1,672時間
▼カイゼン実施チーム数（実施報告1件以上）・・・145チーム

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼カイゼン事例の分類を見直し、カイゼン事例データベースについても分類毎に検索しやすくすることや、カイゼン通信でのより一層の周知をすること
により、「いいね！カイゼン」実施件数の増加を図る。

平成28年度実績

▼カイゼン件数・・・188件/年度　※内13件は「いいね！カイゼン」（良いカイゼン事例を他の所属でも取り入れてカイゼンを実施すること）
　※全体として、Ｈ27年度よりも実績値が増加していることから、カイゼン運動が全庁的に浸透してきていると考えられる。
▼カイゼン運動により縮減された事務時間・・・2,875時間
▼カイゼン実施チーム数（実施報告1件以上）・・・128チーム

見直しのポイント

▼カイゼン事例データベースをさらに見やすく検索しやすくすることや、カイゼン通信によりカイゼン事例やデータベースをＰＲすることで、「いい
ね！カイゼン」実施件数の増加を図り、カイゼン事例の横展開を推進する。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度末】

カイゼン件数
120件

カイゼン運動による削減さ
れる事務時間
616時間

カイゼン実施チーム数
103チーム

「こおりやま☆カイゼン運動」の実施 （各チームごとに目標を設定し、カイゼンを実施）

カイゼン活動活性化のためのチームリーダー交流会

有識者や先進団体担当者によるチームリーダー研修会を実施

カイゼン活動の実績の確認
→カイゼン運動活発化のため、
毎年度内容を見直す

カイゼン活動の実績の確認
→カイゼン運動活発化のため、
毎年度内容を見直す

カイゼン活動の実績の確認
→カイゼン運動活発化のため、
毎年度内容を見直す

・「こおりやま☆カイゼン運動」の実施 （各チームごとに目標を設定し、カイゼンを実施）・カイゼン通信の発行

カイゼン活動活性化のためのチームリーダー交流会

有識者や先進団体担当者によるチームリーダー研修会を実施

カイゼン活動の実績の確認→カイゼン運動活発化のため、毎年度内容を見直す

・カイゼン事例の分類の見直し
・「いいね！カイゼン」実施の推進

・「こおりやま☆カイゼン運動」の実施 （各チームごとに目標を設定し、カイゼンを実施）・カイゼン通信の発行

カイゼン活動活性化のためのチームリーダー交流会

有識者や先進団体担当者によるチームリーダー研修会を実施

カイゼン活動の実績の確認→カイゼン運動活発化のため、毎年度内容を見直す

・カイゼン事例の分類の見直し
・「いいね！カイゼン」実施の推進

・カイゼン事例データベースの見直し
・「いいね！カイゼン」実施の推進
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼手話通訳の窓口業務などについて、利用状況を検証し、現状分析と今後の活用方法について検討していく。

平成28年度実績

▼活用事業の拡大
　・手話通訳の窓口業務
　・担当者打合せ
▼Web会議について
　・庁議及び災害時対応を含めたWeb会議は52回実施。（年内に３回実施された「あすまち会議」も含む。）
　・窓口対応や担当者打ち合わせを含めたWeb会議は５回実施。

見直しのポイント

▼手話通訳の窓口業務や災害時の活用などについて、利用状況を検証し、現状分析と今後の活用方法について検討していく。
　・手話通訳はＰＣの画面が見にくいという意見もあるので、改善策等を検討したい。

目　標　値

　平成26年度までの事業に加え、新たに２つの事業を追加する。
　活用事業数：７件
　　　市長講話
　　　報告会、セミナー配信
　　　庁議報告
　　　災害情報収集
　　　センター所長会議
　　　（新規）窓口対応
　　　（新規）担当者打ち合わせ
　※活用状況を検証しながら見直しを行う。

平成27年度実績

▼活用事業の拡大
　・手話通訳の窓口業務
　・担当者打合せ
▼平成26年度から本格的に運用を開始したことから、Web会議による回数は増加している。
　・庁議及び災害時対応を含めたWeb会議は54回実施。
　・窓口対応や担当者打ち合わせを含めたWeb会議は５回実施。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　Web会議システムの活用機会を増やす効果的な方法・研究・検証。
　必要なWeb会議システムの機能強化やタブレット等の追加配備だけでなく、利用状況等を検証
し、機器等の再配置等が必要。

ソーシャルメディア推進課政策開発部

　平成25年12月に本庁や各行政センター等の間に、Web会議システム「ライブネットこおりやま＜LINK＞」を導入し、災害時の運用など幅広く活用している。
　行政センター（14箇所）、部局長等（20箇所）にタブレットとパソコンをセットで配置している。
　行政センター等からの災害等状況の集約、庁議（ペーパーレス会議も併用）、報告会等の配信、行政センター所長会議等に利用している。

　当該事業の成果、新たな活用方法、事業費等を検証・分析し、窓口対応の向上や災害時の運用など幅広い活用。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑥　Web会議システム推進事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

活用事業数：５件

市長講話

報告会、セミナー配信

庁議配信

災害情報収集

センター所長会議

システム機能の追加見直し検討

機器の追加、再配置検討

活用機会の拡大促進

手話対応への活用検証

タブレット追加導入（10台）

Web会議システムの利活用

（市長講話、庁内報告会、庁議報告、災害時の情報収集、行政センター所長会議）

システム機能の追加見直し検討

機器の再配置検討

活用機会の拡大促進

タブレット追加導入（10台）

Web会議システムの利活用

（市長講話、庁内報告会、庁議報告、災害時の情報収集、行政センター所長会議）

手話通訳の窓口業務などについて、利用状況を検証し、現状分析と今後の活用方法を検証する。

システム機能の追加見直し検討

機器の再配置検討

活用機会の拡大促進

手話対応や災害時の活用についてへ活用検証

タブレット追加導入（10台）

Web会議システムの利活用

（市長講話、庁内報告会、庁議報告、災害時の情報収集、行政センター所長会議）

利用状況を検証し、現状分析と今後の活用方法を検

証する。

手話対応への活用検証
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼平成27年度の検討の結果、平成28年度に磐梯熱海温泉駅前足湯など10施設にWi-Fi環境を整備することとなった。これにより、Wi-Fi環境を提供する施
設は53施設になる予定である。

平成28年度実績

▼新たに磐梯熱海温泉前足湯やユラックス熱海など、10施設を整備し、合計53施設において、Ｗｉ-Ｆｉ環境サービスを提供している。

見直しのポイント

▼平成28年度の検討の結果、平成29年度に郡山市総合地方卸売市場など7施設にＷｉ-Ｆｉ環境を整備することとなった。これにより、Ｗｉ-Ｆｉ環境を
提供する施設は60施設になる予定である。

目　標　値

公共施設におけるWi-Fi環境の提供施設数
50施設

平成27年度実績

▼新たに中央公民館や各地区公民館、市民文化センターなど19施設を整備し、合計43施設において、Wi-Fi環境のサービスを提供している。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　Wi-Fi環境の整備、観光情報等の提供するためのコンテンツ作成など。 　利用者を限定しない公衆無線Wi-Fi環境の整備

ソーシャルメディア推進課政策開発部

　市民が集う窓口等にWi-Fiを整備し、待ち時間に利用できるブロードバンドサービスを提供することにより、ICT環境の向上を図る。

　観光や商業の活性化、さらには、災害時の情報発信拠点の拡大を図るため、本市の観光地や防災拠点への公衆無線LAN環境の整備について検討を進めるとともに、民間等の連携による全市的
な公衆無線LANである｢Koriyama　City　Wi-Fi｣として、観光情報等の提供するためのコンテンツ作成など統一した取り組みを行う。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑦　Wi-Fi環境整備事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

○公共施設におけるWi-Fi環境の提

供施設 24施設

全市的な公衆無線LAN｢Koriyama City Wi-Fi｣の推進（民間等との連携）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供
（中央公民館 外 18施設）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供の検討
（平成28年度以降の整備検討）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供の検討

全市的な公衆無線LAN｢Koriyama City Wi-Fi｣の推進（民間等との連携）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供
（中央公民館 外 18施設）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供の検討
（平成28年度以降の整備検討）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供
（磐梯熱海駅前足湯 外 9施設）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供の検討
（平成29年度以降の整備検討）

全市的な公衆無線LAN｢Koriyama City Wi-Fi｣の推進（民間等との連携）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供
（中央公民館 外 18施設）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供の検討
（平成28年度以降の整備検討）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供
（磐梯熱海駅前足湯 外 9施設）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供の検討
（平成29年度以降の整備検討）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供
（総合地方卸売市場 外 6施設）

公共施設におけるWi-Fi環境の提供の検討
（平成30年度以降の整備検討）
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼NTT東日本及びWiZ専門学校との協働による｢いきいきシルバー・タブレット講座｣は、平成27年度で協定期間が終了した。
▼タブレット体験講座は、中央公民館において同様の高齢者向けの講座を実施しているため、平成28年度以降、本事業は中央公民館で実施する。

平成28年度実績

▼中央公民館での実績（参考）
　計6回　90人

見直しのポイント

▼タブレット体験講座は、中央公民館で行うが、高齢者のインターネット利用割合が依然低いことから、今後も利用促進に向けた支援を継続して行う。

目　標　値

〇タブレット体験講座受講者数
　300名

○60歳以上の方のインターネット利用率の向上
　30％以上

○民間やNPO団体が実施している
高齢者向けのタブレット講座の後援等の支援
　年間10回程度

平成27年度実績

▼委託事業による｢いきいきタブレット体験講座｣を12回、NTT東日本及びWiZ専門学校との協働による｢いきいきシルバー・タブレット講座｣を8回実施
し、合計300人が受講した。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　タブレット端末の活用の推進 　60歳以上のタブレットやパソコン未体験の方を対象としている。

ソーシャルメディア推進課政策開発部

　市民アンケートの結果（平成22、25年度に実施）、60歳以上のインターネット利用率(27%)が低いことから、高齢者を対象として、平成25年度にはインターネット体験講座を、平成26年度に
はタブレット講座を実施し、併せて民間やNPO等が実施しているタブレット講座に対し、後援等の支援を行っている。
　また、平成26年度には「いきいきシルバー･タブレット講座」を、NTTとの共同事業として、ゼロ予算で実施した。

　高齢者層へのインターネット環境やソーシャルメディアの普及促進を図る。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑧　ソーシャルメディア推進事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

〇タブレット体験講座受講

者数

270名

【タブレット講座の実施】
いきいきタブレット体験講座の実施（民間への委託事業）

【タブレット講座の実施】

いきいきシルバー･タブレット講座の実施（NTTとの協働事業）

民間やNPO団体が実施する高齢者向けのタブレット講座の後援等の支援

【タブレット講座の実施】
いきいきタブレット体験講座の実施

（民間への委託事業）

【タブレット講座の実施】

いきいきシルバー･タブレット講座の実施

（NTTとWiZ専門学校との協働事業）

【タブレット講座の実施】 ※中央公民館で実施
タブレット体験講座の実施
（民間への委託事業）

民間やNPO団体が実施する高齢者向けのタブレット講座の後援等の支援

【タブレット講座の実施】
いきいきタブレット体験講座の実施

（民間への委託事業）

【タブレット講座の実施】

いきいきシルバー･タブレット講座の実施

（NTTとWiZ専門学校との協働事業）

【タブレット講座の実施】 ※中央公民館で実施
タブレット体験講座の実施
（民間への委託事業）

民間やNPO団体が実施する高齢者向けのタブレット講座の後援等の支援
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　市ウェブサイトまたはカタログサイト（市が保有するデータ一覧サイト）の活用

ソーシャルメディア推進課政策開発部

　民間事業者等が公共データを利用したサービスの展開の推進を図るため、機械判読に適したデータ形式であるオープンデータのルール作成の検討を進めている。
　また、市が提供するオープンデータの利用促進のため、有意義なアプリの開発イベント等の支援など、産学の連携を図っている。

　地域の企業、地域コミュニティや大学・教育機関と連携して、本市のオープンデータを活用したアプリケーションソフトの開発を支援することで、新サービスの創出と地域の活性化を図
る。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑨　オープンデータ利活用推進事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

○オープンデータの公開データ種類
　・50種類
　
○アプリ作成イベントの支援（後援または市長賞）
　・年間３回

平成27年度実績

▼オープンデータの公開に向け、全国的な取り組みであるアーバンデータチャレンジのハッカソンのイベント等の後援を行い、市長賞の表彰を行った。
　また、Ｗｉｚ専門学校国際情報工科大学校と連携して、学生が作成したアプリケーションをニコニコこども館で市民への提供を行った。

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼オープンデータの公開に向けたルール（運用基準）を継続して作成するなど、平成28年度中に効率的、効果的にデータの提供を行う仕組みを構築す
る。

▼Ｗｉｚ専門学校国際情報工科大学校と連携して学生が作成したアプリケーションの改良のため、引き続き検証を行う。

平成28年度実績

▼オープンデータの公開に向け、全国的な取り組みであるアーバンデータチャレンジのハッカソンのイベントの共催を行い、市長賞の表彰を行った。
▼オープンデータの公開に向けたルール（運用方針、利用規則）案を作成し、全庁的な情報の共有を図った。
▼オープンガバメント推進協議会への参加

見直しのポイント

▼Ｗｉｚ専門学校国際情報工科自動車大学校（平成29年４月校名変更）と連携して、小中学校におけるICTに関する学習支援や、学生が作成したアプリ
ケーションの検証等を実施する。
▼オープンガバメント推進協議会としての取組みを実施する。(オープンデータを利用したハッカソンの実施やアプリの活用等)

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度末】

○統計情報などの市政情報の市ウェブサイトによる公開

○アプリ作成イベントの支援（後援または市長賞）

・年間１回

課題解決に有効なアプリ作成の推進を図るため、アプリ作成イベントの支援

国際情報工科大学校との協働事業

・学生が作成したアプリの検証

オープンデータ提供のルール作成 市が所有するデータの提供

課題解決に有効なアプリ作成の推進を図るため、アプリ作成イベントの支援

国際情報工科大学校との協働事業

・学生が作成したアプリの検証

オープンデータ提供のルール作成 市が所有するデータの提供

課題解決に有効なアプリ作成の推進を図るため、アプリ作成イベントの支援

国際情報工科大学校との協働事業

・学生が作成したアプリの検証

オープンデータ提供のルール作成 市が所有するデータの提供

国際情報工科自動車大学校との協働事業

・学生が作成したアプリの検証他

オープンガバメント推進協議会における活動

用語解説

アーバンデータチャレンジ

：一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会が運営するイベントで地方自治体等が保有し提供可能

なデータを用いた地域課題解決のコンテストのこと。

ハッカソン

：ハック（Hack・コンピュータのプログラムを書くこと）とマラソン（Marathon）を掛け合わせ

た造語。エンジニア、デザイナー、プランナーなどがチームを作り、与えられたテーマに対し、

それぞれの技術やアイデアを持ち寄り、協議・協力しながら集中的にサービスやシステム、

アプリケーションなどを開発するイベントの一種。

オープンガバメント推進協議会

：ビックデータ・オープンデータの具体的活用策についての検討やマイナンバー制度の利活用の

推進に取り組む産学官連携組織
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼全庁型地理情報システムの管理・運用については、今後も各関係所属と連絡調整を密にし、データ整備・新規レイヤ設定を行っていきたい。
▼公開型地理情報システムの管理・運用についても、年度ごとのデータ整備を遅滞なく行っていきたい。
▼平成27年から公民館を含むインターネット申請の開始により、アクセス数の増加が見られた。施設の空き状況の確認、インターネット申請など、これ
までの窓口や電話などによる申請、問合せから、インターネットの活用にシフトしていると考えられる。

平成28年度実績

▼全庁型地理情報システムの管理・運用…124種類
▼公開型地理情報システムの管理・運用…18種類　アクセス数　48,108件
▼公共施設案内予約システム…アクセス数　94,682件
▼電子申請可能な手続き数…132手続き

見直しのポイント

▼公開型地理情報システムの管理・運用については、新しく公開が求められる分野のデータに関して、順次システムへ登載する。
▼インターネットによる施設の空き状況の確認、インターネット申請など、これまでの窓口や電話などによる申請、問合せから、インターネットの活用
にシフトしていると考えられることから、さらにインターネットで申請できる手続きの拡大等を図る。

目　標　値

○全庁型地理情報システム
　・登載レイヤ数　120種類以上
　　(これまでは90種類以上）

○公開型地理情報システム
　・アクセス数　年間45,000件以上
（これまでの目標値は、10,000件以上）

○公共施設案内予約システム
　・アクセス数　年間85,000件以上

○簡単電子申請システム
　・電子申請可能な手続き数　90手続以上

平成27年度実績

▼全庁型地理情報システムの管理・運用…120種類
▼公開型地理情報システムの管理・運用…15種類　アクセス数　43,317件
▼公共施設案内予約システム…アクセス数　82,841件
▼電子申請可能な手続き数…125手続き

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　インターネットによる行政サービスを提供する。 　インターネットを利用しない方に対しても、同様のサービスが提供される方法を確保する。

ソーシャルメディア推進課政策開発部

　地理情報システム、公共施設案内予約システム、簡単電子申請システムの運用により、市民がインターネットにより行政サービスの提供を行っている。
　また、平成26年10月からは、公民館を除く市の公共施設でインターネット予約を本格的に開始した。

　市民サービスの向上と行政運営の効率化を図るため、インターネットによる行政サービスの提供が可能なシステムの運用を行います。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑩　ウェブサービス推進事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】
・登載レイヤ数 109種類
・公開型GISアクセス数 43,312件
・公共施設案内予約システムアクセ
ス数 55,076件
・電子申請可能な住民向け手続数
125手続

全庁型・公開型地理情報システムの運用管理

地理情報データの整備・共有するデータの拡充

効果的なシステムの活用のための研修実施

公開する地理情報の拡充の検討、実施

公共施設案内予約システムの運用管理

使用料の支払い方法等の拡充の調査・研究

ふくしま県市町村共同電子申請システム（市民を対象とした各種申請システム）の運用管理

個人番号カード、マイポータル等を活用した、新たなオンラインによる手続きの調査・研究

全庁型・公開型地理情報システムの運用管理

地理情報データの整備・共有するデータの拡充

効果的なシステムの活用のための研修実施

公開する地理情報の拡充の検討、実施

公共施設案内予約システムの運用管理

使用料の支払い方法等の拡充の調査・研究

ふくしま県市町村共同電子申請システム（市民を対象とした各種申請システム）の運用管理

全庁型・公開型地理情報システムの運用管理

地理情報データの整備・共有するデータの拡充

効果的なシステムの活用のための研修実施

公開する地理情報の拡充の検討、実施

公共施設案内予約システムの運用管理

使用料の支払い方法等の拡充の調査・研究

ふくしま県市町村共同電子申請システム（市民を対象とした各種申請システム）の運用管理

用語解説

登載レイヤ

：全庁型地理情報システムに登載された位置情報を持つ図形やシンボルで構成される

層（レイヤ）のこと。「公共施設」や「避難所」などのレイヤがある。
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼ＩＣＴ活用研究会において提言を行った「テレワークの導入」「イングレス等を利用した観光振興」については、ＩＣＴを活用した新しい政策内容で
はあったが、実現には至っていない。先進地の事例等をもとに政策提言を行うと同時に、実際に郡山市において実施する場合のプロセスや効果につい
て、更に詳しく調査研究を行うことが必要である。

平成28年度実績

▼ICT研究会からの提案テーマ数　３件

▼ＩＣＴ活用研究会…３つのグループに分かれ、「郡山市公式アプリの開発」「ビッグデータ・オープンデータの活用」「ＩｏＴ・ＡＩ技術の活用につ
いて」のテーマについて、調査研究・政策提言を行った。また、ICT活用研究会の活動報告会において郡山市情報化推進アドバイザーの新潟大学工学部
教授　林　隆史　氏、日本大学工学部教授　上田　清志　氏、東京電機大学情報環境学部教授　宮保　憲治　氏から講評をいただいた。
▼提案されたテーマについては、関係課と調査研究等を続けている。

見直しのポイント

▼ＩＣＴ活用研究会において提言を行った「郡山市公式アプリの開発」「ＩｏＴ・ＡＩ技術の活用について」については、ＩＣＴを活用した新しい政策
内容ではあったが、実現には至っていない。先進地の事例等をもとに政策提言を行うと同時に、実際に郡山市において実施する場合のプロセスや効果に
ついて、更に詳しく調査研究を行うことが必要である。
▼「ビッグデータ・オープンデータの活用」については、調査研究を行った経済産業省及び内閣官房が提供する地域経済分析システム（RESAS（リーサ
ス））を全庁的に活用して、データ分析による新たな政策立案等に活用していくことが期待される。

目　標　値

　
○ICT研究会等からの提案テーマ数
３件／年度

平成27年度実績

▼ICT研究会からの提案テーマ数　２件

▼ＩＣＴ活用研究会…２つのグループに分かれ、「テレワークの導入」「イングレス等を利用した観光振興」のテーマについて、調査研究・政策提言を
行った。また、ICT活用研究会の活動報告会において郡山市情報化推進アドバイザーの日本大学工学部情報工学科教授　上田　清志　氏から講評をいた
だいた。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　ICTの利活用 　ICTを活用した新たな事業展開の際には、情報格差の問題等に配慮した取り組みを行う。

ソーシャルメディア推進課政策開発部

　外部の有識者である｢郡山市情報化アドバイザー｣２名を委嘱し、その提言・助言を基に新しい情報通信技術を積極的に取り入れ、これまで高度な情報サービスを提供してきた。
　平成25年度から、本市の内部組織として各部局からの職員で構成する｢ICT活用研究会｣等を設置し、新たな情報技術を活用した部局横断的な課題の解決や、業務の改善、新たな市民サービス
の調査研究を実施した。

　ICTを活用した新たな市民サービスの提供や業務の改善等について調査研究し、有効な施策について実現化を図る。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑪　ICT活用研究推進事業

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度】

○ICT研究会により提案された

テーマの数

３件

○ICT研究会の活動報告会におい

て郡山市情報化推進アドバイザー

から講評をいただいた

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研

究及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）
新規事業等の検討・展開

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研究

及び導入の検討

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研

究及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研

究及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研

究及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研究

及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）

新規事業等の検討・展開

新規事業等の検討・展開

新規事業等の検討・展開

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研

究及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研

究及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）

ICT研究会等による新たな情報技術の調査研究

及び導入の検討

（郡山市情報化推進アドバイザーとの連携）

新規事業等の検討・展開

新規事業等の検討・展開

用語解説

テレワーク

：勤労形態の一種で、情報通信機器等を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働くことができる形態をいう。

イングレス

：スマートフォン向けの拡張現実技術を利用したオンラインゲーム・位置情報ゲーム。

ＡＩ（人工知能）

：人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータに行わせる技術のこと。

ＩｏＴ

：モノをインターネット経由で通信させること
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼利用件数は、順調に推移しており、引き続き市ウェブサイト及び広報紙等による周知を行うなど、利用拡大を図っていく。
▼税目によっては、電子申告未実施事業所や税理士が関与していない事業所など、対象者を限定したＰＲ活動を検討する。

平成28年度実績

見直しのポイント

【平成27年度電子申告利用件数】
　
▼個人市民税
　6,946件/25,576件　　27.2％
▼法人市民税
　8,902件/16,088件　　55.3％

▼固定資産税（償却資産）
　2,573件/13,079件　　19.7％
▼事業所税
　   73件/   964件 　　7.6％

▼合計
   18,494件/55,707件　33.2％.

平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

【平成28年度電子申告利用件数】
　
▼個人市民税
　9,399件/25,548件　　36.8％
▼法人市民税
　9,830件/16,621件　　59.1％

目　標　値

平成29年度の年間電子申告利用
件数

　　　　　　　　　　17,000件

平成27年度実績

見直しのポイント

平成27年度

平成27年度

▼固定資産税（償却資産）
　3,278件/13,814件　　23.7％
▼事業所税
　  104件/ 1,034件 　 10.1％

▼合計
   22,611件/57,017件　39.7％.

▼利用件数は順調に推移しており、引き続き市ウェブサイト及び広報誌等による周知、並びに申告書発送時の電子申告未実施事業所へのチラシ配布を
　行い利用拡大を図っていく。
▼法人会、青色申告会、税理士会などの関連団体との連携による事業所へのPR活動を検討する。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　ICTを活用した市税申告の利用拡大を図る。 　従来の申告方法である「窓口での申告」の継続

市民税課税務部

　社団法人地方税電子化協議会の設立に伴い、eLTAX（地方税電子申告サービス）による電子申告環境が整備されたことから、本市においても、平成23年12月から法人市民税、固定資産税（償
却資産）及び事業所税の電子申告、個人市県民税に係る給与支払報告書の受付などを開始した。
　利用件数は順調に推移しており、引き続き市ウエブサイト及び広報紙等による周知を行うなど、利用拡大を図っているところである。

　電子申告の利用拡大に努め、市税の申告、受付、入力事務の省力化を図るとともに、納税者の利便性向上や、納税事務の効率化を行い市民サービスの向上を図る。

(１)市民の視点に立った行政サービスの提供

課名⑫　市税電子申告の推進

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

年間電子申告利用件数

個人市民税

5,811件/24,956件 23.3％

法人市民税

8,422件/16,009件 52.6％

固定資産税（償却資産）

2,088件/13,122件 15.9％

事業所税

59件/    971件 6.1％

合計

16,380件/55,058件 29.8％

市税電子申告利用促進の啓発
・申告書送付時の啓発
・市ウェブサイトによる啓発
・広報紙による啓発

eLTAXに適した「税システム」の検討 eLTAXの利便性を享受する「税システム」の導入 eLTAXの利便性を享受する「税システム」の運用

市税電子申告利用促進の啓発
・申告書送付時の啓発
・市ウェブサイトによる啓発
・広報紙による啓発

eLTAXに適した「税システム」の検討 eLTAXの利便性を享受する「税システム」の導入 eLTAXの利便性を享受する「税システム」の運用

電子申告未実施事業所や税理士が関与していな

い事業所など、対象者を限定したＰＲ活動の検討

市税電子申告利用促進の啓発
・申告書送付時の啓発
・市ウェブサイトによる啓発
・広報紙による啓発

電子申告未実施事業所や税理士が関与していな

い事業所など、対象者を限定したＰＲ活動の検討

eLTAXに適した「税システム」の検討 eLTAXの利便性を享受する「税システム」の導入 eLTAXの利便性を享受する「税システム」の運用

関連団体等との連携による事業所へのPR活

動を検討
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　方針、概要等を市民に広く周知するため、市ウェブサイト・facebookを活用する。 　広報こおりやまへの記事掲載、庁舎内でのチラシ配布やポスター掲示による周知を図る。

行政マネジメント課総務部

・社会情勢の変化や市民ニーズに、スピード感を持って的確に対応できる組織体制を構築するとともに、各種施策の効率的・効果的な推進に向けた体制強化を図るため、平成26年10月１日付
け及び平成27年４月１日付けの組織改編を決定・実施した。
・組織のあり方を横断的に検討するため、今年度から「行政組織検討委員会」を設置し、平成27年４月１日付け組織改編案の検討を行った。
・出先機関について、市民の利便性の更なる向上を図るため、平成26年５月１日から大槻行政センターの取扱い事務を拡充した。

・本市の将来都市像を実現するとともに、地方分権の進展や社会情勢の変化、市民ニーズに的確に対応するため、将来を見据え、時代の変化に即応できる組織体制を構築する。
・業務の量や質に応じた組織規模の適正化、各種施策・事業の効率的・効果的な推進に向けた行政執行・管理体制の強化を図る。
・道路交通網やICTの発達、地域住民のニーズの変化を踏まえ、市民サービス全体のあり方と効率的な行政運営の両面からの検討のほか、個性ある地域の活性化に果たすべき役割など、出先機
関の機能や取扱い業務の拡大等を検討し、業務及び組織体制の最適化を図る。

(２)組織・機構の見直し

課名①　組織・機構の見直し

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

全ての部局を対象に組織改編の検討を実施する。

平成27年度実績

▼平成２８年４月１日付組織改編の決定、実施
　主な内容　係の新設、名称変更、計量検査所等の廃止
▼行政組織検討委員会及び幹事会の開催
▼出先機関のあり方に関する検討

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼出先機関等のあり方に関しては、公共施設等総合管理計画と連携を図りながら郡山市としての方針の検討を行う。
　①組織改編に関する案件等については随時協議等を行う。
　②市民ニーズ等に即した出先機関等の権限等の最適化を図る。

平成28年度実績

▼平成２９年４月１日付組織改編の決定、実施
　主な内容　上下水道事業の組織統合、係の設置、名称変更、文化財保護に関する事務の移管等
▼行政組織検討委員会及び幹事会の開催
▼出先機関のあり方については、公共施設等総合管理計画等とソフト、ハードの一体的な検討が必要な中で、民間活力導入の推進など、新たな課題等に
ついて研究した。

見直しのポイント

▼出先機関のあり方については、公共施設等総合管理計画の個別計画との整合性を図りながら検討、協議をして行く。
▼復興事業の進捗を踏まえた組織のあり方を検討する。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度末】

○組織改編の決定・実施

時代の変化にスピード感を持って対応できる組織体制の構築及

び各種施策の効率的・効果的な推進に向けた体制強化を図った。

・平成26年8月１日付け

・平成26年10月１日付け

・平成27年4月１日付け(文化スポーツ部の新設等）

組 織 改 編 の 検 討

○ 行政組織検討委員会・・・組織改編原案の検討

○ 総務部(行政マネジメント課)・・・各部局の要望及び社会情勢等の変化を踏まえた組織体制の検討

○ 各部局・・・業務・組織体制の検証及び検討 ⇒ 組織改編要望提出

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

出先機関のあり方に関する

方針の決定

(概要等の周知)

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

出先機関のあり方に関する方針の検討

組 織 改 編 の 検 討

○ 行政組織検討委員会・・・組織改編原案の検討

○ 総務部(行政マネジメント課)・・・各部局の要望及び社会情勢等の変化を踏まえた組織体制の検討

○ 各部局・・・業務・組織体制の検証及び検討 ⇒ 組織改編要望提出

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

①組織改編に関する出先機関等のあり方の協議

②市民ニーズ等に即した出先機関等の権限等

の最適化の検討

出先機関のあり方に関する方針の検討

組 織 改 編 の 検 討

○ 行政組織検討委員会・・・組織改編原案の検討

○ 総務部(行政マネジメント課)・・・各部局の要望及び社会情勢等の変化を踏まえた組織体制の検討

○ 各部局・・・業務・組織体制の検証及び検討 ⇒ 組織改編要望提出

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

組織改編の

決定・実施

(概要等の周知)

公共施設等総合管理計画の個別計画との整合性を図りながら、市民ニーズに即した出先機関の最適化

等の検討、協議
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画) 平成29年度実績

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成28年度実績

▼平成28年度の公募委員の比率は8.5％（前年度比1％減少）、昨年度公募を実施した附属機関等は８機関であった。
▼平成28年度の女性委員登用率は30.3％であった。
▼附属機関等新規設置　７機関
▼指針の徹底通知　11月実施
▼公募委員年齢下限制限の撤廃した。

見直しのポイント

▼全機関を対象に、指針の徹底通知、委員選任時等に公募及び女性登用率も目的達成の働きかけを行う。
▼附属機関等の事務の簡素化、効率化を図るため附属機関等の統廃合や運用の指針の見直しを検討する。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成27年度実績

▼平成27年度の公募委員の比率は9.5％（前年度比0.2％向上）、昨年度公募を実施した附属機関等は３機関であった。
▼平成27年度の女性委員登用率は30.2％であった。
▼附属機関等新規設置　４機関
▼指針の徹底通知　７月実施

見直しのポイント

▼全機関を対象に、指針の徹底通知、委員選任時等に公募及び女性登用率も目的達成の働きかけを行う。
▼附属機関等の事務の簡素化、効率化を図るため附属機関の統廃合や運用の指針の見直しを検討する。

目　標　値
重点推進目標 １　効率的・効果的な行政運営の推進 (２)組織・機構の見直し

※　公募委員比率10％以上
　　全機関を対象とした
　　　ヒアリング調査を実施　市民の市政への理解と信頼を深め、政策形成過程の段階から市民の市政への参画を促進し、開かれた市政を一層推進するため、「郡山市附属機関の設置及び運営に関する指針」（平成14年

８月１日制定）に基づき、附属機関等の運営の効率化及び活性化を図る。このため、委員選任に当たって、公募委員比率10％以上及び女性委員登用率40％とする数値目標を設定し、本数値目
標達成に向けて積極的に取り組んでいく。また、附属機関等の会議については、原則公開とし、また、公開、非公開に関わらず、「会議開催のお知らせ」及び「会議開催の概要」により積極
的な情報開示に努める。

　附属機関等の会議の公開、委員の公募等を行うことにより、組織の活性化が図られるとともに、市民の意向をより広く反映することが期待できるので「市民との協働」を推進することがで
きる。
　女性委員登用率の向上を図ることにより、市の政策方針決定過程における男女共同参画を推進することができる。

　会議の公開等において、ICTを活用し、より積極的な公開に努める。
　会議の内容等の公開については、市政情報センターを活用し、また、公募については、広報
こおりやま等の紙媒体においても募集を実施する。

実施計画名 ②　附属機関等の設置及び運営の適正化 部局名 総務部 課名 行政マネジメント課

【参考 平成26年度実績】

公募委員比率 9.3％

各種審議会・委員会等の公募委員比率10％以上 女性委員登用率40％以上に向けた取組み
→庁内へ附属機関等の適切な運営についての通知をし、指針に基づいた適切な委員登用についての指導等を実施する。

附属機関等の適切な運営についての把握や機関の統廃合を見据えた見直し検討作業の実施 ⇒ 毎年度、全機関を対象とする

※H27.２.１現在、附属機関等 87機関
次の事項について所管課ヒアリング実施

・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況
・統廃合を見据えた見直し
・条例・要綱

次の事項について所管課ヒアリング実施
・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況
・統廃合を見据えた見直し
・条例・要綱

次の事項について所管課ヒアリング実施
・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況
・統廃合を見据えた見直し
・条例・要綱

各種審議会・委員会等の公募委員比率10％以上 女性委員登用率40％以上に向けた取組み
→庁内へ附属機関等の適切な運営についての通知をし、指針に基づいた適切な委員登用についての指導等を実施する。

附属機関等の適切な運営についての把握や機関の統廃合を見据えた見直し検討作業の実施

次の事項について所管課ヒアリング等実施
・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況
・統廃合を見据えた見直し
・条例・要綱

次の事項について所管課ヒアリング実施
・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況
・統廃合を見据えた見直し
・条例・要綱

附属機関等事務の簡素化のための指針の見直

※H27.２.１現在、附属機関等 87機関
次の事項について調査を実施

・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況

各種審議会・委員会等の公募委員比率10％以上 女性委員登用率40％以上に向けた取組み
→庁内へ附属機関等の適切な運営についての通知をし、指針に基づいた適切な委員登用についての指導等を実施する。

附属機関等の適切な運営についての把握や機関の統廃合を見据えた見直し検討作業の実施

次の事項について所管課ヒアリング等実施
・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況
・統廃合を見据えた見直し
・条例・要綱

次の事項について所管課ヒアリング実施
・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況
・統廃合を見据えた見直し
・条例・要綱

附属機関等事務の簡素化のための指針の見直しの検討

※H27.２.１現在、附属機関等 87機関
次の事項について調査を実施

・公募委員・女性委員の登用
・会議公開の状況

用語解説

附属機関等

：法律又は条例により設置する機関である「附属機関」と有識者の意見を聴き、市政に反映させることを主な目的として

要綱等によって設置する「懇談会等」を併せた通称
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼女性登用率は、年々目標値に近づきつつあるが、目標値の達成に向け、審議会・委員会等の所管所属に対する更なる働きかけを行う等の改革案を検討
していく。
▼女性人材リストは、審議会・委員会等への女性登用率向上のためのリストであることから、今後とも登録者数の増加及び専門的な知識を持つ女性の発
掘を促進するための改革案を検討していく。

平成28年度実績

▼各種審議会・委員会等の女性登用率
　・女性委員登用率（Ｈ２８.４．１現在）３０．３％<対前年比０．３ポイント減少>
　・女性委員登用組織率　８１．７％（対前年比１．１ポイント増加）
　　女性委員の登用について各所属へ対して啓発を行った結果として、一定の成果が現れたものと考えている。
▼　女性人材リスト
　・Ｈ２８女性人材リスト新規登録数（Ｈ２９年３月末現在）新規登録者０名　辞退者１３名　　合計１３１名
　　事業を市ウェブサイトに掲載する等広報をしたが新規登録者はなかった。また、登録者からの辞退申出により登録者数が減少した。

見直しのポイント

▼女性登用率の目標値達成に向け、審議会・委員会等の所管所属に対する更なる働きかけを行う等の改革案を検討していく。
▼女性人材リストは、審議会・委員会等への女性登用率向上のためのリストであることから、今後とも専門的な知識を持つ女性の発掘を促進するための
改革案を検討していく。
▼第三次こおりやま男女共同参画プランの策定において、女性登用率の向上策について検討する。

目　標　値

・各種審議会・委員会等の女性委員登用率　40％

・女性人材リスト登録者 250名

平成27年度実績

▼各種審議会・委員会等の女性登用率
　・女性委員登用率（Ｈ２７.４．１現在）３０．６％<対前年比０．９ポイント増加>
　・女性委員登用組織率　８０．６％（対前年比０．６ポイント増加）
　　改選時期の近い担当各所属に対し、個別に女性委員の登用について依頼する等の啓発を行った結果として、一定の成果が現れたものと考えている。
▼　女性人材リスト
　・Ｈ２７女性人材リスト新規登録数（Ｈ２８年３月末現在）新規登録者１名　辞退者０名　　合計１４４名
　　事業を市ウェブサイトに掲載する等広報をしたが、登録者はほぼ横ばいであった。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　ICTを活用し、女性人材リストの整備・充実に努める。 　広報こおりやま等の紙媒体においても女性人材リストの周知を行う。

男女共同参画課市民部

　少子高齢化による人口減少が急激に進み、女性の活躍は最も重要な課題となっている。このような中、「第二次こおりやま男女共同参画プラン」においては、各種審議会・委員会等の女性
委員登用率の目標値を40％に設定しているが、平成29年４月１日現在29.7％となっており、さらなる女性委員の登用を推進する必要がある。
　また、女性登用率向上に向けて整備している女性人材リストの登録者数も、平成29年4月現在で名であり、今後とも登録者増加に向け整備・充実が必要である。

　幅広い分野の女性からの新たな人材の発掘を行い、女性人材リストの整備・充実に努め、各種審議会・委員会等の女性委員登用率目標値40％に向けた取組みを行う。

(２)組織・機構の見直し

課名③　女性登用率の向上と女性人材リストの充実

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度】

・女性登用率 29.7％

（平成26年度）

・女性人材リスト登録者

143名

各種審議会・委員会等の女性委員登用率40％に向けた取組み
→ 各所属に対し、女性委員を積極的に登用するよう働きかけを実施する

女性人材リスト登録者数250人に向けた取組み
→ 広報こおりやまによる広報や、市ウェブサイト、facebookにより周知を図る
→ 各種団体に対し、人材リストの周知と登録女性の積極的な発掘の働きかけを実施する

各種審議会・委員会等の女性委員登用率40％に向けた取組み
→ 各所属に対し、女性委員を積極的に登用するよう働きかけを実施する

女性人材リスト登録者数250人に向けた取組み
→ 広報こおりやまによる広報や、市ウェブサイト、facebookにより周知を図る
→ 各種団体に対し、人材リストの周知と登録女性の積極的な発掘の働きかけを実施する

各種審議会・委員会等の女性委員登用率40％に向けた取組み
→ 各所属に対し、女性委員を積極的に登用するよう働きかけを実施する

女性人材リスト登録者数250人に向けた取組み
→ 広報こおりやまによる広報や、市ウェブサイト、facebookにより周知を図る
→ 各種団体に対し、人材リストの周知と登録女性の積極的な発掘の働きかけを実施する

「第三次こおりやま男女共同参画プラン」策定
→ 女性登用率の向上について検討する
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　取組みの結果等の公表についてICTを活用していく。
　取組みの結果等の公表において、市ウェブサイトのみならず、広報こおりやま等でも公表す
る。

人事課総務部

　平成８年度に定員適正化計画を策定するとともに、平成18年度には集中改革プランにおいて定員についての新たな取組目標を策定し、これまでも適正な定員管理の推進に努めてきたところ
である。平成26年度においては、新たな定員管理手法として、任期付職員の採用を行い、業務に対応しているところである。

　市民サービスの低下を招かない中で、効率的な職員体制の確保と人件費の執行が期待できる。

(３)定員管理及び給与の適正化

課名①　適正な定員管理の推進

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

東日本大震災や原子力災害の影響等を考慮した適正な定員管理

平成27年度実績

▼適正な新規採用数（H27年度までに実施した採用試験における合格者でH28年度採用者数）
一般行政21、土木4、建築3、電気1、機械2、化学2、農業2、獣医師1、薬剤師、一般事務3、障がい1、保健師3、保育士16
▼任期付採用職員の適正配置　　一般事務（JICA）1、土木1、電気1
▼技能労務職の退職不補充（業務委託）　　小学校用務員4、小学校調理員6
▼民間委託　　計量検査業務委託2
▼H27.4.1時点職員数　合計3,101人（正規職員2,048人、特定任期付職員1人、4条任期付職員6人、育児休業代替任期付職員2人、再任用職員72人、常勤
嘱託職員35人、非常勤嘱託職員580人、臨時職員357人）

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼職員の適正な採用数及び配置数に向けて、今後業務量調査結果を活用していく必要がある。（参考資料として参照）
▼嘱託職員及び臨時職員については、勤務状況アンケートにより職員個々の勤務状況を把握し、適正な配置に努めた。

平成28年度実績

▼適正な新規採用数（H28年度までに実施した採用試験における合格者でH29年度採用者数）
一般行政16、土木4、建築1、電気1、機械1、化学1、獣医師2、薬剤師1、一般事務1、障がい2、保健師4、保育士11
▼任期付採用職員の適正配置　　一般任期付1
▼技能労務職の退職不補充（業務委託）　　小学校用務員1、小学校調理員4
▼組織改編　上下水道局の統合による効率化　14
▼民間委託　上下水道局の料金関係業務委託　13
▼H28.4.1時点職員数　合計3,120人（正規職員2,054人、特定任期付職員1人、4条任期付職員12人、育児休業代替任期付職員9人、再任用職員66人、常勤
嘱託職員16人、非常勤嘱託職員580人、臨時職員382人）

見直しのポイント

▼職員の適正な採用数及び配置数に向けて、業務量調査結果を更に分析し、有効に活用していく必要がある。
▼フルタイム再任用職員の増加に併せて、職員の採用及び配置を行う必要がある。
▼嘱託職員及び臨時職員については、勤務状況アンケートにより職員個々の勤務状況を把握するとともに、必要な業務量を精査し、適正な配置に努め
た。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年４月１

日】

正規職員数 2,035人

再任用職員数 87人

常勤嘱託職員数 33人

非常勤嘱託職員数 575人

臨時職員数 362人

合計 3,092人

適正な新規採用数の検討 職員の採用 適正な新規採用数の検討
職員の採

用
適正な新規採用数の検討

技能労務職の退職者不補充

指定管理者制度の活用

嘱託職員、臨時職員の適切な配置

任期付採用職員の適切な配置

適正な新規採用数の検討 職員の採用 適正な新規採用数の検討
職員の採

用
適正な新規採用数の検討

技能労務職の退職者不補充

指定管理者制度の活用

嘱託職員、臨時職員の適切な配置

任期付採用職員の適切な配置

業務量調査結果等の活用

適正な新規採用数の検討 職員の採用 適正な新規採用数の検討
職員の採

用
適正な新規採用数の検討

技能労務職の退職者不補充

指定管理者制度の活用

嘱託職員、臨時職員の適切な配置

任期付採用職員の適切な配置

業務量調査結果等の活用

用語解説

任期付職員

：地方公共団体等の一般職の職員のうち任期を定めて採用された職員
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼ 県人事委員会勧告を踏まえた給与改定を実施することにより、地域の民間給与の状況を反映した適正な給与水準を確保する。
▼ 職員給与の公表に際しては、総務省が指定する公表様式を用いることにより、分かりやすさや他団体との比較の容易性に配慮している。
▼ 諸手当について、今後も引き続き県や他市の状況を調査し、均衡の原則及び情勢適応の原則の観点から必要な見直しを図っていく。
▼ 人事評価制度に基づく勤務成績の給与への反映について、引き続き調査、研究していく。

平成28年度実績

▼　平成28年福島県人事委員会勧告を踏まえた給与改定を実施
　(1) 給料月額を0.05％（行政職給料表）引上げ
　(2) 期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引上げ
　(3) 配偶者等に係る扶養手当の見直し
▼　職員の給与の状況等を公表
　(1) 広報こおりやま（平成28年12月号）及び市ウェブサイト（平成28年6月）に掲載
　(2) 地方公務員法に基づく等級及び職制上の段階ごとの職員数を市ウェブサイト（平成28年11月）に掲載

見直しのポイント

▼ 県人事委員会勧告を踏まえた給与改定を実施することにより、地域の民間給与の状況を反映した適正な給与水準を確保する。
▼ 職員給与の公表に際しては、総務省が指定する公表様式を用いることにより、分かりやすさや他団体との比較の容易性に配慮している。
▼ 諸手当について、今後も引き続き県や他市の状況を調査し、均衡の原則及び情勢適応の原則の観点から必要な見直しを図っていく。
▼ 人事評価制度に基づく勤務成績の給与への反映方法及びその時期について、引き続き調査、研究していく。

目　標　値

○諸手当について調査・見直しを実施する。

○人事院勧告及び県人事委員会勧告に基づき給与等について調査・見直しを
実施する。

平成27年度実績

▼ 地方公務員法に基づく等級別基準職務表の条例化を図った。
▼　平成27年福島県人事委員会勧告を踏まえた給与改定を実施
　(1) 給料月額を0.25％引上げ
　(2) 期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引上げ
　(3) 初任給調整手当及び単身赴任手当の月額の改定
▼　職員の給与の状況を公表
　(1) 広報こおりやま（平成27年12月号）及び市ウェブサイト（平成27年6月）に掲載

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　職員給与の公表においてICTを活用していく。
　職員給与の公表において、分かりやすい内容及び伝達方法に努めるとともに市ウェブサイト
のみならず、広報こおりやま等でも公表する。

人事課総務部

　人事院勧告及び福島県人事委員会勧告に基づき職員給与の改定を行うとともに、諸手当の見直しを行い、給与の適正化を図った。また、市民への説明責任を果たすため、市ウェブサイト及
び広報こおりやまで職員給与の状況を公表した。

　他自治体や地域の民間給与との比較（均衡の原則）、社会経済、地域事情、労働環境の実態等を踏まえた諸手当等のあり方（情勢適応の原則）、職務に応じた給与のあり方（職務給の原
則）について調査・検討を推進するとともに、人事評価制度による勤務成績の給与への反映を推進することで、職員が能力を最大限に発揮できる給与制度への適正化を図る。

(３)定員管理及び給与の適正化

課名②　給与の適正化

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

○人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じた給与改定

（給料表、期末勤勉手当等）及び給与制度の総合的見

直しを実施。

○特殊勤務手当のうち変則勤務手当を段階的に廃止

（平成27年度は現行額の２分の１を支給、平成２８年

度から廃止）

○人材確保の観点から獣医師に対して支給する初任給

調整手当を新設。

人事院勧告、県人事委員会勧

告の検討、導入、改定等の対

応

他自治体及び民間の給与制度等の調査・適正化の検討

人事評価制度において、勤務成績を反映した給与制度の適切な運用人事評価制度における勤務成績の給与反

映への調査・考察

人事院勧告、県人事委員会勧

告の検討、導入、改定等の対

応

人事院勧告、県人事委員会勧

告の検討、導入、改定等の対

応

諸手当の適正化 諸手当の適正化 諸手当の適正化

職員給与等の公表

平成27年4月1日現在（一般行政職）
平均年齢 平均給与月額

郡山市 40.8歳 360,766円
国 43.5歳 408,996円

他自治体及び民間の給与制度等の調査・適正化の検討

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化

職員給与等の公表

人事評価制度における勤務成績の給与反映への調査・考察
人事評価制度において、勤務成績を反映した

給与制度の適切な運用

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化 諸手当の適正化

他自治体及び民間の給与制度等の調査・適正化の検討

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化

職員給与等の公表

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化 諸手当の適正化

人事評価制度における勤務成績の給与反映への調査・考察

17



実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼ 県人事委員会勧告に準じた給与改定を実施することにより、地域の民間給与の状況を反映した適正な給与水準を確保する。
▼ 職員給与の公表に際しては、総務省が指定する公表様式を用いることにより、分かりやすさや他事業体との比較の容易性に配慮している。
▼ 諸手当について、今後も引き続き県や他市、他事業体の状況を調査し、均衡の原則及び情勢適応の原則の観点から必要な見直しを図っていく。
▼ 人事評価制度に基づく勤務成績の給与への反映について、引き続き調査、研究していく。

平成28年度実績

▼　平成28年福島県人事委員会勧告を踏まえた給与改定を実施
　(1) 給料月額を0.02％（企業職給料表）引上げ
　(2) 期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引上げ
　(3) 配偶者等に係る扶養手当の見直し
▼　職員の給与の状況等を公表
　(1) 広報こおりやま（平成28年12月号）及び市ウェブサイト（平成28年6月）に掲載
　(2) 地方公務員法に基づく等級及び職制上の段階ごとの職員数を郡山市長へ報告し市ウェブサイト（平成28年11月）に掲載

見直しのポイント

▼ 県人事委員会勧告を踏まえた給与改定を実施することにより、地域の民間給与の状況を反映した適正な給与水準を確保する。
▼ 職員給与の公表に際しては、総務省が指定する公表様式を用いることにより、分かりやすさや他団体との比較の容易性に配慮している。
▼ 諸手当について、今後も引き続き県や他市の状況を調査し、均衡の原則及び情勢適応の原則の観点から必要な見直しを図っていく。
▼ 人事評価制度に基づく勤務成績の給与への反映方法及びその時期について、引き続き調査、研究していく。

目　標　値

○諸手当について調査・見直しを実施する。

○人事院勧告及び県人事委員会勧告に基づき給与等について調査・見直しを
実施する。

平成27年度実績

▼ 市に準じて、等級別基準職務表を規定した。
▼　平成27年福島県人事委員会勧告を踏まえた給与改定を実施
　(1) 給料月額を0.25％引上げ
　(2) 期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引上げ
▼　職員の給与の状況を公表
　(1) 広報こおりやま（平成27年12月号）及び市ウェブサイト（平成27年6月）に掲載

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　職員給与の公表においてICTを活用していく。
　職員給与の公表において、分かりやすい内容及び伝達方法に努めるとともに市ウェブサイト
のみならず、広報こおりやま等でも公表する。

総務課上下水道局

　人事院勧告及び福島県人事委員会勧告に基づき職員給与の改定を行うとともに、諸手当の見直しを行い、給与の適正化を図った。また、市民への説明責任を果たすため、市ウェブサイト及
び広報こおりやまで職員給与の状況を公表した。

　他自治体や地域の民間給与との比較（均衡の原則）、社会経済、地域事情、労働環境の実態等を踏まえた諸手当等のあり方（情勢適応の原則）、職務に応じた給与のあり方（職務給の原
則）について調査・検討を推進するとともに、人事評価制度による勤務成績の給与への反映を推進することで、職員が能力を最大限に発揮できる給与制度への適正化を図る。

(３)定員管理及び給与の適正化

課名③　給与の適正化

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

○人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じた給与

改定（給料表、期末勤勉手当等）及び給与制度

の総合的見直しを実施。

人事院勧告、県人事委員会勧

告の検討、導入、改定等の対

応

他自治体及び民間の給与制度等の調査・適正化の検討

人事院勧告、県人事委員会勧

告の検討、導入、改定等の対

応

人事院勧告、県人事委員会勧

告の検討、導入、改定等の対

応

諸手当の適正化 諸手当の適正化 諸手当の適正化

職員給与等の公表

他自治体及び民間の給与制度等の調査・適正化の検討

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化

職員給与等の公表

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化 諸手当の適正化

人事評価制度における勤務成績の給与反

映への調査・考察
人事評価制度において、勤務成績を反映した給与制度の適切な運用

人事評価制度における勤務成績の給与反映への調査・考察
人事評価制度において、勤務成績を反映した給

与制度の適切な運用

他自治体及び民間の給与制度等の調査・適正化の検討

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化

職員給与等の公表

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

人事院勧告、県人事委員会勧告

の検討、導入、改定等の対応

諸手当の適正化 諸手当の適正化

人事評価制度における勤務成績の給与反映への調査・考察
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

①　人材育成の推進

▼自己啓発
　・資格取得助成の対象として、新たに日商簿記（３級）及び放射線取扱主任者（２種）を追加し、拡充を図った。
　・通信講座助成のメニューについて対象講座の見直しを行い、拡充を図った。（廃止７、追加13）
　・職員のさらなる自己啓発意欲向上を目的として、新たに大学等修学費用助成制度を開始した。
▼階層別研修内容の見直し等を行い、合わせて1,176名（前年度比450名増）に対し研修を実施した。
▼他市の状況を調査し検討した結果、平成28年度にOJTマニュアルを策定した上で、平成29年度から実施することとした。

平成28年度実績

▼自己啓発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼階層別研修・・・受講者数計   889名（ー287名）
　・資格取得助成・・・・・　16資格 (±０)
　・通信講座助成・・・・・ 138講座（＋38）　　　　　▼専門研修・・・・受講者数計 3,110名（＋148名）
　・通学講座助成・・・・・　22講座 (±０）
　・大学等修学費用助成・・　　２名（＋１名）        ▼人材育成基本方針の改訂を行うとともに、接遇マニュアルを策定し、業務の標準化を図っ
た。
　・ｅ－ラーニング・・・・　５講座（±０）
　　　　　　　　　受講者数計 109名（＋36名）

見直しのポイント
▼自己啓発
　・継続して、通信講座助成メニュー（対象講座）の見直し（スクラップ＆ビルド）を実施する。
▼参加者アンケートの結果等を基に、階層別研修の内容を見直し、研修効果の向上を図る。
▼平成29年度中の実施に向け、ＯＪＴマニュアルを策定する。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画)

目　標　値

≪人材育成の推進≫
　○自己啓発の拡充
　　・資格助成　　　　30資格
　　・通信講座　　　 100講座
　　・通学講座　　　　30講座
　　・ｅ-ラーニング、大学院等
　　　修学支援など
　　　　受講者数　　　 100名
　　 （職員数約2,000名の5％）
　
　
　○階層別研修の充実
　　・対象者の受講率　 100％

平成27年度実績

▼自己啓発
　・資格取得助成・・・・・　16資格 (＋２)
　・通信講座助成・・・・・ 100講座（＋６）
　・通学講座助成・・・・・　22講座 (＋２）
　・大学等修学費用助成・・　　１名（＋１名）
　・ｅ－ラーニング・・・・　５講座（＋２）
　　　　　　　　　受講者数計　73名（＋16名）

▼階層別研修・・・受講者数計1,176名（＋450名）

見直しのポイント

課名

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画)

実施計画名

重点推進目標

部局名

　自己啓発の推進において、e‐ラーニングを活用する。

人事課総務部

　地方分権の進展や東日本大震災による市民ニーズの多様化から、職員に求められる資質･能力もさらに専門化･高度化する中、自ら考え判断し、問題解決のために積極的に行動できる職員の
育成を目指し、階層や課題に応じた研修を実施するとともに、自己啓発の推進を図った。

　人材育成の基本であるOJTが効果的に機能する職場環境の構築、組織内におけるコミュニケーションの活性化に基づく職員一人ひとりの能力の向上を図り、多様化する市民ニーズに柔軟に対
応できる人材を育成し、限られた財源の中で効率的･効果的な行政運営を行う。

(４)人材育成の推進

出先機関を含む全ての組織でのOJT実施

【参考 平成26年度末】

○自己啓発の充実
・資格助成 14資格
・通信講座 94講座
・通学講座 20講座
・ｅ-ラーニング ３講座

受講者数計 57名

○階層別研修の充実
・対象者の受講率 100％

○階層別研修 庁内研修、ふくしま自治研修センター ⇒ 新規採用職員研修の強化等

○専門研修 庁内研修 ⇒ 女性活躍推進を図る研修の拡充等

○派遣研修 自治大学校、東北自治研修所、国土交通大学、市町村アカデミー、ふくしま自治研修センター等

職
場
外
研
修

資格取得助成、通信･通学講座助成、ｅ-ラーニングの推進

自己啓発助成メニューの見直し、拡充

出先機関を含む全ての組織でのOJTの実施

メンターの育成と制度運用の見直し
OJTマニュアル策定、メンター制度導入等

組織風土の改善

○階層別研修 庁内研修、ふくしま自治研修センター ⇒ 新規採用職員研修の見直し等

○専門研修 庁内研修 ⇒ 女性活躍推進を図る研修の拡充等

○派遣研修 自治大学校、東北自治研修所、国土交通大学、市町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所、ふくしま自治研修センター等

職
場
外
研
修

資格取得助成、通信･通学講座助成、ｅ-ラーニングの推進

自己啓発助成メニューの見直し、拡充

メンター制度導入及び各種制度運用の見直し

組織風土の改善

OJTマニュアルの策定

OJTマニュアル及びメンター制度導入に向けた
準備等

全ての組織でのOJT実施

○階層別研修 庁内研修、ふくしま自治研修センター ⇒ 新規採用職員研修の見直し等

○専門研修 庁内研修 ⇒ 女性活躍推進を図る研修の拡充等

○派遣研修 自治大学校、東北自治研修所、国土交通大学、市町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所、ふくしま自治研修センター等

職
場
外
研
修

資格取得助成、通信･通学講座助成、ｅ-ラーニングの推進

自己啓発助成メニューの見直し、拡充

メンター制度導入及び各種制度運用の見直し

組織風土の改善

OJTマニュアルの策定人材育成基本方針の改訂

OJTマニュアル及びメンター制度導入に向けた
準備等

用語解説
OJT
：On the Job Trainingの略称。職業指導手法のひとつとして、仕事を通じて計画的・継
続的に職場の上司（先輩）が部下（後輩）に対し、具体的な仕事を通じて仕事に必要な
知識・技術・態度などを身につけさせる一連の活動のこと。

eーラーニング
：パソコンやインターネットを活用して、研修会場等に参集することなく、自宅や職場か
ら時間や場所に制限を受けないで行う研修、学習形態のこと。
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

②　新人事評価制度による人材の育成

▼平成28年４月からの円滑な導入に向け、被評価者研修及び評価者研修を合わせて計14回開催し、人事評価制度についての周知を図った。長期休暇者や
退職（予定）者を除き、受講者数は、1,905名（受講率97.8％）となった。（受講対象者2,060名のうち長期休暇者や退職（予定）者を除く実質的な未受
講者43名）
▼人事評価制度を構築し、平成28年４月からの制度実施に向け「平成28年度郡山市人事評価制度説明書」を作成した。
▼人事評価制度を円滑に実施するため、全職員を対象とした研修を定期的に開催し、制度への理解を深めてもらう必要がある。

平成28年度実績

▼人事評価制度研修会の開催
　・被評価者研修（主幹以下の職員）・・・・・・・計12回開催　受講者数 1,817名
　・評価者研修（課長職以上及び保育所長）・・・・計８回開催　受講者数　 409名

▼人事評価の実施　　1,994名実施
▼人事評価の円滑な実施を図るため、被評価者研修及び評価者研修を計20回実施し、制度についての周知に努めた。
▼人事評価実施後に、全職員対象のアンケート調査を実施し、意見を集約した。次年度以降の人事評価制度説明書及び様式等の見直しを図った。

見直しのポイント

▼平成28年度の人事評価結果及び職員アンケートの結果等を参考に、次年度以降の人事評価制度説明書及び様式等の見直しを行う。
▼被評価者及び評価者を対象とした研修を継続して実施し、制度への理解を深めてもらうとともに、評価スキルの向上を図る。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画)

目　標　値

≪新人事評価制度の実施≫
　○地方公務員法に基づく制度構築

　○人事評価の完全実施
　　・対象者の実施率100％

　○研修の実施による評価の精度
　　向上(研修受講率)
　　・評価者研修　　100％
　　・被評価者研修　100％

平成27年度実績

▼人事評価制度研修会の開催
　・被評価者研修（主幹以下の職員）・・・計10回開催　受講者数1,791名
　・評価者研修（課長職以上）・・・・・・計４回開催　受講者数　114名

▼人事評価制度の構築

見直しのポイント

課名

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画)

実施計画名

重点推進目標

部局名

　評価システムを構築し、人事･給与システムと連携することにより、制度の効率的な運
用を図る。

人事課総務部

　新人事評価制度については、課長職以上を対象に実施してきたところであるが、平成26年の地方公務員法改正に伴い、平成28年度から能力及び実績に基づく人事評価制度による人事管理の
徹底が求められたことから、新たな制度の構築と運用の準備が必要となった。

　地方公務員法に基づく人事評価制度を構築し、評価者である管理職の組織マネジメント能力の向上を図る人材育成としての機能に加え、能力本位の任用、勤務成績を反映した給与など適正
な人事管理の基礎となる活用を図る。

(４)人材育成の推進

【参考 平成26年度末】

「人事評価制度の実施」
・能力評価
・対象者140名(課長職以上)

制度構築（試行含む）

能力評価能力評価

評価者研修・
被評価者研修

評価者研修・
被評価者研修

評価者研修・
被評価者研修

制度導入

人材育成・

適正な人事評価

業績評価 業績評価 業績評価 業績評価

制度構築

能力評価能力評価

評価者研修・
被評価者研修

評価者研修・
被評価者研修

評価者研修・
被評価者研修

制度導入

適正な人事評価・
人材育成のための検討

業績評価 業績評価

適正な人事評価・
人材育成のための検討

制度構築

能力評価能力評価

評価者研修・
被評価者研修

評価者研修・
被評価者研修

評価者研修・
被評価者研修

制度導入

適正な人事評価・
人材育成のための検討

業績評価 業績評価

適正な人事評価・
人材育成のための検討
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

平成28年度実績

▼研究塾実施：1回　市民ニーズを的確に捉え地域の魅力を高めた市民満足度の高いまちづくりを実現するため、新しい発想のもと実効性のある
  施策の調査研究を行うとともに、本市の若手職員の政策形成能力の向上に資する研究塾を設置し、市長に政策発言を実施した。
▼政策形成能力を身につけた職員数：10名（概ね35歳以下の職員）
▼報告会聴講により政策形成能力が向上した職員数：市長、全部局長及び一般職員等（180人程度）を対象に政策提案を実施。
▼政策提言：・Ａグループ：「ＬＥＧＡＲＥ～高齢者が創る郡山の新しいカタチ～」（高齢者の活躍の場を提供する事業） ⇒ 事業化検討中
　　　　　　・Ｂグループ：「Happy 空き屋 Wedding」（空き家の利活用による地域づくり事業）⇒ 空き家バンク設置等に向けＮＰＯ法人と連携協定

見直しのポイント

▼事業は計画とおり進捗しており 、「見直しのポイント」は特になし。

▼（目標を達成しているため、「見直しのポイント」は特になし）

目　標　値

　チャレンジ市役所「新発想」研究塾の実施
　・１回／年度
　政策形成能力を身につけた職員数
　・10人／年度
　報告会聴講により政策形成能力が向上した職員数
　・180人／年度
　政策提言により創生又は改善された事業数
　・２事業／年度

平成27年度実績

見直しのポイント

▼市民ニーズを的確に捉え地域の魅力を高めた市民満足度の高いまちづくりを実現するため、新しい発想のもと実効性のある施策の調査研究を行うとと
もに、本市の若手職員の政策形成能力の向上に資するチャレンジ市役所「新発想」研究塾を設置し、市長に政策提言を実施した。
　（１）塾生：概ね35歳以下の職員10人　（２）討議：週１回、２時間の討議を40回程度実施。　（３）視察：Ａ・Ｂグループそれぞれ７月に実施
　（４）報告会：９月４日に市長、全部局長及び一般職員等（180人程度）を対象に政策提案を実施。　（５）提案内容はそれぞれ、以下のとおり。
　　・Ａグループ：「こおりやま こめら プロジェクト」（子育て支援）⇒提案内容１件が事業化（育パパサポート奨励事業）
　　・Ｂグループ：「見て♪来て♪寄って♪やってみて♪」（移住・定住促進）⇒提案内容１件が事業化（移住・定住促進事業）

▼平成27年度は、当課が人口減少対策として策定した「郡山市総合戦略」に反映させるため、例年に比較し、３ヶ月程度前倒しで実施したが、それ以外
は例年同様、着実に事業を実施することができた。研究塾生からは多くの有用な提言が挙がり、相当の成果を得ることができた。今年度以降も、着実に
事業を実施し、若手職員の意見の市政反映及び政策形成能力の向上を図りたい。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　報告会の内容について、facebook及び「ライブネットこおりやま」等での配信により、
広く市民へ周知を図る。

　政策提案内容や活動の記録について報告書を作成し、各図書館や市政情報センターにおいて
気軽に見ることができる環境を整備する。

政策開発課政策開発部

　若手職員の政策研究会であるチャレンジ市役所「新発想」研究塾を設置し、市民ニーズを的確に捉え地域の魅力を高めた市民満足度の高いまちづくりを実現するため、市民生活を直視し、
新しい発想のもと知恵と工夫を活かした実効性のある施策の調査研究を行い、その成果について政策提言を行った。

　若手職員が自主的・自立的なまちづくりのための施策を調査研究し、立案することにより、地方創生時代に相応しい政策形成能力の向上が図られる。

(４)人材育成の推進

課名③　若手職員政策形成能力の強化

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

チャレンジ市役所「新発想」研究塾を実施。

提言内容

・“彩”エネで新たな魅力の創出！ Made in KORIYAMA

・やっぱり郡山だばい！～若い力。無限大の可能性～

研究塾の実施（討議、先進地視察等）

報告会・活動内容
の公表

政策提案内容の実現に向けた調整・検討

報告会・活動内容
の公表

報告会・活動内容
の公表

報告会のオープン
化の検討

研究塾の実施（討議、先進地視察等） 研究塾の実施（討議、先進地視察等）

研究塾の実施（討議、先進地視察等）

報告会・活動内容
の公表

政策提案内容の実現に向けた調整・検討

報告会・活動内容
の公表

報告会・活動内容
の公表

報告会のオープン
化の検討

研究塾の実施（討議、先進地視察等） 研究塾の実施（討議、先進地視察等）

研究塾の実施（討議、先進地視察等）

報告会・活動内容
の公表

政策提案内容の実現に向けた調整・検討

報告会・活動内容
の公表

報告会・活動内容
の公表

報告会のオープン
化の検討

研究塾の実施（討議、先進地視察等） 研究塾の実施（討議、先進地視察等）
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼技術職員において各職種（土木、建築、電気、機械）の個別研修を実施して専門知識を深める。

平成28年度実績

▼技術職員（入庁4年目までの職員を優先）の育成、意識改革を目的として主に土木、建築の職種について計8回の研修を実施した。
（内訳）
　・ＣＡＤシステム操作研修　　　　　1回（受講者 28名）
　・業務に関する法的根拠の研修　　　1回（受講者 43名）
　・外部講師による講演及び現場研修　4回（受講者154名）
　・市職員（工事監督員）による研修　2回（受講者 85名）
▼延べ参加者は310名であった。

見直しのポイント

▼技術職員において各職種の研修を更に充実し、幅広い知識を習得する。

目　標　値

  研修受講職員
　　技術系職員50人以上/年度

平成27年度実績

▼技術職員（入庁4年目までの職員を優先）の育成、意識改革を目的に業務に計7回の研修を実施した。
（内訳）
　・業務に関する法的根拠の研修　　　1回（受講者 45名）
　・外部講師による講演及び現場研修　4回（受講者130名）
　・市職員（工事監督員）による研修　2回（受講者 82名）
▼延べ参加者は257名であった。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　e‐ラーニングの活用を検討する。

技術検査課財務部

　公共工事等に対するさまざまな市民要望への対応等、技術系職員に求められる能力が複雑・多様化していることから、的確に業務を遂行できるよう、技術系職員の育成や意識改革を図
るため、平成23年度から定期的に工事現場における研修及び業務に関連する根拠法令等の研修を実施している。
　平成26年度の実施内容は、平成23年度から平成26年度に採用された技術系職員、約47名を対象に現場研修や業務研修を3回実施した。

　技術系職員に求められる能力を身に付けるため、研修等を通じ「業務遂行の円滑化」、「現場管理の充実」、「技術力の向上及び意識改革」等を身に付け、市民ニーズ等も含め関連す
る業務に対し、的確かつ柔軟に対応できる人材を育成する。

(４)人材育成の推進

課名④　技術力の向上

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】
・入庁4年目までの技術系職員研修 3回

受講者 47名
・外部講師による講演 1回

受講者 136名(業者含む)
・外部講師による現場見学会 1回

受講者 47名

工事関連の根拠法令等、建設コストの縮減、設計及び積算に関する基準等の技術系職員の業務に関する研修の実施

施工中の現場研修（工程管理、安全管理、施工管理、品質管理等）による技術系職員のスキルアップに関する研修の実施

外部講師の講演 外部講師の講演 外部講師の講演

外部講師の講演 外部講師の講演 外部講師の講演

各職種（土木、建築、電気、機械）の個別研修

工事関連の根拠法令等、建設コストの縮減、設計及び積算に関する基準等の技術系職員の業務に関する研修の実施

施工中の現場研修（工程管理、安全管理、施工管理、品質管理等）による技術系職員のスキルアップに関する研修の実施

外部講師の講演 外部講師の講演 外部講師の講演

工事関連の根拠法令等、建設コストの縮減、設計及び積算に関する基準等の技術系職員の業務に関する研修の実施

施工中の現場研修（工程管理、安全管理、施工管理、品質管理等）による技術系職員のスキルアップに関する研修の実施

（各職種の専門的知識の習得）
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼今後もより多くの職員の参加を促すため、研修内容や研修時期を検討しながら実施していく。
▼H28年度は事例研修の内容を見直し、より身近な水道局発注の工事事例について研修を行う。バルブ操作、洗管作業などの研修は、実技研修の中で実
施する。

平成28年度実績

▼研修実施率･･･100％
▼研修参加者数･･･延べ301人
  研修実施は予定回数である8回実施し、研修参加者の目標人数も計画値を大きく上回っているため、十分な成果があったと考える。

見直しのポイント

▼今後もより多くの職員の参加を促すため、研修内容や研修時期を検討しながら実施していく。
▼H29年度も引き続き、より身近な上下水道局発注の工事事例について研修を行う。上下水道組織統合に伴い、下水道事業に携わる職員についても研修
の対象とし、より多くの職員の技術力向上を図る。

目　標　値

技術力向上職員研修会の開催
開催数　　　　　　８回／年度
参加者数　　 延べ200人／年度

平成27年度実績

▼研修実施率･･･100％
▼研修参加者数･･･延べ283人
  研修実施は予定回数である8回実施し、研修参加者の目標人数も計画値を上回っているため、一定の成果があったと考える。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　技術研修会の研修内容をデータベース化し、ファイルサーバに掲示することで、知識の
共有化を図る。

総務課上下水道局

　適正な定員管理の推進にあたり、技術力の向上を図るため、技術職員による技術研修会を実施し、水道技術を継承している。

　水道に関する専門的な知識を有する職員を育成し、将来にわたって、水道水の安全・安定供給を図る。

(４)人材育成の推進

課名⑤　水道技術の継承

１　効率的・効果的な行政運営の推進

技術職員による技術力向上職員研修会の実施

実技研修（応急給水訓練など）

異常発生時対応研修（漏水発生時の対応など）

事例研修（バルブ操作や洗管作業など）

【参考 平成26年度末】

技術力向上職員研修会の実施

6回/年度 、 延べ180人

技術職員による技術力向上職員研修会の実施

実技研修（応急給水訓練など）

異常発生時対応研修（漏水発生時の対応など）

事例研修（バルブ操作や洗管作業など） 事例研修（水道局発注工事事例など）

技術職員による技術力向上職員研修会の実施

実技研修（応急給水訓練など）

異常発生時対応研修（漏水発生時の対応など）

事例研修（バルブ操作や洗管作業など） 事例研修（水道事業工事事例など）
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼計画のとおり、郡山市PPP（官民連携）導入指針を策定した。（平成28年３月）
▼業務の外部化を含むPPPの実行性を高めるため、平成28年度に
　①PFIガイドラインの策定　（PPP／PFIの優先的検討規程の運用含む）
　②公の施設の指定管理者制度に関する指針の見直しを実施する。
▼各業務の外部化は各業務のBPRの一環として各課が実施する。

平成28年度実績

▼計画のとおり、「郡山市PFIガイドライン（優先的検討基準）」を策定した。（平成29年３月）
▼計画のとおり、「郡山市指定管理者制度ガイドライン」を策定した。（平成29年３月）
▼継続してPPPに関する情報の積極的な収集に努めた。
　・日本公共サービス研究会（足立区）への参画　　　　　　　　　　　　　　（主に、窓口等の専門定型型アウトソーシングの研究）
　・東北ブロックプラットフォームコア会議（国土交通省、内閣府）への参画　（主に、PFIについて）
　　→官民連携事業の推進に向けた首長意見交換会（東北ブロック）に郡山市長がパネリストとして参画した。
▼他の機関との連携状況について、調査・公表し、官民連携の推進に努めた。
▼郡山市観光協会を核にした郡山版ＤＭＯの形成

見直しのポイント

▼「郡山市PFIガイドライン（優先的検討基準）」に基づき、公共施設等総合管理計画との連携を図るとともに、リスト化を検討する。
▼「郡山市指定管理者制度ガイドライン」に基づく導入計画を策定し、官民対話を実施する。
▼他の機関との連携状況について、継続して推進する。
▼国の骨太の方針2015等にも記載され、推進している「窓口委託」について、詳細検討を開始する。

目　標　値

窓口業務の新たな民間委託化数・・・１業務以上

分析業務の新たな民間委託化・・・１業務以上

民間発案型事業の実施・・・３事業

平成27年度実績

▼計画のとおり、郡山市PPP（官民連携）導入指針を策定した。（平成28年３月）

▼PPPに関する情報の積極的な収集に努めた。
　・日本公共サービス研究会（足立区）への参画　　　　　　　　　　　　　　（主に、窓口等の専門定型型アウトソーシングの研究）
　・東北ブロックプラットフォームコア会議（国土交通省、内閣府）への参画　（主に、PFIについて）

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　民間からの提案を受ける場合には、ICTを活用し、複数手段での情報開示及び提案の受
付を実施する。

　紙媒体等による情報開示及び提案の受付を実施する。

行政マネジメント課総務部

　行政課題が増大していること及び市民ニーズの多様化等により公共サービスの業務領域は増加、複雑化の一途をたどっていることから、それらに対応するためには、人員と財源の確保が必
要であるため、公共サービスの担い手として民間事業者等への業務の外部化が必要である。（業務の外部化）
　また、平成25年６月に民間資金等活用事業推進会議により「PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン」が発出されたところであり、民間の資金・ノウハウ等を最大限活用し、民間のイ
ニシアチブにより最適な公共サービスの提供を実現し、効率的であり、かつ住民満足度の最大化を図る必要がある。（民間発案事業）

　行政サービスの担い手の最適化による限られた人員、財源での着実な第五次総合計画の実現
　民間のノウハウ等を最大限活用した行財政運営

(５)民間活力の活用

課名①　民間活力の活用の推進

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【業務の外部化】
窓口、分析等業務の新たな民間委託の実施

【民間発案事業】
PFI手法等の新たな民間委託の情報収集及び検討

【業務の外部化】
窓口、分析等業務の新たな民間
委託対象業務の決定

【業務の外部化】
業務の定型化

【業務の外部化】
委託先の決定

【民間発案事業】
民間提案を受ける体制
の整理・整備

【民間発案事業】
民間発案型事業の展開

アウトソーシングの指針（基準の作成）
・国の方針等の反映
・先進都市事例を参照

アウトソーシングの指針（基準の作成）
・国の方針等の反映
・先進都市事例を参照

【民間発案事業】
PFI手法等の新たな民間委託の情報収集及び検討

実効性の向上のため
・ＰＦＩガイドライン（導入マニュアル）

の策定
・公の施設の指定管理者制度に関する指針

の見直し

【業務の外部化（窓口）】
国によるモデル事業等の情報収集

BPRの一環として各業務・事務の外部化を各課が実施する。

アウトソーシングの指針（基準の作成）
・国の方針等の反映
・先進都市事例を参照

【民間発案事業】
PFI手法等の新たな民間委託の情報収集及び検討

実効性の向上のため
・ＰＦＩガイドライン（導入マニュアル）

の策定
・公の施設の指定管理者制度に関する指針

の見直し

【業務の外部化（窓口）】
国によるモデル事業等の情報収集

BPRの一環として各業務・事務の外部化を各課が実施する。

窓口委託に係る詳細検討開始

「他の機関との連携」の推進

公共施設等総合管理計画との連携

リスト化の検討

指定管理者制度導入計画の策定

官民対話の実施

用語解説

PFI

：プライベート・フィナンシャル・イニシアチブ（Private Finance Initiative）の

略称。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用して行う手法

BPR

：ビジネスプロセス・リエンジニアリング（Business Process Re-engineering）の略称。

業務の流れを最適化の観点から再構築すること
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　点検・評価様式について、ICTを活用し、見える化等の効果的な手段を講じる。 　財務分析等を行うにあたり、無駄のない効果的・効率的な仕様を作成する必要がある。

行政マネジメント課総務部

　長引く景気低迷の影響や、公共サービスの担い手の拡大、公益法人制度改革等に伴い、財団等外郭団体を取り巻く環境が大きく変化してきている。市としても、財団等外郭団体のあり方の
見直しや経営努力を促すことにより、透明性の高い健全な経営が求めていくとともに、外郭団体がもつ「公益性」「専門性」等に着眼し、効果的な活用を検討していく必要がある。
　財団等職員の能力・意識向上についてもこれまで以上に求められており、本市もTQM研修等を通して財団等のカイゼン活動を促進しているが、カイゼンの成果や課題の共有化についてより効
果的な手法を検討し、財団等全体への波及効果を図っていく必要がある。

【財団等】経営のあり方について検討　⇒　経営健全化、市民サービス向上（カイゼン活動等）　⇒　情報共有化（点検評価、財団等連絡調整会議）　⇒　経営情報の積極的公開
【郡山市】財団等のさらなる活用の検討　⇒（専門性・ノウハウ等発揮による）市民サービス向上、経費節減

(５)民間活力の活用

課名②　財団等外郭団体の健全経営

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

健全経営達成率・・・100％
（自己資本比率30％以上）

財団等の経営のあり方の検討については、財団等と調整を十分に図りながら
進めていく必要があることから、「財団等連絡調整会議」を活用し、平成27
年度中に目標値を設定する。

平成27年度実績

▼健全経営達成率…100％
　自己資本比率30％以上…５団体
　経営の改善と経営と経営情報の公開を行う財団等５団体について、計画どおり点検評価等に基づく業務の改善を実施し、ウェブサイトで経営情報等の
公開を行った。
＜参考＞減価償却前当期損益黒字団体　５団体
　　　　経営状況公表団体　５団体

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼平成27年度においては、経営のあり方に係る検討には至らなかったが、平成28年度においても引き続き財団等連絡調整会議などを活用し、財団等との
調整を十分に図りながら検討を進める。

平成28年度実績

▼健全経営達成率…100％
　自己資本比率30％以上…５団体
　経営の改善と経営と経営情報の公開を行う財団等５団体について、計画どおり点検評価等に基づく業務の改善を実施し、ウェブサイトで経営情報等の
公開を行った。
▼財団等代表者等と市長が、財団等の経営や各施設の効率的な運営について意見交換を行い、市民サービスの更なる向上を図るため「財団等と市長との
懇談会」を開催した。（平成29年５月）
　その結果、指定管理者間でのコラボ企画を実施したり、冬期閉園中にも企画イベントを開催するなど、積極的な運営がなされるようになった。

見直しのポイント

▼平成28年度事業報告を基に、財団等連絡調整会議などを活用し、引き続き今後の持続可能な経営のあり方に係る検討を進める。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度実績】
○自己資本比率30％以上の団体の割合・・・100％（全５団体）

経営のあり方に係る検討
（財団等連絡調整会議）

財団等の自主的な経営改善・カイゼン活動

財団等の有効活用の検討（市）

点検・評価の実施 ⇒ 課題・情報の共有化、経営に係る必要な指導

財団等のカイゼン活動等に対する市の支援（研修会等）

経営のあり方に係る検討
（財団等連絡調整会議）

財団等の自主的な経営改善・カイゼン活動

財団等の有効活用の検討（市）

点検・評価の実施 ⇒ 課題・情報の共有化、経営に係る必要な指導

財団等のカイゼン活動等に対する市の支援（研修会等）

経営のあり方に係る検討
（財団等と市長との懇談会）

財団等の自主的な経営改善・カイゼン活動

財団等の有効活用の検討（市）

点検・評価の実施 ⇒ 課題・情報の共有化、経営に係る必要な指導

財団等のカイゼン活動等に対する市の支援（研修会等）

経営のあり方に係る検討
（財団等連絡調整会議）
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画) 平成29年度実績

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成28年度実績

▼指定管理者評価の実施
　平成27年度の指定管理者の施設管理運営に係る評価を実施し、改善へとつなげた。（対象50施設）
▼利用料金制度を利用している施設のうち、利用料金収入の決算額が予算額を上回った施設・・・18/39施設（46％）
▼利用者アンケートの実施
　施設利用者の満足度を調査・測定し、施設の管理運営改善、市民サービス向上を図った。（対象50施設）
　※総合満足度５点（最高）・・・27施設（54％）
▼計画のとおり、「公の施設の指定管理者制度に関する指針」を見直し、新たに「郡山市指定管理者制度ガイドライン」を策定した。（平成29年３月）

見直しのポイント

▼「郡山市指定管理者制度ガイドライン」に基づく導入計画を策定・公表し、官民対話を実施する。
▼平成31年度の指定管理者の一斉更新に向け、制度を導入する施設及び協定の単位等を決定し公表する。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成27年度実績

▼指定管理者評価の実施
　平成26年度の指定管理者の施設管理運営に係る評価を実施し、改善へとつなげた。（対象50施設）
▼利用料金制度を利用している施設のうち、利用料金収入の決算額が予算額を上回った施設・・・23/39施設（59％）
▼利用者アンケートの実施
　施設利用者の満足度を調査・測定し、施設の管理運営改善、市民サービス向上を図った。（対象50施設）
　※総合満足度５点（最高）・・・31施設（62％）

見直しのポイント

▼平成27年度に計画していた制度導入・更新に係る調査及び「指定管理者制度導入・更新計画」の策定については、実施できなかった。また、現行の指
針（「公の施設の指定管理者制度に関する指針」）は、近年の状況と合わないような内容も一部見受けられたり、曖昧な表現となっていたりするところ
があるため、平成28年度に現行の指針の見直しを行うことによる最適化を図り、その後に調査及び計画策定を進める。

目　標　値
重点推進目標 １　効率的・効果的な行政運営の推進 (５)民間活力の活用

○各施設の毎年度の利用者数及び利用料金等収入について、計画値を上回る
こと。

○利用者アンケートの総合満足度が最高点（５点）の施設の割合・・・40％
以上

　公の施設の管理・運営については、民間のノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的として、指定管理者制度の積極的な活用を図っている。平成26年
度の指定管理者一斉更新に際し、選定手続きを特定指定から原則公募へと転換したところであるが、今後も市民ニーズの多様化や民間事業者の参入等、環境の変化に柔軟に対応し、より効率
的・効果的な制度運用を図っていく必要がある。

◎指定管理者制度の最大限活用（導入の推進）　　　◎効果的な評価制度によるPDCAサイクルの充実

　ICTを活用した情報開示（評価結果等の見える化推進）
　市民提案制度（指定管理関係）等の有効活用

　利用者アンケート（紙供媒体）の継続活用

実施計画名 ③　指定管理者制度の効果的な活用 部局名 総務部 課名 行政マネジメント課

【参考：平成26年度実績】

○指定管理者評価の実施
平成25年度の指定管理者の施設管理運営に係る評価を実施し、改善へとつなげた。

（対象48施設）
○利用者アンケートの実施
施設利用者の満足度を調査・測定し、施設の管理運営改善、市民サービス向上を

図った。（対象50施設）
※総合満足度５点（最高）・・・24施設（48％）

「指定管理者制度導入
・更新計画」の策定

効果的な評価の実施（課題の洗い出し→改善） ⇒ PDCAサイクルの充実

指定管理者連絡協議会等による情報共有、意見調整

制度導入・更新に係る
調査（全ての公の施設）

計画の進捗管理

「指定管理者制度導入
・更新計画」の策定

制度導入・更新に係る
調査（全ての公の施設）

計画の進捗管理

効果的な評価の実施（課題の洗い出し→改善） ⇒ PDCAサイクルの充実

指定管理者連絡協議会等による情報共有、意見調整

現行指針の見直し現行指針見直しに係る情報収集

「指定管理者制度導入
計画リスト」の策定

制度導入・更新に係る
調査（全ての公の施設）

計画の進捗管理

効果的な評価の実施（課題の洗い出し→改善） ⇒ PDCAサイクルの充実

指定管理者連絡協議会等による情報共有、意見調整

現行指針の見直し
→ 指定管理者制度ガイドラインの策定

現行指針見直しに係る情報収集
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼民間委託を実施している小学校22校及び２給食センターにおいては、県費栄養士が配置され、食物アレルギー・食育等の適切な対応が実施されてお
り、一定の成果が現れていると考える。また、今後、標準法による栄養士配置数が上限となることにより、県費栄養士が配置されない委託校の食物アレ
ルギー・食育等の対応を検討していく。
▼調理員の退職者数に合わせて、民間委託を実施しており、一定の成果が現れていると考える。
▼より効率的な委託を実施するため、新委託基準の作成を平成29年度までに実施する。

平成28年度実績

▼小学校　24校
▼中学校　２給食センター
▼委託人数　85人
▼人件費削減額（平成28年度単年度）　　　約　444,435千円
▼人件費削減額（平成11年度からの累計）　約4,599,000千円

見直しのポイント

▼民間委託を実施している小学校24校及び２給食センターにおいては、県費栄養士が配置され、食物アレルギー・食育等の適切な対応が実施されてお
り、一定の成果が現れていると考える。また、今後、標準法による栄養士配置数が上限となることにより、県費栄養士が配置されない委託校の食物アレ
ルギー・食育等の対応を検討していく。
▼調理員の退職者数に合わせて、民間委託を実施しており、一定の成果が現れていると考える。
▼より効率的な委託を実施するため、新委託基準の作成を平成29年度中に実施する。

目　標　値

※新委託基準の検討の際に目標値を定める。

平成27年度実績

▼小学校　22校
▼中学校　２給食センター
▼委託人数　81人
▼人件費削減額（平成27年度単年度）　　　約　430,546千円
▼人件費削減額（平成11年度からの累計）　約4,155,000千円

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名 学校管理課学校教育部

　学校給食調理業務については、栄養士が配置されている学校（栄養士は県が配置：550名以上の小学校及び549名以下の小学校の４校に１校）における調理員の退職者不補充に伴い、平成11
年度から民間委託を実施していたが、平成26年度において、基準に記した新たな民間委託が完了し、平成27年度４月時点では、小学校22校、中学校給食センター及び中学校第二給食センター
の調理業務を民間に委託することとなっている。
　これにより、安全・安心な学校給食の提供を確保しつつも、人件費の削減が図られているが、更なる推進のため、新たな民間委託の基準の作成の必要がある。

　業務委託を行うことによって、効率的・効果的な業務の執行と経費削減を図る。

(５)民間活力の活用

課名④　学校給食調理業務の民間委託

１　効率的・効果的な行政運営の推進

【参考 平成26年度末】

・小学校 21校

・中学校 ２給食センター

・委託人数 79人

・人件費削減額

（平成26年度単年度）

約412,024千円

・人件費削減額

（平成11年度からの累計）

約3,589,000千円

新委託基準の検討・導入のための環境整備

既存委託校の委託継続

新委託基準による新たな民間委託の実施

既存委託校の委託継続

新規委託校の実施

新委託基準の検討・導入のための環境整備

新規委託校の実施 新規委託校の実施

既存委託校の委託継続

新規委託校の実施

新委託基準の検討・導入のための環境整備

新規委託校の実施 新規委託校の実施

用語解説

県費栄養士

：法律上、配置基準、及び給与等を県で負担することが定められている市立学校の栄養

士。
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名 学校管理課学校教育部

　退職者不補充方式により、平成17年度から学校用務員業務の民間委託を推進し、平成26年度末で42校（小学校24校、中学校18校）を委託している。

　業務委託を行うことによって、効率的・効果的な業務の執行と経費削減を図る。

(５)民間活力の活用

課名⑤　学校用務員業務の民間委託

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

平成29年度末の目標

・小学校　 32校
・中学校　 21校
・委託人数 53人
・人件費削減額
　（平成17年度からの累計）
　　　約1,930,000千円

平成27年度実績

▼平成27年度新規委託校・・・　小学校　5校　中学校　2校
▼委託校数・・・H27年度現在の委託校数小学校　小学校29校　中学校20校
　　　　　　　　　　※H28、H29年度の２ヵ年で4校の委託化が必要
▼人件費削減額・・・H28、H29年度の２ヵ年で新規に少なくても4校の委託化が必要なことから、目標値の達成が見込まれる。
　（平成17年度からの累計）

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼平成27年度、H28年度において正規用務員の退職者数を勘案すると、H29年度には目標校数である53校の委託化を達成出来ることから、H28年度以降も
退職者不補充方式により、新たな民間委託を実施していく。

平成28年度実績

▼平成28年度新規委託校・・・　小学校　3校　中学校　0校
▼委託校数・・・H28年度現在の委託校数 　小学校32校　中学校20校
　　　　　　　　　　※H29年度の1ヵ年で1校の委託化が必要
▼人件費削減額・・・H29年度の1ヵ年で新規に少なくても1校の委託化が必要なことから、目標値の達成が見込まれる。
　（平成17年度からの累計）

見直しのポイント

▼H29年度における正規用務員退職者数を勘案すると、H29年度には目標校数である53校の委託化を達成が見込まれる。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

新たな民間委託の実施

既存委託校の委託継続

既存委託校の委託継続

新たな民間委託の実施

既存委託校の委託継続

新たな民間委託の実施

【参考 平成27年度末】
・小学校 29校
・中学校 20校
・委託人数 49人
・人件費削減額
（平成27年度単年度）

約239,120千円
・人件費削減額
（平成17年度からの累計）

約1,444,080千円
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　テレワーク等により外部から庁内システムへのアクセスを可能とするシステム構築の検討
（育児と仕事の両立を推進する仕組みの構築）。実施状況の公表においてICTを活用する。

　利用する職員に容易であり、実施することで効果が見込めること。
　セキュリティが万全であること。

人事課総務部

働きやすい職場：超過勤務削減の検討会実施（担当：各部次長）
職員の意識啓発：女性職員を中心とした意見交換会の実施
制度・ハード面：特別休暇（子の看護休暇）の取得要件拡大

　職員一人一人のライフステージに応じて充実した生活を送ることができる支援体制が充実していること。

(６)ワークライフバランスの推進

課名①　ワークライフバランスの推進

１　効率的・効果的な行政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

○平成32年度までに「超過勤務を年間360時間以上行う職員の割合を10％以下
にする」

○年次有給休暇取得目標値「月に1日（＝年間12日）」

平成27年度実績

▼働きやすい職場環境
職員アンケートを実施し、特定事業主行動計画を策定した。特定事業主行動計画において、超過勤務時間削減目標値として、平成32年度までに「超過勤務を年間360時間以上行う職員の割
合を10％以下にする」という目標を策定した。（平成27年度実績 16％）
▼職員の意識改革
特定事業主行動計画において、重点項目3として「キャリアデザインの形成」を設定した。重点項目３には、「活躍を促進する採用・配置・育成」及び「固定的な男女の役割意識の解消」
をアクション項目として設定し、所属長・職員・人事担当課における具体的なアクション項目を記載し、意識啓発を図ることとした。
▼制度・ハード面
特定事業主行動計画において、重点項目1として「ワーク・ライフ・バランスの推進」を設定し、「休暇の取得促進」を具体的なアクションとして設定した。また、年次有給休暇取得目標
値を月に1日として設定した。（平成27年年間1人あたり年次有給休暇取得実績　9.6日）
平成27年8月から、育児・介護と仕事の両立支援、健康保持増進、ワーク・ライフ・バランスの推進を目的とした時差勤務制度の試行を行った。（平成27年度のべ利用回数1,960回）

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼特定事業主行動計画の策定により、全庁的にワーク・ライフ・バランスの推進に向けて目標等の共有化を図ったが、今後より多くの職員を巻き込んで、
一人一人が主体性を持ってワーク・ライフ・バランスの推進に取り組めるような工夫を図る必要がある。

平成28年度実績

▼働きやすい職場環境
・目標：「超過勤務を年間360時間以上行う職員の割合を10％以下にする」（平成27年度実績　16％　→　平成28年度実績　11％）↑
・平成28年7月に超過勤務の指針を策定（内容：月60時間を超える超過勤務及び午後10時を超える超過勤務の原則禁止、定時退庁日等の実施推進等）
・目標：「年次有給休暇取得目標値「月に1日（＝年間12日）」
　　　　（平成27年年間1人あたり年次有給休暇取得実績　9.6日　→　平成28年年間1人あたり年次有給休暇取得実績　9.2日）↓
・特定事業主行動計画に基づき、働きやすい職場づくりに関する職員アンケートを実施。
▼制度
育児・介護と仕事の両立支援対応。（介護休暇制度の改正、介護時間制度の新設、介護を行う職員の超過勤務免除の新設、子育て休暇の拡大）

見直しのポイント

特定事業主行動計画に基づき実施した働きやすい職場づくりに関する職員アンケートの結果から、働きやすい職場づくりに対する職員の意識や所属での取
組等において、各部局間における差異及び共通課題が確認できたことをうけ、現状を見える化し、個々の課題解決及び風土等の全体的な改善に向けて工夫
を図る必要がある。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度実績】

○超過勤務を年間360時間以
上行う職員の割合 18％

○年間1人あたり年次有給休
暇取得実績 9.4日

・男性の育児・家事への積極的参加の意識啓発
・仕事をとおした自己実現・キャリアデザインへの意識啓発
・タイムマネジメント（仕事の進め方）の意識啓発

超過勤務時間削減目標値策定 超過勤務時間削減

（仮）働きやすさアンケート実施 （仮）働きやすさアンケート実施 （仮）働きやすさアンケート実施

職場内コミュニケーションの活性化推進

年次有給休暇取得目標値策定 年次有給休暇取得促進

○働きやすい職場環境

○職員の意識改革

○制度・ハード面

・休暇・休業等制度（提供体制）の充実 ・テレワーク等のシステム構築検討会の実施

・男性の育児・家事への積極的参加の意識啓発

・仕事をとおした自己実現・キャリアデザインへの意識啓発

・タイムマネジメント（仕事の進め方）の意識啓発

超過勤務時間削減目標値策定 超過勤務に関する指針の策定、指針に基づく超過勤務の抑制

（仮）働きやすさアンケート実施 職員アンケートの実施 職員アンケートの実施

年次有給休暇取得目標値策定 年次有給休暇取得促進及び各種休暇制度の周知強化

○働きやすい職場環境

○職員の意識改革

○制度・ハード面

・休暇・休業等制度（提供体制）の充実

特定事業主行動計画に基づいたアクションの実施及び目標の進捗管理

一人一人の職員が主体性を持って特定事業主行動計画に参画できるような工夫のカイゼン

テレワーク、フレックスタイム等の多様な働き方の調査・研究・試行

特定事業主行動計画の策定

・男性の育児・家事への積極的参加の意識啓発

・仕事をとおした自己実現・キャリアデザインへの意識啓発

・タイムマネジメント（仕事の進め方）の意識啓発

超過勤務時間削減目標値策定 超過勤務に関する指針の策定、指針に基づく超過勤務の抑制

（仮）働きやすさアンケート実施 職員アンケートの実施 職員アンケートの実施

年次有給休暇取得目標値策定 年次有給休暇取得促進及び各種休暇制度の周知強化

○働きやすい職場環境

○職員の意識改革

○制度・ハード面

特定事業主行動計画に基づいたアクションの実施及び目標の進捗管理

一人一人の職員が主体性を持って特定事業主行動計画に参画できるような工夫のカイゼン

特定事業主行動計画の策定

・休暇・休業等制度（提供体制）の充実 テレワーク、フレックスタイム等の多様な働き方の調査・研究・試行
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