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取　組　項　目 「　答　　　申　」 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

〔Ａ項目〕　（市民生活に直接影響があるもので、行政改革委員会への諮問項目ほか）

１業務の効率化の推進　（１）民間活力の導入　①民間委託の推進

1

ごみ収集業務

〔クリーンセンター〕

　ごみ収集業務について
は、民間委託を推進する
こと。

　平成１６年度からガレキ収集(２車)を民間委託し
た。この２車で自主搬入地域を除く市内全てのガレ
キ収集が可能である。また、退職者補充については
学校用務員からの配置替えによりこの体制を平成１
８年度まで維持する。
　平成１９年度以降は、退職者の状況を勘案し、可
燃ごみの収集を始めとする各種業務を民間に委託し
ていく。

１９

　平成１６年度より
開始したガレキ収集
の民間委託を継続実
施する。
　可燃ごみ収集につ
いては、収集コース
等の見直しを行い、
業務の効率化を図
る。

　平成16年度より開始したガレキ（資源ごみの一部を含む）収集の民間委託を継続実
施した。また、可燃ごみの収集については収集コース等の見直しにより収集車両18車
体制を16車体制にした。

2

焼却・破砕処理業
務

〔クリーンセンター〕

学校給食

　焼却業務及び破砕処理
業務について、民間委託
を検討すること。
　また、業務における経
費節減のための積極的な
取り組みを行うこと。

　学校給食業務について

　廃棄物処理施設の更新について、平成１８年度に
循環型社会形成推進地域計画を策定し、国からの交
付金採択を早期に獲得し、具体的な施設更新作業を
推進する。
　また、現存処理施設については、新施設の稼働時
期を考慮しながら、最少経費による維持管理に努め
る。
  なお、民間委託についても検討を進める。

　中学校(小野中・富海中・野島中を除く。) につ

　廃棄物処理計画を
策定し、施設更新の
ための具体的作業に
着手する。
　また、施設更新前
の民間委託について
検討する。

・共同調理場建設着

　廃棄物処理計画の策定及び新施設建設に向けての具体的作業を進め、平成18年度よ
り新施設建設準備室を設置することとした。また、既存施設における運転業務の民間
委託についても研究を開始した。

  中学校給食については、防府市学校給食センターの建設工事を平成17年6月15日に

3
〔学校教育課〕

学校用務員の配

は、中学校給食の実施も
含めてセンター方式によ
り民間委託の早期実施
（３年以内）を図るこ
と。

　学校用務員について

いては、平成１８年９月より調理・洗浄・配送業務
を民間委託とする防府市学校給食センターにより学
校給食を実施する。
　また、小学校(小野小・富海小・野島小を除く。)
についても、調理・洗浄・配送業務を民間委託とす
ることとし、給食調理員の退職状況を勘案しなが
ら、共同調理場 (センター) 方式及び自校調理場方
式を検討する。

　学校用務員については、文書の送達、除草、植木

１８

工
・中学校配膳室整備
・小学校給食調理員
の文科省配置基準不
足１８名をパート職
員で対応し、人件費
の削減を図る。

　１４校について委

着工、平成18年3月22日に完成した。また、中学校5校（華陽、牟礼、華西、大道、佐
波）の配膳室設置のための改修工事を行った。
  小学校給食については、給食調理員の文科省配置基準不足18名分を市職員を補充せ
ず、臨時職員及びパート職員で対応し、人件費の削減を図った。

  推進計画に沿って、前年度に引き続き民間委託化を推進。

4

置

〔教委総務課〕

１業務の効率化の推

は、廃止すること。

進　（１）民間活力の導入　

の剪定、施設の補修等、作業を主とした業務内容を
考慮すれば正規職員で行う必要はないので、学校と
の密接な連携のもと、民間への委託化を推進する。

②民設民営の推進

託する。 　平成17年度から向島小・西浦小・玉祖小・華西中で委託を開始。（委託計 14校）

市立保育所 　市立保育所について 　平成１６年度に、移管可能な保育所及び土地・建   移管先法人の選定 　平成16年度に当局が提示した移管対象保育所（西須賀及び三田尻）について、保育

5
〔子育て支援課〕

は、そのすべてを段階的
に民間移管（民設民営）
とすること。

物の移管方法を防府市保育協会に提示する。
　平成１７年度に、移管先法人を選定する委員会の
設立準備をし、平成１８年度に、移管期日その他の
諸条件について具体的交渉を行なう。
　特に保護者の同意を得ることは重要な条件なの
で、必要に応じ説明を行う。

２０

を保育協会に依頼す
る。

協会内部での協議がなかなか進まなかった。そのため、平成18年1月に、西須賀保育
所の移管スケジュール（案）を提示し、まずは移管先法人の選定について、早急に委
員会を設置し、協議を開始するよう依頼した。

１ 〔Ａ項目〕



取　組　項　目 「　答　　　申　」 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

１業務の効率化の推進　（２）事務事業の見直し　①業務の改善

6

祝日のゴミ収集の
あり方について

〔クリーンセンター〕

  原則として、祝日のゴ
ミ収集は廃止すること。
  ただし、夏場（６月～
９月）については当面収
集するものとし、同時に
ゴミ減量化について官民
一体となって更に推進す
ること。

  平成１８年度から夏場（６～９月）を除く期間の
祝日につき、可燃、不燃及び資源ゴミの収集業務を
廃止するとともに、クリーンセンター施設での受入
業務についても廃止する。
　ゴミ減量化の推進については、減量化関連補助制
度の充実を図るとともに、廃棄物処理施設更新時に
リサイクルセンターを設置し、容器リサイクル法に
定める分別収集の完全実施を念頭に今後検討してい
くものとする。また、防府市環境衛生推進協議会を
通じて市民と一体となったゴミ減量化運動を展開し
ていく。

１８

　6月2日、行政改革委員会に諮問し、11月28日に答申を受ける。
　答申に基づき、平成18年度からの推進計画及び実施計画を策定した。

２適正な組織・人事管理の構築　（１）組織機構の改善　①組織機構の改善

7

出張所の存廃に
ついて

〔広報広聴課〕

  当面は全出張所を存続
すること。
  ただし、新体制により
３年経過後、出張所の廃
止について再検討を行う
こと。
  出張所長を嘱託員と
し、公民館職員を含み嘱
託員４人体制とするこ
と。
  なお、出張所長は併設
の公民館長を兼務するこ
と。

  当面、市内全出張所は存続とするが、出張所長に
ついて、野島を除き市職員から嘱託員とし、併設の
公民館長を兼務することとする。
　併設の公民館職員を含み、全員を３／４勤務の嘱
託員とし、４人体制を基本とする。
 今後、新しい職員体制により業務を遂行するなか
で、出張所及び公民館業務の状況を見定め、概ね３
年経過後、出張所の存廃について再度検討すること
とする。

１８

　6月2日、行政改革委員会に諮問し、11月28日に答申を受ける。
　答申に基づき、平成18年度からの推進計画及び実施計画を策定した。

４健全な財政運営　　（３）特別会計の健全化

8

交通災害共済の
存廃について

〔生活環境課〕

  防府市交通災害共済に
ついては、当面存続する
こと。

  車を持たない、立場の弱い市民の加入者が多く、
安い掛金と比較的短期間で見舞金が支給されるた
め、約４万人の加入者がある。今後も加入率アップ
に向け努力していく。
　廃止については、今後共済加入者の減少等によ
り、共済事業の運営が厳しくなった時点で検討す
る。

　6月2日、行政改革委員会に諮問し、11月28日に答申を受ける。
　答申に基づき、平成18年度からの推進計画及び実施計画を策定した。

9

索道事業のあり
方について

〔観光課〕

　索道事業のあり方につ
いては、平成１０年１０
月に防府市大平山索道事
業検討協議会から「防府
市大平山索道事業の今後
のあり方について」の意
見書が提出されている。
  当協議会は意見書提出
以降休止状態が続いてい
るが、山頂公園整備後１
年間程度様子をみて協議
会の再開が約束されてい
ることから、防府市大平
山索道事業検討協議会に
検討を委ねる。

　平成18年度に、「防府市大平山索道事業検討協議会」を再開するための準備を行っ
た。

〔Ａ項目〕 ２



平成17年度
実 施 計 画

10

指定管理者制度
について

〔行政改革推進室〕

　施設の管理運営につい
て、新しく制度化された
指定管理者制度の適用を
検討すること。

　研究部会を設置し、公の施設の指定管理者制度に
関する指針を策定する。

１８

　指定管理者制度導
入に向けて条例整
備・公募・選定等実
施する。

・4月に各担当課において公の施設のあり方について検討した。
・6月議会において、「公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」の制定及び
「中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例」の改正を行い、指定管理者を導入する
ための条例整備を行った。
・7月に指定管理者制度に係るガイドラインを策定した。
・7月に指定候補者選定委員会設置要綱を制定した。
・8月に中高年齢労働者福祉センターの指定管理者を公募し、申請書類の提出があった。
指定候補者選定委員会で指定候補者を選定後、12月議会に指定管理者の指定議案を上
程した。
・指定管理者を公募しない27施設について、9月議会において、指定管理者を導入するた
めの条例整備を行い、申請書類の提出を受け、指定候補者の選定委員会で審査後、12月
議会において、指定管理者の指定議案を上程した。
・以上の結果、18年4月から28施設が指定管理者に移行した。

11

公用車のあり方
　(管理の一元化
と予約制度廃止)

〔総務課〕

各課所管の車両を原則
総務課で一元管理とし、
維持管理費は所管課で予
算措置すること。
また、車両購入経費節

減のため、リース制度の
導入についても検討する
こと。

(1) 総務課への一元管理……現在各課で所管の公用
車を総務課で保管し、当該車両は原所管課への優先
貸出しとするが、原所管課が使用しない空き時間中
は一般貸出しとして提供する。
(2) 予約制度の廃止……各課所管の公用車を総務課
で一元管理することにより貸出用車両が増加するた
め、より効率的な貸出業務を行うための方策を検討
する。
(3) リース制度……制度の導入について再検討す
る。

①予約制度の変更
　ＩＴを活用する予
約システムへ変更す
る。
②総務課一元管理の
実施
　各課管理の車両
を、逐次総務課管理
へ移行する。

① 予約制度の変更
　　ＩＴを活用する予約システムを実施
② 総務課の一部一元管理の実施
　　17年度から原則として総務課の一元管理とした。補助事業等により購入した車両につい
ては各課管理を継続するが、今後、逐次総務課に移行することとした。

12

各種審議会・協議
会の存廃につい
て

〔関係課〕

　各種審議会・協議会に
ついて、所期の目的を達
成したものの存続の是非
について検討すること。

　各種審議会・協議会について、存続の是非につい
て検討する。なお存続を是とするものであっても、
会議の内容が形骸化しているもの、委員数が２０名
を超えているもの、女性委員の比率の低いもの等に
あってはその適正化を図る。

　①生涯学習推進協議会の社会教育委員会への移
行。
　②公民館・漁村センター・福祉センター等の運営
審議会委員報酬の活動費補助金への切り替え。
　③緑化推進委員会の規模等。
　④全国組織へ加入している場合の継続の必要性。
　等について検討する。

・緑化推進委員会の
委員を２２人から１
５人に削減する。
・生涯学習推進協議
会の委員を４３人か
ら４１人に削減す
る。
・行政改革委員会、
社会教育委員会、生
涯学習推進協議会に
おいて公募する。
・全国組織へ加入し
ている場合の継続の
必要性について検討
する。

①社会教育委員会は社会教育法に基づく委員の会議であるが、生涯学習は、社会教育だ
けでなく本庁の全ての課で取組み推進していくことが必要である。「生涯学習推進協議会」
は平成12年3月防府市生涯学習推進計画（学ぼうやプラン）10ヵ年を制定し、平成18年度か
ら後期の仕上げに取り組み、これに合わせて組織の再編についても検討することとしてい
る。
　 平成17年度には、生涯学習推進協議会において、委員2名を一般公募。また、社会教育
委員においても、委員数23名を19名に見直し削減。（うち１名を一般市民から公募。女性比
率36％）
②公民館における各種事業においては、現在、講座・サークル及び各種学級・教室の改革
のほか、時代の要請に沿って新たな視点から見直しが求められており、「まちづくり」の拠点
として事業の企画・実施の全般にわたり、調査・審議を行うため、各分野、各層の委員で構
成し広く意見を聴く機関として、運営審議会は地域に不可欠の存在である。
　また、地域の活性化という観点からは、広く地域住民の声をまちづくりや公民館活動に反
映させる必要があるため、さらなる機能強化に努めることとしている。しかしながら、これら
時代の要請に応える審議会とするためには市内15館合同の意見交換会など、他の先進事
例や組織・委員報酬のあり方を含め総合的に調査・研究を実施し、より一層の改善に努め
ることとした。
③緑化推進委員会の委員を22人から15人に削減した。
④平成18年1月に、行政改革推進室において全所属を対象に全国組織（会費を負担してい
る等）へ加入している場合の継続の必要性、今後の予定等についての実態調査を実施し
た。

３ 〔Ｂ項目〕

推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

〔Ｂ項目〕　（自主的な取組項目として、行政改革推進会議で全庁一元的に取組む項目）

取　組　項　目

１業務の効率化の推進　（１）民間活力の導入　④指定管理者制度の導入

１業務の効率化の推進　（２）事務事業の見直し　①業務の改善

平成17年度  実 施 状 況



平成17年度
実 施 計 画

庁内情報化の推
進

〔電算統計課〕

　防府市ＩＴ推進本部に
おいて庁内情報化の計画
的な推進を図ること。

　防府市ＩＴ推進本部において、次の各項目を具体
的に推進していく。
　・内部文書の電子化
　　　（総合文書管理システムの導入）
　・統合型GIS(地理情報システム)
　・電子申請システムの導入(申請、届出等手続の
    オンライン化の実施)

◎内部文書の電子化
（総合文書管理シス
テムの基本計画書の
作成）
◎統合型ＧＩＳの拡
充
◎電子申請システム
の導入＜申請、届出
等手続のオンライン
化の実施、県下市町
の共同利用＞（平成
１８年３月導入予
定）

・内部文書の電子化（総合文書管理システム）
　導入効果　　①電子文書と紙文書の一元化による事務の簡素・効率化
　　　　　　　　　②情報公開への対応による透明性の向上
　　　　　　　　　③電子申請・総合行政ネットワークとの連携
　　　　　　　　　④内部事務システムとの連携
　文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄、情報公開までの文書のライフサイクルを電子化し
た総合的な文書管理システムを導入する。防府市IT推進本部において、「防府市総合文書
管理システム開発に係る基本設計書」を平成18年3月に策定。
　組織情報、職員情報に基づいた電子決裁が中核となるシステムで、平成19年度システム
開発、平成20年度システム運用開始を予定。その後、財務会計システム、人事給与システ
ムのサーバ系システムへの移行導入、庶務事務システムの新規導入を段階的に行い、統
合的な内部事務システムを構築する予定（平成22年度整備予定）。

・統合型GIS（地理情報システム）
拡充導入効果　　①データ整備の重複投資の縮減
　　　　　　　　　　　②地図資料作成の効率化
　　　　　　　　　　　③問合せ・指導・申請等に対する迅速かつ適切な対応
　　　　　　　　　　　④地理的解析などの活用による事務の簡素・効率化
　平成16年度に統合型GISソフト導入部署（20課）の拡充を図り、基本地形図を庁内で公開
した。平成18年1月に地番図、航空写真を庁内で公開。防府市IT推進本部において、平成
18年3月策定の「防府市統合型GIS整備に係る基本計画書」に基づき、今後、都市計画関
連データ、自治会区域界データ、道路台帳、下水道台帳等の各種業務データを整備し、庁
内での地図情報の一層の活用を図る。

・電子申請システムの導入（申請・届出等手続のオンライン化の実施）
　導入効果　　①市民・企業への行政サービスの質的向上
　　　　　　　　　②行政内部事務の効率化
　山口県下市町村において、住民・企業がインターネットを通じて各市町村における申請・
届出を行うもので、各市町村のホームページにアクセスし、希望する手続を検索し、「住民
票の写しの交付請求」等の申請・届出を行う。24時間・365日、開庁時間外でも申請・届出
が可能となり、ノンストップサービスを実現する。
　平成14年11月に「山口県電子自治体推進連絡協議会」を設置し、市町村における申請・
届出事務の共同電子化に向けて、運営委員会（8圏域代表8市）による協議が開始され、平
成17年4月に詳細計画が策定された。平成17年10月下旬までに幹事会及び専門部会（住
基・税証明）でシステム拡張機能の開発を行い、平成18年3月に山口県下市町村での運用
を開始（住民票、税関係の10手続）した。
　本市においても、山口県市町電子申請システムの平成18年3月運用開始に備えて、市民
課、課税課と協議を重ね、体制を整備。また、開庁時間に来庁できない市民等からの電子
申請が多いと予想されることから、住民票等の宿直での交付を検討し、平成18年4月3日よ
り運用を開始した。
　平成18年度15手続、平成19年度15手続を追加して、最終的には40手続が申請可能。電
子化経費と申請件数カバー率を考慮した結果、8割程度の申請・届出に対応が可能な40手
続の電子化を行う。

〔Ｂ項目〕 ４

平成17年度  実 施 状 況取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

13

１業務の効率化の推進　（２）事務事業の見直し　②事務処理の改善



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

14

事務決裁規程の
見直し

〔財   政  　課
  監   理   課
　会　 計　 課〕

　経費の支出及び競争入
札・随意契約に関する事
務決裁規程の見直しを検
討すること。

　事務決裁規程について、「経費の支出における決裁区
分・合議の見直し」等を図るため、平成17年度中に検討
項目の整理をし、平成18年度中に結論を得る。

１８

　 平成18年3月末を
目途に、関係部署と
の協議を終え、検討
項目の整理を行う。

    事務決裁規程の別表第1の15競争入札及び随意契約の項中、（1）の入札及び見積参
加資格者の登録の合議に監理課長、財務部次長、財務部長を追加することについて、財
政課・会計課と担当者レベルで意見交換を行い、規程の改正を行った。

15

随意契約の取り
扱いについて

〔財政課・監理課〕

　随意契約は、競争の方
法によらないで、任意に
特定の相手方を選択して
締結するため、その運用
を誤ると相手方が固定
し、契約自体が情実に左
右され、公正な取引を失
することになる。そのた
め、事務処理要領の作成
及び取り扱いの統一につ
いて検討すること。

　研究部会を設置し、現状の随意契約の状況を調査
する。
　随意契約の取り扱いについて、統一を図るために
事務処理要領の作成を行う。

１８

　取り扱い要領に伴
う財務規則改正につ
いて検討する。

　各課が1者との随意契約をしようとする場合、安易に価格を設定することがないよう、決裁
文書に「随意契約協議検討結果票」を添付することとした。（財政課が各課に通知）

２適正な組織・人事管理の構築　（１）組織機構の改善　①組織機構の改善

16

土木建築部と都
市整備部の統合
について
〔職員課・関係課〕

　土木建築部と都市整備
部の統合を検討するこ
と。

　平成１７年４月から、土木建築部と都市整備部を
統合する。

１７

　推進計画に基づ
き、４月から両部を
統合する。

　平成17年4月から、土木建築部と都市整備部を統合し、土木都市建設部とした。

17

入札・契約・検査
部門の統合につ
いて

〔工事検査監室
　監　  理  　課
　職　  員  　課〕

　契約に関する一連の流
れのチェックを容易に
し、業務の透明性・公正
性を図るため、入札・契
約・検査部門の統合を検
討すること。

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律に明示された入札・契約適正化の４つの基本原
則のうち適正な施工体制の確保の充実を含め、入
札・契約から完成までの一環したチェック体制を確
保するため、入札・契約部門と検査部門の統合を図
る。

　監理課の解体と、
財産管理課の新設が
伴う。財産管理課に
ついては法定外公共
物対応の状況をみて
検討することから、
当項目の実施時期に
ついても同様とす
る。

　 入札・契約・検査部門（工事検査監室と監理課の入札係）の統合については問題ない
が、これに伴う財産管理部門の再編が難航しているため、監理課の分割後に残る登記係、
評価係の取扱が課題となっている。（職員課）
　 入札・契約・検査部門の県内他市の組織の状況調査を実施し、その結果を基に、職員課
の組織等に係る調査のヒアリングにおいて、監理課としての要望（部門統合と部門の新設
の同時実施）を行ったが、調整を要する事項もあり、しばらく様子をみるということになって
いる。（監理課）
（今後の予定）
　平成18年度からの統合は困難となったが、平成19年度からの入札・契約・検査部門の統
合について、関係課と引き続き調整する。（職員課）

18

財産管理課の新
設について

〔職  　員  　課
  関 　係  　課〕

　法定外公共物、財政課
管財係、監理課登記係・
評価係、庁舎管理、車両
管理等を所管する部署の
新設を検討すること。

　関係課協議により明らかになった問題点を調整
し、法定外公共物管理室、財政課管財係、監理課登
記係・評価係の統合による財産管理課の新設につい
て、平成１８年度中に方向付ける。（当面、庁舎管
理及び車両管理を除く。）

　法定外公共物管理
室は赤線・青線に関
連するものが多いた
め、現行の土木都市
建設部内に配置した
方が効率的である等
調整を要す事項もあ
り、暫く様子をみ
る。

　新設課を構成すると考えられている法定外公共物管理室、財政課管財係、監理課登記
係・評価係の現状から、新設は当面困難となっている。
  法定外公共物管理室は平成17年度から改称（元：用地調査室）して事務室を道路課内に
移転し、財産管理業務を開始したが、実際の業務は赤線・青線に関連するものが多いた
め、道路課と連携し易く河川課にも隣接した現在の位置が市民にとって非常に利便性が高
いのが現状である。維持管理等に関連した技術的な協議についても、土木都市建設部内
にあった方がスムーズであるという。また、管財係が新設課に移ると、財政課において予算
編成・決算統計作業時の人員が不足し、業務に支障が生じる恐れがあるという問題もあ
る。
（今後の予定）
　新設課の基幹になる予定であった法定外公共物管理室は、現在の組織体制で業務がス
ムーズに進んでおり、市民にとっても利便性が高い状態なので当面は経過観察し、入札・
契約・検査部門（工事検査監室と監理課の入札係）の統合に合わせて検討する。

19

水産課、農政課、
農林整備課の統
合について
〔職  　員  　課
  関 　係  　課〕

　統合・再編について検
討すること。

　農業振興と水産振興を軸に２課に再編する。

１７

　推進計画に基づ
き、４月から２課に
再編する。

　平成17年度から農業農村課と林務水産課の2課に再編した。

５ 〔Ｂ項目〕



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

20

相談窓口の一元
化について

〔広 報 広 聴 課
　生 活 環 境 課
　職　   員   　課〕

　広聴相談係と情報公開
係の行政相談室（仮称）
への統合及び消費者問
題・交通安全・防犯対
策・暴力追放関係の窓口
を含め、市民生活に密接
した相談窓口の一元化に
ついて検討すること。

①広聴相談係と情報公開係を一本化し、担当課長補
佐を含め３人体制にする。

②防犯対策、暴力追放関係、消費者問題、交通安全
を一本化し、安全で安心な市民生活の窓口の一元化
について検討する。 １７

　推進計画に基づ
き、４月から実施す
る。

　17年4月の人事異動により、広聴相談・情報公開業務担当の課長補佐を配置し、広聴相
談係長及び情報公開係長の3人体制とした。
  17年度から生活環境課の交通安全推進室を「市民安全室」に変更して、生活安全係を新
設し防犯対策、暴力追放関係の市の窓口を明確にするとともに、消費生活係を市民安全
室に移して、安心安全な市民生活に関連する業務の一体的な対応を図ることとした。

21

道路事務窓口の
一本化

〔都市計画課
 道   路   課
 職   員   課〕

都市計画課及び道路課
の組織機構を見直し、都
市計画課工務係を道路課
に統合して道路課に街路
係を新設し、道路建設事
務を一本化すること。

土木建築部と都市整備部の再編のなかで、都市計
画課工務係を道路課改良係に統合する。

１７

　推進計画に基づ
き、４月から実施す
る。

　平成17年4月から都市計画課工務係を廃止し、道路課改良係に統合した。

２適正な組織・人事管理の構築　（１）組織機構の改善　②外郭団体のあり方

22

公営施設管理公
社と公園緑地協
会の統合につい
て

〔職   員   課
　都市計画課〕

　公営施設管理公社と公
園緑地協会の統合を検討
すること。

①３年程度で統合することを目標に作業を進める。
統合に際して現状の相違点をすべて解消することは
困難と思われるので、相違点を残したままでも事務
の簡素化・経費の節減に繋がる統合となるよう調整
する。
②協会の事務職員については今年度で定年である
が、統合すれば公社の事務職員１名だけで済む見込
みのため、臨時職員で対応し新規採用は行わない。
③公社、協会とも平成１７年度から会計経理方式を
複式簿記による公益法人会計基準に変更する予定で
あるが、統合後も使用可能なシステムを導入する。

１９

・組織体制、勤務条
件、諸規程を調整し
整備する。
・経理方式を複式簿
記に変更する。

　協会事務職員については市職員OBを2年の予定で雇用している。複式簿記は実施計画
どおり両財団とも17年度から導入済である。組織体制・勤務条件・諸規程については、検討
課題を洗い出しており、今後、調整を進める段階になっている。
（今後の予定）
　平成19年度統合を目標に、組織体制・勤務条件・諸規程の協議、調整を進め、統合後の
原案を作成する。

23

公営施設管理公
社のあり方につい
て

〔職員課〕

　市が臨時職員等として
直接雇用する方が事務費
及び消費税等を節減でき
る部署について、公社職
員のあり方を検討するこ
と。

① 受託業務は専門性が求められるものに限定する
ことを基本方針とし、継続的に組織のスリム化を進
める。
②市の臨時職員で対応可能な業務の内、市職員OBを
雇用している住居表示管理と破砕処理場布団処理、
最終処分場の臨時職員については、平成１７年度か
ら委託を見直すこととする。
③庁舎空調の１人については退職不補充とし、平成
１７年度からシルバー委託への切換えとする。
④庁舎清掃については退職不補充とし、段階的にシ
ルバー委託への切換えを進める。
⑤記者室管理と文福電話交換については、時機を見
て委託の見直しを検討する。

１７

①市の臨時職員への
切り換え
(住居表示・破砕場
布団裁断・最終処分
場)

②シルバー人材セン
ターへの切り換え
(庁舎冷暖房空調業
務１名)

　住居表示2名・破砕場布団裁断3名・最終処分場2名の市臨時職員への切替え、庁舎冷暖
房空調業務1名のシルバー人材センター委託への切替えは計画どおり進み、索道ガイド2
名の退職に伴う市臨時職員への切替えもあって、職員は前年度の46名より10名減の36名
となっている。
（今後の予定）
　今年度末に定年退職する庁舎清掃2名については、18年度からシルバー人材センター委
託への切替えを予定している。また、索道施設管理1名とガイド1名の退職者についても、18
年度から市臨時職員へ切替える。（7事業32名）
　19年度も、定年退職予定の庁内清掃1名をシルバー委託へ切替える。また、庁内保安業
務については、公費（手数料、使用料）を取り扱うようになったため、直営（市臨時職員）を
視野に入れて協議する。

〔Ｂ項目〕 ６



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

24

公園緑地協会の
あり方について

〔都市計画課〕

　公園緑地協会及び花木
センターのあり方につい
て検討すること。

　安価な費用で公園や公共施設の樹木等の管理を幅
広く行い、臨時的な業務にも迅速に対応可能である
という利点を生かしながら今後は、さらに業務の効
率化を図る。
　現在の業務内容について、公園・ほ場の見直しを
行い、スリム化の方策を検討し統合の推進を図る。
　また、花木センターのあり方について検討する。

　花木センターのあ
り方について、検討
書を作成し、関係課
を含め協議する。
 

　公園緑地協会の経費節減を図るため、平成１７年度は退職者不補充とし、臨時作業員及
び期間作業員を雇用して対応した。
　花木センターのあり方について
　保有木（特に高木）の需要が減少傾向にあることから、今後の圃場の活用について検討
書を作成した。この検討書を基に、公園緑地協会の業務の見直しと併せて、関係課（企画、
財政課）と方策等を協議した。

25

環境衛生推進協
議会のあり方につ
いて

〔生活環境課〕

　行政の担当事務と防府
市環境衛生推進協議会本
来の業務とを明確化する
とともに、経費の節減に
ついて指導すること。

　平成１４年度において組織の見直しを行い人件費
の削減を行なっており、引き続き事務内容等を見直
し経費の削減を図るとともに、正規プロパー職員の
退職時に臨時職員に切り替えることを検討する。
　また、本来市が行う清掃補助金交付業務等の肩代
わり業務の見直しについてクリーンセンターや環境
衛生推進協議会と協議する。

引き続き事務内容
等を見直し経費の削
減を図る。正規職員
の退職に伴いこれを
臨時職員に切り替え
ることを検討すると同
時に清掃補助金交付
業務等の見直しを協
議する。

推進計画に沿い検討を行い、平成18年度から補助金交付業務を受託していた「電動式生
ごみ処理機購入費補助金」の交付申請受付から交付の事務を、クリーンセンターの業務と
し所管替えを行うこととした。
なお、資源化推進事業補助金及び清掃補助金の交付業務については、現行のとおり行う
が、クリーンセンター、環境衛生推進協議会と引き続き協議を実施する。

26

安全会議のあり
方について

〔生活環境課〕

　業務の遂行に当たって
は、費用対効果を検証し
経費の節減を指導するこ
と。

　専門知識を有する職員の配置は不可欠であり、臨
時職員への切り替えは困難であるが、経費は厳密に
精査する。

　経費の節減に努め
る。

　経費を厳密に精査し、事務費及び事業費を削減した。

27

社会福祉協議会
のあり方について

〔高 齢 障 害 課
　社 会 福 祉 課〕

　市からの委託内容の見
直しを行うとともに、業
務内容のスリム化につい
て指導すること。
　また、団体の整理統合
について検討すること。
　さらに、市ＯＢ職員の
任期と配置のあり方及び
正規プロパー職員の退職
補充の臨時職員への切替
えについても検討するこ
と。

　今後は適正な業務量を考慮に入れながら社会福祉
協議会に委託を進めるが、人員派遣を含め形式的、
慣例的業務も見受けられることから、適正な業務委
託を行う。
 社会福祉事業団業務が縮小されれば、編入統合す
る。

  平成１７年度１名
退職となるが、平成
１８年度正職員は不
補充とし、臨時職員
で対応する。

　 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への加入期間不足のための退職金不足に伴
う支出により、経費削減は出来なかったが、17年度末退職者1名は不補充とした。

28

社会福祉事業団
のあり方について

〔高 齢 障 害 課
  社 会 福 祉 課〕

　市からの委託内容の見
直しを行うとともに、指
定管理者制度導入を視野
に入れ、経営の合理化及
びサービス水準の向上に
ついて指導すること。
　また、団体の整理統合
について検討すること。
　さらに、市ＯＢ職員の
任期と配置のあり方及び
正規プロパー職員の退職
補充の臨時職員への切替
えについても検討するこ
と。

①身体障害者福祉センター、大平園、愛光園、なか
よし園、わかくさ園、の指定管理者としての指定を
受けた。しかし、職員の退職補充は嘱託職員あるい
は臨時職員に限定する。
②利用者へのサービス提供体制の面から、できる限
り事業団OB職員を嘱託職員として再雇用する。
③市OB職員の配置及び任期については、プロパー職
員の意欲向上のためとともに、更なる施設経営に対
する自助努力を促すため原則的に廃止する。
④社会福祉事業団業務の民営化を図りつつ、社会福
祉協議会との統合を目指す。
⑤指定管理者の公募を視野に入れ、経営改善に取り
組み自立経営を目指し、民間団体との競合に耐えう
る経営内容となるように努力する。

  やはず園長退職に
よりOB職員１名減と
する。

　やはず園長退職によりOB職員1名減とし、身体障害者福祉センター、大平園、愛光園、な
かよし園、わかくさ園に指定管理者制度導入の準備をした。

７ 〔Ｂ項目〕



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

29

防府市シルバー
人材センターのあ
り方について

〔商工課〕

　業務の遂行に当たって
は、費用対効果を検証し
経費の節減を指導するこ
と。

　人件費を含め、経費削減及び事務改善を継続す
る。

①サンライフ防府の管
理運営に関して、指定
管理者制度について検
討する。
②人件費を含め経費削
減及び事務改善を継続
する。

① サンライフ防府の管理運営に関し、平成17年12月定例市議会にて、防府市シルバー人
材センターを指定管理者とする指定管理者指定議案を可決。防府市シルバー人材セン
ターと協定を締結し、平成18年4月1日より指定管理者によるサンライフ防府の管理運営を
開始。
② 人件費を含め経費削減及び事務改善を実施。

30

山口・防府地域工
芸・地場産業振興
センターのあり方
について
〔商工課〕

　業務の遂行に当たって
は、費用対効果を検証し
経費の節減を指導するこ
と。

　経費については事業や事務の改善等により、今後
も縮減の努力を継続する。

　人件費を含め経費
削減及び事務改善を
継続する。（帳簿処
理のOA化による人件
費の節減）

　人件費を含め経費削減及び事務改善を実施。

31

防府市観光協会
のあり方について

〔観光課〕

　業務の遂行に当たって
は、費用対効果を検証し
経費の節減を指導するこ
と。

　協会会員の増強増進を目指し、各委員会を通じて
計画を立て、効率的な財政基盤の強化を図るととも
に、協会からの助成金の見直しを行なう。
　なお、経費については事業の見直しや改善により
縮減を図り、今後なお一層の努力を続ける。
　また、資金面、業務運営面の一層の自立化の推進
のため、観光課との事務室の分離、ＴＭＯ等近隣団
体との提携・一部共有化等検討する。

　従来、各課からの有
料観光施設への入場
について、協会が入
場料の肩代わりをして
いたが、今年度より協
会からの助成を廃止
する。

　従来、各課からの有料観光施設への入場について、協会が入場料の肩代わりをしていた
が、今年度から協会からの助成を廃止した。
　なお、観光課との事務室の分離、ＴＭО等近隣団体との提携・一部共有化については、
検討を重ねた結果、観光課と観光協会は情報の共有等密接な連携が必要であり、また、Ｔ
ＭО等近隣団体との提携・一部共有化についても現実的でないとの結論に達した。

32

文化振興財団の
あり方について

〔生涯学習課〕

　業務の遂行に当たって
は、費用対効果を常に検
証し、経費の節減を図
る。
　指定管理者制度導入を
視野に入れ、経営の合理
化及びサービス水準の向
上について指導するこ
と。

   指定管理者制度の導入により、平成１８年４月１日から
平成２３年３月３１日までの５年間、公会堂・アスピラート・
ソラール・ライブラリーの管理者として指定を受けた。
   今回は公募ではなかったことから、他の民間団体によ
る管理運営と同等以上の評価が得られるよう、諸経費の
更なる削減、及び市民サービスの向上に努める。
   また、２回目以降の指定管理者の公募を視野に入れ、
職員の採用・運営計画等を検討する。

・ 経費節減、サービス
の向上、財団職員の
見直し（プロパーのあ
り方等）の検討。
・ 平成１８年度から５
年間の指定管理者の
指定を受けたので、
平成１８年４月からの
指定管理者としての
管理運営業務の準備
を行う。

1　諸経費の更なる削減及び市民サービスの向上に努めた。
　(1)諸経費の削減結果として、次のとおり返納
　　①社会教育総務費　負担金補助及び交付金の返納額8,548,484円
　　②社会教育施設費　委託料の返納額　　　　　　　　　 　9,664,287円
　　　　　　　（以上合計返納額　　18,212,771円）
　(2)市民サービスの向上を図った。
　　①文化事業　　　　　美術鑑賞・育成事業、音楽鑑賞・育成事業の充実
　　②科学事業　　　　　科学教育普及事業、企画展、特別事業の充実
2　財団職員の見直し（プロパーのあり方等）を検討した。
　(1) 現在の職員数、プロパー数を現状維持した。
　(2) 現在以上の事業を将来も継続実施するため、職員数、プロパー数は現状維持が適
　　当。
　(3) しかし、5年後の指定管理者の公募に応募するため、財団の職員数、プロパー数の見
　　直しをはじめ、あらゆる準備に着手する。
3　指定管理者として18年度から5年間の指定を受けた。
　(1) 指定管理者指定申請書等の関係書類を提出した。
　(2) 公会堂はじめ4施設の指定管理者として指定を受けた。
　(3) 指定管理者として、関係帳票等の準備を完了した。
　(4) 平成18年4月1日から指定管理者として管理運営を実施する。

33

スポーツセンター
のあり方について

〔スポーツ振興課〕

　管理業務について、シ
ルバー人材センターへの
委託化を推進すること。
  また、指定管理者制度
導入を視野に入れ、経営
の合理化及びサービス水
準の向上について指導す
ること。

　平成１４年度から退職職員の補充は行なわず、臨
時職員で対応しており、体育館についてもシルバー
人材センターに委託し、全ての体育施設の管理を一
本化することにより、経費節減を図る。
　また、各施設清掃業務委託、プール監視業務委託
並びに野球場及び合宿所管理業務等の委託について
見直しを行い節減を図る。

　平成１８年度か
ら、陸上競技場、武
道館の指定管理者と
なるための準備を行
なう。

　従来の管理方式に加え18年度から市有施設である陸上競技場・武道館の指定管理者と
なるためその準備を行った。
　平成14年度から退職職員の補充は行わず、臨時職員で対応しており、体育館の管理人
もシルバー人材センターに委託し経費の節減を図った。また、施設清掃業務委託、プール
監視業務委託等の見直しにより経費削減を図った。

〔Ｂ項目〕 ８



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

２適正な組織・人事管理の構築　（１）組織機構の改善　③その他

34

各種団体の事務
局について

〔関係課〕

　行政と密接に関係ある
任意団体等に市職員が支
援している事例が多々見
受けられるが、各種団体
の自立を促し、市職員と
しての本来業務に専念で
きるようにする。

　行政主導で設立した団体については自立が困難な
ものもあるが、自主運営に向けて協議する。

　９団体について、
自主運営化を検討す
る。

　平成18年1月に、行政改革推進室において全所属を対象に各種団体の事務局について、
職員が事務局業務をしている団体の有無、その業務内容、今後の予定等についての実態
調査を実施した結果、9団体について自主運営を検討することになった。

２適正な組織・人事管理の構築　（２）人事管理の適正化　①職員数の適正化

35

職員数の適正化

〔職員課〕

　第３次行政改革前期計画の中で策定した「定員適
正化計画」は、業務の民間委託や事務事業の見直し
により、前倒しで目標を達成した。（平成１３年度
職員数８９２人から平成１９年度までに５４人減の
目標に対し、平成１７年度は６３人減）このため、
平成１７年度から平成２２年度までに６９人の減員
（△８．３２％）という数値目標を設定した新たな
計画を策定し、引き続き中長期的な職員数の適正化
に取り組む。
  定員適正化計画を確実に実行するため、組織の簡
素化、職員の適正配置はもとより、「防府市人材育
成基本方針」や「人事考課制度」を活用し、人材の
育成に努める。

    平成１７年度職員数      ８２９人
    平成２２年度目標職員数  ７６０人

目標　８５６人
実数　８２９人

　平成１７年度にお
いて目標を達成した
ため、更なる行政の
スリム化に向け、新
たな「定員適正化計
画」を策定する。

　17年4月の職員数は829人となり、第二次定員適正計画の目標職員数(19年度838人)を達
成した。そこで、さらなる職員数の適正化を図るため、第三次定員適正化計画を策定した。
(今後の予定)
　第三次定員適正化計画に基づき、職員数の適正化を図る。

36

出張所と公民館
の人員配置につ
いて

〔広報広聴課
　生涯学習課〕

　出張所と公民館の人員
配置について検討するこ
と。

　行政改革委員会から答申を受けた、№７「出張所
の存廃について」と同じく、野島を除く公民館併設
の出張所について、出張所長を市職員から嘱託員と
し、出張所長と公民館長は兼務とする。職員全員を
３／４勤務の嘱託員とし、４人体制を基本とする。
　また、公民館について、指定管理者制度等民間活
力の導入を検討する。

１８

　平成18年度から以下のとおりとすることが決定した。

　野島を除く公民館併設の出張所について、出張所長を市職員から嘱託員とし、出張所長
と公民館長は兼務とする。職員全員を3／4勤務の嘱託員とし、4人体制とする。
　なお、小野公民館においては当面、市職員が館長及び出張所長（主事）を務める。

２適正な組織・人事管理の構築　（２）人事管理の適正化　②職種変更

37

現業職員の職種
変更について

〔職員課〕

　現業部門、特にゴミ収
集にあっては退職不補充
により民間委託へ移行す
ることになるが、計画の
前倒しのため職種替えを
検討すること。

   現業部門は退職不補充とし、民間委託へ移行す
ることとしているが、民間委託の加速化を図るた
め、現業職間における職種変更あるいは職務変更の
意向調査を行うとともに、選考方法、処遇等を検討
のうえ、職種変更等を行う。

①組合交渉を実施す
る。
②意向調査を実施す
る。

　特に進捗していない。（ごみ収集業務については、民間委託に随時切替えていく方針のた
め、用務員に比べ運転手が不足する見込みであり、職種変更をし、民間委託の加速化を図
る方策の一つとして協議されていた。しかし、担当課では、先に焼却等の施設を民間委託
し、その後、収集業務も半分程度民間委託する可能性もあるということで、施設の民間委託
が実施された後は、逆に運転手が余ることになるため意向調査も実施しなかった。現時点
では職種変更するよりは、当面、臨時職員等の配置で対応するなどの方法もあるため。）
(今後の予定)
　職種変更が必要かどうか、担当課及び職員組合と協議し、18年度中に決定する。

９ 〔Ｂ項目〕



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

２適正な組織・人事管理の構築　（２）人事管理の適正化　③人事考課制度の推進

38

人事考課の確立

〔職員課〕

人事考課制度を早期に
樹立し、段階的に導入す
ること。

　(イ)導入方法…管理職(課長･主幹)から導入し、
制度が定着した後に全職員(一般職を対象とし現業
職は除く)を対象とした人事考課を行う。
　(ロ)評価項目…目標管理による業績評価、能力評
価、意識姿勢評価の三項目とし、評価は五段階とす
る。
　(ハ)評価方法…絶対評価とする。
　(ニ)評価点配分…管理職(課長･主幹)業績評価＝
５０％、能力評価＝２０％、意識姿勢評価＝３０％
とする。
　(ホ)評価者…第一次評価者は、部長とする(ただ
し、総務部は部次長とする)。調整者は総務部長と
する。決定者は助役とする。また、実際には評価点
としての結果には影響させないが、課長補佐及び係
長が上司（課長･主幹）をどのように見ているのか
調査し、課長･主幹が自己啓発の参考にすることを
目的とした所属長アセスメントを実施する。
　(へ)評価結果の開示…本人開示をする。
　(ト)苦情の解決…部次長クラスで組織する苦情を
解決するための機関を設ける。
　(チ)自主申告による降任制度…制度を設ける。

　対象を課長補佐へ
拡大する。

　17年度から計画どおり対象者を課長補佐まで拡大して制度を実施している。課長・主幹に
ついては評価結果を6月分の勤勉手当に反映させ支給額に差をつけた。18年度からの対
象者拡大のため、10月には全係長を対象に制度の説明会を開催した。また、導入から3年
目を迎えた制度の検証と今後の改善の参考とするため、係長以上を対象にアンケートを実
施した。
（今後の予定）
　係長を対象とした人事考課研修を実施し、18年度から人事考課の対象者を係長まで拡大
する。給与構造改革の中で必要に応じて制度の一部見直しも検討する。

２適正な組織・人事管理の構築　（２）人事管理の適正化　④その他

39

ア 通勤距離規制
の実施

イ 通勤車両の有
料化
   (職員駐車場)

〔総務課〕

　職員駐車場の駐車ス
ペースに限りがあるの
で、職員に対し来客用駐
車場の必要性の周知を図
り、職員の理解を得て、
自粛の方向で対応するこ
と。
　なお、職員駐車場につ
いては有料化について検
討すること。

ア 通勤車両の距離規制
　本庁の職員駐車場が狭隘で全通勤車両の駐車ス
ペースが確保できないため、引き続き職員駐車場の
利用自粛を継続する。
　なお、旧青果市場跡地の売却及び県道佐波新田線
の拡幅工事が平成１７年度から本格的に施工される
など、職員駐車場の駐車台数の削減が予想されるた
め、通勤距離規制のキロ数の見直しを検討する。職
員駐車場の有料化の際には、駐車条件へ移行する。

イ 通勤車両の有料化(職員駐車場)
　本庁については、現在、実施に向けて職員労働組
合と協議中であるが、平成１７年度からの実施に向
けて組合と協議する。
　出先機関については、本庁の職員駐車場の有料化
実施後、順次、年次的・段階的に実施する。

ア　通勤距離規制の
実施
　現行３kmの通勤距
離の見直しを検討す
る。

イ　通勤車両の有料
化
　本庁の一般職員に
ついて有料化を実施
するとともに、本庁
の外郭団体・臨時職
員に対する有料化計
画を策定する。

　本庁職員全員の駐車スペースを確保することが出来ないため、平成17年度から、原則通
勤距離3㎞未満の通勤車両については利用禁止とし、3㎞以上について駐車場利用を許可
し、利用料1ヶ月2,000円の有料化を実施。

〔Ｂ項目〕 １０



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

３給与体系の適正化　（１）給料の適正化　①職務給制度の確立

40

職務給制度の確
立

〔職員課〕

職務給制度の確立に
向け、職員給料体系の抜
本的な見直しを行い、給
料決定の基本である ①
職務給の原則②均衡の原
則 ③給与条例主義 の
三原則に基づき、国の給
与水準を基本として給料
の適正化を検討するこ
と。
また、適正な給料水準

とすることが必要であ
り、昇給停止年齢の引き
下げ等による平均給料の
抑制や人事考課制度に基
づいた特別昇給制度を早
期に確立する等、現状に
替わる透明で適切な給料
体系の確立について検討
すること。

職務給制度の確立に向け、職員給料体系の見直
しを行い、給料決定の基本である ①職務給の原則
②均衡の原則 ③給与条例主義 の三原則に基づ
き、国の給与水準を基本として給料の適正化を図
る。
　ⅰ 職務と職責に応じた号給の決定
　ⅱ 人事考課制度導入に伴う特別昇給制度の確立
　ⅲ 新人職員の昇給短縮による給料水準の見直し
　ⅳ 高齢者昇給停止年齢の引き下げ

１９

　制度の検討
①職務と職責に応じ
た号給の決定
②人事考課を踏まえ
た特別昇給制度のあ
り方

　17年度より人事考課制度に基づく課長・主幹の評価結果を6月の勤勉手当に反映させ支
給額に差をつけた。17年度人事院勧告において、職務、職責に応じた新給料制度及び勤
務実績を反映した昇給制度の導入が示され、制度改正の検討を開始した。
(今後の予定)
　人事院勧告に基づく、国家公務員の給与制度の改正に準じ、現行制度の課題を改善しな
がら18年度中の実施に向け検討する。

41

市長部局職員と
水道局職員の処
遇の均衡につい
て

〔職　員　課
　水　道　局〕

　水道事業については、
企業の経済性発揮のため
一般行政組織と切り離さ
れているが、市長部局職
員と水道局職員の処遇の
均衡について検討するこ
と。

　勤務条件等、市長部局職員と水道局職員の均衡等
について検討する。

・企業手当削減
　(月額)25,800円
　　 　→15,000円
・期末手当(6月・12月)
各0.1ケ月削減
　ただし、6月期につい
ては、平成18年度から
実施。その他給与の適
正化等につき組合交渉
実施。

1　特殊勤務手当の中の企業手当、月額25,800円を15,000円に引下げ。
     （平成17年4月分から）
2　企業手当の支給対象職員から管理職を除く。（平成17年4月分から）
3　期末手当の支給月数を国に準じて是正。（平成17年12月期から）
4　年末年始手当を60／100の時間外勤務手当に変更。（平成17年12月から）

３給与体系の適正化　（２）諸手当の適正化　①諸手当の適正化

42

ア 特殊勤務手当
の見直し

イ 時間外勤務手
当の予算適正執
行

〔職員課〕

　本来業務、採用職種に
基づく特殊勤務手当は、
危険度の高いものを除き
廃止を原則とすること。
　また、時間外勤務手当
については、各所属長に
おいて所属職員の応援体
制等を整備するなど、時
間外勤務の削減に努める
こと。

ア特殊勤務手当の見直し
　①本来業務、採用職種に基づく手当で、著しい危
険、不快、不健康、困難性等に該当しないものを見
直す。
　② 周年通じて支給実績がなく、今後も手当の対
象となる勤務が発生しないものを廃止する。
　③ 衛生現業関係で事務従事者及び実作業に従事
しない者に対する手当を見直す。
　④　死体処理等著しく不快な業務に対する手当
は、その特殊性により支給額を見直す。

イ　時間外勤務手当の予算適正執行
　① 事務の見直しによる事務量削減
　② 季節的仕事量の増減による所属職員及び各係
の横断的応援態勢の整備
　③ ノー残業デーの徹底及びコスト意識の高揚
　④ 管理職の時間外勤務の縮減に向けた取り組み
促進

ア　特殊勤務手当
　職員組合調整

(進捗状況)
ア　17年6月より職員組合と事務レベルの協議会を設置し協議を重ねた結果、18年4月から
保育従事手当ほか8手当を廃止するとともに、衛生現業手当1号を年次的に削減することを
決定した。
イ　17年4月より競輪局において、時差出勤制度を導入し時間外勤務手当の縮減に努め
た。(H16年度5,483時間／年間⇒H17年度5,263時間／年間)
(今後の予定)
ア　継続協議となっている4手当の廃止に向けて職員組合と検討を重ねる。
イ　18年より開館する新図書館において、時差出勤制度や休日開館に伴う代休制度の導
入により、時間外勤務手当の縮減を図ることを検討していく。併せて時差出勤制度を他の
職場でも適用できないか担当課と協議していく。

１１ 〔Ｂ項目〕



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

３給与体系の適正化　（３）退職金制度の適正化　①退職金制度の適正化

43

国、県、他市との
均衡がとれた退
職金支給制度の
見直し

〔職員課〕

　退職手当の算定基礎と
なる退職時の特別昇給に
ついては、国や県に準じ
た制度とすること。

　退職時特別昇給制度を廃止する。

１７

退職時特別昇給制
度については、その
すべてを廃止する。

　17年度より退職時の特別昇給制度をすべて廃止した。
(今後の予定)
給与構造改革の導入に伴い、国、県と同一の退職手当条例に改正するとともに適正な運
用を図る。

４健全な財政運営　　（１）制度の健全化

44

予算査定の見直
し

〔財　政　課〕

　現行積み上げ方式の予
算について、部単位での
総括的な枠配分の検討を
行うこと。

　枠配分の手法や導入に当たっての問題点を整理
し、現実的に可能な対応策を検討して、平成１７年
度予算からの導入を目指す。
　平成１８年度以降への対応については、平成１７
年度の状況等をみながら、さらに研究をしていき、
より効果的な枠配分方式を検討していく。 １６

　平成１７年度の状
況等も勘案し、より
効果的な枠配分予算
について引き続き研
究し、以後段階的な
導入を検討・実施を
目指す。

　平成18年度予算編成について、経常経費の一部に対し枠配分方式を実施し、一定の経
費削減効果（2千万程度）があった。

４健全な財政運営　　（４）収入の確保　①受益者負担の適正化

45

受益者負担の適
正化

〔財　政　課・
　関　係　課〕

　受益に対する適正な負
担を求めるため、使用
料・手数料等について、
コスト計算に基づく改定
及び体育施設等の減免基
準の見直し等を検討する
こと。

　個々の使用料等について、改定できない理由等を
ヒアリングにより整理、分析し、平成１８年度条例
改正、平成１９年度実施を目途に、受益者負担の適
正化を図る。
　なお
　①学校体育館使用に係る電気料金の徴収
　②公会堂・体育施設等の減免の廃止
　等について検討する。

１８

　使用料等の全体に
ついて、見直し等方
向付けを行う。

　使用料等の見直し等の方向付けについて、財政課としての検討結果をまとめ、行政改革
推進会議幹事会に提出した。

４健全な財政運営　　（５）支出の適正化　①補助金の適正化

46

補助金等の見直
し

〔財　　政　　課〕

　外郭団体への補助金を
含め、公益性・公平性等
の観点から補助金等の見
直しを検討すること。

　個々の補助金についての問題点等をヒアリングに
より整理、分析し、平成１７年度中に補助金見直し
案の作成を行う。
　外郭団体については、平成１７年度予算査定の時
期をとらえ、予算見積りの内容及び金額等について
十分精査し、予算額の絞込みを目指す。

１８

　前回第２次行革の
指針に沿った見直し
等が済んでいない補
助金等について、問
題点等も併せての検
討結果を推進会議に
諮り方向性を決定。
行革の決定に沿い見
直しを実施。平成１
９年度予算からの反
映を目指す。

　補助金等の見直しにおける方向付けについて、財政課としての検討結果をまとめ、行政
改革推進会議幹事会に提出した。

〔Ｂ項目〕 １２



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

４健全な財政運営　　（５）支出の適正化　②経費節減の推進

47

旅費の見直し

〔職員課〕

　県内出張における日当
のあり方、出張旅費の縮
減の方策等を検討するこ
と。

　改善の必要のある項目の洗い出しを行い、旅費縮
減につながる項目については見直しを行う。
①市長等の特別職(教育長含む。)並びに議員等の非
常勤職員の宿泊料、日当及び食卓料の額を一般職と
同額に減額する。
②特別車両料金（グリーン料金）の支給を廃止す
る。
③県内出張の場合、日当を低減する。
④公用車等（貸切バス含む。）を使用した県外出張
の場合、半日当を支給する。
⑤東京都（２３区内）及び政令指定都市に出張する
場合の加算日当の支給を廃止する。

１７

　推進計画に基づ
き、４月から実施す
る。

 　17年度より下記のとおり見直しを実施した。
①市長等の特別職(教育長含む。)並びに議員等の非常勤職員の宿泊料、日当の額を一般
職と同額に減額した。
②特別車両料金（グリーン料金）の支給を廃止した。
③県内出張の日当を400円に減額した。
④公用車等（貸切バス含む。）を使用する県外出張の日当を半額とした。
⑤東京都（23区内）及び政令指定都市に出張する場合の加算日当の支給を廃止した。

48

仕事服貸与の見
直し

〔職　員　課
クリーンセンター
 消 防 本 部
 その他関係課〕

　貸与期間の延長を含
め、制度のあり方につい
て検討すること。

　職員被服貸与規程の別表中「その他の職員」への
冬服（上）の貸与は廃止する。併せて、他の貸与期
間の見直しを行う。
　消防吏員の制服等は職種により服制が異なるた
め、職務上必要な被服を貸与し、貸与期間の見直し
を検討する。

１７

　推進計画に基づき
実施する。

　防府市職員被服貸与規程の別表中「その他の職員」への冬服(上)の貸与を廃止した。
（平成17年3月1日決裁。同年4月1日施行。）（職員課）
　作業服（冬服）の貸与期間を12ヶ月から36ヶ月に変更した。また、運動靴の支給を廃止し
た。（クリーンセンター）
　推進計画に基づき実施している。規則の改正は行っていないが、職種に応じた貸与をし
ており、実際の貸与期間は大幅に長くなっている。（消防）

49

書籍の加除につ
いて

〔関係課〕

　書籍の加除について、
代替性のあるもの、必要
性の低いものについては
廃止を検討すること。

　書籍の追録について、新規・継続・廃止リストを
作成し、毎年、予算要求時に見直し作業を行う。
　新規購入時には、図書簡易目録（全庁共有フォル
ダー、総務課関係）により重複するものは代替利用
を検討する。

　追録の見直しを実
施する。
職員課（146千円）
収納課（145千円）
高齢障害（48千円）
都市計画（89千円）

　平成18年1月に、行政改革推進室において全所属を対象に書籍加除の現況、必要度、今
後の予定等についての実態調査を実施し、書籍加除リストを作成した。その結果、80冊の
書籍について加除を廃止した。今後はこのリストを基に、さらに加除の廃止を進めていく。

50

年度版報告書等
の印刷製本につ
いて

〔関係課〕

　経費節減のため、自前
での印刷等を検討するこ
と。（「・・・・だよ
り」など）

　市民に広く周知したい冊子については、防府市の
ホームページへの掲載を検討する。
　職員へ周知するための冊子については、全庁共有
フォルダへの掲載を検討する。

・職員名簿印刷廃止
(313千円)
・防府の教育概要
(110千円)
・選挙の記録
　(419千円)3年毎

　平成18年1月に、行政改革推進室において全所属を対象に年度版報告書等の有無、印
刷製本の必要性、今後の予定等についての実態調査を実施した。その結果、16年度から
の実施分も含め計5冊の冊子等について印刷を廃止及び簡易印刷へ切り替えることにより
経費の削減を図った。今後はこのリストを基にさらに印刷製本費の削減に努める。

１３ 〔Ｂ項目〕



取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度
平成17年度  実 施 状 況

実 施 計 画

51

例規類集の見直
し

〔総務課〕

　庁内ＬＡＮやホーム
ページへの掲載及び他団
体との交換を廃止するこ
とを検討し、印刷冊数削
減を図ること。
　また、条文のパソコン
入力については担当課対
応を検討すること。

　市民生活の利便性の向上、公正で開かれた市政の
進展に向けて、市民生活に深いつながりを持つ条
例・規則等の情報を積極的に提供するため、例規集
を市ホームページ上で公開する。
　また、庁内においてはＬＡＮの充実に伴い例規集
の冊数を必要最小限にとどめ、他の公共団体との例
規の相互交換についてはこれを廃止する。
　なお、条文の担当課によるパソコン入力について
は
①法令係によるチェックには限界がある。
②印刷の完全廃止は困難であり追録印刷は業者委託
のため、入力が重複することになる。
　等の問題点があり、例規集の編集は業者委託とす
る。

①例規の市ホーム
ページ上での公開を
実施する。
②紙ベースの例規類
集の印刷冊数の削減
を実施する。
③他団体との例規類
集の相互交換を廃止
する。

①例規の市ホームページ上での公開を実施。
②紙ベースの例規類集の印刷冊数の削減を実施。
③他団体との例規類集の相互交換を廃止。

５　行政評価への取組み　(1)行政評価システムの導入

52

行政評価システム
の導入

〔企画政策課〕

所管は企画政策課、取
組みは企画政策課・財政
課・職員課で対応する。

限られた財源の重点配分、職員の意識改革、行政
の透明性の確保、市民へのアカウンタビリティ(説
明責任)への対応という観点から、行政評価システ
ムの導入が必要である。
しかし、導入に当たっては、評価自体が目的化さ

れ、職員に過度の負担がかかることのないような工
夫をしなければならない。

　後期基本計画の策
定に合わせ、施策レ
ベルでゴールや指標
を設定するなど、行
政評価の観点を導入
した。

    総合計画後期基本計画及び実行計画の策定において、ゴールや指標を設定するなど、
行政評価の視点を取り入れた政策評価を行った。

〔Ｂ項目〕 １４



平成17年度
実 施 計 画

53

図書館の管理運
営について
〔図書館〕

　平成１８年度から再開
発ビルへ移転となるが、
管理運営について検討す
ること。

　企画等管理業務を除き、本の貸し出し・整理等に
ついて民間委託を検討する。

　民間委託等につい
て実施計画を策定す
る。

　平成18年11月1日開館予定の新図書館への移転に伴い、返却図書の配架、書架の整
理整頓、書庫内資料検索、貸出返却など簡単な窓口業務の一部、蔵書点検補助を、市
民活動支援センターへ業務委託することを決定。平成18年10月1日から実施する。

54

青果市場の管理
運営について

〔農業農村課〕

　管理運営について民間
委託を含め検討するこ
と。

　指定管理者制度の導入について検討する。   守衛業務委託のう
ち、月曜日から金曜
日の８時３０分～１
１時を廃止し、市職
員で対応する。

・平成17年度より、守衛業務委託のうち月曜日から土曜日の8時30分～11時を廃止。
・臨時休場日の守衛業務委託の廃止。
・入荷量の公表業務委託について、守衛業務の一業務として扱うことで同意、6時～8
時30分の入荷量の公表業務委託を廃止し経費の削減を図った。
・管理運営について、指定管理者制度の導入、又は民間委託という方策が考えられる
が、運営において監督処分等の公権力の行使にかかる業務は、個別法の縛りにより他
者に委ねることが困難。
　県の担当課と協議したが、青果市場の指定管理者制度の導入等は、現時点では馴染
まないと県の意向が示されたが、国のガイドラインが示される予定があるので、それ
を踏まえて検討することとした。

55

公園(樹木)管理業
務

〔都市計画課〕

　公園(樹木)管理業務
は、(財)防府市公園緑地
協会に業務委託を行うと
ともに、シルバー人材セ
ンター等に委託すること
により一層の経費節減を
図ること。

  児童遊園管理業務のうち除草業務及び清掃業務の
一部について、知的障害者の作業訓練等を勘案し社
会福祉事業団（愛光園）へ委託するとともに、地元
自治会への委託を推進する。
　また、指定管理者制度の導入について検討する。

シルバー人材セン
ターに委託している
児童遊園管理業務の
うち除草及び清掃を
地元自治会等に委託
するよう協議する。

シルバー人材センターへ委託している児童遊園の管理業務のうち、除草・清掃業務
を地元子供会等（愛護会）へお願いし、15年度4箇所、16年度3箇所委託した。17年度
も3箇所予定していたが、いずれも地元の協力体制が整わないとの理由により、愛護
会の立ち上げは困難であった。
なお、経費節減のため、除草・清掃業務について作業内容の見直しを行い、効率化
を図った。
※18年度から、愛護会未組織で比較的規模の大きい児童遊園（日の出広場・記念モ
デル遊園）の除草・清掃業務を社会福祉事業団 愛光園へ委託して経費の節減を図る
こととした。

56

サイクリングターミ
ナル

〔観光課〕

　当面は、現状の施設を
保ちながら、施設の当初
の設置目的である宿泊研
修施設に加え、観光の宿
泊拠点施設としての利用
を直営で行うのものとす
る。
　なお、運営に当たって
は、広くＰＲに努めると
ともに、民間経営の感覚
を徹底し、効率化に努め
ること。
　また、今後の経営状況
の推移によっては、管理
運営の委託(民営化)及び
売却についても検討する
こと。

　当面は、現状の施設を維持しながら当初の設置目
的である宿泊研修施設に加え、観光の宿泊拠点とし
ての利用を直営で行う。
　運営に当たっては、ＰＲに努め誘客を図るととも
に、人件費節減や現有設備等の改修による経費の節
減に努める等経営の健全化、効率化を図る。
　また、民間委託や指定管理者制度の導入及び民間
への売却等を含めた施設運営に係る検討協議会等に
より方針を決定する。

　サイクリングター
ミナル支配人を広く
一般から公募し、新
たな顧客獲得に専念
させ、売上げ増を図
るとともに、より一
層の経費削減に努め
る。

・支配人を広く一般から公募し、積極的に利用者数増加及び経費節減に取り組んだ。
・平成16年度に引き続き、清掃係の業務内容、業務効率の徹底管理により清掃係の人
件費を削減した。
・灯油代単価高騰により燃料費は増えたが、電気・水道を徹底して節約し、光熱水費
を削減した。

57

老人憩の家の取
り扱いについて

〔高齢障害課〕

　老人憩の家の取り扱い
について検討すること。

①地区により利用状況にばらつきがあり、効率的運
用を図るため、対象者を老人に限定せず幅広い利用
方法を検討する。
②老人憩の家の指定管理者制度を導入する。
③指定期間終了後の各地区への譲渡について検討す
る。

　老人憩の家の指定
管理者制度を導入す
る。

　老人憩の家の指定管理者制度導入の準備をした。

１５ 〔Ｃ項目〕

〔Ｃ項目〕　（各部署で自主的に取組む項目）

１業務の効率化の推進　（１）民間活力の導入　①民間委託の推進

推　　進　　計　　画
目標
年度

推進計画策定指針取　組　項　目 平成17年度  実 施 状 況

１業務の効率化の推進　（１）民間活力の導入　②民設民営の推進



平成17年度
実 施 計 画

58

住宅修理業務

〔住宅課〕

　業務委託を推進するこ
と。

　小規模修繕を含む指定管理者制度導入を視野に入
れ調査検討する。

  小規模修繕の業務
委託を推進する。
（現行の給排水修繕
業務に加え、軽微な
電気及び建築の修繕
についても、業務を
推進する。）

・市営住宅の給排水施設の修繕等の管理業務について防府市上下水道事業協同組合と
委託契約を結んでいる。
　業務委託日と時間は下記のとおり
　　　1　防府市の休日に関する条例第1条に規定する市の休日
　　　2　上記以外の午後5時以後おおむね午前0時まで（緊急の場合はこの限りで
　　　　ない。）
・軽微な電気及び建築の修繕に関する業務委託については、同協同組合との協議を重
ねてきたが、経費面での問題があり、実施に至っていない。

59

庁舎清掃業務

〔総務課〕

　当面、公営施設管理公
社への業務委託を継続す
る。

　庁舎清掃の業務内容の見直しを行うとともに、段
階的にシルバー人材センターを含む民間業者へ切り
替える。
　なお、清掃業務の全てを一度に切り替えることは
困難であるため、清掃業務職員の定年退職の不補充
により年次計画を作成し、庁舎ごとに民間業者への
委託を行う。

　退職不補充により
年次的に民間委託
・公社５人
（１～３号館及び５
号館）

・シルバー人材セン
ター
（４号館及び議会
棟）

　庁舎清掃業務については、退職者の不補充により、1～3号館及び5号館を公営施設
管理公社5人で実施し、4号館及び議会棟をシルバー人材センターで実施。

60

市長車・助役車の
見直し

〔総務課〕

　市長車について、朝夕
の送迎は廃止し、時間外
については会議を除きタ
クシー対応とすることを
検討すること。
　助役車について、専任
運転手を廃止し、必要時
は当該業務担当課による
対応を検討すること。

　市長車について、朝夕の送迎廃止と時間外におけ
るタクシー対応については、１６年１１月から実施
している。また、休日等の行事についても秘書対応
を原則とし人件費の削減に努める。
　助役車については平成１６年度中に試行し、結果
を踏まえ平成１７年４月から専任運転手を廃止す
る。

１６

【助役車】
①専任運転手を廃止
する。

　市長車については、朝夕の送迎廃止、時間外はタクシー対応を平成16年度に実施。
助役車については、専任運転手の廃止を平成17年度4月から実施。

〔Ｃ項目〕 １６

推　　進　　計　　画

１業務の効率化の推進　（１）民間活力の導入　③業務委託の推進

目標
年度

取　組　項　目 平成17年度  実 施 状 況

１業務の効率化の推進　（２）事務事業の見直し　①業務の改善

推進計画策定指針



平成17年度
実 施 計 画

61

自治会一斉清掃
(川ざらえ)におけ
る土砂等の収集
運搬について

〔生活環境課
クリーンセンター〕

一斉清掃のゴミ収集は業
者へ委託しているが、６
割が樹木や草のため、自
治会がクリーンセンター
へ搬入するか、又は、ク
リーンセンターによる収
集を検討すること。

　川ざらえにおける可燃ごみは、土砂と分別し、袋
詰めにされたものについてクリーンセンターが収集
する。土砂等については、これまでどおり生活環境
課による業者委託での対応とする。

１６

草木等可燃物につい
ては、 少量の場合、通
常の収集日に指定袋で
搬出するか、実施され
た自治会自身によりク
リーンセンターへ搬入さ
れるようお願いと周知を
図る。大量の場合は、ク
リーンセンター若しくは
民間業者で対応する。
土砂等不燃物につい
ては、市内を２地区に分
け、各地区１業者に収
集運搬を委託し清掃集
中時期における迅速な
対応を図る。

迅速な回収を図るため前年度と同様に市内を2地区（草木等の収集運搬は別とす
る）に分け、それぞれの地区で業者を選定し収集運搬にあたる。
（参考）16年度申請件数　177件 　収集運搬にかかった経費 10,546,725円
　　　　17年度申請件数　228件　 収集運搬にかかった経費　9,721,950円

62

ボランティアで集
めたごみの収集
について

〔クリーンセンター
　　関　　係  　課〕

　ボランティアで集めた
ごみの収集について検討
すること。

　ボランティアによる清掃活動については自主搬入
を原則としているが、諸事情により運搬ができない
場合には、クリーンセンターによる収集運搬を行
う。ボランティアによる清掃活動をされる場合、事
前協議をお願いする。

１６

　推進計画どおりボランティアによる清掃活動に伴うゴミ収集・搬入については、状
況に応じてクリーンセンターが行っている。

63

クリーンセンター
の収集時間等の
適正化について

〔クリーンセンター〕

　クリーンセンターの収
集時間の適正化及び収集
回数の５回から６回への
変更を検討すること。

　クリーンセンターに廃棄物収集処理検討委員会を
設置し、平成１７年度を目標にコースの変更も含め
検討する。

１７

　廃棄物収集処理検
討委員会により、
コースの変更も含め
検討する。

　平成17年度において可燃ごみ収集体制の見直しを行い、これまでの収集車一日一台
当り5回収集を6回収集に改め、業務時間の適正化を図った。

64

小規模修繕につ
いて

 〔 監　 理　 課
　 住　 宅　 課
　 教委総務課 〕

　支出予定額が３０万円
未満の施設の修繕につい
て、小規模な修繕件数の
多い市営住宅及び学校を
限定とした指名登録につ
いて検討すること。

簡易な修繕工事であっても業者の信頼性や安全施
工確保の観点から一定基準を満たした業者への発注
を前提とし、新たな登録制度（小規模修繕契約希望
者登録制度）については今後の検討課題とする。
平成１７・１８年度建設工事入札参加資格を有す
る市内建設業者を対象に小規模修繕の受注希望調査
を実施し、市内建設業者の受注機会の拡大並びに公
平かつ透明な発注を促進するとともに、下位等級格
付業者及び小規模な個人業者を始め受注希望業者に
対し公平に発注されるよう業者選定について関係各
課へ周知を図る。

１７

建設工事入札参加資
格を有する市内建設業
者を対象に小規模修繕
の受注希望調査を実施
し、市内建設業者の受
注機会の拡大並びに業
者選定の公平かつ透明
な発注を促進するととも
に、下位等級格付業者
及び小規模な個人業者
を始め受注希望業者に
対し公平に発注される
よう業者選定について
関係各課へ周知を図
る。

市有施設の小規模修繕に係る登録業者名簿を作成するとともに、業者選定にあたっ
ては、特定の業者に発注が集中することがないように、事業所の所在地等地域性を考
慮すること、下位等級に格付けされた業者や経営規模の小さい個人業者も積極的に選
定の対象とすること、特別の事情により名簿登録業者以外に発注する場合は、事前に
監理課に協議することなどの取り扱い方法を定め、各課に通知した。また、未申請の
市内建設業者に対しては、随時受付する旨の通知を行い、受注を希望する業者を月単
位で登録している。（監理課）
特定の業者に発注が集中することがないよう、指名基準等の見直しを行い、市内建

設業者の受注機会の拡大と公平かつ透明な発注を促進するよう努めた。（住宅課）

65

上下水道料金一
元化

〔下水道管理課〕

　現行の上下水道料金の
徴収の一元化は、費用対
効果の視点に立って、さ
らに委託内容の充実を図
るとともに、一層の合理
化に努め、委託料を縮減
し、職員の削減を行うこ
と。

　委託内容の拡充とともに、それに伴う職員の段階
的な削減を図る。
　委託料については、平成１７年度から減額とな
る。
　なお、井戸水併用世帯の徴収一元化について検討
する。

　委託料を減額す
る。

　委託料の縮減について水道局に要請し、平成17年度より当分の間、委託料算定金額
の半額を支払うこととなった。井戸水併用世帯の一元化については、水道局とコスト
や業務量について、メリット・デメリット等を協議中。

１７ 〔Ｃ項目〕

取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画 平成17年度  実 施 状 況
目標
年度



平成17年度
実 施 計 画

66

土質調査（ボーリ
ング）資料の一括
管理について

〔林 務 水 産 課
 下水道建設課
 道   路   課  他〕

　既実施の土質調査
（ボーリング）資料につ
いては、事業完了後保管
されたままになっている
が、地理情報システム等
による一括管理により、
過去のデータを新しい事
業に利用することを検討
すること。

　地理情報システムに各課の土質調査箇所のデータ
を入力し、閲覧しやすいように管理保管する。

１７

　７課（林務水産課・農
業農村課・道路課・河川
課・住宅課・下水道建設
課・教委総務課）の土質
調査データ８９０件につ
いて、担当課・事業年
度・事業名・業者名等の
情報を含め、地図情報
システムへ調査箇所の
入力を完了する。
  詳細データについて
は、担当課において簿
冊での管理となる。

 農業農村課において、各課のボーリングのデータをとりまとめ、整備を完了した。

67

市民の参画と協
働の推進につい
て
〔企 画 政 策 課〕

市民の参画と協働を推進
するシステムの導入につ
いて検討すること。

　市民の参画と協働による、まちづくりの基本理念
等を明らかにする自治基本条例等の整備について検
討する。

　自治基本条例等の
整備について検討す
る。

  市民の参画と協働を推進するため、自治基本条例等の整備について検討した結果、
平成18年度において、市民参画懇話会を設置することとした。

68

社会教育団体の
団体事務局の設
置

〔生涯学習課〕

社会教育団体や市民活
動団体と行政との連携の
あり方について、引き続
き調査・研究を行うこ
と。

行政としては、社会教育団体との健全な協働を図
るうえから、また、団体間の連絡調整、ネットワー
クの維持、組織力の維持等、初歩的な支援が軽減さ
れ、事業実施で効率化が図れることから、社会教育
団体の集約化（団体事務局の設置）が望ましい。

・共催事業である
「民間指導者養成講
座（おやがめ教
室）」の改善。
・市子連の単独実施
をも含めて協議。

　市子連事務局と青少年係との業務の明確化による改善を検討し、事務量の軽減及び
人件費の削減、整理簿決裁の廃止を実施したほか、定例会・各種行事等への参加人員
の削減を行なった。
　また、団体の自立支援を推進するため、連合婦人会、PTA等の社会教育関係団体の
事務局を文化福祉会館内の社会教育関係団体事務室に設置することを検討させた。
（H.16年までに入っている団体は、防府市文化協会、防府ユネスコ協会、防府市子ど
も育成連絡協議会、防府スカウト協議会）
【進捗事項】
・市子連との共催事業である「民間指導者養成講座(おやがめ教室)」について研修部
会に検討を申し入れ、経過報告及び市子連の単独実施を含めて協議を行なった。（10
月）
・18年度予算見積り：市子連の単独事業として編成。（11月）　市子連理事会にて上
記事項を報告、来年度の事業展開について議事に付した。（平成18年1月）
・防府市連合婦人会の事務局を文福内の社会教育関係団体事務室へ設置（平成17年4
月）
・平成18年度からの小中PTA連合会の事務局の統合に併せて、各小中学校にあった事
務局を文福内の社会教育関係団体事務室へ移設予定（H18年4月～予定）

69

消防団員の見直
し

〔消防本部〕

　消防団員数について、
縮小する方向で検討する
こと。

　消防庁が改正した消防力の整備指針で消防団員数
に関する算定指標の設定等の基準を参考にして今後
の必要消防団員数を検討する。

　「消防団員に対す
る財政措置等の取扱
い及び消防団員の確
保について（通
知）」等を考慮し検
討する。

　団員数については、総務省消防庁が平成17年6月に改正した消防力の整備指針によ
ると、第38条で
①地域の通常火災に対応するための団員数
②武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく大規模災害
時等における避難誘導及び消火活動等に必要な団員数
　により算出することが示された。これに基づくと、防府市においては増員する必要
があるが、財政上の問題もあり、他市の動向も調査しながら、当面は平成18年度から
定数（408名）を確保する方向で検討し、公募を実施した。
　平成18年7月1日現在　団員数　404名

〔Ｃ項目〕 １８

１業務の効率化の推進　（２）事務事業の見直し　②事務処理の改善

推進計画策定指針 推　　進　　計　　画 平成17年度  実 施 状 況

２適正な組織・人事管理の構築　（１）組織機構の改善　③その他

２適正な組織・人事管理の構築　（２）人事管理の適正化　①職員数の適正化

１業務の効率化の推進　（３）市民の参画と協働の推進　①市民の参画と協働の推進

目標
年度

取　組　項　目



平成17年度
実 施 計 画

70

起債の抑制策の
続行

〔財政課〕

本市が直面している厳
しい財政状況に鑑み、引
き続き投資的経費を抑制
するとともに、大型事業
を計画的に推進するこ
と。

　投資的経費を抑制するとともに、大型事業を計画
的に推進し、後年度負担の軽減を図る。

　後年度に予測される大型事業を視野に入れているため、平成17年度決算ベースで
は、対前年比10.3％減となっている。今後も、引き続き中長期的な視野にたち、抑制
を続行する。

71

遊休資産の処分
について

〔財政課〕

　公共用地として利用計
画のない遊休資産(小規
模普通財産)について
は、毎年、期間入札を実
施し処分すること。
　また、まちづくりに重
大な影響を及ぼす遊休資
産については、関係課に
おいて早急に利用方針を
策定し、利用目的を明確
化すること。

　研究部会で取りまとめられた「遊休資産等利用実
施計画書」に基づく処分を実施していく。
　なお、遊休市有地については、処分方法の見直し
（公募抽選方式の導入及び不動産業者への斡旋委託
等）を検討する。
　また、大規模な遊休地については、企画課等と協
議し、土地が有効利用されるような処分をしていく
とともに、土地開発基金及び土地開発公社所有地に
ついては、中・長期財政見通しの中で措置してい
く。

①駅南土地区画整理
事業換地処分後用地
「駅南町」・「中央
町」、旧華浦小学校
教員住宅用地、南蛮
樋公有地の価格公示
による公売、及び不
動産業者への斡旋委
託を実施する。
②松原県営住宅跡
地、櫻馬場市営住宅
跡地、横入川市営住
宅跡地、新橋市営住
宅跡地、やはず園跡
地の一般競争入札に
よる公売を実施す
る。

　松原県営住宅跡地、上櫻馬場市営住宅跡地、横入川市営住宅跡地、新橋市営住宅跡
地、旧やはず園跡地の一般競争入札による公売を実施し、入札不調物件及び駅南土地
区画整理事業換地処分後用地「中央町」・「駅南町」、旧華浦小学校教員住宅用地、
南蛮樋公有地の価格公示による公売及び不動産業者への斡旋委託を実施した。
　駅南土地区画整理事業換地処分後用地「中央町」を公募抽選により、上櫻馬場市営
住宅跡地の一部を随意契約により、旧やはず園跡地を一般競争入札により売却した。

〔Ｃ項目〕 １９ 〔Ｃ項目〕

４　健全な財政運営　（２）適正な財産管理

４健全な財政運営　　（１）制度の健全化

平成17年度  実 施 状 況取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度



平成17年度
実 施 計 画

72

競輪事業の経営
改善について

〔競輪局〕

①場外発売の班体制の変
更による人員の削減
②開催日１日当たりの従
事員の削減
③前売りの職員の削減
④早朝前売り及び前売り
締め切り時間の変更
⑤出走表の入札
⑥休日の指定による時間
外勤務手当の削減
⑦特別観覧席の入場料金
を引き下げる。ただし、
現行無料の清涼飲料等を
有料にする｡
  等経営改善について検
討すること。

　競輪事業経営改善委員会を年２回程度開催し、包
括的に取り組む。取組項目に対する推進計画は以下
のとおりである。
①平成１６年度から場外土日の職員勤務体制を２班
制から３班制に変更し、延べ人員の削減を図ってい
る。
②適正配置・窓口の閉鎖等により、１日当たりの従
事員の削減を図る。
③前売り職員の削減について、駅前ＳＣ、外向前売
を含め検討する。
④早朝前売り発売開始時刻の繰下げについては既に
実施済み。外向前売の発売終了時刻については、売
上状況を分析したうえで検討する。
⑤出走表について、平成１６年度より本場開催分は
業者発注せずに自前で印刷している。場外開催分に
ついても翌年度以降検討する。
⑥休日勤務体制の見直し（２班制から３班制）とと
もに、代休指定可能なものは、全て代休振替とす
る。
⑦特別観覧席の入場料金を引き下げる。ただし、現
行無料の清涼飲料等を有料とする。

　競輪事業経営改善
委員会を開催し、包
括的、抜本的に検討
していく。
　特別観覧席の入場
料金を引き下げ、及
び清涼飲料等の有料
化を実施する。

① 平成16年度より実施済
② 平成17年度より、開催グレード別、開催日別（曜日）による従事員配置体制を確
立し、更なる見直しを行った。
③ 平成17年度において、前売発売従事員の出勤調整を行い、1日あたりの従事員数を
削減するとともに、従事員の休暇を確保した。
④ 発売開始時刻の繰下げについては実施済み。発売終了時刻の繰上げによる従事員
賃金の節減については検討中。
⑤ 平成16年度において、本場開催分、平成17年度においては、場外分の出走表を業
者印刷から自前印刷へ変更した。
⑥ 平成16年度から実施済み。なお、平成17年度においては、防府競輪運営事務協力
会において、平日場外開催時における出勤調整を実施した。
⑦ 平成17年度実施

73

新たな財源の検
討

〔財政課〕

　ミニ公募債の発行及び
各種基金の効率的な運用
を検討すること。

　ミニ公募債発行における課題について平成１６年
度中に情報収集及び分析を行い、平成１７年度にミ
ニ公募債発行についての意思決定を行う。
　基金の一般財源化については、事業内容等につい
て、予算要求及び予算査定の中で精査し、必要な財
源確保に努めていく。

　収支見通しの状況、
問題点等の整理結果
に基づいて、本市のミ
ニ公募債発行につい
て検討するも、メリット
が少なく、時期尚早と
考えられるため、ミニ
公募債は導入せず当
面現行のまま様子を
みる。

　ミニ公募債発行については、ロットの問題や費用対効果の検討の結果、運用効果が
少ないと判断した。
　なお、各種基金の効果的運用については、引き続き検討する。

74

スポンサー付きの
封筒について

〔市　民　課
　課　税　課　他〕

　市民が窓口で受けた住
民票等を入れる封筒にス
ポンサーを付けること
で、経費の節減を図る事
を検討すること。

　市民窓口で住民票等の交付を受けた際に、その書
類を入れて持ち帰るための封筒にスポンサーを入れ
ることで経費の節減を図る。

１７

   ９月にスポンサー付き
封筒作成業者と覚書を
締結し、10月末納品。
11月1日から本庁および
出張所で使用開始。
効果額　138千円（5ヶ月
分）

   平成17年11月1日より導入。市民課、課税課および出張所（10箇所）の窓口でおも
に使用している。また、保険年金課、高齢障害課等使用を希望する課に配布してい
る。

75

自治会によるガレ
キ自主搬入に対
する補助金につい
て

〔クリーンセンター〕

　自主搬入に対する補助
金を廃止若しくは減額
し、「ワンニャンカー」
設置に対する補助金等へ
振り替えることを検討す
ること。

　本補助金の減額または廃止は即ち自主搬入制度自
体の廃止へと繋がり影響が大きい。
　平成１７年度以降、本制度の存廃を含め慎重に検
討していく。

　制度の存続を含め
慎重に検討する。

　自主搬入制度の意義及び課題の研究を進めたが、現在この自主搬入を実施している
自治会は68団体あり、廃止することについては多大な影響があると思われるので、制
度自体については当面存続することとした。
　なお、補助額については平成18年度において慎重に検討することとした。

〔Ｃ項目〕 ２０

４健全な財政運営　　（３）特別会計の健全化

推　　進　　計　　画

４健全な財政運営　　（５）支出の適正化　①補助金の適正化

取　組　項　目 推進計画策定指針

４健全な財政運営　　（４）収入の確保　②その他

目標
年度

平成17年度  実 施 状 況



平成17年度
実 施 計 画

76

電力供給の契約
について

〔総　　務　　課
 競　　輪　　局
クリーンセンター〕

　電力供給の自由化に伴
い、競争入札による契約
を検討すること。

　一般競争入札による契約方法を調査・研究し、平
成１７年度を目途に実施する。
　下水道関係における電力供給の契約については、
平成１７年度以降の維持管理業務に係る包括的民間
委託の契約締結を検討する中で、受託業者と電力供
給業者との直接契約が可能かを検討する。

１７

　一般競争入札によ
る電力供給契約への
移行

  17年度より、総務課、競輪局、クリーンセンターの電力供給契約については、一般
競争入札による契約方法を採用した。
  17年度より、下水道関係（浄化センター、ポンプ場）の電力供給の契約について
は、維持管理業務の受託業者と電力供給業者との直接契約とした。

77

電話関係業務の
見直し

〔総務課〕

　ダイヤルイン番号の増
設による交換業務の縮小
及び電話契約の見直しを
検討すること。

①ダイヤルイン電話の増設が電話交換件数の減少に
つながるか、既に実施している他市の状況を調査す
る。
②現在、市内・県内・県外・国際電話の電話回線に
ついて、ＮＴＴ１社と契約しているため、故障時の
対応が１社で済むが、いわゆる第二電電業者との契
約をした場合、故障時等の対応に問題がないか調査
する。
以上の調査に基づき、交換業務の縮小及び電話契約
の見直しを検討する。

１８

①電話交換機の再
リース
②ダイヤルイン電話
増設及び一般市民へ
のダイヤルイン利用
促進通知

①電話交換機については、平成16年度でリース契約は終了したが、再リースをせず、
単年度契約による更新を実施。
②全ての課にダイヤルイン電話機を増設するとともに、各課のダイヤルイン電話番号
簿を市内全世帯に配布した。
③他事業者との比較検討については、市内、市外、県外等の単価の違い、各事業者の
サービスの方法及び単価の変動等多岐にわたるため、今後も調査検討を要する。

78

オンライン延長に
ついて

〔電算統計課〕

　オンラインの延長は24
時までだが、予約したに
もかかわらず、早く終了
するケースもある。22時
までを原則とすることを
検討すること。

①原則として、22時以降及び週休日のオンライン延
長は認めない。
②止むを得ずオンラインの延長を申請する場合、所
属長の確認印を押印した延長理由書を提出させる。

１６

　平日のオンライン
延長をさらに平均１
時間短縮する。

　22時以降にオンライン利用申請をする課は、その延長理由書を提出することとした
ため、申請は、16年度と比較して減少。加えて、延長に伴う電気料金の削減に効果。
　繁忙期の一部の課は、22時以降の申請が見受けられるが、これらの課にも協力を得
られるよう、オンライン延長の22時厳守を継続する。

79

電算機器等の経
費の節減につい
て

〔電算統計課〕

　電子計算機器導入以来
行ってきたレンタル契約
からリース契約に移行す
ることで経費節減を図
る。また、機器の買取
り、ソフトの選択につい
ても検討すること。

　平成１８年度を目標最終年度に電算機器等のレン
タル契約からリース契約に移行することで経費節減
を図る。
　また、機器の買取りやパソコン搭載ソフトの必要
度に応じたバージョン選択を行い、３年リース契約
機器は再リースする。

１６

　パソコン約８０台
及びサーバ、通信機
器等をリースへ切り
替え。
　介護認定システム
のリースによる更
新。

　17年6月末でレンタルPC82台を解約し、新たに導入するPCを含め133台を入札し、7
月1日契約で4年リースとした。
　　　レンタル機器解約額：　1,167,285円／月（6月31日解約）
　　　リース機器契約額：　　　702,450円／月（7月1日契約）
　併せて、通信機器であるネットワークハブのうち、基幹系ハブを除く末端のハブ82
台を解約し買取した。ハブ買取で年額1,881,600円の節減となった。
　17年11月末でレンタル機器（SV04,05及びOCR機器）を解約し、SV04,05については
機器を更新し、OCRについては現行機種のまま、リース契約により、12月1日契約で4
年リースとした。
　　　レンタル機器解約額：　312,270円／月（11月30日解約）
　　　リース機器契約額　：　230,160円／月（12月1日契約）
　18年3月末でレンタル機器（介護認定システム機器）を解約した。新規の機器につ
いては、高齢障害課で契約している。
　　　レンタル機器解約額：　59,760円／月（3月31日解約）

２１ 〔Ｃ項目〕

推　　進　　計　　画推進計画策定指針

４健全な財政運営　　（５）支出の適正化　②経費節減の推進

平成17年度  実 施 状 況
目標
年度

取　組　項　目



平成17年度
実 施 計 画

80

国民健康被保険
者証・国民健康保
険高齢受給者証
の回収方法につ
いて

〔保険年金課〕

　現行、期限切れの被保
険者証については、返信
用封筒を同封し回収して
いるが、各被保険者によ
る廃棄を検討すること。

　期限切れの国民健康保険被保険者証について、平
成１６年度から返信用封筒同封による回収方法を改
め、自主廃棄等に切り替えた。
　国民健康保険高齢受給者証についても、平成１７
年度から実施する予定である。 １６

　国民健康保険高齢
受給者証回収(△100
千円)

  国民健康保険高齢受給者証の回収をやめ、自主廃棄に切り替えた。

81

国保無受診世帯
表彰制度の廃止
について

〔保険年金課〕

　１年以上医療給付を受
けていない国保料完納世
帯に対し贈答品を渡し表
彰しているが、制度の存
続について検討するこ
と。

　平成１７年度から廃止する方向で検討するが、平
成１７年度以降段階的に廃止することも視野に入れ
検討する。

１７

　１年間無受診世帯
表彰は廃止。２年
間、３年間以上の無
受診世帯表彰は１８
年度以降段階的に廃
止を検討する。

　1年間無受診世帯表彰を廃止し、2年間と3年間の無受診世帯表彰を実施した。

82

国保協力員の廃
止

〔収納課〕

　口座振替を推進するな
かで、国保協力員の廃止
を検討すること。

　　国保協力員は平成１６年度現在４３名で、その
内３０名が介護保険協力員も兼ねている。協力員が
保険料の徴収を担当する対象世帯・個人は、国保
1,011世帯、介護126人である。
　協力員が保険料を徴収する世帯等は納付意志を持
つ市民に限られており、納付困難世帯等は対象とし
ていないので訪問徴収を継続する積極的な根拠は見
当たらない。加えて、保険料は前年の所得などで算
定されることから、納付書配布を通して各世帯･個
人の所得水準を知りえるためにプライバシー保護の
面でも改善の必要があった。
　以上の点から､口座振替への切り替えを推奨､誘導
するなかで協力員制度を廃止して行けば、収納率の
低下を来たさず徴収コストの削減が可能と判断でき
る。
　100世帯以上を受け持ち､貴重な副業として長年協
力いただいている方もある。廃止については本市の
財政状況や廃止の方針について充分説明し理解を得
て、平成１７年度から１９年度までの３年間に口座
振替への移行に協力いただきながら実施する。

　口座振替目標
　　２００件

5月～6月
①協力員説明会で制度廃止の理解・協力を求める(出席協力員17名)
②団体扱いの内、団体長(自治会長･婦人会長)に文書で概要報告
③協力員が配布する国保納入通知書に制度廃止に係る文書同封

12月～1月
　団体長(19団体)・協力員(18人)を戸別訪問、被保険者の口座振替移行の進捗を聞き
取り調査。

平成17年度
　協力員の減　37人　→　21人　16人の減
  郵便振替移行　225人
  被保険者の減　267人

〔Ｃ項目〕 ２２

取　組　項　目 推進計画策定指針 推　　進　　計　　画
目標
年度

平成17年度  実 施 状 況



平成17年度
実 施 計 画

83

と畜場業務

〔生活環境課〕

　と畜場業務は、廃止の
方向で検討すること。

　運営面について関係団体と委託等の方法を考えて
効率化について検討する。引き続き他の自治体と協
議し、県による施設設置を再度陳情していく。
　なお、廃止した場合、一般会計からの繰り入れは
減になるが、過去周辺同施設が廃止したことによっ
て補償金問題が発生しており、防府市が廃止する場
合においても一時的に莫大な補償金の支出が必要に
なることから、当分の間は継続し、関係者と協議し
ていく。

　推進計画に沿い検討を行う。経費の削減を図り効率的な運営を進めた。

84

選挙の投票時間
について

〔選挙管理委員会〕

　投票率を考慮する必要
はあるが、選挙の投票時
間を繰り上げて、７時か
ら１８時までとすること
を検討すること。

　平成１０年度から投票終了時刻が午後８時までに
延長された。平成１５・１６年度実施の選挙におい
て、全投票者に占める午後６時から午後８時の投票
者の割合の平均は１２％を超えている。ただし、改
正前後の投票率をみると、市長・県知事・県議会各
選挙は逆に低下しており、その他の選挙についても
一部上昇がみられるものの波があり、投票時間延長
により投票率が上昇したとは言い難い。
　したがって、投票終了時刻の繰り上げについて、
市選挙管理委員会に対し検討を要請すると共に、県
内市町村に検討を呼びかける。

　検討した結果、現時点での推進は困難である。

85

介護保険事務の
窓口一本化

〔高齢障害課
 保険年金課
　職　員　課〕

　保険年金課及び高齢障
害課が所管している介護
保険業務を統合し、窓口
の一元化について検討す
ること。

　本来、保険年金課介護資格係と高齢障害課介護保
険室の業務は統合して行なうべきであり、介護資格
係については、市民課に近いことが市民の利便とな
ることから、介護保険室が４号館へ移動することが
考えられるが、スペースの確保が困難であること、
及び平成１８年度から始まる新予防給付については
高齢者福祉係との連携が必須であることから現高齢
障害課を離れる事は出来ない。介護資格係が１号館
に来ると市民サービスの低下になること等勘案し、
現行のまましばらく様子をみる。

　市民の利便性の観点から、介護資格係は市民課に近いことが不可欠の条件であ
る。この条件をクリアするための検討を続けてきたが、現状では介護保険室と統合
するだけのスペースを確保することは困難である。
（今後の予定）
　介護資格係と市民課の距離が離れると、市民サービスの低下になるため、現行の
まま様子をみる。

86

文化振興財団と
スポーツセンター
の統合について

〔生 涯 学 習 課
 スポーツ振興課〕

　文化振興財団とスポー
ツセンターの統合につい
て検討すること。

　両財団の整理統合について検討した結果、社会体
育の振興や芸術文化の醸成、科学教育の振興など両
団体が有する専門的業務についてはそれぞれが対応
する方が望ましく、業務活動の特殊性が異なるため
当面の間統合しないこととする。

　業務内容の特殊性が異なるため、当面の間統合しないこととする。

87

道路、水路、急傾
斜地工事等に係
る受益者負担金
徴収の統一

〔農 業 農 村 課
　林 務 水 産 課
　下水道建設課
　河　　川　　課
　道　　路　　課〕

　施工主体が地元の場合
の補助金、施工主体が市
の場合の受益者負担金の
あり方について、公・民
の負担割合の適正化の観
点から引き続き検討す
る。

　当面は現状維持とするが、今後、他事業との調整
を図りながら官民の負担割合の適正化について検討
する。

  当面は現状維持。

２３ 〔Ｄ項目〕

目標
年度

取　組　項　目 平成17年度  実 施 状 況

〔Ｄ項目〕　（なお検討を要す項目）

推進計画策定指針 推　　進　　計　　画



平成17年度
実 施 計 画

88

庁舎の光熱水費
の見直しについて

〔総　　務　　課
　生 涯 学 習 課〕

　庁舎の光熱水費関係へ
のＥＳＣＯ（エスコ）事
業導入による経費節減を
検討すること。
　また、現行公会堂と文
化福祉会館を一体とした
電気供給契約だが、公会
堂については分離し、例
えばコージェネレーショ
ンシステム施設導入につ
いて検討すること。

　ＥＳＣＯ事業実施に向けた調査及び研究を行い、
その結果に基づき実施の可否を検討する。
①先進事例の調査・研究
②ＥＳＣＯ事業及びＰＦＩ事業の調査・研究
③市役所本庁の設備及び光熱水費関係資料の整備
④コージェネレーションシステム施設単独導入の調
査・研究
⑤公会堂についても、コージェネレーションシステ
ム導入の調査・研究

①ＥＳＣＯ事業及び
ＰＦＩ事業の調査・
研究
②コージェネレー
ションシステムの調
査・研究
③ＥＳＣＯ事業実施
の可否検討
実施決定の場合
④ＥＳＣＯ事業の計
画（案）作成
⑤入札・契約方法の
検討

　コージェネレーションシステム（発電廃熱の有効利用システム等）の調査・研究
を実施し検討の結果、コージェネレーションシステムは高額な初期投資が必要で費
用対効果を考えると現状では期待できないが、引続き導入の可能性について調査・
研究を行うこととした。

〔Ｄ項目〕 ２４
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平成17年度  実 施 状 況取　組　項　目 推進計画策定指針


