
第1章　行政として担うべき役割の重点化

第１節　民間委託等の推進

△ 1,920 3,438 1,518

項目名 民間委託推進の指針「ガイドライン」の策定

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－
検討

方針決定

実施
（ＳＥ1名委託、職員

1名削減）

経済効果(千円) ・経済効果・目標は別途、各実施課所室が記載

所管 項目コード １－１－０２０２－００２

平成１７年度中に 本市が外部委託を推進するに 調査実施により 施設の管理運営について一部業務委託化

実施中

備考

プログラム事務の民間委託化の検討

経済効果(千円) 3,036

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考
経済効果額について、平成１９年度はマイ
ナスとなっているが平成２０年度以降プラ
ス計上される。

実施中

実施
（ＳＥ1名委託、職員

1名削減）

所管 項目コード １－１－０１０６－００１

実施目標

Ｈ１９実績 Ｈ２０

高度な専門知識を有する業者にプログラムの開発・改修を
委託することにより、迅速・的確なプログラムの維持管理体
制を確立する。また、業務の縮小化により人員配置の見直
しを行い、行政事務の効率化を図る。

項目名

実施状況

実施状況 実施中 実施中

検討中

Ｈ２１

ホストコンピュータシステムのプログラム事務を専
門業者へ委託することについて、平成１８年度に方
針決定を行い、平成１９年度より順次実施する。
（平成１９～２１年度までにＳＥ３名を委託し、職員４
名を削減する。）

継続的見直し
・点検実施

調査実施

Ｈ１７実績

所管

実施目標

項目名

実施
（ＳＥ1名委託、職員

2名削減）

総合政策部情報政策課

総務部行政管理課

総務部行政管理課

１－１－０２０２－００１項目コード

H１８実績

実施計画

実施効果

平成１７年度から毎年すべての施設の利用効率を
含む利用状況及び管理形態について調査を実施
し、その結果に基づき見直しを行うとした施設につ
いては、集中改革プランに計上し進捗管理を行う。

実施効果

調査実施により、施設の管理運営について一部業務委託化
を促進するものであり、次の効果を期待している。①コスト
削減・運営の効率化・事務処理の迅速化
②サービス水準の向上③自治の充実④雇用・就労の創出
⑤専門知識・技術の活用

準備中

すべての施設について管理のあり方の検証（一部業務の民間委託化）

所管 項目コード １－１－０２０４－００１

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

調査・検討
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

方針決定

項目名 給与事務の民間委託の検討

１－１－０２０３－００１所管 項目コード

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

策定
継続的見直し

・点検実施

Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施目標

平成１７年度中に、本市が外部委託を推進するに
当たっての進め方の手順、留意事項などを体系的
に示した、「下関市外部委託推進ガイドライン（仮
称）」を策定する。

実施効果

調査実施により、施設の管理運営について一部業務委託化
を促進するものであり、次の効果を期待している。①コスト
削減・運営の効率化・事務処理の迅速化
②サービス水準の向上③自治の充実④雇用・就労の創出
⑤専門知識・技術の活用

経済効果(千円)

総務部職員課

実施状況 検討中

項目名 電話交換業務の民間委託

総務部管財課

検討済

実施状況 実施済

実施目標

給与事務の外部委託を検討し、平成19年度までに
費用対効果の観点も含めた結論づけを行う。

実施効果

外部委託することにより、事務の軽減を図る。

備考

平成２２年度までに電話交換業務を民間に完全委
託する。
（退職に伴なう段階的民間委託化の実施）

検討中

順次実施
（退職者1名）

Ｈ２０ Ｈ２１

費用対効果の観点から検討を行ったが、スケールメリットとして外部委託する効果が生じないため民間委託を実施しないこととした。

実施目標

実施計画

実施効果

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

大幅な人件費削減となるとともに、専門的知識を有する者
の継続的確保を行うことで、問合せ等に的確に対応でき、
市民サービスの向上となる。

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

（退職者2名）

実施中　 実施中
44,627

実施中

（退職者1名）

14,872

（退職者2名）

4,7175,083 5,083経済効果(千円) 14,872

２－１
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実施効果

協議・検討

1園実施（職員1
名削減）

（嘱託職員2名
減）

－

Ｈ２０ Ｈ２１

平成２１年度から、給食調理業務を効率的、継続的
かつ安定的に遂行するため、全園を対象に見直し
をし、委託による運営の効率化が達成できる園から
順次給食調理、洗浄及び清掃等の業務の民間委
託を実施する。（合併以前から豊浦地区の保育所
では給食調理業務の民間委託を実施してきた。ま
た、他園では保育所給食調理員の退職者数に応じ
て嘱託職員により対応してきた。）

実施状況 準備中 実施済

－ －

保育所給食調理業務の民間委託

実施目標

・初年度は新設する豊北保育園で実施を
検討。
・毎年度実施に当たっては、労働組合との
協議が必要

１－１－０７０５－００１所管 福祉部こども課

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

給食内容は現状を基本としつつ、運営経費の効率を図るこ
とによって財源が確保でき、施設改善等の給食環境整備が
進められ、給食内容の維持向上に努めていくことができる。

1,573 1,573 6,341経済効果(千円) 1,622 1,573

項目コード

備考

検討・協議 実施

Ｈ２０ Ｈ２１

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

項目名 下関市心身障害者スポーツ大会開催事務の委託

実施目標

平成18年度に、下関市心身障害者スポーツ大会開
催事務を社会福祉協議会に委託する。

実施効果

社会福祉協議会は、下関市障害者スポーツセンターの指定
管理者（平成１６年２月～平成１７年３月：平成１７年４月～
平成２２年３月）として、障害者スポーツ指導員を中心に管
理運営を行っており、日頃から障害者に接し、障害者スポー
ツを担当している職員ならではの視点や配慮を生かした大
会運営が効率的に行える。

項目コード １－１－０７０４－００１所管 福祉部障害者支援課

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

Ｈ２１ 備考

調査・検討 方針決定

189,228

実施目標

平成２１年度までに火葬場の管理業務の外部委託
を検討する。

実施効果

火葬業務を一括で委託することにより職員の効率的な配置
ができる。　日々の整備などより高度な設備管理が可能とな
る。

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０

50,946 94,614 152,838

実施効果

検討中 検討中 検討中

実施目標

実施状況

所管 環境部クリーン推進課

実施状況 準備中 実施中 実施中

項目名

実施状況 ー ー ー

経済効果(千円)

項目名

減）

487,626経済効果(千円)

備考

－
順次実施

（欠員不補充）
△7名

（欠員不補充）
△6名

（欠員不補充）
△8名

（欠員不補充）
△5名

毎年度実施に当たっては、労働組合との
協議が必要

Ｈ２０ Ｈ２１

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

経済効果(千円)

１－１－０８０１－００１所管 保健部総務課

人件費の削減により、コストパフォマンスが図られるととも
に、民間事業者の事業活動の提供をおこなうことができる。

１－１－０９０３－００２

ごみ収集業務の民間委託化等、効率的かつ安定的な収集体制の確立
環境整備員の新規採用を平成１４年度４月採用か
ら抑制しているが、定年退職者等の欠員補充をせ
ず、効率的かつ安定的な収集体制の確立に努める
とともに、順次民間事業者への委託をすすめてい
く。
　平成１８年度～２１年度　延２６人

項目コード

旧4町における斎場の管理の民間委託の検討

項目コード

4,7694,769

２－２
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・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
準備中 準備中

経済効果(千円)
実施状況

調査・検討
方針決定

実施準備

準備中

備考

自然教室開催業務の民間委託

実施目標

市が養成した講師（環境リーダー）が、親子自然教
室、水辺の教室、環境教室(出前講座)などの環境
教育を実施する体制づくりを行う。

実施効果

・職員が専門知識を習得するための旅費等の経費削減。
・平成２０年度より、自然教室等の実施に係る事務につい
て、NPOなどに委託(検討)することで、職員人件費の削減を
行うことができる。

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

項目名

Ｈ２１

－

項目コード １－１－０９０１－００２

Ｈ２０

実施

埋立業務については、平成23年度からを
予定

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－
調査・検討
方針決定

一部実施
（選別業務）

Ｈ２０ Ｈ２１

項目名

備考

吉母管理場における搬入物の選別及び埋立業務（一部）の民間委託

実施目標

吉母管理場における搬入物の選別及び埋立業務
（一部）委託実施を検討する。

実施効果

吉母管理場に搬入される廃棄物の中には、解体時の作業
を行い、さらに選別をかけることで、焼却処理及びリサイク
ル可能になるものが多量に含まれており、現業職員の手で
その選別作業を行っているが、この解体選別作業を一連の
業務として外部に委託することで選別の徹底を図り、 終処
分場の延命及びリサイクルの促進を図る。また埋立業務の
一部も委託により行うことで、職員人件費の削減を図る。

実施計画

項目コード １－１－０９０４－００１所管 環境部環境施設課

所管 環境部環境政策課

180 4,250 9,490

備考

調査・検討
方針決定

実施

実施目標

下関市内の計量検査業務を社団法人山口県計量
振興協会に委託する。

実施効果

定期検査業務の委託は、民間に委託できるものは委託する
ことにより、これまで十分対応できなかった立ち入り検査等
の業務を強化する。
これを通じて、工業係が実施している企業立地推進業務（Ｈ
１７．１０．１推進室設置）や工業振興業務の充実強化をは
かるものである。

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施状況

Ｈ２０ Ｈ２１

準備中

準備中 実施済実施状況
946 946946946 3,784経済効果(千円)

項目名 計量検査業務の民間委託

11,334 11,334 11,334

項目コード

実施中

勤労者福祉施設管理運営業務（文化講座）の民間委託

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施

実施目標

指定管理者制度導入を契機として、指定管理者が
勤労者福祉施設の文化講座開催業務を行う。

実施効果

市広報を通じたPR以外の講座開催業務（講座企画や講師
謝礼支払等の実務）について、指定管理者が一元的に実施
することにより効果的な事業の実施が図られる。なお、勤労
婦人センターについては、市の直営施設であるため、従前
どおり市において実施する。

項目コード １－１－１００１－００２所管 観光産業部商工振興課

項目名

準備中 実施済
経済効果(千円) 281 4,779

Ｈ２０ Ｈ２１

１－１－１００１－００１

34,002経済効果(千円)

所管

実施状況 －

観光産業部商工振興課

２－３
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実施計画
検討 実施

平成19年度方針決定により、民間委託より
嘱託職員とした場合の方が、有効であると
判断したため嘱託化することとした。

実施
（職員2名・従業員
11名削減、9名民

間委託）

（職員1名・従業員1
名削減）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績
・整備業務の民間委託を進め、整備職員・
従業員を１６名削減する一方、民間への業
務委託で従事者を１２人に抑える。

実施状況

実施目標

平成１８年度より、競走用ボート及びモーター整備
に関する業務等の一部民間委託を開始する。

実施効果

特殊業務があるので、民間委託をした方が効率的な運用が
できる。それに伴い業務に従事する人数を減らすことができ
るので、整備等業務従業者の人件費に対し委託料の方が
経費を抑えられる。

（1名民間委託） （職員1名削減、1名
民間委託）

項目コード

Ｈ１７実績 H１８実績

検討中 実施済

備考Ｈ２０ Ｈ２１

経済効果(千円) 5,276
実施状況 検討中

所管 観光産業部観光施設課

15,8285,276 5,276

項目コード １－１－１００３－００１

モーターボート競走施行に関する業務の民間への委託

準備中 実施中 実施中

委託計画
の策定

項目名

１－１－１１０１－００１

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

所管 競艇事業局競艇事業課

項目名 下関市市民農園業務の一部の民間委託化

実施目標

下関市市民農園業務の一部を民間委託化すること
を検討する。

実施効果

総務省指針に基づく職員数５．７％以上の純減の実現に寄
与するとともに、人員配置の適正化を図る。

Ｈ１９実績

11,853 41,298経済効果(千円) 5,295 14,575 9,575

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

①適当なNPO等への委託が困難、②投入する経費に対して目に見える削減効果が得られない、③新たにイベント性を付加し、市民の注目度を高め
ていく方針としたこと等により、民間委託拡大の方向ではなく、現在同様に市が直接管理した上で、業務の効率化を目指していくことに方針決定し
た。

実施状況 検討中

実施状況

H１８実績

実施計画

Ｈ１７実績

検討済

備考

項目名 西華街ウォールペイント業務の民間委託の拡大

実施目標

平成１７年度より委託範囲の拡大について検討し、
委託先（ＮＰＯ等）の調査・協議等を行い、担当職員
の0.3人／年分の業務を外部委託することを目標と
する。 実施効果

民間委託による人件費の削減効果

経済効果(千円)

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
実施状況 検討中 検討中 準備中

Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

調査・検討 方針決定

経済効果(千円)

港湾局振興課 項目コード １－１－１６０２－００１所管

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査・検討 方針決定

Ｈ２０ Ｈ２１

項目名

備考

公共工事の管理監督等の民間委託の検討

実施目標

公共工事の管理監督等の外部委託について、その
実施の可否を検討し平成１９年度中に方針を決定
する。

実施効果

厳しい財政事情の下、限られた財源を有効に活用し、効率
的な公共事業の執行を通じて良質な社会資本整備を進め、
住民の福祉等の向上に資する。

実施計画

項目コード １－１－１３０１－００１所管 建設部道路建設課

準備中 実施中 実施中

２－４



第1章　行政として担うべき役割の重点化

第１節　民間委託等の推進

教育委員会学校安全課

経済効果(千円) 62,231 79,452
実施状況 検討中 検討中 準備中

17,221

Ｈ２１ 備考

協議 協議・検討
順次実施

（豊浦共同調理
場）

・初年度は職員5名、嘱託3名で実施。
・毎年度実施に当たっては、労働組合との
協議が必要

項目コード

実施目標

学校給食調理員の退職者数に応じて順次給食調
理、洗浄及び清掃等の業務の民間委託を実施す
る。実施時期は平成２０年４月からを目標とする。

実施効果

給食内容は基本的に変えることなく､運営経費の効率を図
り、それによって得られる財源で､給食、ランチルームの設
置や給食食器、調理器具の改善などの給食環境整備を進
めていく。

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０

１－１－２３０１－００１
項目コード １－１－２３０７－００１

項目名 学校給食調理業務の民間委託

所管
教育委員会教育政策課

２－５



第1章　行政として担うべき役割の重点化

第２節　指定管理者制度の活用

実施状況 実施中 実施中 実施中

H１８実績

項目名 すべての公の施設について管理のあり方の検証（指定管理者制度の導入）

実施目標 実施効果

平成１７年度から毎年すべての施設の利用効率を
含む利用状況及び管理形態について調査を実施
し、その結果に基づき見直しを行うとした施設につ
いては、集中改革プランに計上し進捗管理を行う。

調査実施により、施設の管理運営について指定管理者制度
導入を促進するものであり、次の効果を期待している。①コ
スト削減・運営の効率化・事務処理の迅速化
②サービス水準の向上③自治の充実④雇用・就労の創出
⑤専門知識・技術の活用

項目コード

項目名 旧下関市内６漁港（吉見・吉母・安岡・王喜・蓋井島・六連島）の指定管理者制度の導入の検討

実施目標

　六連島漁港につき、平成20年度より漁港施設及
び係船等に関する管理については指定管理者制
度を導入し、吉見・吉母・安岡・王喜・蓋井島漁港に
ついては、平成21年度以降に導入する。 実施効果

Ｈ１７実績

平成１８年度中
導入施設

１０１施設

経済効果(千円) ・経済効果・目標は別途、各実施課所室が記載

所管 １－２－１２０３－００１

Ｈ２１

農林水産部水産課

所管 項目コード

継続的見直し
・点検実施

平成１７年度まで
導入施設

３施設

１－２－０２０２－００１総務部行政管理課

備考
・平成１９年度以降導入予定及び導入検
討施設については、下記のとおり
〔導入予定〕
吉見漁港、吉母漁港、安岡漁港、王喜漁
港、蓋井島漁港、市営住宅、細江町三丁
目地区社会複合施設
〔導入検討〕
乃木浜総合公園、美術館、長府博物館
【指定管理者制度導入施設】参照

Ｈ２０

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考Ｈ１９実績

指定管理者制度を導入することにより、漁港施設等に係わ
る職員による日常点検管理業務等に要する時間の節減化
及び災害時における早期の対応が可能になる。

平成１９年度中
導入施設

３施設

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査実施

公募
指定管理者決定

実施目標

平成21年4月から市営住宅の管理について、指定
管理者に管理を委ねる。これにより受付業務、確認
業務などの単純事務や補助的事務及び従来は
（財）下関市住宅管理公社が行っていた収納業務
などを指定管理者が行うこととなる。
指定管理者制度の導入に伴い、（財）下関市住宅
管理公社は平成21年3月末日をもって解散する予
定で、その後、清算事務の終了により同公社は廃
止となる。

実施効果

H１８実績Ｈ１７実績

検討中 準備中
経済効果(千円)

市営住宅の管理に民間事業者等の持つ能力・ノウハウを活
用して、多様化する入居者などのニーズに、より効果的・効
率的に対応し、サービスの向上と経費の節減等を図る。
また、指定管理者制度の導入により役割を終えた（財）下関
市住宅管理公社を廃止する。

実施状況

項目名

実施計画

１－２－１４０３－００１所管 都市整備部公園緑地課

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

項目名

項目コード

乃木浜総合公園の指定管理者制度の導入の検討

Ｈ２１Ｈ１９実績 備考

実施効果

指定管理者制度を導入することによる経費の節減及び市民
サービスの向上が期待できる。

準備中

実施目標

公園内の運動施設等の適正な管理区分について、
所管替を含めた検討を行い、維持管理の効率性を
踏まえた上で、指定管理者制度の導入、公園管理
者以外の者の管理及びその受け皿となる管理団体
について調査・検討を行う。

実施状況

H１８実績 Ｈ２０

－ 方針決定

項目コード

準備中

Ｈ１９実績 Ｈ２０

市営住宅への指定管理者制度等導入の検討

Ｈ２１ 備考

検討中

調査検討

検討中

指定管理者によ
る管理

H１８実績

検討 導入準備

Ｈ１７実績

実施計画 一部実施
導入準備

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

１－２－１３０４－００１

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

Ｈ１９実績

建設部建築住宅課

実施計画
調査・検討－ 方針決定

所管

Ｈ１７実績

２－６

実施状況 検討中 検討中 検討中
・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの経済効果(千円)



第1章　行政として担うべき役割の重点化

第２節　指定管理者制度の活用

備考

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

実施効果

実施状況 検討中 検討中 検討中

実施計画

Ｈ１７実績

１－２－２３０９－００１

項目名

実施目標

調査・検討

経済効果(千円)

実施効果

平成18年度に事業者の選定を行い、旧施設の解
体、新施設の設計・建設を実施し、平成21年度中の
開館を目標とするとともに、施設の管理・運営につ
いて指定管理者制度を導入する。

備考

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
実施状況 －

一括発注方式の導入により、より経済的かつ効率的な施設
の整備運営が実施でき、また市民サービスの観点からも良
質なサービスが提供できると考えられる。なお施設の維持管
理・運営については、指定管理者制度を活用し、事務の効
率化を図る。実施目標

管理運営費などの経費の節減が期待できる一方で、教育文
化施設として果たすべき市民サービスの質の低下をまねく
おそれがある。

Ｈ１９実績

竣工開業
実施

上段：開館までの実施計画
下段：指定管理者制度の導入

項目コード

Ｈ２０

教育委員会美術館

準備中

Ｈ２０

美術館の指定管理者制度の導入の検討

方針決定

H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２１

美術館にとっての指定管理者制度のメリット・デメ
リットを見極めるため、来年度から同制度を導入す
る他の美術館の今後の運営状況をよく調査・検討
の上、平成21年度に管理形態の方向を決める。

準備中

所管

実施計画

Ｈ２１

－
契約締結
導入準備

建築着工

Ｈ１７実績

所管 教育委員会生涯学習課 １－２－２３０３－００１項目コード

H１８実績

項目名 細江町三丁目地区社会複合施設の指定管理者制度の導入

教育委員会菊川教育支所

方針決定

検討中

１－２－２３１０－００１

Ｈ２１ 備考

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

検討中実施状況

Ｈ１７実績

実施

実施状況

１－２－２３１４－００１

H１８実績

実施計画

Ｈ１９実績

－
調査・検討
方針決定

経済効果(千円)

項目名 菊川体育施設の指定管理者制度の導入

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
検討中

管理運営費などの経費の節減が期待できる一方で、教育文
化施設として果たすべき市民サービスの質の低下をまねく
おそれがある。

所管

平成２１年度までに指定管理者制度について、引き
続き直接管理した場合と、メリット・デメリットを比較
検討し、導入について検討する。

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査・検討
実施計画

実施目標

経済効果(千円)

実施効果

指定管理を導入し、スポーツ振興と施設管理を一体的に行
い、住民サービスの向上と経費の節減を図る。

所管 項目コード教育委員会長府博物館

項目名 長府博物館の指定管理者制度導入の検討

Ｈ２０

実施効果

9,5633,111

実施目標

備考

平成19年度に、菊川体育館・菊川運動公園・菊川
武道館の体育施設において指定管理制度の導入
を実施する。

－ 準備中 実施済
3,341

項目コード

3,111

Ｈ２０ Ｈ２１

２－７



第1章　行政として担うべき役割の重点化

第３節　ＰＦＩ（民間活力による社会資本整備）手法の活用　

実施状況 検討済

契約締結 建築着工

Ｈ２１ 備考

竣工開業
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２０Ｈ１９実績

方針決定

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

教育委員会生涯学習課所管

経済効果(千円)

項目コード １－３－２３０３－００１

実施目標 実施効果

平成18年度に事業者の選定を行い、旧施設の解
体、新施設の設計、建設を実施し、平成21年度中
の開館を目標とする。

一括発注方式等（PFI手法も含む）の導入により、より経済的
かつ効率的な施設建設が実施でき、また市民サービスの観
点からも良質なサービスが提供できると考えられる。なお施
設の維持管理・運営については、指定管理者制度を活用し
事務の効率化を図る。

項目名 社会教育複合施設（図書館・生涯学習センター・文化ホール）の建設事業

ＰＦＩ手法は、低廉で良質な公共サービスの提供や事業コス
トの縮減が期待できる手法であり、今後本市が行財政改革
や官民協働のパートナーシップを進める観点からも、市が行
う公共施設等の整備等については必要に応じて、ＰＦＩ手法
の導入可能性調査を検討し、その結果、ＰＦＩ手法による効
果が見込まれるものについては適切な導入を図る。指針を
示すことにより、各部局の統一した取組が可能になる。

所管 総合政策部企画課 項目コード

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

１－３－０１０１－００１

項目名 下関市ＰＦＩ活用指針の策定

実施目標

本市におけるＰＦＩの導入及び活用を推進するた
め、ＰＦＩ事業の円滑な運用について、導入検討から
事業実施、事業の終了に至るまでのプロセスを定
めた「下関市ＰＦＩ活用指針」を策定する。

実施効果

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

－ － 策定

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 － － 実施済

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

ＰＦＩ手法による検討を進めてきたが、コスト面やサービス水準の向上など総合的に比較検討した結果、設計・建設及び管理運営を一括発注する公
設民営方式により実施することとし、ＰＦＩ手法を活用しないことに方針決定した。

経済効果(千円)

２－８



第1章　行政として担うべき役割の重点化

第４節　地方独立行政法人制度の活用

準備中 準備中 実施済

項目コード １－４－０２０１－００１所管

実施状況

総務部総務課

市立大学の独立行政法人化

実施目標 実施効果

大学改革を推進するため、平成１９年４月を目処に
下関市立大学を独立行政法人化する。

少子高齢化が進み、大学全入時代を迎え大学間競争が激
化している。下関市立大学もこの大学間競争に生き残り学
生や市民にとってより魅力的な大学となるため、公共性、透
明性及び自立性の高い組織である地方独立行政法人とす
る。このことにより、大学改革が進み、教育・研究の質及び
地域貢献等の市民サービスの質が向上する。

項目名

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ１９実績

調査・検討
・法人化準備委
員会（仮称）設置

法人設立
認可申請等

法人設置
中期目標策定

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２１ 備考Ｈ２０

２－９



第1章　行政として担うべき役割の重点化
第５節　地方公営企業の経営健全化

実施状況 検討中 検討中 検討中

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

方針決定
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査・検討 協議・調整

所管

項目コード

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

項目名 医療情報の電子化による情報の共有化（電子カルテ等）の推進

実施 標

所管

実施目標

項目名 病院事業への地方公営企業法適用範囲の拡大の検討

１－５－０６０１－００１

実施効果

現在の病院事業は地方公営企業法の一部適用
（財務のみ）であるが、この適用範囲を広げて、水
道局と同様に管理者を置き局を作成することや独
立行政法人化することが、現在の体制より有効で
あるか調査するもの。

組織が市長部局から独立することにより、地方公営企業とし
て企業性を高めることができ、各制度改革などが市から独
立して弾力的に運用可能。事業の運営方針等の意思決定
や事務手続きなどが迅速化される。管理者は特別職であ
り、民間人の登用も可能となることから病院経営に精通した
人材を幅広く求めることができる。以上のことなどにより、地
域医療連携や患者本位の医療の確立、医療水準の向上等
に高い効果が得られる可能性が高い。　しかし、独立した機
能を持つことから管理部門の拡充(人事・給与・労務・契約
等)等が必要となるが、厳正な運営を怠ると組織の肥大化を
招き、コスト増から経営の悪化に陥る可能性もある。また、
医療・経営・行政の三拍子揃った管理者を確保するのが難
しい。

病院事業部病院管理課

経済効果(千円)

下関市立中央病院経営管理課

平成２１年度までの電子カルテ等システムの導入、
医療情報の電子化等について、情報化推進部会な
どで検討を重ね、医療の高度化及び共有化を推進
していく。
　あわせて、地域の中核病院としての情報発信機
能の充実を図る。

実施効果

医療情報の電子化を行うことにより、紙による情報伝達から
コンピューターによる情報伝達に変わることにより、待ち時
間の短縮や情報の共有化に伴う質の向上が図られると同
時に、情報伝達のための経費の節減が行える。
　また、情報の共有化に伴い、病院と診療所または病院と
病院の間で情報の共有を図ることにより患者様の状態の把
握や重複検査等の防止となり医療費の抑制に ながる

１－５－０６０２－００１項目コード

実施状況 検討中 検討中

実施状況 準備中 準備中 実施済

※ESCO事業・・・省エネルギーと光熱水費の縮減を図るため、民間事業者が計画・工事・管理・資金調達等包括的なサービスを提供し、従前の環境
を低下させることなく省エネルギー化を行い、その効果をESCO事業者が保証する事業です。

経済効果(千円)

備考

2,000 2,000 4,000

・省エネルギー対策工事による、光熱水費
の削減

Ｈ２１

契約締結
工事着手
運用開始

運用
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

実施方針策定
事業者の選定

事業者の選定

Ｈ１９実績 Ｈ２０

項目名 ＥＳＣＯ事業の推進

実施目標

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

所管 項目コード １－５－０６０２－００２

平成19年度からの運用開始に向けて、平成17年度
中にＥＳＣＯ事業者の公募を行い、平成18年度の補
助金に応募し、18年度中に省エネルギー対策工事
を実施する。省エネルギーと光熱水費等の縮減分
の費用を、効果が現れる19年度からＥＳＣＯ事業者
に支払うものとする。省エネルギー効果は、過去3
年間の使用エネルギーの約２５％を削減し、年間約
49,000千円の光熱水費等の削減を行い、そのうちＥ
ＳＣＯ事業者へのサービス費約47,000千円を支払
い、既存施設の改善を行う。

実施効果

ＥＳＣＯ事業を行うことにより、省エネルギー効果は、原油換
算で約530ｋｌの削減を行い、ＣＯ2の削減を図ることができ、
老朽化した、ボイラー設備や空調設備の改善を図ることが
できる。

調査検討・
一部実施

（電子レセプト）

調査・検討・
方針決定

（電子カルテ）

実施
（電子カルテ）

下関市立中央病院経営管理課

検討中

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

調査・検討
調査検討・
方針決定

（電子レセプト）

Ｈ１９実績

実施目標 実施効果 握や重複検査等の防止となり医療費の抑制につながる。
　蓄積された医療情報を分析することにより、今後の診療に
フィードバックされ、より適切な診療が行われ、それと同時に
患者様のＱＯＬを改善していける。

２－１０
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※ＰＥＴ・・・陽電子断層撮影装置（Positron Emission Tomography）の略語で、PET検査は陽電子を放出する薬剤を体内に注射し、その体内分布を
特殊なカメラで映像化する生体の生理学的・生化学的な機能を利用した新しい診断法をいいます。この装置では全身の検査を一度に行うことがで
き、FDGという薬剤を用いたPET検査は、がんの早期発見、がんの性質（悪性度）・転移・再発の診断や治療効果判定に有用性が高い検査とされて
います。

検討中

備考

調査検討

平成１８年度中に豊田中央病院の全ての検査業務
を民間委託するための準備を行い、平成１９年度よ
り実施する。

実施効果

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

１－５－０６０２－００３所管 項目コード下関市立中央病院経営管理課

項目名 ＰＥＴセンターの整備・運営及び病院の維持管理等の委託に係るＰＦＩ方式の導入の検討

実施目標

平成１７年度中にＰＦＩ方式導入の可能性を調査し、
平成18年度に検討を行ったが、PETセンター整備
は当面見送ることとし、各種委託業務の内容につ
いて、委託業務検討部会において効率的な運営が
行えるよう検討を進める。

実施効果

がんの早期発見に効果的な役割を果たすPET・CTの導入に
ついて、PFI手法等も考慮しながら、有効な方式の検討を行
うことにより、市民病院として、より高度な医療体制を築き、
市民の信頼を得、安心して暮らせるひとつの役割を担うこと
ができる。また、将来の病院の安定した経営を確保する上で
も、現在の業務の中で、現に委託している部門や、委託の
可能性があるものの見直しを図り、より効率的な業務の形
態を創出し、民間事業者のノウハウを融合させて経営責任
を明確にした形での業務の形態を実践する。

経済効果(千円)

方針決定

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
実施状況 検討中 検討中

１－５－０６０３－００１所管 豊田中央病院事務局 項目コード

項目名 検査業務の民間委託

実施目標

検査機器が老朽化しており、買い換え及び修繕の需要が高
まっている。民間委託することによりそれらの経費が支出不
要となることに加え、検査に関する材料費や人件費の節減
などの経済効果が図れる。

実施中 実施中 実施中実施状況

実施状況 検討中 準備中 実施済

実施
△３名

58,224 80,058 181,950経済効果(千円) △ 7,278 7,278 43,668

水道局・下水道部の統合（H19.4.1）前の実施計
画の表記には、下水道部の職員数の増減を含
んでいません。（※平成18年度：下水道部＋２
名）平成22.4.1：△3名減員（職員数：244名）平
成23.4.1：△2名減員（職員数：242名）

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

＋1名
実施

△２名
実施

△２名

実施目標

平成17年4月1日における職員数（水道局職員及び
下水道部に所属する職員）を基礎とし、平成22年4
月1日までの間に5％の人員削減を目標とする定員
適正化計画を平成18年3月に策定し、取り組んでい
る。今回、平成18年8月に策定された「地方公共団
体における行政改革の更なる推進のための指針」
に基づき、平成18年4月1日から平成23年4月1日ま
での間を新たな計画期間とし、5.7％以上の人員削
減を目標とする。目標削減数：257×5.7％≒14.65
（実質15名）

実施効果

削減人員分の人件費抑制が見込まれる。

実施
△５名

9,754

１－５－２７０１－００１

定員適正化計画の策定と公表

Ｈ２０ Ｈ２１

項目コード

2,056 2,056 13,866

所管 上下水道局総務課

調査・検討
実施計画 調査・検討

方針決定
実施

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

経済効果(千円)

２－１１
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実施状況 実施中 実施中 実施中

再任用職員を考慮した職員配置と研修の充実（人材育成）

項目コード

20,255

研修及び技能継承による人材育成により水道業務をより一
層円滑におこなう。

項目名

実施目標

合併に伴い職員の技術レベルの均衡化を図るた
め、旧４町職員を重点的に日本水道協会等の研修
に積極的に参加させ人材育成を図る。また形骸化
した研修の見直しの一環として公募型研修を実施
し職員の自発的参加を促すとともに専門研修を充
実させる。技術研修センターを設置し、技術向上を
図る。　再任用職員の活用による知識、技能継承
（人材育成）を検討する。

実施効果

１－５－２７０１－００３

経済効果(千円) 1,619 8,558 4,404

所管 上下水道局総務課

企業手当廃止

30,095 64,931

Ｈ２０ Ｈ２１

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績
実施

時間外手当縮減
企業手当見直し

その他手当見直し

項目コード １－５－２７０１－００２所管 上下水道局総務課

事務処理方法の効率化を進め時間外勤務の１０％縮減と諸手当の見直し

実施目標

①事務処理方法の効率化・水道事業に従事する職
員を対象に、平成16年度の通常業務に係る時間外
手当支給実績を基礎とし、これを平成17年度から
の5年間で10%削減することを目標とする。②特殊勤
務手当の見直し企業手当：月額15、000円（H17年9
月30日まで）→月額12、500円（H18年9月30日まで）
→月額10、000円(H18年10月1日以降）→廃止（H20
年10月1日以降）
その他月額支給の特殊勤務手当について日額化
等を検討する。

実施効果

人件費の抑制

実施状況 実施中 実施済

Ｈ２０

経済効果(千円)

水道サービス公社の業務の充実

項目コード

Ｈ２０ Ｈ２１

実施状況 実施中 実施中 実施中

実施計画

H１８実績 Ｈ１９実績

項目名

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

所管 上下水道局総務課

実施目標

水道局から公社への委託業務等の拡大
※委託等の対象業務は別途検討
※委託業務等の拡大により人員増の必要があれ
ば、プロパー職員の雇用も検討する。

業務の精査 委託業務 順次委託実施

Ｈ１７実績

実施効果

水道サービス公社への委託業務等の拡大により定員削減
が可能となる。

１－５－２７０１－００５

文書管理システム（電子決裁）の導入

実施目標

現在、財務会計システムによる財務伝票は、紙決
裁と電子決裁との並行運用を行っているが、平成１
８年４月を目標に財務伝票及び一般稟議において
起案、決裁、保存を行う文書管理システム（電子決
裁）を本稼動させる。（対象文書は電子化が可能な
文書のみとする）

実施効果

稟議において、出先機関から本局へ持参する必要がなくな
り時間の軽減となる。また、保存文書の検索も短時間で容
易に行える。公文書目録については文書管理システムから
出力できるようになり、従来手入力していた事務量も軽減さ
れる。

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ２１ 備考

－ 本稼動

項目コード

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

１－５－２７０１－００４所管 上下水道局総務課

Ｈ２１ 備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－
技術研修
センター

設置
実施

Ｈ２０

検討中
19,209

２－１２

実施計画

10,616 19,456
準備中 実施中

（職員2名、嘱託1
名削減）

49,281経済効果(千円)
実施状況

業務の精査
協議・調整

委託業務
拡大決定

順次委託実施
（職員3名削減）
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実施状況 準備中 実施中 実施済

実施状況 検討中 検討中 検討済

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果 定性的な効果など）

実施計画

備考

－
審議会設置

（上水道事業）

対象範囲
拡大実施

（下水道事業）

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施目標

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく設置
条例を制定し上下水道審議会を設置する。

経済効果(千円)

１－５－２７０２－００２所管 上下水道局経営企画課

項目名

実施効果

幅広く多角的な意見を聞くことで、地域水道ビジョン及び上
下水道事業の合理的、経済的な運用を図ることができる。

項目コード

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

上下水道経営審議会の設置の検討

－

民間事業者の有するノウハウの活用により以下の効果を期
待し、PFI事業化を検討する
１．事業コストの削減
２．低廉で良質なサービスの提供
３．施設整備等に関して様々な提案がなされることにより、
　　構造的、機能的に優れた施設とする

Ｈ２１

項目名 浄水場更新事業のPFI検討

実施目標

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

上下水道局経営企画課

ＰＦＩ導入
可能性調査

長府浄水場更新のPFI事業化を検討する。

実施効果

Ｈ２０

項目コード １－５－２７０２－００１所管

Ｈ２０ Ｈ２１

長府浄水場を移転更新とせず現地更新とすることが決定したため、ＰＦＩ事業化しないこととした。

１－５－２７０２－００４

実施計画

項目名 水道局・下水道部の統合

実施目標

所管

実施状況 実施中 実施中 実施中
経済効果(千円)

上下水道局経営企画課 項目コード

実施効果

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施
（上水道事業・
工業用水事業）

実施
（上水道事業・
工業用水事業・
簡易水道事業・
下水道事業）

長期財政計画の策定

Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

現状どおり（毎年6月に見直しを実施）。

実施効果

企業の健全経営

項目名

備考

実施計画

項目コード

経済効果(千円)

１－５－２７０２－００３所管 上下水道局経営企画課

経済効果として測りにくいもの（市民サ ビスの向上の効果、定性的な効果など）

経済効果(千円)

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考Ｈ１７実績 H１８実績

実施状況

下水道事業に地方公営企業法の全てを適用し、水
道局との組織統合を行う。

①上下水道窓口の一本化により、お客様に対するサービス
向上
②共通事務の統合による業務の効率化
③下水道事業に地方公営企業法を適用することによる経営
の透明化

実施

準備中 準備中 実施済

Ｈ１９実績

・削減効果は定員適正化計画で計上

統合準備

２－１３
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全戸配布、点字版配布については検討の結果実施しないことを方針決定をした

項目名

項目名 環境会計の導入検討

経済効果(千円)

１－５－２７０２－００７所管

実施状況 実施中 実施中

上下水道局経営企画課

実施目標

①紙面の充実により、水道事業の周知等の拡大を
図る
②全戸配布の検討
③点字版発行の検討
④上下水道統合で紙面の刷新を図る

備考Ｈ１９実績Ｈ１７実績

実施計画 実施
（紙面充実）

紙面刷新
（上下水道統合）

項目コード １－５－２７０２－００６所管 上下水道局経営企画課

所管

項目コード

実施効果

①お客様の利便性が向上する
②アクセシビリティの向上により、より多くの閲覧者を対象と
することができる

H１８実績

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

全戸配布・点字
版発行検討

実施済

上下水道局経営企画課 項目コード １－５－２７０２－００５

広報誌の充実

Ｈ２０ Ｈ２１

項目名 ホームページの充実

実施目標

①アクセシビリティの向上
②上下水道統合によりHPの再編成

実施効果

①アクセシビリティの向上により、より多くの閲覧者を対象と
することができる
②内容の充実によりお客様の利便性が向上する

・広報誌ページに、視覚障碍者に向けたページの追
加
・特設ページ開設（給水開始100周年・上下水道統
合）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

HPリニューアル
（上下水道統合）

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 実施中 実施中 実施済

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施

総合窓口の設置

備考

平成１９年４月に総合窓口を設置する。

実施効果

Ｈ２０ Ｈ２１

１Fに総合窓口を設置することにより関係各課の連絡調整が
迅速かつ的確に行えると共に、市民に対しより一層の利便
性向上を図ることができる。（給水の新設、苦情処理、下水
道の各種申請等）
また、総合窓口設置に伴い、業務の見直しを再度行い委託
範囲の拡大可能な業務の検討を行う。

H１８実績

実施状況 準備中

Ｈ２１

項目名 ＩＳＯ９００１認証取得範囲の見直し

実施目標

Ｈ１７実績

項目名

Ｈ１７実績

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

所管

継続的運用

上下水道局お客さまサービス課

実施状況 準備中 実施済

Ｈ１９実績

事務所への
適用範囲拡大

Ｈ２０H１８実績 備考

経済効果(千円)

Ｈ１９実績

１－５－２７０３－００１項目コード

実施目標

実施計画

実施済

実施効果

経済効果(千円)

１－５－２７０２－００８所管 上下水道局経営企画課

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

事務事業の品質が向上し、お客様満足度が向上する。継続的な運用及び事務所への適用

項目コード

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査・検討
運用手順作成
環境会計公表

環境会計の導入検討

Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

環境会計運用手順を作成し、結果を公表する。

実施効果

環境保全への取り組み状況を定量的に管理することにより
事業経営を健全に保つことに有効。環境保全に関する投資
額や費用額を正確に認識・測定して集計・分析を行い、その
投資や費用に対する効果を知ることができ、環境保全につ
いて継続的な改善につながる。環境会計を公開することで
社会的信頼を高めることが可能。

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
２－１４

経済効果(千円)

調査検討 実施

実施状況 検討中 準備中 実施済

実施計画
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第５節　地方公営企業の経営健全化

実施状況 準備中 準備中 実施済

実施計画

Ｈ１９実績Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２０

統合準備
統合実施

（職員1名削減）

Ｈ２１ 備考

水道局・下水道部の統合

項目コード １－５－２７１１－００１

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

①経営効率の向上を図る（組織のスリム化・職員の削減・管
理事務の一元化）
②市民サービスの向上（料金窓口の一体化）
③経営の健全化を図る

上下水道局下水業務課

項目名

備考Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

下水道部を特別会計から地方公営企業法の全部
適用にすると同時に、水道局と組織統合し、平成１
９年４月１日から上下水道を統合した公営企業にす
る。

実施効果

実施

実施状況 検討中 検討中 準備中

所管

経済効果(千円)

調査検討
（監視システム計
画書作成・費用算

出・方針決定）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査検討

所管 上下水道局浄水課

実施目標

広域分散している合併後の水道施設について、全
施設をネットした運転監視システムを構築し、 適
な管理運用体制を確立する。

実施効果

運転情報の共有化や施設の一元管理が可能となり、適切
かつ効率的な管理運用により給水の安全、安定、安心に資
する。

項目名 水道施設の管理運用等の効率化の検討

項目コード １－５－２７０６－００１

14,790△ 4,097

備考

経済効果(千円) 10,693
実施状況

調査・検討
調査・検討
方針決定

検討中 検討中 準備中

Ｈ２０

実施

所管 上下水道局下水工務課

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２１

項目名 新たな積算システム（図面読取り型）の導入検討

実施目標

複雑で時間のかかる推進工等の積算業務と設計
数量の拾い出し作業を同時に行うことのできる積算
システムを新たに構築導入することについて検討
する。

実施効果

本システムの導入により、下水道工事の積算経験が浅い者
にも短期間で容易に積算を行わせることが可能となり、数量
の拾い出しや積算上の人為的ミスも大幅に減少させること
ができる。さらに、設計委託料（数量計算に係る経費）や時
間外を削減することができ、下水道工事の設計積算業務の
より一層の効率化及び適正化を図る。

１－５－２７１２－００２

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 検討中 検討中

項目コード

準備中

備考

統廃合実施
計画検討

統廃合実施
計画策定

事業変更認可
申請等の実施

工事実施設計 工事着手
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

項目コード所管

項目名 下水道終末処理場の統廃合

実施目標

筋ヶ浜終末処理場は施設が古く老朽化も著しい
が、今後現用地内で施設の耐震化・高度処理化に
係る改築更新を行うことは不可能である。よって、
終末処理場・中継ポンプ場の廃止により筋ヶ浜処
理区の汚水を山陰処理区に編入し、平成２７年度
を目標に筋ヶ浜処理区を廃止する。

実施効果

筋ヶ浜終末処理場を現位置で新たに建替えたと想定した場
合と比べ、建設費・維持管理費を含め年間コスト約１．７億
円が削減可能である。

上下水道局下水工務課 １－５－２７１２－００１

7,278経済効果(千円) 21,8347,278 7,278
実施状況 準備中 準備中 実施済

２－１５
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第６節　第三セクターの抜本的見直し　

調査実施

実施中
・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

実施中

実施中

Ｈ２０

見直し方針の決定

実施効果

実施中実施状況

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

受託業務範囲
の検討

サービス内容再点検

委託方法の検討
雇用年齢等の検討

継続的見直し
・点検実施

実施状況 実施中

実施目標 実施効果

指定管理者制度の公募に耐えうる組織体勢の強化
サービス内容の見直し、経費の節減を詳細に検討
する。

Ｈ１９実績

経済効果(千円)

実施目標

平成１７年度から毎年市が出資（出えん）する法人
すべてについて出資の状況調査を実施する。また、
出資比率２５％以上の法人については、経営状況、
外部監査・点検評価・情報公開の体制及び役職員
削減計画・給与見直し計画などの状況調査を実施
する。その結果に基づき見直しを行うとした法人に
ついては、集中改革プランに計上し進捗管理を行
う。

Ｈ２１ 備考

所管

実施計画

経済効果(千円) ・経済効果・目標は別途 各実施課所室が記載

Ｈ２０

実施中

第三セクターの抜本的見直し

Ｈ１７実績 H１８実績

所管

第三セクターの意義、費用対効果、収支の見通し、関与の
あり方などについて検証を行うことにより、単なる赤字補て
んを目的とした不必要な公的支援などを排除し、もって住民
の信頼に応えていくもの。

１－６－０２０２－００１項目コード

組織体制の強化及び経費の節減

項目名 公営施設管理公社の見直し

項目名

総務部総務課

総務部行政管理課

項目コード １－６－０２０１－００１

Ｈ２１ 備考

実施状況

財務諸表を含む
経営状況等の
公開

H１８実績

実施中 実施中 実施中

実施計画

項目名

経済効果(千円)

実施目標

平成18年度：経営診断実施。
経営診断結果に基づき、経営改善について総合的
に検討し、経営の健全化を図る。

実施効果

所管

実施効果

項目コード

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ２１ 備考

財務諸表
の公開

１－６－１８０２－００１

Ｈ２０

菊川総合支所地域振興課

実施目標

第三セクターに関する指針の改定について（総務省
自治財政局長通知）の中で『地方公共団体は、公
的支援の内容及び当該地方公共団体の出資比率
が二分の一以上である第三セクター等の経営状況
等について、インターネット等も活用し、地域住民に
分かりやすく公開するよう努める必要があること。 』
とされており、該当する15法人（第三セクター14法
人・土地開発公社）の経営状況等をインターネット
で公開する。

Ｈ１７実績

経済効果(千円) ・経済効果・目標は別途、各実施課所室が記載

Ｈ１９実績

第三セクターの経営悪化は設立団体の財政運営に大きな
影響を及ぼすケースもあり得ることから、第三セクターの健
全な運営の確保に万全を期し、もって市民の信頼に応えて
いくことが不可欠であることから、第三セクター等の情報公
開を行う。

項目名 第三セクター等の情報公開

所管 総務部行政管理課 項目コード １－６－０２０２－００２

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 備考

－ 経営診断実施
診断結果に基づ

く調査・検討

改修内容確定
による経営改善

計画の検討

経営改善計画
の策定及び実

施

Ｈ２０ Ｈ２１

（財）菊川建設労働者福祉センターの経営改善
施設耐震診断及び経営診断結果に基づく方針決定後に計
上予定。

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 － 検討中 検討中

２－１６
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所管

実施目標

豊田総合支所総務課

Ｈ２１ 備考Ｈ２０

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績
・入会保証金（会員権）の譲渡は、一般競
争入札によるため、金額決定後に記載

実施済実施状況 検討中

・入会保証金（会員権2口）の譲渡収入
・年会費（63千円）が不要となる

実施目標

所管

63

豊田総合支所地域振興課

経済効果(千円) 202 63

項目名

項目名 （株）山口レインボーカントリークラブの入会保証金(会員権)の譲渡

項目コード １－６－１９０１－００１

協議

平成１８年度をめどに入会保証金（会員権2口）一
般競争入札により譲渡

実施効果

63

－

Ｈ１９実績

入会保証金
（会員権）譲渡

財団法人豊田湖畔公園管理財団の経営改善

実施状況 ー ー

391

第三セクターの経営健全化。

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ 備考

ー

項目コード １－６－１９０２－００１

ー

　平成２０年度に法人の運営について協議し、２１
年度に経営改善を実施し経営の健全化を図る。

実施効果

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果 定性的な効果など）経済効果(千円)

－
経営改善の実

施
－

Ｈ２１

豊浦総合支所水産振興課 １－６－２００７－００１所管 項目コード

・経済効果として測りにくいもの（市民サ ビスの向上の効果、定性的な効果など）経済効果(千円)

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

項目名 （株）フィッシャリーナむろつの経営改善

実施目標

　積極的なＰＲ活動を通じて施設の周知徹底を図る
ことにより、平成２１年度までに桟橋の係船率を８
０％に引き上げるとともに、平成１８年度中に未収
金を回収する。また、漁協と市による経営改善委員
会を設置し、平成１８年度中に長期経営改善計画
を策定して経営改善を図る。さらに、民間主導によ
る運営体制の確立に向けて検討を進める。

実施効果

第三セクターの経営健全化。民間と行政の役割分担の再整
理。

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

－

経営改善委員会の
設立、経営改善計
画の策定

係船率：71%（64隻)
未収納金の回収（残
額０）

経営改善計画実施

係船率：77%（69隻) 係船率：78%（70隻) 係船率：80%（72隻)

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
実施状況 － 実施中 実施中

２－１７
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実施状況 検討中 検討中 実施中

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

方針決定
実施

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

金利等追加負担の軽減

項目名 土地開発公社の解散を含めた方針の決定

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

Ｈ１９実績

検討

所管 項目コード １－７－１４０１－００１

実施目標 実施効果

現時点での経営は健全であるが、地価動向等社会
情勢を踏まえると、公社の解散を含めて方向性を
示す必要がある。H１７、H１８：検討、H１９：方針決
定、H２０以降：方針決定に従い計画の実施及び点
検・見直し、また、組織のあり方の検討など。

都市整備部都市計画課

２－１８
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第８節　地域協働の推進

Ｈ１９実績

実施中 実施中

導入準備
（実現に係る
要望活動）

導入
（導入促進・エリア
拡大のＰＲ活動）

実施状況 実施中

Ｈ２０ 備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）経済効果(千円)

Ｈ１７実績 H１８実績

実施目標

現在の下関市には3つの電話番号の単位料金区域
（MA）が存在し、行政区域と単位料金区域が一致し
ていない。これは地域住民の日常生活や経済活動
において支障を来すことから、行政区域と一致した
単位料金区域の設定及び市外局番が望まれてお
り、総務省及びNTTに対し要望を行う。

実施効果

単一の行政区域において複数の単位料金区域が存在する
ことに伴う日常生活・経済活動の支障が解消される。

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

項目コード １－８－０１０１－００１

Ｈ２１

項目名 市外局番、ＭＡの統一の実現

項目名 下関ナンバーの普及促進

１－８－０１０１－００２項目コード

実施目標 実施効果

平成18年度での下関ナンバーの導入が決定した。
導入後は、普及促進を図るとともに近隣自治体へ
の導入エリア拡大に努める。

下関ナンバーをつけた自動車などが動く広告塔となり、全国
各地で下関をアピールすることにより下関の知名度がアップ
し、地域振興、観光振興につながる。古来より、人的・地理
的に結びつきが強く、平成17年2月13日に合併した本市に
あって、下関ナンバーは合併後の新市のシンボルとなり、速
やかな一体性の確保にもつながる。全国的にも高い知名度
を持つ下関の名をナンバープレートに表示することにより、
地域住民はもちろん、全国各地の下関市出身者に対して、
下関に対する愛着心や、下関を誇りに思う気持ちを喚起す
ることができる。下関のステータスを向上させ、都市イメージ
を向上させる効果が期待できる。

総合政策部企画課

総合政策部企画課所管

所管

実施状況 実施中 実施中 実施中

Ｈ１９実績 Ｈ２０H１８実績

実施

（基本計画推進）

平成19年度　しものせき市民活動センターの移転
拡充
地域的拠点施設の整備

実施状況 実施中 実施中 実施中

センター開設

項目名 市民活動団体を支援・調整機能を有する中間支援団体の育成

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

21年度までに、しものせき市民活動センターの事業
を委託できるような中間支援団体を育成する

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

備考

実施

１－８－０５０１－００２所管 項目コード

備考

実施目標

実施状況 検討中 準備中 実施済

実施計画

Ｈ１７実績

基本計画策定

項目名 市民活動に対する支援機能の拡充

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

所管 項目コード １－８－０５０１－００１

実施計画

実施効果

活動の場を提供することにより、活動の交流拠点となり、
ネットワークを広げることが出来、さらに活動が活発化する。
協働のまちづくりのパート－ナーとしての個人及び団体が育
成される

実施・広報

・市民活動促進基本計画の策定及び推進
　センターの開設（平成19年5月1日開設）及び
運営
　ネットワーク化の促進など

連絡調整
要望活動

Ｈ２１

実施効果

市民活動団体と行政とのパイプ役となり、市民活動が、より
活発化され、行政との協働のまちづくりが展開できる

市民部市民文化課

市民部市民文化課

・交流会、人材育成研修会などの開催

経済効果(千円)

（センター設立
準備委員会設立）

（センター運営委
員会設立）

（センターの
事業委託）

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

２－１９


