
第２章　行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織　

第１節　時代の変化に即応した組織・機構の構築　

Ｈ１９実績 備考Ｈ２０ Ｈ２１

窓口業務機能の再編整備の検討

実施目標

Ｈ２０

項目名

指針策定
（検討組織
での審議）

総務部行政管理課

検討中

調査・検討
調査・検討

検討組織設置
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

備考

ホストコンピュータのプログラム事務の民間委託及びホスト
コンピュータのダウンサイジングにより、ホストコンピュータシ
ステムを縮小化し、ホストコンピュータ業務とＩＴ推進業務の
組織体系及び人員配置の見直しを行い、行政事務の効率
化を図る。

総合政策部情報政策課

所管

所管 項目コード

項目名

経済効果(千円)

Ｈ１９実績

２－１－０１０６－００１

・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）

ホストコンピュータ業務とＩＴ推進事業の体系の見直し

方針決定

検討中

Ｈ２１

実施目標 実施効果

ホストコンピュータ業務とＩＴ推進事業の体系を見直
し、効果的かつ効率的に事務・事業を処理し得る組
織について検討をおこなう。

実施状況 検討中

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

合併により広範となった市域において、新たな地域
バランスを考慮した窓口機能の再編整備を検討し、
平成２０年度までに再編整備のための指針を策定
する。

実施効果

－ 調査・検討

①市内窓口業務機能を適正に再配置することにより、窓口
業務機能の均衡化を図ることができる。
②再編整備により、施設の維持管理経費及び人件費の縮
減を図り、窓口機能の拡充に向けることにより、サービスの
向上を図ることができる。

２－１－０２０２－００１項目コード

Ｈ２１

教育委員会教育政策課

実施計画

Ｈ１７実績

検討中 検討中

Ｈ１９実績

準備検討会設
立

基本方針策定

実施状況 検討中 検討中 実施済

実施状況 検討中

福祉部こども課

幼保の総合施設設置を、保育園の統廃合の計画と併せて
推進することで、施設の運営費削減が見込まれる。

調査・協議・検討 基本構想策定

備考

実施効果

Ｈ２０H１８実績

項目名

Ｈ１９実績 Ｈ２０

調査・検討
（業務量・業務
内容確認）

所管

幼保一元化（幼稚園、保育園の統合）の検討

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

実施目標

18年度中に基本方針を策定する。方針策定にあ
たっては、幼保一元化準備検討会を、庁内関係部
課で構成し組織する。また、21年度までに基本構想
を策定する。

Ｈ２１ 備考

方針決定
実施計画

Ｈ１７実績

中核市移行に伴い、市内の社会福祉法人52法人
及び社会福祉施設76施設の指導・監査を行うこと
になり、当初、それぞれの施設の業務主管課が法
人及び施設の指導・監査を実施することとしていた
が、法人の指導・監査業務については、福祉政策
課で実施することとし、第一段階の集約化を図っ
た。
　更に、施設の指導・監査業務についても集約化を
図り、３年間（実質２年半）現行の体制で指導・監査
を実施し、業務内容・業務量の確認及び各課の調
整の後、別組織として法人指導室（仮称）を設置し
社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査業務
を実施する。

実施効果

社会福祉法人及び社会福祉施設の指導・監査業務を集約
化することにより、担当各課の業務の整理を行い人員増の
抑制を図ること及び業務主管課以外のセクションが指導・監
査を実施することにより、より適切で公正な指導・監査を行う
ことができる。

２－１－２３０２－００１
２－１－０７０５－００１項目コード

経済効果(千円)

H１８実績

項目名 社会福祉施設の指導・監査業務の集約化の検討

実施目標

項目コード ２－１－０７０１－００１所管 福祉部福祉政策課

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

での審議）

実施状況 検討中 検討中 検討中
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

２－２０



第２章　行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織　

第１節　時代の変化に即応した組織・機構の構築　

実施目標

平成19年度に、大和町事業所のし尿・浄化槽汚泥
中継貯溜層を閉鎖し、陸上移送を行う。

実施状況 準備中

実施状況 検討中 検討中 検討中

項目名 大和町事業所の廃止

項目名 小中学校の適正配置のための再編成の検討

項目コード ２－１－２３０１－００１

平成１７年度に「下関市立学校適正規模適正配置 市内小中学校の適正規模の基準を定め 学校を適正配置

所管 教育委員会教育政策課

H１８実績 Ｈ１９実績

－ 廃止

・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

福祉部こども課 ２－１－０７０５－００２項目コード所管

Ｈ２１

実施計画
基本構想策定

項目名 保育園の統廃合の推進

所管 環境部環境施設課 ２－１－０９０４－００１

備考

実施目標

21年度中に基本構想を策定する。

実施効果

幼保の総合施設設置の計画と併せ、保育園の統廃合を推
進することで、施設の運営費等削減が見込まれる。

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

準備検討会設
立

協議・検討 調査・協議・検討基本方針策定

Ｈ２０Ｈ１７実績 H１８実績

備考

経済効果(千円)
準備中 実施済

Ｈ１７実績

項目コード

閉鎖することにより、欠員補充がないための人件費削減が
見込まれ、また、人員が手薄なステーションごみ収集業務に
増員が可能となる。その結果、収集時間の短縮が可能とな
り、市民サービスが向上する。

実施効果

Ｈ２０ Ｈ２１

実施状況 準備中 準備中 準備中
経済効果(千円) 1,839 22,073 23,912

項目名 南部農業委員会と北部農業委員会の統合

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－
統合

（委員37名減）
（局長１名減）

実施目標

平成21年2月の委員選挙による委員の半減、及び
事務局統合による管轄区域の広域化に伴う職員定
数の達成。

Ｈ２０ Ｈ２１

実施効果

委員選挙による委員の半減、及び事務局統合による局長１
名減。

実施目標

備考

実施計画 実施に向けて
具体的な検討
及び協議

２－１－２９０１－００１所管

Ｈ２１

項目コード

経済効果(千円)

農業委員会事務局

答申に基づき
実施計画策定

実施状況

（年度末：答申）

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

検討委員会設置
（委員会での
調査・検討）

検討中 検討中 検討中

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

・平成１７年度に「下関市立学校適正規模適正配置
検討委員会」を設置し、平成１９年度末を目途に適
正規模適正配置に関しての基本方針及び具体的
方策について答申を受ける。
・その後にこの答申に基づいて実施計画を策定し
施策を実施する。

実施効果

Ｈ２０

市内小中学校の適正規模の基準を定め、学校を適正配置
することにより、児童生徒たちが活力ある学校教育を受ける
ことができる良好な教育環境が整えられる。

２－２１
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第２節　　組織のフラット化の推進

実施状況 検討中 検討済

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考Ｈ１９実績

調査・検討 方針決定
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

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

組織のフラット化の手法である「グループ制の導入」については、先進事例等においては一定の評価はあるものの期待した効果が得られない例や、
導入の検討を中止した事例、グループ制を導入していた団体が係制に戻す例も見られるようになってきたこと等を参考とし、一律、全庁的なフラット
化の導入は時期尚早と判断して一旦検討を終了することとした。今後、機構改革の節目において個々のケースにより導入を検討することとした。

平成１８年度中に、組織のフラット化の導入につい
ての方針決定を行う。

①中間職制（課長補佐など）を廃止することにより迅速な意
思決定が図れ、市民サービスの向上を図るとともに、職員の
総戦力化が図れるため職員数の減が見込める。
②グループ制を導入することにより、機動的・流動的な編成
が可能になり、業務の繁閑に併せてグループ編成を行うこと
が可能になる。

実施目標 実施効果

項目名 組織のフラット化の検討

２－２２

総務部行政管理課所管 項目コード ２－２－０２０２－００１
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第３節　行政評価システムの効果的活用

検討中 準備中 実施中

項目コード ２－３－０２０２－００１所管

実施状況

総務部行政管理課

行政評価システムの効果的活用

実施目標 実施効果

施策ベースでの新たな行政評価の仕組みづくりを
行い、平成１９年度からの本格実施に向けて取り組
むとともに、従来の全般的な事務事業評価を見直
し、行政改革と連携した事務事業評価を展開する。

①外部評価及び指標等を通じて、市民本位の施策、事業の
展開が図られる。
②ＰＤＣＡマネジメントサイクルを行政活動に組み込むことに
より持続的な改革改善が図られる。
③施策や事業の内容、評価の過程を公表することにより行
政の透明性が高まるとともに、市民の視点に立った新たな
協働関係の構築が図られる。

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 方針決定 実施
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２１ 備考

継続的見直し

Ｈ２０

２－２３


