
第７章　自主性・自律性の高い財政運営の確保　

第１節　歳入の確保

Ｈ２０

項目名 使用料、手数料等の見直し

実施状況 実施中 実施中 実施中

Ｈ２１ 備考
・平成20年度以降は、実施後に記載

Ｈ２０

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施
（2件処分） （4件処分） （2件処分）

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施目標

毎年、予算編成前に実施している「使用料及び手
数料等の見直し調査」を引き続き実施し、調査結果
に基づき改定を検討する。
　【見直し対象】
　　1.最近３年間見直しが行われていないもの
　　2.類似団体等に比べて低い水準のもの
　　3.国・県の基準に比べて低い水準のもの
　　4.民間等の施設に比べて低い水準のもの　等

実施効果

行政サービスの受益と負担の公平化の観点、国・県・他団
体の状況、事務事業の性格、住民ニーズ等も考慮しながら
定期的に見直しを行い、歳入の確保に努める。

Ｈ２１ 備考

経済効果(千円) 89,46038,403 33,134 17,923

項目コード ７－１－０２０４－００１

実施目標 実施効果

管財課所管の普通財産のうち遊休地について、毎
年度5件を目標として処分するとともに、一時貸付
についても活用方法等幅広く検討する。

遊休地を処分することや一時貸付を行うことによって市の収
入増につながり、経済効果が発生する。

項目名 遊休地の処分又は有効活用

７－１－０４０１－００１項目コード

総務部管財課

財政部財政課所管

所管

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

1,460,100 1,416,432経済効果(千円) 418,122

実施計画

Ｈ１７実績

826,624 1,335,166
実施状況 実施中 実施中 実施中

動産差押及び公売の実施

5,456,444

実施状況 準備中 実施中 実施中

Ｈ１９実績

項目名

実施目標

Ｈ２０

60,921

７－１－０４０２－００１

市税収納率を平成16年度の87.3%(旧1市4町と新市
の合算値)を底として平成20年度までに91%以上に
引き上げる。
①　平成17年度　　収納率87.5%　［実績：88.4%］
②　平成18年度　　収納率88.9%　［実績：89.5%］
③　平成19年度　　収納率89.4%　［実績：90.7%］
④　平成20年度　　収納率91.0%

平成20年度に実施目標（91.0%）を1年前倒しで達成
することを目標とする。
平成21年度中に更なる向上のため新しいアクション
プランを策定して、平成22年度以降5年計画で実施
する方向。

経済効果(千円)

所管 項目コード

60,921

休日・夜間の臨戸及び電話催告の実施

県との共同催告、臨戸

Ｈ２０ Ｈ２１H１８実績

催告状による催告

実施

（備考①～⑦
の実施）

（備考①～⑧の
実施及び⑨の
調査・検討、方
針決定）

（備考①～⑨の
実施及び⑩の
調査・検討、方
針決定）

滞納整理の着実な実施による市税収納率の向上

備考

（備考①～⑦、
⑨の実施及び
⑧を本格的に導
入）

コンビニ収納等の導入

地区別担当制の導入

実施効果

①自主財源の確保。
②税負担の公平性の実現。
③「三位一体の改革」(国税から地方税への税源移譲)への
適切な対応。

検討 見直し調査実施

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２１ 備考

実施計画

財政部納税課

管理職員共同休日臨戸
債権差押の強化
不動産公売の実施
休日・夜間窓口の開設（試行）

２－３７



第７章　自主性・自律性の高い財政運営の確保　

第１節　歳入の確保

Ｈ１８ Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

・明渡し訴訟対象の期間を短縮することにより、滞納家賃の
増加を止めるとともに、初期滞納者への早期対応による収
入増を図る。

Ｈ１７実績

- -実施状況 -

所管 項目コード ７－１－０９０３－００１環境部クリーン推進課

項目名 じん芥収集車車両広告の掲載

実施目標

家庭ごみ収集のため市内を頻繁に走行するじん芥
収集車車両を広告媒体として活用し、民間企業等
の広告を掲載することにより、地球温暖化防止対
策、収集車の維持管理費、環境美化事業に係る新
たな財源を確保する。 実施効果

広告料としての新たな財源を確保し、各事業の充実を行うこ
とにより市民サービスの向上を図る。

備考

検討
方針決定

実施
実施計画

Ｈ１７実績 Ｈ１８実績 Ｈ１９実績

- - -

5,072

Ｈ２０ Ｈ２１

5,072経済効果(千円)

年間約6,000千円の収入を見込んでいる。

実施目標

・家賃等滞納の早期解消を図り家賃収納率の向上
を目指す。平成１８年度より、明渡し訴訟対象者
は、現行の１８ヶ月以上又は３０万円以上の滞納者
から１２ヶ月３０万円以上の滞納者及び悪質滞納者
とする。
・初期滞納者に対する徴収を強化していく。
・悪質滞納者，夜間徴収時等に会うことができない
滞納者に対し、休日臨戸・電話催告等を実施し納
付指導の機会を増やす。
・現年度収納率の向上を図る。

実施効果

７－１－１３０４－００１

項目名 市営住宅家賃徴収の着実な実施

所管 建設部建築住宅課 項目コード

30,947経済効果(千円) 1,223 13,224 16,500

・平成２１年度収納率の目標は方針決定
後に計上

実施状況 検討中 実施中 実施中

Ｈ１８ Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

－

訴訟対象者拡大
（18ヶ月⇒12ヶ月）

　
休日臨戸および
電話催告の実施

Ｈ１８現年度
収納率９１．７％

　

Ｈ１９現年度
収納率９２．７％

　

Ｈ２０現年度
収納率９４．０％

経済効果(千円) － 2,000 2,000 4,000
実施状況 － 準備中 実施中

備考

－ 実施準備 実施
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

昭和63年7月に建設された下関球場は、今後老朽
化による施設の修繕整備費の増加が予想されるた
め、厳しい財政状況の中では施設の整備・充実に
向けて施設使用料収入の増加対策が必要不可欠
であるため、平成19年度より球場内における広告
物の掲出による使用料の増収を図る。

実施効果

使用料の増収により施設の整備費に充当することができ、
施設の充実を図ることができる。

所管 教育委員会体育課 ７－１－２３０６－００１

項目名 下関球場内における広告物の掲出

実施計画

Ｈ１７実績

項目コード

２－３８



第７章　自主性・自律性の高い財政運営の確保　

第２節　歳出の見直し　

実施中 実施中 実施中

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２０
事務事業の
見直し効率化

指定休制度周知
指針策定周知

Ｈ２０

Ｈ１９実績

事務事業の
見直し効率化

指定休制度周知

実施状況

備考

124,517

Ｈ２１

実施目標

・恒常的に交付している補助金、既に補助目的を達
成してしまっている補助金、統合可能な補助金等に
ついて見直しを進め、単に補助金削減のみを目的
とせず、補助対象事業の適正な執行や補助金の有
効活用を図る。
・負担金についても経費負担のあり方等について
の検証を行う。
・具体的には、各年度の予算査定の中で補助金・
負担金等の見直しを図る。

実施効果

補助金・負担金等の見直しを行うことにより、既存の補助金
の廃止・削減による一般財源を他の事業に充てるなど、限ら
れた財源を有効に活用するように努め、市民サービスの向
上を図る。

実施
（予算査定の
中で検討）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

７－２－０２０３－００１

428,609

項目名 時間外勤務手当の縮減

47,334 79,779経済効果(千円)

項目コード

71,760 105,219

Ｈ２１ 備考

実施目標 実施効果

各部局において、事務事業の見直し、効率化を図
ることにより、また、指定休制度の活用により、時間
外勤務手当の縮減を図る。

７－２－０４０１－００１項目コード

項目名 補助金・負担金等の見直し

総務部職員課

財政部財政課所管

所管

①時間外勤務手当の縮減が達成できることにより、職員の
健康管理及び人件費の削減にも寄与できる。
②時間外勤務手当の縮減ができる＝事務事業の見直しを
図る＝総じて市民サービスの向上に寄与する。

実施状況 実施中 実施中 実施中

実施状況 検討中 準備中 実施中
1,273

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

経済効果(千円) 431

項目名 消防団員互助会助成金の見直し

実施

Ｈ１９実績

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

検討委員会
の開催

実施目標

所管 項目コード ７－２－２８０１－００１

26,640経済効果(千円)

平成１９年度から消防団員の報酬が見直され、３年
間で段階的に報酬額を統一する予定であり、消防
団員が負担する会費（報酬の７％）収入が増加する
ため、その増額分を互助会助成金から削減してい
く。
その後、さらに互助会助成金の順次引き下げを念
頭に、互助会事業の検討を行い、互助会運営に必
要な収入は、会費の増額等で対応する方向で検討
する。

実施効果

互助会運営のあり方を検討し、互助会が行う消防団員の福
利・厚生を確保しながら、市からの互助会助成額を削減する
方向で検討し、市の財政負担軽減に努める。

60,644

中で検討）

34,004

411 431

消防局総務課

２－３９



第７章　自主性・自律性の高い財政運営の確保　

第３節　公共工事コストの縮減　

実施計画

H１８実績

実施状況 実施中 実施中 実施中

Ｈ１９実績

実施状況 検討中 実施中 実施中

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査・検討

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 ７－３－１７０１－００１契約室

・技術職員に対する研修情報等の提供
・積算時に必要な技術情報の収集、提供
・技術的な指導及び調整　など

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）

項目コード

新工法、材料の利用状況、ライフサイクルコスト及
び新積算体系（ユニットプライス型積算システム等）
の調査研究等を行い、平成１８年度中にコスト縮減
行動計画を策定し、縮減効果が得られるよう努め
る。

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社会資本整備を進め、住民の
福祉等の向上に資する

公共工事コスト
縮減計画の策定

継続的見直し

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施

項目名 技術職員の技術力の向上

実施目標

（財）山口県建設技術センターが実施する研修等の
利用及び技術情報等の提供等による、技術職員の
計画的な実務能力、専門能力等の習得の機会を確
保し技術力の向上及び業務の効率化を図る。 実施効果

所管

所管

項目名 公共工事コスト縮減の着実な実施（公共工事コスト縮減計画の策定）

７－３－１３０１－００２項目コード

実施目標

建設部道路建設課

建設部道路建設課

公共工事の効率的な施行を通して、良質な社会資本の構築
に寄与し、住民の利便性の向上に資する。

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

７－３－１３０１－００１

実施効果

Ｈ１７実績

実施状況 準備中 実施中 実施中

実施
（印刷物）

・上段：工事関係、下段：物品関係

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

調査・検討

方針決定

Ｈ１９実績 Ｈ２０

調査検討

方針決定

方針決定

実施

実施
（印刷物以外）

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

Ｈ２１ 備考

項目名 電子入札対象範囲の拡大等

実施目標

所管 項目コ ド ７ ３ １７０１ ００１契約室

実施効果

業者の利便性が向上し、電子入札への参加者の増加が見
込まれる。

工事：電子入札（条件付き一般競争入札）の対象範
囲（設計金額500万円以上の工事）の拡大及び入
札制度改革に伴う入札方法について検討し、平成
２０年度に方針決定、平成２１年度に対象範囲を拡
大する予定。
物品：電子入札については、原則として予定価格が
80万円以上のものとしているが、印刷物について、
平成１８年度に予定価格30万円以上のものへと拡
大する。なお、入札件数は年間およそ100件の増加
を見込む。（平成16年度実績129件）
印刷物以外の物品については、平成２０年度に方
針決定、平成２１年度に対象範囲を拡大する予定。

２－４０


