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・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 Ｈ２０Ｈ１９実績

－ 基礎調査

実施状況 準備中 準備中 実施済

試行運転 事業計画策定整備計画策定

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

資産評価
資産台帳作成

条例等整備等
移行準備

所管

項目名 バス対策事業（４条バス（旧２１条バス）、７８条バス）の再検討

項目コード

経済効果(千円)

総合政策部交通政策課

実施

実施目標

項目名

９－１－０１０１－００１

実施効果

項目コード

実施目標

住民生活に係る生活交通路線の確保については、
地域の実情に応じて対応することが重要であり、平
成２１年度までに共通の制度を確立させる。

実施効果

きめの細かい交通システムにより、地域の一体感が高まり、
各地域の拠点や人々の間の相互利用・相互交流が実現す
る。また、輸送の合理化及び効果的な輸送機能の確保がで
きる。

所管

菊川・豊田の簡易水道事業の地方公営企業法適用
平成１９年度から菊川・豊田の簡易水道事業に地
方公営企業法を適用し、地方公営企業による経営
に移行する。

地方公営企業に移行することで、下関市水道局（公営企業）
による一元的な事業の展開が可能となるとともに、市長部局
の人員の削減効果も期待できる。

総合政策部企画課

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

Ｈ２１ 備考

９－１－０１０２－００１

所管

実施状況 検討中 検討済

項目コード ９－１－０２０３－００１総務部職員課

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
実施状況 検討中 検討中 準備中

Ｈ２１

９－１－０２０１－００１

公平委員会業務のあり方、共同処理の検討

Ｈ１７実績

所管 項目コード総務部総務課

備考

項目名

実施計画

H１８実績 Ｈ１９実績

実施目標

平成１８年度までに、より透明性・公平性を高める
ために、県内市町村等及び中核市の動向を踏ま
え、公平委員会業務のあり方・共同処理の可否に
ついて検討する。

実施効果

協議・調整が整えば、最大で配置職員の0.2人／年の減と予
想される。

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

調査・検討

Ｈ２０

実施目標

新人事評価システム及び人材育成基本方針を効
果的に機能させるため、人事管理厚生業務と職員
研修業務を平成１９年度までに統合し、一体的に予
算執行する。

実施効果

事業を統合することにより、従来の縦割り的な管理（事業毎
の縛り）を無くし、効率よく予算執行することが可能となる。

人事管理厚生業務と職員研修業務の統合

経済効果(千円)

協議
方針決定

備考

項目名

Ｈ１７実績

－
協議・調整
方針決定

Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ１９実績H１８実績

山口県市町公平委員会に加入しての公平委員会業務の共同処理について、経費面、運用面において検討した結果、現段階では効果が期待できな
いため見送ることとした。今後、本市の扱う業務が増加した場合、また、共同処理に係る経費が低減される環境が整った場合に再検討する。

実施計画

検討済

２－５０

実施状況 検討中
経済効果(千円)
統合により業務の効率的な執行を目的に検討した結果、人材育成基本方針を策定し、今後,職員研修業務の充実を図っていく必要があるため、別
事業として管理し、事業統合は行わないことと方針決定した。

・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）
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方針決定

Ｈ２０ Ｈ２１

実施状況 検討中 検討中 実施済

平成19年度中に下関市職員服務規程等
の改正済実施計画

項目名

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

車両リース方式の検討

実施目標 実施効果

事務削減等の効果が見込める。

備考Ｈ１９実績

調査・検討

平成18年度までの調査により、リースは経費面で
は不利である事が判明した為、事務削減等経費面
以外でのメリットを調査しリース導入の可能性をさぐ
る。

1,309経済効果(千円)

９－１－０２０４－００１所管 総務部管財課 項目コード

145 582

所管 総務部職員課

582

H１８実績 Ｈ１９実績

検討

服務関係の届出等の簡素化の検討

実施目標

服務規程等のうち、申請・届出などのうち、職員課
長専決事項となっているものについて簡素化する
(所属長の決裁で完結させる）等事務の見直しを図
る。

実施効果

検討
実施

Ｈ１７実績 Ｈ２０ Ｈ２１

項目コード ９－１－０２０３－００２

項目名

簡素化することで、事務の軽減を図る。

備考

継続的見直し

実施状況 検討中 検討中

９－１－０７０３－００１所管 福祉部いきいき支援課

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

実施目標

介護用品等支給（家族介護用品支給、家族介護慰
労金支給）事業のうち、家族介護慰労金支給を廃
止する。
　平成１８年度から廃止

H１８実績 Ｈ１９実績

実施計画
－ 実施

実施済

方針決定

準備中

Ｈ２０ Ｈ２１

実施効果

家族介護慰労金支給事業廃止により歳出減（単市事業のた
め収入増減なし）。

672 672 672 2,688

方針決定 実施

老人スポーツ大会をボランティア団体等の加勢により、自主
開催できるようにすることにより、関与する職員の業務量
減。

項目名 老人スポーツ大会開催に係る実施主体の変更

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－

実施目標

現在、下関市、下関市社会福祉協議会、下関市老
人クラブ連合会の３者主催となっている下関市老人
スポーツ大会を、下関市老人クラブ連合会自身が
主体となって運営できる様に（自主開催を）検討す
る。平成２０年度を実施目標年度とする。 実施効果

実施状況 準備中
経済効果(千円) 672

９－１－０７０３－００２所管 項目コード福祉部いきいき支援課

項目コード

実施状況 検討中 検討中

備考

調査・検討

検討中

家族介護慰労金支給事業の廃止

Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ１７実績

２－５１

経済効果(千円) 389 535 924
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経済効果(千円)

Ｈ２１ 備考

検討中 準備中 実施済

所管

H１８実績

検討

局所的空調等の導入により庁舎管理経費の縮減が可能。
また、総合支所への移転により、ワンストップによる市民の
利便性の向上、事務の迅速化が図れる。さらに、現庁舎の
賃借料、維持管理経費等の削減が可能となる。

所管 保健部総務課

項目名

９－１－０８０１－００１

実施計画

・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

９－１－０７０４－００１

実施目標

実施計画
実施

Ｈ１９実績Ｈ１７実績 H１８実績

検討

項目コード
保健部保健予防課 項目コード
福祉部障害者支援課

９－１－０８０２－００１

－ 協議・調整 実施

備考Ｈ１７実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２０

項目コード

保健所豊浦支所運営業務の見直し
平成１９年度内に保健所豊浦支所の豊浦総合支所
内への移転を完了させ、保健所豊浦支所業務を同
総合支所内で開始する。

実施効果

項目名 障害者施策の集約・一元化

実施目標

障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基
づく障害福祉サービス業務について、可能なものを
集約して実施する。
　　実施は、平成１９年度からを目途とする。

実施効果

窓口の一元化が進み、市民サービスが向上する。

準備中 実施中 実施中

実施状況 検討中 準備中 実施済

実施状況

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

協議・調整 実施

Ｈ２１

項目名

備考

空き缶プレス業務の廃止

実施目標

18年度中に空き缶プレス業務を廃止する。

実施効果

空き缶プレス業務を廃止することにより、欠員補充の予定が
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。

実施計画

経済効果(千円)

９－１－０９０３－００１所管 環境部クリーン推進課

・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）

項目コード

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－
実施

（豊田を統合）

調査・検討
方針決定

(効率化・役割分担）
実施

調査・検討
（菊川・豊浦・豊
北認証拡大）

項目コード ９－１－０９０１－００１所管 環境部環境政策課

ＩＳＯ１４００１認証取得範囲・運用の効率化の検討

実施目標

①平成１８年度に本庁の環境マネジメントシステム
（ＥＭＳ）と豊田総合支所のＥＭＳを統合する。
②ＩＳＯの成果を総括して、認証サイトの削減も含む
運用の効率化・他のシステムとの役割分担等を検
討する、それによりＩＳＯを効果的に運用する。 実施効果

方針決定

①平成１８年度は、ＥＭＳの運用を一元化することで、認証
継続に係る経費を削減する。
②ＩＳＯで運用が効果的なサイトが明確になり、他のシステム
との役割分担も明確になる。

7,086 7,086 16,629経済効果(千円) 2,457

実施検討

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２０

２－５２

13,475
実施状況 準備中 実施済

経済効果(千円) 13,475 13,475 13,475 53,900
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経済効果(千円)

実施

・施設の有効利用
現在の『クリーンセンター響』でのＲＤＦ製
造機械設備室を資源ごみ分別のためのス
トックヤードとして有効利用することによ
り、現在の屋外分別作業に比べ、資源回
収率、品質の改善が図られる。
・プラスチックの再資源化の促進
現在、豊浦町・豊北町地区では、ＲＤＦごみ
として処理しているが、分別収集すること
により、その他プラ容器包装として再資源
化出来る。

実施状況 － － 準備中

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

所管 観光産業部商工振興課

－

Ｈ１９実績

－ 方針決定

所管 環境部環境施設課 項目コード

実施効果

項目コード ９－１－１００１－００１

①チャレンジショップ事業の実施効果が十分に得られていな
いため、あきんど活性化支援事業と統合し、創業者支援の
目的により合致した事業内容とする。
②事業の統合により人件費の削減を図る。

項目名 「チャレンジショップ事業」と「あきんど活性化支援事業」の統合

実施目標

平成１８年度にチャレンジショップ事業を廃止し、あ
きんど活性化支援事業と統合する。

項目名 クリーンセンター響（ＲＤＦ製造施設）の中継基地化

Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

備考

一般廃棄物の可燃ごみを下関市奥山工場で一括焼却処理
を行うことにより、ごみ収集体制の統一の確立及び中間処
理コストの大幅な低減を図ると共に、更なる資源回収を行
い、より効率的な一般廃棄物処理体制の構築を図る。

９－１－０９０４－００１

旧豊浦地区、旧豊北地区のごみ処理場である『ク
リーンセンター響』でのごみ固形燃料化（ＲＤＦ製
造）停止に伴い、可燃ごみ(H１８年実績により推定
すれば約4900ｔ/年）を奥山工場で焼却処理するた
めのごみ中継施設整備及び運搬車両の配備を行
う。

実施効果

・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 検討中

実施状況 準備中 実施済

実施

実施主体を観光コンベンション協会へ移行することができれ
ば、当該業務を実施する人件費部分の削減を見込むことが
できる。（観光コンベンション協会事務局職員の1名増と観光
振興課の職員の１名減）

項目コード ９－１－１００２－００１

－ 調査・検討 調査・協議・検討

Ｈ１９実績 備考Ｈ２０ Ｈ２１

方針決定

観光宣伝業務及び観光客調査業務の実施主体移行の検討

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

所管 競艇事業局競艇事業課 項目コード ９－１－１１０１－００１

実施計画

H１８実績

項目名

実施目標

平成20年度を目標に、観光宣伝業務及び観光客調
査業務の実施主体を下関観光コンベンション協会
へ移行することを検討する。

経済効果(千円) 727 727

項目名

所管 観光産業部観光振興課

実施計画

Ｈ１７実績

H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ 備考

実施効果

727 727 2,908

方針決定 実施
実施計画

Ｈ１７実績 Ｈ２１

下関競艇場における売上向上策の検討

実施目標

平成１７年度より職員による新たな施策及び発売形
態などの検討開始。平成１８年度より順次実施して
いく。

実施効果

競艇事業特別会計の収益改善が見込まれる。

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

検討 実施

H１８実績Ｈ１７実績 Ｈ１９実績

２－５３

24,88324,883
実施中

28,294 135,816
実施状況 準備中 実施中

経済効果(千円) 57,756
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備考
・専用場外発売所及び小規模場外発売所
の設置

Ｈ２１

実施
（小規模場外発
売場オラレ新規

設置）

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

校務技士の定年退職及び途中退職に伴う補充は、
非常勤嘱託職員で行う。非常勤嘱託職員は、当面
幼稚園に配置するが、全ての幼稚園が非常勤嘱託
職員となると予想される年度から、幼稚園には校務
技士を配置しない。

実施効果

人件費の抑制を図ることができる。

実施 実施 実施

９－１－２３０１－００１

校務技士の嘱託化

Ｈ１９実績

実施 実施

教育委員会教育政策課 項目コード

15,327経済効果(千円)

所管

15,327

－ 実施準備

準備中 検討中

所管 競艇事業局競艇事業課

項目名

実施状況 準備中

実施目標

専用場外発売場（ボートピア）及び小規模場外発売
場（オラレ）の新規設置を推進していく。平成21年度
後半に小規模場外発売場１箇所、平成２２年度に
専用場外発売場１箇所の設置・発売開始を目指
す。

実施計画

実施効果

発売箇所が増えることにより、競艇場へ出向かなくても舟券
の購入ができるため、売上の向上が見込まれる。

Ｈ１９実績

項目コード ９－１－１１０１－００２

専用場外発売場の設置の推進

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２０

長期整備
計画策定

継続的見直し

27,778

実施
（職員１名
嘱託化）

実施
（嘱託１名削減）

実施中 実施中

実施目標

平成１８年度より、定時制生徒に対して提供する給
食を、完全給食から補食給食へ変更するもの。

H１８実績 Ｈ１９実績

実施計画

Ｈ１７実績

－

実施中実施状況 実施中 実施中
経済効果(千円) 9,233 21,104

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

検討

実施状況 検討中

実施目標

現在作成している車両等の更新計画について、管
内情勢の変化及び消防車両等の改良改善にあわ
せ整備計画の検討を行う。
 なお、本事業は更新を含み計画の終焉はないが、
平成18年度中に今後10ヵ年間の長期整備計画を
策定し、その後に継続的な見直しを図ることとす
る。

今後の車両等の整備計画にあっては標準化による車両価
格の軽減と多目的活動に可能な車両への更新見直しによ
り、車両購入費の削減が考えられる。

所管 ９－１－２８０１－００１消防局総務課

消防車両等整備事業の見直し

実施効果

項目コード

備考

5,944 7,278

Ｈ２１Ｈ１９実績 Ｈ２０

7,278 7,278

Ｈ２０

実施効果

項目名

実施状況 準備中 実施済
経済効果(千円)

項目名 定時制給食提供方法の改定

９－１－２３１３－００１所管 教育委員会下関商業高校

Ｈ２１

完全給食を補食給食に変更することにより、業務に従事して
いた職員（給食調理員）１名を削減する。

項目コード

備考

26,380 36,932 42,208 135,857

（3名嘱託化） （1名嘱託化） （1名嘱託化） （2名嘱託化） （1名嘱託化）

２－５４

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


