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●各プランの実施計画策定及び取組の方針

　①宇部市行財政改革プラン

　②宇部市水道事業経営改革プラン

　プランの取組の実施で、水道事業の経営基盤をより一層強化します。

　③宇部市ガス事業経営改革プラン

　④宇部市交通事業経営改革プラン

●実施計画による取組効果見込額

（単位：千円）

　経費節減への取り組みと併せて、路線バス事業については利用促進対策の実施及び強化を行

い、貸切バス事業については収益増のための営業活動に取り組みます。

新行財政改革プラン実施計画について

【平成２１年度】

　新行財政改革プランでの各プランの平成２１年度の取組により、平成２２年度の予算に見込まれる

行財政改革効果の見込額（単年度換算）は、以下のとおりです。

　平成２１年度は、現プランの計画期間最終年度であるため、取組項目の完全実施に向けて取り

組みます。

　また、今年度は次期プランを民間委員で構成する「宇部市行財政改革懇話会」の意見を伺いな

がら、庁内組織である新行財政改革プラン推進委員会で策定します。

　プランの取組の実施による、ガス事業の経営基盤の強化と天然ガスの利用促進に取り組みま

す。

20,973　宇部市ガス事業経営改革プラン

13,782

285,808

　宇部市交通事業経営改革プラン

合　　計

平成２１年度の取組による効果額の見込み

 平成21年度の取組による

 平成22年度での効果額

241,307

9,746

項　　　目

　宇部市行財政改革プラン

　宇部市水道事業経営改革プラン
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Ⅰ　行政の担うべき役割の重点化

事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し

1 ふれあいセンターの管理運営体制

市民活動課・人権

推進課・社会教育

課

毎年実施

2 一般廃棄物収集・運搬業務

環境保全センター

業務課

毎年実施

3 し尿処理業務

環境保全センター

施設課

Ｈ25

4 埋立管理業務

環境保全センター

施設課

Ｈ21

5 道路維持管理業務 道路河川管理課 毎年実施

6 公園等の維持管理業務 公園緑地課 毎年実施

7

下水道管渠維持管理業務及び排水設

備指導業務

下水道維持課

Ｈ18

実施済み

8 下水道施設運転業務 下水道施設課 毎年実施

9 学校給食調理業務 学校給食センター 毎年実施

10 公立保育園業務 こども福祉課 毎年実施

11 学校庶務員業務

教育委員会

総務課

毎年実施

宇部市行財政改革プラン実施計画

№

達成予定

年度

21年度の取組予定

ふれあいセンターの館長、庶務員の嘱託化等の推進

事務事業名 所管課

効率的な収集体制を図るため、し尿（１係）・じん芥（２係）の統

廃合を検討

「東部浄化センター再構築事業」の各設備詳細設計を実施

事業用地確保のため、旧し尿前処理施設の解体を実施

新最終処分場の共同施行による運営の実施

緊急時の迅速な対応がとれるよう、係の統合も視野に入れ、業務執

行体制の調整

第二乳児保育園の段階的廃園及び公立保育園の全体定数の検討

保育園調理業務での再任用者の活用

業務内容の見直し

学校庶務員業務での再任用者活用の検討

苗木･花苗等の栽培を行うボランティアを育成

公園等の維持管理業務のあり方の検討

 ＊Ｈ18で実施済み

処理場・ポンプ場の運転維持管理に係る「組織再構築の中長期計計

画」を完了させ、実施に向けた諸調整

小串ポンプ場の遠方制御による運転監視を試行

給食調理員配置基準及び職員体制の見直し方針に従い、給食調理員

のパート化を実施
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コストの削減コストの削減コストの削減コストの削減

1 入札制度の改善 入札監理課

Ｈ19

実施済み

2 収集車両の削減

保全センター業務

課

毎年実施

3 生活保護費の削減 社会福祉課 毎年実施

4 消防用車両配置の見直し 消防本部警防課

Ｈ19

実施済み

5 学校宿日直業務

教育委員会

総務課

毎年実施

良質な市民サービスの提供良質な市民サービスの提供良質な市民サービスの提供良質な市民サービスの提供

1 窓口時間延長 市民課 毎年実施

民間委託又は民営化の検討民間委託又は民営化の検討民間委託又は民営化の検討民間委託又は民営化の検討

1 公用車（マイクロバス）運転業務 管財課

Ｈ20

実施済み

2

養護老人ホーム　博愛園管理運営業

務

高齢福祉課

Ｈ18

実施済み

3 地方卸売市場管理運営業務 卸売市場 Ｈ22

直営収集車両の削減の検討

週1回(毎週木曜日)に19時まで市民生活と関連の深い窓口業務の時間

延長を実施

21年度の取組予定

 ＊Ｈ19で実施済み

＊H20年度で実施済み

＊H18年度で実施済み

合意形成後、宇部市地方卸売市場運営協議会への諮問

開設権譲渡及び山口県卸売市場整備計画変更に関する県との協議

市場施設整備及び売却手続き

業務条例廃止

事業譲渡譲受認可申請書提出

ハローワークと連携した就労支援システムによる早期自立

ケースワーカと連携した就労支援員の設置による職業指導の実施

 ＊Ｈ19で実施済み

学校宿日直業務への機械警備の導入について、実施校を検討

達成予定

年度

21年度の取組予定

21年度の取組予定

事務事業名 所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

№

№ 事務事業名 所管課
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指定管理者制度の活用指定管理者制度の活用指定管理者制度の活用指定管理者制度の活用

1 福祉施設・体育施設等 各施設管理課等 Ｈ21

2 火葬場 生活衛生課

H18

実施済み

3 渡辺翁記念会館・文化会館 文化振興課 Ｈ22

協働体制の整備協働体制の整備協働体制の整備協働体制の整備

1

ＮＰＯ活動の自立による協働体制の

確立

市民活動課 毎年実施

地域コミュニティの充実地域コミュニティの充実地域コミュニティの充実地域コミュニティの充実

1 地域コミュニティ組織体制の整備

地域コミュニティ

課

毎年実施

2 消防団員による地域防災力の強化 消防本部総務課 毎年実施

所管課

達成予定

年度

協働のまちづくり条例の啓発

協働のまちづくり審議会での協働のまちづくり推進施策の検討

協働のまちづくりについての市職員研修

宇部市民活動センターへの助成

市民活動保険の加入

市民活動情報の提供（市ホームページ等）

地域コミュニティ事務局運営に対する支援（専任事務局員の設置）

補助金、助成金等の一本化を全校区で実施

広報やホームページでの各校区の活動事例紹介

モデル分団の機庫及び車両等の整備

21年度の取組予定

21年度の取組予定

達成予定

年度

利用者へのサービス向上とそれに対する利用者側の評価を重視した

管理運営の推進及びアンケート調査などによる導入効果の公表

＊H18年度で実施済み

指定管理者制度導入のための条件整備について検討

21年度の取組予定

達成予定

年度

№

№ 事務事業名 所管課

事務事業名 所管課

№ 事務事業名
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Ⅱ　定員管理及び給与の適正化等

定員の計画的な削減定員の計画的な削減定員の計画的な削減定員の計画的な削減

1

定員適正化に向けた計画の策定・実

施

職員課 Ｈ21

職員の給与制度及び運用の見直し職員の給与制度及び運用の見直し職員の給与制度及び運用の見直し職員の給与制度及び運用の見直し

1 職員の給与制度及び運用の見直し 職員課 毎年実施

仕事の推進プロセスの改善と職員の意識改革仕事の推進プロセスの改善と職員の意識改革仕事の推進プロセスの改善と職員の意識改革仕事の推進プロセスの改善と職員の意識改革

1

仕事の推進プロセスの改善と職員の

意識改革

総務課・職員課・

総合政策課

毎年実施

人材育成計画の策定と推進人材育成計画の策定と推進人材育成計画の策定と推進人材育成計画の策定と推進

1 人材育成計画の策定と推進 職員課 毎年実施

21年度の取組予定

行政経営システムの導入

所管課 21年度の取組予定

人材育成基本方針に基づいた職員研修等の検討

達成予定

年度

№ 事務事業名

達成予定

年度

職員配置に配慮した定員適正化計画の推進

21年度の取組予定

給与構造改革による給与制度の見直しを実施した

特殊勤務手当の見直しの一部実施

21年度の取組予定

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課
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Ⅲ　公社及び出資法人の経営健全化

土地開発公社の抜本的な経営改善土地開発公社の抜本的な経営改善土地開発公社の抜本的な経営改善土地開発公社の抜本的な経営改善

1 経営健全化 管財課 毎年実施

2 組織体制の見直し 管財課

Ｈ19

実施済み

Ⅳ　自主性・自立性の高い財政運営の確保

中期財政計画中期財政計画中期財政計画中期財政計画

1 中期財政計画の見直し 財政課 毎年実施

公会計改革公会計改革公会計改革公会計改革

1 公会計の整備

財政課

管財課

毎年実施

2 公営企業会計の導入 下水道経営課 Ｈ22

歳入の確保歳入の確保歳入の確保歳入の確保

1 使用料、手数料等の見直し 財政課 毎年実施

2

市資産等への広告掲載による収入の

確保

財政課 毎年実施

3

未利用土地（建物）の処分及び有効

活用

管財課 毎年実施

4 下水道使用料の見直し 下水道経営課

Ｈ18

実施済み

「宇部市広告掲載要綱」に基づき、広告媒体所管部署において基準

等を作成し広告を募集

市ホームページへ未利用地等遊休財産を掲載し、情報提供を充実す

ることで一般競争入札及び貸付けに付す物件の数と機会の増加を実

施

所管課

達成予定

年度

所管課

所管課

第二次土地開発公社経営健全化計画に基づく再取得の実施

企業誘致推進のための各種施策の実施

＊Ｈ19で実施済み

当初予算公表時に財政運営の指針として、中期展望を作成し公表

21年度の取組予定

H20年度決算から総務省改定モデルで連結４表作成

H22年度から下水道会計を公営企業会計適用にするための移行作業を

継続

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

施設の維持管理等に要する経費からコストを算出し、条件整備がで

きたものから使用料の見直しを実施

減免規定などの運用方法についても見直しを実施

　＊H21年度当初予算では、356,798千円の増収見込み

達成予定

年度

達成予定

年度

達成予定

年度

№ 所管課事務事業名

№ 事務事業名

№ 事務事業名

№ 事務事業名
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Ⅴ　行政ニーズへの迅速かつ的確な対応

広聴機能の充実広聴機能の充実広聴機能の充実広聴機能の充実

1 広聴機能の充実 広報広聴課 毎年実施

Ⅵ　その他の取組

地域･行政情報化の推進地域･行政情報化の推進地域･行政情報化の推進地域･行政情報化の推進

1

申請・届出手続のオンライン化の推

進

情報政策課 毎年実施

2 電子入札システムの導入 入札監理課 Ｈ21

H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組

241,307241,307241,307241,307 千円千円千円千円

「山口県市町電子申請システム共同運営協議会」に参加し、「やま

ぐち電子申請サービス」の共同利用の推進

電子入札システムの共同利用の検討及びその検討結果を踏まえた仕

様等の調整・決定

分担金の確定及び予算化等、運用に向けた各方面への周知の実施

電子入札制度の導入

苦情・要望等を市民ニーズを把握する貴重な情報として活用するた

め、庁内ＬＡＮによる「苦情・要望等データベースシステム」の構

築

21年度の取組予定

取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額

（総　計）（総　計）（総　計）（総　計）

21年度の取組予定

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課
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経営改革の推進

上水道事業の統合上水道事業の統合上水道事業の統合上水道事業の統合

1 旧楠町水道事業の施設統合 水道事業部

H20

実施済み

組織の統合、再編・整理組織の統合、再編・整理組織の統合、再編・整理組織の統合、再編・整理

1 ガス局と水道局の組織統合

水道事業部

ガス事業部

H17

実施済み

2 機構の再編・整理

水道事業部

ガス事業部

H21以降

3 楠水道課及び正法寺浄水場の廃止 水道事業部

H20

実施済み

広域的な水質検査体制の整備広域的な水質検査体制の整備広域的な水質検査体制の整備広域的な水質検査体制の整備

1 広域的な水質検査体制 水道事業部 H21以降

民間委託の推進又は検討民間委託の推進又は検討民間委託の推進又は検討民間委託の推進又は検討

1 小規模貯水槽水道の点検業務 水道事業部

H17

実施済み

2

大口径の水道メーターの検定満期に

伴う取替業務

水道事業部

H18

実施済み

3 水道メーターの維持管理業務 水道事業部 H21以降

4 水道料金の収納業務 水道事業部 H21以降

共通業務の統合及び再編について検討

＊Ｈ20で実施済み

Ｈ20.4.1に楠水道課を廃止した

Ｈ21.3月末で正法寺浄水場を休止した

広域的な水質検査体制について協議･検討

21年度の取組予定

宇部市水道事業経営改革プラン実施計画

 ＊Ｈ20で実施済み

 ＊Ｈ17で実施済み

 ＊Ｈ17で実施済み

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

№ 事務事業名 所管課

 ＊Ｈ18で実施済み

水道メーターの維持管理業務の民間委託等について検討

水道料金の収納業務の民間委託等について検討

達成予定

年度

達成予定

年度

№ 事務事業名

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名

所管課

所管課

達成予定

年度
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定員管理の適正化定員管理の適正化定員管理の適正化定員管理の適正化

1 定員適正化計画の策定・実施 水道事業部 H21

再任用短時間勤務職員の活用再任用短時間勤務職員の活用再任用短時間勤務職員の活用再任用短時間勤務職員の活用

1

再任用短時間勤務職員の活用による

新規職員の抑制

水道事業部 毎年実施

給与制度の見直し給与制度の見直し給与制度の見直し給与制度の見直し

1

給料表の運用の見直し及び手当等の

見直し

水道事業部 毎年実施

中期財政計画中期財政計画中期財政計画中期財政計画

1 中期財政計画の見直し 水道事業部 毎年実施

未利用地の有効活用未利用地の有効活用未利用地の有効活用未利用地の有効活用

1 未利用地の有効活用 水道事業部 H21以降

給水区域の拡大給水区域の拡大給水区域の拡大給水区域の拡大

1 給水区域拡大計画の策定 水道事業部

H18

実施済み

平成21年4月1日で、計画期間内の削減数10名を達成した

21年度の取組予定

 ＊Ｈ18で実施済み

達成予定

年度

達成予定

年度

21年度の取組予定

宇部市水道事業経営改革プランをもとに、中期の財政計画を見直し

未利用地の有効活用について検討

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

開閉栓・施設点検等の業務での再任用（32h）の活用

H19.4から実施した給与構造改革による給与制度の見直しを継続

21年度の取組予定№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

－9－



有収率の向上有収率の向上有収率の向上有収率の向上

1 創設管路更新事業の推進 水道事業部

H20

実施済み

2 漏水防止対策の強化 水道事業部 毎年実施

浄水施設の更新計画浄水施設の更新計画浄水施設の更新計画浄水施設の更新計画

1 浄水施設の更新計画の策定 水道事業部 H21

水道事業マスタープランの策定水道事業マスタープランの策定水道事業マスタープランの策定水道事業マスタープランの策定

1 水道事業マスタープランの策定 水道事業部 H18

積極的な情報公開積極的な情報公開積極的な情報公開積極的な情報公開

1 ホームページの充実 水道事業部 毎年実施

2 情報紙等の積極的な活用 水道事業部 毎年実施

H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組

9,7469,7469,7469,746 千円千円千円千円

情報紙への掲載内容の充実による市民への情報公開の拡充を実施

取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額

（総　計）（総　計）（総　計）（総　計）

水道施設カルテシステムによる現状分析結果をもとに浄水施設更新

計画の策定を行う

 ＊Ｈ18で実施済み

掲載内容の見直しによる市民への情報公開の拡充を実施

21年度の取組予定

21年度の取組予定

事務事業名 所管課№

達成予定

年度

達成予定

年度

21年度の取組予定

21年度の取組予定

達成予定

年度

 ＊Ｈ20で実施済み

配水区別漏水量の把握のための調査を実施

鉛製給水管の取替を実施

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課
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経営改革の推進

組織の統合、再編・整理組織の統合、再編・整理組織の統合、再編・整理組織の統合、再編・整理

1 水道局とガス局の組織統合

ガス事業部

水道事業部

H17

実施済み

2 機構の再編・整理

ガス事業部

水道事業部

H21以降

民間委託の推進又は検討民間委託の推進又は検討民間委託の推進又は検討民間委託の推進又は検討

1 需要家定期保安調査業務 ガス事業部 H21

2 ガス消費機器の販売・修理業務 ガス事業部 H21

3 ガスメーターの維持管理業務 ガス事業部

H18

実施済み

4 ガス料金の収納業務 ガス事業部 H21

定員管理の適正化定員管理の適正化定員管理の適正化定員管理の適正化

1 定員適正化計画の策定・実施 ガス事業部 H21

再任用短時間勤務職員の活用再任用短時間勤務職員の活用再任用短時間勤務職員の活用再任用短時間勤務職員の活用

1

再任用短時間勤務職員の活用による

新規職員の抑制

ガス事業部 毎年実施

給与制度の見直し給与制度の見直し給与制度の見直し給与制度の見直し

1

給料表の運用の見直し及び手当等の

見直し

ガス事業部 毎年実施

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

 ＊Ｈ17で実施済み

共通業務の統合及び再編について検討

ガス設備及び消費機器等の点検業務について再任用短時間勤務職員

の活用と民間委託の実施

ガス消費機器の販売及び修理業務での一部民間委託の検討

 ＊Ｈ18で実施済み

ガス料金の収納業務の民間委託等について検討

№

達成予定

年度

事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

宇部市ガス事業経営改革プラン実施計画

定員適正化計画の推進

業務等の見直しによる再任用（32h）の活用

H19.4から実施した給与構造改革による給与制度の見直しを継続
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中期財政計画中期財政計画中期財政計画中期財政計画

1 中期財政計画の見直し ガス事業部 毎年実施

製造施設の廃止製造施設の廃止製造施設の廃止製造施設の廃止

1 製造プラントの撤去 ガス事業部 H21

天然ガスの導入天然ガスの導入天然ガスの導入天然ガスの導入

1 天然ガス転換事業の完遂 ガス事業部

H18

実施済み

2 供給区域拡大計画の策定 ガス事業部 毎年実施

3 エコスタンドの検討 ガス事業部 H21

H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組

20,97320,97320,97320,973 千円千円千円千円

取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額

（総　計）（総　計）（総　計）（総　計）

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

プラントの撤去に伴うスクラップ鉄鋼の価格動向を考慮し、撤去時

期を再検討する

 ＊Ｈ18で実施済み

設備投資の抑制と、経営効果を勘案し、供給区域を拡大

補助金制度の廃止により方向性を検討

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

ガス供給計画の見直しと中期の財政計画の策定
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経営の効率化

コストの削減コストの削減コストの削減コストの削減

1 車両数の適正化と燃料消費の削減 交通課 毎年実施

2 各種業務の見直しによる事務改善

総務課

交通課

毎年実施

定員管理の適正化定員管理の適正化定員管理の適正化定員管理の適正化

1 定員適正化計画の策定・実施 総務課 H21

給与制度の見直し給与制度の見直し給与制度の見直し給与制度の見直し

1 給与制度の見直し・適正化 総務課 毎年実施

中期財政計画中期財政計画中期財政計画中期財政計画

1 中期財政計画の見直し 総務課 毎年実施

宇部市交通事業経営改革プラン実施計画

H19.4から実施した給与構造改革による給与制度の見直しを継続

21年度の取組予定

宇部市交通事業経営改革プランをもとに、中期の財政計画を策定

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

21年度の取組予定

達成予定

年度

事務事業名 所管課

21年度の取組予定

21年度の取組予定

エコドライブ管理システムの活用による燃料消費量の削減

貸切クーポンによる事務の効率化

郵便振替・銀行振込による事務の効率化

定員適正化計画の推進

№

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課
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収益性の向上

営業活動の拡充・強化営業活動の拡充・強化営業活動の拡充・強化営業活動の拡充・強化

1 乗車券等の内容やデザインの見直し 交通課 毎年実施

2 販売促進戦略の検討・実施 交通課 毎年実施

3 効果的な広告活動の検討・実施 交通課 毎年実施

チャレンジ５５７の取組チャレンジ５５７の取組チャレンジ５５７の取組チャレンジ５５７の取組

1 主催旅行販売の増（プラス５０％） 交通課 H21

2 １台当たり収入の増（プラス５％） 交通課 H21

3 車両稼働率の増（プラス７％） 交通課 H21

附帯収入による増収附帯収入による増収附帯収入による増収附帯収入による増収

1 旅行あっせん収入による増収 交通課 毎年実施

閑散期の稼働率向上のための受注方法の検討

　＊貸切バス平均稼働率　43%⇒50％（台数換算 350台)

企画旅行でのあっせん収入の増加への取組

クーポン制度の活用の強化

航空券、ＪＲチケットの受注の増加

21年度の取組予定

主催旅行の実績の分析と利用者ニーズの検証

料金、プラン内容の検討

プラン立案数の増加

年４回の折込チラシの実施

団体旅行の提案及び主催旅行の催行率をアップするために

営業活動を実施

併せて、主催旅行の催行率のアップと長距離貸切の増加に

よる増収対策の実施

受注型企画旅行：老人クラブ及び小・中学校等の固定客に

対する企画、日程の早期提案

主催旅行：プランの立案数の増加を実施

21年度の取組予定

21年度の取組予定

乗継券や空港線の回数券の検討

販売計画に基づいた営業活動の強化

エコ定期券（3か月定期券）販売拡大の分析

エコ定期券の3か月の発行にあわせた販売促進チラシの作成

ホームページのリニューアルによるＰＲ

所管課

№

達成予定

年度

達成予定

年度

№

№ 事務事業名

事務事業名 所管課

達成予定

年度

事務事業名 所管課
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施設活用による増収施設活用による増収施設活用による増収施設活用による増収

1 車内やバス停の新規広告媒体の開発 交通課 毎年実施

2

新川営業所における増収事業の検

討・実施

交通課 毎年実施

3

保有資産の活用による増収事業の検

討・実施

交通課 毎年実施

乗客の安全確保乗客の安全確保乗客の安全確保乗客の安全確保

1 事故防止・事故対策の強化 交通課 毎年実施

2 危機管理の徹底 交通課 毎年実施

環境保全への先導的役割環境保全への先導的役割環境保全への先導的役割環境保全への先導的役割

1 パーク・アンド・バスライドの促進 交通課 毎年実施

2

サイクル・アンド・バスライドの促

進

交通課 毎年実施

バリアフリー化の推進バリアフリー化の推進バリアフリー化の推進バリアフリー化の推進

1

交通バリアフリー法に対応した低床

車両の導入

交通課 H21

駐車場利用者の増加のための通勤バスの実施

パーク・アンド・バスライドで実施できる主催旅行の実施

関係機関への駐輪場の設置要望と利用拡大への協力要請

ホームページ等による利用者への周知の実施

ノンステップバスによる車両の更新（中型2台）

21年度の取組予定

21年度の取組予定

21年度の取組予定

増収事業の実施

契約駐車場等として小野田営業所の未利用部分の活用策の検討

エコドライブ管理システムの測定機器を活用した運転診断による安

全指導の徹底

交通事故報告体制の策定と交通事故による事故費の削減

各種機器対応マニュアルの周知による危機管理体制の確立

21年度の取組予定

車両広告、停留所ベンチ、停留所上屋での広告収入の拡大

ラッピングバスなどの新規広告や車両媒体での営業活動の強化

事務事業名 所管課

達成予定

年度

№

№

達成予定

年度

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度
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運行形態の改善運行形態の改善運行形態の改善運行形態の改善

1

利用者ニーズを踏まえた路線及びダ

イヤの調査・研究

交通課 H21

情報提供機能の拡充情報提供機能の拡充情報提供機能の拡充情報提供機能の拡充

1

分かりやすく利用しやすい路線図及

び時刻表の作成

交通課

H19

実施済み

2

行先表示機のＬＥＤ（発光ダイオー

ド）化の促進

交通課 毎年実施

職員研修の充実職員研修の充実職員研修の充実職員研修の充実

1 接遇研修の充実 総務課 毎年実施

2

人材育成のための研修計画の策定・

実施

総務課 H21

H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組H21年度の取組

13,78213,78213,78213,782 千円千円千円千円

 ＊Ｈ19で実施済み

国・県・市からの補助制度を活用したＬＥＤ方向幕導入の促進

　特急便新車1台　　新車中型2台　　既存車2台　　中古車2台

研修計画に従った研修の実施と人材育成

取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額取組による財政効果見込額

（総　計）（総　計）（総　計）（総　計）

サービス向上のための接遇研修の実施

21年度の取組予定

21年度の取組予定

Ｈ21.10　ダイヤ改正の実施と効果の検証

21年度の取組予定

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度

№ 事務事業名 所管課

達成予定

年度
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