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第二次行財政改革加速化プラン第二次行財政改革加速化プラン第二次行財政改革加速化プラン第二次行財政改革加速化プラン 4,544,2514,544,2514,544,2514,544,251 400,990400,990400,990400,990 4,945,2414,945,2414,945,2414,945,241
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第二次行財政改革加速化プラン（平成26～29年度）の実績第二次行財政改革加速化プラン（平成26～29年度）の実績第二次行財政改革加速化プラン（平成26～29年度）の実績第二次行財政改革加速化プラン（平成26～29年度）の実績

平成26年度から29年度までの4年間における第二次行財政改革加速化プランの効

果額は、約49億円です。

（単位：千円）

節減効果額節減効果額節減効果額節減効果額

プランと同様のプランと同様のプランと同様のプランと同様の

取組によるもの取組によるもの取組によるもの取組によるもの

計計計計

第二次行財政改革加速化プラン（平成29年度）の実績第二次行財政改革加速化プラン（平成29年度）の実績第二次行財政改革加速化プラン（平成29年度）の実績第二次行財政改革加速化プラン（平成29年度）の実績

平成29年度における第二次行財政改革加速化プランの効果額は、約13億円です。

（単位：千円）

節減効果額節減効果額節減効果額節減効果額

プランと同様のプランと同様のプランと同様のプランと同様の

取組によるもの取組によるもの取組によるもの取組によるもの

計計計計

第二次行財政改革加速化プラン第二次行財政改革加速化プラン第二次行財政改革加速化プラン第二次行財政改革加速化プラン 1,215,2851,215,2851,215,2851,215,285 61,09961,09961,09961,099 1,276,3841,276,3841,276,3841,276,384

　第二次宇部市行財政改革加速化プラン　第二次宇部市行財政改革加速化プラン　第二次宇部市行財政改革加速化プラン　第二次宇部市行財政改革加速化プラン 1,117,4431,117,4431,117,4431,117,443 60,00060,00060,00060,000 1,177,4431,177,4431,177,4431,177,443

※効果額は、平成29年度の取組による効果のうち、平成30年度当初予算において

反映された額としました。

　宇部市上下水道事業経営改革プラン　宇部市上下水道事業経営改革プラン　宇部市上下水道事業経営改革プラン　宇部市上下水道事業経営改革プラン 20,48220,48220,48220,482 1,0991,0991,0991,099 21,58121,58121,58121,581

　第二次宇部市交通事業経営改革プラン　第二次宇部市交通事業経営改革プラン　第二次宇部市交通事業経営改革プラン　第二次宇部市交通事業経営改革プラン 77,36077,36077,36077,360 （プラン内で計上）（プラン内で計上）（プラン内で計上）（プラン内で計上） 77,36077,36077,36077,360
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29年度（計画） 29年度（実績）

１ 市民との情報共有 １

積極的な情報提供と情

報の共有化

多様な媒体を活用して、市民が情

報を入手しやすい仕組みづくりを

行う。

参加者 4,500人 参加者 3、068人

１ 市政参画の機会拡充

市民が積極的に市政へ参画する

機会を拡充する。

PR動画活用数(若者会議) 30件

市民モニター 500人

女性委員割合 50%

PR動画活用数(若者会議)8件

市民モニター 530人

女性委員割合 49.1%

市民協働 28,450人 市民協働 28,709人

3,1293,1293,1293,129 千円千円千円千円 7,8687,8687,8687,868 千円千円千円千円

５ PFIの活用

公共施設の整備にあたり、民間の

活力や資金を活用する。

5,0005,0005,0005,000 千円千円千円千円 1,0801,0801,0801,080 千円千円千円千円

６ 新たな担い手の創出

農林業や漁業の担い手を育成し、

一次産業の振興を図る。

613613613613 千円千円千円千円 714714714714 千円千円千円千円

地域ブランド調査による市の認

知度　30点

地域ブランド調査による市の認

知度　29.1点

3,6803,6803,6803,680 千円千円千円千円 6,0006,0006,0006,000 千円千円千円千円

１

事務事業の総点検の

推進

経費の削減・庁内業務の効率化を

図る。

145,887145,887145,887145,887 千円千円千円千円 111,365111,365111,365111,365 千円千円千円千円

２

公共施設マネジメント

の推進

公共施設マネジメントを推進し、財

政負担の軽減と利用満足度の向

上を図る。

ハコモノ更新費不足額の解消

バリアフリー化の推進

ハコモノ更新費不足額の解消

バリアフリー化の推進

３

ICTを活用した行政運

営の効率化

市所有データの民間活用により、

新たな市民サービスを創出する。

522522522522 千円千円千円千円 404404404404 千円千円千円千円

１

行政経営システムの実

践

効果的・効率的な業務の推進に取

り組み、市民サービスの向上を図

る。

事業の円滑な進捗管理 事業の円滑な進捗管理

２ 人材育成の推進

職員の意欲、能力向上

女性管理職22.3%

職員の意欲、能力向上

女性管理職20.6%

３ 職員の意識改革 業務改善力、分析力の向上 業務改善力、分析力の向上

１ 定員管理の適正化 155,126155,126155,126155,126 千円千円千円千円 105,559105,559105,559105,559 千円千円千円千円

２ 給与の適正化 6,7196,7196,7196,719 千円千円千円千円 6,9506,9506,9506,950 千円千円千円千円

４ 広域的な行政運営 １ 事務事業の共同化

広域圏など、自治体間の事務事業

の共同化に取り組み、行政効率の

向上を図る。

広域住民のサービス向上

連携体制の構築

各部会プロジェクトチームによ

る事業実施

１

創意工夫による収入源

の確保

359,609359,609359,609359,609 千円千円千円千円 306,536306,536306,536306,536 千円千円千円千円

２

市税・国民健康保険料

等の収納率の向上

収納率0.26ポイント向上

収入未済額271.504千円減

収納率0.18ポイント向上

収入未済額229.884千円減

３ 受益者負担の適正化 14,19714,19714,19714,197 千円千円千円千円 18,20818,20818,20818,208 千円千円千円千円

１ 地方債残高の抑制

健全な財政構造の確立と持続可

能な財政基盤づくりを推進する。

471,203471,203471,203471,203 千円千円千円千円 552,759552,759552,759552,759 千円千円千円千円

２

外郭団体支援等歳出

の適正化

外郭団体等の財政状況・人員体制

の分析を行い、必要に応じて財政

支援等の見直しを行う。

事業の質の向上

支援の適正化

事業の質の向上

支援の適正化

効果額合計→ 1,165,6851,165,6851,165,6851,165,685 千円千円千円千円 1,117,4431,117,4431,117,4431,117,443 千円千円千円千円

人件費効果 184,378 千円

物件費等効果 594,061 千円

歳入増効果 339,004 千円

合計 1,117,443 千円

一般職の給与削減

　人件費効果 60,000 千円

平成29年度の取組による平成30年度当初予算の節減効果額

第二次行財政改革加速化プランと同様の取組によるもの

３

財

政

運

営

の

改

革

１ 自主財源の確保

自主財源を確保するため、市税や

新たな手法による収入の確保に取

り組むとともに、使用料等について

受益者負担の適正化を図る。

２ 財政構造の健全化

職員の能力・資質の向上や意識改

革によって職員力の向上を図り、

地方分権に対応できる職員を育成

する。

３

定員管理及び給与の

適正化等

スリムで効率的な組織や人員体制

の確立を図るとともに、給与の適

正化に取り組む。

１

市

政

運

営

の

改

革

２

民間活力の積極的導

入

２ 市民協働の取組強化

民間活力を積極的に導入し、住民

ニーズにきめ細かく対応する行政

サービスに取り組む。

２

行

政

運

営

の

改

革

１

事務・事業・施設の再

編・整理、廃止・統合

等

２

業務推進プロセスの

改善と職員力の向上

３ 都市間競争力の向上 １ ブランド化の推進

第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

柱 基本項目 個別項目 取組目標

取組効果

本市の魅力をアピールするなど、

本市のブランド化を推進し、都市間

競争に負けないまちづくりを行う。
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１ ふるさと元気懇談会の開催

２ うべ弁ミーティングの開催

３ うべの情報知っちょる会の開催

２ 審議会等の見直し

３ 若者会議の開催

４ インターネット市民モニターの実施

５ 男女共同参画啓発活動

１ 提案公募型アウトソーシングの実施

２ 提案型協働事業の実施

３ 市民活動拠点の支援

４ 自主的な地域運営の支援

５ 人材育成による地域活動の支援

６ ご近所福祉活動の推進

８ 道路照明灯スポンサー事業の推進

９ 図書館の管理運営業務

10 わたしたちの道づくりサポート事業の運用

11 農道維持管理業務

13 スポーツコミッションとの協働事業の推進

14 うべみちサポート事業

15 公民連携によるまちづくりの推進

５ PFIの活用 １ 民間の活力や資金の導入

１ 農業の担い手育成

２ 林業の担い手育成

３ 水産業の担い手育成

１ シティセールスの推進

２ ときわ公園の魅力向上（全国ブランド化の推進）

１ 事務事業の見直し

２ 一般廃棄物収集・処理業務①

２ 一般廃棄物収集・処理業務②

２ 一般廃棄物収集・処理業務④

３ 公立保育園業務

４ 学校庶務員業務１ 事務事業の総点検の推進

P.17

P.18

P.19

P.16

P.13

P.14

６ 新たな担い手の創出

P.15

１

市

政

運

営

の

改

革

１ 市民との情報共有 １ 積極的な情報提供と情報の共有化

市政参画の機会拡充

２ 市民協働の取組強化

３ 都市間競争力の向上 １ ブランド化の推進

P.4

P.5

２ 民間活力の積極的導入

１ P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

実施計画項目一覧実施計画項目一覧実施計画項目一覧実施計画項目一覧

柱 基本項目 個別項目 実施計画項目 掲載ページ

６ 食肉センター施設の管理運営業務

７ 学校施設開放のあり方の見直し

８ 公共交通体系の見直し

９ 窓口業務の効率化

10 生活保護受給者の自立助長

１ 公共施設マネジメントの推進

２ ユニバーサルデザインに配慮した施設整備

１ 市所有データのオープンデータ化

２ 社会保障・税番号制度の活用

３ コンビニ交付の推進

５ 画像通報システムの活用

１ 行政経営システムの実践 １ 行政経営システムの実践

２ 人材育成の推進 １ 人材育成計画の推進

１ 職員提案制度の推進

２ ABC分析の推進

１ 定員管理の適正化 １ 定員適正化計画の策定・推進

２ 給与の適正化 １ 職員の給与制度及び運用の見直し

４ 広域的な行政運営 １ 事務事業の共同化 １ 広域連携の推進

１ ふるさと納税の促進

２ 市資産等への広告掲載による収入の確保

３ 未利用財産の売却促進・有効活用

４ 産業団地の分譲促進

５ 歩道橋ネーミングライツ事業の推進

６ 基金の効果的な活用

７ ときわ公園サポーター制度の拡充

８ 基金の効率的な運用

２ 市税・国民健康保険料等の収納率の向上 １ 債権管理回収の強化

１ 使用料・手数料等の見直し②

１ 使用料・手数料等の見直し③

１ 地方債残高の抑制 １ 地方債残高の抑制

２ 外郭団体支援等歳出の適正化 １ 外郭団体等への支援の適正化 P.35

計63項目

３ 受益者負担の適正化

P.34

２ 財政構造の健全化

３

財

政

運

営

の

改

革

１ 自主財源の確保

１ 創意工夫による収入源の確保

P.29

P.30

P.31

P.32

P.33

P.26

３ 職員の意識改革

P.27

３ 定員管理及び給与の適正化等

P.28

P.22

２ 公共施設マネジメントの推進

P.23

３ ICTを活用した行政運営の効率化 P.24

P.25

２

行

政

運

営

の

改

革

１

事務・事業・施設の再編・整理、廃

止・統合等

２

業務推進プロセスの改善と職員力

の向上

P.20

P.21
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－１－１

年度

・テーマを「宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた内容とし、開催した。

・参加者からの市政に対する疑問や質問に答えるとともに、イベント情報等を提供し、情報の

共有化を図った。

・提案等は、会議録を市HPで公表するとともに、関係部署との調整を行った。

【開催回数　12回（119団体）】

・参加者数

　463人

・市政に反映する

提案件数

　5件

29

まちづくりをテーマに、市長と市民が

懇談し、市政の参考とするとともに、

協働のまちづくりに生かす。

【年10回開催】

・市長と市民が意見交換する場を設けることに

より、今後の市政や地域活性化等を考える機

会とする。

・懇談のテーマや募集方法を工夫し、ターゲッ

トを絞った効果的な参加者募集と開催の周知

を行う。

・参加者に適したイベント等の市政情報を提供

（前年度の課題を検証し、効果の向上を図

る。）

・参加者数

　600人

・市政に反映する

提案件数

　30件

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

まちづくりをテーマに、市長と市民が懇談し、市政の参考とするとともに、協働のまちづくりに生

かす。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

　市政運営の改革　市政運営の改革　市政運営の改革　市政運営の改革

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 市民との情報共有

１－１－１－１１－１－１－１１－１－１－１１－１－１－１ 積極的な情報提供と情報の共有化

実施計画項目 ふるさと元気懇談会の開催 工程

担当課等

  (旧)広聴課

  (新)広報広聴課

4

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－１－１

年度

・参加者からの市政に対する疑問や質問に答えるとともに、イベント情報等を提供し、情報の

共有化を図った。

・参加者のニーズに応じて、公共施設以外の場所で開催するなど柔軟な対応を行った。

【開催回数　3回】

参加者数

　49人

29

情報の共有化を進めるとともに、出

された意見やアイデアなどについ

て、可能なものは業務に反映させ

る。

【年20回開催】

・市民に対し、フェイスブックやメルマガなど定

期的な情報発信を行うことにより広く周知を図

り、申込みに応じて実施

・参加者に適したイベント等の市政情報を提供

・参加者のニーズに合わせた対応

（前年度の課題を検証し、効果の向上を図

る。）

参加者数

　200人

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

市長がランチミーティング（地産弁当）の手法を活用し、市民活動団体と日ごろの活動内容や団

体の興味・関心のある分野について意見交換を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－１－１－２１－１－１－２１－１－１－２１－１－１－２ 積極的な情報提供と情報の共有化

実施計画項目 うべ弁ミーティングの開催 工程

担当課等

  (旧)広聴課

  (新)広報広聴課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 市民との情報共有

4



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－１－１

年度

地域で開催される説明会等の場において、短時間（10分程度）で市政情報を説明する「○○

説明会＋うべの情報知っちょる会」を開催した。

【開催回数　87回】

参加者数

　2,556人

29

できるだけ多くの市民に市政情報を

伝える機会を増やし、市政情報発信

の効率性を高めるとともに市政やま

ちづくりへの理解を促し、協働のま

ちづくりを推進する。

【開催回数 120 回】

地域で開催される説明会等の場において、短

時間（10分程度）で市政情報を説明する「○○

説明会＋うべの情報知っちょる会」を開催す

る。

参加者数

　3,700人

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

以下の内容で「うべの情報知っちょる会」を開催する。

・全校区での市政情報説明会の開催

・提案公募、助成金に関する事業者や市民活動団体向け市政情報の説明会の開催

・市政情報出前講座等で参加者や時期に応じた市政情報の紹介

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－１－１－３１－１－１－３１－１－１－３１－１－１－３ 積極的な情報提供と情報の共有化

実施計画項目

うべの情報知っちょる会の

開催

工程

担当課等

  (旧)広報・シティ課

  (新)広報広聴課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 市民との情報共有

5

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－１－１

年度

・幅広い市民の参加を目指し、マニュアルに基づく委員等の選任を促進した。

・審議会等が開かれたものとなるよう、マニュアルに沿った運営を推進した。

多様な意見を反

映した開かれた市

政の推進

29

審議会・協議会等のあり方の整理、

委員構成の適正化及び開かれた審

議会等の運営促進

・審議会等のあり方について整理するととも

に、幅広い市民の参加を目指し、マニュアルに

基づく委員等の選任を促進

・審議会等が開かれたものとなるよう、マニュ

アルに沿った運営を推進

多様な意見を反

映した開かれた市

政の推進

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

平成22年3月に作成した「審議会等の設置・運営マニュアル」に基づき、諮問機関（附属機関、私

的諮問機関）及び施策上の協議会（研究・連絡協議会的機関）の見直しを行い、幅広い市民の

参加を促進する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２ 市政参画の機会拡充

実施計画項目 審議会等の見直し 工程

担当課等

（旧）総務管理課

人権・ 男女共同参画推進課

（新）総務管理課

人権・男女共同参画推進課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

5



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－１－１

年度

・市内4校の生徒が参加し、8月に動画制作のためのワークショップ、2月に動画コンテストを

開催した。

・優秀作品は、各種イベント等で活用した。

【参加者数　63人】

若者会議による提

案の実現（PR動

画を活用した情報

発信件数）

　8件

29

若者会議によるプロジェクト（宇部市

PR動画の作成）の実践

・高校生による若者会議の開催

・若者会議によるプロジェクトの実現に向けた

支援

若者会議による提

案の実現（PR動

画を活用した情報

発信件数）

　30件

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

若者にとって魅力あるまちづくりを進めるため、若者の意見を聴く機会として若者会議を開催し、

若者がまちづくりに参画する場を提供する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－１－３１－２－１－３１－２－１－３１－２－１－３ 市政参画の機会拡充

実施計画項目 若者会議の開催 工程

担当課等

  (旧)広聴課

  (新)広報広聴課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

6

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－１－１

年度

・イベント等の機会をとらえ、効果的に市民モニターを募集した。

・アンケート実施数　6回

・市民モニターに対して、イベント情報等を随時提供した。

【モニター数　530人】

モニター意見によ

る事業改善、企画

立案の取組

　8テーマ

29

幅広い市民の意見を聴取し、市政

運営の参考とする。

【モニター数　500人】

・市ホームページやフェイスブックを活用し、ま

たイベント等開催時などの機会をとらえ、市民

モニターを獲得

・施策を推進するために必要なアンケート調査

を随時実施

・市民モニターへタイムリーな市政情報を随時

提供

（前年度の課題を検証し、効果の向上を図

る。）

モニター意見によ

る事業改善、企画

立案の取組

  8 テーマ

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

市民の意見を聴取する手段としてインターネット市民モニターを設置し、モニターへのアンケート

調査の実施によって、市の既存事業等の改善や新規事業等の企画立案の参考とする。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－１－４１－２－１－４１－２－１－４１－２－１－４ 市政参画の機会拡充

実施計画項目

インターネット市民モニター

の実施

工程

担当課等

  (旧)広聴課

  (新)広報広聴課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

6



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

１０－５－２

年度

【女性委員の割合　49.1％】（平成30年3月31日現在、市の審議会等における女性委員の割

合）

・各専門分野における能力や経験を有する女性の情報を「宇部市女性人材バンク」において

収集・整理し、市の審議会等委員での積極的な登用を促進した。

・新たに創設した「宇部市女性リーダー育成支援事業」の実施により、7人を「宇部市女性

リーダー」として認定した。

・女性活躍推進法に基づく新たな協議会組織として、「うべ女性応援ネットワーク」を発足させ

様々な分野にお

ける施策・方針決

定過程への女性

の参画の拡充

29 【女性委員の割合　50%】

・女性のエンパワーメントのための情報提供や

学習機会の提供を行い、女性の人材育成に努

める。

・宇部市女性人材バンクを活用し、女性の人材

情報の提供を行う。

・宇部市女性人材バンクの充実を図るため、地

域や職場等における女性リーダーの育成支援

を行う。

様々な分野にお

ける施策・方針決

定過程への女性

の参画の拡充

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

国・県・市のデータバンクなどを活用して、市の施策や方針の決定過程に参画可能な人材の把

握に努める。また、審議会・協議会等の委員として施策や方針の決定過程への参画など、女性

の社会参画能力を養成する講座等の開催を促進する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－１－５１－２－１－５１－２－１－５１－２－１－５ 市政参画の機会拡充

実施計画項目 男女共同参画啓発活動 工程

担当課等

(旧)

　人権・男女共同参画推進課

(新)

　人権・男女共同参画推進課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

7

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－２－１

年度

・相談 1件

・制度改正の検討

事業提案できる団

体の要件等制度

改正を検討

29

【提案公募型アウトソーシング応募

受付　2件】

市の予算事業に加えて、社会的な課題に対し

て解決のための取組の事業提案を募集する。

審査を通過した提案については事業化を目指

す。

【制度の流れ】

提案募集・審査→委託先公募・選考・契約→

モニタリング

民間視点での事

業改善や、民間の

ノウハウを生かし

た地域課題の解

決

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

民間からそのノウハウやアイディアを反映させた新たな視点による事業提案を受け、それを公

募等の方法で民間委託により事業化することで、行政のスリム化とサービスの向上を実現する

とともに、雇用創出等の地域経済の活性化を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－１１－２－２－１１－２－２－１１－２－２－１ 市民協働の取組強化

実施計画項目

提案公募型アウトソーシン

グの実施

工程

担当課等

（旧）政策企画課

（新）政策調整課

・女性活躍推進法に基づく新たな協議会組織として、「うべ女性応援ネットワーク」を発足させ

た。

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

7



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－２－１

年度

（一次募集）　　　　　　　　　　　　　　　　（二次募集）

4月　事業募集…応募件数　25件　　 　9月　　事業募集…応募件数　2件

6月　選考審査…採択件数　15件　　　10月　 選考審査…採択件数　2件

　

【応募件数　27件】　【協働事業への参加者　7,024人】

元気なまちづくり

事業件数（累計）

　77件

（1-2-2-3との連

携効果）

29

【応募目標件数　24件】

【協働事業への参加者　7,000人】

事業募集

（市民活動団体）　4月中旬～5月中旬

（地域団体）　　　  4月中旬～5月中旬

選考審査（公開プレゼンテーション大会）

               　　　　　　　　　  　6月下旬

～翌年2月28日　事業完了

～翌年3月9日　実績報告書提出

元気なまちづくり

事業件数（累計）

　74件

（1-2-2-3との連

携効果）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

公益性があり、社会的課題の解決につながる内容の企画提案を市民活動団体から募集し、選

考審査を経て決定した団体に対して助成を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－２１－２－２－２１－２－２－２１－２－２－２ 市民協働の取組強化

実施計画項目 提案型協働事業の実施 工程

担当課等

（旧）市民活動課

（新）市民活動課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

8

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－２－２

年度

宇部市民活動センターの運営事業等を委託により実施

活動実績：宇部市民活動センター「青空」の運営事業…相談、情報収集、情報提供

　　　　　　　市民活動支援事業…宇部市協働のまちづくり条例審議会へ委員派遣

                              　    　　  　元気なまちづくり提案サポート事業開催支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 助成金獲得講座、市民活動カフェ開催

【宇部市民活動センター利用者数  21,352人】

元気なまちづくり

事業件数（累計）

　77件

（1-2-2-2との連

携効果）

29

協働のまちづくりを推進する中間支

援拠点として宇部市民活動センター

を機能させる。

【宇部市民活動センター利用者数

　20,000人】

4月　事業計画の提出

翌年3月　実績報告

元気なまちづくり

事業件数（累計）

　74件

（1-2-2-2との連

携効果）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

市民活動団体に対する活動場所及び情報の提供、相談業務、ネットワークづくり、協働の推進

など、市民活動及び協働のまちづくりの中間支援拠点の役割を担う「宇部市民活動センター」の

運営を支援する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－３１－２－２－３１－２－２－３１－２－２－３ 市民協働の取組強化

実施計画項目 市民活動拠点の支援 工程

担当課等

（旧）市民活動課

（新）市民活動課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

8



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

１０－２－１

年度

・地域課題解決及び活性化に資する取組を支援（48件）

　　【支援実績】地域プロジェクト事業：            　　  5件

　　　　　　 　　　コミュニティビジネス応援事業 ： 　   2件

　　　　　　　　　 その他新たな事業：              　    41件

・地域運営組織設立に向けた協議を実施（14校区 62回実施）

地域運営組織の

設置数（累計）

  24校区

（1-2-2-5との連

携効果）

29

【地域運営組織の設立校区　24校

区】

地域に関連する各部各課の事業の推進を支

援するとともに、各校区の地域計画の運用や

地域運営組織設置など地域課題の解決及び

活性化に資する先駆的な取組を積極的に支援

地域運営組織の

設置数（累計）

　24校区

（1-2-2-5との連

携効果）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

24校区の地域の特性に応じた自主的、自立的な特色ある地域づくりを進めるために、地域計画

の推進支援や地域運営組織の設立支援に取り組む。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－４１－２－２－４１－２－２－４１－２－２－４ 市民協働の取組強化

実施計画項目 自主的な地域運営の支援 工程

担当課等

(旧）市民活動課（中山間）地

域・保健福祉支援チーム

(新）コンパクトシティ・共生型

包括ケア推進グループ

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

9

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

１０－２－２

年度

・持続可能な地域運営に向けて、地域役員等を対象にした研修会を実施（参加者　50人）

・新任自治会長研修の開催支援（6校区）

・地域計画推進研修会を実施（3校区）

地域運営組織設

立

　24校区

（1-2-2-4との連

携効果）

29 地域支援研修会を実施

地域計画の策定支援に携わる職員を対象とし

た研修会、地域住民の人材発掘に向けた研修

会を実施

地域運営組織の

設置数（累計）

　24校区

（1-2-2-4との連

携効果）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

「生涯学習のまちづくり」を具現化するため、全校区での「まちづくりサークル」等の開催の支援、

ワークショップ等により地域の課題について考える「地域活動研修会」の開催を支援し、人材バ

ンクの管理等を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－５１－２－２－５１－２－２－５１－２－２－５ 市民協働の取組強化

実施計画項目

人材育成による地域活動の

支援

工程

担当課等

（旧）市民活動課

（新）市民活動課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

9



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

０７－１－２

年度

・市内のサロンの名称を統一し、ご近所ふれあいサロンに変更し、市民にわかりやすいもの

とした。

・宇部市社会福祉協議会と協働し、拠点の整備、活動の活性化を図った。

・サロンの交流会を実施し、各団体との情報交換等を行い、連携を深めた。

・新規開設に向け、相談に対応し、開設支援を行った。

　【地域福祉活動拠点箇所数   48か所 】

　【利用者延べ人数（累計）　 22,649人 】

　【市民協働　 240人】

・地域福祉活動

　拠点箇所数

　48か所

29

【ご近所福祉サロン整備数　48か

所】

【市民協働　210人】

・地域包括ケア・事業力強化事業として、ご近

所福祉サロンの整備及び活動を促進

・各団体間の連携を深めるため、情報交換等

を行う場として交流会を年2回開催

・新規開設相談会の開催

・宇部市社会福祉協議会と協働し、市内のサ

ロンの名称を統一し、認証制とする。

地域との協働の

推進

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

身近な地域で、子どもから高齢者までだれもが気軽に集い、生きがい対策や介護予防などを主

目的に様々な交流や活動を行う地域福祉の拠点の整備及び活動支援を実施する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－６１－２－２－６１－２－２－６１－２－２－６ 市民協働の取組強化

実施計画項目 ご近所福祉活動の推進 工程

担当課等

（旧）地域福祉課

（旧）地域福祉課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

10

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

・電気代支援（スポンサー料収入）　45基

　（H29新規：0基＋継続：45基）

・LED照明化による電気代削減　1基

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

960千円960千円960千円960千円

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

12千円12千円12千円12千円

29

道路照明灯スポンサー事業による

スポンサー料収入の獲得、LED化に

よる電気代削減

※効果見込額は次年度当初予算計

上予定額とする

・電気代支援（スポンサー料収入）　64基

（H29新規：10基＋継続：54基）

・LED照明化による電気代削減　10基

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

1,160千円1,160千円1,160千円1,160千円

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

120千円120千円120千円120千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

民間活力を利用して道路照明灯スポンサー事業を推進し、太陽光発電式道路照明灯の新設

（電気代不要）、既設灯のLED化による電気代の削減、電気代支援としてのスポンサー料の収

入増加を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－８１－２－２－８１－２－２－８１－２－２－８ 市民協働の取組強化

実施計画項目

道路照明灯スポンサー事業

の推進

工程

担当課等

 （旧）道路河川管理課

 （新）道路整備課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

10



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討 準備 －

年度

・平成29年4月から開館時間の延長及び祝日の開館を実施した。

・ICシステムの構築及び開架図書へのICタグ添付、資料データ入力を行い、平成30年3月か

ら自動貸出機、自動返却機の運用を開始した。

・ICシステムソフト

ウェア・ICシステム

構築（H30年3月運

用開始）

・ICタグ貼付、資

料データ入力（約5

29

・運営体制の見直しによるサービス

の最大化

・基盤整備（ICシステム導入）による

効率的な運営

・平成29年4月から開館時間の延長及び祝日

の開館を実施

・より効率的な運営に向け、ICシステム（自動

貸出・自動返却システム）を導入

・ICシステムソフト

ウェア・ICシステム

構築

（H29年度末運用

開始予定）

・開架図書にICタ

グ貼付、資料デー

タ入力（約5万冊）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

図書館及び学びの森くすのきの管理運営について見直し、今後の方針を定め、実施する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－９１－２－２－９１－２－２－９１－２－２－９ 市民協働の取組強化

実施計画項目 図書館の管理運営業務 工程

担当課等

（旧）図書館学びの森くす

   のき・地域文化交流課

（新）図書館学びの森くす

   のき・地域文化交流課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

11

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

【参画団体数　1団体】

【市民協働　　13人】

・地域コミュニティ

の活性化

・生活の利便性の

向上

29

【参画団体数　2団体】

【市民協働　40人】

随時、受付・協議・設計・材料手配・施工協議・

現場監督ほか、各種必要な業務を行う。

・地域コミュニティ

の活性化

・生活の利便性の

向上

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

優先度が低く、事業化が困難な市道の小規模な改修・整備を、地域住民が実施する場合に、市

が、材料代・建設機械レンタル料を負担（上限50万円）する。

これにより、住民参加の促進と市道整備の早期実現が図れる。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－１０１－２－２－１０１－２－２－１０１－２－２－１０ 市民協働の取組強化

実施計画項目

わたしたちの道づくりサポー

ト事業の運用

工程

担当課等

　（旧）道路河川建設課

　（新）道路整備課

料データ入力（約5

万冊）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

11



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

０８－４－１

１－２－２－１３１－２－２－１３１－２－２－１３１－２－２－１３ 市民協働の取組強化

実施計画項目

スポーツコミッションとの協

働事業の推進

工程

担当課等

（旧）文化・スポーツ振興課

地元団体による小野農道の愛護作業

【全延長5,530mに対する愛護作業63%は目標達成（実施40%+草刈不用23%）】

【市民協働　80人】

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

1,000千円1,000千円1,000千円1,000千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

29

地元団体による小野農道の愛護作

業実施

現在取り組んでいる組織に対して作業を継続

してもらうためサポートを行うとともに、より効

率的な維持管理を行うために小野農道を市道

認定し、管理の一元化を図る。

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

1,000千円1,000千円1,000千円1,000千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

地域農業の活性化を目的に建設された、小野農道の維持管理（草刈）について、地元の人的資

源を活用し協働による作業を行うことにより、農道に対する愛着心を醸成するとともに、地元が

直接作業することによる地元目線での問題点を抽出し、維持管理に反映させる。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－１１１－２－２－１１１－２－２－１１１－２－２－１１ 市民協働の取組強化

実施計画項目 農道維持管理業務 工程

担当課等

　（旧）農業土木対策課

　（新）農林振興課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

12

実施

（継続）

０８－４－１

年度

【協働事業数　25件】

　【市民の健康増進・体力づくり推進に向けた活動】　13件

　　・チャレンジデー2017への参加など

　【スポーツによる地域活性化、交流人口増加のための活動】　6件

　　・スポーツ・ヘルスツーリズム事業の開催

　　・オリンピアンスポーツ教室

　　・パラリンピアンスポーツ教室など

　【財産形成と理解促進のための活動】　6件

　　・コミッション加盟団体や人財バンクを活用した指導者派遣事業

　　・スポーツコミッションホームページでの幅広い情報発信など

週1回以上スポー

ツを行う成人の割

合

　74.6%

29

前年度の実績、評価、市民のニーズ

等を踏まえ、さらなる機会拡大のた

め、新たな視点を加えて、スポーツ

コミッションとの協働事業を実施

【協働事業数　20件】

・チャレンジデー2017への参加

・スポーツ・ヘルスツーリズム事業の開催

・コミッション加盟団体や人財バンクを活用した

指導者派遣事業の継続（対象の拡大）

・オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ

教室、講演会等の開催

・スポーツコミッションホームページでの幅広い

情報発信

週1回以上スポー

ツを行う成人の割

合

　75%

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

平成26年10月に官民協働ネットワーク組織として誕生した「宇部市スポーツコミッション」と協働

し、「スポーツを楽しむ元気なひとの元気なまち・宇部市」の実現、「健康長寿のまちづくり」の推

進に向けた事業を実施する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

実施計画項目

働事業の推進

工程
（旧）文化・スポーツ振興課

（新）文化・スポーツ振興課

12



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施 －

年度

基本項目

個別項目１－２－２－１５１－２－２－１５１－２－２－１５１－２－２－１５ 市民協働の取組強化

8団体、35,730㎡を委託契約

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

5,896千円5,896千円5,896千円5,896千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

29

【委託面積　35,000㎡】

・市道の草刈業務を自治会等の地域団体（グ

ループ）と委託契約する。

・平成29年度委託面積の増加見込み 5,520㎡

（参考：平成30年度新規委託　5,000㎡）

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

849千円849千円849千円849千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

交通量が少ない市道の草刈業務について、住民ニーズに対応し、自治会等の地域団体（グ

ループ）と委託契約することにより、道路維持管理費の削減に取り組む。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－１４１－２－２－１４１－２－２－１４１－２－２－１４ 市民協働の取組強化

実施計画項目 うべみちサポート事業 工程

担当課等

（旧）道路河川管理課

（新）道路整備課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

13

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施 －

年度

【にぎわい宇部の事業実施・実績状況】

　・遊休資産利活用事業（現況調査、掘り起し、開業支援）

　・リノベーションによる空き物件活用の検討（講座開催、ワークショップ）

　・イベント等賑わい創出事業の実施（中心市街地・多世代交流スペースでイベント実施

                                                                                                             （20回））

【多世代交流スペースの事業実施・実績状況】

　・若者クリエイティブコンテナで、まちづくり活動の実施

　・多世代の交流、起業・創業の相談等の活動が行える場の提供

　・コミュニティハーブ講座の実施

　・多様なイベントの実施

中心市街地の休

日一日当たりの通

行者数

　18,592人/日

29

・まちなかイベント創出、起業・創業

支援

・多世代交流によるにぎわい創出

・「にぎわい宇部」との連携による中心市街地

活性化に向けた各種事業の展開

・多世代交流スペース（コンテナハウス、芝生

広場）の運営

中心市街地の休

日一日当たりの通

行者数

　15,200人/日

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

平成28年4月に設立された宇部版まちづくり会社「にぎわい宇部」と協働し、公民連携による中

心市街地の活性化を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－２－１５１－２－２－１５１－２－２－１５１－２－２－１５ 市民協働の取組強化

実施計画項目

公民連携によるまちづくりの

推進

工程

担当課等

（旧）まちなか再生推進課

（新）コンパクトシティ・共生型

　　　包括ケア推進グループ

13



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進 ００－２－１

年度

・寄附型のクラウドファンディングの実施

　（JR宇部線駅舎アートプロジェクト　572,000円）

　（動物と共生するまちづくりプロジェクト　508,000円）

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

1,080千円1,080千円1,080千円1,080千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

29

民間の活力や資金の導入の可能性

について調査・研究

※歳入効果見込み額は次年度当初

予算計上予定額とする。

・今後実施予定の施設整備等について、民間

のノウハウを生かした資金調達手法とのマッチ

ングを検討

・官民連携によるクラウドファンディングの実施

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

5,000千円5,000千円5,000千円5,000千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

クラウドファンディングなど、民間からの新たな資金調達手法等を活用する。また、PFIをはじめ

とした民間の活力や資金の導入に向け調査研究を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－５－１１－２－５－１１－２－５－１１－２－５－１ PFIの活用

実施計画項目 民間の活力や資金の導入 工程

担当課等

　（旧）政策企画課

　（旧）行政改革推進課

　（新）政策調整課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

14

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

０１－４－１

年度

・農業に新規参入する企業及び5年以上継続して農用経営を行っている企業が導入した

　農業用機械等への補助（3社）

・集落営農法人の設立支援（1経営体）

・青年の就農前後の営農計画等作成支援（1組2人）

・農業経営安定のための就農促進会議の開催（20回）

・新規農業就業者の確保（4人）

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

342千円342千円342千円342千円

29

【農業用機械等補助　4社】

【集落営農法人の設立支援 1経営

 体】

【営農計画等作成支援  1人】

【就農促進会議開催　7回】

【農業就業者の確保　3人】

・農業に新規参入する企業及び5年以上継続し

て営農を行う農業参入企業が導入する農業用

機械等への補助

・集落営農法人の設立支援

・青年の就農前後の営農計画作成等支援

・農業経営安定のための就農促進会議の開催

・新規就業者を雇用する法人等へ補助金を交

付

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

202千円202千円202千円202千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

農業の担い手の確保や育成をするため、新規に農業に参入する企業への農業機械等への補

助、集落営農法人の設立にかかる支援や青年の就農計画の作成や経営安定のための支援を

行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－６－１１－２－６－１１－２－６－１１－２－６－１ 新たな担い手の創出

実施計画項目 農業の担い手育成 工程

担当課等

（旧）農林振興課

（新）農林振興課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

14



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

０１－４－１

年度

ホームページを活用し広く制度の周知を行うとともに、直接、林業事業体等へ働きかけを

行った。

新規研修参加者新規研修参加者新規研修参加者新規研修参加者

（宇部市在住）（宇部市在住）（宇部市在住）（宇部市在住）

 0人 0人 0人 0人

29

研修を通じ、林業の知識と技術を習

得することにより、林業の担い手の

確保と育成を図る。

【研修参加者　1人】

林業研修生として、林業事業体等で研修を実

施

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

39千円39千円39千円39千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

林業の担い手を育成するため、林業事業体等が行う林業研修の支援を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－６－２１－２－６－２１－２－６－２１－２－６－２ 新たな担い手の創出

実施計画項目 林業の担い手育成 工程

担当課等

（旧）農林振興課

（新）農林振興課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

15

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

０１－４－５

年度

・国や県と連携し、長期漁業技術研修への支援を実施。平成29年度末で研修生は9人（うち

新規は3人）

・県と連携し、新規漁業就業者10人に対し、経営自立化への支援を実施（うち新規は4人）

・今年度就業した5人のうち、2人の新規漁業者に対し、生産基盤を確保するための支援を実

施

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

372千円372千円372千円372千円

29

国や県と連携し、研修などを通じ、

水産業の担い手の確保と育成を図

る。

【新規研修参加者　4人】

【経営自立化支援者　10人】

 （継続：5人、新規：5人）

【生産基盤支援件数　2件】

・長期漁業技術研修の実施

・研修修了者への漁船や漁具等の生産基盤の

確保

・就業後の経営自立化などの支援

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

372千円372千円372千円372千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

漁業の担い手の確保や育成をするため、国や県と連携し、長期漁業技術研修の実施、研修修

了者への漁船や漁具等の生産基盤の確保、就業後の経営自立化などの支援を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－６－３１－２－６－３１－２－６－３１－２－６－３ 新たな担い手の創出

実施計画項目 水産業の担い手育成 工程

担当課等

（旧）水産振興課

（新）水産振興課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 民間活力の積極的導入

15



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進

（継続）

０４－２－１

年度

基本項目

個別項目１－３－１－２１－３－１－２１－３－１－２１－３－１－２ ブランド化の推進

・メディア、旅行会社等への本市のPR実施　13回

・シティセールス推進事業への助成（カゲパト、宇部ビエンナーレ世界一達成委員会）の実施

・旅行誘客促進のための助成

　（団体旅行　33企画、本市への来訪者　（内補助　3,408人））

　（レノファ山口戦を観戦した市内宿泊客　182人）

【観光客数　160万人】　【TV、映画等ロケ誘致・支援件数　27年度からの累計　26件】

地域ブランド調査

による市の認知度

　29.1点

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 都市間競争力の向上

29

・本市への来訪意向の向上と本市

への観光客数の増加

【観光客数　160万人】

【TV、映画等ロケ誘致・支援件数

27年度からの累計 23 件】

・移住及び交流人口の増加に向けたメディア、

旅行会社等への本市のPR

・宇部フィルムコミッションによる映画関係者等

へのプロモーション活動

（前年度の課題を検証し、効果の向上を図

る。）

・まちじゅうアートフェスタの開催

地域ブランド調査

による市の認知度

　30点

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

「宇部市シティセールス基本方針」に基づき、交流・定住人口の増加や企業立地を促進し、地域

の活性化を図るため、本市が持つ魅力を市内外に、より効果的にアピールし、本市の認知度の

向上や市民の誇りの醸成を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－３－１－１１－３－１－１１－３－１－１１－３－１－１ ブランド化の推進

実施計画項目 シティセールスの推進 工程

担当課等

（旧）広報・シティセールス課

（新）観光・グローバル推進課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 都市間競争力の向上

16

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進

（継続）

完了 ０３－１－１

年度

・ ときわ公園の魅力向上や入園者の増加を図るため、夏と秋の先進テクノロジーアートイベ

ントや民間団体等によるイベント、民間手法を導入したTOKIWAファンタジアを開催した。

・ときわ公園全体の様々な魅力やイベントなど定期的に情報を発信した。

・スタディツアープログラムのHPを立上げ、県内小学校等への案内や広報・シティセールス

課と連携し、旅行会社等へ提案を行った。

【ときわ公園入園者数　70.3万人】

【ときわ公園公式サイト等のアクセス数：前年比171%へ増加】

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

6,000千円6,000千円6,000千円6,000千円

29

観光施設としての魅力を向上させ、

若者や子育て世代、また広域から

の集客に取り組み、入園者数の増

加を目指す。

【ときわ公園入園者数　75万人】

※歳入効果見込額は、入園者数の

増による次年度当初予算反映予定

額とする。

・グランドオープンした動物園や、リニューアル

オープンしたときわミュージアム世界を旅する

植物館など、ときわ公園の新たな魅力を強力

に発信

・広報・シティセールス部と連携し、スタディツ

アープログラムの開催や旅行会社等へ魅力あ

るプランの提案を行う。

・光と音のイベントや、民間プロデュースによる

イベント等の充実により新たな魅力創出を図

る。

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

3,680千円3,680千円3,680千円3,680千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

平成28年2月改定のときわ公園活性化基本計画に基づき、日本一の“自然体感テーマパーク”

を目指し、市民の憩いの場のさらなる充実とともに、観光施設としても魅力のグレードアップを図

るため、イベントやスタディツアーなどのソフト事業、情報発信やおもてなしの強化などに積極的

に取り組む。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－３－１－２１－３－１－２１－３－１－２１－３－１－２ ブランド化の推進

実施計画項目

ときわ公園の魅力向上（全

国ブランド化の推進）

工程

担当課等

　（旧）ときわ公園管理課

　（新）ときわ公園課

16



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－３－１

００－３－２

年度

基本項目

事業効果の最大化をめざし、各課2事業について、PDCAサイクルに基づいたコストと効果の

検証を行った。

また、行革検討委員会による、「わがまち創生公開討論会」を開催し、委員会が事前に選定

した3事業について、第三者の観点から、検証・評価を行った。

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

39,003千円39,003千円39,003千円39,003千円

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

6,003千円6,003千円6,003千円6,003千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

29

PDCAサイクルに基づく成果志向型

の行政運営の推進

・事業効果の最大化とコスト削減を図るため、

事務事業の見直しを実施

・市民や学識経験者等で構成する行革検討委

員会において、第三者の観点から事業を検

証・評価

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

50,000千円50,000千円50,000千円50,000千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

事務事業の有効性・効率性等について、人件費を含む総コストと活動量、目標達成度(成果)等

の分析により検証を行い、その結果を事業改善に的確に反映させることにより、経費の削減とと

もに、事業効果の最大化を図る。

なお、事業効果(評価)の客観性を高める観点から、外部評価制度も導入する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－１２－１－１－１２－１－１－１２－１－１－１ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目 事務事業の見直し 工程

担当課等

　（旧）行政改革推進課

　（新）政策調整課

　行政運営の改革　行政運営の改革　行政運営の改革　行政運営の改革

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

17

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討

（継続）

－

年度

・事業者（1者）、一般家庭（約100世帯）において生ごみの分別排出実証を行い、排出された

生ごみをバイオガス発電モデルプラントで処理した。

・バイオガス発電モデルプラントでは、生ごみの分別排出実証等によって排出された生ごみ

を処理する過程で生成される液肥、ガス等の発生量等を計測するとともに成分分析を行い、

実機整備に向けたデータを整理した。

・ごみ処理量削減に向け、事業系紙ごみの民間ルートでの資源化を促進するために新聞、

雑誌、段ボール等古紙の資源化の徹底及び新たにシュレッダー古紙の資源化先を開拓し、

事業者へ取組を促進した。

1人1日当たりのご

み排出量

　1,029g/人・日

（H29年度実績値）

29

ごみ排出量及びごみ処理経費の削

減につながる処理方法等の検討

・生ごみを利用したバイオガス発電の実証プラ

ント施設の運転を開始

・市民・事業者によって分別排出された生ごみ

を原料として投入してデータを取得・分析する

など、当該施設を活用した実証事業を展開す

る

1人1日当たりのご

み排出量

　967g/人・日

（一般廃棄物処理

基本計画・H29年

度計画値）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

現在の宇部市のごみ処理方法を検証し、将来的なごみ排出量及びごみ処理経費の削減につな

がる処理方法等を新たに検討する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－２２－１－１－２２－１－１－２２－１－１－２ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目

一般廃棄物収集・処理業務

①

工程

担当課等

（旧・新）廃棄物対策課

（旧・新）環境保全センター施設課

（旧）地域エネルギー・バイオマス

　　　産業都市推進室

（新）地域エネルギー・バイオマス

　　　産業都市推進グループ

17



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

　【退職】　　　　　　　　【採用】

　　正規職員2人　　　　再任用職員2人

　　再任用職員1人

　

【定員適正化効果見込額　16,595千円】

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

16,595千円16,595千円16,595千円16,595千円

29 ごみ収集体制の見直し

正規職員2人退職、再任用職員1人退職

再任用職員2人採用

【定員適正化効果見込額17,797千円】

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

17,797千円17,797千円17,797千円17,797千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

環境業務員の退職に伴い、ごみ収集体制の見直し（収集車両の減車、人員削減）を検討・実施

していく。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－２２－１－１－２２－１－１－２２－１－１－２ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目

一般廃棄物収集・処理業務

②

工程

担当課等

　（旧）廃棄物対策課

　（新）廃棄物対策課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

18

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

完了 －

年度

【定員適正化効果額　6,444千円】

【退職】正規職員1人　　【採用】再任用職員1人

平成29年度末での正規職員1人退職により、ごみ焼却施設の運転管理体制は、運転班12人

（3人×4班）・整備班7人となり、計画の職員体制を達成

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

6,444千円6,444千円6,444千円6,444千円

29

正規職員の減少に伴う職員体制の

見直しを実施

正規職員1人退職

再任用職員1人採用

【定員適正化効果見込額　8,163千円】

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

8,163千円8,163千円8,163千円8,163千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

ごみ焼却施設の運転管理について、運転班3人体制を維持する。将来的には焼却施設全体の

運営管理と工事設計などを、施設に精通した現場技術職員により行うことを目指す。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－２２－１－１－２２－１－１－２２－１－１－２ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目

一般廃棄物収集・処理業務

④

工程

担当課等

　（旧）環境保全センター施設課

　（新）環境保全センター施設課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

18



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進

（継続）

－

年度

・耐震性が確保されていない公立保育園（西岐波・新川・原・第二乳児）について、耐震診断

を実施し、この結果を踏まえ、建替え等方針の検討に着手した。

・待機児童を解消するため、原保育園の定員を30人増員した。

市全体の適正な

保育の質・量の確

保

29

「子育てプラン・うべ（宇部市子ども・

子育て支援事業計画）」の推進

・28年度に策定した宇部市保育基本方針及び

実施計画に基づき、公立保育園について、建

替え等計画を策定する。

・28年度に待機児童が生じたことから、29年度

に原保育園の定員を30人増員する。

市全体の適正な

保育の質・量の確

保

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

「子育てプラン・うべ（宇部市子ども・子育て支援事業計画）」を推進し、今後の公立保育園のあ

り方と定員の検討を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－３２－１－１－３２－１－１－３２－１－１－３ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目 公立保育園業務 工程

担当課等

　（旧）こども福祉課

　（新）保育幼稚園学童課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

19

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

      【退職】　　　　　　　　　　　　　　　　【採用】

        正規職員     3人    　  　　         再任用職員　2人

　　　  再任用職員  1人　　　　　　  　   　臨時職員　　 2人

　

      【定員適正化効果見込額　22,966千円】

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

22,966千円22,966千円22,966千円22,966千円

29

業務内容の見直しによる職員体制

の再構築

正規職員 3人退職、再任用職員1人退職

再任用職員3人採用、臨時職員1人採用

【定員適正化効果見込額22,791千円】

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

22,791千円22,791千円22,791千円22,791千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

学校庶務員職場について、再任用の活用等職員体制についての見直しを行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－４２－１－１－４２－１－１－４２－１－１－４ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目 学校庶務員業務 工程

担当課等

 （旧）教育委員会総務課

 （新）教育委員会総務課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

19



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討 －

年度

他市の施設利用への移行を含め、食肉組合や施設業務従事者等と協議しながら、利用実

態に応じた効率的な施設運営の検討を行った。

県内設置市（岩国

市、柳井市、防府

市）との協議会の

開催、食肉組合と

の2回の協議を実

施

29

今後の食肉センターのあり方につい

て検討

他市の施設利用への移行を含め、食肉組合や

施設業務従事者等と協議しながら、利用実態

に応じた効率的な施設運営を行う。

業務効率化（縮

小）の準備

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

食肉センター施設の管理運営について方向性を検討する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－６２－１－１－６２－１－１－６２－１－１－６ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目

食肉センター施設の管理運

営業務

工程

担当課等

（旧）生活衛生課

（新）生活衛生課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

20

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討 －

年度

・運用方法の見直し（継続）

・学校等協議・説明（継続）

・受入れ体制の構築（継続）

・学童保育での学校施設の活用

　※平成29年度実績：全24小学校中14校24教室

学校施設の有効

活用

29

学校施設開放の方針決定
・運用方法の見直し

・学校等協議・説明

・受入れ体制の構築（継続）

・学童保育での学校施設の活用（継続）

※29年度当初：全24小学校中13校23室

学校施設の有効

活用

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

学校施設の有効活用を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－７２－１－１－７２－１－１－７２－１－１－７ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目

学校施設開放のあり方の見

直し

工程

担当課等

　（旧）教育委員会施設課

　（新）教育委員会施設課

　（旧）こども福祉課

　（新）保育幼稚園学童課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

20



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進

実施

（継続）

０２－２－３

０２－２－５

年度

・地域公共交通再編実施計画の国土交通省の認定（平成29年8月）

・平成29年10月のダイヤ改正により、主要幹線（西部の一部・中央部）において、等間隔運

行を開始した。

・東部乗継拠点の設置場所の検討を行い、整備計画を策定した。

・交通不便地域等において地域内交通の導入支援を行い、原校区において平成29年7月か

ら、桃山地域（新川・鵜の島）において平成30年1月から運行を開始した。

新規地域内交通

の導入

　2地域

（年間利用者

　1,838人）

29

・地域公共交通再編実施計画の策

定

・公共交通ネットワークの再構築

・バス路線の主要幹線化による高頻度で等間

隔運航による利便性の向上

・地域公共交通を円滑に接続する乗継拠点の

設置

・交通不便地域等における地域内交通の導入

支援

地域内交通の導

入

　5 地域

（年間利用者

　3,750人）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具体的な取組

内容

多極ネットワーク型コンパクトシティの実現を図るため、人口減少・超高齢社会に対応した公共

交通体系への再編を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－８２－１－１－８２－１－１－８２－１－１－８ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目 公共交通体系の見直し 工程

担当課等

（旧）政策企画課

（新）コンパクトシティ・共生型

　　  包括ケア推進グループ

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

21

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

準備 実施 －

年度

・市民課窓口業務の分析及び業務手順の整理を行った。

・窓口業務受託事業者を公募し、プロポーザルにより人材派遣事業者を決定した。

・民間活力の導入として、平成29年10月から窓口業務の一部を人材派遣により実施した。

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

△6,100千円△6,100千円△6,100千円△6,100千円

29 窓口業務の効率化

・BPM（ビジネスプロセスマネジメント）手法を用

いた民間活力導入時の業務手順の整理

・窓口業務委託事業者の決定

・平成29年10月から民間活力の導入として派

遣による一部窓口業務の実施

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

2,136千円2,136千円2,136千円2,136千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

業務の見直し、ICTの活用、民間活力の導入などにより、市民の利便性の向上につながる窓口

業務の構築を図る。

（コンビニ交付は2-1-3-3にて別途掲載）

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－９２－１－１－９２－１－１－９２－１－１－９ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目 窓口業務の効率化 工程

担当課等

（旧）窓口業務所管課

　　　（市民課）

（新）窓口業務所管課

　　　（市民課）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施 －

年度

就労支援プログラムをもとに、意欲喚起、ハローワークへの同行訪問、ハローワーク等関係

機関との連絡調整、自立支援サポート会議の開催、就労開始後のフォローを行った。

　【自立世帯　39世帯】

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

26,454千円26,454千円26,454千円26,454千円

29 自立世帯数40世帯

就労支援の喚起、ハローワークへの同行訪

問、ハローワーク等の関係機関との連絡調

整、就労開始後のフォロー

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

45,000千円45,000千円45,000千円45,000千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

就労支援プログラムを基に、生活保護受給者の自立助長を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－１－１０２－１－１－１０２－１－１－１０２－１－１－１０ 事務事業の総点検の推進

実施計画項目

生活保護受給者の自立助

長

工程

担当課等

　（旧）生活支援課

　（新）生活支援課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

22

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進 ００－３－１

年度

・標準維持管理マニュアルに基づく建物診断を実施

・建物診断結果等に基づく修繕や長寿命化工事を実施

今後30年間にお

けるハコモノ更新

費不足額38.7億

円/年の解消

29 公共施設等総合管理計画の推進

・公共施設等総合管理計画に基づき、個別施

設の今後のあり方について順次検討するとと

もに、建物長寿命化のための予防保全を図

る。

・学校施設を始めとしたハコモノ施設の複合

的、有効的活用を検討する。

今後30年間にお

けるハコモノ更新

費不足額38.7億

円/年の解消

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

老朽化が進んだ市の公共施設について、少子高齢化の進行など本市を取り巻く環境の変化に

照らして、施設のあり方の検証を行い、効率的な公共施設の保全、施設サービスの充実を図

る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－２－１２－１－２－１２－１－２－１２－１－２－１ 公共施設マネジメントの推進

実施計画項目

公共施設マネジメントの推

進

工程

担当課等

　（旧）行政改革推進課

　（新）政策調整課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進 －

年度

・小羽山ふれあいセンターに多目的トイレを設置

・男女共同参画センター・フォーユーに点字ブロックを設置

多目的トイレが整

備済みのふれあ

いセンター数

　19施設

（全24センター中

19センター）

29 公共施設のバリアフリー化の推進

・公共施設におけるバリアフリー化の推進

・多目的トイレの整備（小羽山ふれあいセン

ター）、点字ブロックの設置（男女共同参画セン

ター）

・整備対象施設の検討

多目的トイレが整

備済みのふれあ

いセンター数

　19施設

（全24センター中

19センター）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

すべての人が積極的に社会参加できるまちづくりの推進と社会活動の支援に寄与するため、す

べての人に配慮した公共施設を目指し、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を実施す

る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－２－２２－１－２－２２－１－２－２２－１－２－２ 公共施設マネジメントの推進

実施計画項目

ユニバーサルデザインに配

慮した施設整備

工程

担当課等

（旧）障害福祉課

（新）障害福祉課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

23

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

・公開データを43データに拡充

・第3回オープンデータアプリコンテスト宇部を実施し、6作品のアプリを公開

・過去のコンテスト作品「多目的トイレ一発検索」、「Tokiwa GO」のアプリ開発・実用化

・COG2017へのエントリー

民間開発アプリ数

11本

29

・オープンデータの普及と利活用

【民間開発アプリ数　25件（累計）】

公開データの拡充、アプリコンテストの開催、

「COG2017」へのエントリーなど、企業・教育機

関との連携を通じてオープンデータの利活用を

進めることで、地域のICT人材の育成を図ると

ともに、地域課題の解決や地域活性化に向け

たアイデアの発掘、アプリの実用化に取り組

む。

【平成29年度民間開発アプリ数 13 件】

民間開発アプリ数

13本

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

市が所有する公共データについて民間等で活用できるようにオープンデータ化を行うことで、

データの二次利用やデータを活用したアプリ開発等を促進し、市民の利便性の向上、行政事務

の効率化及び地域経済の活性化を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－３－１２－１－３－１２－１－３－１２－１－３－１ ICTを活用した行政運営の効率化

実施計画項目

市所有データのオープン

データ化

工程

担当課等

　(旧)ICT推進課

　(新)ＩＣＴ・地域イノベー

　　　ション推進グループ

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討

実施

－

年度

・マイナポータルを活用し、児童手当の現況届など、子育てに関する10の手続についてオン

ライン化

・市民の利便性向

上

・行政事務の効率

化

29

マイナポータルを活用した市民への

情報提供サービスの拡充

・マイナポータル接続端末を各施設に配備し、

市民がマイナポータルにアクセスしやすい環境

を整備する。

・子育てワンストップサービスの導入支援

・市民の利便性向

上

・行政事務の効率

化

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

社会保障・税番号制度（マイナンバー法）施行に合わせ、国が発行及び構築を予定している個

人番号カードやマイナポータル等を活用し、市民の利便性の向上や行政事務の効率化を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－３－２２－１－３－２２－１－３－２２－１－３－２ ICTを活用した行政運営の効率化

実施計画項目

社会保障・税番号制度の活

用

工程

担当課等

　(旧)ICT推進課

　(新)ＩＣＴ・地域イノベー

　　　ション推進グループ

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

24

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施 推進 －

年度

・イベントの活用や広報への掲載により「コンビニ交付サービス」の周知を図った。

・利用可能な店舗を拡充した。

・個人番号カードの交付率を向上させることにより、「コンビニ交付サービス」の更なる利用促

進を図った。

※取組効果はコンビニ交付開始前（H27年度）からの減数

窓口交付件数

　6,512件減

29

個人番号カードを利用した「コンビニ

交付サービス」の実施継続

※取組効果はコンビニ交付開始前

（H27年度）からの減数

電子証明書付きの個人番号カードを利用した

「コンビニ交付サービス」の更なる利用促進を

図る。

窓口交付件数

　7,000件減

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

コンビニエンスストアにおいて、住民票の写しや印鑑登録証明書等の交付を開始し、可能な証

明については市窓口開庁時間前後の時間帯や土、日、祝祭日にも発行を可能とすることで、証

明書発行業務の拡充を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－３－３２－１－３－３２－１－３－３２－１－３－３ ICTを活用した行政運営の効率化

実施計画項目 コンビニ交付の推進 工程

担当課等

（旧）市民課

（新）市民課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施 ００－３－１

２－２－１－１２－２－１－１２－２－１－１２－２－１－１ 行政経営システムの実践

実施計画項目 行政経営システムの実践 工程

担当課等

　（旧）政策企画課

・市ホームページなどを活用し、アプリの周知、普及を図った。

・通報された情報は、広聴課と担当課、双方で確認することで、より迅速な対応が可能となっ

た。

【通報件数：95件】

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

404千円404千円404千円404千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務推進プロセスの改善と職員力の向上

29

Android OS、iOS向けアプリ「ネイ

ティブ宇部」の運用継続

・市ホームページなどを活用し、アプリの周知、

普及を図る。

・通報等された情報について、必要に応じて担

当部署と連絡調整を行い、適切な対応を行う。

（前年度の課題を検証し、効果の向上を図

る。）

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

522千円522千円522千円522千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

市民が道路の陥没等の異常箇所を発見したときに、24時間いつでも、その場で、写真と位置な

どの情報を市へ通報できるスマートフォンアプリを活用し、市民の利便性の向上と対応事務の

効率化を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－３－５２－１－３－５２－１－３－５２－１－３－５ ICTを活用した行政運営の効率化

実施計画項目 画像通報システムの活用 工程

担当課等

　（旧）広聴課

　（新）市民活動課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 事務・事業・施設の再編・整理、廃止・統合等

25

実施

（継続）

００－３－１

００－３－２

年度

【4月】　　　    29年度部・課方針書修正

【4・5月】　　   スプリングレビュー実施

【6月】　　　    市ホームページに公開

【10・11月】　　29年度事業進捗状況調書・30年度部・課方針書作成準備、

　　　　　　　    オータムレビュー実施

【12月】　　    「第四次総合計画後期実行計画」の内容を新たに踏まえ、

                  30年度部・課方針書作成

【1月】　        30年度部・課方針書と30年度予算編成の連動

事業の方向性、手

段等の「見える

化」による情報共

有と共通理解で円

滑な進捗管理を

図った

29

方針管理の徹底

（部・課方針書に基づく事業計画、予

算編成、事業執行、結果の検証・評

価）

【4月～6月】部・課方針書に基づきスプリングレ

ビュー実施→部・課方針書修正の上、市ホー

ムページで公開

【6月～9月】前年度決算内容の検証・評価→予

算の年度内執行や次年度予算への反映

【10月～11月】オータムレビュー実施→次年度

部・課方針書作成

【12月～1月】次年度部・課方針書に基づき、次

年度予算編成

※前年度の実施結果を踏まえ、必要に応じ事

業の見直しを行う。

事業の方向性、手

段等の「見える

化」による情報共

有と共通理解で円

滑な進捗管理が

図られる

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

「部・課方針書」に基づき、人事評価・予算編成と連動し、より効率的・効果的に施策が展開でき

るよう、総合計画実行計画の進行管理・検証を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

実施計画項目 行政経営システムの実践 工程
　（旧）政策企画課

　（新）政策企画グループ
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進

（継続）

－

年度

・人事評価の結果を反映させた昇給、昇格の実施（昇給はH29.1～、昇格はH29.4～）

・能力評価の結果がDまたは2年連続C評価であった職員を対象に職務能力アップ研修を実

施

・若手職員（2年目、4年目）を対象に自己啓発として通信研修を実施

・女性職員活躍推進協議会の実施

・女性職員活躍推進プランに基づく事業の実施（キャリア支援研修会（キャリアデザイン、

キャリアアップ）、学習交流会（ランチ会）、配偶者が出産する男性職員を対象としたイクメン

プランニングシートの作成・活用、時差出勤勤務の実施、全課長補佐職以上を対象にテレ

ワークを試行等）

・職員の意欲、能

力の向上

・女性管理職登用

率(H30年4月時

点)

　20.6％

29

人材育成のための具体策の実施、

検証、改善、推進

・新たな人事管理・研修制度の推進

・女性職員の活躍推進プランの推進等

・職員の意欲、能

力の向上

・女性管理職登用

率(H30年4月時

点)

　22.3％

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

基礎自治体として自立・成長・発展する組織の実現のため、人財育成基本方針に基づいた職員

の育成を推進する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－２－２－１２－２－２－１２－２－２－１２－２－２－１ 人材育成の推進

実施計画項目 人材育成計画の推進 工程

担当課等

　（旧）職員課

　（新）人事課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務推進プロセスの改善と職員力の向上

26

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－３－１

００－３－２

年度

・庁内ネットワークで、提案・改善事例の紹介を行った。

職員の業務改善

力の向上

29

職員提案制度を活用した職員の意

識改革

・職員研修等を通じ、業務改善への意識醸成

等を行う。

・庁内ネットワークを活用した採用事例の共有

職員の業務改善

力の向上

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

職員から、これまでの経験や情報収集等を通した自由な発想、アイデアに基づく①政策・施策提

案、②業務改善提案を募集し、優れたものは採用することにより、施策推進や業務改善、市民

サービスの向上に役立てる。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１ 職員の意識改革

実施計画項目 職員提案制度の推進 工程

担当課等

（旧）行政改革推進課

（新）政策調整課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務推進プロセスの改善と職員力の向上

26



第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進

００－３－１

００－３－２

年度

基本項目

個別項目２－３－１－１２－３－１－１２－３－１－１２－３－１－１ 定員管理の適正化

・職員研修を通じたABC分析によりコスト意識の向上

　新任主任研修　22人

・全課を対象とした「事務事業の見直し」において総コストの分析を実施

職員の業務分析

力の向上

効果見込額は2-

1-1-1で計上

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 定員管理及び給与の適正化等

29 職員のコスト意識の向上

・職員研修(主任職・係長職)を通じてABC分析

によるコスト意識の向上を図る。

・事務事業見直しのプロセスを通じて、総コスト

分析を実践

職員の業務分析

力の向上

効果見込額は2-

1-1-1で計上

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

限られた人員と財源を有効的に活用するため、ABC分析によるコスト意識の向上を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－２－３－２２－２－３－２２－２－３－２２－２－３－２ 職員の意識改革

実施計画項目 ABC分析の推進 工程

担当課等

（旧）行政改革推進課

（新）政策調整課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務推進プロセスの改善と職員力の向上

27

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進 ００－３－１

年度

平成30年4月1日職員数　1,004人　＝　1,012人（Ｈ29.4.1）　-8人

　　Ｈ30新規採用者数　＋　上下水道局からの　－　Ｈ29退職者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　 配置転換　　　　　　　　  （定年＋既退職＋申出）

　     　　30人　　　　　　＋　　　　1人　　　　　　　 －　39人（再任用ﾌﾙﾀｲﾑ含む）

【定員適正化効果額　105,559千円】

（他の個別項目による定員適正化効果額　46,005千円）　＜合計151,564千円＞

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

105,559千円105,559千円105,559千円105,559千円

29

平成30年4月1日職員数　1,001人

（上下水道局出向分除く）

定員適正化計画の推進

【定員適正化効果見込額155,126千円】

（他の個別項目による効果見込額48,751千円）

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

155,126千円155,126千円155,126千円155,126千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

平成26年4月1日の職員数（予定）を基準日として平成30年4月1日までの4年間を計画期間とす

る定員適正化計画に基づき、引き続き適正な人員配置を図るとともに、総人件費の抑制を行う。

平成26年4月1日職員数1,037人⇒平成30年4月1日職員数1,001人（△36人）　（上下水道局出向

分を除く）

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－３－１－１２－３－１－１２－３－１－１２－３－１－１ 定員管理の適正化

実施計画項目

定員適正化計画の策定･推

進

工程

担当課等

　（旧）職員課

　（新）人事課
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進 　 ００－３－１

年度

・特別職等の給料カット及び期末手当カットの継続

・特殊勤務手当の見直し

　・衛生業務（家庭を訪問し保健指導する業務、不要猫の処理業務）従事手当の廃止

　・福祉業務（理学療法業務、作業療法業務、介護及び介護認定調査業務）従事手当の

　　廃止

　・土木業務（暗渠又は開渠の汚泥処理業務、アスファルト舗装業務）従事手当の廃止

・職員手当、給料水準の見直しについて、職員団体と協議

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

6,950千円6,950千円6,950千円6,950千円

29

・特別職等の給料及び期末手当カッ

トの継続

・衛生業務従事手当の見直し

・福祉業務従事手当の見直し

・特別職等の給料カット（市長20%、副市長・教

育長・常勤監査委員15%）及び期末手当カット

の継続

・衛生業務（家庭を訪問し保健指導する業務）

従事手当の減額（1,000円→0円）

・福祉業務（理学療法業務、作業療法業務、介

護及び介護認定調査業務）従事手当の減額

（1,000円→0円）

・職員手当、給料水準の見直しについて、職員

団体と協議

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

6,719千円6,719千円6,719千円6,719千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

・特別職等の給料カットの継続　 　　　　  ・市長、副市長の退職手当の削減

・職員手当の見直し（特殊勤務手当）　 　・給料水準の見直し

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－３－２－１２－３－２－１２－３－２－１２－３－２－１ 給与の適正化

実施計画項目

職員の給与制度及び運用

の見直し

工程

担当課等

　（旧）職員課

　（新）人事課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 定員管理及び給与の適正化等

28

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－４－１

年度

・第1回山口県央連携都市圏域推進協議会幹事会（5月）

・平成29年度第1回連携中枢都市連絡会議（9月）

・第2回山口県央連携都市圏域推進協議会幹事会（10月）

・第1回山口県央連携都市圏域ビジョン懇談会（10月）

・平成29年度山口県央連携都市圏域推進協議会（11月）

・第3回山口県央連携都市圏域推進協議会幹事会（2月）

・山口県央連携都

市圏域における７

自治体での連携

体制の構築

・各部会プロジェク

トチームによる事

業実施

29 近隣市等との連携事業の充実

28年度の協議により作成した山口県央連携都

市圏域ビジョンを踏まえた連携事業の具体化、

段階的実施

・プロジェクトチームの設置

・山口県央連携都市圏域ビジョン懇談会の開

催

・山口県央連携都市圏域ビジョン推進協議会

の開催

広域住民のサー

ビス向上

（広域連携取組数

累計22件）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

近隣市等と連携し、事務の共同処理やその他の手法（職員派遣、ICTの活用など）による広域的

な行政経営に取り組む。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－４－１－１２－４－１－１２－４－１－１２－４－１－１ 事務事業の共同化

実施計画項目 広域連携の推進 工程

担当課等

（旧）政策企画課

（新）政策調整課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 広域的な行政運営
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

・ふるさと納税の積極的なPRによる歳入増

・ふるさと納税お礼の品の充実及び見直し

・企業版ふるさと納税の導入

　＜平成29年度ふるさと納税寄附実績額（クラウド含む）51,555,000円＞

※歳入効果額は次年度予算計上額

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

73,000千円73,000千円73,000千円73,000千円

29

　

ふるさと納税寄附金額：78,000千円

※歳入効果見込額は次年度当初予

算計上予定額とする。

・ふるさと納税の積極的なPRによる歳入増

・ふるさと納税お礼の品の充実

・企業版ふるさと納税の導入

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

78,000千円78,000千円78,000千円78,000千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

寄附環境の改善など、寄附者の利便性の向上を図るとともに、ふるさと納税のPRを積極的に行

うことにより、納税額の増加と本市地元産品の販売促進等につなげていく。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－１３－１－１－１３－１－１－１３－１－１－１ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目 ふるさと納税の促進 工程

担当課等

（旧）政策企画課

（新）政策調整課

　財政運営の改革　財政運営の改革　財政運営の改革　財政運営の改革

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

29

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－３－２

年度

10課による広告料収入（効果額は次年度当初予算計上額）

・市民課：電子番号案内表示機広告　1,049,220円

・広報・シティセールス課：ホームページバナー広告　1,609,200円

・総務管理課：本庁舎案内板広告　518,400円　ほか

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

3,798千円3,798千円3,798千円3,798千円

29

収入増加対策による財源捻出

※歳入効果見込額は次年度当初予

算計上予定額とする。

「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

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

3,927千円3,927千円3,927千円3,927千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

「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、広告を募集す

る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－２３－１－１－２３－１－１－２３－１－１－２ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目

市資産等への広告掲載によ

る収入の確保

工程

担当課等

　（旧）財政課

　（新）財政課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

・年2回の入札を実施し、市有地売却の促進を図った。

　入札等による市有地売却： 39件　売却面積：27,934.11㎡

　売却額： 259,772千円

　土地建物貸付収入：94,408千円

　基金積立金利子収入：13,859千円

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

173,298千円173,298千円173,298千円173,298千円

29

収入増加対策による財源捻出

※歳入効果見込額は次年度当初予

算計上予定額とする。

・定期・臨時の入札等による市有地売却の促

進

・その他財源捻出に向けた市有財産の有効活

用の検討

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

183,320千円183,320千円183,320千円183,320千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

関係課と連携し、未利用財産（土地・建物等）の発掘に努め、入札による売却処分の促進や有

効活用を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－３３－１－１－３３－１－１－３３－１－１－３ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目

未利用財産の売却促進・有

効活用

工程

担当課等

　（旧）財政課

　（新）財政課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

30

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

宇部臨空頭脳パーク、宇部新都市、宇部テクノパークの3つの産業団地を中心に企業誘致

を進めた結果、平成30年3月末現在で3社の誘致を実現し、3社が操業を開始した。

【平成29年度収入額】

　立地件数3件　売払額　200,838千円

※歳入効果額は29年度誘致実績による効果額

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

51,182千円51,182千円51,182千円51,182千円

29 収入増加対策による財源捻出

トップセールスをはじめとした企業訪問の実施

や、東京と大阪に営業本部を設置している山

口県と連携し、学術研究機関の集積や医療・

福祉の充実など本市の魅力を全国にPRしなが

ら企業誘致活動を積極的に行い、分譲促進を

図る。

＜立地件数3件　売払額210,207千円＞

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

90,662千円90,662千円90,662千円90,662千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

市長のトップセールスをはじめとした企業訪問の実施、宇部市企業誘致対策特別チーム（幹部

職員）や宇部ふるさと大使などによる産業団地のPR、誘致企業に関する積極的な情報収集を

行い、分譲促進を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－４３－１－１－４３－１－１－４３－１－１－４ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目 産業団地の分譲促進 工程

担当課等

　（旧）企業誘致・雇用創造課

　（新）雇用創造課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

30
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

歩道橋5橋の命名権料収入を確保

※歳入効果見込額は次年度当初予算計上額

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

1,200千円1,200千円1,200千円1,200千円

29

歩道橋ネーミングライツ事業の実施

による命名権料収入の獲得

※歳入効果見込額は次年度当初予

算計上予定額とする。

歩道橋5橋の命名権料収入を確保

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

1,200千円1,200千円1,200千円1,200千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

市管理の歩道橋を対象にネーミングライツパートナー（命名者）を募集し、パートナーから得た命

名料収入を道路施設の維持管理財源に充当する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－５３－１－１－５３－１－１－５３－１－１－５ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目

歩道橋ネーミングライツ事業

の推進

工程

担当課等

（旧）道路河川管理課

（新）道路整備課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

31

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－３－２

年度

平成２９年度　基金繰入金額　124,932,342円

※基金繰入金の増は基準年（Ｈ26）からの増額分

基金組入額基金組入額基金組入額基金組入額

154,233千円154,233千円154,233千円154,233千円

（基金繰入の増）（基金繰入の増）（基金繰入の増）（基金繰入の増）

（68,919千円）（68,919千円）（68,919千円）（68,919千円）

29

財政健全化計画期間（H26～29）累

計での繰入金増加　3億円（一般会

計ベース）

・事業実施の財源として柔軟に対応するなど、

戦略的に活用する。

・状況に応じて、基金の新設・統廃合を推進す

る。

基金繰入見込額基金繰入見込額基金繰入見込額基金繰入見込額

100,000千円100,000千円100,000千円100,000千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

各種定額運用基金や積立基金について、効果的な活用を図るため、その役割の見直しを図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－６３－１－１－６３－１－１－６３－１－１－６ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目 基金の効果的な活用 工程

担当課等

　（旧）財政課

　（新）財政課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

完了

（継続）

－

年度

〇ときわ公園管理課

・プレミアムサポーター（個人）　  6件 　   25,000円

・プレミアムサポーター（企業）　35件　2,505,000円

　　　　　　合計　　　　　　　　　　  41件　2,530,000円

〇ときわミュージアム管理課

・プレミアムサポーター（企業）　 2件  1,527,745円

              合計　                     2件　1,527,745円

※歳入効果額は、平成29年度決算額

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

4,058千円4,058千円4,058千円4,058千円

29

ときわ公園サポーター制度のPRに

よる既存登録者の継続と新規登録

者の開拓

※歳入効果見込額は次年度当初予

算計上予定額とする。

年間を通じたイベントや広報媒体を活用した

PR活動により、市民や企業、団体へ制度の周

知を図り登録を促す。

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

2,500千円2,500千円2,500千円2,500千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

ときわ公園に対する個人・企業・団体からの支援を促進するために創設した「ときわ公園サポー

ター制度」を幅広くPRし、多くのサポーターの参加を募る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－７３－１－１－７３－１－１－７３－１－１－７ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目

ときわ公園サポーター制度

の拡充

工程

担当課等

 （旧）ときわ公園管理課

 （新）ときわ公園課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

32

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討 －

年度

　現行の金融情勢（日銀の金融政策によって10年物国債金利がゼロ%程度に誘導される等）

を踏まえ、基金の安全確実かつ効率的な運用について検討

金利状況を踏まえ

た効果的な運用

の検討

29 積立基金の効率的な運用の実施

金利状況を踏まえ、積立基金の効率的な運用

を検討

金利状況を踏まえ

た効果的な運用

の実施

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

積立基金のうち、長期運用が可能な資金を有効に運用することで、新たな財源の創出を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－１－８３－１－１－８３－１－１－８３－１－１－８ 創意工夫による収入源の確保

実施計画項目 基金の効率的な運用 工程

担当課等

(旧)出納室

（新）出納室

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

・7月に対策委員会を開催し、平成28年度の実績報告と平成29年度の徴収計画を作成

・現年度対策として、納付案内センターで取り扱う債権を追加

・各債権担当課における困難案件について、随時、収納課（債権管理回収係）が指導・助言

・現年度収納率

　前年度比0.18

　ポイント増

・収入未済額

　前年度比

  229,884千円減

29

現年度分の収納率向上と収入未済

額の縮減

※効果見込は債権管理計画に掲げ

る目標値

・各債権の課題を整理し、収納率向上と収入

未済額縮減のための具体的な取組を設定す

る。

・債権管理回収対策委員会において、取組内

容など情報を共有し、全庁一体となって債権の

管理・回収を行う。

・現行の債権管理計画の期間（平成27年度か

ら平成29年度）の総括と、次期（平成30年度か

ら平成32年度）の債権管理計画の準備

・現年度収納率

　前年度比0.26

　ポイント増

・収入未済額

　前年度比

  271,504千円減

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

債権管理計画に掲げた目標収納率等の達成に向け、各債権管理回収担当課において課題を

整理し取組を強化するとともに、債権管理回収対策委員会を開催し庁内連携を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－２－１３－１－２－１３－１－２－１３－１－２－１ 市税・国民健康保険料等の収納率の向上

実施計画項目 債権管理回収の強化 工程

担当課等

（旧）収納課

     債権管理回収担当課

（新）収納課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

33

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

準備 完了 －

年度

平成29年4月29日に「世界を旅する植物館」として、有料化を実現させ、リニューアルオープ

ンし、緑と花と彫刻の博物館の維持管理経費の市負担額を軽減するため、維持管理経費の

特定財源としての収入を確保

　平成29年度植物収入　 17,860千円

　※歳入効果額は、平成29年度決算額

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

17,711千円17,711千円17,711千円17,711千円

29

温室の有料化を実施 平成29年4月29日「世界を旅する植物館」リ

ニューアルオープン有料化実施

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

13,700千円13,700千円13,700千円13,700千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

緑と花と彫刻の博物館の維持管理経費の市負担額を軽減するため、企画展の有料化等収入

確保の方策を検討し、維持管理経費の特定財源としての収入を確保する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－３－１３－１－３－１３－１－３－１３－１－３－１ 受益者負担の適正化

実施計画項目

使用料・手数料等の見直し

②

工程

担当課等

（旧）ときわ公園管理課

（新）ときわ公園課

  229,884千円減

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－３－２

年度

「公共施設使用料の基準」に基づき、各施設使用料を検証し、見直しが必要なものについて

は、改定を行う。

　Ｈ29検証施設： 52施設

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

497千円497千円497千円497千円

＋＋＋＋

（その他、ヒストリ（その他、ヒストリ（その他、ヒストリ（その他、ヒストリ

ア宇部の見直しア宇部の見直しア宇部の見直しア宇部の見直し

による効果）による効果）による効果）による効果）

29

受益者負担等による使用料の適正

化

※歳出効果見込額は使用料収入の

増による指定管理料の削減効果

「公共施設使用料の基準」に基づき、各施設使

用料を検証し、見直しが必要なものについて改

定

（対象48施設）

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

497千円497千円497千円497千円

＋＋＋＋

（その他、48施設（その他、48施設（その他、48施設（その他、48施設

の見直しによる効の見直しによる効の見直しによる効の見直しによる効

果）果）果）果）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

公共施設におけるコストと便益の最適化を図るため、施設の維持管理等に要する経費から算出

した新基準のもと、見直しが必要なものについて使用料等の改定を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－１－３－１３－１－３－１３－１－３－１３－１－３－１ 受益者負担の適正化

実施計画項目

使用料・手数料等の見直し

③

工程

担当課等

（旧）財政課

（新）財政課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

34

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

００－３－２

年度

・Ｈ30．3月に第三セクター等改革推進債の繰上償還の実施：274,925千円

・Ｈ29年度末、地方債残高：667.1億円（対Ｈ28年度末比△14.6億円）

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

552,759千円552,759千円552,759千円552,759千円

29

地方債残高（一般会計ベース）の抑

制

※歳出効果見込額は公債費の減少

額

予算編成に当たっては、建設地方債の抑制に

努める。また後年度の利息負担軽減を図るた

めの繰上償還を可能な限り実施する。

平成29年度末残高見込額683億円

(前年度より△15億円)

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

471,203千円471,203千円471,203千円471,203千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

建設地方債の発行抑制や繰上償還の実施などにより、地方債残高を抑制し後年度負担の軽減

に努める。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－２－１－１３－２－１－１３－２－１－１３－２－１－１ 地方債残高の抑制

実施計画項目 地方債残高の抑制 工程

担当課等

（旧）財政課

（新）財政課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政構造の健全化
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第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】第二次宇部市行財政改革加速化プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

推進 －

年度

外郭団体等の事業内容及びその効果について分析を行い、支援の適正化を図った。

外郭団体等が行う

事業の質の向上

及び支援の適正

化

29 外郭団体等支援の適正化

外郭団体等の事業内容及びその効果につい

て分析を行い、支援の適正化を図る。

外郭団体等が行う

事業の質の向上

及び支援の適正

化

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

外郭団体等の事業内容及びその効果について分析を行うとともに、行政の役割の見直しを行う

中で、支援の適正化を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

３－２－２－１３－２－２－１３－２－２－１３－２－２－１ 外郭団体支援等歳出の適正化

実施計画項目

外郭団体等への支援の適

正化

工程

担当課等

(旧)外郭団体等所管課

(旧)外郭団体等所管課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政構造の健全化
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29年度（計画） 29年度（実績）

１ お客様との情報共有 １

積極的な情報提供と情報の

共有化

水道事業への理解を深め、水道

水の利用率向上を目指す。

直接飲用率

30ポイント向上

直接飲用率

35ポイント向上

１ 公民連携の取組強化

公民連携を活用した事業運営に

ついて検討する。

対象事業費の削減

当該事業のH29～H36

総事業費16.7% 削減

２ 市民団体との協働

市民の水源地域への理解を深

め、水源地域の保全を行う。

新規参加者90% 新規参加者96.7%

３ 広域化の検討

給水人口の減少に備え広域化の

検討をする。

広域化実施時の

経費削減

広域化実施時の

経費削減

３ 業務の見直し １ 業務・施設の再編・整理等

経営環境の変化にあわせ、最適

なシステムを構築する。

1-5-1で計上 1-5-1で計上

１ 人材育成の推進

２ 職員の意識改革

１ 定員管理の適正化 7,1767,1767,1767,176 千円千円千円千円 17,73417,73417,73417,734 千円千円千円千円

２ 給与の適正化 1,5991,5991,5991,599 千円千円千円千円 2,3912,3912,3912,391 千円千円千円千円

１ 収益の確保 １ 新規利用者の開拓

上下水道普及区域内において、

新規利用者の開拓に取り組む。

344344344344 千円千円千円千円 216216216216 千円千円千円千円

１ 施設更新計画の策定

水需要に見合った効率的な水道

施設の更新計画を策定する。

ランニングコスト縮減

更新費用圧縮

ランニングコスト縮減

更新費用圧縮

２ 中期財政収支計画の策定

収支計画を策定し、現行料金水

準を維持する。

経営指標の改善 経営指標の改善

３ 企業債残高の抑制

企業債の借入れを抑制し、利子

負担を軽減する。

47474747 千円千円千円千円 141141141141 千円千円千円千円

効果額合計→ 9,1669,1669,1669,166 千円千円千円千円 20,48220,48220,48220,482 千円千円千円千円

人件費効果 20,125 千円

物件費等効果 141 千円

歳入増効果 216 千円

合計 20,482 千円

一般職の給与削減 1,099 千円

　人件費効果

平成29年度の取組による平成30年度当初予算の節減効果額

第二次行財政改革加速化プランと同様の取組によるもの

士気の向上

業務の効率化

企業経営の効率化

士気の向上

業務の効率化

企業経営の効率化

５

定員管理及び給与の

適正化

スリムで効率的な組織の構築に

取り組む。

職員力の向上によって経営の強

化とお客さまサービスの向上を図

る。

２

財

務

基

盤

の

強

化

２ 財政の健全化

１

企

業

経

営

の

改

革

２

ステークホルダーと

連携した事業展開

４

業務推進プロセスの

改善と職員力の向上

宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

柱 基本項目 個別項目 取組目標

取組効果

36



１ お客様との情報共有 １ 積極的な情報提供と情報の共有化 １ 「みずいく」の実施

２ 公民連携の調査検討

３

公民連携による事業手法の選定

（玉川ポンプ場建設事業）

２ 市民団体との協働 １ 市民団体等との水源保全活動の連携

３ 広域化の検討 １ 水道事業広域化基本計画の策定と推進

３ 業務の見直し １ 業務・施設の再編・整理等 １ 下水道施設運転業務の見直し

１ 人材育成の推進 １ 人材育成計画の策定と推進

２ 職員の意識改革 １ 職員提案制度の活用

１ 定員管理の適正化 １ 定員適正化計画の策定と推進

２ 給与の適正化 １ 職員の給与制度及び運用の見直し

１ 収益の確保 １ 新規利用者の開拓 １ 新規利用者の開拓

１ 施設更新計画の策定 １ 施設更新計画の策定

２ 中期財政収支計画の策定 １ 中期財政収支計画の策定

１ 借入金の抑制①

１ 借入金の抑制② P.45

計15項目

２

財

務

基

盤

の

強

化

P.43

２ 財政の健全化 P.44

３ 企業債残高の抑制

４

業務推進プロセスの

改善と職員力の向上

P.41

５

定員管理及び給与の

適正化

P.42

１

企

業

経

営

の

改

革

P.38

２

ステークホルダーと

連携した事業展開

１ 公民連携の取組強化

P.39

P.40

実施計画項目一覧実施計画項目一覧実施計画項目一覧実施計画項目一覧

柱 基本項目 個別項目 実施計画項目 掲載ページ
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

 企業経営の改革企業経営の改革企業経営の改革企業経営の改革

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

実施

（継続）

－

年度

基本項目

個別項目

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

神原小学校、川上小学校、岬小学校、藤山小学校、小羽山小学校、原小学校、西岐波小学校、万倉小

学校の4年生を対象に、水道水の安全性等を説明するとともに、蛇口からの直接飲用等について啓発

を行った。

また、神原小学校の6年生、見初小学校児童を対象に、水道事業の防災対策に関する授業を行った。

「みずいく」実施校

の児童の蛇口か

らの直接飲用率

　35ポイント増

１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２ 公民連携の取組強化

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 ステークホルダーと連携した事業展開

29

「みずいく」行動を実施

実施回数 ： 5回

参加者　  ： 1,000人

・市民に対して「みずいく」を実施

・小学4年生を対象にした授業を実施し、蛇口から

の直接飲用等について啓発を行う（市内24校）。

「みずいく」実施校

の児童の蛇口か

らの直接飲用率

　30ポイント増

具 体 的 な

取組内容

水道についての講座等を開催し、水道の役割や宇部市の水道事業について積極的に情報提供を行うこと

により、安全で安定した給水の確保と蛇口回帰をPRする。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 お客様との情報共有

１－１－１－１１－１－１－１１－１－１－１１－１－１－１ 積極的な情報共有と情報の共有化

実施計画項目 「みずいく」の実施 工程

担当課等

（旧）（新）

 　総務企画課・財務課・

 　営業課・給排水課・

 　上水道整備課・浄水課

38

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

調査

検討

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・国土交通省が取りまとめた「『社会資本の維持管理における包括的民間委託等の活用促進に向けた

勉強会』における中間とりまとめ」を関係部署に配布し、包括的民間委託の先行団体の事例と課題など

を確認した。

・内閣府民間資金等活用事業推進室の民間資金等活用事業調査費補助事業の採択を受けて、西部処

理区におけるコンセッション事業に伴う資産評価、事業枠組み検討、導入可能性調査を業務委託で実

施した。

　補助額：　　　　 107,568千円

　業務委託期間：H29.2.2～H30.2.28

　調査結果：　  導入に当たっては適切な運営経費算出のために西部処理区の財政状況を把握する

　　　　　　　　　　事業情報整理（インフォメーションパッケージ調査）が必要なことから引き続き検討する

　　　　　　　　　　こととした。

効果は

1-2-1-3で計上

１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２ 公民連携の取組強化

実施計画項目 公民連携の調査検討 工程

担当課等

 （旧）総務企画課

 （新）下水道企画室

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

具 体 的 な

取組内容

PPP/PFIなど公民連携を活用した事業運営の方策を模索するとともに、その効果と可能性について検討す

る。

29

公民連携を活用した事業運営の調査検討

及び可能な事業に係る公民連携の推進

国土交通省の包括的民間委託の報告書を関係部

署に配布すると共に、国交省の作成する包括的民

間委託の報告書を実績も追加した修正版に参加す

ると共に、当局の包括的民間委託のロードマップを

作成していく。

効果は

1-2-1-3で計上
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

検討

準備

実施 －

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

H29.  9. 4   落札者決定（優先交渉権者の選定）

H29.  9.11  契約締結（基本協定）

H29.10.11　契約締結（基本契約、建設工事請負契約）

H29.10.11　事業着手

当該事業のH29

～H36総事業費

 16.7％削減

 （2,833,025千円）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 ステークホルダーと連携した事業展開

29 事業着手

落札者決定（優先交渉権者の選定）

契約締結（基本協定、基本契約、建設工事請負契

約）

事業着手

当該事業のH29

～H36総事業費

 5.3％削減

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 ステークホルダーと連携した事業展開

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－１－３１－２－１－３１－２－１－３１－２－１－３ 公民連携の取組強化

実施計画項目

公民連携による事業手法の選定

（玉川ポンプ場建設事業）

工程

担当課等

(旧)下水道整備課

(新)下水道企画室

具 体 的 な

取組内容

玉川ポンプ場建設事業の実施にあたって、整備期間や財政負担の縮減等効率化を図るため、民間の資金

とノウハウを活用するPPP/PFIの導入を目指す。
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基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・カルスト森林組合と従来の活動内容を検証し、平成29年度の活動内容を検討した。

・市民団体と協力し、水源地域約2,700㎡（秋吉台家族旅行村内）の除伐作業を通じ、水源地保護の重

要性について理解を深めるとともに、水源涵養に関する講習会を実施した。（参加者35名）。

・参加者に実施後アンケート調査を行い、今回の活動および今後の活動について意見を集約した。

新規参加者の割

合

　96.7％

 （31名中30名）

29

市民や団体との協同による水源涵養事業

を実施する。

【水源地域約2,700㎡の保水能力向上（参

加者80人）】

･従来の水源保全活動の検証

･水源地域の除伐作業

･新たな取組の検討と実施

･実施後の検証

新規参加者の割

合

　90％

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

具 体 的 な

取組内容

水源地域の水源涵養機能の啓発活動を実施すると共に、市民団体との連携した効果的な取組について検

討する。

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 ステークホルダーと連携した事業展開

（旧）総務企画課

　　　浄水課

（新）総務企画課

　　　浄水課

１－２－２－１１－２－２－１１－２－２－１１－２－２－１ 市民団体との協働

実施計画項目

市民団体等との水源保全活動の連

携

工程

担当課等
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

検討

 策定

策定 －

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

宇部市・山陽小野田市水道事業広域化基本計画に基づき、水道事業の広域化に向けて、検討委員

会、幹事会及び専門部会で協議を行った結果、平成30年度から以下の事務事業を広域連携で行うこと

となった。

　・浄水場使用薬品の一括入札

　・水源（小野湖・丸山ダム）の水質検査・結果の共有

　・経営の一体化に向けて継続協議（平成30年度）

広域化（経営の一

体化又は事業統

合）を実施した場

合、年間約1.2億

円以上の経費削

減見込み

29 水道事業広域化の推進

宇部市・山陽小野田市水道事業広域化基本計画

に基づき水道事業の広域化に向けて具体的な協

議を進め、実施計画を作成する。

広域化（経営の一

体化又は事業統

合）を実施した場

合、年間約1.2億

円以上の経費削

減見込み

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 ステークホルダーと連携した事業展開

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－３－１１－２－３－１１－２－３－１１－２－３－１ 広域化の検討

実施計画項目

水道事業広域化基本計画の策定と

推進

工程

担当課等

（旧）（新）

　総務企画課・財務課・

　営業課・給排水課・

　上水道整備課・浄水課

具 体 的 な

取組内容

近隣水道事業体との各業務の共同化をはじめとする広域化について検討し、広域化基本計画を策定し、

当該計画に基づき水道事業広域化を推進する。
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基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

正規職員   　１人退職

再任用職員　１人採用

再任用職員　２人退職

効果見込額は

1-5-1-1で計上

１－３－１－１１－３－１－１１－３－１－１１－３－１－１ 業務・施設の再編・整理等

実施計画項目 下水道施設運転業務の見直し 工程

担当課等

29 効率的な運転維持管理体制の構築

正規職員   　1人退職

再任用職員　1人採用

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

効果見込額は

1-5-1-1で計上

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務の見直し

具 体 的 な

取組内容

組織統合による経営効率化を図るため安心・安全を基本とした処理場・ポンプ場の運転維持管理体制を築

き、施設運営経費の節減に努めるとともに、技能職のあり方も検討する。

（旧）下水道施設課

（新）下水道施設課
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

推進 推進 －

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

人材育成計画に従い職員研修を実施した。

○内部研修　10件  参加者人数延べ277人、研修時間延べ604時間

　人事評価研修、普通救命講習Ⅱほか

○公募により実施した研修　7件　参加人数：　7人、研修時間：50時間

　山口県ひとづくり財団主催(クレーム対応向上・プレゼンテーションセミナー・女性キャリアアップほか)

○外部研修　87件　参加者人数延べ211人、研修時間延べ931.3時間

　宇部市主催(人権研修会等)、日本水道協会主催(漏水防止講座・未納料金実務研修会等)、山口県

　ひとづくり財団（危機管理・コーチング等）ほか

・士気の向上

・業務の効率化

・企業経営の効率

化

（1-4-2-1との連

携効果）

業務推進プロセスの改善と職員力の向上

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－４－１－１１－４－１－１１－４－１－１１－４－１－１ 人材育成の推進

実施計画項目 人材育成計画の策定と推進 工程

担当課等

（旧）総務企画課

（新）総務企画課

具 体 的 な

取組内容

・人材育成計画に基づき、研修を実施する。

・事務事業の継続的達成ができる人事評価制度を構築する。

29

人財育成計画の推進及び人事評価制度の

運用

・内部研修：10件

　（対象者200人）

・外部研修：80件

　（対象者150人）

・研修プログラムの実施及び見直し

・人事評価制度運用後の問題点等の検証を行う。

・士気の向上

・業務の効率化

・企業経営の効率

化

（1-4-2-1との連

携効果）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系
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基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

実施

（継続）

－

年度 達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－４－２－１１－４－２－１１－４－２－１１－４－２－１ 職員の意識改革

実施計画項目 職員提案制度の活用 工程

担当課等

（旧）総務企画課

（新）総務企画課

具 体 的 な

取組内容

29

職員提案制度の運用

【提案件数5件】

前年度の提案の件数及び内容を検証し、必要な見

直しを実施

・士気の向上

・業務の効率化

・企業経営の効率

化

（1-4-1-1との連

携効果）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

職員提案件数1件

・士気の向上

・業務の効率化

・企業経営の効率

化

（1-4-1-1との連

携効果）

職員提案制度を活用し、職員全員参加型の施策立案に取り組む。

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務推進プロセスの改善と職員力の向上
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

推進 推進 －

年度

具 体 的 な

取組内容

より効率的な業務執行体制について検討したうえで、定員適正化計画を策定し、当該計画に基づいた定員

管理を推進する。

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 定員管理及び給与の適正化

１－５－１－１１－５－１－１１－５－１－１１－５－１－１ 定員管理の適正化

実施計画項目 定員適正化計画の策定と推進 工程

担当課等

（旧）総務企画課

（新）総務企画課

29

定員適正化計画に基づいた定員管理の実

施

上下水道局の定員適正化計画について検証と必

要な見直しを行い、当該計画に基づき定員管理を

実施

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

7,176千円7,176千円7,176千円7,176千円

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

【水道事業】

平成30年度の定員適正化計画について検討し、当該計画を策定した。

　一般職員…新陳代謝なし

　再任用職員…1名の減、１名の任用条件の変更

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

17,734千円17,734千円17,734千円17,734千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）
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基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

検討

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・管理者の給料カット及び期末手当カットの継続

・課長職以上（56歳以上）の給与削減

・課長職以上の管理職手当て削減

・住居手当の廃止を実施

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

1,599千円1,599千円1,599千円1,599千円

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

2,391千円2,391千円2,391千円2,391千円

29

取組効果（計画）

１－５－２－１１－５－２－１１－５－２－１１－５－２－１ 給与の適正化

実施計画項目 職員の給与制度及び運用の見直し 工程

担当課等

（旧）総務企画課

（新）総務企画課

具 体 的 な

取組内容

給与制度を見直し適正化を図る。

給与制度の見直し

・管理者の給料カット及び期末手当カットの継続

・課長職以上（56歳以上）の給与削減

・課長職以上の管理職手当て削減

・給与制度について検討し、必要な見直しについて

労働組合と協議

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 定員管理及び給与の適正化

達成目標 実施プラン（内容）
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

　財務基盤の強化財務基盤の強化財務基盤の強化財務基盤の強化

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

実施

（継続）

－

年度 達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 収益の確保

29

事業区域内の未利用者に対して水道水と

水洗化のPRをする。

･未利用者に対するPR

･PRの結果の検証

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

344千円344千円344千円344千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政の健全化

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

【上水】事業区域内未利用者への新規水道申込要請(H29申込者なし)

【下水】施工前の説明時、供用開始の案内時、供用開始から3年目の方への戸別連絡などの際に水洗

化ＰＲを行い、水洗化促進を図った。（下水6件の新規利用者を獲得）

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

216千円216千円216千円216千円

具 体 的 な

取組内容

事業区域内における未利用者に対して、安全な水道水と水洗化による快適な生活環境をPRし、新規利用

者の開拓に取り組む。

２－１－１－１２－１－１－１２－１－１－１２－１－１－１ 新規利用者の開拓

実施計画項目 新規利用者の開拓 工程

担当課等

（旧）（新）

　営業課・給排水課・

　上水道整備課・

　下水道整備課
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基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

検討 検討

一部策

定

－

年度

29

更新計画と耐震補強計画の策定

・将来の需要予測を基に施設更新計画を策定す

る。

・配水地の耐震診断と広瀬浄水場の耐震補強設

計を実施し、その結果を踏まえ、耐震補強計画に

ついて検討する。

ランニングコスト

の縮減と施設延

命化による将来

的な更新費用の

圧縮

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

①平成28年11月の国土地理院による宇部市厚東川沿いの活断層発表を受け、平成29年度に広瀬

   浄水場内施設の動的解析診断を発注した。平成30年8月末工期で、診断中である。

②配水池の耐震診断を平成28年度と平成29年度に分け、発注した。

   平成29年度分は、平成30年4月末工期で、診断中である。

③①及び②の診断結果を元に、平成30年度に更新計画と耐震補強計画を策定する予定である。

ランニングコスト

の縮減と将来的

な更新費用の圧

縮

具 体 的 な

取組内容

将来の需要を的確に把握し、この予測を踏まえた施設更新計画を策定する。

併せて、現状の施設の耐震性を把握し、耐震性のない施設の耐震補強計画について検討する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－２－１－１２－２－１－１２－２－１－１２－２－１－１ 施設更新計画の策定

実施計画項目 施設更新計画の策定 工程

担当課等

（旧）（新）

総務企画課・財務課・

上水道整備課・

浄水課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政の健全化
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

策定

実施

（継続）

－

年度

基本項目

個別項目２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１ 企業債残高の抑制

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－２－２－１２－２－２－１２－２－２－１２－２－２－１ 中期財政収支計画の策定

実施計画項目 中期財政収支計画の策定 工程

担当課等

　（旧）総務企画課

　　　　財務課

　（新）総務企画課

　　　　財務課

29

平成38年度までの中期財政収支計画を策

定

更新需要等を反映させて向こう10年間の財政計画

を策定し、経営の健全化を図る。

経営指標の改善

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政の健全化

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

上下水道総合計画の策定に合わせ、平成38年度までの今後の更新需要を反映させた財政計画を策定

した。

経営指標の改善

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政の健全化

具 体 的 な

取組内容

需要予測を的確に行うとともに、施設の更新等に係る必要経費を算出し、中期財政収支計画を策定する。

44

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

実施

（継続）

－

年度

29 企業債残高の抑制

施設更新費用の平準化を図るとともに、これまで

の利益剰余金も活用し、新たな企業債の借入額を

企業債償還元金以下とするよう努める。

＊企業債残高見込額10,276,025千円

　　（前年度比較　△288,685千円）

※効果見込額は企業債残高の抑制額に対する支

払利息

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

29千円29千円29千円29千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

施設の改良補修等の維持管理を実施することで、新たな企業債の借入額を企業債の償還元金以下と

した。

平成28年度企業債残高：　　　  10,564,710千円　･･･　①

平成29年度企業債借入額：         830,000千円　･･･　②(H28→H29含む)

平成29年度企業債償還額：　　  1,148,685千円　･･･　③

　　　　　　　　　①+②-③　＝     10,246,025千円　･･･　④

　　　　　　　　　④-①　　   ＝     △318,685千円（抑制額）

抑制額に対する利息      ＝               32千円（利率0.01％）

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

32千円32千円32千円32千円

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１ 企業債残高の抑制

実施計画項目 借入金の抑制① 工程

担当課等

（旧）財務課

（新）財務課

具 体 的 な

取組内容

（上水道事業会計）

建設改良費の財源として求めている企業債の借入金額を各年度の企業債償還元金以下に抑制する。
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宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】宇部市上下水道事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H27 H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

計画的な更新事業を行い企業債の借入額の抑制に努めるとともに、償還の据置期間をなくして企業債

償還を早めた。

平成28企業債残高： 　　　   33,664,556千円…①

平成29企業債借入額：  　　　 1,143,500千円…②（28本借219,700、29借入923,800）

平成29企業債償還額：         2,232,836千円…③

           　　 ①+②-③ ＝     32,575,220千円…④

                　　④-① ＝    △1,089,336千円(抑制額)

抑制額に対する利息  ＝              109千円（利率0.01％）

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

109千円109千円109千円109千円

29 企業債残高の抑制

計画的な更新事業を行い企業債の借入額の抑制

に努めるとともに、償還の据置期間をなくして企業

債償還を早める。

＊企業債残高見込額33,481,509千円

　　（前年度比較　△183,047千円）

※効果見込額は企業債残高の抑制額に対する支

払利息

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

18千円18千円18千円18千円

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１２－２－３－１ 企業債残高の抑制

実施計画項目 借入金の抑制② 工程

担当課等

（旧）財務課

（新）財務課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政の健全化

具 体 的 な

取組内容

（下水道事業会計）

企業債の借入額を償還元金以内とし、後年度負担を軽減する。
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29年度（計画） 29年度（実績）

１ お客様との情報共有 １

積極的な情報提供と情報の

共有化

お客様のニーズに応えながら

情報提供の質の向上を図る。

情報提供・共有　276,200人 情報提供・共有　256,210人

２ 業務の見直し １ 業務の再編・整理等

PDCAサイクルを取り入れた

事務事業の見直しを行い、組

織体制の刷新を図る。

26,49026,49026,49026,490 千円千円千円千円 9,5799,5799,5799,579 千円千円千円千円

１ 安心・安全運行の実施

安心・安全運行の徹底を強化

し、事故防止に努める。

人身事故件数　0件 人身事故件数　2件

２ 利便性の向上

地域の特性に応じた路線の

見直しと効率的で利便性の高

い運行ダイヤの実現に取り組

む。

14,20314,20314,20314,203 千円千円千円千円 18,90418,90418,90418,904 千円千円千円千円

３ 新技術の導入

バス車載設備に新技術の導

入を検討する。

新技術導入の推進

・バスロケーションシステム導入

（平成30年5月運用開始）

・ICカード導入の推進

１ 人材育成の推進 研修対象者250人 研修受講者188人

２ 職員の意識改革 賞賛件数の増　25件 賞賛件数の増　0件

１ 定員管理の適正化 24,36724,36724,36724,367 千円千円千円千円 22,52022,52022,52022,520 千円千円千円千円

２ 給与の適正化 6,2206,2206,2206,220 千円千円千円千円 13,73013,73013,73013,730 千円千円千円千円

１ 新規顧客の開拓 2-1-2で計上 2-1-2で計上

２ 収入の確保 5,9535,9535,9535,953 千円千円千円千円 12,62712,62712,62712,627 千円千円千円千円

２ 財政の健全化 １ 中期財政収支計画の策定

旅客運送収入の予想を的確

に行い、人件費及び必要経費

を算出し、中期財政収支計画

を策定する。

資金不足比率の維持

（経営健全化基準の20%未満）

資金不足比率の維持

（経営健全化基準の20%未満）

効果額合計→ 77,23377,23377,23377,233 千円千円千円千円 77,36077,36077,36077,360 千円千円千円千円

人件費効果 38,333 千円

物件費等効果 26,400 千円

歳入増効果 12,627 千円

合計 77,360 千円

職員一人ひとりの能力開発や

意識改革に取り組む。

５

定員管理及び給与の

適正化等

スリムで効率的な組織や人員

体制の確立を図るとともに、

給与の適正化に取り組む。

第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】

柱 基本項目 個別項目 取組目標

取組効果

１

企

業

経

営

の

改

革

３ サービスの向上

４

業務推進プロセスの

改善と職員力の向上

２

財

務

基

盤

の

強

化

１ 自主財源の確保

乗合事業及び貸切事業の収

入の確保に積極的に取り組

み、自立経営に向けた更なる

経営基盤の安定化を図る。

平成29年度の取組による平成30年度当初予算の節減効果額
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１

分かりやすく利用しやすい路線図・時刻表の

作成・提供

２ 運行案内システム・ホームページ等の充実

３ 積極的なイベント参加

１ 事務事業の見直しに伴う機構改革

２ 車両数と車両構成の適正化

１ 安心・安全運行の実施 １ 安全の確保

１ バス停留所設備の充実

２ 路線の見直しと運行ダイヤの最適化

３ 新技術の導入 １ ICカードなどの新技術導入の検討

１ 人材育成の推進 １

人材育成のための研修計画及び接遇研修

計画の策定・実施

２ 職員の意識改革 １ 交通モニター制度の活用

１ 定員管理の適正化 １ 定員適正化計画の策定と推進

２ 給与の適正化 １ 職員の給与制度及び運用の見直し

１ 新規顧客の開拓 １ 新規顧客の開拓

１ 乗合事業の増収対策

２ 貸切事業の増収対策

３ 保有資産の活用による増収対策

４ 運賃制度等の見直し

２ 財政の健全化 １ 中期財政収支計画の策定 １ 中期財政収支計画の策定

計19項目

実施計画項目一覧実施計画項目一覧実施計画項目一覧実施計画項目一覧

柱 基本項目 個別項目 実施計画項目 掲載ページ

P.48

２ 業務の見直し １ 業務の再編・整理等 P.49

P.50

２ 利便性の向上

P.51

４

業務推進プロセスの

改善と職員力の向上

P.52

３ サービスの向上

P.53

２

財

務

基

盤

の

強

化

１ 自主財源の確保

P.54

２ 収入の確保 P.55

P.56

１

企

業

経

営

の

改

革

１ お客様との情報共有 １ 積極的な情報提供と情報の共有化

５

定員管理及び給与の

適正化等
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第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

・時刻表の内容見直し⇒複数項に渡る路線（系統）の場合、関連項を明示

・ダイヤ改正やサービス内容について、運行案内システム及びホームページを随時更新し、

情報提供を実施

・路線再編に伴う主要幹線の設定に合わせ、新たに分かりやすい路線図を作成し、全ての停

・運行案内システ

ムを利用した検索

回数

　129,884回

・ホームページを

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

29

利用者に便利で分かりやすい情報提

供の実施

・ダイヤ改正やサービス内容の変更が生じた

場合に、バスの時刻・運賃・路線・乗継などを

利用者に便利で分かりやすく情報提供ができ

るように、運行案内システム及びホームページ

を随時更新する。

・利用者からの意見を踏まえ、さらに分かりや

すく、使いやすい共通バス時刻表（路線図含

む）の見直しを実施する。

・運行案内システ

ムを利用した検索

回数

　135,000回

・ホームページを

利用した検索回

数

　140,000回

具 体 的 な

取組内容

利用者に対するバスの時刻・運賃・路線・乗継などの情報提供の充実を図るため、運行案内シ

ステムやホームページの更新を随時行うとともに、分かりやすく、使いやすい共通バス時刻表の

見直しを実施する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

　企業経営の改革　企業経営の改革　企業経営の改革　企業経営の改革

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 お客様との情報共有

１－１－１－１１－１－１－１１－１－１－１１－１－１－１

１－１－１－２１－１－１－２１－１－１－２１－１－１－２

積極的な情報提供と情報の共有化

実施計画項目

・分かりやすく利用しやすい

路線図・時刻表の作成・提供

・運行案内システム・ホーム

ページ等の充実

工程

担当課等

交通事業課

48

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

29

各種イベント等への積極的な参加

【イベント参加数8回、乗り方教室開催

数17回】

「宇部まつり」や「やまぐちバス博」のイベント等

において、バス乗り方教室などを開催し、積極

的に市営バスのPR活動を実施する。

バス利用のきっか

けづくり

　1,200人

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

実施計画項目 積極的なイベント参加 工程

担当課等

交通事業課

・各種イベントに参加し、各種乗車券の販売、バスの展示やバス乗り方教室の開催を行うなど

市営バスのPR活動を実施

（イベント6回参加、乗り方教室19回開催、参加人数1,322人）

・市営バスのノベルティグッズを新たに作成、各種イベントやツアーバス車内等で販売しＰＲを

実施（販売数　287個）

バス利用のきっか

けづくり

　1,322人

具 体 的 な

取組内容

宇部まつり・出前講座など市が主催するイベント等に参加し、バス乗り方教室や市営バスのパン

フレット配布などを積極的に実施することにより、利用促進に努める。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 お客様との情報共有

・路線再編に伴う主要幹線の設定に合わせ、新たに分かりやすい路線図を作成し、全ての停

留所に掲示

・ホームページを

利用した検索回

数

  125,004回

１－１－１－3１－１－１－3１－１－１－3１－１－１－3 積極的な情報提供と情報の共有化
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第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

基本項目

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・路線再編の実施に伴い必要運転士数を削減（4人減）

・業務の効率化に伴い事務職員を削減（1人減）

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

（効率化分）（効率化分）（効率化分）（効率化分）

2,083千円2,083千円2,083千円2,083千円

・路線再編の効果

額は1-3-2-2で計

上

29

事務事業の見直し及び組織体制の再

構築

業務の進捗状況に伴い事務事業や組織体制

を随時見直す。

効果見込額は

1-3-2-2で計上

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務の見直し

具 体 的 な

取組内容

事務事業の見直しに伴う機構改革などを実施し、組織のスリム化及び業務の効率化を図る。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－１－１１－２－１－１１－２－１－１１－２－１－１ 業務の再編・整理等

実施計画項目

事務事業の見直しに伴う機

構改革

工程

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務の見直し

49

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

具 体 的 な

取組内容

車両更新計画の策定を行い、運行勤務の効率化に伴う車両数の削減や、ノンステップバスの導

入を実施する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２１－２－１－２ 業務の再編・整理等

実施計画項目 車両数と車両構成の適正化 工程

担当課等

交通事業課

・路線バスの更新に合わせ、補助制度を活用しノンステップバス（2台）を導入

（路線バス63台中、33台をノンステップ化）

・ダイヤ改正時に運行勤務の効率化を図り、事業規模に応じた適正な車両保有台数の見直し

を実施（路線バス64台から63台へ減車）

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

7,496千円7,496千円7,496千円7,496千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務の見直し

29

車両更新計画に基づいた車両更新

の実施

・路線バスの更新にあわせ、ノンステップバス

（2台）を導入する。

・車両更新計画については、大幅な路線再編

を進め、ダイヤ改正時に運行勤務の効率化を

図ることで、事業規模に応じた適正な車両保

有台数の見直し（路線バス64台から61台へ減）

を検討する。

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

26,490千円26,490千円26,490千円26,490千円
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第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】第二次宇部市交通事業経営改革プラン【平成29年度実績】

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

基本項目

29 事故防止対策の徹底

・運輸安全マネジメント制度評価に基づく安全

管理体制の充実・強化を図るため、経営トップ

から全ての職員が安全に対する取組を理解

し、事故防止に努める。

・貸切バス事業者安全性評価認定制度の最高

評価である「3つ星」を取得する。

・人身事故件数

　0件

・貸切バス事業者

安全性評価認定

制度「3つ星」取得

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 サービスの向上

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・運輸安全マネジメント制度評価に基づく安全管理に対する取組を全職員が理解し、徹底させ

るため、全乗務員へ安全通達による指示、安全講習会を実施

・運輸安全マネジメントを徹底するため、新たに全職員の胸名札裏面に「輸送の安全に関する

基本的な方針」を記載

・貸切バス事業者安全性評価認定制度の最高評価「3つ星」を取得

・人身事故件数

  2件（対前年度比

　3件減）

・貸切バス事業者

安全性評価認定

制度「3つ星」取得

具 体 的 な

取組内容

運輸安全マネジメントの徹底や、ドライブレコーダーの活用により、全職員の意識改革を図り、

事故防止に努める。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－３－１－１１－３－１－１１－３－１－１１－３－１－１ 安心・安全運行の実施

実施計画項目 安全の確保 工程

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 サービスの向上

50

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

バス停留所チェックリストを基に点検を実施し、上屋・ベンチ・標識を補修及び更新

・老朽化したバス停留所上屋を更新　1基（常盤駅入口）

・ベンチの破損交換及び新設　19基（各所）

・老朽化した標識を補修　11基（各所）

・待合所の危険個所を修繕　1か所（八王子）

バス停における待

合施設の快適性

の向上

１－３－２－１１－３－２－１１－３－２－１１－３－２－１ 利便性の向上

実施計画項目 バス停留所設備の充実 工程

担当課等

交通事業課

29

チェックリストに基づいた不備箇所の

修繕及び上屋の設置（2基程度）

・利便性の向上のため、バス停留所へ上屋の

設置を実施する。

・バス停留所設備のチェックリストを基に、計画

的に点検整備を実施する。

バス停における待

合施設の快適性

の向上

具 体 的 な

取組内容

バス利用者の利便性の向上のため、バス停留所の上屋・ベンチ・標識の設置及び点検を計画

的に実施する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 サービスの向上

50
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

　「宇部市地域公共交通網形成計画」に基づく「宇部市地域公共交通再編実施計画」を踏ま

え、平成29年10月1日に、路線系統の廃止、減便、経路変更等、大幅な路線再編を実施

・市内主要幹線における等間隔運行を実施

・中心市街地の円滑な移動を確保するため、実証運行結果を踏まえ経路変更の上で市街地

循環線の本格運行を開始

・東部市内循環線（めぐりーな）の経路変更を実施

・路線・系統数の減　2路線・19系統（桃山線、中山線の廃止ほか）

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

18,904千円18,904千円18,904千円18,904千円

「宇部市地域公共交通網形成計画」及び平成

29年3月策定の「宇部市地域公共交通再編実

施計画」等を踏まえ、更なる大幅な路線の見

直しや、ダイヤ改正を実施する。（最適化）

29 路線の見直し及びダイヤ改正の実施

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

14,203千円14,203千円14,203千円14,203千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

地域の特性に応じた路線の見直しと効率的で利便性の高い運行ダイヤの実現に取り組む。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－３－２－２１－３－２－２１－３－２－２１－３－２－２ 利便性の向上

実施計画項目

路線の見直しと運行ダイヤ

の最適化

工程

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 サービスの向上

51

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討 －

年度

29

利便性向上のための新技術導入の

検討

・バスロケーションシステムの導入

・運賃支払いのICカードについて山口県バス

協会及び県と導入に向けて継続協議

利便性向上のた

めの新技術導入

の推進

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・バスの現在位置及び各バス停への到着予定時刻等の情報を利用者に提供するバスロケー

ションシステムを導入（平成30年5月運用開始）

・運賃支払いのICカードについて、山口県バス協会及び県と導入に向けた継続協議を実施

利便性向上のた

めの新技術導入

の推進

具 体 的 な

取組内容

利便性向上のため、バス車載設備にICカードなど様々な新技術の導入を検討する。

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 サービスの向上

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－３－３－１１－３－３－１１－３－３－１１－３－３－１ 新技術の導入

実施計画項目

ICカードなどの新技術導入

の検討

工程

担当課等

交通事業課

51
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

29

職員研修計画に基づく研修の実施

【研修対象者250人】

研修プログラムの実施

・利用者への

サービス向上

・効果は

1-4-2-1で計上

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

人材育成及び接遇研修を効果的に実施するため、宇部市交通局職員研修要綱等に基づく研

修を実施（延べ受講者数188人）

・安全・接遇講習会　　　105人

・人事評価研修　　　　　　11人

・その他各種研修　　　　 72人

・利用者への

サービス向上

・効果は

1-4-2-1で計上

具 体 的 な

取組内容

職員に必要とされる能力を開発・育成するための研修や、乗客に満足を提供できる接遇研修な

どの計画を策定・実施する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－４－１－１１－４－１－１１－４－１－１１－４－１－１ 人材育成の推進

実施計画項目

人材育成のための研修計画

及び接遇研修計画の策定・

実施

工程

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務推進プロセスの改善と職員力の向上

52

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

平成29年度のバスモニター12名から、毎月提出される報告書により、ダイヤに関する改善意

見には、ダイヤ改正時に対応、また、接遇態度や安全運行に関する指摘には、随時、乗務員

を個別指導することで、利用者へのサービス向上と職員の意識改革を図った。

賞賛件数の増

　0件

29

モニター制度を活用した利用者への

サービス向上及び職員の意識改革

モニターから毎月報告書を提出してもらい、改

善意見については、サービス向上のため乗務

員の指導を実施するとともに、賞賛意見も伝え

ることで職員のやる気を起こし、意識向上を図

る。

賞賛件数の増

　25件

具 体 的 な

取組内容

利用者へのサービスの向上と職員の意識改革を図るため、日頃から、市営バスを利用される市

民の方々から建設的な意見、要望をいただくとともに、乗務員の接客教育、指導、改善を行うこ

とを目的に、交通モニター制度を活用する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 業務推進プロセスの改善と職員力の向上

１－４－２－１１－４－２－１１－４－２－１１－４－２－１ 職員の意識改革

実施計画項目 交通モニター制度の活用 工程

52
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

定員適正化計画を見直しながら、平成29年10月実施の大幅な路線再編に伴う、適正な定員

管理を推進するとともに、嘱託運転士の正規職員への登用を実施

     ・正規職員の退職                           事務員2名、運転士3名

     ・職員の再雇用                              再任用事務1名、嘱託事務員1名、嘱託運転士3名

     ・嘱託運転士から正規職員へ登用    運転士3名

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

22,520千円22,520千円22,520千円22,520千円

29

定員適正化計画に基づいた定員管

理の推進

定員適正化計画を推進するとともに、平成29

年10月に予定する更なる路線の再編実施等に

より、乗合バス事業の総合的な見直しを行う中

で、経営改善を進め、交通局の最適な規模、

適正な人員の整理を図りながら、経営安定化

に資する運転士の確保策として、嘱託運転士

から正規職員への登用を検討する。

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

24,367千円24,367千円24,367千円24,367千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

運転士については、定年退職に伴う補充を嘱託運転士で行うことを基調とするが、確実な事業

推進の為にも嘱託運転士の処遇改善による運転士の確保が重要であることから、一定の経験

を積んだ優秀な嘱託運転士を新たな制度に基づく正規職員に登用する新職員制度を導入し、

事務職については、事務事業の見直しなどから必要最小限の職員で業務の遂行が効率的に実

施できるよう定員適正化計画を策定し、推進する。

取組効果（計画）

１－５－１－１１－５－１－１１－５－１－１１－５－１－１ 定員管理の適正化

実施計画項目

定員適正化計画の策定と推

進

工程

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 定員管理及び給与の適正化等

達成目標 実施プラン（内容）

53

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・管理者の給料カット(15％)及び期末手当カットの継続

・正規職員の給与カットの継続

・国家公務員に準拠した退職手当支給率の引き下げ

・人事院勧告に伴う扶養手当の見直し（平成30年4月から）

・嘱託職員の処遇改善（初任時給の見直し及び在職者の調整）（平成30年4月から）

歳出効果額歳出効果額歳出効果額歳出効果額

13,730千円13,730千円13,730千円13,730千円

29

・管理者の給料及び期末手当カットの

継続

・正規職員の給与カットの継続

・給与制度の見直し及び嘱託職員の

処遇改善

・管理者の給料カット及び期末手当カットの継

続

・正規職員の給与カットの継続

・給与制度及び嘱託職員の処遇改善について

検討し、必要な見直しについて労働組合と協

議する。

歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額歳出効果見込額

6,220千円6,220千円6,220千円6,220千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 定員管理及び給与の適正化等

具 体 的 な

取組内容

職員登用制度の実施に伴い、人件費の抑制を図るため、新職員制度によって登用する職員の

給料格付けや、在籍する正規職員の給与制度及びその運用の見直し、適正化を検討する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

１－５－２－１１－５－２－１１－５－２－１１－５－２－１ 給与の適正化

実施計画項目

職員の給与制度及び運用の

見直し

工程

担当課等

交通事業課

53
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

バスロケーションシステムの導入、長期休暇に

おける小学生50円バスの実施や、運転免許証

自主返納制度の促進支援（返納者にバスの回

数券進呈）などの取組により新規利用者の増

加を図る。

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・1日乗車券を利用したバスオリエンテーリングを実施

（参加者180人）

・運転免許証自主返納制度の促進支援制度を実施（返納者にバスの回数券進呈）

（利用者389人）

・長期休暇における小学生50円バスを実施

（利用者数：春休み1,030人、夏休み3,328人、冬休み774人）

・路線バス車内の広告スペースを活用して学校や団体などが情報発信できる「みんなの〇〇

（まるまる）バス」事業を実施（利用団体24団体）

・バスロケーションシステムを導入（平成30年5月運用開始）

効果見込額は

2-1-2-1で計上

　財務基盤の強化　財務基盤の強化　財務基盤の強化　財務基盤の強化

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

具 体 的 な

取組内容

減少傾向にあるバス利用者を取り戻すために、バス未利用者に対して魅力のある制度やPR方

法に取り組むことで新規顧客の開拓を行う。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

29

新規顧客開拓のためのバス未利用

者に対する、効果的なPRの実施

【運転免許証自主返納制度利用者

450人】

効果見込額は

2-1-2-1で計上

２－１－１－１２－１－１－１２－１－１－１２－１－１－１ 新規顧客の開拓

実施計画項目 新規顧客の開拓 工程

担当課等

交通事業課

54

基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

実施計画項目 乗合事業の増収対策

29 各種増収対策の推進

28年度に実施した内容の効果を検証・見直し

するとともに、職員の営業活動による各種増収

対策に取り組み増収を図る。

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

1,995千円1,995千円1,995千円1,995千円

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

・バスロケーションシステムを導入（平成30年5月運用開始）

・わかりやすい内容に見直した時刻表を作成・配布

・ＴＯＫＩＷＡファンタジアの開催に合わせたイルミネーションバスを運行（9日間　512人）

・幸せのハートつり革バスを運行

・ノンステップバスへの更新（2台）

・「再編実施計画」に基づいた主要幹線の等間隔運行を実施

・主要幹線の設定及び路線再編に合わせた、わかりやすい路線番号への変更

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

1,758千円1,758千円1,758千円1,758千円

具 体 的 な

取組内容

毎年減収傾向にある乗合自動車収入の増収対策として、JRや民間バス事業者との連携（接続

改良、等間隔ダイヤ等）、空港線対策（新たなPR方法の実施等）、高齢者の需要確保（乗継対

策、シルバーシートの拡充、ノンステップバスの導入、時刻表改良、免許返納の促進等）に取り

組む。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

工程

担当課等

交通事業課

２－１－２－１２－１－２－１２－１－２－１２－１－２－１ 収入の確保
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

29 貸切事業の増収

・新たな顧客開拓に向けて、営業活動を強化

するとともに、市の事業と連携したバスツアー

の実施や、オフシーズンの主催旅行の充実等

により増収を図る。

・貸切事業の安定した業務体制を構築するた

めの、運転士確保策として、嘱託運転士から

正規職員への登用を検討するなど、運転士不

足解消に取り組む。

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

2,500千円2,500千円2,500千円2,500千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

・オフシーズンに新たな主催旅行を企画・実施

・貸切バス事業者安全性評価認定制度の最高評価「3つ星」を取得したことにより、各種チラシ

やパンフレットに、「三つ星」取得事業者であることを掲載し、安全性をＰＲ

・嘱託運転士から正規職員へ登用（運転士3名）

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

10,059千円10,059千円10,059千円10,059千円

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－２－２２－１－２－２２－１－２－２２－１－２－２ 収入の確保

実施計画項目

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

具 体 的 な

取組内容

魅力あるツアーの提供及び営業力の向上により顧客の確保に努め貸切事業の増収を図る。

貸切事業の増収対策 工程

担当課等

交通事業課
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討

実施

（継続）

－

年度

・路線バスを売却　4台

歳入効果額歳入効果額歳入効果額歳入効果額

810千円810千円810千円810千円

29

資産の有効活用による増収

・路線バスの売却　6台

・貸切バスの売却　1台

保有資産の活用（売却）

歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額歳入効果見込額

1,458千円1,458千円1,458千円1,458千円

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

具 体 的 な

取組内容

バス回転部分以外の未利用部分を契約駐車場へ転用するなど、保有資産の活用を検討する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

２－１－２－３２－１－２－３２－１－２－３２－１－２－３ 収入の確保

実施計画項目

保有資産の活用による増収

対策

工程

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

検討 －

年度

29 運賃制度等見直しの検討

「宇部市地域公共交通網形成計画」、「宇部市

地域公共交通再編実施計画」などに基づく路

線再編後における、適正な運賃制度を引き続

き検討

適正な運賃水準

の確立

実施計画項目 運賃制度等の見直し 工程

担当課等

交通事業課

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 自主財源の確保

２－１－２－４２－１－２－４２－１－２－４２－１－２－４ 収入の確保

具 体 的 な

取組内容

将来にわたって安定したサービスを提供するため、運賃制度等を見直して、収益を高めることで

収益構造の転換を図り、経営の健全化を推進する。

達成目標 実施プラン（内容） 取組効果（計画）

初乗り運賃の引き上げなど運賃改定について、引き続き国と協議を実施

適正な運賃水準

の確立

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）
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基本項目

個別項目

H28 H29 中期実行計画

実施

（継続）

－

年度

平成29年度　具体的な事業実施・実績状況 取組効果（実績）

平成28年度実績、平成29年度決算見込み及び平成30年度当初予算を踏まえた中期財政計

画を策定

資金不足比率を

経営健全化基準

20％未満に維持

取組効果（計画）

実施計画項目 中期財政収支計画の策定 工程

29 中期財政収支計画の策定

「宇部市地域公共交通網形成計画」等による、

総合的・抜本的なバス路線の再編等を踏ま

え、今後の交通事業の将来見通しを踏まえた

中期財政計画を策定する。

資金不足比率を

経営健全化基準

20％未満に維持

具 体 的 な

取組内容

経営の指針として、プランの実施にあわせて毎年度5か年の財政計画を策定する。収益では旅

客運送収入の推移を予測し、費用では、人件費や一般経費を予測し、策定する。

達成目標 実施プラン（内容）

担当課等

交通事業課

２－２－１－１２－２－１－１２－２－１－１２－２－１－１ 中期財政収支計画の策定

基本計画体系基本計画体系基本計画体系基本計画体系 財政の健全化
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