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1111    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 (1) (1) (1) (1)これまでのこれまでのこれまでのこれまでの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの成果成果成果成果    

 本市では、昭和６０年度に策定した「宇部市行政改革大綱」以降、「宇部市行財政改革

推進計画」、「事務事業見直し計画」、「行財政構造改革推進計画」に基づき行財政改革

に取り組み、その後、合併により当初の計画期間を２年間延長して取り組んだ「第二次行

財政構造改革推進計画」では、平成１３年度から平成１７年度までの５年間で、約１０億

７，１００万円の節減効果をあげました。 

 さらに、平成１７年度から平成２１年度までの５年間は、行財政改革としては第六次と

なる「新行財政改革プラン」（以下「前行革プラン」という。）を策定し、公営企業を加

えたオール宇部市として取り組み、継続的な見直しを行ってきました。 

 この前行革プランによる成果は、合計３０億７，９１６万６千円となります。 

 

○ 前行革プランの実績（平成１７年度から平成２１年度まで）    

             （単位：千円） 
 

 
節減効果額 

プランと同様
の取組による
もの 

計 

前行革プラン ２，０３４，１２９ １，０４５，０３７ ３３３３，，，，０７９０７９０７９０７９，，，，１６６１６６１６６１６６ 

宇部市行財政改革 

プラン 
１，６４０，６７５ ９８４，４１５ ２２２２，，，，６２５６２５６２５６２５，，，，０９００９００９００９０ 

宇部市水道事業経営 

改革プラン 
２０６，７７２ ４３，９５８ ２５０２５０２５０２５０，，，，７３０７３０７３０７３０ 

宇部市ガス事業経営 

改革プラン 
１１４，８８７ １４，２３４ １２９１２９１２９１２９，，，，１２１１２１１２１１２１ 

 

宇部市交通事業経営 

改革プラン 
７１，７９５ ２，４３０ ７４７４７４７４，，，，２２５２２５２２５２２５ 
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 (2) (2) (2) (2)新新新新たなたなたなたな行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの取組取組取組取組    

本市では、これまで継続的に行財政改革に取り組み、着実な進捗を図ってきましたが、

地方分権の進展とともに、自治体の自立と責任が強く求められ、市全体として業務内容や

事務量も変化・増大してきています。 

 このような中、平成２１年９月に更なる行財政改革の推進並びに第四次総合計画前期実

行計画の推進及びマニフェスト実施プランの策定・推進を図るため、市長を本部長とする

「宇部市行政運営改革推進本部」（以下「推進本部」という。）を設置しました。 

 この推進本部においては、本市を取り巻く行財政環境が厳しさを増す中で、「基礎自治

体」としての役割や責任の重要性を強く認識し、これからの時代に求められる施策を実施

するための財源の創出に向け、同年１０月から「事務事業の総点検」に取り組みました。 

 事務事業の総点検では、平成２１年度当初予算計上の公営企業を除くすべての事業に当

たる１,５０７事業をゼロベースから見直し、予算の編成過程においても精査を行い、こ

の総点検による効果額を平成２２年度当初予算に反映させました。 

 引き続き、平成２２年度以降につきましても、この総点検での検討をもとに、その取組

を充実・発展させ、さらなる見直しを進めていくこととしています。 

 

 (3) (3) (3) (3)加速化加速化加速化加速化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組 

計画の推進に当たっては、計画期間内での加速化に向けた取組を行うこととし、人件費

削減の前倒しとして、事務事業の総点検等による職員数の抑制を反映した定員適正化計画

推進のスピードアップを図ります。 

また、持続可能な財政基盤を確立していくため、財政健全化計画を策定し、地方債残高

の抑制、歳入の確保など財政健全化への取組を進めます。 
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 (4)(4)(4)(4)「「「「行財政改革加速化行財政改革加速化行財政改革加速化行財政改革加速化プランプランプランプラン」」」」策定策定策定策定にににに向向向向けてのけてのけてのけての視点視点視点視点    

非常に厳しい行財政環境の中で市民サービスの維持・向上を図っていくため、今まで以

上に様々な観点からスピードある行財政改革に取り組む必要があります。 

そこで、新たな行革プランの名称を『行財政改革加速化プラン』とし、また、その策定

に際しては、市民の皆様からの意見を聴くための組織として、平成２０年１２月に民間委

員１２人で構成する「宇部市行財政改革懇話会」（以下「懇話会」という。）を設置し、

方向性や基本となる考え方などについて御意見をいただきました。 

懇話会で、委員の皆様からいただいた御意見を集約すると、以下の「４つの視点」とな

ります。 

 なお、視点４については、第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランと

の結びつきが強いため、行財政改革加速化プランにおいては、視点１から３までを主な視

点として取り組みます。 

 （視点１から視点４までについて、宇部市行政運営改革推進本部（事務局：総合政策部

政策推進課）において、一元的に進行管理を行っていきます。） 

 

「「「「４４４４つのつのつのつの視点視点視点視点」」」」    

 視点１ 前行革プラン（平成１７年度～平成２１年度）の取組の継続 

 視点２ 市民サービスの維持・向上の観点による「協働」の取組 

 視点３ 改善に向けた手法やその浸透を図るための取組 

 視点４ 積極的な施策展開による自主財源の確保に向けた取組 
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行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革加速化加速化加速化加速化プランプランプランプラン策定策定策定策定にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方 

                  行革の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ」」」」のののの手法手法手法手法をををを軸軸軸軸としながらもとしながらもとしながらもとしながらも    

「「「「このこのこのこの事業事業事業事業はははは、、、、本当本当本当本当にににに止止止止められないのかめられないのかめられないのかめられないのか」」」」    

というというというという今今今今までのやりまでのやりまでのやりまでのやり方方方方をををを変変変変えていくえていくえていくえていく    

発想発想発想発想をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体としてのとしてのとしてのとしての    

本市本市本市本市のののの独自独自独自独自のののの手法手法手法手法でででで実施実施実施実施 

第二次 

行財政構造改革 

推進計画 

行財政構造改革 

推進計画 

行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革加加加加速化速化速化速化プランプランプランプランのののの策定策定策定策定 

地方分権の進展等 
   による業務量の増大 
社会保障費等の増大  など 

地方交付税総額の減少 など 

職員数の削減  など 

厳しい財政状況  など 

景気の急激な後退  など 

前行革プランの 
取組の継続 

 
事務事業の再編・整理、 

廃止・統合、 
定員管理の適正化、 

民間委託等の推進など 

事務事業事務事業事務事業事務事業 のののの 総点総点総点総点 検検検検 
第四次総合計画第四次総合計画第四次総合計画第四次総合計画前期前期前期前期実行計画実行計画実行計画実行計画 

マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト実施実施実施実施プランプランプランプラン        

 

市民サービスの 
維持・向上の観点に
よる「協働」の取組 

 
積極的な 

施策展開による 
自主財源の 

確保に向けた取組 

 
改善に向けた 

手法や 
その浸透を 

図るための取組 

方向性方向性方向性方向性やややや基本基本基本基本となるとなるとなるとなる考考考考ええええ方方方方（（（（懇話会懇話会懇話会懇話会でのでのでのでの意見等意見等意見等意見等）））） 

宇部市行政運営改革宇部市行政運営改革宇部市行政運営改革宇部市行政運営改革 
推進本部推進本部推進本部推進本部のののの設置設置設置設置 

 
新行財政改革新行財政改革新行財政改革新行財政改革 

プランプランプランプラン 

（前行革プラン） 
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 (5) (5) (5) (5)行財政改革加速化行財政改革加速化行財政改革加速化行財政改革加速化プランプランプランプランのののの策定策定策定策定フレームフレームフレームフレーム    

 これらの懇話会の意見を踏まえ、推進本部において、公営企業を含めたオール宇部市と

して行財政改革加速化プランを策定し、引き続き行財政改革に積極的に取り組んでいくと

ともに、これからの時代に求められる施策を実施するための財源の創出を目指します。 

 

    行 財 政 改 革 加 速 化行 財 政 改 革 加 速 化行 財 政 改 革 加 速 化行 財 政 改 革 加 速 化 プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン    

宇部市行財政改革加速化プラン 

宇部市水道事業経営改革プラン 

宇部市ガス事業経営改革プラン 
 

宇部市交通事業経営改革プラン 
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2222    宇部市行財政改革加速化宇部市行財政改革加速化宇部市行財政改革加速化宇部市行財政改革加速化プランプランプランプラン（（（（基本計画基本計画基本計画基本計画））））    

 本市が目指す都市像の実現に向け、多様な行財政課題に対応していくため積極的

に行財政改革を進めていきます。 

 (1) (1) (1) (1)本本本本プランプランプランプランのののの計画期間計画期間計画期間計画期間    

第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランと一体的な推進を図るため、

計画期間を同様の４年間とします。 

計画期間：平成２２年度から平成２５年度までの４年間 

 (2) (2) (2) (2)本本本本プラプラプラプランンンンのののの指標指標指標指標    

先行きが不透明な財政環境下においても財政の健全化を進めていくため、特に義務的経

費のうち、中長期的に見た場合に市としてコントロール可能な人件費及び公債費の抑制を

図る観点から次の指標を設定します。 

 

指標指標指標指標１１１１【【【【定員管理定員管理定員管理定員管理】】】】    

定員適正化計画を定め、一層の職員数の抑制に努めます。 

指標指標指標指標２２２２【【【【地方債残高地方債残高地方債残高地方債残高】】】】    

公債費の削減と過度に地方債に依存しない財政体質を構築するため、建設地方債の発

行抑制に努めます。 
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 (3) (3) (3) (3)本本本本プランプランプランプランのののの柱柱柱柱    

「懇話会」からいただいた「改革の視点」また、第四次総合計画前期実行計画及びマ

ニフェスト実施プランとの整合を図り、着実に行財政改革に取り組んでいくため、３本

の柱と８つの基本項目を設定します。 

 柱柱柱柱１１１１【【【【市政運営市政運営市政運営市政運営のののの改革改革改革改革】】】】    

市民の皆様への積極的な情報提供や市政へ参画する機会の拡充により、行政情報の共

有を図りながら、市民との協働の取り組みを強化して、これからの地域やまちづくりに

活かしていきます。 

■基本項目 

   ・市民との情報共有 

・市民との協働 

柱柱柱柱２２２２【【【【行政運営行政運営行政運営行政運営のののの改革改革改革改革】】】】    

事務事業の必要性や妥当性を検証するとともに、スリムで効率的な組織や人員体制の

確立を図りながら、一方では職員一人ひとりの能力向上や意識改革に取り組みます。 

■基本項目 

 ・事務・事業の再編・整理、廃止・統合等 

 ・民間委託等の推進 

 ・業務推進プロセスの改善と職員の意識改革 

 ・定員管理及び給与の適正化等 

 ・広域的な行政運営 

柱柱柱柱３３３３【【【【財政運営財政運営財政運営財政運営のののの改革改革改革改革】】】】    

健全な財政構造を確立し、持続可能な財政基盤としていくため、中期的な視点での取

り組みを進めます。 

公平性・平等性を勘案しての受益と負担の見直しや各種の財源の見直しと収納対策な

どに取り組み、歳入の確保を行います。 

■基本項目 

 ・財政の健全化 
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本プランの柱及び基本項目並びに懇話会による視点との関連 

 

柱 基本項目 懇話会による視点 

市民との情報共有 

市政運営の改革 

市民との協働 

【視点２】 

市民サービスの維持・向上の観点に

よる「協働」の取組 

事務・事業の再編・整理、廃

止・統合等 

民間委託等の推進 

【視点１】 

前行革プランの取組の継続 

業務推進プロセスの改善と職

員の意識改革 

【視点３】 

改善に向けた手法やその浸透を図

るための取組 

定員管理及び給与の適正化等 

行政運営の改革 

広域的な行政運営 

財政運営の改革 財政の健全化 

【視点１】 

前行革プランの取組の継続 
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 (4) (4) (4) (4)本本本本プランプランプランプランのののの体系体系体系体系    

 ８つの基本項目に、１８の個別項目を設定した体系を基本とし、各柱の取り組みの視点

から、具体的な実施事務事業を決定します。 

 

柱 基本項目 個別項目 

市民との情報共有 積極的な情報提供と情報の共有化 

市政参画の機会拡充 

市政運営の改革 

市民との協働 

課題解決のための市民協働の実施 

事務事業の見直し 事務・事業の再編・整理、廃

止・統合等 事務事業の総点検の推進 

民間委託又は民営化の検討 民間委託等の推進 

指定管理者制度の活用 

業務推進プロセスの改善 

人材育成の推進 

業務推進プロセスの改善と職

員の意識改革 

職員の意識改革 

定員管理の適正化 定員管理及び給与の適正化等 

給与の適正化 

行政運営の改革 

広域的な行政運営 事務事業の共同化 

財政健全化計画の策定 

地方債残高の抑制 

歳入の確保 

土地開発公社の抜本的改革 

財政運営の改革 財政の健全化 

外郭団体支援の適正化 
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    (5)(5)(5)(5)本本本本プランプランプランプランのののの取組取組取組取組のののの視点視点視点視点    

【市政運営の改革】 

 ・「広報うべ」やホームページをはじめ、市長定例記者会見などを通じて積極的に情報

を提供するとともに、これまでの市民からの意見・要望等の受付に加え、「ふるさと

元気懇談会」や「うべ弁ミーティング」の開催などにより、多くの意見・提案が寄せ

られる仕組みづくりを行い、市民の市政への自発的参画と地域や各種団体における自

主的・主体的な活動を促進する。 

 ・ソーシャルサポートシステムの構築や美術館建設等のビッグプロジェクトについては、

調査研究段階から、市民と共に語り、共に考える仕組みを創るとともに、市民の意見

がより市政に反映できるよう審議会等の見直しに取り組む。 

・提案型の協働事業（市民活動団体等の特性を活かした事業提案を公募し、提案団体と

市が協働して事業実施に取り組むもの）やアウトソーシングの導入に取り組む。 

 

基本項目 個別項目 

市民との情報共有 積極的な情報提供と情報の共有化 

市政参画の機会拡充 市民との協働 

課題解決のための市民協働の実施 
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【行政運営の改革】 

・事務事業の総点検のシステム化を図り、引き続き事務事業の必要性や妥当性を検証す

るとともに、行政内部の定例的業務の効率化や経費の削減に関しては、徹底して見直

しを行う。 

・行政サービス水準の維持・向上と業務の効率化を図る観点から、現業部門を含めた民

間委託の推進、指定管理者制度の活用等に引き続き取り組む。 

・職員一人ひとりの能力向上や意識改革に取り組むとともに、ＰＤＣＡサイクルを取り

入れた行政経営システムを実践し、効果的効率的な組織運営に取り組むことで市民サ

ービスの向上を図る。 

・定員適正化計画に基づき、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、

給与の適正化に引き続き取り組む。 

・広域的な行政運営を図る観点から、消防の広域化の推進に取り組む。 

 

基本項目 個別項目 

事務事業の見直し 事務・事業の再編・整理、廃止・統合等 

事務事業の総点検の推進 

民間委託又は民営化の検討 民間委託等の推進 

指定管理者制度の活用 

業務推進プロセスの改善 

人材育成の推進 

業務推進プロセスの改善と職員の意識改

革 

職員の意識改革 

定員管理の適正化 定員管理及び給与の適正化等 

給与の適正化 

広域的な行政運営 事務事業の共同化 
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【財政運営の改革】 

・健全な財政構造の確立と持続可能な財政基盤づくりのため、財政健全化計画を策定し

中期的な視点で取り組む中で、地方債残高の抑制を図る。 

・収入の確保を図るため、市資産等の有効活用や受益者負担の適正化に取り組む。 

・土地開発公社の経営改善等に引き続き取り組む。 

 

基本項目 個別項目 

財政健全化計画の策定 

地方債残高の抑制 

歳入の確保 

土地開発公社の抜本的改革 

財政の健全化 

外郭団体支援の適正化 
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指標１【定員管理】 
定員適正化計画 

（単位：人） 

計画 
前年度 

計画期間の状況 
区分 

H21 H22 
(A) 

H23 H24 H25 H26 
(B) 

増減 

(B)-(A) 

現員 

4 月 1 日 

現在 

1,496 1,450 1,409 1,391 1,356 1,356 △94 

  注）平成 26年度は、定年延長を見込んで算出しています。 

 

 

 

 

 

 
指標２【地方債残高】 
 

普通会計の地方債残高見込み 
（単位：百万円）  

計画 
前年度 

計画期間の状況 
区分 

H21 
(A) 

H22 
 

H23 H24 H25 
(B) 

増減 
(B)-(A) 

地方債残高 
（うち建設地方債） 

77,918 

(57,255) 

75,796 

(53,724) 

72,972 

(49,589) 

70,641 

(46,105) 

68,737 

(43,008) 

△9,181 

(△14,247) 

 

≪参考≫ 

区分 
H22 
(A) 

H23 H24 H25 
 

H26 
(B) 

公債費 
（うち建設地方債） 

9,244 

(7,585) 

9,187 

(7,396) 

9,159 

(7,268) 

9,146 

(7,088) 

8,669 

(6,539) 

※地方債残高抑制の効果は、翌年度以降の公債費に現れます。 

 

 

 

 

 

 

人件費削減効果額 

（見込み） 

約１１億円 

公債費削減効果額(B)-(A) 

（見込み） 

約６億円 
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3333    推進体制及推進体制及推進体制及推進体制及びびびび進行管理進行管理進行管理進行管理    

行財政改革加速化プランを着実に推進するため、市長を本部長とする推進本部において、

各年度の当初に当該年度と翌年度の２か年の実施計画（１年ローリング方式）を策定及び

進行管理を行い、その効果を翌年度の予算へ反映させていきます。 

なお、その結果については、市広報やホームページ等により市民に公表します。 

【【【【推進体制推進体制推進体制推進体制】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【進行管理進行管理進行管理進行管理】】】】    

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

 

 

 

 

 実施計画（２か年） 

 

 

市 民 

 

 

 宇部市行政運営改革推進本部 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長 

本 部 員：教育長、公営企業管理者及び 

各部長等 

（事務局：総合政策部政策推進課） 

各部・各課等 

【本部決定事項等の遂行】 

 

推進体制 

公表 
指示 報告 

実施計画（２か年） 

実施計画（２か年） 

公表 

公表 

公表 
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1111 1 1

2 1

2

2222 1 1

2

2 1

2

3 1

2

3

4 1

2

5 1

3333 1 1

2

3

4

5

※　毎年度２か年の実行計画（１年ローリング方式）を策定

6 学校庶務員業務

10 電子入札システムの導入

財政運営の改革 財政の健全化 財政健全化計画の策定 1 財政健全化計画の策定・推進

定員管理及び給与の適正化等 定員管理の適正化 1 定員適正化計画の策定・推進

広域的な行政運営

外郭団体支援の適正化 1 外郭団体支援の適正化

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

土地開発公社の抜本的改革 1 土地開発公社の抜本的改革

事務事業の共同化

給与の適正化 1 職員の給与制度及び運用の見直し

1 消防広域化の推進

職員の意識改革 1 職員提案制度の推進

3 アクトビレッジおの

4 男女共同参画センター・フォーユー

人材育成の推進 1 人材育成計画の策定と推進

歳入の確保 1 使用料、手数料等の見直し

地方債残高の抑制 1 地方債残高の抑制

業務推進プロセスの改善と職員の意識改革 業務推進プロセスの改善 1 行政経営システムの実践

民間委託等の推進 民間委託又は民営化の検討 1 地方卸売市場管理運営業務

指定管理者制度の活用 1 渡辺翁記念会館・文化会館

5 シルバーふれあいセンター

行政運営の改革 事務・事業の再編・整理、廃止・統合等 事務事業の見直し 1 ふれあいセンターの管理運営体制

事務事業の総点検の推進 1 事務事業の総点検

2 市営住宅等

11 青年の家管理運営業務

3 男女共同参画啓発活動

9 情報システムの最適化

3 公園等の維持管理業務

6 自主的な地域運営の支援

7 人材育成による地域活動の支援

2 ご近所福祉活動の推進

4 下水道施設運転業務

3 提案公募型アウトソーシングの推進

7 学校宿日直業務

8 公立保育園業務

課題解決のための市民協働の実施 1 提案型協働事業の実施

宇部市行財政改革加速化プラン

基本計画 実施計画

柱 基本項目 個別項目 実施計画項目

2 ソーシャルサポートの推進

市民との協働 市政参画の機会拡充 1 ビックプロジェクト市民委員会の設置

市政運営の改革 市民との情報共有 積極的な情報提供と情報の共有化 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 市長定例記者会見の開催

4 審議会等の見直し

2 一般廃棄物収集・処理業務

5 学校給食調理業務

4 市民活動支援

5 市民活動拠点の支援
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4 4 4 4 宇部市水道事業経営改革宇部市水道事業経営改革宇部市水道事業経営改革宇部市水道事業経営改革プランプランプランプラン（（（（基本計画基本計画基本計画基本計画））））    

 本市水道事業が目指す将来像の実現に向け、多様な施策課題に対応していくため、

積極的に経営改革を進めていきます。 

 (1) (1) (1) (1)本本本本プランプランプランプランのののの計画期間計画期間計画期間計画期間    

 第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランと一体的な推進を図るため、計

画期間を同様の４年間とします。 

 計画期間：平成２２年度から平成２５年度までの４年間 

 (2) (2) (2) (2)本本本本プランプランプランプランのののの指標指標指標指標    

 水道料金収入の減少傾向が続く中、水道事業経営に必要な財源を確保するため、人件費及

び企業債の抑制を図る観点から、次の指標を設定します。 

指標指標指標指標１１１１【【【【定員管理定員管理定員管理定員管理】】】】    

  定員適正化計画を策定し、職員数の抑制に努めます。 

指標指標指標指標２２２２【【【【企業債残高企業債残高企業債残高企業債残高】】】】    

  水道施設更新計画（実施計画編）を策定し、計画的かつ効率的な水道施設の更新・

改良を行うことにより、企業債の借入額の抑制に努めます。 
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 (3) (3) (3) (3)本本本本プランプランプランプランのののの柱柱柱柱    

  第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランとの整合を図り、着実に行財

政改革に取り組んでいくため、３本の柱と７つの基本項目を設定します。 

柱柱柱柱１１１１【【【【企業運営企業運営企業運営企業運営のののの改革改革改革改革】】】】    

 市民への積極的な情報提供や水道事業に対する意見交換の場を拡充することによ

り、情報共有を図りながら、市民サービスの向上に努めます。 

 ■基本項目 

  ・市民との情報共有 

  ・市民との協働 

柱柱柱柱２２２２【【【【運営体制運営体制運営体制運営体制のののの改革改革改革改革】】】】    

 事務事業の必要性や妥当性を検討するとともに、スリムで効率的な組織と人員体制

の確立を図りながら、一方では職員一人ひとりの能力向上や意識改革に取り組みます。 

 ■基本項目 

  ・事務・事業の再編・整理、廃止・統合等 

  ・民間委託の推進 

  ・業務推進プロセスの改善と職員の意識改革 

  ・定員管理及び給与の適正化等 

柱柱柱柱３３３３【【【【財政運営財政運営財政運営財政運営のののの改革改革改革改革】】】】    

 持続可能な水道事業経営を行うため、事業の見直し等による経費の節減と計画的かつ

効率的な水道施設の更新・改良を行うことにより、財政基盤の強化に取り組みます。 

 ■基本項目 

  ・財政の健全化 
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 (4) (4) (4) (4)本本本本プランプランプランプランのののの体系体系体系体系    

 ７つの基本項目に１０の個別項目を設定した体系を基本として、各柱の取り組みの視点か

ら具体的な実施事務事業を決定します。 

 

柱 基本項目 個別項目 

市民との情報共有 積極的な情報提供と情報の共有化 

企業運営の改革 

市民との協働 市民との意見交換の場の拡充 

事務・事業の再編・整理、

廃止・統合等 

事務事業の見直し 

民間委託の推進 民間委託の検討 

人材育成の推進 業務推進プロセスの改善と

職員の意識改革 職員の意識改革 

定員管理の適正化 

運営体制の改革 

定員管理及び給与の適正化

等 給与の適正化 

中期財政収支計画の策定 

財政運営の改革 財政の健全化 

企業債残高の抑制 
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 (5) (5) (5) (5)本本本本プランプランプランプランのののの取組取組取組取組のののの視点視点視点視点    

【企業運営の改革】 

 ・ホームページ構成等市民がより利用し易い環境にリニューアルする。 

 ・小学校２４校区各１名の代表者による水道モニターを公募し、アンケート調査や施設見

学等を通じて市民の声を聞き、水道サービスの向上を図るとともに事業運営に反映させ

てきたが、より効果的に市民の意見が事業に反映できるよう水道モニター制度の見直し

を行う。 

 ・年１回、水道モニターを通じて、各校区１５名分の水道についてのアンケートを実施し

てきたが、現在のアンケート項目を検証し、市民の水道使用実態や水道事業に対する要

望を収集できるアンケート内容に見直す。アンケート数は、３６０名分（２４校区×１

５名分）である。 

 

基本項目 個別項目 

市民との情報共有 積極的な情報提供と情報の共有化 

市民との協働 市民との意見交換の場の拡充 

 

【運営体制の改革】 

 ・水道を取り巻く環境の変化に適切に対応し、持続可能な水道システムの再構築を計画・

実施していくため、事務事業の見直しを行い、組織体制の刷新を図る。 

 ・水道メーターの維持管理業務の民間委託について検討する。 

 ・職員一人ひとりの能力開発や意識改革を効果的に推進し、個々の職員の能力と個性が充

分に発揮できる活性化した職場環境を整備するとともに、各職務の役割を明確にするこ

とにより、事務事業の継続的達成ができる人事管理制度を構築する。 

 ・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。 

 ・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とともに、給与の適正化に引き続き取り組む。 
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基本項目 個別項目 

事務・事業の再編・整理、廃止・統合等 事務事業の見直し 

民間委託の推進 民間委託の検討 

人材育成の推進 

業務推進プロセスの改善と職員の意識改革 

職員の意識改革 

定員管理の適正化 

定員管理及び給与の適正化等 

給与の適正化 

 

【財政運営の改革】 

 ・水需要予測を的確に行うとともに、水道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。 

 ・水道施設更新計画（実施計画編）を策定し、計画的かつ効率的な水道施設の更新・改良

を行うことにより、企業債の借入額の抑制を図る。 

 

基本項目 個別項目 

中期財政収支計画の策定 

財政の健全化 

企業債残高の抑制 

 



 21 

 

指標１【定員管理】 

定員適正化計画              

  （単位：人） 

 計画
 前年度

H21 H22 H23 H24 H25 H26

(A) (B) (B)-(A)

125 126 124 123 123 122 △ 4

区分

計画期間の状況
増減

 現員
 4月1日
 現在  

(見込み)

人件費削減効果額

約４９百万円  

 

指標２【企業債残高】 

水道事業会計の企業債残高見込み 

                        （単位：百万円） 

H22 H23 H24 H25 H26

残高 14,365 13,562 13,410 13,313 12,550  
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1 1 1

2 1

2 1 1

2 1

3 1

2

4 1

2

3 1 1

2

2 人事評価制度の導入

1 借入金の抑制

1 定員適正化計画の策定と推進

業務推進プロセスの改善
と職員の意識改革

1 職員提案制度の活用

1 職員の給与制度及び運用の見直し

1 人材育成計画の策定と推進

市民との協働

民間委託の推進

事務事業の見直し

財政運営の改革

職員の意識改革

定員管理の適正化

財政の健全化

給与の適正化

市民との意見交換の場の
拡充

1 水道モニターの活用

民間委託の検討 1 水道メーター維持管理業務を民間委託

人材育成の推進

1 事務事業の見直しに伴う機構改革

柱 基本項目 実施計画項目

企業運営の改革 市民との情報共有
積極的な情報提供と情報
の共有化

1 ホームページの充実

個別項目

基本計画 実施計画

宇部市水道事業経営改革プラン

企業債残高の抑制

中期財政収支計画の策定 1 中期財政収支計画の策定

定員管理及び給与の適正
化等

運営体制の改革

2 水道アンケートの見直し

事務・事業の再編・整理、
廃止・統合等
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5555        宇部市宇部市宇部市宇部市ガスガスガスガス事業経営改革事業経営改革事業経営改革事業経営改革プランプランプランプラン（（（（基本計画基本計画基本計画基本計画））））    

 ガス事業の民営化に向けて、積極的に経営改革を進めていきます。                 

 (1) (1) (1) (1)本本本本プランプランプランプランのののの計画期間計画期間計画期間計画期間 

 第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランと一体的な推進を図るため、計

画期間を同様の４年間とします。 

 計画期間：平成２２年度から平成２５年度までの４年間 

 (2 (2 (2 (2))))本本本本プランプランプランプランのののの柱柱柱柱 

 第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランとの整合を図り、着実に行財政

改革に取り組んでいくため、３本の柱と４つの基本項目を設定します。 

柱柱柱柱１１１１【【【【企業企業企業企業のののの民営化民営化民営化民営化】】】】    

 ガス事業の民営化を推進します。 

 ■基本項目 

  ・ガス事業の民営化 

柱柱柱柱２２２２【【【【運営体制運営体制運営体制運営体制のののの改革改革改革改革】】】】    

 民営化に向けて事務事業を総点検し、整理します。また、給与の適正化に取り組みます。 

 ■基本項目 

  ・事務・事業の整理 

  ・給与の適正化及び定員管理等 

柱柱柱柱３３３３【【【【財政運営財政運営財政運営財政運営のののの改革改革改革改革】】】】    

 事業の見直し等による経費の節減と計画的かつ効率的なガス施設の更新・改良を行うこ

とにより、財政基盤の強化に取り組みます。 

 ■基本項目 

  ・財政の健全化 



 24 

(3(3(3(3))))本本本本プランプランプランプランのののの体系体系体系体系 

 ４つの基本項目に６つの個別項目を設定した体系を基本として、各柱の取り組みの視点か

ら具体的な実施事務事業を決定します。 

 

柱 基本項目 個別項目 

企業の民営化 ガス事業の民営化 民営化の推進 

事務・事業の整理 事務事業の見直し 

運営体制の改革 

給与の適正化及び定員管理 給与の適正化等 

中期財政収支計画の策定 

企業債残高の抑制 財政運営の改革 財政の健全化 

資産の適正化 
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 (4 (4 (4 (4))))本本本本プランプランプランプランのののの取組取組取組取組のののの視点視点視点視点    

【企業の民営化】 

 ・ガス事業の民営化を推進する。 

基本項目 個別項目 

ガス事業の民営化 民営化の推進 

 

【運営体制の改革】 

 ・業務の見直しを行い、事務事業の整理を行う。 

・定員管理を推進するとともに給与の適正化に引き続き取り組む。 

 

基本項目 個別項目 

事務・事業の整理 事務事業の見直し 

給与の適正化及び定員管理 給与の適正化等 

 

【財政運営の改革】 

・経営の指針としての、中期財政収支計画を策定する。 

・ 計画的かつ効率的なガス施設の更新・改良を行うことにより、企業債の借入   

額の抑制を図る。 

・ 天然ガス転換により不用となった製造設備を撤去し、資産の適正化を図る。 

 

基本項目 個別項目 

中期財政収支計画の策定 

企業債残高の抑制 財政の健全化 

資産の適正化 
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1 1 1

2 1 1

2 1

3 1 1

2

3

基本計画 実施計画

ガス事業経営改革プラン

給与の適正化等

資産の適正化 1 製造設備の撤去

1 職員の給与制度及び運用の見直し等

企業債残高の抑制 1 借入金の抑制

財政運営の改革 財政の健全化 中期財政収支計画の策定 1 中期財政収支計画の策定

実施計画項目

1 事務事業の点検整理

ガス事業の民営化 民営化の推進 1 民営化の実施

給与の適正化及び定員管
理

柱 基本項目 個別項目

運営体制の改革

企業の民営化

事務・事業の整理 事務事業の見直し
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6666    宇部市交通事業経営改革宇部市交通事業経営改革宇部市交通事業経営改革宇部市交通事業経営改革プランプランプランプラン（（（（基本計画基本計画基本計画基本計画））））    

 本市交通事業は、安全輸送の徹底と利便性の向上を図るとともに、福祉及び環境へ

の配慮や安心の提供を実現していくため、積極的に経営改革を進めていきます。 

 (1) (1) (1) (1)本本本本プランプランプランプランのののの計画期間計画期間計画期間計画期間    

 第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランと一体的な推進を図るため、計

画期間を同様の４年間とします。 

 計画期間：平成２２年度から平成２５年度までの４年間 

 (2) (2) (2) (2)本本本本プランプランプランプランのののの指標指標指標指標    

 旅客運送収入の減少傾向が続く中、交通事業経営に必要な財源を確保するため、人件費及

び一般経費の抑制を図る観点から、次の指標を設定します。 

指標指標指標指標１１１１【【【【定員管理定員管理定員管理定員管理】】】】    

  定員適正化計画を策定し、一層の抑制に努めます。 

指指指指標標標標２２２２【【【【車両更新計画車両更新計画車両更新計画車両更新計画】】】】    

  車両更新計画を策定し、計画的かつ効率的な運行を行うことにより、車両購入費及

び維持費の抑制に努めます。 
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 (3) (3) (3) (3)本本本本プランプランプランプランのののの柱柱柱柱    

 第四次総合計画前期実行計画及びマニフェスト実施プランとの整合を図り、着実に行財政

改革に取り組んでいくため、３本の柱と７つの基本項目を設定します。 

柱柱柱柱１１１１【【【【企業運営企業運営企業運営企業運営のののの改革改革改革改革】】】】    

 市民の皆様への積極的な情報提供や交通事業に対する意見交換の場の拡充により、企業

情報の共有を図りながら、市民との協働の取り組みを強化して、生活交通の活性化・再生

を目指します。 

 ■基本項目 

  ・市民との情報共有 

・市民との協働 

柱柱柱柱２２２２【【【【運営体制運営体制運営体制運営体制のののの改革改革改革改革】】】】    

事務事業の必要性や妥当性を検討するとともに、スリムで効率的な組織や人員体制の確

立を目指します。また、職員一人ひとりの能力向上や意識改革に取り組み、安心・安全運

行の実施などサービスの向上に努めます。 

 ■基本項目 

  ・事務・事業の再編・整理、廃止・統合等 

  ・サービスの向上 

  ・業務推進プロセスの改善と職員の意識改革 

  ・定員管理及び給与の適正化等 

柱柱柱柱３３３３【【【【財政運営財政運営財政運営財政運営のののの改革改革改革改革】】】】    

 持続可能な交通事業経営を行うため、事業の見直し等による経費の節減と乗合事業及び

貸切事業を中心とした収入の確保により、財政基盤の強化に取り組みます。 

 ■基本項目 

  ・財政の健全化 
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 (4) (4) (4) (4)本本本本プランプランプランプランのののの体系体系体系体系    

 ７つの基本項目に１１の個別項目を設定した体系を基本とし、各柱の取り組みの視点から

具体的な実施事務事業を決定します。 

 

柱 基本項目 個別項目 

市民との情報共有 積極的な情報提供と情報の共有化 

企業運営の改革 

市民との協働 市民との交流機会の拡充 

事務・事業の再編・整理、

廃止・統合等 

事務事業の見直し 

安心・安全運行の実施 

利便性の向上 サービスの向上 

新技術の導入 

業務推進プロセスの改善と

職員の意識改革 

人材育成の推進 

定員管理の適正化 

運営体制の改革 

定員管理及び給与の適正化

等 給与の適正化 

中期財政収支計画の策定 

財政運営の改革 財政の健全化 

収入の確保 
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 (5) (5) (5) (5)本本本本プランプランプランプランのののの取組取組取組取組のののの視点視点視点視点    

【企業運営の改革】 

 ・年１回、分かりやすく利用しやすい路線図・時刻表の作成・提供をする。 

・バスの時刻・運賃・路線・乗継などの情報を提供するため、運行案内システムやホーム

ページの更新を随時行う。 

 ・市営バスを利用される市民の皆様からバスモニターを公募し、運行に関する意見、要望

をいただき、乗務員の接客教育、指導、改善を行う。 

・環境アクションプランの実行計画に沿った交通体系の構築に取り組む。 

・おいでませ山口国体などの各種イベントに積極的に参加することで、利用促進に努める。 

基本項目 個別項目 

市民との情報共有 積極的な情報提供と情報の共有化 

市民との協働 市民との交流機会の拡充 

【運営体制の改革】 

 ・交通事業を取り巻く環境の変化に適切に対応し、持続可能な交通システムの再構築を計

画・実施していくため、事務事業の見直しを行い、組織体制の刷新を図る。 

 ・バス停留所上屋の設置などバス停留所設備の充実を図る。 

 ・車両数と車両構成の適正化を図るため、車両更新計画を策定する。 

 ・乗降調査を実施し、市の交通運輸政策班とともに、利用しやすい運行時間・路線の再編

を検討することで運行ダイヤの最適化を目指す。 

 ・サービスの向上を図るため、バス車載設備に新技術の導入を検討する。 

 ・安心・安全運行の徹底を強化するため、運輸安全マネジメントの導入を実施し、事故防

止に努める。 

・職員一人ひとりの能力向上や意識改革に取り組むとともに、組織に対する貢献度に重点

を置いた公正な人事評価制度の導入に取り組む。 

・定員適正化計画に基づき、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

与の適正化に引き続き取り組む。 
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基本項目 個別項目 

事務・事業の再編・整理、廃止・統合等 事務事業の見直し 

安心・安全運行の実施 

利便性の向上 サービスの向上 

新技術の導入 

業務推進プロセスの改善と職員の意識改革 人材育成の推進 

定員管理の適正化 

定員管理及び給与の適正化等 

給与の適正化 

 

【財政運営の改革】 

 ・旅客運送収入の予測を的確に行うとともに、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。 

 ・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、更なる経営基盤の安定化を図

る。 

 

基本項目 個別項目 

中期財政収支計画の策定 

財政の健全化 

収入の確保 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

指標１【定員管理】 
定員適正化計画 

（単位：人） 

計画 
前年度 

計画期間の状況 
区分 

H21 H22 
(A) 

H23 H24 H25 H26 
(B) 

増減 

(B)-(A) 

現員 

4 月 1 日 

現在 

70 64 61 57 55 55 △9 

 

 

 

指標２【車両更新計画】 

保有車両の推移 

乗合自動車                       （単位：台） 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

ノンステップ車 14 17 20 23 26 29 

ワンステップ車 15 16 17 18 19 20 

その他 38 34 29 24 20 16 

計 67 67 66 65 65 65 

 

貸切自動車                       （単位：台） 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

大型観光車 10 10 8 8 8 8 

中型観光車 1 1 1 1 1 1 

その他 3 3 3 3 3 3 

計 14 14 12 12 12 12 

 

人件費削減効果額 

（見込み） 

約９１百万円 
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1 1 1

2 1

2 1 1

2 1

2

3

3 1

4 1

2

3 1 1

2

1 分かりやすく利用しやすい路線図・時刻表の作成・提供

1 ＩＣカードなどの新技術導入の検討

2 運行案内システム・ホームページ等の充実

3 交通モニター制度の活用

2 積極的なイベント参加

1 バス停留所設備の充実

1職員の給与制度及び運用の見直し

1 環境アクションプランへの取組

1 事務事業の見直しに伴う機構改革

1 安全の確保

2 車両数と車両構成の適正化

3 運行ダイヤの最適化

2 人事評価制度の導入

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

3 保有資産の活用による増収対策

1 中期財政収支計画の策定

1 乗合事業の増収対策

2 貸切事業の増収対策

実施計画項目個別項目

財政運営の改革

市民との協働

運営体制の改革

人材育成の推進

市民との交流機会の拡充

定員管理及び給与の適正
化等

定員管理の適正化

中期財政収支計画の策定

市民との情報共有

収入の確保

柱 基本項目

新技術の導入

事務事業の見直し

安心・安全運行の実施サービスの向上

利便性の向上

宇部市交通事業経営改革プラン

基本計画 実施計画

財政の健全化

給与の適正化

1 定員適正化計画の策定と推進

事務・事業の再編・整理、
廃止・統合等

業務推進プロセスの改善
と職員の意識改革

企業運営の改革
積極的な情報提供と情報
の共有化

 

 


