資料２
第４次行財政改革推進計画（案）修正箇所一覧
分類番号

区分

修正前（第７回行財政改革推進委員会）

修正後（第８回行財政改革推進委員会）

説明
・前回委員会意見（実施しな

実施スケジュール

Ｒ5・6「／」

Ｒ5・6「実施」

いように見える）を基に修
正

２－１

・前回委員会意見（実施しな

目標

マイナンバーカードの普及率

:100％（R 元:9.8％）

マイナンバーカードの普及率(令和 4 年度末以降):100%(R 元:9.8%)

いように見える）を基に修
正

２－３

目標

オンライン化済みの手続の割合:45%(R 元:38.9%)

オンライン手続の割合:45%(R 元:38.9%)

・文言整理

２－４

目標

施設予約システムにおけるオンライン手続の割合:40%(R 元:20.9%)

施設予約におけるオンライン手続の割合:40%(R 元:20.9%)

・文言整理

取組項目

図書館予約システムの利用推進

図書館蔵書予約システムの利用推進

・文言整理

目標

図書館予約システムにおけるオンライン手続の割合:60%(R 元:46.8%)

蔵書予約におけるオンライン手続の割合:60%(R 元:46.8%)

・文言整理

指定管理施設:73 施設（R 元:51 施設）

新規指定管理施設:10 施設以上

指定管理者選定等審査会で審査した年次モニタリング結果の公表の継続

指定管理者選定等審査会で審査した年次モニタリング結果の公表の継続

２－５
２－７

目標

２－１０

目標

リモート会議など必要に応じて ICT を活用した会議等の開催

必要に応じて ICT を活用したリモート会議等の開催

・文言整理

２－１３

目標

直営から新たに外部委託・民営化した業務件数:1 件

アウトソーシング推進に関する指針に基づき実施

・目標を明確にするため整理

２－１４

目標

委託学校数:17/18 校(R2:16/18 校)

委託学校数:15/16 校(R2:16/18 校)

委託こども園・保育所数:6/10 施設（R2:5/10 施設）

委託こども園・保育所数:6/8 施設(R2:5/10 施設)

２－１５

目標

公設民営化保育所数:2 保育所（R2:3 保育所）

公設民営化保育所数:2 保育所(R2:1 保育所)

民設民営化保育所数:5 保育所（R2:4 保育所）

民設民営化保育所数:5 保育所(R2:4 保育所)

研修受研回数:年 1 回/人

研修受研回数:年 1 回/人

（R 元:集合研修受研者数延べ 772 人、派遣研修受研者数延べ 209 人）

(R 元:年 0.9 回/人)

研修情報の周知:適宜実施

研修情報の周知:適宜実施

２－１６

目標

２－１７

関係課

２－１８

目標

全部局
接遇に関する研修の実施:年 2 回(R 元:2 回）

接遇に関する研修の実施:年 4 回(R 元:4 回)

※集合研修及び派遣研修の新採研修時等に実施

※集合研修及び派遣研修の新採研修時等に実施

・目標を明確にするため整理

・誤記修正

・誤記修正

・目標を明確にするため整理

・関係課追加
・誤記修正

実施回数:年 2 回/職場
２－１９

２－２３

目標

目標

育成担当者会議:年 2 回(R 元:1 回)

育成担当者会議:年 2 回(R 元:1 回)

育成担当者の手引きの更新

育成担当者の手引きの更新

研修実施回数:年 1 回(R 元:1 回)

研修実施回数:年 5 回(R 元:5 回)

綱紀粛正の確保等に関する文書通知:年 2 回（R 元:2 回）

綱紀粛正の確保等に関する文書通知:年 2 回(R 元:3 回)

懲戒処分事案数:0 件(R 元:年 4 件)

懲戒処分事案数:0 件(R 元:年 4 件)

・誤記修正

・誤記修正

２－２８

目標

国及び他の自治体の状況を踏まえ、適宜、報酬額の適正化の実施

他の自治体の状況を踏まえ、適宜、報酬額の適正化の実施

・文言整理

２－３０

取組項目

障害者、社会人、シニア等の雇用の推進

障害者、社会人、シニア等の任用の推進

・文言整理

京丹後市総合計画目標値及び京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略に定め

総合計画目標値及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に定める各種重要業績評

る各種重要業績評価指標を施策ごとに検証することで、事務事業の最適化を

価指標を施策ごとに検証することで、事務事業の最適化を推進

・文言整理

総合計画審議会及び総合戦略推進委員会による評価:各年 1 回

・文言整理

全部局

・関係課追加

公表時期:1 月(R 元:1 月)

・文言整理

２－３２

取組項目

推進
目標

２－３６

関係課

２－３９

目標

総合計画審議会及び総合戦略推進委員

による評価:各年 1 回

公開時期:1 月(R 元:1 月)
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２－４０

目標

２－４１

目標

交際費の更新:月 1 回

公開時期:毎月 1 回

会議開催告知時期:会議開催の 1 週間前の徹底

会議開催告知時期:会議開催の 7 日前までの徹底

会議録公開時期:会議開催の 1 月後の徹底

会議録公開時期:会議開催の 1 月後の徹底

・目標を明確にするため整理
・文言整理

３－３

取組項目

学校再配置基本計画の推進

第 2 次学校再配置基本計画の推進

・文言整理

３－４

取組項目

京丹後市公民館再編計画の推進

公民館再編計画の推進

・文言整理

活用している施設の割合

活用している施設の割合

３－５

目標

小学校跡:100% (R 元年度末:40.0%)

小学校跡:100%(R 元年度末:40%)

中学校跡:100%(R 元年度末:100%)

中学校跡:100%(R 元年度末:100%)

耐震を満たしていない施設について除却（対象施設数）:3 施設（R 元年度末:6

（３－１で目標を設定済）

施設）
保育所跡:100%（R 元年度末:60%）

保育所跡:100%(R 元年度末:60%)

幼稚園跡:100%（R 元年度末:100%）

幼稚園跡:100%(R 元年度末:100%)
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・目標を明確にするため整理

