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令和元年度行政改革大綱実施計画の取組状況（総括表） 
 

【全体総括】 

社会情勢の変化により行政改革大綱（平成 27 年度～32 年度）の方針では対応

が難しい事務事業が存在してきたことから、平成 30 年度に行政改革大綱の見直

しをし、平成 31 年 3 月に行政改革大綱を改訂したため、令和元年度は現行の行

政改革大綱における初年度となった。 

財政の健全化、行政運営の効率化、民間活力の活用、事務事業の見直し、公共

施設等の適正な維持管理を目指し、全庁を挙げて取り組んだ結果、市税等の徴収

率向上、給与制度の見直し等が順調に推移しており、経費を抑制した中でサービ

スの向上が図られ、計画はおおむね達成することができた。 

今後の行政改革においては、今まで以上に市民サービスの向上が重要であり、

行政需要が拡大していく中で、限られた財源において市民サービスの向上を図る

ため、引き続き民間への委託や指定管理者制度を有効に活用し、正規職員、再任

用職員、会計年度任用職員をバランスよく活用しながら総人件費の抑制を図るこ

ととした。 

  

１ 事務事業の見直し 

 

(1) 市民との協働 

自治会との協働による行政課題への対応では、自治会長等を対象としたア

ンケート調査の結果に基づき、自治会連合会の理事会で承認をいただいた、

「市報の配布」、「行政文書の配布」、「環境美化活動」に関する事務の見直

し案について説明会を開催した。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、令和元年度に開催予定であった 3 回分については、令和 2 年度に延期

をした。  

社会福祉協議会、社会福祉法人等との協働による福祉のまちづくりでは、令

和元年度に船形地先の第二の福祉ゾーンに計画していたグループホーム 10床、

短期入所 8 床及び障がい者基幹相談支援センターを整備し、短期入所及び障

がい者基幹相談支援センターについては、建設費の一部補助を行った。 

地区社会福祉協議会の活動の支援策については、野田市地区社会福祉協議

会活動費助成事業補助金に基づき、補助金を交付し支援を行った。 

学校法人による保育所型認定こども園の整備については、学校法人加藤学

園により令和元年 7 月 1 日に保育を必要とする子どもの定員 129 人の「のだ

のこども園」が整備された。 

ＮＰＯ法人及びボランティア団体との協働では、市民の積極的な参加によ

るまちづくりの進展を図るための継続した支援として、野田市市民活動団体

支援補助金に基づき、市民活動支援センターの登録団体を対象に助成を行っ

た。 

 

①  実施（達成）項目 

・社会福祉法人による地域生活支援拠点

の整備 

・地区社会福祉協議会の地域性を活

かした活動の支援策の検討 

・学校法人による保育所型認定こども園の

整備 

・市民活動団体への財政的支援の継

続 
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②  一部実施（一部達成）項目 

・自治会長等のアンケートの調査結果の分

析 

・アンケートの分析結果に基づく自治会と

の協議 

 

(2)  民間活力の有効活用 

指定管理者制度の活用の推進では、待機児童の問題解消の状況を踏まえな

がら、直営保育所への指定管理者制度の導入を検討していたが、待機児童対

策としての保育士確保という観点から、直営保育所（中根、乳児、福田）へ

の指定管理者制度導入は保留としている。 

   野田市エンゼルプラン第 5期計画においては、令和元年 10月に創設され

た幼児教育・保育無償化の影響も不透明であり保育の量の見込みが予測困難

な状況であることから、今後 2年間の推移を見極め、中間年度に見直しを行

う計画とした。 

新たに整備される子ども館の整備については、令和元年度に設計・施工一括

発注公募型プロポーザルにより事業者を選定し、設計業務に着手した。また、

運営方法のうち、相談機能を直営、指定管理者のどちらで実施するかについて

虐待担当課と調整を行った。 

直営の学童保育所の民間委託については、地方公務員法及び地方自治法の

改正により、令和 2 年 4 月 1 日から臨時職員及び非常勤職員が会計年度任用

職員に移行されることから、業務内容や勤務条件等の整理を行ったが、内容の

整理が完了しなかったことから令和 3 年度までは会計年度任用職員は、暫定

導入とした。そのため、委託方針の検討については、学童指導員の職の整理が

完了した後に行うこととした。 

現業部門の業務の民間委託では、補修事務所の今後の方向性については、委

託よりも直営による対応の方が迅速に行える場合もあることから、市民サー

ビスの低下とならない体制となるよう引き続き検討することとした。 

 

①  実施（達成）項目 

・新たに整備される中核的な施設となる子

ども館と既存の地区子ども館とのネットワ

ーク化を検討しながら指定管理者制度の

導入を検討（相談機能については、直営

も検討） 

 

② 一部実施（一部達成）項目 

・待機児童の問題解消の状況を踏まえな

がら、直営保育所への指定管理者制度

の導入を検討 

・補修事務所の今後の方向性の検討 

・新たな施設を整備する際には、有効な

民間活力活用法を検証 
 

 

③  未実施（未達成）項目 

・直営の学童保育所は、会計年度任用職

員の創設に伴い、継続雇用が可能とな

ることから、児童の保育環境を第一に考

え、社会福祉協議会への委託方針を見

直すことも含めて検討 
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(3)  行政サービスの在り方の検討 

窓口業務の在り方の検討では、郵便局との包括的な連携については、関係

部署と検討を進めたが、具体的な方向性までは固めることができなかった。 

出張所の役割については、出張所だけでは用が足りずに本庁に人が集まり

本庁の窓口が混雑しているため対応策について関係課内で協議を行った。 

総合窓口の在り方については、先進市の事例について情報収集を行った。 

幼児教育・保育無償化への対応では、保育関係については、保育料ととも

に、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事

業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化を実施し

た。 

また、公立幼稚園の保育料の全額無償化及び私立幼稚園の保育料について

は、月額 25,700円を上限に無償化するなどの国の幼児教育・保育の無償化

に対応した。 

 

①  実施（達成）項目 

・保育所保育料及び幼稚園利用料の無

償化対応 

 

② 一部実施（一部達成）項目 

・郵便局との包括的な連携、出張所の役

割及び総合窓口の在り方について検討 

 

(4)    外郭団体等の見直し 

各外郭団体に対して適切な指導を行った結果、各団体とも適切な運営がで

きた。しかし、開発協会においては、10 月 12 日に発生した台風 19 号による

被災の影響で、ひばりコースでは営業開始以来最大となる 142 日間の長期ク

ローズが発生したことにより、利用者が前年度比 23,540 人減の 37,718 人と

なったことが大きく響き、平成 24年度以来 7年ぶりの赤字決算（15,159,570

円の損失）となり、純資産は 271,970,837円となった。 

 

  〈一般財団法人野田市開発協会〉 

経営再建計画に基づき、経営再建策として、引き続き職員給与等の見直し、

早朝・午後 0.5Ｒプレー営業、ひばりコースでは若年層ゴルファー等の取り

込みのためレンタル用品（クラブ及びシューズ）の充実と 29 歳以下及び 70

歳以上の方へレンタル用品を無料で提供し、令和元年度として新規にけやき

コースに自動精算機の導入及び両コースにおいて消費税増税分を転嫁した利

用料金の改正を行った。なお、入場者数は平成 30年度に比べ、台風の影響に

より長期クローズが影響し両コース併せて 22,083人が減少した。 

  〈野田市土地開発公社〉  

   愛宕西駅前線北側商業地売却を推進するため、「野田市愛宕駅前へのホテ

ルの誘致に関する条例」が令和 2 年 3 月議会で制定された。なお、施行日は

令和 2年 8月 1日とした。 

  〈野田業務サービス株式会社〉 

社内事業部間における職員の勤務労働条件の改正を行い、事業部間におけ

る勤労条件等の改正を行った。 

また、学校給食及び野田市学校給食センターの調理業務を受託した。社員

の質の向上を図るため、調理師免許資格の取得を奨励したが、台風 19号によ
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り試験日が変更となった影響で受験ができなくなり、新規取得者はいなかっ

た。なお、令和元年度末時点での有資格者は 66人中 55人となっている。 

野田市郷土博物館及び市民会館については、令和元年度から新たに指定管

理業務を請け負ったことから、本来は、年 1 回のフォローアップ審査を 2 回

実施し、適正に管理が行われているかを確認した。なお、1回目は 4月から 6

月までの管理運営状況について審査を行い、前指定管理者からの事務の引き

継ぎが滞りなく行われており、概ね事業計画書のとおり、適正に管理されて

いることを確認した。2回目は 4月から 12月までについて審査を行い、適正

に管理されていることを確認した。年間利用者数については、令和 2 年 2 月

29日から新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため臨時休館としたこと

などから、郷土博物館、市民会館ともに平成 30年度よりも利用者数は減少し

たが、企画展市民コレクション展「日本刀～古刀から現代刀まで～」は、2か

月の会期で 9,992人と、１か月あたりで過去最高の来館者があった。 

  〈株式会社野田自然共生ファーム〉 

     就農支援事業の支援として、新規就農希望者の野菜生産を目的として約 

2.9hａを借上げ、遊休農地の解消に努めた。 

   SGS(ソフトグレインサイレージ)加工事業では、9軒の酪農農家が利用した。

また、生産した SGS の流通に対して購入価格、加工賃等の価格を適正に設定

したことにより収益事業となった。 

   

①   実施（達成）項目 

・一般財団法人野田市開発協会の経営
安定化にとって一番重要となる集客を図
るための取組を実施 

・野田業務サービス株式会社の勤務労働

条件等の不均衡是正 

・野田業務サービス株式会社の給食関連サー

ビスの安定した提供に努めるとともに、新たに

加わった郷土博物館及び市民会館の指定管

理者として施設管理業務を適正かつ円滑に行

えるよう、必要な指導監督を実施 

・株式会社野田自然共生ファームの就農

支援事業の取組の実施 

・株式会社野田自然共生ファームの耕畜連携

事業の実施 

・株式会社野田自然共生ファームの市民

農園の集客力向上策の支援 

・株式会社野田自然共生ファームのコウノトリ

の飼育事業の実施 
 

 

②  一部実施（一部達成）項目 

・野田市土地開発公社の愛宕西駅前線

北側商業地売却 

 

③  未実施（未達成）項目 

・七光台第一次造成地、七光台第二次造

成地及び鶴奉字庚申塚造成地売却 

 

(5)    財政運営の健全化 

財政規律の堅持では、市債の発行については、小中学校、幼稚園の空調設

備設置事業を実施したことにより通常債の発行上限額を超える起債をするこ

とになり、一時的に本市独自のプライマリーバランスが崩れることになった
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ため、平成 30年度より 10年間の発行上限額を引き下げることで対応し、長

期的に本市独自のプライマリーバランスを遵守することとしている。 

徴収率の向上については、市税、国民健康保険料（税）、介護保険料は、収

税課徴収係の組織の見直しを行い、現年滞納を担当する徴収一係を増員し、よ

り現年度重視とする徴収体制の見直し及び LINEPay 納付を開始し、納付者の

利便性の向上を図った結果、前年度に比べ市税 0.80ポイント、国民健康保険

料 2.77 ポイント、介護保険料 0.90 ポイントと徴収率は向上した。水道料金

については徴収率の目標を達成し、下水道受益者負担金及び使用料、市営住宅

使用料及び住宅新築資金等貸付金元利収入については、滞納者対策を実施し

たが、徴収率の向上には至らなかった。また、保育所保育料、学童保育所保育

料では、口座振替の加入促進を図る等の徴収対策を実施し、徴収率は向上し

た。 

学校給食費の 10万円以上の高額滞納者に対する未収金については、法律知

識を有し、かつ滞納整理に実績のある法律事務所に委託し、3世帯 9件から納

入された。 

   団体への補助金については、各団体との協議の中で必要性を見極めるととも

に効率的な事業実施の方策を検討することとし、随時適正化に向けて団体と

の協議を実施している。また、透明性を確保する観点から補助対象経費や補助

率を定める個別の交付要綱の制定を進めている。 

市単独の給付サービスの見直しについては、常に見直しを実施し、令和元年

度は 2事業を廃止し、新たに 4事業を実施した。 

入札及び契約制度の見直しについては、応札者が減少していることや落札

率が高くなっていることから、令和元年度から予定価格を事後公表とし、ま

た、予定価格 300 万円超 1,000 万円未満の工事及び予定価格 300 万円超の建

設工事等委託業務を対象として、「野田市最低制限価格制度実施要領」を策定

した。 

使用料等の負担の適正化については、火葬に係る市外居住者の使用料が近

隣市と比較して安価であり、市外からの利用が多く市民の利用に影響を与え

ていることから市民が利用しやすい環境を整備するため市外居住者の火葬料

を改定し、令和 2年 7月 1日から実施することとした。 

 

①  実施（達成）項目 

・市税の徴収率の向上 ・国民健康保険料の徴収率の向上 

・介護保険料の徴収率の向上 ・水道料金（現年分）の徴収率の向上 

・引き続き、公立保育所における保育所長

の「声かけ」や、私立保育所における職員

の督促を実施するほか、児童手当からの

申出徴収等、これまでの徴収対策を各自

に継続実施 

・学童保育所において引き続き、登所

や帰宅の際の声かけ、滞納催告及

び滞納者の納付相談等、徴収率向

上に取り組んでいくとともに、現年度

重視の徴収対策を実施 

・学校給食費の高額滞納者に対する未収
金の管理回収業務を法律事務所に委託 

・総合評価落札方式による一般競争
入札における予定価格を事前公表
から事後公表に切替え 

・最低制限価格制度導入の検討  
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②   一部実施（一部達成）項目 

・本市独自のプライマリーバランスの考え方

の遵守及び臨時財政対策債の発行抑制 

・財政調整基金の取崩しに頼らない
予算編成の確立 

・市営住宅使用料の徴収率の向上 
・住宅新築資金等貸付金元利収入の

徴収率の向上 

・下水道受益者負担金及び使用料の徴収

率の向上 
・補助金の在り方の検討 

・障害児通所給付費について、標準的な利

用日数の算定、支給決定基準の改定、新

支給決定基準の運用、事業所監査等の

実施 

・その他、扶助費が急増しているた

め、市単独給付サービスについて

常に見直しを実施 

・予定価格の公表時期による応札者数及び

落札率を比較分析 

・一般及び指名競争入札の適用範囲

見直しの検討 

・市外居住者料金及び市民火葬料の有料

化の検討 
・公民館等の減免基準の検討 

 

③  未実施（未達成）項目 

・徴収専門部署の設置検討 

 

(6)    情報化の推進 

     電子自治体への対応及び情報セキュリティポリシーの遵守については、令

和 2年 1月 6日からコンビニエンスストアでマイナンバーカードを使って証

明書を取得できるサービスを開始した。 

 

①  一部実施（一部達成）項目 

・電子自治体の実現に向けて、新たな技術

について、先進自治体の状況を視察する

など、導入に向けて積極的な検討を実施 

 

２ 組織等の見直し 

 

(1)    組織機構の見直し 

組織の統廃合と組織体制の整備については、増加する児童虐待ケースに対

応するため、令和元年 10月 1日から児童家庭課児童相談係の職員体制を強化

し、子ども家庭総合支援課及び教育委員会に分室を設置した。 

子ども部の設置に向けた関係職員との協議・検討については全庁的に児童

虐待に対応している中で、令和元年 10月に新設した子ども家庭総合支援課を

中心に関係部署が連携しつつ、虐待対応に取り組んでおり、特に児童に関わる

現場においてその対応に追われていることから、子どもに関する関係課で構

成するワーキンググループを設置することができなかった。 

附属機関の委員区分の整理については、各附属機関の委員区分において「学

識経験者」の規定を設け委嘱をしていたが、学識経験者の定義が曖昧であった

ために、定義を弁護士、元職員、大学教授とし、その他の職種の方については、

学識経験者ではなく、新たに委員区分の規定を設ける改正を行った。 

「生物多様性のだ戦略」の見直しに当たり、現行の「みどりの市民会議設置

条例」を廃止し、新たに生物多様性の全般の調査・審議をお願いする「野田市

生物多様性のだ戦略市民会議条例」を制定し、市民会議を立ち上げた。 
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公募委員の応募者の増員を図る取組の実施として、今までの市報、市ホーム

ページ、まめバスの車内広告、東武野田線の駅へのポスター及び市自由通路へ

のポスターに加えて、東武野田線の川間駅、七光台駅、清水公園駅、梅郷駅前

に設置してある電光掲示板の活用を開始した。 

 

①    実施（達成）項目 

・増加する児童虐待ケースに対応するた

め、児童家庭課児童相談係の職員体制を

強化し、令和元年 10月に新たな課を設置 

・附属機関の委員区分の整理 

・みどりの市民会議を廃止し、新たに生物

多様性に関する市民会議を設置 

・公募委員の応募者の増員を図る取

組の実施 

 

②  未実施（未達成）項目 

・子ども部の設置に向けた関係職員との協

議・検討 

 

(2)  定員の適正化 

効率的な人材活用の推進については、令和 2 年度から導入される会計年度

任用職員の役割の整理が完了しなかったことから暫定導入とした。また、職員

定数については、正規職員の削減ではなく、再任用職員及び会計年度任用職員

を活用しながら総人件費の抑制を図ることとした。 

適正な職員配置の推進については、各課の業務内容及び業務量の把握、再任

用職員の職域の拡大を図り適正な職員配置に努めたが、会計年度任用職員に

ついては、暫定導入となり柔軟な職員配置までには至らなかった。 

 

①  一部実施（一部達成）項目 

・会計年度任用職員及び再任用職員の業

務内容及び職を検討 
・バランスに配慮した職員定数の検討 

・各課における事務事業の現状及び見通し

を把握し、会計年度任用職員を活用しな

がら、柔軟な職員配置を実施 

 

 

(3)  給与の適正化 

給与制度の見直しについては、地方公務員法第 55条第 1項に規定する職員

組合との交渉を行い、高卒・短大卒の初任給を 2号給引下げるとともに、平成

27 年の給与制度総合的見直しに伴い実施してきた現給保障制度を令和元年度

は 50％に縮減し、その後は廃止とした。 

各種手当の適正化については、3級職員の期末勤勉手当の役職加算を 5％か

ら 2.5％に引下げを実施したが、引き続き 3級昇格までの期間の延長及び 3級

職員の役職加算の廃止に向けて職員組合と交渉を継続していくこととした。 

時間外勤務の適正化については、「時間外勤務削減緊急対策プラン」に基

づき、時間外勤務の原因等を把握し、業務の平準化に努め、平成 25年度と

比較すると約 3,300時間の削減となった。 

 

①   実施（達成）項目 

・高卒・短大卒に係る初任給の引下げ ・職務の級の見直し 
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・現給保障を 50％に縮減 
・3級の役職加算について 5％から

2.5％に引下げ 

 

②  一部実施（一部達成）項目 

・会計年度任用職員への対応 

・3級昇格までの期間の延長及び 3級

の役職加算の廃止に向けて、職員組

合と交渉を実施 

・時間外勤務の発生要因を分析し、発生要

因に応じた対策を講じることで、時間外勤

務を削減する。 

 

(4)  職員の資質の向上 

人事評価制度の構築については、評価者間の評価水準の平準化を目指し、

評価者を対象に研修を実施した。 

職員研修の充実に当たっては、職員研修に対する要望調査を実施し、要望

のあった研修を実施するなど、外部機関派遣研修に多くの職員が参加できる

ようにした。 

 

①   実施（達成）項目 

・職員研修に対する要望調査 ・各種研修の実施及び効果検証 

 

②   一部実施（一部達成）項目 

・目標設定、難易度等の明確化を重点とした研修

を実施 
・研修知識共有化の方針検討 

 

３ 公共施設等の適正な維持管理 

(1)  ファシリティマネジメント（施設の長寿命化計画）の基本方針の推進 

   ファシリティマネジメントの基本方針の推進については、「施設管理者等

による施設点検マニュアル」を作成し、庁内に周知を図るとともに中央公民

館の構造補強を実施した。 

また、空調機器については、緊急保守点検を実施し、各施設のフィルター

清掃の実施状況等のヒアリングを行い、「空調機器点検方針」を策定し、職

員等による空調機器の簡易点検及び清掃業者によるフィルター清掃を実施し

た。 

 

①   実施（達成）項目 

・施設の劣化状況の把握 
・施設の空調機器について、日常点検
を徹底するとともに、市が責任を持っ
てフィルター清掃を実施 

・別紙のファシリティマネジメントの基本方

針に基づき各施設の改修等を実施 
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(2)  民間施設の有効活用 

  民間施設の有効活用については、庁内検討会を立ち上げ検討会を実施した

が、施設の洗い出しまでには至らなかったため、引き続き施設の洗い出しを

行い、活用方法等を検討していくこととした。 

   

①   一部実施（一部達成）項目 

・超高齢化社会の到来により地域における行政

サービスの提供や地域住民の交流拠点として

の施設が必要となることから、その整備に当た

り、既存の民間施設の活用を含め検討し、必要

性や実現可能性の高いものから順次整備 

 

 

(3)  公有財産の有効活用 

未利用地の有効活用及び処分では、インターネットオークションによる売

却手法を実施している他市の事例を把握し、旧職員住宅の解体及び土地の処

分については、不動産鑑定を実施し、令和 2年度の入札に向けて募集要領を

作成した。 

公共物への有料広告の掲出では、新たな広告媒体として、南部梅郷公民館

に広告付マットを導入することを決定した。 

 

 ①   実施（達成）項目 

・旧教職員住宅の解体及び土地の処分を

一括で行う、市有地制限付一般競争入札

を検討 

 

②   一部実施（一部達成）項目 

・行政財産として利用が見込めない土地を

普通財産に移管し、他部署で利用の可能

性があるかを検証し、新たな処分候補地

及び貸付地を選定（狭小や不整形な土地

について、処分候補地とするか、貸付地

とするかを検討） 

・インターネットオークションによる売

却手法の導入を検討 
 

・新たな広告媒体の活用を検討 

・有料広告に限らず、ふるさと納税

やクラウドファンディングなどによ

る財源調達について検討 
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令和元年度行政改革大綱実施計画取組状況（平成３１年 4 月 1 日～令和２年 3 月 31 日） 
 

１ 事務事業の見直し 

（１）市民との協働                                          取組結果 〇実施(達成) △一部実施（一部達成） ×未実施（未達成） 

① 自治会との協働による行政課題への対応 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組  

自治会との協働による

行政課題への対応 

 

（市政推進室、市民生

活課、関係課） 

・自治会長等アンケートの調査結

果の分析 

・アンケートの分析結果に基づく

自治会との協議 

【市政推進室、市民生活課】 

 

△ アンケート結果を受け、市の考え方を整理した上で協議でき

るものから順次、自治会連合会の理事会において協議を進め、

そこで承認をいただいた「市報の配布」、「行政文書の配

布」、「環境美化活動」に関する事務の見直し案について、全

ての自治会員を対象とした説明会を開催した。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により開催を延期とした３回分につ

いては、令和２年度に開催する予定とした。 

延期となっている事務の見直し案の説明会を開催

した上で、説明会の中でいただいた自治会員の皆様

からの意見を整理し、再度、自治会連合会の理事会

で意見を伺い、事務の見直しを進めていく。 

 また、自治会連合会の理事会に未協議の事務（防

災活動、避難行動要支援、集団資源回収、自治会長

等報償金、自治会委託料等）も、市の考え方を整理

し、協議できるものから順次、自治会連合会の理事

会と協議し意見を伺っていく。 
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② 社会福祉協議会、社会福祉法人等との協働による福祉のまちづくり 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

社会福祉協議会、社会

福祉法人等との協働に

よる福祉のまちづくり 

 

（生活支援課、障がい

者支援課、保育課、行

政管理課、関係課） 

・社会福祉法人による地域生活支

援拠点の整備 

【障がい者支援課】 

 

 

○ 船形地先の第二の福祉ゾーンに障がいのある人の重度化や高

齢化、「親亡き後」を見据え、障がいのある人の生活を地域全

体で支えるための地域生活支援拠点の中核となる施設（グルー

プホーム及び短期入所、障がい者基幹相談支援センター）が整

備された。短期入所及び障がい者基幹相談支援センターの整備

に当たり建設費の一部を補助した。 

・施設概要 

  グループホーム 10 床 

  短期入所８床（うち緊急時受け入れ対応１床） 

  障がい者基幹相談支援センター（24 時間相談受付） 

令和２年度から障がい者基幹相談支援センターに

は、総合的かつ専門的な相談支援の実施、地域の相

談支援体制の強化等の業務を委託していく。また、

短期入所では、介護者の入院等の緊急時の受け入れ

を実施していく。 

 

 

・地区社会福祉協議会の地域性を

活かした活動の支援策の検討 

【生活支援課】 

 

 

〇  地区社協（22 地区）の活動費補助。 

地区社会福祉協議会は地域の様々な団体や個人が横の連携を

つくり、協力しあって地域の福祉問題や課題解決に取り組むた

めに設置している。 市内には 22 の地区社会福祉協議会が設

置され、ふれあい・いきいきサロンをはじめ、地域独自の特色

ある事業が実施されている。 

令和元年度実績 

100,000 円×22 地区＝2,200,000 円 

今後も引き続き地区社協の活動費補助を実施し、

地域の実情にあった特色ある事業を様々な団体等と

連携を深めながら実施できるよう支援する。 

・学校法人による保育所型認定こ

ども園の整備 

【保育課】 

 

 

○ 「子育て安心プラン」における保育の量の確保のため、保育

所等整備交付金と千葉県安心こども基金及び千葉県認定こども

園施設整備交付金を活用することにより建設に係る経費の一部

を補助し、待機児童対策に寄与した。 

施設名 のだのこども園（保育所型認定こ

ども園） 

設置運営主体 学校法人 加藤学園 

定員 

保育を必要とする子ども 

   129 人 

保育を必要とする子ども 

以外の子ども   3 人 

設置場所 野田市蕃昌 338 番地の 2 

建物 木造一部鉄骨 2 階建て 

延べ床面積 1,091.01 ㎡ 

開設日 令和元年 7 月 1 日 

保育サービスの概要 平日は午後 7 時まで延長保育実施 

  

計画に位置付けた保育の量を確保するため、民間

活力により必要な施設の整備を進め、令和２年４月

１日にやなぎさわ幼稚園・保育園（幼保連携型認定

こども園）を開園した。 

また、令和３年４月１日に柳沢くくる保育園（小

規模保育事業 A 型）の開園を予定している。 
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③ ＮＰＯ法人及びボランティア団体との協働 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

ＮＰＯ法人及びボラン

ティア団体との協働 

 

（市民生活課） 

・市民活動団体への財政的支援の

継続 

【市民生活課】 

 

 

 

 

○  市民活動支援センターの登録団体を対象として、組織の運営

や自立の強化を図る取組及び事業の発展や組織体制の強化を図

る取組に要する経費に補助金を交付することで、市民の積極的

な参加によるまちづくりの進展をはかった。 

令和 2 年度は新型コロナウイルスの影響により、

事業の実施が難しいものも見込まれることから、今

後対応を協議する。 
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（２） 民間活力の有効活用 

① 指定管理者制度活用の推進 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

指定管理者制度活用の

推進 

 

（ 保 育 課 、 児 童 家 庭

課、行政管理課、関係

課） 

・待機児童の問題解消の状況を踏

まえながら、直営保育所への指

定管理者制度の導入を検討 

【保育課・行政管理課】 

 

△ 待機児童対策の保育士確保という観点から、指定管理者制度

を導入し事業者が保育士を確保するよりも、直営保育所で保育

士を確保したほうが有利であると判断し、指定管理者制度の導

入を保留としている。 

 野田市エンゼルプラン第５期計画においては、令和元年 10

月に創設された幼児教育・保育無償化の影響も不透明であり保

育の量の見込みが予測困難な状況であることから、今後２年間

の推移を見極め、中間年度に見直しを行う計画とした。 

なお、保育士確保のため会計年度任用職員の保育所保育士の

勤務条件及び給料月額を見直すとともに、勤務時間を延長しフ

ルタイム会計年度任用職員とした。 

 

 

現在、指定管理者制度の導入を保留している中根

保育所、福田保育所及び乳児保育所は、待機児童問

題が解消されるまでの間、指定管理者制度の導入を

保留し、必要な保育士の確保に努める。 

 

・新たに整備される中核的な施設

となる子ども館と既存の地区子

ども館とのネットワーク化を検

討しながら指定管理者制度の導

入を検討（相談機能については

直営も検討） 

【児童家庭課・行政管理課】 

 

○ 新しい子ども館の整備については、設計・施工一括発注公募

型プロポーザルにより事業者を選定し、設計業務に着手した。 

運営については、開設予定を令和 4 年 7 月としていることか

ら、令和元年度は、指定管理者制度の導入スケジュールの検討

を行った。 

また、相談機能については、直営で行うか指定管理者で行う

か虐待担当課と調整を行った。 

新しい子ども館整備については、令和２年度に造

成工事、令和３年度に建築工事を行い、令和４年度

に開設する計画としている。 

運営については、令和２年度に既存施設とのネッ

トワークを含め子ども館指定管理の先進事例等を研

究するとともに、相談機能についてどうするかを決

定し、令和３年度中に指定管理者の募集を行う。 
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② 公共施設の管理及び運営の民間委託 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

公共施設の管理及び運

営の民間委託 

 

（児童家庭課） 

・直営の学童保育所は、会計年度

任用職員の創設に伴い、継続雇

用が可能となることから、児童

の保育環境を第一に考え、社会

福祉協議会への委託方針を見直

すことも含めて検討 

【児童家庭課】 

 

 

 

× 地方公務員法及び地方自治法の改正により令和２年４月１日

から臨時職員及び非常勤職員については、会計年度任用職員へ

移行するが、会計年度任用職員の職の整理が完了しなかったこ

とから暫定導入となっている。 

本格導入した際の職の内容（給料及び勤務形態等の勤務条

件）が決まっていないことから委託の方針の検討には至らなか

った。 

社会福祉協議会への委託について、他の事業者も含

めて委託による運営の現状を再確認するとともに、本

格導入した際の会計年度任用職員の状況を踏まえ、児

童の保育環境を第一に学童保育所の運営方針について

検討する。 

 



 6 

③ 現業部門の業務の民間委託 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

現業部門の業務の民間

委託 

 

（ 清 掃 管 理 課 、 管 理

課、行政管理課、関係

課） 

・補修事務所の今後の方向性の検

討 

【管理課・行政管理課】 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政管理課】 

現業職員の退職者がフルタイム再任用職員を希望した場合、

令和３年度までは、実質７人の体制となり、現在のサービス水

準の維持は可能であり、行政改革大綱の計画期間である令和６

年度までは、フルタイム再任用職員の活用と委託を併用しなが

ら、サービス水準を維持していく。また、補修事務所の今後の

在り方については、委託よりも直営による対応の方が迅速に行

える場合もあることから、市民サービスの低下とならない体制

となるよう引き続き検討する。 

 

 

【補修事務所】 

委託と直営で実施した場合の、経費について比較検討を行っ

た。 

 

 ・側溝清掃の場合 

平成 30 年度（直営の場合） 

  作業延長 ：46,502ｍ・・・a 

  直接人件費：36,300 千円・・b 

  機械経費 ：  3,100 千円・・c 

 施工単価 ：（b+c）／a＝ 847 円／ｍ 

 

 （委託の場合） 

作業延長   ：  3,419ｍ・・・a  

  委託費  ： 9,696 千円・・b 

 施工単価 ：  b／a＝ 2,835 円／ｍ 

 

平成 31 年度（直営の場合） 

  作業延長 ：53,621ｍ・・・a 

  直接人件費：36,300 千円・・b 

  機械経費 ：  2,800 千円・・c 

 施工単価 ：（b+c）／a＝ 729 円／ｍ 

 

 （委託の場合） 

作業延長   ：  3,682ｍ・・・a  

  委託費  ：  9,975 千円・・b 

    施工単価 ：  b／a＝ 2,709 円／ｍ 

 

 

 

【行政管理課】 

 直営で行うことで迅速に対応できるメリットもある

ため、令和２年度中に今後の方向性について検討を進

め、令和３年度に方向性を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

【補修事務所】 

・今後は、老朽化した特殊車両の修繕費や維持 

管理費に、今まで以上の費用が必要になると思わ 

れ、故障（部品が無い等）で特殊車両が稼働でき 

なくなった場合の対応を考える必要がある。（特 

殊車両のリースまたは業者への委託等） 

 

・現場職員の中で、令和３年度で再任用職員の任用 

期間終了が１名、定年退職が１名いるが、令和 8 

年度までは、２班（道路班・下水班）の現行体制 

は維持できると考えられる。 
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④ 有効な民間活力活用法の検討 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

有効な民間活力活用法

の検討 

 

（行政管理課） 

・新たな施設を整備する際には、

有効な民間活力活用法を検証 

【行政管理課】 

 

△ 

 

新聞、インターネット及び行政情報誌を活用し、官民連携に

よる公共施設の整備手法について継続的に情報収集に努めた。 

 

 他の自治体で導入事例のある PFI や PPP、DBO、コ

ンセッション方式等の民間活力について、メリットや

デメリットについて検討していく。 
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（３） 行政サービスの在り方の検討 

① 窓口業務の在り方の検討 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

窓口業務の在り方の検

討 

 

（収税課・市民課・行

政管理課） 

 

・郵便局との包括的な連携、出張

所の役割及び総合窓口の在り方

について検討 

【市民課・行政管理課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便局との包括的な連携については、関係部署との検討を

進めたが、具体的な方向性までは固めることができなかっ

た。 

 

 

出張所だけでは用が足りず本庁に人が集まり、本庁の窓口

が混雑することについての対応策について課内で協議を行っ

た。 

 

 

 

 

 総合窓口については、先進市の事例について情報収集を行

った。 

令和 3 年度の郵便局との包括的な連携開始に向けて、

令和 2 年度中に連携可能な業務の洗い出しを行うため、

各所属に照会を行い、連携可能と考える業務について

は、郵便局と協議を行っていく。 

 

本庁や支所で行っているが、出張所で取り扱っていな

い業務について実施の必要性について検討していく。そ

の一環として、マイナンバーカードの交付業務やマイナ

ポイント予約支援等について出張所でも行えるよう専用

端末を設置し、令和 2 年度に開始する。 

 

 

令和 2 年度については、先進市での取組状況などから

実施に向けた課題等について整理を行っていく。 
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② 幼児教育・保育無償化への対応 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

幼児教育・保育無償

化への対応 

 

（ 保 育 課 、 学 校 教 育

課） 

 

・保育所保育料及び幼稚園利用料

の無償化対応 

【保育課、学校教育課】 

 

○ 【保育課】 

令和元年 10 月より、幼児教育・保育無償化が開始され、

施設等利用給付認定を受けることによって、保育料ととも

に、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、

一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・セ

ンター事業が、無償化の対象となった。令和元年度において

は、保育課では、全ての無償化の認定事務と幼稚園（新制度

移行幼稚園）の預かり保育、認可外保育施設の給付事務を取

り扱った。 
 令和元年度 

幼稚園（新制度移行幼稚園）

の預かり保育料 

支給件数 214 件 

支給金額 1,094 千円 

認可外保育施設保育料 
支給件数 345 件 

支給金額 11,331 千円 

 

 

【学校教育課】 

私立幼稚園（新制度未移行幼稚園）の保育料について、月

額 25,700 円を上限に保育料を無償化した。（現物給付） 

・就労等により保育の必要性のある幼児の保護者について、

私立幼稚園（新制度未移行幼稚園）の預かり保育事業に係る

保育料を、月額 11,300 円を上限に無償化した。（償還払

い） 

年収 360 万円未満相当世帯及び多子世帯の保護者につい

て、私立幼稚園（新制度未移行幼稚園）の給食費のうち副食

費（おかず代等）を、月額 4,500 円を上限に無償化した。

（償還払い） 

 また、同対象世帯について、市の単独事業として給食費の

うち主食費を、月額 200 円を上限に無償化した。（償還払

い） 

公立幼稚園の保育料を全額無償化した。 

年収 360 万円未満相当世帯及び多子世帯の保護者につい

て、公立幼稚園の副食費を免除するとともに、主食費につい

ても市の単独事業で全額減免した。 

 

 

【保育課】 

野田市エンゼルプランにおいて、令和元年１０月に創

設された幼児教育・保育無償化の影響が不透明であり、

量の見込みの予測が困難であることから今後の推移を見

極め、中間年度の令和４年度に見直しを行うこととして

いる。 

令和２年度に年間通じての無償化実施に対応すること

で、無償化の影響を分析する。 

令和２年度は新制度未移行の幼稚園の無償化に係る給

付事務を学校教育課から保育課に移管し、無償化事務は

ファミリー・サポート・センター事業を除いて、保育課

で一元管理とすることで、利用者の利便性の向上を図

る。 
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（４）外郭団体等の見直し 

① 公社等外郭団体の運営の合理化 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

一般財団法人野田市開

発協会 

 

（みどりと水のまちづ

くり課） 

・経営安定化にとって一番重要と

なる集客を図るため、次の取り

組みを実施 

・コースの顧客評価に見合った料

金体系の見直し 

・顧客サービス水準の維持向上 

【みどりと水のまちづくり課】 

〇 「実施計画」及び「経営健全化方針」に基づき、経営安定

化に向け次の取組を実施したところ、野田市パブリックゴル

フ場の令和元年度の入場数は、ひばりコースでは、９月まで

は前年度を上回る入場者数を確保していたが、10 月 12 日

に発生した台風 19 号による冠水被害のため、営業開始以来

最大となる 142 日間の長期クローズとなり、前年度比

23,540 人減の 37,718 人となった。（１日平均入場者数

169 人、前年度比１人減） 

一方、けやきコースでは、自然災害による影響が少なく、

順調に入場者数を増やし、前年度比 1,457 人増の 44,694

人となった。（１日平均入場者数 123 人、前年度比４人

増） 

その結果、令和元年度の決算は、ひばりコースの冠水によ

る長期クローズが大きく響き、平成 24 年度以来７年ぶりの

赤字決算となり、1,515 万 9,570 円の当期損失を計上し、

純資産は２億 7,197 万 837 円に減額となった。 

 

 

（１）経費削減のための施策 

・市への使用料（建設償還分）納入を猶予 

・市への使用料（基金分）を全額免除 

・地権者の協力により借地料基本額を３割削減 

・職員給与の９％削減等を実施 

（２）安定的な経営実現に向けた施策 

●ひばりコース 

・スループレー制の継続と早朝・午後 0.5Ｒプレー営業の実

施 

・若年層ゴルファー等の取り込みのため、レンタルクラブ及

びレンタルシューズの充実と、29 歳以下及び 70 歳以上

の方へのレンタル用品の無料提供を実施 

・消費税増税分を転嫁した利用料金の改正 

●けやきコース 

・全日昼食及び乗用カート付のサービスの実施と早朝・午後

0.5Ｒプレー営業の実施 

・市民や女性、シニアなど、対象を絞った割引制度を実施 

・自動精算機の導入 

・消費税増税分を転嫁した利用料金の改正 

 

 今後も市は「実施計画」及び「経営健全化方針」に

基づき、経営の安定化に向け次の取組を実施して行く

が、昨年度の自然災害に続き、令和 2 年度も新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため、４月８日から５月

31 日まで営業自粛を行い、６月１日より市民限定で営

業を再開したが、通常営業を再開しても例年同様の入

場者数を確保できるか不透明な状況となっており、前

年度に引き続き非常に厳しい経営状況となっている。 

新型コロナウイルス対応については、国、県の助成

制度の活用を検討するとともに、市でも開発協会の危

機的経営状況の救済のため、新たな支援策を検討して

行く。 

現在、運営資金の調達のため、金融機関に５億円の

融資を協議しており、融資が可能であれば市は利子補

給の助成を考えている。また、融資が受けられない場

合には、市から直接開発協会に無利子の貸付も検討し

ている。 

 

（１）経費削減のための施策 

・市への使用料（建設償還分）納入の猶予を継続 

・市への使用料（基金分）の全額免除を継続 

・地権者の協力による借地料基本額の３割削減を継続 

・職員給与の９％削減等を継続 

（２）安定的な経営実現に向けた施策 

●ひばりコース 

・スループレー制の継続と早朝・午後 0.5Ｒプレー営

業など、各種施策の継続 

・若年層ゴルファー等の取り込みのため、レンタルク

ラブ及びレンタルシューズの充実と、29 歳以下及び

70 歳以上の方へのレンタル用品の無料提供を継続 

●けやきコース 

・全日昼食及び乗用カート付サービスの継続と早朝・

午後 0.5Ｒプレー営業など、各種施策の継続 

・市民や女性、シニアなど、対象を絞った割引制度の

継続 
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細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

野田市土地開発公社 

 

（用地課） 

・愛宕西駅前線北側商業地売却 

【用地課・商工観光課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・七光台第一次造成地、七光台第

二次造成地及び鶴奉字庚申塚造

成地売却 

【用地課】 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

売却を推進するため、令和２年３月市議会に「野田市愛宕

駅前へのホテルの誘致に関する条例」制定を上程し、可決さ

れた（施行日は令和 2 年８月１日）。 

 

 

 

 

 

 

 

七光台第二次造成地への公共下水道の供用開始が、令和４

年４月予定であるため、他の造成地と共に売却時期を令和 3

年度に行うこととしたため実施しなかった。 

 

愛宕西駅前線北側商業地の残る１区画について、連

続立体交差事業及び愛宕駅西口駅前広場完成後のまち

づくりを見据えながら、引き続き、売却方法等を検討

する。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による

宿泊客の大幅な減少によりホテル業界は打撃を受けて

おり、ホテルの新規建設に積極的でない状況が見受け

られるため、公募の時期については、今後の経済状況

により判断する。 
 

その他の造成地については、七光台第二次（７区

画）への公共下水道の供用開始（令和４年４月）を見

据えながら、令和３年度に七光台第一次（１区画）及

び鶴奉（２区画）と共に一般公募を行う予定である。 

野田業務サービス株式

会社 

 

（行政管理課） 

・社内事業部間における職員の勤

務労働条件等不均衡の是正 

【行政管理課】 

○ 第二事業部の給与規定の改正を行い、事業部間における勤

労条件等の不均衡の是正を行った。 

 勤労条件等については、不均衡が生じないよう引き

続き必要な指導監督を行っていく。 
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細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

・給食関連サービスの安定した提

供に努めるとともに、新たに加

わった郷土博物館及び市民会館

の指定管理者として施設管理業

務を適正かつ円滑に行えるよ

う、必要な指導監督を実施 

【行政管理課・生涯学習課】 

○ ＜学校給食業務受託＞ 

学校給食調理業務では、学校給食調理業務及び野田市学校

給食センター調理業務を受託し、小・中学校 24 校に１日給

食数１１，１６８人分を、配膳業務では、小・中学校 13 校

及び幼稚園 2 園に、１日配膳数 5,475 人分を提供した。 

＜社員の質の向上＞ 

資格取得を奨励したが、台風１９号の影響により試験日が

変更となり受験できない職員が２名でたため新規取得者はい

なかった。令和元年度末の調理師免許の有資格者は調理社員

６６人中５５人となっている。 

また、社内外の研修を実施、参加することで、知識習得を

図った。 

 

＜学校給食業務＞ 

主力である給食調理業務について、調理社員の確保が課題

となっており、主力業務の体制強化を図ることとしたため、

検討を行い、給料額等の見直しを行った。 

 

＜野田市郷土博物館及び野田市市民会館指定管理＞ 

令和元年度から新たに指定管理業務を請け負うことから、

本来は、年 1 回のフォローアップ審査を 2 回実施し、適正

に管理が行われているかを確認した。なお、1 回目は４月か

ら６月分までの管理運営状況について、７月に行い、前指定

管理者からの事務の引き継ぎが滞りなく行われており、概ね

事業計画書のとおり、適正に管理されていることを確認し

た。2 回目は、４月から１２月分までを２月に行い、適正に

管理されていることを確認した。 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため令和2年2月

29 日から臨時休館としたことなどから、郷土博物館、市民

会館ともに平成３０年度よりも利用者数は減少したが、企画

展市民コレクション展「日本刀～古刀から現代刀まで～」

は、２か月の会期で 9,992 人と、１か月あたりで過去最高

の来館者があった。 

 

引き続き、適正に管理運営業務が行われるよう必要

な指導監督を行っていく。 
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細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

株式会社野田自然共生

ファーム 

 

（農政課） 

・就農支援事業の取組の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耕畜連携事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

・市民農園の集客力向上策の支援 

【農政課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コウノトリ飼育事業の実施 

【みどりと水のまちづくり課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

  〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

令和元年度は新規就農希望者が延べ人数で５名（事業開始

からの合計人数９名）を雇用し、市と協働で、新規就農希望

者へ実践的な研修等を実施し、農業後継者としての育成に努

めた。 

また、（株）野田自然共生ファームが、新規就農希望者の野

菜生産を目的として約２.９ha の遊休農地を借上げ耕作放棄

地の解消にも努めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度は、約２９ha の水田で生産された飼料用米約

１６７トンを堆肥センターにおいて、ＳＧＳ（ソフトグレイ

ンサイレージ）として加工し、９軒の酪農家が利用した。生

産したＳＧＳの流通に対して、購入価格、加工賃等の適正価

格を設定したことにより、㈱野田自然共生ファームの収益事

業となった。 

 

 

 米作りについて、田植から草取り、稲刈りまでの技術指導

や自然体験イベント、ホタル観察会、収穫祭等を行い、野田

市が目指す「自然に配慮した環境保全型農業」として、市民

農園を市と協働で運営し、集客力向上に努めた。 

１５５区画 参加者４８５名 

 

 

 

 

 

コウノトリ飼育等業務を受託し、令和元年度は多摩動物公

園から譲り受けた有精卵から孵化した２羽の巣立ち・放鳥を

行った。 

但し、令和2年２月２９日からは、新型コロナウイルス対

策のため休館 

観察棟入場者：5,588 名 

新規就農に向け、年齢制限を廃止し募集を行ってい

るが、枝豆の生産現場での繁忙期の人手不足は解消さ

れていない状況があり、人手不足をテーマとした、意

欲ある若手農業者との勉強会において、就農支援事業

（就農希望者）との連携ができないか、検討する必要

がある。このため、人的支援もあわせた就農希望者の

スキルアップを図れる取組について、今後も若手農業

者との勉強会で、意見交換を行いながら様々な角度か

ら検討を進める。 

また、ちば東葛農業協同組合では、農業全般に対応

する派遣事業について、本年６月１日から着手し、野

菜農家等に向けても派遣可能な人材確保を進めていく

こととしており、その取組も参考にしながら就農支援

の在り方について検討する。 

 

 

製品の品質向上に努め、酪農家の SGS 利用量の拡大

を図るが、飼料が体質に合わない乳牛もいることか

ら、要望量と飼料用米の生産量の需給バランスを精査

することで、ロス率を逓減し、より安定的な生産を目

指す。 

 

 

 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染予防の観点

から市民農園の募集を中止したが、この間、特定外来

生物であるカミツキガメが増えているため、箱罠を設

置し排除に努め、引き続き、安心して参加していただ

ける「水田型市民農園」として運営していく。また、

次の段階として、米作りだけではなく、野菜作りや芋

掘りなどが体験できる市民農園を開設する検討を開始

する。 

 

 

次年度以降についても、コウノトリの飼育・放鳥を

継続し、野田市に 1 ペア以上のコウノトリの定着を目

指した湿地再生の取組を実施する。 
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（５） 財政運営の健全化 

① 財政規律の堅持 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

財政規律の堅持 

 

（財政課） 

・本市独自のプライマリーバラン

スの考え方の遵守及び臨時財政対

策債の発行抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政調整基金の取崩しに頼らな

い予算編成の確立 

【財政課】 

  △ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  △ 

市債の発行については、小中学校、幼稚園の空調設備設置

事業によって一時的に本市独自のプライマリーバランスが崩

れたことから、平成３０年度より１０年間の発行上限額を引

き下げることで対応し、長期的に本市独自のプライマリーバ

ランスを遵守することとしている。令和元年度は、平成３０

年度に引き続き本市独自のプライマリーバランスを遵守する

ことができたが、臨時財政対策債については、市税の減収見

込みを受けて、必要な一般財源を確保するため、発行可能額

に対して満額を発行した。 

 

 

 

令和２年度の予算編成に当たっては、必要な一般財源の確

保が非常に厳しい状況であったことから、全事務事業見直し

を引き続き実施し、新たな財源確保に取り組むことなどによ

り、平成３０年度、令和元年度に引き続き財政調整基金を取

り崩さずに収支の均衡を図った。 

 

市債の発行については、今後の公共施設の老朽化対

策等を見据え、各年度の発行額を平準化することによ

りプライマリーバランスを遵守する。また、今後数年

間においては、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り市税の大幅な減収が見込まれ、国においても地方交

付税の原資となる国税の減収が見込まれるため、普通

交付税が減らされ、代替財源となる臨時財政対策債へ

の振替が大きくなることが予想される。このため、市

税等の自主財源の確保に最大限努力するとともに、必

要な一般財源の額を見極めつつ、臨時財政対策債を発

行していく。 

 

令和２年度の各補正予算においては、新型コロナウ

イルス感染症対策の実施に当たり多額の財政調整基金

の取崩しを行っており、今後も長期化する感染症対策

に加え、市税の大幅な減収も見込まれることから、財

政調整基金の更なる取崩しが必要な状況である。この

ため、このままでは数年後に財政調整基金が枯渇して

しまうという危機感を持って、全事務事業見直しや行

政改革の推進による経費削減、新たな財源確保に全庁

を挙げて取り組んでいく。 
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② 市税、使用料等の徴収率の向上 

項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

市税 

 

（収税課） 

・市税の目標徴収率 97.14％ 

【収税課】 

○ 令和元年度は、主に現年滞納を担当する徴収一係を３名から５名に

増員し、より現年度重視とする徴収体制の見直しを行った。 

また、LINE Pay 納付を開始し、納付者の利便性の向上を図った。 

 

 平成 30 年度の徴収率に比べ、0.80 ポイント増加した。 

令和元年度実績 市税 97.33％  

令和２年度は、初期滞納への早期着手、新たな滞納

発生を抑制するため、さらに現年度重視とし、主に現

年滞納を担当する徴収一係を９名に増員し、徴収体制

の強化を図る。 

また、口座振替勧奨を強化し、窓口や電話による勧

奨を行うほか、口座振替登録が即時に完了する口座振

替受付サービス（令和 2 年度は国民健康保険料のみ）

を導入し、納期内納付の促進を図る。 

国民健康保険料 

 

（収税課） 

・国民健康保険料の目標徴収率 

78.02％ 

【収税課】 

○  同上 

 

 平成 30 年度の徴収率に比べ、2.77 ポイント増加した。 

令和元年度実績 国民健康保険料(税)78.25％ 

同上 

介護保険料 

 

（収税課） 

・介護保険料の目標徴収率

97.28％ 

【収税課】 

○  同上 

 

 平成 30 年度の徴収率に比べ、0.90 ポイント増加した。 

令和元年度実績 介護保険料 98.36％ 

同上 

市営住宅使用料 

 

（営繕課） 

・市営住宅使用料の目標徴収率

92.5％ 

・現年度分徴収率向上に向け徴

収対策を強化する。 

【営繕課】 

△ 令和元年度徴収率 90.36％  

 家賃等滞納整理事務取扱要綱に基づき、滞納者への督促状の送付や

書面での催告、電話催告を実施するとともに、夜間徴収や保証人への

納付指導を実施した。 

家賃や駐車場使用料滞納者へ電話などによる納付指導を強化した

が、平成 30 年度の徴収率に倉部１.47 ポイント減少した。 

滞納者に対し督促状、催告書の送付、電話での督

促、臨戸徴収を実施するとともに、連絡の取れない滞

納者に対しては連帯保証人に対しても納付指導を実施

する。また、滞納者の個別の生活状況を把握し状況に

応じ家賃等の減免制度を案内していく。 

住宅新築資金等貸付

金元利収入 

 

（人権・男女共同参

画推進課） 

・住宅新築資金等貸付金元利収

入滞納繰越分の目標徴収率

5.5％ 

・滞納繰越分の目標徴収率

5.5％を達成するため行政法

律相談を活用しながら個別ケ

ースごとに整理を行うととも

に、償還困難な債務者の債権

については、不納欠損処分を

検討 

【人権・男女共同参画推進課】 

△ 令和元年度滞納繰越分徴収率 1.50 ％  

貸付制度開始から35年以上経過しており(14年度以降は償還のみ)、債

務者の高齢化や厳しい経済状況の中、長期滞納者や少額分納者の固定

化により、滞納繰越分の徴収率向上が困難になっている。  

定期分納者への納付相談の実施や、行政法律相談を活用した長期滞納

者対策を検討し、個別状況を確認の上訪問したところ、新たな分納誓

約を得ることができた。 
（滞納繰越分） 

過去 3 年間の推移（円） 

年度 調定額 収入済額 収入未済額 徴 収 率

（％） 

29 185,159,587 1,574,336 183,585,251 0.85 

30 186,475,022 1,514,336 184,960,686 0.81 

元 187,027,360 2,810,752 184,216,608 1.50 

 

 

 

 

長期滞納者の中には、借受人や連帯保証人の死亡、

居所不明、自己破産等の理由により実質的に回収が困

難なケースが見受けられることから、行政法律相談で

の助言を受け、個別対応を行っている。  

今後においても、引き続き行政法律相談を活用し、

滞納整理を行っていく。  
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下水道受益者負担金

及び使用料 

 

（下水道課） 

・受益者負担金（現年分）の目

標徴収率 98.95％ 

・使用料金（現年分）の目標徴

収率 97.78％ 

・滞納者には個別訪問や電話催

告などを積極的に行うととも

に、受益者負担金や使用料の

必要性を理解してもらい、納

付意識の向上を図り、徴収率

向上に努める。 

【下水道課】 

△ 受益者負担金徴収率  98.08％ 

使用料金徴収率    80.75％ 

 使用料ついては、令和２年度から下水道事業は特別会計から公営企

業会計への移行に伴い、令和元年度の出納整理期間は存在せず打切り

決算により令和２年３月３１日時点での収納額となることから徴収率

が減少した。 

（打切り決算でなかった場合は、使用料徴収率は 97.59％となる。） 

滞納者には個別訪問や電話催告などを行い、受益者負担金や使用料の

必要性を理解してもらい、納付意識の向上を図り、徴収率向上に努め

た。 

現年度未納者に対して早い段階で訪問などを行い、

新たな滞納者が発生しないように努めるとともに、滞

納者についても戸別訪問を行うなどして徴収率向上に

努める。 

水道料金 

 

（水道部業務課） 

・水道料金（現年分）の目標徴

収率 99.6％ 

【業務課】 

○ 水道料金徴収率 99.62% 

水道料金等関連業務包括委託により、水道料金収納業務を民間委託

しており、未納付者へは毎月、督促状の送付、年 2 回の特別催告状の

送付で滞納解消に努めている。なお、現年度の徴収率向上に力点を置

き、滞納者が増加しないような取組を進めている。 

・督促状発送件数：26,456 件 

・特別催告書発送件数：3,745 件（過年度分含む） 

さらなる現年度の徴収率向上に目指すため、新規滞

納者を増やさない取り組みとして、分割納付者に対し

て、滞納額が増加しないよう、年度内完納となる支払

い計画を立てる指導をしていく。 

また、滞納が長期化している事案について、接触機

会を増やす取組として、個別訪問の回数を増やすなど

の強化を図り、滞納解消に努めていく。 
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保育所保育料 

 

（保育課） 

・引き続き、公立保育所におけ

る保育所長の「声かけ」や、

私立保育所等における職員の

督促を実施するほか、児童手

当からの申出徴収等、これま

での徴収対策を確実に継続実

施 

【保育課】 

 

○ <保育所保育料口座振替利用率>        （人） 

 入所児童数

（延べ） 

保育料 

賦課児童数（延べ） 

口座振替依頼 

児童数（延べ） 

口座振替 

利用率 

30 年度 26,229 20,992 19,438 92.60％ 

元年度 27,436 15,053 13,850 92.01% 

 

<保育所保育料（現年分）>    （千円） 

 調定分 収入済分 収入未済 徴収率 

30 年度 453,522 450,261 3,261 99.28% 

元年度 338,611 337,102 1,509 99.55% 

 

<保育所保育料（滞納繰越分）>            （千円） 

 調定分 収入済分 収入未済 徴収率 
不納 

欠損分 

30 年度 13,683 4,701 8,982 34.36％  1,031 

元年度 11,213 4,119 7,094 36.74％ 736 

 
保育所保育料については、口座振替利用促進を図るため、入所決定

の連絡時に口座振替の説明を行い、案内を送付することで利用促進を

図っており、令和元年度の利用者実績は延べ１３,８５０人で、利用率

は９２.０１%となった（前年比０.５９％減）。 

現年度分保育料の収納については、毎月の収納管理（振替、収納、

不能通知）を実施しており、不能通知送付後に納付が無かった未納者

に対し、督促状を送付している。（令和元年度：督促１２回発送） 

滞納繰越分保育料については、平成２７年度から催告状に納付書を

同封し送付することで納付機会を増加させている。更に催告状送付後

に納付が無かった未納者に対しては電話催告や、児童手当からの徴収

申出書及び納付計画書の提出指導等を連動的に行うことで、令和元年

度も各取組の効果を更に高めた。 

平成２４年度から制度化された児童手当からの徴収の申出について

は、徴収対策として有効な手段であることから、平成２６年度の実績

７２件（徴収金額４,００２,３７０円）から、毎年活用に努め、令和元

年度１１１件（徴収金額５,１５３，６６９円）となっている。 

なお、地方自治法第２３６条第１項に基づき時効が成立したものに

ついては、適正に不納欠損処理を行った。 

 

平成２７年度以降実施している一連の徴収強化策は

毎年効果を上げ、徴収率が高い水準で上昇を続けてい

るため、取組を基本的に継続する。 

特に、保育所送迎時における保育課職員による保護

者への直接納付指導は、納付や児童手当申出徴収に確

実に結びつき、効果が特に高いことから、令和２年度

も継続して実施するとともに、課内のジョブローテン

ションにより徴収経験やスキルを持つ職員を増加さ

せ、長期的に高い徴収率を維持できる体制を構築す

る。 
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学童保育所保育料 

 

（児童家庭課） 

・引き続き、登所や帰宅の際の

声かけ、滞納催告及び滞納者

の納付相談等、徴収率向上に

取り組んでいくとともに、現

年度重視の徴収対策を実施 

【児童家庭課】 

〇 <学童保育料（現年分）>         （千円） 

 調定分 収入済分 収入未済 徴収率 

29 年度 137,156 134,747 2,408 98.24％ 

30 年度 148,312 145,104 3,207 97.84％ 

元年度 148,285 145,844 2,441 98.35％ 

<学童保育料（滞納繰越分）>         （千円） 

 調定分 収入済分 収入未済 徴収率 不納欠損分 

29 年度 5,117 1,239 3,560 24.22％ 318 

30 年度 5,968 1,237 4,414 20.73％ 316 

元年度 7,621 1,860 5,713 24.41％ 48 

 

現年度分の徴収対策として、毎月の督促及び年３回の文書催告を行

うとともに納付が遅れがちな保護者に対し電話による催告や相談を行

い徴収率 98.35％と前年比 0.51 ポイントの増となった。 

過年度分の徴収対策として、年３回の文書催告及び電話催告を行う

とともに、接触が取れない保護者に対し面談等による納付相談を行い

徴収率 24.41％と前年比 3.68 ポイントの増となった。 

また、催告書に「児童手当からの徴収の申出書」を同封し、電話や

面談による相談の際に申出書による納付を促し、平成 30 年度に比較

し、過年度分は589,550円多い1,339,650円、現年度分は65,600

円多い 212,800 円、合計 655,150 円多い 1,552,450 円の申出を

受付けた。 

新たな滞納者を増やさないため、口座振替の促進、

毎月の督促と、年３回の催告を実施するとともに、電

話や面談により納付相談を行う。特に現年度のみの未

納者については、確実に年度内納付するよう指導の徹

底に努める。 

滞納繰越分については、債務の確認の意味も含め６

月に催告を行う。その後、電話や面談による納付相談

を行い、納付計画を作成し履行確認を徹底し徴収率の

向上を図っていく。 

また、児童手当からの徴収の申出については、複数

の費用を滞納しているケースが多いため、保育所保育

料や学校給食費等の担当と情報を共有し、効果的に実

施していく。 

なお、先進的な取組みを参考に、新たな徴収対策の

検討を行うなど、さらなる徴収率の向上に努める。 

 

学校給食費 

 

（学校教育課） 

・高額滞納者に対する未収金の

管理回収業務を法律事務所に

委託 

【学校教育課】 

〇 学校給食費で 10 万円以上の滞納世帯のうち、誓約不履行８世帯（合

計約 1,659 千円）への督促を外部委託するにあたり法律知識を有し、

かつ滞納整理に実績のある法律事務所へ委託した。 

（成功報酬制２５％（税抜） 

効果：３世帯９件納入  

合計 131,600 円（7.9％）－成功報酬 36,190 円＝95,410 円 

事業実施初年度である令和元年度は、主に 10 万円

以上の滞納世帯について、未収金の管理回収業務を委

託したが、今後は 5 万円以上の滞納世帯まで未収金の

管理回収業務の委託範囲を拡大することで、滞納整理

を進めたい。 

なお、実施時期については、新型コロナウイルス感

染症に係る社会的影響を注視しつつ適切な時期を検討

していく。 

徴収専門部署の設置

検討 

 

（行政管理課） 

・徴収対策会議の設置 

・先進事例の研究 

【行政管理課】 

×  徴収専門部署の設置の検討に向けて徴収対策会議を設置する予定で

あったが、各課のスケジュール調整ができず設置までいたらなかっ

た。 

令和 2 年８月 31 日までに徴収対策会議を設置する

方向で調整中。 
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③ 補助金の在り方の検討 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

補助金の在り方の検討 

 

（財政課） 

・団体補助金について、全事務事

業の見直しを踏まえ、適正化に

向けて団体との協議を実施 

・協議結果に基づき、補助金の見

直しを実施 

【財政課】 

△ 団体補助金については、当該団体の活動を支援する立場で常

に見直しを行い、団体との協議の中で必要性を見極めるととも

に、効率的な事業実施の方策を検討することとし、随時適正化

に向けて団体との協議を実施している。また、必要な補助金に

ついては、透明性を確保する観点から補助対象経費や補助率を

定める個別の交付要綱の制定を進めているが、令和元年度決算

において、団体への補助金 108 件のうち 27 件については、

見直しに当たって当該団体と協議中であることなどから、個別

の交付要綱が未制定となっている。 

 

個別の補助金交付要綱が未制定のものについては、

当該団体と十分な協議を実施し、補助金の必要性の検

証を行った上で要綱を制定する。 

 

 

④ 給付サービスの見直し 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

給付サービスの見直し 

 

（障がい者支援課、行政

管理課） 

・障害児通所給付費について、標

準的な利用日数の算定、支給決

定基準の改定、新支給決定基準

の運用、事業所監査等の実施 

【障がい者支援課】 

△  標準的な利用日数の算定、支給決定基準の改定に必要な利用

状況、年齢、世帯等の基礎データの収集、分析を行っている。 

 

 収集した基礎データを基に適正な支援利用日数を決

定するため、支給決定基準の改定を行い、運用を図っ

ていく。適正な給付費請求を指導するため、事業所へ

の監査体制の整備を図る。 

・その他、扶助費が急増している

ため、市単独給付サービスにつ

いて、常に見直しを実施 

【障がい者支援課】 

△  障がいのある人を支援する制度や仕組みが変わってきたこと

から、制度開始当初の役割を終えた心身障がい者結婚祝金の支

給及び公用車として有効利用を図るため教習用自動車管理運営

事業について、いずれも令和元年度から事業を廃止し、新たに 

パラスポーツ体験会、喀痰吸引等研修、聞こえのサポーター養

成講座、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業を実施

した。 

 

 令和２年度には、心身障がい者福祉手当について見

直しを行うため、関係団体等と協議を進める。 

令和２年度以降についても他の市単独給付サービスの

有する役割や必要性を見極めるため、関係団体等の意

見等を聞きながら継続して見直しを行う。 
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⑤ 入札及び契約制度の見直し 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

入札及び契約制度の見

直し 

 

（管財課） 

・総合評価落札方式による一般競

争入札における予定価格を事前

公表から事後公表に切替え 

【管財課】 

 

 

 

 

 

〇  予定価格の事前公表が落札率の高止まりや応札者の減少の一

因であると考えられることから、平成３０年度をもって「野田

市建設工事予定価格の事前公表試行実施要領」を廃止し、令和

元年度から全ての入札において予定価格を事後公表とした。 

令和３年度までの実績により、予定価格の公表時期

による応札者数及び落札率を比較分析し、令和４年度

中に予定価格の公表時期（事前又は事後）を決定す

る。 

 

・予定価格の公表時期による応札

者数及び落札率を比較分析 

 

 

 

・最低制限価格制度導入の検討 

 

 

 

 

・一般及び指名競争入札の適用範

囲見直しの検討 

【管財課】 

 

 

△ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

△ 

 平成３０年度をもって「野田市建設工事予定価格の事前公表

試行実施要領」を廃止したことに伴い、予定価格の公表時期に

ついて、事前公表時の応札者数及び落札率と比較するため、令

和元年度における応札者数及び落札率のデータを収集した。 

 

 予定価格 300 万円超 1,000 万円未満の工事及び予定価格

300 万円超の建設工事等委託業務を対象として、「野田市最低

制限価格制度実施要領」を策定し、令和２年４月１日から施行

した。 

 

一般競争入札及び指名競争入札の適用範囲について、それぞ

れの応札者数及び落札率を比較するため、令和元年度における

それぞれの応札者数及び落札率のデータを収集した。 

 

令和３年度までの実績により、予定価格の公表時期

による応札者数及び落札率を比較分析し、令和４年度

中に予定価格の公表時期（事前又は事後）を決定す

る。 

 

令和４年度までの実績により、最低制限価格制度又

は低入札価格調査制度による応札者数及び落札率を比

較分析し、令和５年度中にそれぞれの適用範囲の見直

しを検討する。 

 

令和２年度までの実績により、一般競争入札及び指

名競争入札の応札者数及び落札率を比較分析し、令和

３年度中にそれぞれの適用範囲の見直しを検討する。 
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⑥ 使用料等の負担の適正化 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

使用料等の負担の適正

化 

 

（ 行 政 管 理 課 、 市 民

課、生涯学習課、関係

課） 

・市外居住者料金及び市民火葬料

の有料化の検討 

【市民課、行政管理課】 

 

 

 

 

・公民館等の減免基準の検討 

【生涯学習課、行政管理課】 

△ 

 

 

 

 

 

 

△ 

火葬に係る市外居住者の使用料について、近隣市と比較して

安価であり、市外からの利用が多く、市民の利用に影響を与え

ていることから、市民が利用しやすい環境を整備するため、野

田市手数料条例に規定する市外居住者の火葬料を改定し、３月

26 日に公布した。 

 

 

他市の事例の調査研究を続けており、慎重に検討している。 

 

市外火葬料の改定については、市報やホームペー

ジに加え、葬祭業者へ通知により周知し、令和２年

７月 1 日から実施している。 

市民火葬料については、市外利用者の利用状況の

推移を見ながら有料化の実施時期等について検討す

る。 

 

検討結果を踏まえ、減免基準の設定について生涯

学習審議会に諮問し、令和２年度中を目途に答申を

得て、減免基準を設定したい。 
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（６） 情報化の推進 

① 電子自治体への対応及び情報セキュリティポリシーの遵守 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

電子自治体への対応及

び情報セキュリティポ

リシーの遵守 

（ 行 政 管 理 課 、 市 民

課、関係課） 

・電子自治体の実現に向けて、新

たな技術について、先進自治体

の状況を視察するなど、導入に

向けて積極的な検討を実施 

【行政管理課・市民課】 

△ 各種証明の交付については、令和２年１月６日からコンビニ

エンスストアでマイナンバーカードを使って証明書を取得でき

るサービスを開始した。 

また、混雑緩和のために、市役所本庁舎１階に証明書自動交

付機を設置した。 

 

電子自治体の実現に向けて、引き続き情報収集を行

い、市民サービスの向上となるものについては、積極

的に導入の検討を行っていく。 
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２ 組織等の見直し 

（１）組織機構の見直し 

① 組織の統廃合と組織体制の整備 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

組織の統廃合と組織体

制の整備 

 

（行政管理課） 

・増加する児童虐待ケースに対応

するため、児童家庭課児童相談

係の職員体制を強化し、令和元

年１０月に新たな課を設置 

 

・子ども部の設置に向けた関係職

員との協議・検討 

【行政管理課】 

○ 

 

 

 

 

× 

 

 増加する児童虐待ケースに対応するため、児童家庭課児童相

談係の職員体制を強化し、子ども家庭総合支援課及び教育委員

会に分室を令和元年 10 月 1 日に設置した。 

 

 

 全庁的に児童虐待に対応している中で、令和元年１０月に新

設した子ども家庭総合支援課を中心に関係部署が連携しつつ、

虐待対応に取り組んでおり、特に児童に関わる現場においてそ

の対応に追われていることから、子どもに関する関係課で構成

するワーキンググループを設置することができなかった。 

 子ども家庭総合支援拠点と子ども支援室及び保健

センターとの関係について再整備し、市民にも分か

りやすい組織作りを行っていく。 

 

 

子ども部の設置については、負担軽減のため、ワ

ーキンググループの設置は行わず、各所属長に現場

の状況を十分にヒアリングをした上で、なるべく現

場の職員に負担がかからない形で、現場が抱える課

題を洗い出し、子ども家庭総合支援拠点と子ども支

援室及び保健センターとの関係についても再整備

し、令和３年度に向けて市民にも分かりやすい組織

づくりを行う。 
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② 附属機関の整理合理化 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

附属機関の整理合理化 

 

（行政管理課、みどり

と水のまちづくり課） 

・附属機関の委員区分の整理 

【行政管理課】 

 

 

 

 

 

○ 各審議会等において、当該分野における高い専門性を有する

方からの意見を取り入れるため、学識経験者の規定を設け委嘱

しているが、学識経験者の定義が曖昧になっていたことから、

学識経験者の定義を弁護士、元職員、大学教授とし、その他の

職の方を学識経験者として委嘱している場合には、その方を委

嘱できるよう新たに規定を設ける改正を行った。 

 

 委員区分については、必要に応じて随時見直しを

行っていく。 

・みどりの市民会議を廃止し、新

たに生物多様性に関する市民会

議を設置 

【みどりと水のまちづくり課】 

 

 

 

○ みどりの市民会議については、「生物多様性のだ戦略」の見

直しに当たり、現行の「みどりの市民会議設置条例」を廃止

し、新たに、生物多様性の全般の調査・審議をお願いする「野

田市生物多様性のだ戦略市民会議条例」を令和元年 10 月１日

に制定した。 

条例制定に基づき市民会議を立ち上げ、第１回目の会議を令

和元年 11 月 26 日開催した。 

なお、令和 2 年２月 26 日に開催した第２回目の会議におい

て、「生物多様性のだ戦略」見直しについて諮問を行った。

（令和３年度中に答申予定） 

 

 

・公募委員の応募者の増員を図る

取組の実施 

【行政管理課】 

○ 公募委員応募者の増員を図るために、新規に東武野田線の川

間駅、七光台駅、清水公園駅及び梅郷駅前に設置してある電光

掲示板の活用を開始した。 

 

 公募委員の応募は増加しているが、より多くの市

民の方に周知できる手法を引き続き検討していく。 
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（２）定員の適正化 

① 効率的な人材活用の推進 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

効率的な人材活用の推

進 

 

（行政管理課） 

・会計年度任用職員及び再任用職

員の業務内容及び職を検討 

・バランスに配慮した職員定数の

検討 

【行政管理課】 

△ 会計年度任用職員制度の導入に伴う職の整理等が完了しなか

ったことから、令和３年度までは暫定導入とし、この期間内に

職の整理等を実施することとした。 

 職員の削減による経費削減ではなく、正規職員、再任用職員

及び会計年度任用職員をバランスよく活用しながら総人件費の

抑制を図ることとした。 

 会計年度任用職員制度担当において、部署ごとに会

計年度任用職員の役割の整理を行い、整理が完了した

部署から順に会計年度任用職員の本格的導入を進めて

いく。 

 再任用職員については、基本的には短時間とする

が、効果が見込める場合にはフルタイムも活用してい

く。 

 

 

 

② 適正な職員配置の推進 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

適正な職員配置の推進 

 

（行政管理課） 

・各課における事務事業の現状及

び見通しを把握し、会計年度任

用職員や再任用職員を活用しな

がら、柔軟な職員配置を実施 

【行政管理課】 

 

△ 正規職員の配置については、各課の業務内容や業務量を把握

し、適正な職員配置に務めた。また、再任用職員についても職

域の拡大を図った。会計年度任用職員については、暫定導入と

なり、柔軟な職員配置までにはいたらなかった。 

 会計年度任用職員については、会計年度任用職員の

役割の整理が完了した部署から順次本格導入をしてい

き、各課の課題や業務内容を把握した上で正規職員、

再任用職員及び会計年度任用職員を柔軟に配置してい

く。 
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（３）給与の適正化 

① 給与制度の見直し 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

給与制度の見直し 

 

（人事課） 

・高卒・短大卒に係る初任給の引

下げ 

 

 

 

 

 

・職務の級の見直し 

 

 

 

 

・現給補償を 50％に縮減 

 

 

 

 

・会計年度任用職員への対応 

【人事課】 

○ 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

△ 

給与の適正化について地方公務員法第 55 条第 1 項に規定す

る職員組合との交渉を重ねた結果、妥結に至ったことから、平

成 31 年 3 月議会で条例を改正し、給与制度の見直しを行っ

た。 

高卒・短大卒の初任給について、2 号給引き下げを行った。

（平成 31 年 4 月 1 日施行） 

  

職務に見合った給与制度を構築するため、係長を 5 級に、課

長補佐を 6 級に、課長を 7 級とする級別標準職務表の改正を

行った。（平成 31 年 4 月 1 日施行） 

 

 

平成 27 年の給与制度総合的見直しに伴い実施してきた現給

保障制度については、令和元年度に限り経過措置として 50％

に縮減した上で実施し、その後は廃止とした。 

 

  

令和２年４月からの導入に向け、勤務条件等を定めたが、職

の整理が完了しなかったことから暫定導入となった。 

  

 

 

 

 

 

 

国や近隣市の状況等を参考に、必要に応じて見直し

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計年度任用職員に従事させる業務内容を整理する

ために、現在正規職員が従事している業務の調査を行

い、職員配置や具体的な活用方法の検討、適正な給料

等の決定など、本格導入に向け整理を行う。 

 

 

② 各種手当の適正化 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

各種手当の適正化 

 

（人事課） 

・３級の役職加算について５％か

ら２．５％に引下げ 

【人事課】 

〇 地方公務員法第 55 条第 1 項に規定する職員組合との交渉を

重ねた結果、妥結に至ったことから、規則を改正し、令和元年

度から期末・勤勉手当の役職加算を 5％から 2.5％に引き下げ

た。 

 

・３級昇格までの期間の延長及び

３級の役職加算の廃止に向け

て、職員組合と交渉を実施 

【人事課】 

△ 3 級昇格までの期間の延長及び 3 級の役職加算廃止に向け、

地方公務員法第 55 条第 1 項に規定する職員組合との交渉を行

ったが、妥結するに至らなかった。 

給与制度の見直しに伴い、勤務成績が良好な 3 級職

員は 4 級に切り替えたが、役職加算の対象となる 3 級

職員の割合が依然高いことから、3 級昇格までの期間

の延長及び 3 級の役職加算の廃止に向けて、職員組合

との交渉を継続実施する。 
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③ 時間外勤務の適正化 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

時間外勤務の適正化 

 

（人事課） 

・時間外勤務の発生要因を分析

し、発生要因に応じた対策を講

じることで、時間外勤務を削減

する。 

【人事課】 

△ 時間外勤務については、ノー残業デイの徹底、勤務不要日に

おける振替制度の徹底のほか、所属長による職員への声掛けを

実施し、職員の事務の進捗状況や必要時間等について職員から

直接聴取し、時間外勤務の理由や原因を把握し、業務の平準化

に努めているが、令和元年度の時間外勤務時間数は、台風 19

号の対応や児童虐待事件に係る業務の増大により、平成 30 年

度と比較すると、大幅な増加となった。 

なお、「時間外勤務削減緊急対策プラン」を平成 26 年 6 月

から実施したことにより、平成 25 年度と比較し、約 3,３00

時間の時間外勤務の減となった。 

時間外勤務削減緊急対策プランの実施内容の見直し

を検討し、事務改善や事務の平準化に取り組み、適正

な時間外勤務を実施と時間外勤務の削減を目指す。 

また、平成 31 年 4 月に労働基準法及び人事院規則

の改正により、国家公務員や民間企業に対し時間外勤

務の上限が導入されており、地方公務員においても同

様の考えから、総労働時間の縮減、時間外勤務の適正

化を図るため、職員組合との交渉を行い、規則の改正

により上限時間を設定する。 

さらに、本格導入が予定されている会計年度任用職

員制度や再任用職員の活用により、バランスのよい職

員配置を行う。 
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（４）職員の資質の向上 

① 人事評価制度の活用 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

人事評価制度の構築 

 

（人事課） 

・目標設定、難易度等の明確化を

重点とした研修を実施 

【人事課】 

△  評価者間の評価水準のばらつきを少なくするため、評価者

を対象とした研修を実施した。 

評価者間の評価水準の平準化とともに、業績評価に

おける目標等の設定について、各部局間での誤差を少

なくするため、マニュアルの見直しや研修の実施を検

討する。 

 

② 職員研修の充実 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

職員研修の充実 

 

（人事課） 

・職員研修に対する要望調査 

 

 

 

 

 

 

 

・研修知識共有化の方針検討 

 

 

 

 

 

 

 

・各種研修の実施及び効果検証 

【人事課】 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

令和元年 6 月に職員アンケートを実施し、受講を希望する

研修科目や身につけたい能力などの調査を行った。アンケー

ト結果を受け、職員からの要望のあった問題解決能力の研修

を開催したほか、外部機関派遣研修に多くの職員が参加でき

るよう、令和 2 年度当初予算を増額した。 

 

 

 

研修に参加した職員には、研修資料や報告レポート等によ

り、それぞれの職場で研修内容を共有するよう説明してい

る。 

 

 

 

 

 

研修を修了した職員に研修受講報告書の提出を求めてお

り、参加した研修の理解度や達成度等の評価を集計し、結果

を外部講師にフィードバックしている。また、職員が受講し

たい研修内容や伸ばしたいと考えている能力を確認し、次年

度以降の研修内容の見直しや新たな研修科目の設定に反映し

ている。 

 

令和３年度中に職員アンケートを再度実施し、その

結果を基に研修内容の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

業務上必要な知識等の共有化を図るため、職場研修

（OJT）の実施を検討する。まずは、職場全体の接

遇向上を図ることを目的に、各職場において接遇向上

OJT を実施する。 

また、研修効果をより一層高めるため、研修で得ら

れた知識を組織全体で共有できるような仕組みの構築

や方針の策定を検討していく。 

 

引き続き、外部講師に対する研修結果のフィーバッ

クや、職員が希望する研修内容等の把握に努め、次年

度以降の研修内容の見直しに反映させる。 
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３ 公共施設等の適正な維持管理 

（１）ファシリティマネジメント（施設の長寿命化計画）の基本方針の推進 

① ファシリティマネジメント（施設の長寿命化計画）の基本方針の推進 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

ファシリティマネジメ

ント（施設の長寿命化

計画）の基本方針の推

進 

 

（営繕課、関係課） 

・施設の劣化状況の把握 

・施設の空調機器について、日常

点検を徹底するとともに、市が

責任を持ってフィルター清掃を

実施 

・別紙のファシリティマネジメン

トの基本方針に基づき各施設の

改修等を実施 

【営繕課、関係課】 

○ 
施設の劣化状況の把握については、令和元年 11 月、各施設

管理者が、施設の劣化状況の把握の目安となるように「施設

管理者等による施設点検マニュアル」を作成し、庁内に周知

を図った。 

施設の空調機器については、平成 30 年度、空調機器が中央

熱源方式でない等の理由から保守点検未実施の空調機器につ

いて、緊急保守点検を実施した。 

令和元年度、緊急保守点検の結果及び、各施設のフィルタ

ー清掃の実施状況等のヒアリングを行い、「空調機器点検方

針」を策定し、職員（指定管理者）等による家庭用エアコン

を含めた空調機器の簡易点検、清掃業者によるフィルター清

掃を実施した。 

施設の改修については、総合計画実施計画において「中央

公民館耐震化長寿命化事業」、「福田体育館耐震化長寿命化

事業」がファシリティマネジメントの基本方針に基づく事業

計画とし、中央公民館は、令和元年度に構造補強を実施し

た。 

 

令和２年度以降は、「施設管理者等による施設点

検マニュアル」に基づき、施設管理者が実施した日

常点検チェックシートを営繕課に集約し、各施設の

劣化状況を把握する。 

令和２年度以降は、「空調機器点検方針」に基づ

き、定期的に、空調機器の保守点検と、清掃業者に

よるフィルター清掃を実施する。 

福田体育館については、長寿命化事業として今

後、耐震補強等工事を実施していく。 

また、老朽化の進行に伴い、日常点検等による対

症療法的な修繕だけでは維持できないことや今後一

層厳しい財政状況が予想されることから、市長部局

と教育委員会の職員とでプロジェクトチームを作

り、施設の現状把握の手法や整備の優先順位等、老

朽化対策に向けた計画を作成していく。 

さらに作成した計画を客観的に評価する第三者委

員会を設置し、評価を受けた計画に沿って、公共施

設の老朽化対策に努めていく。 

 

 

 

（２） 民間施設の有効活用 

① 民間施設の有効活用 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

民間施設の有効活用 

 

（ 行 政 管 理 課 、 関 係

課） 

・超高齢化社会の到来により地域

における行政サービスの提供や

地域住民の交流拠点としての施

設が必要になることから、その

整備に当たり、既存の民間施設

の活用を含め検討し、必要性や

実現可能性の高いものから順次

整備 

【行政管理課】 

△  民間施設有効活用庁内検討会を立ち上げ、第１回検討会を

実施したが、施設の洗い出しまでには至らなかった。 

令和２年度中に結論を出し、必要性や実現性の高

いものについては、令和３年度から順次実施する。 
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（３） 公有財産の有効活用 

① 未利用地の有効活用及び処分 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

未利用地の有効活用及

び処分 

 

（管財課） 

・行政財産として利用が見込めな

い土地を普通財産に移管し、他

部署で利用の可能性があるかを

検証し、新たな処分候補地及び

貸付地を選定（狭小や不整形な

土地について、処分候補地とす

るか、貸付地とするかを検討） 

 

・インターネットオークションに

よる売却手法の導入を検討 

 

 

 

・旧教職員住宅の解体及び土地の

処分を一括で行う、市有地制限

付一般競争入札を検討 

【管財課】 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

○ 

行政財産のうち、未利用となっている土地の有無を調査し

たが、他部署で利用の可能性があるかを検証するまでに至ら

なかった。 

 

 

 

 

 

インターネットオークションによる売却手法を実施してい

る他市の事例を把握した。 

 

 

 

旧教職員住宅の解体及び土地の処分に係る予定価格の設定

に当たり不動産鑑定を実施し、土地の価格から建物解体費を

差し引くとマイナスとなったことから、見込まれる市の費用

負担分を令和２年度当初予算に計上した。また、令和２年度

に入札を実施するための募集要領を作成し、野田市財産処分

審査委員会で決定された。 

 

令和２年度中に、行政財産のうち、未利用となっ

ている土地の調査の結果、他部署での利用が可能か

検証するとともに、不要となった土地は、新たな処

分候補地とする。また、狭小や不整形な土地につい

て、看板用地などの貸付地となるかを検討する。 

不要となった土地を処分候補地として野田市財産

処分審査委員会で選定後、売払いを実施していく。 

 

インターネットオークションを運営する会社か

ら、令和２年度末でサービスを終了するとの通知が

あり、令和２年度中に、新たな売却方法について他

市の状況も含め検討する。 

 

令和２年４月１５日に市有地制限付一般競争入札

の告示を行い、７月に入札を実施する。落札者が決

定した場合は、令和２年度末までに建物を解体し所

有権移転を行う。 

 

 

 

 

② 公共物への有料広告の掲出 

細項目 計画内容 取組結果 取組内容 今後の取組 

公共物への有料広告の

掲出 

 

（行政管理課） 

・新たな広告媒体の活用を検討 

・有料広告に限らず、ふるさと納

税やクラウドファンディングな

どによる財源調達について検討 

【行政管理課】 

△  令和 2 年度に向けて新たに南部梅郷公民館に広告付マットを

導入することを決定した。 

令和 2 年度向けの予算編成方針において野田市の魅力発信や

新たな財源確保の観点から、ふるさと納税制度の充実に加え、

クラウドファンディングなどによる財源調達を積極的に活用す

ると規定し、各課に検討を促した。 

 有料広告については、市の財源確保につながること

から、引き続き導入可能な媒体を各課で検討し積極的

に導入をしていく。 

 

 

 


