
成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

1 H17 取組中
H18 取組中
H19 実施・達成
H20 実施・達成

H21 実施・達成

2 H17 取組中

H18 実施・達成

H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

3 H17 取組中

H18 取組中

H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

4 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成
H20 実施・達成

H21 実施・達成

5 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

6 H17 未実施
H18 未実施
H19 未実施
H20 未実施
H21 未実施

敬老祝い金等贈呈事
業の見直し

年々事業費が増加している敬老祝い金等贈呈事業につ
いて、支給基準・支給内容等の見直しを行う。

見直し検討

環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ
14001の認証を取得し、ＰＤＣＡサイクル(※１)によ
る継続的な環境負荷の低減を図る。 環境計画課

関係課

19年度に見直し予定
高齢者福祉課

ISO14001認証取得（H18.3.24)
ISO14001規格に基づく「成田市環境マネジメントシステム」をス
ケジュールに沿って運用

マニュアル・手順書・様式等の改訂、内部環境監査の改善
ISO14001と環境保全率先実行計画を成田市EMSとして統合

見直し見送り

内部環境監査の実効性を高めるための改善を実施

行政評価の拡充

措置事項

共用車　H20　30台→H21　28台
専用車の利用状況及び利用簿の入力管理を実施

共用車　H17　14台→H18　37台(合併による増加含む)　イントラ
予約管理実施
共用車　H18　37台→H19　34台　イントラ予約管理実施
共用車　H19　34台→H20　30台　イントラ予約管理実施

職員提案制度の活用

庁用車管理システム
の確立

共用車　H16 10台→H17 14台　イントラ予約管理実施

自治体ワーキングチームによる調査研究し、行革本部へ報告

環境マネジメントシ
ステムの構築

企画課

計画策定・予算編成・行政評価の連携を図り、ＰＤＣ
Ａサイクル(※１)による効率的な行財政運営を行う。

企画課
財政課

行財政マネジメント
システムの構築

提案方法や審査手順、褒賞制度等を見直し、市民サー
ビス及び事務事業の能率向上のため、有効で建設的か
つ具体的な提案による事務改善を行う。

庁用車(共用車・専用車)の利用予約及び運転日誌を、
イントラ予約管理システムを活用して一元管理する。
また、システムの確立に合わせ、専用車から共用車へ
の移行を促進する。 管財課

行財政マネジメントシステム構築の第一段階として、計画・予算
と連携した行政評価システムを構築

庁内情報システムから提案ができるようにし、提案しやすい環境
を整備

政策や施策の優先度、重要度を測定する政策評価を導
入する。併せて、外部評価を実施し、評価結果の市民
への公表を行う。

概要等 年度担当課 取り組み内容

企画課

先進地視察（横須賀市・三鷹市）を実施
拡充して実施するための評価システムの構築

進捗状況

提案の種類、審査手続、褒賞制度等を改正内容とする新たな規程
を策定

提案1件

政策・施策を含む行政評価を本格実施
評価結果をホームページで公表

行政評価の本格実施により、22年度予算編成との連携を推進

政策・施策を含む行政評価(試行)を開始
引き続き、政策・施策を含む行政評価(試行)を実施

提案3件
提案2件

計画・予算と連携した行政評価(試行)を開始
計画・予算と連携した行政評価(試行)を実施

１　事務事業の整理合理化
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

7 H17 実施・達成
H18 実施・達成

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成
8 H17 取組中

H18 取組中
H19 取組中
H20 取組中

H21 実施・達成

9 H17 未実施
H18 取組中
H19 取組中
H20 取組中
H21 取組中

10 H17 取組中
H18 取組中
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

11 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

バス運転業務の全面委託の検討。コンビニ収納、急病診療所受付
業務、プラスチック系ごみ焼却処理業務、消化訓練廃棄処理業務
を委託

守衛業務、区長回覧封詰、地域包括支援センター、介護予防普及
事業、雇用・就業支援システムを委託。荒海共生プラザを指定管
理

バス運転業務の全面委託。文書廃棄、不燃物運搬処分、浄化セン
ター焼却灰処理、障害者相談支援、投票事務従事者事務、巡回警
備業務を委託

事務事業の民間委託
の推進

公用車の運転業務など、民間委託が適当な業務につい
ては民間委託を推進し、事務の効率化を図る。

関係課

ＰＦＩ手法の活用

事務事業全般について民間委託の可能性の検証を行
い、民間委託に関する総合的な指針を策定する。

財政支出の負担軽減と良質な公共サービスの提供を図
るため、民間の資金・経営ノウハウ・技術ノウハウを
活用して施設整備を行うＰＦＩ(※２)事業の活用を検
討する。

企画課
財政課

企画課
財政課

民間委託に関する指
針の策定

市営住宅の建物状況、需要の変動、整備手法などを総
合的に検討する「市営住宅ストック総合活用計画」を
策定し、市営住宅の計画的な整備を行う。

営繕課

市営住宅の計画的整
備

移動図書館事業の見
直し

図書館分館の整備やインターネットによる図書貸出予
約の実現を図っていく中で、事業の廃止を含めた見直
しを行う。 図書館

｢市営住宅ストック総合活用計画｣策定（H18.3）
南囲護台団地の建替事業基本設計を実施

南囲護台団地の移転用住宅の建設、建替え住宅の実施設計実施。
名木住宅を市営住宅化。

分館が整備される平成22年度廃止に向け検討

南囲護台住宅の解体・文化財調査・1期工事分の建設

民間委託に関するガイドラインの素案を策定

分館の整備時期が変更。引き続き検討。

PFI基本方針の策定に向け研究

分館新設に伴い、5ステーションを廃止

利用の減少に伴い4ステーションを廃止し、1コース4ステーショ
ンに見直し

「地域住宅計画」を策定し、交付金事業として採択を受ける。地
質調査、仮住宅の実施設計、入居者説明会等(2回)

分館が整備される平成22年度廃止に向け検討

ガイドラインの検討
ガイドラインの検討

公津の杜複合施設でPFI手法の活用を検討

日本PFI協会の特別会員となり、PFI手法の活用を研究

取り組み内容

２　民間委託等の推進

措置事項 概要等 担当課 年度 進捗状況

ガイドラインの検討

保存文書移動、廃食油回収、生活保護者就労支援、運動器機能向
上支援、口腔機能向上支援、蔵書点検業務を委託

成田市PFI事業検討委員会を設置
ＰＦＩ手法導入に向けた検討
バス運転業務、学校用務員業務の一部を委託
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

12 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

13 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

14 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

15 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

16 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

17 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

18 H17 取組中

H18 取組中
H19 取組中
H20 実施・達成
H21 実施・達成

期末・勤勉手当支給率の引き下げ、住居手当の引き下げ

自己啓発休業制度の創設

公益法人等への派遣(14人)

公益法人等への派遣(12人)
公益法人等への派遣(13人)

再任用職員2人採用

18人削減(H18.4.1/1,253→H19.4.1/1,235)　累計28人

研修総件数219件、受講者総数850人
公益法人等への派遣(13人)

調整手当の支給率を10％から8％に引き下げ（H18.1）

職員研修の充実等を図り、人材育成体制を推進
研修総件数233件　受講者総数472人
研修総件数218件　受講者総数682人

8人削減(H20.4.1/1,208→H21.4.1/1,200)　累計63人

管理職手当の定額化
勧奨退職者の退職時における特別昇給の廃止

引き続き調査を実施
任期付職員の採用制度創設

職員研修の充実等を図り、人材育成体制を推進

公益法人等への派遣(13人)

引き続き調査を実施

再任用制度に関する調査を実施し、再任用職員で対応が可能な事
務分掌を調査

人事課

研修計画に基づき、自己啓発、職場研修、職場外研修
など研修機会の充実に努める。

人事課

人事課

給与の適正化

「成田市人材育成基本方針」に基づき、職員の能力開
発を長期的かつ総合的な視点から効果的に推進する。

人事課
人材育成の推進

給与勧告制度を尊重し、財政状況を勘案しながら、国
や他の地方公共団体等と均衡が保てるよう給与の適正
化に努める。

職員研修の充実

少の経費で 大の行政効果を挙げるため、定員適正
化計画の遂行等、限られた人的資源の適正配置に努め
る。 人事課

10人削減（H17.4.１/1,263→H18.4.1/1,253）

新たに2施設の指定管理者を指定

190施設で指定管理を実施。72施設について指定管理者を指定
（非公募・更新）

186施設で指定管理を実施。116施設(新規7施設・更新109施設)で
指定管理者を指定(うち公募6施設)

27人削減(H19.4.1/1,235→H20.4.1/1,208)　累計55人
定員の適正化

施設の管理運営のあり方を検証し、指定管理者制度の
活用による市民サービスの向上と効率的な運営を推進
する。

関係課

指定管理者制度の活
用

担当課措置事項 概要等

研修総件数239件　受講者総数791人
研修総件数222件　受講者総数824人

給料表水準の見直し(引下げ)、地域域手当の新設、特殊勤務手当
の見直し

1人削減(H21.4.1/1,200→H22.4.1/1,199)　累計64人

職員研修の充実等を図り、人材育成体制を推進

多様な人材の確保

異職種、他団体交流等の人事交流を推進し、職場の活
性化と職員の資質向上を図る。

人事課
人事交流の推進

専門知識を有する職員を必要とする部門に、豊富な経
験のある退職者を再雇用することにより人材の確保を
行う。

３　定員管理及び給与の適正化等

職員研修の充実等を図り、人材育成体制を推進

年度 進捗状況 取り組み内容

直営施設を含む219施設の管理のあり方を検証

187の公の施設で指定管理者を指定
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

19 H17 取組中
H18 取組中
H19 取組中
H20 取組中
H21 取組中

20 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

21 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

22 H17 未実施
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

23 H17 取組中

H18 取組中

H19 取組中

H20 実施・達成

H21 実施・達成

24 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

H19決算額7,841千円(対16比5,089千円　39.4％の減)
H20決算額6,474千円(対16比6,456千円　49.9％の減)

中期経営計画の策定に向け、経営の健全化に取り組む

H18決算額4,688千円（対16比4,402千円　48.4％の減)

5ヵ年財政計画を策定

5か年財政計画の推進

年度 進捗状況 取り組み内容

取り組み内容

外部団体に対する関与のあり方を検討

年度

「外郭団体の経営改善に関する指針」の素案を策定

公益法人制度改革の対応と合わせて今後のあり方を検討

公益法人制度改革の対応と合わせて今後のあり方を検討
公益法人制度改革の対応と合わせて今後のあり方を検討

引き続き経費節減、経営の健全化に取り組むとともに、中期経営
計画の策定を検討する
水道事業で公営企業経営健全化計画を策定。下水道、卸売市場は
引き続き経費節減、経営の健全化に取り組んだ。

H21決算額2,663千円(対16比6,427千円　70.7％の減)

H19決算額2,899千円(対16比6,191千円　68.1％の減)
H20決算額3,122千円(対16比5,968千円　65.7％の減)

外郭団体の経営改善を図るため、経営課題の解消を目
的とする経営改善計画を策定させ、団体の自立的経営
を促進する。 関係課

振替納税の促進
市税の口座振替の啓発を随時行うとともに、市が口座
振替手続きを代行できるリターンメール方式による加
入推奨を行い、振替納税を促進する。

中期経営計画を策定し、地方公営企業の経営改革と経
営基盤の強化に取り組み、経営の健全化及び事業の活
性化に努める。

食糧費の適正化

中長期的な財政計画
の策定

交際費の適正化

食糧費の支出について、経費の節減・合理化の観点か
ら引き続き適正化に努める。

担当課

概要等 担当課

財政課

税務課

卸売市場
下水道課
業務課
関係課

未納金の徴収強化等により、引き続き経費削減、経営の健全化に
取り組む。
H16実施地区以外でリターンメール勧奨を実施
窓口や納税通知書に振替依頼書を同封して勧奨　46,554人

H16　25,294人　→　H20　48,738人
H16　25,294人　→　H21　49,512人

H16　25,294人　→　H19　47,701人

5か年財政計画の推進
5か年財政計画の推進

５　経費の節減合理化等の財政の健全化

進捗状況

措置事項 概要等

財政課

財政課

引き続き経費節減、経営の健全化に取り組むとともに、中期経営
計画の策定を検討する

地方公営企業経営の
健全化

交際費の支出について、経費の節減・合理化の観点か
ら引き続き適正化に努める。

今後の財政運営の基本的な方針やそれに向けての取組
み方策を示した中長期的な財政計画を策定し、財政運
営の健全化に努める。

H17決算額8,919千円（対16比171千円　1.9％の減）

H17決算額11,581千円（対16比1,349千円　10.4％の減）
H18決算額7,185千円（対16比5,745千円　44.4％の減)

H21決算額5,740千円(対16比7,190千円　55.6％の減)

４　外郭団体の見直し

外郭団体の経営改善

措置事項
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

25 H17 取組中
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

26 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

27 H17 未実施
H18 未実施
H19 未実施
H20 未実施
H21 未実施

28 H17 実施・達成

H18 実施・達成
H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

29 H17 未実施
H18 未実施
H19 未実施
H20 未実施
H21 取組中

30 H17 取組中
H18 取組中
H19 取組中

H20 取組中

H21 取組中

団体補助金　△564千円（11団体）
事業補助金 △7,121千円（8事業）

引き続き、行動計画策定に向け、コスト縮減の啓発指導を実施

事業補助金　△875千円（2事業）

団体補助金　△3,220千円(11団体)
事業補助金 △890千円(1事業)

引き続き、行動計画策定に向け、コスト縮減の啓発指導を実施

発生土の現場内利用、工事間利用、再生資材の積極的使用の促進
について「再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）システム」に
より啓発・指導を実施

扶助費をＢ経費(1件査定)に変更
平成19年度策定に向け、コスト縮減の啓発指導を実施

団体補助金　△497千円(1件)
団体補助金　△171千円(1件)
事業補助金 △1,090千円(1事業)

平成18年度から市税のコンビニ納付開始に向けた準備

不動産売払収入98,590千円　バナー広告収入2,970千円　土砂売
払収入1,000千円 施設命名権の導入(H21から5年35,000千円)
不動産売払収入54,760千円　バナー広告収入1,845千円　施設命
名権収入7,000千円　土砂売払収入235千円　(仮称)大栄野球場の
施設命名権者募集

H20利用件数　75,021件

扶助費の適正化

公共工事コスト縮減行動計画を策定し、引き続き公共
工事のコスト縮減に努める。

使用料・手数料の見
直し

補助金・負担金の適
正化

公共工事コスト縮減
行動計画の策定

算定方法や減免規準の明確化などの見直しを行い、受
益と負担の公平を確保する。

補助金・負担金について公益性、公平性、効果等の観
点から見直しを行い、整理合理化に努める。

財政課
関係課

発生土の現場内利用、工事間利用、再生資材の積極的使用の促進
について啓発・指導を実施

公共料金等をコンビニエンスストアでも納付できるよ
うにし、納付者の利便性及び収納率の向上、事務の効
率化・簡素化、情報処理の迅速化を図る。

工事検査課
関係課

H16に検討したが実施見送り

財政課
関係課

情報推進課
財政課
会計課
関係課

関係課

納付窓口の拡大

物品売払収入(バス)9,975千円　不動産売払収入130,371千円　バ
ナー広告の導入検討
物品売払収入(車両)13,020千円　土砂売払収入728千円　不動産
売払収入67,610千円 バナー広告収入90千円

H19利用件数　68,288件

市が保有又は管理する有形、無形の資産の活用を図
り、自主財源の拡大に努める。

自主財源の拡大

市税のコンビニ納付開始 55,477件　926,300千円

H21利用件数　83,774件

物品売払収入(車両)26,477千円　不動産売払収入57,430千円　バ
ナー広告収入2,085千円 施設命名権導入を検討

財政課
関係課

サービスの必要性、サービス水準の妥当性等の観点か
ら見直しを行い、扶助費の適正化に努める。
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

31 H17 取組中
H18 取組中
H19 取組中
H20 取組中
H21 取組中

32 H17 未実施
H18 取組中
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

33 H17 取組中
H18 取組中

H19 取組中

H20 取組中

H21 取組中

34 H17 実施・達成

H18 実施・達成
H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成
35 H17 未実施

H18 未実施

H19 取組中

H20 取組中

H21 取組中

36 H17 未実施
H18 未実施
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

紙面リニューアルにより、トピックスを充実

平成19年度の実施に向け、制度設計

引き続き制度化手法を検討

引き続き制度化手法を検討

大栄地区の3街区公園で、地区に管理を委託
大栄地区の3街区公園で、地区に管理を委託

「トピックスなりた」のコーナーを毎号掲載に拡大

大栄地区の3街区公園で、地区に管理を委託

特集ページの充実。「こんにちは赤ちゃん」と「スクスクのびの
び」の統合。紙面リニューアルに向け企画コンペ実施。

制度化に向けた検討
行政手続法の改正を受け、制度化手法を検討

市の政策・施策に対する市民の意識を調査する市民満
足度調査を実施し、事務事業の見直しや政策立案に役
立てる。 企画課

公園緑地課

情報推進課

広報課

情報共有ボックスの設置に向けた第一段階として、庁内情報シス
テムに「市長への手紙」専用の課メールを設定

市民の意見等のデータベース化を図るため、システムのあり方に
ついて関係課で協議

企画課
関係課

措置事項

パブリックコメント
の制度化

市民の意見を市政に反映させる仕組みの一つとして、
パブリックコメント(※５)の手続を制度化する。

概要等

市民参加による公園
の整備・管理

さまざまな行政課題に対して、市民が情報を共有し、
意見交換や情報交換ができるシステムの開発を進め、
市民と行政の情報共有化を図る。

市民と行政の情報の
共有化

計画段階から市民参加を求め、地域の特性を生かした
公園整備を行うとともに、管理についても地域のボラ
ンティア団体等による里親制度の導入を図る。

市民に親しまれ、市民が主役の広報紙とするため、市
民からの情報収集や広報モニターの設置など、市民参
加による広報紙づくりを進める。

地方分権時代に対応する市民との協働による行政を推
進するため、市民参加の仕組みづくりに向けた取り組
みを行う。

６－１　地域協働の推進

企画課

担当課

市民満足度調査の実
施

地方分権に対応した
市民参加施策の推進

市民参加による広報
紙づくり

自治基本条例検討委員の設立に向け委員を公募（応募が少数のた
め未設置）、自治基本条例の制定に向け講演会を開催（参加者42
名）

市民3,000人を対象にアンケート調査を実施(回収率42.1％)
市民3,000人を対象にアンケート調査を実施(回収率44.5％)

パブリックコメントの制度化手法を検討

パブリックコメントの制度化手法を検討
自治基本条例の制定に向け講演会を開催(51名参加)

パブリックコメントの制度化を検討

市民の意見等のデータベース化の検討

市民3,000人を対象にアンケート調査を実施(回収率43.6％)

パブリックコメントの制度化手法を検討
自治基本条例の制定に向けた検討を開始

「市民のひろば」コーナーを充実

「市民のひろば」「トピックスなりた」などの市民参加のページ
を充実

年度 進捗状況 取り組み内容

引き続き制度化手法を検討
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

37 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

38 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

39 H17 取組中

H18 実施・達成

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

40 H17 取組中
H18 取組中

H19 取組中

H20 取組中
H21 取組中

41 H17 取組中

H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

広報紙面リニューアルに向け企画コンペ実施。

市民の意見等のデータベース化の検討
「くらしの便利帳」の全戸配布準備　広報紙の作成やホームペー
ジへの掲載にあたり、市民が理解しやすいような表現や構成、説
明に努めた
「くらしの便利帳」の全戸配布、ホームページのリニューアル

「暮らしの便利帳」の全戸配布

市民の意見等のデータベース化の検討

ホームページのリニューアル

個人情報の保護に配慮しながら積極的に情報公開を推進。個人情
報保護の仕組みなどについて、広報紙等に掲載し啓発に努めた。
附属機関等の会議を公開するための要綱等の整備を検討

会議の積極的な公開に努めた。会議録等についても、行政資料室
で閲覧に供した。
会議の積極的な公開に努めた。会議録等についても、行政資料室
で閲覧に供した。

「附属機関等の会議の公開に関する要綱」を制定し、会議の開催
予定を市のホームページで公表

千葉テレビのデータ放送内の市町村情報でも会議の開催予定を公
表。H22から市ホームページで会議概要等を公開

市民の意見等のデータベース化を図るため、システムのあり方に
ついて関係課と協議

県内27市に対し、広聴制度についてアンケートを実施

従来の条例を見直し、「成田市情報公開条例」及び「成田市個人
情報保護条例」を制定

データベース化の検討

広報紙やホームページで運用状況を公表
個人情報保護の仕組みなどについて、ホームページに掲載し啓発
に努めた。
個人情報保護の仕組みなどについて、ホームページに掲載し啓発
に努めた。

引き続き啓発に努めた
引き続き啓発に努めた

会議公開制度の確立
審議会等の会議を公開する場合の対応方法や課題等を
検証し、会議公開制度の確立を図る。

情報公開の推進

総務課
関係課

広報紙やホームページなど多様なメディアを活用し、
個人情報の保護に配慮しながら積極的な情報公開を推
進する。

条例の啓発に努めた

関係課

市民支援課

総務課

市民から寄せられる意見や苦情、その処理内容につい
て、市民への公表に向けてデータベース化を図る。市民意見等のデータ

ベース化

行政情報の公表手法
の改善

行政手続条例の啓発に努めるとともに、運用の適正化
に努める。行政手続きの適正化

広報紙やホームページ等を通じ公表している各種行政
情報について、市民に理解しやすいものとなるよう手
法の改善を図る。

６－２　公正の確保と透明性の向上

関係課

年度 進捗状況 取り組み内容措置事項 概要等 担当課

引き続き啓発に努めた

審査基準、処分基準、標準処理期間等の全庁的な見直しを実施
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

42 H17 取組中
H18 実施・達成
H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

43 H17 取組中
H18 取組中

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

44 H17 実施・達成
H18 実施・達成
H19 実施・達成
H20 実施・達成
H21 実施・達成

45 H17 取組中
H18 取組中
H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

46 H17 取組中
H18 取組中
H19 取組中
H20 取組中

H21 実施・達成

47 H17 取組中

H18 取組中

H19 取組中

H20 取組中
H21 実施・達成

建設工事関係は、原則、制限付一般競争入札を電子入札で実施
建設工事、業務委託とも原則、制限付き一般競争入札を電子入札
で実施

平成18年10月から試行

情報ライブラリーを設置
情報ライブラリーを活用し、庁内情報の共有化を推進

情報ライブラリーを活用し、庁内情報の共有化を推進

コンビニ収納開始に向け納付書の書式をマルチペイメント対応に
準じた仕様に統一

引き続き関係団体と協議

引き続き導入を検討

eLTAXを導入し、平成22年1月から運用を開始した。
対象：給与支払報告書、法人市民税申告書

情報ライブラリーの機能を拡張

平成22年度から軽自動車税で導入を決定。システムを構築

eLTAXの導入を検討
説明会や研修会に参加。導入に向けて調整。

平成18年度の試行・導入を目指し検討

テスト環境の検証、問題点の把握及び先進市の運用状況調査を実
施。新たなテスト環境を稼働し、問題点の検証を進めた
説明会に出席し導入を検討

平成19年度の電子申請実施に向け関係団体と協議

電子決裁システム(テスト環境)を稼動、システムの検証を開始
テスト環境の検証、問題点の把握及び先進市の事例調査を行い本
稼働に向けた環境の整備を進めた。

「簡易申請システム」及び「携帯電話システム」の追加導入に向
けて準備

建設工事、業務委託とも原則、制限付き一般競争入札を電子入札
で実施

情報推進課
管財課

電子入札制度の導入
入札業務を電子化し、インターネットを用いて公告お
よび入札・開札、結果の公表まで行う電子入札を導入
し、公共事業の入札関連業務の効率化やコスト削減を
図る。

マルチペイメントの
導入

ＬＧＷＡＮの活用

個人が、コンピューターからインターネットやパソコ
ン通信を利用して地方税の申告書を提出できる電子申
告を導入し、納税者の負担軽減、収納率の向上、事務
の効率化を図る。

措置事項 担当課

電子決裁の推進

情報共有ボックスの
設置

地方税の電子申告の
導入

迅速な文書回付を行い、確実な決裁処理や文書類の
ペーパーレス化を実現する電子決裁システムを推進す
るため、文書管理事務の電子決裁化を進める。 総務課

情報推進課

マルチペイメント(※４)を導入し、納付者の利便性及
び収納率の向上、収納決済情報の早期入手、事務の効
率化を図る。 マルチペイメントネットワークへの参加準備

情報推進課
財政課
会計課
関係課

情報推進課
税務課

資産税課

22年度実施を目標とし、内外の状況調査、委託業務、関係各課の
対応について検討する
22年度導入に向け予算化。

システム開発中

庁内の情報共有を推進し、職員全体が等しく情報を共
有することによって、課題等に対する共通認識と解決
に向けた意識を持てるようにするため、庁内イントラ
システムに情報共有ボックスを設置する。

情報推進課
関係課

ＬＧＷＡＮ(※３)を活用し、住民生活に必要な行政情
報の提供、申請・届出等の手続きの電子化等、国と地
方公共団体を通じた一体化された行政サービスを提供
する電子自治体の構築を推進する。 情報推進課

概要等

29業務について、電子申請システムを利用したサービスの提供を
開始
29業務について、電子申請システムを利用したサービスの提供を
開始

システム開発中

６－３　電子自治体の推進

情報ライブラリーを活用し、庁内情報の共有化を推進

年度 進捗状況 取り組み内容
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成田市行政改革集中改革プラン措置項目別進捗状況
平成21年度末

48 H17 取組中
H18 取組中

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

49 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

50 H17 実施・達成

H18 実施・達成

H19 実施・達成

H20 実施・達成

H21 実施・達成

ホームページ研修(2日)　アクセス研修(2日)　パソコン活用研修
(1日) 合併職員研修(7日)

29業務について、電子申請システムを利用したサービスの提供を
開始
29業務について、電子申請システムを利用したサービスの提供を
継続中

平成19年度の実施に向けて関係団体と構築中

メール配信システムの導入、防災情報、公売案内の掲載
トップページデザインのリニューアル、サイト構造の見直し、新
着情報のトップページ掲載、動画配信の導入、拡大縮小可能な地
図や成田市案内図・都市計画図・下水道汚水雨水図・ハザード
マップの掲載

CMS(コンテントマネジメントシステム)の変更、トップページデ
ザインのリニューアル

情報セキュリティ研修(2日)　ホームページ研修(3日)　情報セ
キュリティ研修(eラーニング試行・11日間)

パソコン操作研修(2日)　パソコン研修(3日)　情報化講習会(6
日)

情報セキュリティ(2日)　ホームページ(2日)

H21.12からモバイル版サイトの発信

トップページデザインのリニューアル、サイト構造の見直し、バ
ナー広告の表示位置変更

電子申請(4日)　電子納品システム(1日)　情報セキュリティ(4
日)

29業務について、電子申請システムを利用したサービスの提供を
継続中

平成19年度の実施に向けて関係団体と協議

ホームページの充実
新たなシステムの導入やサイト構造の見直しを行うと
ともに、各課ページやコンテンツの充実を図り、利用
者の使い勝手を向上させる。

情報セキュリティ研修、各種操作研修を実施し、行政
事務の電子化に関する職員の意識・資質の向上を図
る。

申請や届出などの行政手続をインターネットを使って
実現できるようにする電子申請の導入に向けて、千葉
県電子自治体共同運営協議会に参加し、県内市町村と
共同開発に取り組む。

電子申請の導入

広報課

情報化研修の推進

情報推進課
関係課

情報推進課
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