
宇都宮市行政経営指針行動計画（平成２０～２２年度） 

平成２０年度実績 

 

１ 取組状況 

区  分 取 組 数 構 成 比

予定どおり進んでいるもの ８９取組 ８０．９％

取組が完了したもの ２１取組 １９．１％

目標を上回っているもの（成果） １取組 ０．９％ 
内
訳 

予定どおりに進んでいるもの（成果，進捗） ６７取組 ６０．９％

予定どおり進んでいないもの ２１取組 １９．１％

目標を下回っているもの（成果） ８取組 ７．３％

予定より遅れているもの（進捗） １２取組 １０．９％ 
内
訳 

行動計画から取り下げたもの １取組 ０．９％

合   計 １１０取組 １００．０％

・ 上表のとおり，行動計画に計上した１１０取組のうち，８９取組について，予定どおり

に取組が進められており，全体としておおむね順調な取組が進んだ。 

・ 予定どおりに進まなかった２１取組（下表参照）の多くは，「地域等との調整」や    

「社会経済環境の変化」など，外部要因の影響が比較的大きかったと考えられる。 

 

【参考】予定どおり進んでいない取組（２１取組） 

⑴ 成果が目標を下回っているもの（８取組） 

取 組 目標・実績・対応 

№６３－２ 

「税の収納率の向上」 

（税制課，納税課） 

【目標】 

市税収納率の持続的向上：前年度を上回る収納率の確保 

（１９年度：９３．７％） 

【実績】 

収納率：９３．５％（０．２ポイント減） 

【今後の対応方針】 

現年度課税分の徴収強化を図るため，「納税催告センター」の導入や

「コンビニ収納の税目拡大｣を実施するなど，今後とも効果的・効率的

な徴収に取り組んでいく。 

№６３－５ 

「介護保険料の収納率の

向上」 

（高齢福祉課） 

【目標】 

介護保険料収納率の向上：前年度を上回る収納率の確保 

（１９年度：９４．８％） 

【実績】 

 収納率：９４．４％（０．４ポイント減） 

【今後の対応方針】 

納付指導の更なる推進，適正な賦課徴収の実施，第４期介護保険料

の市民への周知，新たな収納方法の検討などに取り組んでいく。 

－１－ 



取 組 目標・実績・対応 

№６３－７ 

「保育費扶養者負担金 

収納率の向上」 

（保育課） 

【目標】 

保育費扶養者負担金収納率の向上：前年度を上回る収納率の確保 

（１９年度：現年度９７．７％，過年度１８．６％，合計９２．４％）

【実績】 

 収納率：現年度９６．７％，過年度２２．６％，合計９１．９％ 

（０．５ポイント減）

【今後の対応方針】 

・特に，現年度の収納率の向上を図るため，保育園の施設長による

現年度滞納者への納付指導，催告書による文書催告を強化する。 

・また，財産調査をさらに強化し，納付能力があるにもかかわらず，

再三の催告に応じない滞納者に対し，引き続き，財産差押等の強制

処分を実施するとともに，滞納の原因を分析し，コンビニ収納も

含めた効果的な収納対策について検討を行いながら，収納率の向上

を目指す。 

№６３－８ 

「母子寡婦福祉資金償還

率の向上」 

（子ども家庭課） 

【目標】 

母子寡婦福祉資金償還率の向上：前年度を上回る収納率の確保 

（１９年度：現年度８１．５％，過年度６．４％，合計３４．０％）

【実績】 

償還率：現年度８２．８％，過年度３．８％，合計３３．７％ 

（０．３ポイント減）

【今後の対応方針】 

これまでの取組をさらに徹底するとともに，電算システムの導入に

よる事務の効率化と専任の徴収嘱託員の配置により，償還率の向上を

目指す。 

№６３－９ 

「住宅使用料収納率の 

向上」 

（住宅課） 

【目標】 

住宅使用料収納率の向上：前年度を上回る収納率の確保 

（１９年度：６９．４％） 

【実績】 

収納率：６９．２％（０．２ポイント減）  

【今後の対応方針】 

住宅使用料の徴収のため専門組織(滞納整理グループ）を設置し，

新たな滞納者をつくらないために，現年度未納者に対する電話催告・

文書催告を早期に実施するともに，累積・高額滞納者に対するきめ

細かな納付相談を行うことにより，住宅使用料の収納未済額（滞納

繰越額）の圧縮と収納率の向上を図る。 

№６３－１０ 

「奨学金返還金の収納率

の向上」 

（教育企画課） 

【目標】 

奨学金返還金の収納率の向上：前年度を上回る収納率の確保 

（１９年度：８６．６％） 

【実績】 

収納率：８４．０％（２．６ポイント減） 

【今後の対応方針】 

・引き続き，滞納者への納付指導を強化するとともに，カラー催告や

連帯保証人からの徴収を実施し，収納率の向上に努めていく。 

・また，長期間滞納している者に対しては，支払い能力を有する者

から法的措置（支払督促申立）の実施を検討していく。 

－２－ 



取 組 目標・実績・対応 

№６５ 

「公共工事のコスト縮減

の推進」 

（検査室） 

 

【目標】 

平成２２年度 総合コスト▲１５％（１６年度比） 

【実績】 

  平成２０年度      ▲１．７％（１６年度比） 

【今後の対応方針】 

引き続き，工事コストの縮減に取り組むとともに，環境に配慮

した取組によるコスト縮減や，維持管理に重点をおいたライフサイ

クルコストの低減，電子納品による長期的コストの低減を一層推進

していく。 

№７７ 

「職員提案制度の充実・ 

強化」 

（教育企画課） 

【目標】実効性の高い提案件数を前年度より増加させる。 

（平成１９年度の推進月間中の提案件数８７０件） 

【実績】 

推進月間中の提案件数 ５２２件 

【今後の対応方針】 

改善・改革が不断に行われるよう，実施方法等の見直しを検討する。

 

⑵ 進捗が予定より遅れているもの（１２取組） 

取 組 目標・実績・対応 

№１０ 

「まちづくりに関する 

資源の調査・活用」 

（みんなでまちづくり課） 

【目標】 

活用可能な資源，情報の提供 

平成２０年度：調査実施 

２１年度：情報の提供 

【実績】 

 様々なまちづくり活動主体の活動情報等を一元化する仕組みについ

て検討した。 

【今後の対応方針】 

 各種情報の収集・発信については，まちづくり活動主体の活動基盤

整備の一つであり，現在，まちづくりに関する情報提供や活動支援

などを行う「（仮称）まちづくりセンター」の整備を検討していること

から，今後は，当該施設の業務として実施することを検討していく。 

№１５ 

「地域スポーツクラブ 

推進事業」 

（スポーツ振興課） 

【目標】 

平成２２年度までに１０地区に設立 

【実績】 

・２地区（横川地区，清原地区）で設立準備委員会の設置し，設立に

向けた準備を実施 

・３地区（豊郷地区，峰地区，五代若松原地区）で説明会を実施 

・友遊いずみクラブと地域スポーツクラブ育成アドバイザー業務委託

契約を締結 

【今後の対応方針】 

 引き続き，設立準備を進める地区に対し支援を行うとともに，地域

スポーツクラブ設立の動きがない地区に対しても，既存のクラブや

設立準備地区の活動状況を具体的に映像等で紹介しながら，積極的に

説明を行うなど，地域スポーツクラブの必要性等への理解の浸透を

図る。 

－３－ 



取 組 目標・実績・対応 

№１８ 
「宮っ子ステーション事
業の推進」 
（生涯学習課） 

【目標】 
「放課後子ども教室」と「子どもの家」事業の一体的実施 
（平成２０年度：６小学校区で実施） 

【実績】 
・各地域の状況を踏まえ，具体的な内容や手順を示しながら地域に

応じた事業立ち上げの協議・支援等を実施（３小学校区で実施） 
・３小学校区（今泉，富士見，御幸が原）で，次年度からの実施に

向けた調整を実施 
【今後の対応方針】 

各種団体等に対し，積極的に事業のＰＲを行うとともに協力を依頼
し，地域の実情に応じた働きかけを行いながら，全小学校区での早期
実施に向けて取り組んでいく。 

№２２ 
「高齢者地域活動実践塾
の設置」 
（高齢福祉課） 

【目標】 
平成２１年度末 設置数：１６地区  

のべ参加者数：１，９２０人 
【実績】 

平成２０年度末 設置数：８地区（新規設置：１地区） 
のべ参加者数：１,０６０人 

【今後の対応方針】 
「地域行政機関等への事業周知」，「設置希望者への地域情報，活動

ノウハウの提供」により設置を促進する。 

№２３ 
「ひとり暮らし高齢者等
の安心ネットワークの 
構築」 
（高齢福祉課） 

【目標】 
平成２２年度末の組織率：３９地区の単位自治会における組織率  

１００％ 
【実績】 

平成２０年度末の組織率：７９３自治会のうち４１４自治会 
（５２．２％） 

【今後の対応等】 
組織構築を担う地域包括支援センターへの継続的な働きかけに

より，早期の組織化を目指す。 
№２４ 
「健康づくり実践活動の
推進」 
（健康増進課） 

【目標】 
平成２１年度末 設置数：３９地区 

健康づくり活動回数：５００回 
参加者数：１３，０００人 

【実績】 
平成２０年度末 設置数：２４組織３０地区（新規２組織２地区） 

健康づくり活動回数：１，１１５回 
参加者数：２４，６５８人 

【今後の対応等】 
・組織化が進まない地域にターゲットを絞り養成講座を実施すると

ともに，組織化された地域についても，組織を活性化させ活動が
継続できるよう，引き続き推進員の養成に取り組む。 

・地域の健康づくり活動の支援策として，平成２１年度から，「ウォー
キングの推進」などに取り組む地区をモデル地区として指定し，
活動を支援する。 

№３６－８ 
「公園巡回点検業務の 
外部委託の推進」 
（公園緑地課） 

【目標】 
平成２０年度以降：検討 

２２年度：実施 
【実績】 

市内事業者との意見交換などを行い，委託の可能性について検討を
進めてきたが，人材確保や採算性などから，現在のところ，本業務を
受託できる市内事業者がなく，委託実施は困難である。 
【今後の対応等】 
 当面，直営による点検を行いながら，取組内容やスケジュールを
見直し，引き続き，委託の可能性について検討を進める。 

－４－ 



取 組 目標・実績・対応 

№３６－１４ 

「公立保育園の民営化・統

廃合」 

（保育課） 

【目標】 

保育園の整備方針・整備計画に基づき，民営化・統廃合を推進 

【実績】 

・大曽保育園：民営化（平成２０年４月～） 

・御幸が原保育園：事業者決定（平成２０年７月） 

・北保育園，不動前保育園：事業者の募集（平成２０年８月～） 

 ⇒応募事業者なし 

【今後の対応等】 

・御幸が原保育園，緑が丘保育園：民営化（平成２１年４月～） 

・みなみ保育園：事業者募集・選定（平成２１年４月～） 

・北保育園，不動前保育園：事業者募集条件等再検討，再募集 

№３７－４ 

「宇都宮城址公園の管理

及び土塁内空間活用整備

への民間活力の導入」 

（公園緑地課） 

【目標】 

平成２１年度 土塁内空間の整備完成，指定管理者制度の導入 

【実績】 

・施設整備に向けて，事業コンセプトを確定 

・効果的・効率的な整備を行うため，スケジュールを延期し，整備・

運営の水準や事業手法などについて，更なる検討を継続 

・先進事例の調査を実施 

【今後の対応等】 

当面，公園本体の利用・活用促進を図りながら，来園者のニーズ

調査などを実施し，整備・運営水準等について，関係各課と更なる

検討を継続する。 

№４２ 

「市単独手当の統廃合 

（児童福祉手当等）」 

（子ども家庭課） 

【目標】 

 平成２１年度 実施 

【実績】 

 ひとり親家庭の仕事や家庭などの生活実態を十分に把握する必要が

あることから，平成２１年２月に，ひとり親家庭を対象に実態調査を

実施し，データの集計を行った。 

【今後の対応等】 

 ひとり親家庭等に対する施策も含め，子育て，子育ちに関する施策

については，平成２２年３月策定予定の「（仮称）うつのみや子どもプ

ラン」において総合的に体系化していくこととしており，実態調査の

結果を踏まえながら，平成２１年度以降に見直しを行っていく。 

№４４ 

「申請・届出の電子化」 

（情報政策課） 

【目標】 

 汎用受付システムの構築 

【実績】 

電子自治体推進部会（県市町村情報化推進協議会内）における検討 

 平成２０年５月  申請届出のオンライン化について，共同利用に

よる導入に向けた検討を進める方針を確認 

      ９月  県内各市町へのアンケート調査を実施 

   ２１年１月  システム導入に向けた自治体間の情報交換や他

自治体の動向調査などを検討 

      ３月  今後の検討組織のあり方等について検討 

【今後の対応等】 

栃木県市町村情報化推進協議会において，共同利用による「汎用

受付システムの構築」について検討してきたが，県内市町共同による

導入が見込めなくなったことから，今後は各自治体による導入検討へ

と方針転換していく。 

－５－ 



取 組 目標・実績・対応 

№５９ 

「ネーミングライツ制度

の導入と推進」 

（行政経営課） 

【目標】 

 平成２０年度以降 導入 

【実績】 

・平成２０年７月～９月，大手企業を中心とした企業訪問を実施 

・企業アンケートの実施を検討 

・景気の悪化によりアンケート実施の中止，募集の延期を決定 

【今後の対応等】 

・景気の動向を注視し，平成２１年度以降アンケートの実施を検討

する。 

・アンケート結果を踏まえ，募集条件や募集時期等について再検討を

行う。 

 

⑶ 行動計画から取り下げた取組（１取組） 

取 組 対応等 

№８ 

「まちづくりに関する 

人材リストの作成」 

（みんなでまちづくり課，

生涯学習課） 

個人情報保護の意識の向上や情報の即時性の確保の難しさなどによ

り，新たなリストの作成は困難であると判断したことから，今後は，

市民活動サポートセンターが運用している，ＮＰＯ等活動団体の情報

をホームページで検索する既存の「マッチングシステム」の充実・

活用を図るとともに，現在設置の検討を進めている，まちづくりに

関する情報提供や活動支援のための「（仮称）まちづくりセンター」に

おける情報提供業務の一つとしても，検討していくこととした。 

 

 

２ 取組効果（実績，決算ベース） 

  平成２０年度の経費縮減（収入の増収）効果の合計 ▲１，９５５，３４６千円 

⑴ 行動計画の取組による経費の削減 

No. 取  組 金 額 （千円）

６－ ２ 学校版「もったいない運動」の推進 ▲３，５６８

３６－ ６ ごみ収集業務（南清掃センター）の外部委託の実施 ▲４４，１６０

３６－ ９ 浄水場運転管理業務等の外部委託の実施 ▲４８，６６６

３６－１０ 水再生センター運転管理業務等の外部委託の実施 ▲７６，９４８

３６－１２ 学校給食調理業務の外部委託の推進 ▲４７，６４４

３６－１４ 公立保育園の民営化・統廃合 ▲５０，０００

５５ 補助金の整理・合理化 ▲５１３，４１９

６６ 上下水道事業における財政構造改革の推進 ▲８２１，０００

合    計 ▲１，６０５，４０５

－６－ 



⑵ 行動計画の取組以外による経費の削減 

内部管理経費の削減，事務事業の見直しなど 

携帯電話基本使用料の見直し， 

広報紙送付方法の変更（メール便の活用）， 

競輪事業に係るテレビ広告の廃止      など 

▲２７６，６９１

 

⑶ 行動計画の取組による収入の増収 

No. 取  組 金 額 （千円） 

５８ 有料広告の掲載による財源の確保 １２，７９１

６２－ １ 未利用地の売払い ３３，９６０

６２－ ２ 上下水道局における未利用地の売払い ２６，４９９

合    計 ７３，２５０

 

－７－ 


