
目黒区行革計画改定素案からの変更内容

第２章　行政運営の現状と課題

　１　行政組織と職員数

第３章　行財政改革の基本的考え方

　１　行財政改革の目的

改定素案（変更前） 決定（変更後）　※変更箇所を下線表示

【現状】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）
○　平成２５年４月１日現在の他区との比較では、職員１人当たりの人口が多い順で、本区
は１６位（１２７．８人）となっており、２３区平均値（１４６．７人）を下回っています。職種別の比
較では、事務系は平均（３２８．８人）を下回る１４位（２８６．７人）、福祉系は平成２３年度の
状況（２１位）から改善が見られたものの、２３区の中でも下位の１８位に位置しており、他区
と比較して職員数が依然として多い状況にあります。（図表２）
○　職員の年齢構成では、５０歳以上の職員構成が２３区平均と比較すると３ポイント以上上
回っており、他区に比べて職員の年齢構成が引き続いて高く、人件費の負担に大きな影響を
与えています。（図表３）

【課題】
○　多種多様化している行政需要は、組織横断的な対応が必要となっており、地方分権改
革のなか、基礎自治体としての役割も増加しており、これらの業務に従事するための職員の
確保が必要です。一方、限りある財源の中で、今後も安定的なサービスを提供していくため
には、平成１９年５月に策定した「中長期の定数管理の考え方」や、経常的経費の抑制の観
点から更なる職員数の削減を進めつつ、事務事業を最も効率的に執行できる組織編制とす
るための取り組みが必要です。

【現状】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）
○　平成２６年４月１日現在の他区との比較では、職員１人当たりの人口が多い順で、本区
は１６位（１３０．８人）となっており、２３区平均値（１４８．７人）を下回っています。職種別の比
較では、事務系は平均（３３２．９人）を下回る１４位（２９６．７人）、福祉系は平成２３年度の
状況（２１位）から改善が見られたものの、２３区の中でも下位の１９位に位置しており、他区
と比較して職員数が依然として多い状況にあります。（図表２）
○　職員の年齢構成では、５０歳以上の職員構成が２３区平均と比較すると３ポイント以上上
回っており、他区に比べて職員の年齢構成が引き続いて高く、人件費の負担に大きな影響を
与えています。また、３０歳未満の職員構成は他区と比べて低くなっています。（図表３）

【課題】
○　多種多様化している行政需要は、組織横断的な対応が必要となっており、地方分権改
革のなか、基礎自治体としての役割も増加しており、これらの業務に従事するための職員の
確保が必要です。一方、限りある財源の中で、今後も安定的なサービスを提供していくため
には、平成１９年５月に策定した「中長期の定数管理の考え方」や、経常的経費の抑制の観
点から更なる職員数の削減を進めつつ、組織活性化のため、職員の年齢構成のバランスも
考慮し、事務事業を最も効率的に執行できる組織編制とするための取り組みが必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）
　今後の区の財政状況は、歳入面では、引き続き、緩やかな景気回復基調にあるとの認識
のもと、特別区民税は一定程度の回復が見込まれ、社会保障財源である地方消費税交付
金は、消費税率引き上げに伴い増加する見通しである一方、特別区交付金は法人住民税の
一部国税化等による減の影響などのマイナス材料があり、全体としては一般財源の大幅な
増収は見込めない状況にあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）
　今後の区の財政状況は、歳入面では、引き続き、緩やかな景気回復基調にあるとの認識
のもと、特別区民税は一定程度の回復が見込まれ、社会保障財源である地方消費税交付
金は、消費税率引き上げに伴い増加する見通しである。一方で、消費税率引き上げの延期
により、２８年度以降の地方消費税交付金が、当初の見通しと比べて大幅に減額となり、特
別区交付金についても法人住民税の一部国税化に加え、法人実効税率引き下げに伴う減
影響などのマイナス材料があり、全体としては一般財源の大幅な増収は見込めない状況に
あります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

年齢別職員構成
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改定素案（変更前） 決定（変更後）　※変更箇所を下線表示

第３章　行財政改革の基本的考え方

　３　基本方針を実現するための基本的方向

第４章　行革計画の具体的取り組み

【基本的方向２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）
　国においても、平成２２年に「新しい公共」円卓会議を設置し、同年６月には「新しい公共」
宣言を行い、「公共」＝「官」という意識から、日本では「公共」が地域の中、民の中にあったこ
とを思い出し、「国民、市民団体や地域組織」「企業」「官」がそれぞれの役割をもって当事者
として参加し、協働するものとされています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

【基本的方向２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）
　国においても、平成２２年に「新しい公共」円卓会議を設置し、同年６月には「新しい公共」
宣言を行い、「公共」＝「官」という意識から、日本では「公共」が地域の中、民の中にあったこ
とを思い出し、「国民、市民団体や地域組織」「企業」「学」「官」がそれぞれの役割をもって当
事者として参加し、協働するものとされています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

－

項目名 証明書等のコンビニ交付の導入

　「個人番号カードの交付開始」が予定されている
平成28年1月を目標に、コンビニエンスストアに
設置されている端末機からの証明書等の交付を実施
し、区民の利便性の向上を図ります。

○平成28年1月導入を目
標に、検討及び実施準備

29年度見直し・改善の内容 27年度

○運用

区民生活部戸籍住民課

項目番号 1 3

担当部課名

○運用

28年度

－

見直し・改善の内容

項目名

27年度

項目番号 2 4

子ども教室事業の拡充

○各小学校・ＰＴＡ等に
働きかけ、実施団体の拡
充を図っていく

28年度

担当部課名 教育委員会事務局教職員・教育活動課

29年度

○各小学校・ＰＴＡ等に
働きかけ、実施団体の拡
充を図っていく

○各小学校・ＰＴＡ等に
働きかけ、実施団体の拡
充を図っていく

　地域の人材等を活用して、子どもたちに様々な体
験ができる機会を提供する子ども教室事業を実施す
る団体を順次拡充していきます。

－項目番号 2 7

○連携・協力の支援
○運営方法の検討

○連携・協力の支援
○検討結果に沿った見直
し

28年度

○連携・協力の支援
○運営方法の検討

　区内中小企業の従業員確保の観点から、福利厚生
事業を効果的に展開していくため、これまでの検討
結果を踏まえ、多様な活動主体との連携・協力の推
進など、一層の自立的・効率的な運営方法について
検討・協議していきます。

産業経済部産業経済・消費生活課担当部課名

見直し・改善の内容

項目名

29年度27年度

目黒区勤労者サービスセンターの運営方法の見直し

－

28年度

担当部課名

○運用

項目番号 1 3

区民生活部戸籍住民課

　「個人番号カードの交付開始」が予定されている
平成28年1月を目標に、コンビニエンスストアに設
置されている端末機からの証明書等の交付により、
区民の利便性の向上を図るとともに、交付事務の効
率化等に取り組んでいきます。

○平成28年1月導入を目標
に、検討及び実施準備

29年度見直し・改善の内容 27年度

○運用

項目名 証明書等のコンビニ交付の導入

－

○各小学校・地域・ＰＴＡ
等に働きかけ、実施団体の
拡充を図っていく

　地域の人材等を活用して、子どもたちに様々な体
験ができる機会を提供する子ども教室事業を実施す
る団体を順次拡充していきます。

○各小学校・地域・ＰＴＡ
等に働きかけ、実施団体の
拡充を図っていく

28年度

担当部課名 教育委員会事務局教職員・教育活動課

29年度

○各小学校・地域・ＰＴＡ
等に働きかけ、実施団体の
拡充を図っていく

見直し・改善の内容

項目名

27年度

項目番号 2 4

子ども教室事業の拡充

－

27年度

目黒区勤労者サービスセンターの運営方法等の見直し

29年度見直し・改善の内容

項目名 産業経済部産業経済・消費生活課担当部課名

○連携・協力の支援
○運営方法の検討

　区内中小企業の従業員確保の観点から、福利厚生
事業を効果的に展開していくため、これまでの検討
結果を踏まえ、多様な活動主体との連携・協力の推
進など、一層の自立的・効率的な運営方法について
検討・協議していきます。

28年度

○連携・協力の支援
○検討結果に沿った見直し

○連携・協力の支援
○運営方法の検討

項目番号 2 7
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改定素案（変更前） 決定（変更後）　※変更箇所を下線表示

－

担当部課名 環境清掃部環境保全課

9

エコライフめぐろ推進協会の運営方法の見直し

29年度

2

　エコライフめぐろ推進協会が、目黒区環境基本計
画に基づき、自主事業を整理・拡充していくための
支援を行います。
　また、これまでの検討結果を踏まえ、多様な活動
主体との連携・協力の推進など、一層の自立的・効
率的な運営方法について検討・協議していきます。

項目名

28年度27年度

○自主事業の拡充支援
○運営方法の検討

見直し・改善の内容

○自主事業の拡充支援
○検討結果に沿った見直
し

○自主事業の拡充支援
○運営方法の検討

項目番号

－

29年度

11.0

○2箇所程度

2.0

健康福祉部高齢福祉課

2.0 2.0

28年度

2.0職員削減予定数（常勤／再任用／非常勤） 7.0人

担当部課名

2.0

○2箇所程度

5

老人いこいの家の効率的運営

千円

○2箇所程度

27年度見直し・改善の内容

財源確保予定額

　単独施設はシルバー人材センター、併設施設は住
区住民会議への委託化を進めます。

項目名

項目番号 3

1.0 4.0

－項目番号

見直し・改善の内容 27年度

　区有資産の効果的活用方法について検討します。
　また、利用計画のない土地・施設については、費
用対効果を踏まえつつ、売却を含めた活用に取り組
みます。

（北軽井沢・菅平）
　売却に向けた検討
（平町エコプラザ・第四
中学校・旧六中南側）
　活用の検討

29年度

（北軽井沢・菅平）
　売却に向けた検討
（平町エコプラザ・第四
中学校・旧六中南側）
　活用の検討

区有資産の有効活用 担当部課名

（北軽井沢・菅平）
　売却に向けた検討
（平町エコプラザ・第四
中学校・旧六中南側）
　活用の検討

28年度

項目名 企画経営部政策企画課

4 1

－

○自主事業の拡充支援
○検討結果に沿った見直し

○自主事業の拡充支援
○事業内容の検討支援
○運営方法の検討

項目番号

見直し・改善の内容

　エコライフめぐろ推進協会が、目黒区環境基本計
画に基づき、自主事業を整理・拡充していくための
支援を行います。
　また、これまでの検討結果を踏まえ、多様な活動
主体との連携・協力の推進など、一層の自立的・効
率的な運営方法について検討・協議していきます。

項目名

28年度27年度

○自主事業の拡充支援
○事業内容の検討支援
○運営方法の検討

2

エコライフめぐろ推進協会の運営方法等の見直し

29年度

9

環境清掃部環境保全課担当部課名

－

1.0 0.0

財源確保予定額

　老人いこいの家については、原則として単独施設
はシルバー人材センター、併設施設は住区住民会議
への委託化を進め、効果的・効率的な運営を図りま
す。

項目名

項目番号 3

見直し・改善の内容

○2箇所程度

27年度

老人いこいの家の効率的運営

千円

○2箇所程度

5

2.0

担当部課名

2.0職員削減予定数（常勤／再任用／非常勤） 2.0人

○2箇所程度

2.0

健康福祉部高齢福祉課

2.0 2.0

28年度 29年度

4.0

－4 1

企画経営部政策企画課
総務部契約課・関係各課

28年度

項目名

（北軽井沢・菅平）
　売却に向けた検討
（平町エコプラザ・第四中
学校・旧六中南側）
　活用の検討

（北軽井沢・菅平）
　売却に向けた検討
（平町エコプラザ・第四中
学校・旧六中南側）
　活用の検討

区有資産の有効活用 担当部課名

29年度見直し・改善の内容 27年度

　区有資産の効果的活用方法について検討します。
　また、利用計画のない土地・施設については、費
用対効果を踏まえつつ、売却を含めた活用に取り組
みます。

（北軽井沢・菅平）
　売却に向けた検討
（平町エコプラザ・第四中
学校・旧六中南側）
　活用の検討

項目番号

－

項目名

27年度

国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金事務の委託化

2項目番号 3

　平成２８年１月に予定している「基幹系システム
のパッケージ化」を確実に行った上で、国民健康保
険の広域化（平成２９年度予定）を踏まえて委託化
の手法を検討します。

見直し・改善の内容

○基幹系システムに係る
パッケージシステムへの
全面切替え

区民生活部国保年金課

○番号制度及び国保制度
の広域化に対応した委託
化の手法を検討

28年度 29年度

○番号制度及び国保制度
の広域化に対応した委託
化の手法を検討

担当部課名

－

項目名

27年度

国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金事務の委託化

2項目番号 3

　平成２８年１月に予定している「基幹系システム
のパッケージ化」を確実に行った上で、国民健康保
険の広域化（平成３０年度予定）を踏まえて委託化
の手法を検討します。

見直し・改善の内容

○基幹系システムに係る
パッケージシステムへの
全面切替え

区民生活部国保年金課

○番号制度及び国保制度
の広域化に対応した委託
化の手法を検討

28年度 29年度

○番号制度及び国保制度
の広域化に対応した委託
化の手法を検討

担当部課名
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改定素案（変更前） 決定（変更後）　※変更箇所を下線表示

（新規項目）

－

○実施

担当部課名 企画経営部行革推進課行政評価制度を活用した効果的・効率的な事業執行の実施

見直し・改善の内容 27年度

4 2

28年度

○試行実施

29年度

項目名

　平成２３年度に実施した事務事業の見直しについ
て、行政評価の視点を活用した検証作業を２６年度
に実施しました。
　区民にとってのわかりやすさや職員負担などの課
題を整理し、制度の検証を行うとともに、総務省新
基準による公会計制度と連携した行政評価制度を実
施し、効果的かつ効率的な事業執行を図ります。

○事務事業見直し検証作
業の課題整理・制度の検
証
○総務省新基準による公
会計との連携活用方法の
検討

項目番号

－

○分析、評価及び活用方
法を検討、試行

担当部課名 企画経営部財政課

3項目番号 4

見直し・改善の内容 29年度

○財務諸表を活用した予
算編成を試行

28年度27年度

○総務省新基準を試行
し、複式簿記を作成

行財政基盤としての公会計整備

　財務諸表活用検討PT(仮)において連携活用方法
を検討します。
　また、財務諸表の作成を総務省新基準に移行しま
す。

項目名

－項目番号

　平成２３年度に実施した事務事業の見直しについ
て、行政評価の視点を活用した検証作業を２６年度
に実施しました。
　区民にとってのわかりやすさや職員負担などの課
題を整理し、制度の検証を行うとともに、総務省新
基準による公会計制度と連携した行政評価制度を実
施し、効果的かつ効率的な事業執行を図ります。

○事務事業見直し検証作業
の課題整理・制度の検証
○総務省新基準による公会
計との連携活用方法の検討

項目名

28年度

○総務省新基準による公会
計との連携活用方法の検討

29年度

4 3

○試行実施

担当部課名 企画経営部行革推進課行政評価制度を活用した効果的・効率的な事業執行の実施

見直し・改善の内容 27年度

－項目番号 4 2

項目名 新たな歳入確保策の継続的な取組 担当部課名
企画経営部行革推進課・政策企画課
総務部人事課・関係各課

見直し・改善の内容 27年度 28年度 29年度

　平成２４年度から実施した新たな歳入確保策の取
組については、人材育成の視点や職員等からの提案
のあり方も含め、これまでの検討状況や課題を整理
し、引き続き、財源の確保に向けた取組を実施しま
す。

○新たな歳入確保に向け
た取組の検討
○これまでに検討した歳入
確保策を含めた具体的取組
の実施

○具体的取組の継続 ○具体的取組の継続

－

○総務省新基準に基づ
き、複式簿記による財務諸
表作成を試行

担当部課名 企画経営部財政課

4項目番号 4

見直し・改善の内容 29年度

○総務省新基準による財
務諸表作成・公表
○分析、評価及び活用方
法を検討、実施

28年度27年度

○総務省新基準への移行
準備

行財政基盤としての公会計整備

　財務諸表活用検討PT(仮)において連携活用方法
を検討します。
　また、財務諸表の作成を総務省新基準に移行しま
す。

項目名

4


