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第４次 那覇市経営改革アクションプラン実施結果について 

 

はじめに 

 

 本市では、貴重な経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を有効に活用しながら、将

来にわたり持続可能な行財政運営を行うため、那覇市経営改革推進計画により行財政改革に

取り組んできました。 

この那覇市経営改革推進計画は、経営改革の基本理念や方針を定めた「那覇市経営改革大

綱」と、その具体的な行動計画を示した「那覇市経営改革アクションプラン」の 2 部構成と

し、一体的・総合的に取り組むものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営改革大綱では、基本理念実現のための 3 つの方針と、それぞれの目標ごとに指針を設

定しています。 

方針 目標 指針

組織・人事の改革 職員定数の適正管理 H30年4月時点の職員数を2,300人程度とする。

財政の健全化 自立した財政の確立 経常収支比率90％以内、実質交際費比率14％以内（H29年度決算）

公共サービスの改革 市民満足度の維持・向上 市民満足度調査の行政サービス全般についての満足度を毎回高める。
 

さらに、各方針の具体的な枠組みとして、那覇市経営改革アクションプランにより１３の

戦略を設定し、その戦略のもとに組織目標を掲げ個別かつ具体的に実施しています。（次頁参照） 

このたび、第４次那覇市経営改革アクションプラン（以下、「第４次アクションプラン」と

いう。）は、平成２６年度から平成 2９年度までの取り組み期間を終えたことから、実施結果

について取りまとめました。 

なお、観光業を中心とする県経済の拡大、雇用状況の改善、沖縄振興特別推進交付金活用

事業の進捗、第 5次総合計画の策定など、第４次アクションプラン策定当時から状況は大き

く変化しました。第 5 次総合計画策定に伴い、より総合的な行政経営システム構築に向け、

那覇市経営改革推進計画を見直し、平成 30年度からは、組織目標を第 5次総合計画の各施

策に紐付けた新管理システムにおいて一元的に運用・進捗管理を行うことしました。そのた

め、経営改革アクションプランとしては、今回が最後の報告となります。 

 

  経営改革の全般にわたる

基本構想を定めたもの 

  経営改革の具体的な取り

組みを示す行動計画 

那覇市経営改革大綱 

（改訂版） 

 

第 4 次那覇市経営改革 

アクションプラン 

 

那覇市経営改革推進計画の体系 

経営改革の全般にわたる 

基本理念を定めたもの 
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１ 第４次アクションプラン総括 
 

第４次アクションプランの取り組み結果は、経営改革大綱における３つの目標のうち、目

標Ⅰ「職員定数の適正管理」と、目標Ⅱ「自立した財政の確立」を達成しています。 

目標Ⅰ「職員定数の適正管理」については、平成 30 年 4 月時点の定員数 2,336 人、期

間内で 4 人の増員となっていますが、目標値 2,300 人を概ね達成しています。 

目標Ⅱ「自立した財政の確立」については、平成29年度決算において経常収支比率88.9％

（目標値 90％以内）、実質公債費比率 12.2％（目標値１４％以内）と、いずれも目標を達

成しています。 

目標Ⅲ「市民満足度の維持向上」については、平成 28 年度市民意識調査結果での満足度

が 39.6％と、対平成 2４年度調査結果からマイナス 1.9 ポイントとなり、目標値を下回り

ました。 
 

次に、第４次アクションプランの組織目標では、取り組み期間中に設定した目標数 131

本のうち 10４本を達成し「達成度は 79％」となっています。 

個別戦略では、「職員定数の適正管理と多様な人材の活用」や「アウトソーシングの推進」、

「歳入の確保」のほか、「地域や市民との協働の推進」等により、効率的で効果的な行財政運

営及び公共サービスの充実を図りました。 
 

この取り組み期間における主な財政効果額としては、市税収納率の向上などの歳入の確保、

アウトソーシングの推進などにより、概算で 56 億 4,100 万円となっています。 

 
 

 方針・戦略の体系図 

 

Ⅲ公共サービスの改革 

1 地域や市民との協働の推進 

2 行政運営の透明化 

 3 公共サービスの向上 

各課 AP 

組織目標 

 

Ⅱ財政の健全化 

1 事務事業の見直し 

2 アウトソーシングの推進 

3 財政運営の健全化 

 4 歳入の確保 

 5 資産管理の適正化 

6 扶助費等の適正化 

 

Ⅰ組織・人事の改革 
2 内部プロセスの改革 

3職員定数の適正管理と多様な人材の活用 

 4 人材育成 

1 組織の見直し 

 

方針 戦略 

H26～H29 

（131本） 
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１-１ 経営改革大綱指標の達成状況 

 

【方針】 組織・人事の改革 
 

Ⅰ 目標「職員定数の適正管理」 

 指標 平成 30 年 4 月時点で市職員数を 2,300 人程度とする。 

 取り組み結果 平成30年4月時点の職員数2,336人。概ね目標を達成している。 

   

 

【方針】 財政の健全化 

Ⅱ 目標「自立した財政の確立」 

 指標 平成 29 年度決算時には経常収支比率※1を 90％以内に、実質公債費比率※2  

を 14.0％以内に抑制する。 

 取り組み結果 経常収支比率 88.9％ 、実質公債費比率 12.2％と目標を達成して

います。 
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経常収支比率は、比率が低いほど財政構造の弾力性が大きいとされており、平成 29 年度

決算では 88.9％となっています。本市の経常収支比率は、中核市平均値よりも低く推移し

ていますが、今後は一括交付金の終了に伴う経常的経費の増や、大型の普通建設事業（市立

病院等）に係る公債費の増、高齢化による社会保障費の増により、財政構造の硬直化は進行

する可能性が高いと考えられます。 
 

実質公債費比率については、平成 29年度決算で 12.2％となっています。財源となる市

税や地方消費税交付金の増などから、平成 25年度決算と比較すると 1.7 ポイント好転して

います。 過去 5 年間の数値は目標の 14％を下回ることができたものの、中核市平均値と比

べると依然として高い比率で推移しています。 
 

 ※1経常収支比率：市税・地方交付税などの経常的な一般財源収入が、人件費、扶助費、公債

費などの経常的に支出される経費にどれだけ充てられるかを示した指標。 

（100％に近いほど財政にゆとりがない。）  

※2実質公債費比率：普通会計の支出のうち、義務的経費である公債費や公債費に準じた経費 

を、その団体の標準財政規模を基本とした額で除したものの 3 年間の平均値。 

 

 

【方針】 公共サービスの改革 

Ⅲ 目標「市民満足度の維持・向上」 

 指標 行政サービス全般についての満足度について、満足度（満足・やや満足）の 

割合を毎回高める。 

※平成 24 年度「那覇市民意識調査」結果の数値改善を目安にします。 

は 2 年毎に実施します） 

 取り組み結果 平成 28年度市民意識調査結果 39.6％で目標を下回っています。 
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市民意識調査結果について、行政サービス全般についての満足度（満足・やや満足）は、

平成 24 年度で 41.5％、平成２6年度は 44.1％、平成 28年度は 39.6％と、基準年度で

ある平成２4 年度と比較すると 1.9 ポイント減少しています。 

 平成 28 年度市民意識調査報告書によると、行政サービスに対する満足度は高齢者におい

て高くなっているものの、中間世代においては不満度が高く、また 20 代においては「わか

らない」と回答した割合が、約５割を占める結果が報告されています。 

今後は、若年世代から中間世代の行政ニーズの把握と若年世代へ向けた行政サービスの認

識度を高めることが、更なる市民満足度の向上に繋がると考えられます。 

 

 

 

１-２ 第４次アクションプランの組織目標設定と達成度 
 

（１）年度組織目標の設定 

第４次アクションプランでは、「第３次経営改革アクションプラン」の戦略を継承し、

活動内容の見直しや、新たな目標の設定を行っています。 
 

第４次アクションプラン初年度である平成 26 年度の目標数は 106 本、以後、年度ご

とに追加、検証、見直しを行い、組織目標として設定してきました。 

各年度の目標数と新規・継続・完了の内訳は次のとおりです。（図 4） 

完了となった組織目標は、全体で 41 本となっていますが、この中には他課への移管に

よる完了（目標は引き継がれる）等も含まれているため、集約すると完了本数は 33 本と

なりました。（巻末資料 1 年度目標完了一覧を参照） 

 

 

106 
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第４次アクションプラン達成度（平成 26 年度－平成 29 年度） 

 

（２）アクションプラン達成度 

 

  年度の事業ごとに、所管課において実施結果の達成度を「達成」、「未達成」として評価

し、「達成状況、未達成原因及び改善策」について確認を行い、年度の判定を行います。 

 

第４次アクションプラン達成度の評価にあたり、取り組み期間中「継続して取り組んだ

目標」を集約しています。これにより推進期間年度の個別目標（重複含む）が、412 本か

ら 131 本へ集約されています。  

また、推進期間最終年度の達成状況を踏まえ、最終的な達成度として評価しています。 

この結果、達成本数は 10４本、未達成本数 2７本、達成度は 79％となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標本数   131 本 

達成本数   10４本 

未達成数   27 本 

達成度  79％ 



7 

 

1-３ 方針・戦略別達成状況と主な財政効果（概算） 
 

方針・戦略別達成状況については、次のとおりです。  

 

 

方針Ⅰ組織・人事の改革では、「組織の見直し」「内部プロセスの改革」等の戦略で、15

本中、13 本の目標を達成しています。 

同方針の「職員定数の適正管理と多様な人材の活用」戦略で、取り組み期間 4 年間の結果

は、（表１）のとおりとなっています。 

なお、人件費（職員定数）の削減効果額は翌年度以降の予算に反映されるため、平成 30

年度の予算に反映される額で算出しています。 

また、取り組み期間中における指定管理者制度の導入や外部委託によるアウトソーシング

の推進を理由とした減員数は 3２人で、効果額は約 2 億 1,000 万円となっています。（表２）  

 

表１ 「職員定数の適正管理と多様な人材の活用」における職員数及び財政効果 

                                        (単位：人、千円) 

  H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

職員数 2,332 2,339 2,352 2,333 2,336 

単年度増減数 ― 7 13 ▲19 3 

累積増減数 ― 7 20 1 4 

単年度効果額 ― ▲46,403 ▲84,981 126,027 ▲20,199 

累積効果額 ― ▲46,406 ▲131,387 ▲5,357 ▲25,556 

※年度の職員数は 4 月 1 日時点 ※年度効果額は単年度増減数×各年度職員平均給与額  
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表２ 「職員定数の適正管理と多様な人材の活用」における職員数及び財政効果 

（アウトソーシングの推進による人件費分 抜粋）        (単位：人、千円) 

  H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

アウトソーシング推進に

よる単年度減員数 ▲15 ▲3 ▲10 ▲4 0 

単年度効果額 98,385 19,887 65,370 26,532 0 

累積効果額 98,385 118,272 183,642 210,174 210,174 

 

次に、方針Ⅱ 財政の健全化については「事務事業等の見直し」「アウトソーシングの推進」

等の戦略で、68 本中、54 本の目標を達成しています。 

同方針では、「アウトソーシングの推進」が、13 本中 9 本達成で、主な事業として児童館

及び公民館への指定管理者制度導入、上下水道局料金サービス課包括業務や道路清掃・道路

施設修繕等業務の外部委託が挙げられます。 

（巻末資料２ 推進期間におけるアウトソーシング導入一覧を参照）  

アウトソーシングを推進した結果、指定管理者制度導入で４件、外部委託への移行で 2 件

を実施し、合わせて約 6,300 万円の財政効果となっています。（表３） 

 

表３ アウトソーシングの推進による財政効果               (単位：千円) 

項  目 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 累計 

アウトソーシングの推進  

 (外部委託/指定管理者導入) 
6,269 9,631 21,103 26,495 63,498 

 

また、同方針における戦略「歳入の確保」で、22 本中 17 本を達成し、アクションプラ

ン目標全体に占める割合は 13％となっています。その財政効果としては、約 58 億 1,300

万円となっています。（表４） 

主な事業として市税収納率の向上が挙げられます。納税催告センターとの連携による初期

滞納者対策や、滞納額に応じた組織的な取組みに加え、ネット公売の実施なども収納率向上

の要因となっています。 

市有地の売却については、市有地賃借人に対し、賃借権の承継のタイミング等で積極的に

購入を案内するなどにより、歳入の確保を図っています。 

同方針、「資産管理の適正化」戦略では、ファシリティマネジメント方針の推進等により、

12本中11本を達成し、アクションプラン目標全体に占める割合は8.4％となっています。 

この「アウトソーシングの推進」「歳入の確保」「資産管理の適正化」戦略で、第 4 次アク

ションプラン目標達成度の 36％を占める結果となっています。 
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表４ 「歳入の確保」における主な財政効果                                 (単位：千円) 

 
項  目 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 累計 

歳 
 

入 
 

の 
 

確 
 

保 

市税収納率の向上 552,998 853,680 1,090,587 1,246,768 3,744,033 

市有地の売却（普通財産、

石嶺市営住宅活用用地） 
89,850 439,501 856,895 331,469 1,717,715 

未収金対策（公設市場使

用料、保育料など） 
48,456 65,094 84,810 99,890 298,250 

有料広告事業の安定運用 6,222 5,556 6,048 6,750 24,576 

滞納家賃の徴収強化 1,551 2,642 4,834 6,652 15,679 

一般廃棄物処分手数料の

適正化（粗大ごみ処理券） 
- - 5,735 7,024 12,759 

 
合 計 699,077 1,366,473 2,048,909 1,698,553 5,813,012 

 

 

 

第４次アクションプランの財政効果の算出は、①「職員定数の適正管理と多様な人材の活

用」による効果（表１）＋ ③「アウトソーシングの推進による財政効果」（表３）＋ ④「歳

入の確保」（表４）－ ②「アウトソーシングの推進による人件費」（表２）となり、効果額の

概算は 5６億 4,100 万円 となっています。 

 

※①の効果額には ③の「アウトソ―シングの推進による財政効果」のうち、人件費相当分も

含まれているため、②の「アウトソーシングの推進による人件費」分を差し引く。 
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次に、方針Ⅲ 公共サービスの改革では、3７本の目標を達成しています。  

戦略別では、「地域や市民との協働の推進」で 1５本、「行政運営の透明化」で 2 本、「公

共サービスの向上」で 20 本を達成し、組織目標では、「認知症サポーター認証者の増加」や

「建設工事の制限付一般競争入札の拡大」、「さわやか窓口対応市民満足度の向上」等が挙げ

られます。 

一方、「消費者教育の推進と関係機関との連携強化」、「民生委員・児童委員の定数確保」な

ど、11 本について未達成となっています。 

  

公共サービスの向上においては、市民一人ひとりがまちづくりの主役となり、協働による

まちづくりをさらに深化させていくという考えのもと、自助、近助、共助、公助の役割を確

認し、行政は市民との信頼をさらに深め、時代とともに多様化・複雑化していく市民ニーズ

に対応し、良質な公共サービスの提供に繋げていきます。 

 

 

 

１-４ 部局別達成状況 
 

各部局の達成状況については、次のとおりとなっています。なお、部局内訳となる課ごと

のアクションプラン取り組み結果については、巻末資料３ 課別目標と実施結果一覧を参照。 
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１-５ 未達成目標について 
 

未達成数は２７本、未達成率は 21％となっています。 

 ≪方針・戦略別≫ 

Ⅰ組織・人事の改革・・・・ 2 本 

Ⅱ財政の健全化・・・・・・14 本 

Ⅲ公共サービスの改革・・・11 本 

 ≪各年度別未達成状況≫ 

要因別でみると、「計画通りに実施したが、目標達成にあと一歩届かなかった」や「他

事業を優先的に処理しなければならなかった」など、内部要因が最も多く、次に外部

要因「市民・国・県・法人等との調整が難航した」、「期待される効果が得られないこ

とが判明し、計画の変更や中止を決定した」などとなっています。 

 

 

【未達成目標一覧】   

方針 戦略 目標名称

職員定数の適正管理と
多様な人材の活用

用地補償業務の効率化

組織の見直し 機能別消防団の発足について

介護認定調査外部委託推進

乳児健診（前期）の外部委託

乳児健診（後期）の外部委託

妊産婦・新生児訪問指導事業の外部委託

中期財政計画の策定

地方独立行政法人那覇市立病院の健全化

市有地賃料高額滞納の解消

土地に係る課税客体の掘り起こしと適正課税の実施

第１号被保険者保険料の未収金対策

幼稚園保育料の収納率向上対策

石嶺市営住宅活用用地の売却

資産管理の適正化 モノレールインフラ部修繕事業

リハビリ特化型ふれあいディサービスの推進

返還金徴収の実施

沖縄戦後70周年記念事業の実施

動物サポートセンター（仮称）の整備

民生委員・児童委員の定数確保

身体障害者手帳の安定的な交付

新保健センター複合施設の建設

「那覇市子ども・子育て支援事業計画」の策定と実施

設計競技等を活用して、より良い建築物を生み出す

図書館運営における各種指標の目標値達成

図書館サービスの充実と利用者アンケートによる満足度を高める

那覇市災害弱者緊急通報支援制度

地域や市民との協働の推進 消費者教育の推進と関係機関との連携強化

Ⅲ公共サー
ビスの改革

公共ｻｰﾋﾞｽの向上

Ⅰ組織・人事
の改革

Ⅱ財政の健
全化

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞの推進

財政運営の健全化

歳入の確保

扶助費等の適正化
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２ ファシリティマネジメントの推進 

  公共施設の更新問題は、本市の今後の行財政運営に大きな影響を及ぼす課題であること

から、重点的に取り組むべき項目のひとつとなっています。 

 

平成 27 年 3 月に策定された「那覇市ファシリティマネジメント推進方針」では、「施設

総量の縮減」「長寿命化の推進」「維持管理費の適性化と歳入の確保」の３つの方針を掲げて

います。この方針のうち「施設総量の縮減」については、平成 28 年度より基本システム改

革部会（那覇市経営改革本部会議内の分野部会）による面積監視、いわゆるファシマネ審査を実

施し、平成 28・29 年度は 19 件の施設整備を審査しました。 

ファシマネ審査の運用により、施設所管課における構想にも抑制が働くようになり、８件

が既存の面積より縮小されて構想され、その合計は対既存面積で 5,056 ㎡の縮減となって

います。また、審査で面積が縮減された案件も 3 件あるなど、ファシマネ審査による面積抑

制の効果が認められます。 

一方で、新規整備や既存面積よりも増床することが認められた施設もあり、審査した 19

件の総計では 29.9%（14,850 ㎡）の増加となっています。 

これからもわかるように、施設面積は拡大圧力を伴いがちなため、面積抑制にたったファ

シマネ審査を緩めると施設総量の縮減の達成は厳しいものとなることから、ファシマネ審査

にあたっては、増加する施設・縮小する施設の総計がマイナスとなることを目標として、引

き続き審査にあたることが重要となります。 

表５ 床面積縮減進捗状況 

NO 施設名 既/新 ① 既存面積 ② 構想面積
③ 審査後

面積
③ - ①

既存面積より縮

小されて構想

1 緑ヶ丘公園内集会所 既存 567㎡ 367㎡ 250㎡ -317㎡ -200㎡

2
那覇市複合施設建設事業（と

もかぜ会館・保健センター）
新規 0㎡ 2500㎡ 2500㎡ 2500㎡

3
石嶺小学校校舎、屋体及び幼

稚園舎、地域連携施設
既存 8788㎡ 9880㎡ 9880㎡ 1092㎡

4 牧志公設市場 既存 4319㎡ 3861㎡ 3861㎡ -458㎡ -458㎡

5
なは産業支援センター機能強

化事業(駐車場整備)
既存 915㎡ 1819㎡ 1819㎡ 904㎡

6
天妃小学校校舎、屋体及び幼

稚園舎等
既存 7907㎡ 7882㎡ 7882㎡ -25㎡ -25㎡

7 神原中学校校舎 既存 2168㎡ 1522㎡ 1522㎡ -646㎡ -646㎡

8 那覇中学校プール 既存 485㎡ 485㎡ 485㎡ 0㎡

9
安岡中学校屋体、プール及び

武道場
既存 1258㎡ 1886㎡ 1886㎡ 628㎡

10 垣花小学校屋体及びプール 既存 2045㎡ 1004㎡ 1004㎡ -1041㎡ -1041㎡

11 若狭小学校校舎及び屋体等 既存 6292㎡ 6655㎡ 6655㎡ 363㎡

12 神原小学校屋体及びプール等 既存 2493㎡ 1615㎡ 1615㎡ -878㎡ -878㎡

13 新文化芸術発信拠点施設 新規 0㎡ 13500㎡ 13500㎡ 13500㎡

14
開南小学校屋体、プール及び

給食調理場
既存 1717㎡ 1926㎡ 1926㎡ 209㎡

15
与儀小学校校舎及び屋体、並

びに地域連携施設
既存 4205㎡ 3196㎡ 3196㎡ -1009㎡ -1009㎡

16
識名小学校校舎、屋体及び

プール
既存 4610㎡ 3811㎡ 3811㎡ -799㎡ -799㎡

17 宇栄原小学校屋体 既存 1164㎡ 1215㎡ 1215㎡ 51㎡

18 小禄庁舎（小禄支所部分） 既存 666㎡ 934㎡ 930㎡ 264㎡

19
小禄庁舎（小禄南消防出張所

部分）
新規 0㎡ 700㎡ 512㎡ 512㎡

49599㎡ 64758㎡ 64449㎡ 14850㎡ -5056㎡合計
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３ 今後の経営改革について 

 

 第 4 次アクションプラン推進後、本市を取り巻く環境は大きく変化しています。 

沖縄振興特別推進交付金活用による新文化芸術発信拠点施設整備事業など大型事業の進捗、

老朽化した小中学校の改築工事や耐震化補強工事の継続実施などのほか、推進期間後となる

平成 30 年度の第 5 次総合計画の策定、平成 31 年度の全幼稚園の認定こども園への移行、

平成 32 年度からの会計年度職員制度の導入などが挙げられます。 

 一方、経済動向においても、観光業など県経済の好調が続き、雇用状況も改善したものの、

ほぼ全業種で人手不足が生じていること、ＡＩやＲＰＡなど新しい技術の民間業務や公務へ

の導入が始まったことなど、第4次アクションプラン策定時から状況は一変したといえます。  

 第 4 次アクションプランでは、「組織・人事の改革」、「財政の健全化」、「公共サービスの

改革」の方針のもと、個別具体的な 131 の目標を掲げ、達成度 79％と、概ね目標を達成し

ました。 

 しかし、経済の好調から税収は伸びるものの、対応する地方交付税は、減額傾向にありま

す。 

 一方で小中学校や市営住宅の改築工事等の大型公共工事、社会保障費の増加など財政需要

は、今後も増加する見込みで、より一層の経営改革が求められています。 

 また、人手不足から保育所や認定こども園、その他業務での専門職の採用難、会計年度職

員制度の導入など従来の職員定数削減で対応していくことが困難な状況も生じており、保育

士等専門職の潜在的資格者の掘り起こしや、ＡＩ・ＲＰＡ導入による業務のさらなる効率化

などが必要となってきています。 

 そのため、今後は、先にあげた状況変化、特に第 5 次総合計画の策定、同基本計画の実施

に伴い、那覇市経営改革大綱は平成 29 年度で廃止し、行財政改革や組織目標など、行政評

価や事業進捗管理に関わるシステム群を見直し、組織目標を本市の最上位計画である総合計

画と紐付けた新管理システムへ再構築を行い、一元的に運用・進捗管理を行うことで、行政

運営の一層の効率化、質の高い行政サービスの提供を図っていくこととします。 
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組織目標 達成水準 手段方法 達成状況又は未達成原因及び改善策 課名

1 H26
指定管理者モニタリング基
本方針の策定

統一的評価に基づく指定管理者モニタリング基本方
針を策定する。
　・統一的なモニタリング評価の策定
　・指定管理者モニタリング要綱の策定
　・指定管理者モニタリング基本方針の策定

関係課長会議で調整を行ない、経営改革本部会議
で承認を得る

（取組成果）
指定管理者モニタリング関係規程を平成26年8月15日から施行している。これまで、
指定管理者のモニタリングについては、各所管課ごとに行われていたが、モニタリン
グ項目、実施方法、評価、スケジュール等を定めたことにより、適切なサービスの提
供、安定的なサービスの提供、継続的なサービスの提供等が行われているのか確認
することができるようになる。

行政経営課

2 H26
第3次那覇市経営改革アク
ションプランの総括

平成26年度中に第3次那覇市経営改革アクションプラ
ンを総括し、それを公式ホームページ、全庁掲示版に
掲載する。

・各部署へ第3次のアクションプラン活動結果を照会
する。
　（報告用様式の作成。財政効果額を計れる目標に
ついては算出方法を定義。）
・各部署からの報告書を基に、第3次那覇市経営改革
アクションプラン総括報告書（仮称）を作成。
・経営改革本部会議へ報告。

（取組成果）
AP総括内容として、①那覇市経営改革大綱の3つの目標を達成（職員定数の適正
化、自立した財政の確立、市民満足度の維持向上）
②財政効果（概算）　54億2600万円　③AP目標99/121本を達成（達成率81.8％）す
るなど、一定の行財政効果が得られた。
今後も限りある経営資源の活用について、コスト意識を持ち、新たな時代に向き合う
「確かな力」を養い、質の高い行政サービスに向けて第4次ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに繋げ、継続
的に取組んでいく。

行政経営課

3 H26
まちづくり拠点施設整備(現
新都心銘苅庁舎）

まちづくり拠点施設の完成、及び施設の設置目的を
効率的に実現する為、指定管理を含めた施設運用に
関する手法をまとめる作業を進め完了します。

関連部署との協力により完成を目指す。
（取組成果）
まちづくり拠点施設整備について、平成26年6月に工事契約、関係課と調整を図りな
がら工事を進捗、平成27年2月末にはリニューアル（建築、電気、機械）工事を終え、
3月に開所式を行った。

まちづくり
協働推進課

4 H26
沖縄振興特別交付金を活
用し製作及び購入した資料
の公開

歴史博物館で製作した資料を常設展及び企画展の
展示資料として活用する。
壺屋焼物博物館で購入した資料の特別展を開催す
る。

特別展、常設展及び企画展の開催

（取組成果）
①平成26年5月20日の市制記念日に合わせて那覇市役所本庁舎１階ロビーで、国
宝尚家資料「王冠」複製、国宝尚家資料「金簪」複製、「昭和の那覇」復元模型、「那
覇の屏風」複製２点を展示セレモニーを行い関心を集めた。5月20日の入館者142
人。（通常1日の入館者平均50人）
②壺屋焼物博物館では、特別展期間中（平成26年11月1日～12月21日）11,222人の
入館者があった。（平成25年度の入館者数14,575人）

文化財課

5 H26 墓地行政の推進
一元化に向けた関係各課の進捗状況及び今後の方
向性の確認

関係各課との調整（管財課、区画整理課、公園管理
課等）

（取組成果）
墓地行政の推進については、組織の一元化計画に基づき、平成23年度に環境保全
課に墓地行政推進Gが設置され、公園管理室から識名霊園の南納骨堂及び墓地区
画の維持管理業務を引き継ぎ、花とみどり課からは北納骨堂の建替え事業の移管を
受け、合葬室を備えた市民共同墓を整備した。又、平成24年度には沖縄県から墓地
等の経営許可等に関する業務の権限移譲を受けるなど墓地行政の推進に取り組ん
できた。なお、管財課所管の石嶺、鳥堀、新川に所在する墓地については、移管前
の整理や事務処理等を今後２年かけて実施していくと一元化に向けた今後の方向性
を確認しており、ほぼ計画どおりの成果があったものと評価した。

境保全課

6 H26
ホームレスの自立支援の強
化

ホームレスの自立支援を実施し、地域の安心・安全な
まちづくりを推進する。
○達成水準　確認されるホームレスの数

週３回市内各地を定期的に巡回を行い、声かけしな
がらホームレスの方の健康状態のチェックや食料の提
供を行う。その際、抱えている不安や困っていることな
どの聞き取りを実施し、必要な支援を行う。自立を希
望するホームレスの方には、緊急一時宿泊所を案内
し、寝所や食事の提供を行うと共に自立するための見
立てを一緒に行い、その内容に応じて関係機関と連
携して就労支援や生活自立支援、住居確保支援等
の必要な支援を行う。

（年度評価）
確認されたホームレスは、２月の報告会時点で４２名
（取組成果）
平成２７年４月１日から生活困窮者自立支援法が施行された。ホームレスは生活困窮
者に含まれ、当該法令の生活困窮者自立相談支援事業による支援対象者の一部と
位置づけられた。したがって単体としてのホームレス支援事業は、平成２６年度限りで
終了となる。なお、平成２７年度から、ホームレスの支援が含まれる生活困窮者自立
相談支援事業の推進を新たにＡＰ組織目標として設定する。

保護管理課

【資料１】年度目標完了一覧

1



組織目標 達成水準 手段方法 達成状況又は未達成原因及び改善策 課名

【資料１】年度目標完了一覧

7 H26
特定保健指導外部委託推
進

平成26年度は、県医師会との調整を図り、当該県医
師会が開発した保健指導支援システムを用いての保
健指導受託数増の可能性を見極める。

・県医師会との集合契約を見据えての調整。

（取組成果）
県医師会との調整をする中で、保健指導支援システムの活用が少ないので、県医師
会と市町村の両者でその啓発普及に時間をかけて保健指導受託機関数を増やして
いきましょうということになった。よって、保健指導外部委託推進はＡＰ組織目標設定
には掲げないで取り組むことが望ましいと考える。

特定健診課

8 H26
乳児健診（前期）の外部委
託

個別委託、又は完全委託し、小児科医師による一般
健康診査（身体測定・診察・尿検査・貧血検査）を受
ける。検診結果、継続支援が必要なケースへは紹介
状発行または地区保健師に引き継ぐ等、必要なフォ
ローを行い報告票を提出、那覇市医師会事務局で取
りまとめて市へ毎月報告。年間計画に基づき市との情
報交換を行なう。平成26年度以降は検証を行い、受
託環境の整備に向けて協議に努める。

委託実施に向けて、財政面の課題が解決すれば、初
年度には、個人情報の取り扱いや流れ、事務的手続
きなど業務体制づくりを実施。２年目は健診事後の流
れや地区保健師へのつなぎ・連携など健診事後フォ
ロー体制づくり、３年目は健診結果のデーター管理、
４年目から実際の委託業務としてスタートする。

（取組成果）
沖縄県小児保健協会は南城市以外の県内全市町村の乳幼児健診を行っている（南
城市は平成26年度より直営で実施）。全国からは「沖縄方式」と高く評価され、エリ
エール奨励賞や保健文化賞を受賞している。また健診結果から得られた乳幼児の健
康状態に関する情報を統計資料にまとめ情報提供し、県内の小児保健関係者の資
質向上を図り、学会開催、研修会、セミナーなどを実施している。健診の質の担保お
よび精度管理も図ることができる為、完全委託に向けて条件を掲げ調整してきたが、
現予算を上回る費用となる事、保健師の人材確保を行う事の条件がそろわない現状
があり、完全委託については当面見込めない。那覇市医師会においては個別小児
科医院などで実施する為、栄養士、歯科衛生士などを臨時雇用しての受託は困難で
ある。仮に分業体制となると、受診者は専門機関を数回に分けて受診しなければなら
ず、市民サービスの低下になり、また現予算も上回る費用となる。今後も外部委託の
条件を満たさないと判断し、検証の結果をもって乳児健診の外部委託の検討は完了
とする。

地域保健課

9 H26
乳児健診（後期）の外部委
託

個別委託、又は完全委託し、小児科医師による一般健
康診査（身体測定・診察・尿検査・貧血検査）を受ける。
検診結果、継続支援が必要なケースへは紹介状発行ま
たは地区保健師に引き継ぐ等、必要なフォローを行い報
告票を提出、那覇市医師会事務局で取りまとめて市へ毎
月報告。年間計画に基づき市との情報交換を行なう。平
成26年度以降は検証を行い、受託環境の整備に向けて
協議に努める。

委託実施に向けて、財政面の課題が解決すれば、初
年度には、個人情報の取り扱いや流れ、事務的手続
きなど業務体制づくりを実施。２年目は健診事後の流
れや地区保健師へのつなぎ・連携など健診事後フォ
ロー体制づくり、３年目は健診結果のデーター管理、
４年目から実際の委託業務としてスタートする。

同上 地域保健課

10 H26
妊産婦・新生児訪問指導事
業の外部委託

市民からの依頼情報をいち早く県助産師会へ伝達
し、即訪問のできる地区担当助産師を派遣。結果、継
続支援の必要なケースを地区保健師に引き継ぐ等、
必要なフォローをし、報告票を提出、事務局で取りま
とめて、市へ毎月報告。年間計画に基づき研修や市
との情報交換を行なう。専門職団体とともに課題検討
を行なうことにより更に事業を発展拡大していく。

委託実施に向けて、財政面の課題が解決すれば、初
年度には、個人情報の取り扱いや流れ、地区担当制
を行なうための調整、市のサービスや業務体制の理
解のための研修など実施。２年目から実際の委託業
務としてスタートする。

（取組成果）
保健指導受託機関数は今年度１か所は増えたが、県医師会の保健指導支援システ
ムを活用しての受託機関数増は、システムの普及啓発に時間を要することと人件費
を節減できるほどの委託数増は難しいと思われる。
県医師会との調整をする中で、保健指導支援システムの活用が少ないので、県医師
会と市町村の両者でその啓発普及に時間をかけて保健指導受託機関数を増やして
いきましょうということになった。よって、保健指導外部委託推進はＡＰ組織目標設定
には掲げないで取り組むことが望ましいと考える。

地域保健課

11 H26 児童館の指定管理者導入
直営２館のうち１館へ指定管理者制度を導入する。
（全11館中10館への導入）

応募団体を公募し、プレゼンテーションによる審査に
て選定、指定する。

平成27年3月に協定書締結

昨年度は、公募に対して応募者がなく、今年度改めて公募した。公募に際しての施
設見学会、説明会を実施し、選定委員会で審査を行った。

こども政策課

12 H26 建築計画概要書の電子化
昭和31年度～平成18年8月31日までの建築計画概要
書の電子化

社会資本整備総合交付金（補助率100％）を活用し、
データベースの作成業務（建築計画概要書の電子化
を含む）を委託する。

昭和31年度～平成18年8月31日までの建築確認台帳（103,230件）及び昭和47年度
～平成18年8月31日までの建築計画概要書（53,052件）の電子化(ＰＤＦ化)を完了し
た。

現在紙媒体で閲覧に供している建築計画概要書を電子化(ＰＤＦ化)し、バックアップ
をとることで、劣化・破損に備えることができた。また、併せて既存建物の建築確認情
報についてデータベース整備を行うことにより、情報検索が迅速化され、市民サービ
スの向上に繋がった。
今後は、地図情報システムとの連携、平成18年9月以降の概要書についての電子化
等を行い、市民サービスの更なる向上に向けて取り組む必要がある。

建築指導課
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【資料１】年度目標完了一覧

13 H26 用地補償業務の効率化
・担当主幹等の配置と外部委託導入による用地補償
業務の効率化。

・専門主幹等の設置について、必要性等を検討し、組
織定数担当部署と協議を行い、庁内の会議で承認を
得る。
・用地補償業務の外部委託の導入について、調査検
討を行う。

（一部達成及び未達成の原因及び改善策）
業務引継不十分が主な要因である。収用案件や新たな委託業務については、業務
分担の再整理を行う中で取り組むものとする。
（取組成果）
用地補償業務の専門性については理解が得られたが、専門主幹の配置について
は、担当副参事が配置されているとの見解が示された。そのため、平成27年度より、
新たな組織強化策と外部委託の導入に向けたアクションプランの設定を行っていく。

道路建設課

14 H26
教育委員会中期定数管理
計画の策定

教育委員会中期定数管理計画の策定
各課のヒヤリング等により、必要な定数配置を把握し
策定する。

（取組成果）
①教育委員会中期定員管理計画で、スクラップアンドビルドを基本とした新規事業へ
の対応、学校給食業務の委託推進、公民館・図書館における指定管理者制度等の
導入、多様な任用形態の検討、任用の４つの基本方策を示した。
②今後、５年間は基本方策の下、適正な定員管理を実施する。

生涯学習部
総務課

15 H26
図書館運営における各種指
標の目標値達成

ﾚﾌｧﾚﾝｽ件数　629件
有効登録者数　29,444人
貸出冊数　1,097,125冊
リクエスト（予約）件数　157,694件
HPアクセス件数　191,668件
Web・OPAC利用件数　1,383,328件

本市図書館のホームページや図書館便り等で図書館
の利用を促進する。

（一部達成又は未達成の原因及び改善策）
スマートフォンやタブレット端末の普及による活字離れが若干影響してきたと思われ
る。次年度からは新たな指標と目標値を設定し、読書へのきっかけ作りとなるような各
種事業に取り組んでいく。
（取組成果）
全国的な傾向として、活字離れによる図書貸し出し冊数の減少が、多くの中核市で
見られる。そんな中で、本市の貸出冊数は毎年増減を繰り返しながらも、着実に右肩
上がりとなっている。そのことは、各館におけるおはなし会、講座及び上映会等の文
化活動を通した読書へのきっかけ作りが奏功したものであるといえる。ただ、平成26
年度は台風等の影響により閉館日数が8日減ったため、貸出冊数が前年度より減と
なった。

生涯学習部
中央図書館

16 H27 教育委員会組織の見直し
組織定数管理運営方針を策定し、組織の統合等を実
施する。

組織定数管理運営方針の策定、組織改正の実施

（取組成果）
①両課の統合により少人数課を整理した。　②統合に伴い、効率的な事務体制が確
立された。　㋐社会教育委員の会議の運営等、両課が関わっていた事業に対して連
携がスムーズに行えた。　㋑統合により要員が増えたため、両課がそれぞれ担当して
いたイベント等（なは教育の日、子どもフェスタinなは等）の運営をスムーズに行うこと
が出来た。
（取組成果）
①教育委員会中期定員管理計画（H27～H31）で、スクラップアンドビルド等による効
率化の推進を掲げており、それに基づいた取組が行えた。

生涯学習部
総務課

17 H27
漁業振興資金預託融資事
業の見直し

平成27年度までに、利用要件や出資額の見直し、ま
たは、事業の廃止を検討する。

・漁業協同組合からヒアリングを行い、沖縄県信用漁
業協同組合連合会と連帯保証人や返済期間等の見
直しを行う。
・利用者の減少が続くようであれば、出資額の見直
し、または、廃止も視野に入れ検討を行う。

今回事業より出資額を減じて事業を実施するに至った。事業の必要性については、
減額後のニーズ把握やその他の類似融資制度の把握等を行う必要がある。
(取組成果）
出資額を見直し、1,700万円から700万円へ事業費圧縮を行い、本市財政運営の健
全化を図ることができた。

商工農水課

18 H27
ハブ・そ族昆虫駆除対策業
務委託

　平成27年4月1日から外部委託する。
　入札等により知識、経験、実績を有する事業者を選
定し、外部委託契約を行う。

・6月に制限付一般競争入札を実施し、業務委託契約を締結した。
・7月1日から外部委託により順調に業務が実施されている。
(取組成果）
ハブ･衛生害虫等の対策は、観光客をはじめ市民の安心、安全と衛生的な環境の確
保の点において重要であることから沖縄振興特別推進交付金を活用することとし、交
付金の決定を受け7月から外部委託することとした。4月に制限付一般競争入札の公
示、6月に入札及び契約を行い、計画どおり7月1日から外部委託による業務を開始し
た。受託業者への業務の引継ぎ及び引継ぎ後の業務も順調に実施されている。当該
外部委託により経費節減が図られた。

環境衛生課
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【資料１】年度目標完了一覧

19 H27
国保税と市税収納部門の一
元化の方向性を検討する。

・社会保障制度改革に関するプログラム法が平成25
年12月13日に公布されたことにより、平成30年度から
国保の運営主体が市町村から都道府県単位へ移行
することが決定した。移行時においては、累積赤字を
解消する必要があることから、一般会計からの政策的
繰入をお願いしているが、国保課としても国保税の収
納対策(特に滞納繰越分)を強化する必要がある。他
都市の事例から国保税と市税収納部門の一元化が効
果的であったことから、本市においても平成26年度か
ら検証を開始し、平成27年度までには一元化すること
が国保税の収納率向上となるのか、また、市税収納
率に影響がないのか等の検討を行う。

・一元化に向け国保課職員と納税課職員によるワー
キングチームを立ち上げ、他都市と本市の滞納状況
等を調査分析する。また、一元化する判断となった場
合の事前対応として、国保税と市税の滞納管理シス
テムを同一システム(平成27年2月導入予定)とし、一
元化がスムーズとなるようハード面を整備する。

中核市へのアンケートを実施し、分析を行った。その結果を基に、本市にあった一元
化について報告書をまとめ、3月16日健康部、企画財務部の両部長へ報告を行っ
た。
(取組成果)
国保税と市税の収納一元化に向けた検証結果としては、平成29年度（国保の運営主
体が県単位へ移行する前年度）までは、保険証更新を伴わない資格喪失者等の一
部移管が適していると結論づけた。しかし、平成30年度以降の県単位移行後の体制
を見据えた検討が必要であり、検証結果については、もう少し動向を注視していく必
要があると思われる。よって、今後も税の収納状況等の検証を継続する必要がある。

国民健康保険課

20 H27
地方独立行政法人那覇市
立病院の健全化

毎年度の黒字達成及び中期目標期間の建替え経費
積立金の増加

地方独立行政法人那覇市立病院評価委員会により
評価し、適切な指示を実施

○未達成の原因
①眼科医、麻酔医、耳鼻科医の退職及び脳外科医の産休による外来患者の減少
②電子カルテ導入及び医事業務委託業者の変更で診療への影響を避けるための制
限による入院外患者数の減少    ③電子カルテ(8億8千万円)の導入による例年を上
回る消費税の影響(診療報酬には消費税ＵＰは反映されない。) 及び同カルテ費用
の減価償却費計上                                         ○改善策
①救急患者を入院に繋ぐ体制の構築    ②ＩＣＵの適正活用による収益増　③人間
ドック受診者増やす。 　④ＣＴ・ＭＲＩ等高度検査機器の検査予約体制の強化   ⑤後
発医薬品への切り換え等による薬品費用の削減    ⑥効率的な余裕資金運用による
収益増    ⑦地域連携病院との連携強化による収益加算   ⑧近隣産科病院からの搬
送入院の積極的な受入によるＮＩＣＵ、ＧＣＵの稼働率の上昇  ⑨高額な外部検査業
務見直しによる委託費の減少  ⑩地域周産期センターの周知及びマタニティヨガの
実施にによる入院患者数の増
（取組成果）
実績により平成26年度は黒字、法人からの聞き取りで平成27年度は赤字の見込みで
ある。積立金は確保出来る見込みである。

健康増進課

21 H27
一般廃棄物処分手数料の
適正化

平成28年4月1日から粗大ごみ処分手数料の改定を
実施する。

①他市状況の調査、分析
②ワーキングチームでの検討、案作成
③環境審議会（諮問、審議、答申）
④条例改正作業（条例案作成、法規調整、例審、庁
議付議、議会提案、公布）
⑤市民への広報（市民の友、記者会見、自治会等説
明会）、⑥粗大ごみ処理券変更作業

早い時期での審議会への答申も終え、９月議会条例改正議決も得た。周知広報のた
め市民の友やＨＰへの掲載、大型スーパー等へのポスター掲示などを行った。
（取組成果）
粗大ごみの処理手数料について、受益者負担の原則を鑑み単一料金から２段階に
条例の改定をすることにより受益者負担の適正化を図った。なお、手数料の改定は
達成水準通り平成28年４月1日から実施している。

廃棄物対策課

22 H27 市営住宅活用用地の売却
活用用地を売却し、市営住宅建替事業に必要な財源
を確保する。

公募によるプロポーザル方式等による、買い受け事業
者の決定及び売却等を行う。

石嶺市営住宅活用用地の売却を行った。
（取組成果）
市営住宅を高層化し創出した活用用地を売却することで、市営住宅の整備、修繕及
び改良等に必要な財源を確保することができた。

建設企画課

23 H27  南納骨堂の建替え検討
・南納骨堂跡地の建替えを等に関する基本方針の決
定

・現代の新たな型式のお墓（樹木葬等）や納骨堂など
の調査を行い、それらに対する市民ニーズを把握す
るためのアンケート等を実施する。
・内部検討委員会において南納骨堂建替え等につい
ての検討を行う。

基本計画策定に伴い、使用期間を5年以下に短縮できることとし、それに対応する使
用料の規定を整備するため霊園条例の一部改正を行った。
（取組成果）
南納骨堂の老朽化が著しいことからその取扱いについて前倒しで検討し、納骨堂の
機能は市民共同墓に集約化できる見通しが立ったことから5年後の平成33年度に施
設を閉鎖し建物を取り壊す内容の基本計画を策定することができた。また、基本計画
策定に伴う条例の一部改正も行い、施設閉鎖に向けて管理運営していく環境が整備
された。

環境保全課
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組織目標 達成水準 手段方法 達成状況又は未達成原因及び改善策 課名

【資料１】年度目標完了一覧

24 H27
学校施設の保全計画の策
定

　施設の長寿命化を図るため、計画的な施設補修が
可能となるような保全計画の策定

　施設の日常点検、定期点検を通じての施設の劣化
状況の掌握及び関係課・機関との連携調整。

学校施設の増改築計画に沿うよう再検討を行い、体育館床塗装の実施計画を策定し
た。
（取組成果）
小学校３６校、中学校１７校あり、その施設の長寿命化を図るには修繕だけでなく部
分的に改修工事を行い維持管理することが重要である。改築工事との連携をとり長
期計画を立て実行することは、良好な学校環境の維持、財政的負担の軽減につなが
る。

生涯学習部
施設課

25 H27
小学校区コミュニティモデル
事業の継続及び検証作業

・Ｈ22年度　モデル2校区選定、協議会立上げ支援。
・Ｈ23年度　新たに2校区選定、協議会立上げ支援。
・Ｈ24年度　2校区協議会の活動支援と、引き続き2校
区の協議会立上げ支援。
・Ｈ25年度　4校区協議会におけるモデル事業の検
証。
・Ｈ26年度　モデル事業の検証から結論を導く。

モデル地区における様々な団体等の連携が行えるよ
う、協議会の組織化及び運営の支援を行います。
各協議会へのアンケートやヒアリングを通して、これま
での取組みの検証作業を行い、基礎資料を作成する
ことによりモデル事業の結論を導き出します。

（取組成果）
小学校区コミュニティモデル事業の検証作業を踏まえ、全市域に小学校区コミュニ
ティを広げていくための方針が必要な中で、モデル事業の波及効果として、曙小学
校区において、自主的に新たな「校区まちづくり協議会」が設立された。

まちづくり
協働推進課

26 H27
資源化物持去り防止拠点回
収事業

　市民と協働して持ち去り防止対策の一つである資源
化物の拠点回収事業の参加団体40以上を目指し市
内全域に広める。

１．要綱整備
２．収集委託業者選定
３．拠点回収事業参加団体公募
４．参加団体募集広報（自治会等団体への説明、市
民の友）

回収をクリーン推進課で行う事で費用の削減を図り、古紙の報奨金の改定を行た。
（５円/㎏から10円/㎏）
団体に直接勧誘することにより参加拡充が図れた。（参加団体数：２９団体）
（取組成果）
本事業は市民と協働して資源化物の持ち去り行為を防止する対策の一つであり、参
加団体が増えていることより事業効果は上がっている。また、事業に参加することによ
り市民の分別意識が向上し、ごみ減量の推進も図られていると考える。本事業につい
ては、平成28年度からクリーン推進課に移管することになったため、廃棄物対策課に
おける取り組みは平成27年度で完了とする。

廃棄物対策課

27 H27
沖縄戦後70周年記念事業
の実施

・歴史博物館で、関連する企画展の開催及びギャラ
リートークを実施する。
・壺屋焼物博物館で、関連する企画展を開催する。

企画展及びギャラリートークの開催

５月３０日（土）～７月２８日（火）の期間で沖縄戦に関する企画展を開催し、企画展の
図録を発行した。しかし、到達目標にかかげたギャラリートークを実施しなかったた
め、到達目標をクリアすることができなかった。
（取組成果）
戦後７０周年ということで、グループ全体で取り組んだが、担当学芸員の業務が繁忙
であり、ギャラリートークの講師との調整が難航したうえ、どのような形でギャラリートー
クを展開するのかという意図を全体で共有することができなかったため開催できな
かった。　今後は、主担当・補佐など役割を明確にし、情報の共有を図りグループ全
体の業務として企画展等を開催する。

文化財課

28 H27
設計競技等を活用して、より
良い建築物を生み出す

・平成27年度に実施した設計競技等により選定された
建築物を平成29年度までに完成する。

・設計競技等に係るルール作り
・設計競技等を実施する

（一部達成及び未達成の原因及び改善策）
設計競技に適した事業がなかった。平成２８年度の実施計画時に可能性が有る事業
を抽出する。
（取組成果）
設計競技の実施に必要となる要綱は策定したが、実施において他課事業に依存す
るため、計画的に設計競技に適した事業を抽出するのが困難である。

建築工事課

29 H28
県都那覇市の振興に関する協
議会を通したサッカー球技場
整備事業の推進

計画、設計、整備の各段階において、必要な補助金を確
保し、平成33年度の供用開始を目指す。

・県との協議を行い、役割分担を明確にする。
・県都那覇市の振興に関する協議会で要望を行う。
・関係省庁への予算要求・調整を行う。

財源確保などの課題整理や整備方針等の観点から、県が主体となって、整備を行うことが実
現性が高いということから、市と連携しながら、県において「Ｊリーグ規格スタジアム整備基本計
画」の策定を進めていくことで合意した。
（取組成果）
県は、財源として沖縄特別推進交付金（一括交付金）の活用を念頭に、2022（平成34）年度
共用開始を目指し進める予定。基本計画策定にあたっては、市と連携をしながら取り組んで
いく。今後、庁内全体での連携・総合調整が主となるので、企画調整課に所管を移管した。

平和交流・
男女参画課
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組織目標 達成水準 手段方法 達成状況又は未達成原因及び改善策 課名

【資料１】年度目標完了一覧

30 H28
中核市なは定員管理方針に
沿った定数査定

新たな行政需要に対応しながら、平成29年度までの職員
定数を2,300人程度に維持（抑制）する。
各年度の達成水準については、毎年度、策定する「組織定
数に関する管理運営方針」において、具体的な目標を設
定する。

毎年度、組織定数要求前に策定する「組織定数に関する
管理運営方針」によって、具体的な進捗管理を行う。

（取組成果）
中核市なは定員管理方針は平成29年度が最終年度となっており、平成29年4月１日の定員
数は2,333人となった。期間中マイナンバー制度や、様々な制度改正、保護世帯の増加等、
定員に影響を与える状況があったが、毎年度「組織定数に関する管理運営方針」を策定し、
職員数の適正化を図ることが出来た。
平成29年度に平成30年度からの新たな定員管理方針を策定する。

行政経営課

31 H28 一般廃棄物の収集種類拡大

廃棄物対策課の行う、条例改正を俟って、スプリング（ば
ね）入りソファー・ベットの収集・処分を開始する。期間は26
年度中に方針等の策定を受け、28年度からの実施を目標
とする。

処理作業場所や処理作業人員の確保等について、関係
課と調整するとともに、条例改正検討に協力して、収集・処
分体制を構築していく。また、収集・処理費用を精査して、
適正な費用負担を市民にお願いするため、充分な広報等
で市民に理解を得る。

平成28年4月1日から収集処理を開始した。収集処理件数は今年度約5,000件を見込むが、
今後、市民への周知に伴い収集処理件数の増加が予想される。
（取組成果）
これまで収集していなかった、スプリング入りマットレス及びソファ等を平成28年度より収集す
ることにより市民サービスの拡充につながった。　また県内他自治体に比べて、解体費用につ
いては受益者負担の観点から料金に反映したため経費節減にもつながっている。　なお、同
事業については、導入初年度ということもあり、アクションプランの対象事業としていたが、特
に問題もなく事
業が今後も推移していくものと思われることから、今年度をもって目標達成・完了とする。

クリーン推進課

32 H28
公民館・図書館への指定管理
者制度導入・検討

若狭・繁多川公民館については、27年度に同制度を導入
し、民間のノウハウを活かした地域づくりを推進する。

指定管理者の公募、指定管理予定候補者の選定、指定の
議決、指定管理者との協定書を締結する。制度導入後は、
仕様書に基づき適切に運営されているか、指定管理者から
の報告書等をもとに、評価を行う。

平成27年度から、若狭・繁多川公民館において指定管理者制度を導入し、平成28年には教
育事務点検評価委員会でのヒアリングの結果、今後の展開は「継続（妥当性・効率性・有効性
が高く、現状で継続していくこと）」の答申を受けた。
（取組成果）
指定管理者モニタリングの結果、両館ともに指定管理者の多様なネットワークを活かして専門
機関や他のＮＰＯ団体等と連携し、地域に密着したユニークな切り口で企画・展開するなど地
域課題や市民ニーズを的確に把握しながら魅力ある講座・事業が実施されている。よって、
民間のノウハウを活かした地域づくりの推進は達成されている。

生涯学習部
生涯学習課

33 H28
那覇市災害弱者緊急通報支
援制度

新規登録者50人

那覇市避難支援希望者名簿の申請とタイアップし地域包
括支援センターを中心として、高齢者への周知啓発を進め
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、登録
申請手続きを消防や本市の関係部局から申請できるように
窓口を拡充し、名簿登録の情報を共有する。

（取組成果）
個人情報登録の同意が必要であり、また福祉と協力し窓口拡大するも登録条件該当者が少
ない状況もあり登録者数が伸び悩んだ。しかし、年間数回の利用があり、支援を必要としてい
る人の通報手段として成果を上げている。

消防局
指令情報課
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【資料２】　推進期間におけるアウトソーシング導入一覧

開始年度 施設名及び事業 業務概要 所管課

1 Ｈ26 久場川児童館（指定管理者導入）

(1)児童の健全育成に関する業務
(2)施設利用の許可に関する業務
(3)施設等の維持管理に関する業務
(4)その他那覇市が必要と認める業務

こども政策課

2 Ｈ26 壺屋児童館（指定管理者導入）

(1)児童の健全育成に関する業務
(2)施設利用の許可に関する業務
(3)施設等の維持管理に関する業務
(5)その他那覇市が必要と認める業務

こども政策課

3
Ｈ26
・
H29

料金サービス課の包括業務委託

【H26年度】
（1）窓口受付業務
（2）検針業務
（3）開閉栓等業務
（4）収納業務
（5）滞納整理業務
（6）下水道及び再生水に係る認定業務

【H29年度】　※H26業務に以下を追加
（1）窓口公金収納業務
（2）各戸検針制度に関する業務

上下水道局

4 H27 若狭公民館（指定管理者導入）

(1)地域コーディネーターとしての役割に関すること。
(2)学級・講座等の事業実施に関すること。
(3)施設等の利用に伴う窓口業務に関すること。
(4)その他、公民館の運営業務にあたり市職員を補助すること。

生涯学習課

5 H27 繁多川公民館（指定管理者導入）

(1)地域コーディネーターとしての役割に関すること。
(2)学級・講座等の事業実施に関すること。
(3)施設等の利用に伴う窓口業務に関すること。
(4)その他、公民館の運営業務にあたり市職員を補助すること。

生涯学習課

6 H28 道路清掃・道路施設修繕等業務委託

（1）道路付属物の設置・撤去・補修
（2）舗装補修、構造物補修
（3）街路樹剪定、歩専道及び植樹桝等の除草
（4）側溝清掃
（5）不法投棄物・放置自転車の回収
（6）道路陥没などの緊急対応等

道路管理課

7 
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【資料３】 課別目標と実施結果一覧 

部 課  名 
目
標
数 

目標名称 
実施 

結果 

総
務
部 

総務課 1 自主防災組織の結成促進 達成 

秘書広報課 1 有料広告事業の安定運用 （ホームページ、市民の友） 達成 

平和交流・男女参

画課 
2 

県都那覇市の振興に関する協議会を通したサッカー球技場

整備事業の推進  
達成 

女性職員の意識啓発 達成 

人事課 1 再任用制度の導入に伴う適正な運用 達成 

管財課 2 
市有地賃料高額滞納の解消について 未達成 

普通財産（市有地）の売却について 達成 

法制契約課 1 
建設工事の制限付一般競争入札の拡大 

（H26～27年度は契約検査課） 
達成 

企
画
財
務
部 

企画調整課 

 
5 

中期財政計画の策定 未達成 

ファシリティマネージメント推進 

（H27・28は行政経営課） 
達成 

新定員管理方針（平成 30年度～平成 34年度）の策定及び

方針に沿った組織再編及び定員管理 
達成 

指定管理者制度の活用支援（Ｈ26～28年度は行政経営課） 達成 

業務外部委託の推進（Ｈ26～28年度は行政経営課） 達成 

行政経営課 

（Ｈ29年度企画調整

課に統合） 

3 

中核市なは定員管理方針に沿った定数査定 達成 

指定管理者モニタリング基本方針の策定 達成 

第 3次那覇市経営改革アクションプランの総括 達成 

財政課 1 持続可能な財政基盤の確立 達成 

市民税課 2 

住民税（個人・法人）に係る課税客体の掘り起こしと適正課

税の実施 
達成 

軽自動車税に係る課税客体の掘り起こしと適正な課税 達成 

資産税課 5 

土地に係る課税客体の掘り起こしと適正課税の実施 未達成 

家屋に係る課税客体の掘り起こしと適正課税の実施 達成 

償却資産に係る課税客体の掘り起こしと適正課税の実施 達成 

納税通知書返戻処理の強化 達成 

事業所税における課税対象事業所の掘り起こしと適正課税

の実施 
達成 

納税課 2 
収納率の向上 

達成 
納税課移管の国民健康保険税収納率の向上 
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部 課  名 
目
標
数 

目標名称 
実施 

結果 

市民

文化

部 

市民生活安全課 2 
消費者教育・啓発の推進 達成 

消費者教育の推進と関係機関との連携強化 未達成 

まちづくり協働推

進課 
3 

まちづくり拠点施設整備(現新都心銘苅庁舎） 達成 

小学校区コミュニティモデル事業の継続及び検証作業 達成 

校区まちづくり協議会の全校区展開 達成 

ハイサイ市民課 2 
さわやか窓口対応市民満足度の向上 達成 

小禄支所庁舎建替え整備 達成 

首里支所 2 
さわやか窓口対応市民満足度の向上 達成 

地域自治会等の支援 達成 

真和志支所 2 
さわやか窓口対応市民満足度の向上 達成 

地域自治会等の支援 達成 

小禄支所 2 

さわやか窓口対応市民満足度の向上 達成 

地域自治会等の支援 達成 

窓口業務の民間委託 達成 

文化振興課 2 

新文化芸術発信拠点施設（新市民会館）の運営に関する調

査研究 

達成 

新文化芸術発信拠点施設（新市民会館）の外部委託等の 

検討 

達成 

文化財課 2 
沖縄振興特別交付金を活用し製作及び購入した資料の公開 達成 

沖縄戦後 70周年記念事業の実施 未達成 

経済

観光

部 

商工農水課 2 

漁業振興資金預託融資事業の見直し 達成 

那覇市 IT創造館における創業支援事業の実施と施設の適

正管理 
達成 

なはまち振興課 2 

那覇市中心商店街にぎわい広場の運営・管理及び有効活

用等の方針の策定 
達成 

公設市場使用料等の未収金対策 達成 

環
境
部 

廃棄物対策課 2 
一般廃棄物処分手数料の適正化 達成 

資源化物持去り防止拠点回収事業 達成 

クリーン推進課 1 一般廃棄物の収集種類拡大 達成 

環境保全課 2 
南納骨堂の建替え検討 達成 

墓地行政の推進 達成 

環境衛生課 2 
動物サポートセンター（仮称）の整備 未達成 

ハブ・そ族昆虫駆除対策業務委託 達成 
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部 課  名 
目
標
数 

目標名称 
実施 

結果 

福祉

部 

福祉政策課 2 
民生委員・児童委員の定数確保 未達成 

福祉のまちづくりの推進員の活動の充実と活用 達成 

障がい福祉課 1 身体障害者手帳の安定的な交付 未達成 

ちゃーがんじゅう

課 
6 

認知症サポーター認証者の増 達成 

第１号被保険者保険料の未収金対策 未達成 

介護認定調査外部委託推進 未達成 

介護事業所の指導・監査の適正実施 達成 

リハビリ特化型ふれあいディサービスの推進 未達成 

ちゃーがんじゅうボランティアの推進 未達成 

保護管理課 6 

返還金徴収の実施 未達成 

医療扶助における後発医薬品の使用促進 達成 

自立支援への取り組み強化（就労支援関係） 達成 

生活保護適正化の推進 達成 

ホームレスの自立支援の強化 達成 

生活困窮者自立相談支援事の推進 達成 

保護第１課 1 生活保護適正実施事業 達成 

保護第２課 1 生活保護適正実施事業 達成 

保護第３課 1 生活保護適正実施事業 達成 

健康

部 

国民健康保険課

14 
3 

国民健康保険事業の中期財政計画の見直し 達成 

国保税と市税収納部門の一元化の方向性を検討する。 達成 

国民健康保険税の未収金対策 達成 

保健総務課 1 新保健センター複合施設の建設 未達成 

特定健診課 2 
特定保健指導外部委託推進 達成 

生活習慣病重症化予防 達成 

健康増進課 2 

地方独立行政法人那覇市立病院の健全化 未達成 

幼児・児童・生徒のむし歯有病率の減少及び 12歳児の一人

平均う歯数の減少 
達成 

地域保健課 4 

乳児健診（前期）の外部委託 未達成 

乳児健診（後期）の外部委託 未達成 

妊産婦・新生児訪問指導事業の外部委託 未達成 

保健師の人材育成の充実 達成 

生活衛生課 2 

「那覇市食品監視指導計画」中の監視指導目標の達成 達成 

「那覇市生活衛生監視指導計画」中の監視指導目標の達成 達成 
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部 課  名 
目
標
数 

目標名称 
実施 

結果 

こ 

ど 

もみら

い部 

こども政策課 2 
児童館の指定管理者導入 達成 

「那覇市子ども・子育て支援事業計画」の策定と実施 未達成 

こどもみらい課 3 

保育士研修体制の強化 達成 

保育所保育料の未収金対策 達成 

幼稚園保育料の収納率向上対策 

（H26～27 こども政策課） 
未達成 

都市

計画

部 

都市計画課  1 沖縄都市モノレール延長整備の推進 達成 

建築指導課  2 
建築計画概要書の電子化 達成 

既存建築物データベースの整備 達成 

市街地整備課 2 

市街地再開発事業等（農連市場地区、モノレール旭橋駅周

辺地区）の確実効率的な実施 
達成 

真嘉比古島第二土地区画整理事業における清算業務の促

進（Ｈ26年度は区画整理課） 
達成 

地籍調査課 1 地籍調査の推進 達成 

建設

管理

部 

建設企画課 3 

市営住宅の集会所等の周辺地域への利用促進 達成 

市営住宅活用用地の売却 達成 

石嶺市営住宅活用用地の売却 未達成 

道路建設課 2 
用地補償業務の効率化 未達成 

用地補償業務の体制強化と効率化 達成 

花とみどり課 1 漫湖公園のリニューアル 達成 

建築工事課 2 
設計競技等を活用して、より良い建築物を生み出す 未達成 

市営住宅建替事業の確実な実施 達成 

道路管理課  3 

市道上の違反簡易広告物の指導及び除却 達成 

モノレールインフラ部修繕事業 未達成 

道路橋梁の点検 達成 

公園管理課 1 公園管理棟の有効活用 達成 

市営住宅課 3 

定期(期限付き)入居制度の拡充 達成 

予防保全的な視点に立つ修繕の拡充 達成 

家賃の徴収強化 達成 
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部 課  名 
目
標
数 

目標名称 
実施 

結果 

生 

涯 

学 

習 

部 

総務課 2 
教育委員会組織の見直し 達成 

教育委員会中期定数管理計画の策定 達成 

生涯学習課 2 

公民館・図書館への指定管理者制度導入・検討 達成 

図書館への指定管理者制度導入及び一部業務委託拡大・

検討 
達成 

施設課 1 学校施設の保全計画の策定 達成 

中央図書館  2 

図書館運営における各種指標の目標値達成 未達成 

図書館サービスの充実と利用者アンケートによる満足度を

高める 
未達成 

学校 

教育部 

学校給食課  1 学校給食の調理業務委託の推進 達成 

教育研究所  1 教職員研修による意識啓発 達成 

上下

水道

局 

企画経営課 2 
定員適正化計画の実施 達成 

水道施設更新等の財源確保について 達成 

料金サービス課 1 公共下水道接続率の向上 達成 

消 

防 

局 

総務課 1 消防署所の適正配置計画 達成 

警防課 3 

若年消防職団員の現場活動時における安全管理及び技術

の向上 
達成 

消防活動困難地域（密集地）の警防計画書の作成 達成 

機能別消防団の発足について 未達成 

救急課 1 
応急手当普及啓発を推進するため、応急手当普及員の育

成 
達成 

指令情報課 2 
那覇市災害弱者緊急通報支援制度 未達成 

新消防緊急通報指令システム整備事業の更新 達成 

 

 




