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事業の人員体制

指標

①

②

③

④

今後の取組

元年度
目標

・30年度に補助金制度見直し方針を策定し、統一的な評
価基準を策定するとともに、全ての補助事業に終期を設定
し、定期的に見直しを行うしくみを構築したため、本事業は
完了。

・今後は、補助事業ごとに設定した終期ごとに評価を行
い、見直しを実施する。

30年度末
時点の課題

―

元年度の
取組

―
2年度の

計画
―

目標に対する
事業実績

・庁内検討会（3回）開催

・補助金制度検討会（2回）開催

・補助金制度見直し方針を策定し、統一的な評価基準を
策定するとともに、全ての補助事業に終期を設定し、定期
的に見直しを行うしくみを構築した。

課題への対応

・補助金制度見直し方針を策定し、統一的な評価
基準を策定するとともに、全ての補助事業に終期
を設定し、定期的に見直しを行うしくみを構築し
た。

解決

30年度評価 達成 次年度の展開 廃止

事業実績

30年度目標
・統一的な評価基準を策定し、定期的に見直しを行うしく
みを構築している。

29年度末時点
の課題

・長期間にわたり毎年度継続的に交付している事
業や補助対象の固定化されている補助金が存在
していること。

・統一的な評価基準がないため、客観的かつ定
期的な評価が行えていないこと。

― 補助金制度見直し方針策定による

成果
指標

見直しを行った
補助事業数

事業 ― ― 10 ― 事業実施方法の見直し等による

活動
指標

補助金制度検討会
開催回数

回 ― ― 2

対前年度（ｂ－ａ） 指標値の増減要因

活動
指標

庁内検討会
開催回数

回 1 4 3 △ 1 補助金制度見直し方針策定完了による

指標名 単位 28年度 29年度（ａ） 30年度（ｂ）

再任用職員 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人

計 0.19人 0.35人 0.40人 0.05人

一般職員 0.19人 0.35人 0.40人 0.05人

任期付職員 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人

根拠法令等 第8次行財政改革大綱、第8次行財政改革推進計画

事業目的
（最終的に目指す状態）

現行の補助金制度を検証し、更に効果的な制度とするために見直しを図る。

28年度 29年度(a) 30年度(b) 対前年度(b-a)

担当部課 財務部　財政課

基本計画 施策番号 持続可能な行財政運営
まち・ひと・しごと
創生総合戦略 － －

事業概要 マンパワー事業評価シート（平成３０年度（２０１８年度）事業）

事業名 補助金制度の見直し 事業類型 その他
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事業の人員体制

指標

①

②

③

④

今後の取組

元年度
目標

市有財産について総合的な管理を行う。
30年度末
時点の課題

財務会計システムのデータ整理
固定資産台帳の精緻化、活用

元年度の
取組

財務会計システムのデータ整理
固定資産台帳の精緻化、活用

2年度の
計画

市有財産について総合的な管理を行う。

目標に対する
事業実績

平成29年度決算において固定資産台帳を策定し、新たに
電子データをホームページへ掲載するとともに、パネル展
等で簿価情報を公表することで、資産状況の分析、情報
公開に努めた。
所管から提出のあった財産の取得報告、異動、廃止等に
ついて内容を確認し、財務会計システムでの確定処理を
実施した（約1,500件）。
財務会計システムの精緻化を図るため、所管換や登記地
目の訂正、所在地訂正等を実施した（約1,500件）。

課題への対応

財務会計システムの精緻化を図るため、所管換や
登記地目の訂正、所在地訂正等を実施した。
また、登録できていない資産について所管調整を
行い、固定資産台帳へ反映するとともに、固定資
産台帳の減価償却率を活用し、資産に関する資
料作成を行った。

一部解決

30年度評価 達成 次年度の展開 現状維持

事業実績

30年度目標 市有財産について総合的な管理を行う。
29年度末時点

の課題

財務会計システムのデータ整理
平成28年度決算から策定した固定資産台帳の精
緻化
固定資産台帳の活用

対前年度（ｂ－ａ） 指標値の増減要因指標名 単位 28年度 29年度（ａ） 30年度（ｂ）

再任用職員 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人

計 0.00人 0.00人 1.40人 1.40人

一般職員 0.00人 0.00人 1.40人 1.40人

任期付職員 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人

根拠法令等 地方自治法、八王子市公有財産規則

事業目的
（最終的に目指す状態）

市有財産の適正な維持管理を図る。

28年度 29年度(a) 30年度(b) 対前年度(b-a)

担当部課 財務部　資産管理課

基本計画 施策番号 持続可能な行財政運営
まち・ひと・しごと
創生総合戦略 － －

事業概要 マンパワー事業評価シート（平成３０年度（２０１８年度）事業）

事業名 台帳作成・財務会計処理 事業類型 内部事務
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事業の人員体制

指標

①

②

③

④

担当部課 財務部　検査課

基本計画 施策番号 持続可能な行財政運営
まち・ひと・しごと
創生総合戦略 － －

事業概要 マンパワー事業評価シート（平成３０年度（２０１８年度）事業）

事業名 業務委託 事業類型 その他

根拠法令等 ―

事業目的
（最終的に目指す状態）

工事監督員である技術職員の意識の向上を図り、適正な施工を確保し、施工の品質を高めることを目的とする。

28年度 29年度(a) 30年度(b) 対前年度(b-a)

一般職員 0.00人 0.73人 0.73人 0.00人

任期付職員 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人

再任用職員 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人

計 0.00人 0.73人 0.73人 0.00人

対前年度（ｂ－ａ） 指標値の増減要因指標名 単位 28年度 29年度（ａ） 30年度（ｂ）

事業実績

30年度目標
監督業務を行っている入庁5年未満の技術職員を対象に
工事監理の知識を取得し、現場へ反映できる職員の育
成。

29年度末時点
の課題

監督業務を行っている入庁5年未満の技術職員
の割合が増加しており、公共工事の品質の確保を
するために、技術職員の技術力の向上。

目標に対する
事業実績

　監督業務を行っている入庁5年未満の技術職員を対象
に工事成績評定研修を実施。
　工事等の監督員業務に従事する職員を対象に第1回技
術職員研修（工事監理業務について）及び国交省出前講
座による第2回技術職員研修（適正な工事の施工のため
の建設業法）を開催した。
　工事所管課との意見交換会を開催し、技術職員に対し
工事監理等への知識の取得と意識改革を促した。

課題への対応

監督業務を行っている入庁5年未満の技術職員
を中心に経験年数を問わず監督員研修で工事監
理の知識を取得させ、更なる公共工事の品質向
上を図った。

一部解決

30年度評価 達成 次年度の展開 現状維持

今後の取組

元年度
目標

監督業務を行っている入庁5年未満の技術職員対象に工
事監理の知識を取得し、現場へ反映できる職員の育成と
共に経験がある中堅技術職員を対象に知識の再確認。

30年度末
時点の課題

監督業務を行っている技術職員に対して、更なる
公共工事の品質向上のため、技術力のレベル
アップ。

元年度の
取組

監督業務を行っている入庁5年未満の技術職員及び中堅
技術職員を対象に研修等で工事監理の知識を取得させ、
公共工事の品質の確保をする。

2年度の
計画

―


