
■平成29年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

業
務
改

善
取
組
①

会
計
課

会計課の組織力を上げる A
・年度末や出納整理期間等
の繁忙期においても円滑な
業務遂行が出来る組織力

担当業務以外の職員間
のフォロー体制の強化

年度末
・特定の職員に業務を集中させ
ることなく、繁忙期の協力体制を
強化する

・決算調製完了後(7月)の担当業務
替え
・担当業務マニュアルの整備
・課内での業務進捗状況の共有と
協力できるスキルの習得

・決算調製完了後（7月）担当業
務替えを行い、併せて引継マ
ニュアルも各自整備に着手した

・業務マニュアルの整備を各自
引き続き行い、進捗状況を毎月
のミーティングで確認する

・繁忙期や担当職員不在時のフォ
ロー体制が強化された

・決算調製完了後（7月）に担当業務替
え
・共通フォルダを設け業務マニュアル
の整備と管理を行った。

・年度途中の業務替え、・マニュアルの整
備により、繁忙期や不在時のフォロー体
制は強化されたが、担当業務の経験から
未だ特定の職員に偏ってしまう傾向にあ
る。

重
点

取
組
①

会
計
課

適正な出納管理 A

①出納整理期間中の適正
な予算執行

②収支予定や情勢の把握
による資金管理

③新財務会計システムでの
確実な決算調製

④適正な支払（誤払０件）

①Ｈ29年5月中のH28年
度分支出命令200件

②調定の遅延や収支予
定額調書の報告と入金
情報の報告が未徹底

③財務会計システム変
更後、初の決算調製と
なる

④H28年度誤払4件（債
権者誤1件金額誤3件）

①４，５月

②年度末

③７月

④年度末

①支払遅延防止法の遵守と支
払遅延による調書添付がない状
態

②100万円以上の収支予定把
握、当座に直接振り込まれる入
金の事前把握

③決算書の調製

④誤払０

①、②全庁掲示板や説明会等での
周知

③財務会計システムでの事前確認
を徹底する
・確認箇所をまとめる

④会計課職員の正確な伝票審査
と、職場訪問の実施により正確な
伝票起票へ繋げる
・「会計事務の手引き」等マニュアル
の普及

①H29年5月中H28年度分支出命令
件数225件、前年度比-14件
・年度末及び出納整理期間中の出
納事務について掲示板への掲載　4
月：3回、5月：4回
・出納閉鎖後の過年度支払い3件発
生
②収支予定額調書提出掲示
    ・4月～6月は未掲示
　　・7月26日
　　・8月25日
　　・9月は未掲示
③ 6月28日　暫定版決算書　掲示
　  7月26日　確定版決算書　掲示
　　8月  8日　決算書を市長に提出
④誤払3件
      内訳
　　　 消費税額見落とし1件
　　   請求金額確認誤り１件
　　 　集合支払債権者選択誤り1件

①出納整理期間の支出命令数は減
少、全庁へ予算執行状況の確認を
依頼する
・法令遵守の為通年で支払いが滞
らないよう注視するとともに、個別指
導や調書の提出を求める

②100万円以上支払伝票について、
事前に収支予定額調書が起票され
ているか確認し、未提出であるよう
であれば指導を行う
（10月11日収支予定額調書提出掲
示）

③来年度に向けて、作成手順をマ
ニュアル化するとともに、来年度の
スケジュール表を作成する
・財産区会計の一本化に伴い、カス
タマイズ帳票（総括表）の再カスタマ
イズが必要にならないか確認する

④誤払のないよう、より丁寧・正確
な審査を行う
・指定金融機関等検査の実施
（10/23～10/26）

①H29年5月中
　　　H28年度分支出命令件数225件
　　　前年度比-14件
・年度末及び出納整理期間中の出納
事務について掲示板への掲載
　　　4月：3回
　　　5月：4回
・出納閉鎖後の過年度支払い
　　　3件発生

②収支予定額調書提出掲示
    ・4月～6月は未掲示
　　・7月26日
　　・8月25日
　　・9月は未掲示
　　・10月11日
　　・11月～1月は未掲示
　　・2月2日
　　・3月6日

③ 6月28日　暫定版決算書　掲示
　  7月26日　確定版決算書　掲示
　　8月  8日　決算書を市長に提出

④誤払4件
      内訳
　　　 消費税額見落とし1件
　　   請求金額確認誤り１件
　　 　集合支払債権者選択誤り1件
　　　 債権者誤り1件

①庁内掲示板を利用して周知した。

②庁内掲示板を利用して、継続的に
収支予定額調書提出の依頼した。

③新システム導入後初の決算調製で
あったため、システム操作手順のマ
ニュアル化、カスタマイズ箇所の確
認、レイアウト不具合の修正を実施し
た。

④誤払のないよう、より丁寧・正確な
審査を行った。また、起票誤りについ
ては、個別に指導、説明を行った。特
に件数の多い場合は、細心の注意を
払っての審査を行った。
指定金融機関等検査の実施（10/23～
10/26）

①庁内掲示板への掲載により職員に周知
され、出納整理期間の支出命令件数は減
少した。引き続き、庁内掲示板での周知、
個別指導が必要と思われる。

②継続的に掲示板でアナウンスしたこと
により提出の意識が定着してきたと思わ
れる。100万円以上の支払伝票審査時
に、事前に予定額調書が提出されている
か確認する予定であったが、審査件数が
多く個別に対応する余裕がなかった。

③新システム導入後初の決算調製であっ
たが、従前どおりの決算調製ができた。ま
た、今年度の作業内容をまとめ翌年度以
降の作業用マニュアルとすることができ
た。

④誤払い0件の目標に対して4件の誤払い
があった。命令票の件数が多いため、1件
にかける審査時間が限られており、見落と
しがあった。

※基準となる「公金取扱いマニュアル」を
作成、提示し、全庁での適正な公金の取
扱いと適正な出納管理の徹底に努めた。

重
点
取
組
②

会
計
課

適正な備品の管理 A

①新公会計制度実施に向
け重要物品の基準見直し
を検討

②確実な物品の引継と繰
越

③備品の整理、台帳との照
合、実態の把握

①新公会計制度の固定
資産台帳50万円以上

②物品引継、繰越書の
作成が徹底されておら
ず、監査等で指摘され
る部署がある

③新備品管理システム
と備品の照合調査依頼

①10月

②年度末

③年度末

①物品規則改正、備品管理シス
テムの変更

②全部署確実な物品引継繰越
書作成

③重要物品の実態に合った備
品台帳と備品管理

①新公会計制度の確認と対応の
検討,関係各課、システム業者との
協議

②複数回の全庁掲示板や説明会等
での周知、作成状況のチェック

③重要物品所管課に台帳と実態の
照合を依頼、適正な管理に繋げる

①県内各市の物品の管理規定の確
認

②物品の引継ぎ及び繰越しについ
て掲示板への掲載　4～5月：3回

③取得価格50万円以上の備品を出
納計算書により報告し、備品出納状
況を把握

①関係各課との協議、物品規則改
正、備品管理システムの変更

②年度末に全庁掲示板にて周知徹
底を予定。作成状況のチェックを実
施。

③所管部署において台帳データの
確認及び現状に応じた適切な手続
きを10月中に依頼、年度末までに作
業を完了
・職場訪問時に備品管理状況を確
認

①物品規則改正、備品管理システ
ムの変更

②物品引継繰越の確実な実施

③重要物品と50万円以上の備品の
実態にあった備品台帳と備品管理

①県内各市の物品の管理規定を調査
し、規則改正に向けた資料等を整備し
た。
②物品の繰越引継等の手続き及び物
品の適正な管理について、庁内掲示
板で周知（3/12）した。各課の処理状
況についてチェックを予定している。
③50万円以上の備品について、物品
出納簿を作成し毎月の異動状況を確
実に把握した。物品繰越引継のタイミ
ングにあわせ、備品台帳及び備品管
理状況の確認も周知した。職場訪問
時に備品管理状況について聞き取り
を実施。

①規則改正に向けた具体的な事務手続き
に移る必要がある。

②物品の確実な引継及び繰越の実施に
より、備品の適切な管理が図られた。

③重要物品および50万円以上の備品に
ついて、月次で出納状況を確実に把握す
ることにより、固定資産台帳整備に向けた
取り組みとなった。

重

点
取
組
③

会
計
課

職員のスキルアップ B

①職員対象の説明会、研
修会の開催による会計事
務に関する職員のスキル
アップ

②新公会計制度実施に向
けた知識習得と積極的な研
修受講による会計課職員
のスキルアップ

①源泉徴収、個人番号
関係事務に関する説明
会の開催
職場訪問、つり検査30
部署

②H28実績（研修延べ
26名）

年度末

①職員研修の実施
・職場訪問、つり銭検査の実施
（30部署）

②新公会計制度研修および会
計関係事務研修の受講

①人事課、財政課との連携による
研修や、源泉徴収、個人番号関係
事務に関する説明会の実施
・事務担当課の状況や審査結果を
考慮した職場訪問の実施

②積極的な研修の受講
　　　会計業務に関する研修
　　　新公会計に関する研修
　　　公務に関する研修

①課内研修月1回実施
・予算執行説明会で会計事務の注
意事項の説明（4/14）
・採用3年目までの職員に会計事務
の基礎研修（7/19、48名）
・職場訪問、つり銭確認（8/29～
9/26、19部署）

②会計業務に関する研修：1名
　 新公会計に関する研修：2名
　 人事課所管研修：6名

①課内研修の継続
・職場訪問、つり銭確認を行い適正
な公金の取扱いを徹底する（8/29～
12/8、全つり銭保管52部署）
・源泉徴収、個人番号関係事務に
関する説明会は、業務量が減少し
円滑に行われている為実施せず、
個別指導とする

②研修受講者による課内研修を行
い職員のスキルアップに繋げる
・10月以降の研修受講予定
    会計業務に関する研修：3名

①職場訪問と併せて、つり銭貸出部
署全てに確認検査を実施

②研修受講により職員の知識向上
　会計業務に関する研修
　　　新公会計に関する研修
　　　公務に関する研修　　　を受講

①課内研修の実施
・予算執行説明会（4/14）、予算編成
説明会（11/7）で会計事務及び源泉徴
収に関する注意事項を説明
・人事課主催の採用3年目までの職員
研修で会計事務の基礎研修を実施
（7/19、48名）
・職場訪問、つり銭確認（8/29～12/8、
51部署）

②会計業務に関する研修：4名
　 新公会計に関する研修：2名
　 人事課所管研修：7名
・研修受講者による課内研修を実施

①職場訪問、つり銭検査、予算編成説明
会、採用3年目までの職員研修など実施
する事で、広く職員に対して適正な公金の
取扱を徹底出来た。

②研修受講後の課内研修により、受講者
は研修内容の再確認を課職員は知識を
取得出来、職員のスキルアップとなった。

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標達成の状況【output・input】目標に対する活動（上半期レビュー）目標の内容

会計課 組織目標管理シート



■平成29年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

業

務
改
善
取
組
①

議
会
事
務
局

新たな情報発信ツールとして
Facebookページの充実を支援す
る

Ａ

ホームページや議会だ
より、コミュニティFMラジ
オと合わせ議会広報活
動のさらなる充実を図る

Facebookページ運用
方針を3月22日に決
定し、4月3日に運用
を開始

年度末

・Facebookの「いいね！」数
200
・各種施策の取り組み状況の
迅速な情報発信

・議会活動に関する情報のきめ
細やかな発信
・活動や取り組み等のタイムリー
な情報提供

・Facebookの「いいね！」数99。
・各種議会活動や行政視察受け
入れ状況をスピーディーに情報
発信。

・ホームページやFacebookペー
ジでの議会活動に関する情報の
きめ細やかな発信。
・活動や取り組み等のタイムリー
な情報提供。

・Facebookの「いいね！」数107、
「フォロワー」数111。
・各種議会活動の情報発信と行
政視察受け入れ28件。

・ホームページやFacebookページ
での議会活動に関する情報のきめ
細やかな発信。
・活動や取り組み等のタイムリーな
情報提供。

・議会活動や行政視察受け入れの状
況をタイムリーに情報発信することが
出来た。
・Facebook「いいね！」数は目標に大
分届かなかった事は周知不足の感が
否めないため今後さらにPRしていきた
い。

重
点
取
組
①

議
会
事
務
局

改選年度における取り組み Ａ
4年に1度の改選年度を
迎え、計画的で円滑な事
務の執行に努める

特になし 年度末

・改選に係わる事務の適切な
執行
・改選後の迅速で機能的な
議会運営体制の構築支援

・改選期用議会事務の特別スケ
ジュール及びシミュレーションを作成
・定期的な打ち合わせ会議の実施
及びチェック体制を充実
・改選に伴う議員に配慮した事務支
援の実施

・改選期用議会事務の特別スケ
ジュールを作成。
・定期的な打ち合わせ、会議を
実施。
・改選に伴い議員に配慮した事
務支援を実施。

・改選期用議会事務のシミュ
レーション実施。
・定期的な打ち合わせ会議の実
施及びチェック体制の確立。
・改選後の円滑な議会運営と議
員活動の支援強化。

・投票日２週間後に初議会を開
会。
・12月定例会ですべての議会体
制が確定。
・改選に伴い議員に配慮した事
務支援を実施。

・改選期用議会事務のシミュレー
ション実施。
・定期的な打ち合わせ会議を９回
実施するとともに、チェック体制を
確立。
・改選後の円滑な議会運営と議員
活動の支援強化。

・改選２週間後、新任期１週間後に初
議会を開催する事が出来たことは議
会の空白期間短縮につながった。
・議長選挙において判断ミスにより関
係各位に多大なご迷惑をおかけした。
次回轍を踏まない様に、今回の反省
点や改善点等を取りまとめ記録保存
した。

重
点
取
組
②

議
会
事
務
局

市民に開かれた議会の取り組み Ｂ

「市民に親しみやすい議
会」を目指した取り組み
の成果を検証し、改善を
加えた対応等の継続実
施

・インターネット利用
傍聴者（Ｈ28年度実
績）
ライブ中継4,291件
（+1,465）
録画中継4,896
（+1,101）
ＨＰアクセス93,938件
（+49,306）
・かまくらFM「教え
て！横手市議会」毎
月2回（第2,4月曜日）
放送、火曜日再放送
・議会だより　年4回
発行、号外1回
・議会報告会　21会
場420人参加
・市民と議会の懇談
会の開催
・Ｙ８サミット創快横手
市議会の開催

年度末

・インターネット利用傍聴者
　5,000人以上
・かまくらFMオリジナル番組
　年24回以上
・議会の活動状況を発信し、
市民の意見を聴取する議会
報告会の開催を支援
・広聴分科会が主体となる
「市民と議会の懇談会」の開
催を支援
・議会だより　年4回発行
・中学生議会（Y8サミット）等
の開催

・市報、議会だより、ホームペー
ジ、かまくらFM等の活用による
議会情報の周知
・地域づくり協議会、地区会議、
各種団体への出前PR
・議会報告会の開催を支援
・市民と議会の懇談会の開催を
支援

・インターネット利用傍聴者
　ライブ中継3,449件
　録画中継3,056件
　ＨＰアクセス71,966件
・かまくらFMオリジナル番組
　4月～9月12回放送
・議会報告会の開催
　6月26日から7月7日まで市内
16会場で開催し、延べ336人の
市民が参加。
・議会だよりの発行
　4/15号、7/15号の2回

・インターネットを活用した積極
的な情報発信。
・かまくらFMオリジナル番組10月
～3月12回以上放送。
・議会だよりの発行10/15、12/1
号、1/15号の3回
・「市民と議会の懇談会」を周知
すため、議会だより、かまくら
FM、議会ホームページなどの情
報ツールの効果的な活用。
・懇談会開催の申し込みを待つ
だけでなく、行政課題など分野
ごとの開催を検討。
・Ｙ８サミット創快横手市議会の
開催。

・インターネット利用傍聴者
　ライブ中継7,192件
　録画中継5,501件
　ＨＰアクセス146,366件
・かまくらFMオリジナル番組
　4月～9月12回,10月～３月12回
放送
・議会報告会の開催
　6月26日から7月7日まで市内
16会場で開催し、延べ336人の
市民が参加。
・議会だよりの発行
　4/15号、7/15号、10/15、
12/1、1/15の5回
・11/13、Ｙ８サミット創快横手市
議会開催。
・12/4醍醐小6年生傍聴
・2/9市民と議会の懇談会開催、
9名参加。

・インターネットを活用した積極的
な情報発信。
・かまくらFMオリジナル番組4月～3
月24回以上放送。
・議会だよりの発行4/15、10/15、
12/1号、1/15号の4回
・「市民と議会の懇談会」を周知す
ため、議会だより、かまくらFM、議
会ホームページなどの情報ツール
の効果的な活用。
・懇談会開催の申し込みを待つだ
けでなく、行政課題など分野ごとの
開催を検討。
・Ｙ８サミット創快横手市議会を創
快に開催できるよう総務課、教育
委員会と綿密に協議。

・インターネット利用による議会傍聴件
数が前年度に比べ1.6倍（ライブ）、1.2
倍（録画）と増加した。これはデータ配
信をマルチデバイス対応にしたことが
要因と考えられる。
・HPアクセス数については前年度の
2.0倍となっている。これは改選があっ
た事とタイムリーに内容更新している
事が要因と考えられる。
・Ｙ８サミット創快横手市議会では、前
年度のY8議会答弁を受けマナーアッ
プ活動に取り組み、その活動の成果と
課題を当局に対し報告するとともに政
策提案が行われた。市内の全中学生
が社会参画や地方行政に対する関心
が高まったとともに、議会に対する理
解が深まった。
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議会改革に適切に対応できる事
務局の取り組み

Ｂ

地方分権の進展、地方
創生の推進に的確に対
応できる事務局をめざし
た取り組みの進化と自己
研さん

・行政視察受け入れ
（H28年度実績）
　43団体　345人
・他市事務局職員と
の研修会の実施　年
2回
・専門的研修会への
参加
　年4回
・事務局内研修の実
施
　Ｈ28年度6回開催

年度末

・行政視察の受入れ拡大
・他市事務局職員との研修会
への参加　　年2回以上
・自己研さんのための研修会
への参加　　各自1回以上
・事務局内研修の実施　年10
回以上

・市の事業や観光をPRし、積極
的な行政視察の受入れ
・他市事務局職員との研修会へ
の参加　　年2回以上
・自己研さんのための研修会へ
の参加　　各自1回以上
・議会運営に関する事項や社会
の課題、市の事業等に関する事
務局内研修会の開催　　随時

・行政視察受け入れ（4月～9月）
　20団体　145人
・議員、事務局職員研修会の実
施　1回
・事務局内研修の実施　1回

・行政視察の積極的受入れ
・他市事務局職員との研修会・
情報交換会の実施、参加
・ 議員研修会の開催
・自己研さんのための研修会へ
の参加
・事務局内研修の実施

・行政視察受け入れ4月～9月、
20団体145人、10月～8団体86人
・議員研修会　11/10、1/15
・事務局職員研修会　1/26

・行政視察の積極的受入れ
・他市事務局職員との研修会・情
報交換会の実施、参加
・ 議員研修会の開催
・自己研さんのための研修会への
参加
・事務局内研修の実施

・行政視察は10月に改選があったた
め少々伸び悩みしているが、目標達
成に向け努力したい。
・他市事務局職員との研修会につい
ては、他市議会との調整がつかず、ま
た、改選期と重なり１回となってしまっ
た。
・自己研さんについては、議長会等が
主催する研修会等に参加し、他市の
状況を知るとともに当市の議会運営に
活かすことができた。
・事務局内での自主的な議会講座に
ついては目標に全く届いておらず、次
年度は実施回数を増やしたい。

議会事務局 組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】



■平成29年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

業

務
改
善
取
組
①

選

挙

管

理

委

員

会

事

務

局

他市の事務事業の進め方把握
による課題等の把握と改善取組

Ｃ

近隣市の選挙事務執行体
制との比較による横手市の
課題等の把握・対応策の検
討・実践

投開票事務は横手市方
式以外は未把握

平成29年10月
他市の事務事業の進め方等を
参考に、改善すべき点は可能な
ものから直近の選挙へ反映

・県南3市（大仙市、湯沢市、横手
市）合同研修会（仮称）開催を呼び
かけ、他市の状況把握（～6月）

・横手市役所本庁舎にて初開催。3
市から出された11項目の案件につ
いて協議、意見交換（7月7日）
※大仙市では4/9執行選挙がトリプ
ル（知事、県議補欠、市長）、湯沢市
がダブル（知事、市長）に拘らず、投
票事務の配置人数が横手市より少
ない。（横手市比2～3人）

・10月15日に執行される市長・市議
会議員選挙では、大仙市、湯沢市
の配置人数を参考に、投票事務従
事者数を削減し選挙事務に臨む。

・大仙市、湯沢市の事務従事者数を
参考に、10月執行の市長市議選及
び衆院選の人員配置を行った。い
ずれも前回比で大幅な配置減で執
行
※市長市議選の当日投票所におけ
る最多配置人数は9人（前回・Ｈ25
選挙では13人）

・投票所事務の各係の役割の見直し、
選管各出張所担当者に説明し、監視
係を廃止

・やり方次第で、事務従事者数を減らして
も事務執行が可能であることを確認するこ
とができた。
・他自治体では、有権者数に応じた事務
従事者の配置基準等を定めている例もあ
ることから、今後、適正配置のための参考
としたい。
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平成２９年度執行される選挙の
適正な事務処理

Ａ

①秋田県知事選挙の適正・
円滑な執行（平成29年4月9
日執行）

②横手市長・市議会議員選
挙の適正・円滑な執行（平
成29年10月22日任期満了）

③衆議院議員総選挙の適
正・円滑な執行（平成29年
10月22日執行）

①県内転出者の横手市
における選挙権の有無
について十分に留意し
た事務処理

②市外転出者の選挙権
の有無について十分に
留意した事務処理

③不在者投票、在外選
挙人投票等の確実な事
務処理
※18歳未到達者等に留
意した事務処理は①②
③共通

①平成29年4月9日

②平成29年10月

③平成29年10月

選挙事務における誤りのない適
正な事務執行（①②③共通）

・円滑な執行のための事務局・出張
所職員の打合せ会議、勉強会等の
実施

・知事選挙、市長・市議会議員選挙
それぞれについて、投票できる要
件、制度の確認と情報共有

※①4月上旬、②③～10月上旬

①秋田県知事選挙
・県内転出者、県外転出者、18歳未
到達者への対応等、誤りなく対応済

②横手市長・市議会議員選挙
・事務局・出張所職員の打合せ会議
を開催。市外転出者、18歳未到達
者への対応、市外居住の学生に係
る不在者投票への適正な事務執行
について依頼。（7月21日）
・立候補届出事前審査打合せ（9月
26日）

③衆議院議員総選挙
・事務局・出張所職員の打合せ会議
を開催。18歳未到達者への対応、
市外居住の学生に係る不在者投票
への適正な事務執行について依頼
（9月26日）
・市長・市議会議員選挙の期日前投
票と同時進行となる10月11日から
14日までの間は、衆院選の期日前
投票は本庁舎のみでの実施を確
認、回覧板での有権者への周知を
依頼（9月26日）

①秋田県知事選挙
・投票事務、開票事務とも適正に対
応
※開票時間　▲12分（Ｈ27県議選
比）

②横手市長・市議会議員選挙
・投票事務、開票事務とも適正に対
応
※開票時間▲37分（前回・Ｈ25比）

③衆議院議員総選挙
・投票事務、開票事務とも適正に対
応
※開票時間▲24分（前回・Ｈ26比）

①秋田県知事選挙
・4月4日　開票事務支援班・主任打合
せ
②横手市長・市議会議員選挙
・9月26日　各出張所と立候補届事前
審査に係る打合せ
・9月27日～29日　立候補届事前審査
・10月12日　開票作業に従事する職員
を対象に、開票事務の適正化と効率
化を図るため、開票事務従事者説明
会を開催（・初めて開票事務に従事す
る職員は必須）
③衆議院議員総選挙
・9月26日　各出張所と衆院選選挙事
務に係る打合せ
※横手市長・市議会議員選挙と期間
が重なる10/11～10/15までの期日前
投票所は本庁舎のみとすることの確
認、選管各出張所への市民向け周知
チラシの配布依頼

・いずれの選挙も選管出張所や支援班、
開票事務従事者との打合せ等により適正
執行することができた。特に横手市長・市
議会議員選挙については、最も身近であ
り、かつ自前の選挙ということもあり、立候
補届出受付から経費の精算まで緊張感を
持って円滑かつ適正に事務執行ををする
ことができた。
横手市長・市議会議員選挙の開票作業
時、集計前の候補者の票の束に他の候補
者の票が混在する事案が発生したため、
再点検の上、票を確定した。当該ヒヤリ
ハットを機に次週執行の衆議院議員総選
挙の開票作業では確認作業の手順を一
部見直し事務に臨んだ。

※衆議院議員総選挙が一時期、横手市
長・市議会議員選挙と同時進行となった
際、期日前投票所の開設を1箇所とした判
断が、結果として事務ミス等のリスク回
避、適正執行に繋がったと思われる。
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選挙事務執行体制の見直し Ａ
選挙事務の効率化と執行
経費節減

①秋田県知事選挙
・選挙費委託金基準額
・Ｈ27執行秋田県議会
議員選挙の開票終了時
間

②横手市長・市議会議
員選挙
・前回（Ｈ25.10.20執行）
選挙の事務従事者数及
び開票終了時間

③衆議院議員総選挙
・前回（Ｈ26.12.14執行）
選挙の事務従事者数及
び開票終了時間

①平成29年4月

②平成29年10月

③平成29年10月

※今後執行される選
挙に活かせるものは
平成30年3月まで

①秋田県知事選挙
・選挙費委託金基準額以内での
執行及び開票時間の短縮

②横手市長・市議会議員選挙
・事務従事者数の削減及び開票
時間の短縮

③衆議院議員総選挙
・事務従事者数の削減及び開票
時間の短縮

※未整備事務マニュアルの整
備、既存事務マニュアルの見直
し（①②③共通）

①秋田県知事選挙
・事務局・選管出張所・支援班等と
の調整、シミュレーション（4月上旬）

②横手市長・市議会議員選挙
・事務局・選管出張所・支援班等と
の調整、シミュレーション（～10月上
旬）

③衆議院議員総選挙
・事務局・選管出張所・支援班等と
の調整、シミュレーション（10月上
旬）

①秋田県知事選挙
・期日前投票従事者数　461人
（374）
⇒1日当たり　28.81人（46.75）
・投票事務従事者数　300人（346）
・開票事務従事者数　139人（168）
・開票終了時間　22：12（22：24）
※（ ）は、Ｈ27執行秋田県議会議員
選挙の数値
※期日前投票期間
　知事選：16日間、　県議選：8日間
・選挙経費の比較
県提示基準額経費との比較（Ｈ29
執行分）　▲3,061千円
⇒基準額：29,203,713円
⇒実績額：26,141,714円

②横手市長・市議会議員選挙
・関係出張所に対し、当日投票事務
の監視係等の配置の廃止を指示（7
月21日）
・本庁舎期日前投票所の配置人員
の適正化（削減）を検討
・開票作業手順等の見直しによる配
置人数の削減検討。開票事務従事
者を対象とした説明会を開催予定
（10月上旬）

③衆議院議員総選挙
・開票作業手順等の見直しによる配
置人数の削減と開票時間の短縮を
図る。

①秋田県知事選
・執行経費　▲3,061千円（基準額
比）
・開票時間　▲12分（Ｈ27県議選比）
②横手市長・市議会議員選挙
・事務従事者数　▲116人（前回・Ｈ
25比）
　(期日前▲52、投票▲52、開票▲
12)
・開票時間　▲37分（前回・Ｈ25比）
③衆議院議員総選挙
・事務従事者数　▲197人（前回・Ｈ
26比）
　(期日前▲125、投票▲45、開票▲
27)
・開票時間　▲24分（前回・Ｈ26比）

①秋田県知事選
・期日前投票事務従事者の配置減、
開票事務従事者全員の係の兼務
②横手市長・市議会議員選挙
・期日前投票事務従事者配置数の見
直し減、投票所に配置している監視係
の廃止、開票作業の流れ等の見直し
③衆議院議員総選挙
・期日前投票が市長・市議選と重なっ
た期間について、投票用紙の種類が
増えることによる有権者の投票用紙投
函間違いや事務ミス防止のため、投票
所を本庁舎1箇所に絞って設置、開票
事務のうち判読係のチェック体制及び
集計係の票の流し方等について再確
認

・いずれの選挙も事務従事者数の減、開
票時間の短縮が図られ、選挙事務に従事
する職員の負担軽減が図られると同時
に、時間外勤務手当等の経費節減も図る
ことができた。
　選管各出張所との振り返りの際に出さ
れた意見等を踏まえ、以降の選挙につい
ても必要に応じ執行体制の見直しを行っ
ていく。

※横手市長・市議会議員選挙の経費につ
いては、人員配置等を含め、市の裁量に
より対応できる面は経費節減を図ることが
できたが、郵送料金の改訂増や委託の部
分等の関係から、全体経費は前回選挙
（Ｈ25）経費を上回る結果となった。

重
点
取
組
③

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

職員の意識改革 Ｂ
選挙事務に従事する者とし
ての意識付けを図る

平成28年度に新規採用
職員＋採用2年目職員
を対象に、選挙に係る
内部研修を初めて実施
※講義＋模擬投票事務

平成29年10月
横手市長・市議会議員選挙にお
ける誤りのない円滑・適正な事
務執行

新規採用職員を対象とした職員研
修の実施（～9月末）

※講義＋模擬投票事務に加え、模
擬開票事務の実務も実施

・新規採用職員を対象とした研修
（講義・模擬投票・模擬開票）を実施
（22人のうち21人参加）（7月19日）
※選挙事務は市職員の第2の本来
業務である旨を繰り返し説明し意識
付けを図った。

・選挙期日が近づいてきたら、新規
採用職員全員に対し、研修内容を
振り返り万全な体制で臨むよう、注
意喚起を促す必要がある。

・市長・市議会議員選挙執行前に模
擬開票事務も含めて実施することが
できた。

・7月19日の研修のほか、研修実施か
ら選挙執行まで3箇月ほど期間が空い
たため、9月8日に新規採用職員全員
（22人）に対し、庁内回覧板にて研修
の振り返りを促すとともに、公務員とし
て、また、有権者として注意しなけれ
ばならない選挙制度等についての周
知・注意喚起を図った。

・10月の選挙本番より前に時間的余裕を
持って研修を実施することができ、選挙事
務の重要性や選挙に臨む意識付けに寄
与できたものと思われる。次年度以降も継
続実施していきたい。

※今年度追加実施した模擬開票について
は、投票用紙の上下や表裏逆に記載した
もの、誤字脱字等のあるものなど、バリ
エーションを増やし判読させるなど、内容
をより充実させたい。

重

点
取
組
④

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選挙啓発活動の推進 Ｃ
若年層を中心に選挙へ関
心を持ってもらうための啓
発活動

・市内高校での出前講
座
Ｈ28：4校で計5回実施
平成2回、横手1回、雄
物川1回、横手清陵学
院1回

・成人式での啓発活動

平成30年3月

・市内高校における出前講座の
継続実施（1校以上）

・成人式会場での対象者への啓
発の継続実施

・18歳年齢到達者（予定者）に対
する周知・意識付け

・学校の要望等の把握・協議・検討
及び県選管との調整（随時）

・成人式会場での対象者への啓発

・18歳年齢到達者に対する効果的
な周知方法の検討・実施（～12月）

・平成26年度に作成した市独自の
高校生向け選挙啓発パンフレットの
内容をリニューアルし再印刷したも
の市内6高校を訪問・配付し活用を
依頼（7月18日）
・成人式会場（市民会館）入口にて、
啓発用ボールペンを配付（明推協
委員等15人参加）
・横手高校（定時制）において、選挙
啓発出前講座を開催。（8月18日：全
学年100人対象）

・選挙啓発出前講座の10月以降の
予定
横手高校（全日制）　11月7日：1年
生
増田高校　　11月：1年生又は2年生
雄物川高校　1月：2年生

①高校生対象の啓発活動として、
市内高校3校において選挙啓発出
前講座の実施
※各校とも講義＋模擬投票を実施
②8月15日に明推協役員等15人の
協力のもと、市民会館入口付近に
おいて新成人に対し選挙啓発グッ
ズ配布
③若年層を対象とした市独自の啓
発冊子を作成し、市内高校に配付

①選挙啓発出前講座
・8月18日 横手高校（定時制）（全学
年・100人）
・11月7日 横手高校（1年生・236人）
・1月23日 雄物川高校（2年生・72人）
※それぞれ講義、模擬投票を実施
②成人式会場入口付近での啓発
・明推協委員13人、同推進員2人の計
15人により、対象者956人に対し声掛
けとグッズの配布
③啓発冊子（Ａ4カラ―刷り・8ページ）
3,500部を印刷、3,200部を配布

①Ｈ29.10.15執行の市長・市議会議員選
挙における18歳・19歳の投票率39.35%のう
ち、18歳のみは52.95％、現役高校生に着
目すると72.07%であったことを踏まえると
一定程度の効果があったと推察される。
②18歳選挙権が定着している中、高校生
への出前講座のほか若年層への啓発も
必要なことから、当面の間、継続実施すべ
きものと考える。
③現役高校生の投票率の確保、選挙に対
する関心を高めることは、年1回程度の出
前講座も大事だが、繰り返し内容を確認
できる冊子は啓発には有効と思われる。

選挙管理委員会事務局 組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】



■平成29年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

業

務
改
善
取
組
①

監
査
委
員
事
務
局

情報共有及び職員のスキルアッ
プ

Ｂ

・職員の情報共有

・研修参加及び局内研修の
実施

・会議及び打合せをして
情報共有

・各研修会への参加及
び職員研修の実施

年度末

・監査等の状況や課題について
話し合いながら指摘事項や解決
策を共有する

・研修及びセミナーへの１人１回
以上参加

・監査委員会議で委員から指示受
けて監査の指摘事項等を確認
・毎日、会議や打合せをしながら業
務の確認と情報共有
・研修及びセミナーへの参加と、毎
月、局内研修の実施

・監査委員会議を毎月開催し、指摘
事項や措置状況等を確認し情報共
有
・毎日、業務打合せを実施して業務
の確認及び担当以外の業務を把握
・研修やセミナーへ積極的に参加
・局内研修を実施しながらスキル
アップ

・監査委員会議の開催
・業務打合せの実施
・研修会への参加及び局内研修の
実施

・監査委員会議：３４回開催
・事務局会議及び職員スピーチ：月
曜日
・業務打合せ：火～金曜日
・研修会参加：１７人
　NOMA行政管理講座等-４人、監
査関係研修-６人、公平委員会関係
-７人
・局内研修：９回開催

職員情報共有及びスキルアップのた
めに下記のことを実施。
・監査委員会議、事務局会議及び職
員業務打合せ
・研修会への参加及び事務局内研修
の実施。

監査委員、事務局職員の情報の共有が
図られ、職員のスキルアップにつながっ
た。

重
点
取
組
①

監
査
委
員
事
務
局

合規性、経済性、効率性、有効
性の観点から定期監査等を実施

Ａ
左記４項目の観点から計
画的に定期監査・財政援
助団体等審査を実施

○前年度の実績
　①定期監査（第１～３
期）Ｈ28.5～Ｈ29.2月
　②財政援助団体等監
査 H28.9～10月

年度末

・定期監査については、本庁及
び地域局の全部署を実施

・財政援助団体等監査は、出資
団体及び公の施設の指定管理
者並びに補助金等交付団体に
ついて実施

・監査委員会議を開催し、監査する
部署や日程を決定

・出資団体及び公の施設の指定管
理者並びに補助金交付団体につい
て、前年度監査をしていなかった団
体・施設から抽出し選定する

・第１期定期監査
　監査期間：5.15～31
　監査対象：17機関
・財政援助団体等監査
　監査期間：9.26・28
　監査対象：補助金交付団体4、出
資団体1、指定管理施設4

・２期定期監査（10.18～11.17）
・３期定期監査（1～2月）
・随時監査（11.22～24）

・定期監査
　９０機関、２６日間－第１期…5.15
～31、第２期…10.18～11.17、第３期
…1.19～2.13
・議会請求監査
　２課、４６日間－4.7～6.14
・財政援助団体等監査
　２出資団体、６指定管理施設、３補
助金（４交付団体）、３日間－9.26・
28、1.12
・随時監査（備品及び重要物品）
　８課、２日間－11.22・24

合規性、効率性等の観点から各種監
査を実施。
・法令や条例、規則等を確認しながら
日程の見直しや監査課室所の組換え
をして監査を実施。
・報告書は、素案から成案まで５回以
上の監査委員会議を経てまとめた。

定期監査等は、監査課室所の組換えや、
日程の見直し等をすることによって効率的
に質の高い監査を実施することができた。

重
点
取
組
②

監
査
委
員
事
務
局

決算審査・健全化判断比率審査
等を実施

Ａ

各会計決算及び基金の運
用状況審査、健全化判断
比率審査等を実施し、市民
に公表

○前年度の実績
　①決算審査（企業会
計）Ｈ28.6～8月
　②決算審査（一般、特
別会計）Ｈ28.6～8月
　③基金運用状況審査
Ｈ28.6～8月
　④健全化判断比率等
審査 Ｈ28.8～9月

年度末

・８月までに各会計の決算審査
を終了

・意見書を市長へ提出し、市民
へ公表

・一般会計・特別会計歳入歳出決算
調書及び基金運用状況報告書等が
関係法令に基づいて調整されてい
るかを確認

・関係課から意見聴取・審査し、速
やかに市長へ提出し、市民へ公表
する

・決算審査（公営企業会計）：7.7～
8.7
・決算審査（一般・特別会計）：7.6～
8.7
・基金運用状況審査：7.6～8.7
・健全化判断比率等審査：8.7～9.4
・意見書提出：8.10

毎月の例月検査をしながら一般会
計や企業会計の執行状況を確認
し、精査する

各会計決算及び基金の運用状況審
査等を実施
・決算審査（公営企業会計）：7.7～
8.7
・決算審査（一般・特別会計）：7.6～
8.7
・基金運用状況審査：7.6～8.7
・上記意見書提出：8.10
・健全化判断比率等審査：8.7～9.4
・上記意見書提出：9.5

各会計毎にヒアリング等を実施しなが
ら監査委員等が内容を聴取。監査委
員会議を開き、事務局でまとめて審査
意見書を作成し市長へ提出。

提出日が例年より前倒しになったが、審
査に付された各会計歳入歳出決算等は、
提出日まで審査意見書を提出した。

重
点
取
組
③

監
査
委
員
事
務
局

指摘事項や問題点等の改善 Ａ
定期監査での指摘事項や
問題点等の件数

・定期監査（第１～３期）
の指摘事項等
　Ｈ２８年度：１５１件

年度末
前年度の指摘事項の改善を促
し、件数を少なくする

・所管課から措置状況報告を求める

・全庁掲示板に監査における留意
点を掲載し、事務処理等を改善する
ように促す

・定期監査（３期）報告書を提出後、
措置状況を求め公表した⇒措置状
況報告：市長部局 8.25、教育委員
会 4.24
・全庁掲示板に定期監査内容や留
意点等を掲載⇒５月：前年度の指摘
件数、７月：契約事務及び施設管理
について

・定期監査実施後、指摘のあった課
所より措置状況報告を求めながら
事務や業務改善につなげる
・業務統括課（会計課、契約検査
課、総務課等）と打合せ、協議をし
ながら指摘事項や事務ミスを少なく
するために指導や周知をしていただ
くように要望する

・定期監査報告書を提出後、措置状
況を求め公表した⇒３・１・２期
・全庁掲示板に定期監査内容や留
意点等を掲載
　５月：前年度の指摘件数
　７月：契約事務及び施設管理につ
いて
　10月：監査指摘事項一覧
・業務統括課（会計課・契約検査課・
財産経営課等）と協議し、指摘事項
等が改善されるように要請⇒２～３
月

定期監査での指摘事項や問題点を改
善するため、措置状況等を求めたり、
事務局により監査における留意点に
ついて全庁掲示板での周知や、業務
統括課と指摘事項の傾向や問題点に
ついて協議を実施。

事務局による周知や業務統括課と協議を
行うことで、業務統括課から全庁掲示板
や説明会で注意点を周知することにより、
全庁に周知が図られ、前年度に比べ指摘
事項が減少し、指摘のない課室所も増え
た。
・指摘のない課室所（２～３期）：３５箇所
（前年同期：２３箇所）　※１期は対象施設
が毎年度変わるため比較できない。

目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】

監査委員事務局 組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容



■平成29年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

業
務
改
善
取
組
①

農
業
委
員
会
事
務
局

　親切丁寧な窓口対応、業務の
適切な推進と充実を図ります

B

・職員間での、業務推進状
況の確認と、その相互支援
・法令に基づいた、間違い
のない業務の推進
・丁寧な対応と、迅速な行
動

・高い専門性を要しま
す。
・横手市農業再生協議
会等との連携が不可欠
です。
・個人情報の漏洩を防
止し、迅速丁寧な対応
が基本です。

年度末

・年間および月間スケジュール
表の作成と、進捗把握
・農林部内会議への参加、事務
局職員会議及び係や個別ミー
ティングの励行
・農地公開システムの適正運
用、地域局や他機関との連携

・農地法に基づく、正確な許認可業務
の受付審査
・農業委員会総会の期日開催
・定例職員会議進行の順次担当
・地域局担当を含めた、農地法等の研
修会実施

・事務処理の適正執行と事例検討
のため、相談受付内容を全地域で
共有できる仕組みを新たに取り入れ
た。
・各地域課併任職員へ事務局職員
が講師となり、「事務処理調整会議」
を4月に開催し、新たに6月には「農
委法制度説明会」を開催して、許認
可業務の適正執行等を図った。
・年間予定表や月間予定表を作成
掲示し、職員間や係間での進捗管
理や相互連携を強化した。

・各地域課を巡回訪問しながら、個
別に業務実態の把握と指導を行う。
・個室の相談室を活用しながら、相
談者が相談しやすい環境に配慮す
る。
・併任職員への研修や会議を適宜
開催しながら、職員の専門性を図
る。
・ご高齢の相談者でも分かりやすい
よう、事務局入口への灯具設置と案
内表示を行う。

・農地法等の法令の権限に属する
許認可と、事務処理の適正執行や
事例検討のため、新たに相談受付
内容を全地域で共有できる仕組み
を取り入れた。
・各地域課併任職員へ、事務局職
員が講師となる慣例の事務調整会
議を２回開催し、新たに外部講師に
よる勉強会を２回開催して、職員の
専門性向上と許認可業務の適正執
行を図った。
・高齢化する地域にあって、相談者
の皆さんに事務局所在が分かりや
すいよう照明を設置し、椅子を交換
して相談しやすい環境を整えた。
・年間予定表や月間予定表を作成
掲示し、職員間や係間での進捗管
理や相互連携を強化した。

・各地域課併任職員への支援と事務ミ
ス防止のため、新規に５月から地域局
相談受付簿を作成し、事務局で適時
確認と進行管理ができるようにした。
・例年２回の開催であった職員事務調
整会議に加え、外部講師を招聘し７月
には県農業会議による耕作放棄地の
非農地化対応、１２月には県による遊
休農地対応の勉強会を開催した。
・ご高齢の相談者でも分かりやすいよ
う、事務局入口へ灯具２器と案内表示
の設置、ご高齢でも座りやすい椅子へ
の交換を行った。
・業務予定の確認、定例職員会議や
適宜のミーティングを励行して、係間
の相互支援を行った。

・高い専門性を要するも、１４人中１０人が
入れ替わった併任職員への支援とスキル
アップを強化し、農業者や相談者の皆さん
の役に立つ窓口職員を目指せた。
・地域課題でもある、ご高齢の皆さんにや
さしい環境づくりのため、細やかな配慮と
丁寧な窓口対応が図られた。
・いち早く農地公開システムⅡへの移行を
完了し、また職員間や関係機関との連携
のもとで正確な受付審査と総会提案がで
きた。

重
点
取
組
①

農
業
委
員
会
事
務
局

農業委員会活動の取り組み強
化

A

・農業委員への活動支援
・女性農業委員ネットワーク
の活動支援
・意見の公表、要請活動の
推進

・農業委員会総会の公
開と、詳細議事録の公
表
・農業委員活動への支
援体制の整備
・農業委員個々の日常
的な活動記録の作成

年度末

・年間活動計画及び活動実績の
作成と公表
・総会議事録の作成と公表
・女性の力を活した活動の推進
・関係機関への要請行動の推進
・食農教育事業推進のための、
関係機関連携の推進

・農業委員と事務局職員の、二人三脚
での活動
・年間活動計画及び活動実績の作成と
公表
・総会議事録や農地情報等のHP掲
載、農業委員会だよりの発行
・女性の視点にたった提案活動の推進
・スキルアップを図るため、農委研修や
職員研修を実施
・教育委員会と連携し、食農教育事業
を小学校で実施

・スキルアップを図るため、事務局
職員には4月と6月に、農業委員に
は7月に研修会を開催した。
・食農教育推進として、大雄小学校
で搾乳体験と食農教育を実施し、そ
の取組みに係る広報活動を積極的
に展開した。
・農林部や建設部及び教育委員会
と農地利用（農振計画、都市計画、
転用等）の協議を行った。
・活動計画や実績、総会議事録や
農地情報等について、積極的な公
開を行った。

・市内17小学校5年生を対象とした
「第12回食育見聞録図画作文コン
クール」を実施し、食農教育を推進
する。
・種苗交換会で食農活動のパネル
展示を行って、横手市農業委員会
活動を広くPRする。
・全県農業委員会大会などの機会
を捉えた研修を充実させ、食農や女
性農業委員の活動を支援していく。
・農振計画や都市計画等の農地利
用について、関係部署との連携を継
続していく。

・県農業委員会大会へ要請提案を
行い、また２回の国会議員要請集
会では県と別建ての横手市独自の
要望を行って地域課題の解消に向
けた。
・４月から新たに全国農業会議所の
「農業委員活動記録簿」を採用し、
各委員に記録の徹底を促して農地
利用最適化推進の意識向上と活動
強化を図った。
・食農教育推進として、大雄小学校
で搾乳体験と食農教育を実施し、そ
の取組みに係る広報活動を展開し
た。
・年間活動計画と活動実績、総会議
事録と審議内容を遅滞なく公開し、
また農地ナビで農地情報を公開し
た。

・食農教育推進として、大雄小学校で
搾乳体験と食農教育を実施し、その取
組みに係る広報活動を積極的に展開
した。また、8/4全国農業新聞に市農
委の食育教育を大きく取り上げても
らった。
・市内１７小学校５年生を対象とした
「第12回食育見聞録図画作文コンクー
ル」を継続実施し、食農教育を推進し
た。
・県種苗交換会で、初めて市農委の食
農活動パネル展を実施し、横手市農
業委員会活動を広く広報した。
・新たに採用した、全国農業会議所
「農業委員活動記録簿」の記入説明
を、複数回実施した。
・各種議事録等の７日以内公開や、活
動計画や実績、農地情報等の積極的
な公開を行った。

・市内小学校児童を対象とした食農教育
活動を展開しながら、食事の多彩な役割
と重要性を伝え、また食を支える農業に関
する知識や体験を行うことができた。
・全国農業新聞や県種苗交換会パネル展
を通して、横手市農業委員会食農教育活
動を広く広報できた。また、農業委員のモ
チベーションの向上につながった。
・地域個別課題を、国会議員要請集会や
県農業委員大会で要望し、関係者との共
有化が図られた。
・農業委員活動記録簿を全国様式とし、活
動の数値化が図られた。

重
点
取
組
②

農
業
委
員
会
事
務
局

新たな農業委員会制度への対
応

A
・農業委員及び農地利用最
適化推進委員の設置に伴
う対応

・改正農委法による農
業委員の定数削減、及
び農地利用最適化推進
委員の新設

年度末

・平成30年度からの新農業委員
の選任と、新体制の確立
・平成30年度からの農地利用最
適化推進委員の公募

・年間スケジュールを決定し、関係機関
との連絡調整による遅滞ない対応
・農業委員及び農地利用最適化推進
委員に関する条例等整備
・農業委員の公募等と、候補者評価委
員会での評価と評価報告、選任
・農地利用最適化推進委員の公募等

・改正農業委員会法対応として、4
月以降農業委員会で9回の検討と、
議会への3回の説明を行いながら、
市議会9月定例会で定数等条例を
可決いただいた。
・新制度での農業委員の半減に伴う
業務量の倍増に鑑み、報酬改定を
実施した。

・市長部局と歩調を合わせ、また連
携しながら、農業委員と農地利用最
適化推進委員の選任に関する要綱
等を定める。
・農地利用最適化推進委員の公募
と評価を進めながら、新制度移行後
の農業委員会活動に停滞が生じな
いよう万全を期する。

・改正農業委員会法に伴う、横手市
農業委員と農地利用最適化推進委
員の定数他について、4月以降運営
委員会と総会で計９回検討し、結果
を市長と議長に要望書として伝え
た。
・市議会への３回の説明を行いなが
ら、市議会９月定例会で定数等条例
を可決していただいた。
・新制度での農業委員の半減に伴う
業務量の倍増に鑑み、報酬改定を
実施した。

・市長部局と歩調を合わせ、また連携
するため、年間スケジュールを作成し
て進行管理を徹底しながら事務処理を
進めた。
・現農業委員の意見を広く聴取し、改
正法対応に反映した。
・定数条例や選任に関する要綱等を
定めた。
・農地利用最適化推進委員の公募と
評価を進めながら、新制度移行後の
農業委員会活動に停滞が生じないよ
う万全を期した。

・全戸配布チラシの作成や農業委員会だ
よりへの掲載、コミュニティーＦＭ放送や
ホームページ掲載によって、制度周知と募
集評価の透明性を確保した。
・新体制に移行する前の2月総会で農地
賃借料情報を、また3月総会で農作業標
準単価を決定しながら、新年度からの新
体制横手市農業委員会に円滑に移行で
きるようにした。
・６月以降、当初スケジュールのとおり推
進できた。

重
点
取
組
③

農
業
委
員
会
事
務
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農地の利用最適化業務の推進 B

・農地中間管理機構の
普及と利用集積の推進
・農業委員活動と農地情
報等の発信

・27年度
 192件413haの集積（農
地面積18,779haの
2.20%）
・28年度
　277件519haの集積
（農地面積18,779haの
2.76%）
・農業委員個々の日常
的な活動記録の作成

年度末

・担い手の確保と育成、及び農
地利用集積等の促進
・基盤整備事業の進捗状況等を
把握しながら、利用集積を推進
・活動記録を取りまとめながら、
次年度以降の計画への反映

・農地中間管理機構の普及を図り、人・
農地プランに位置づけられた担い手へ
の農地集積の推進
・集落内の話合活動や地域の世話役
活動に積極的に取り組み、農地利用の
最適化を推進
・活動記録を毎月提出し、活動状況を
取りまとめの上で考査し、次年度以降
の活動計画に反映

・新たに、全国農業会議所の活動様
式を採用した農業委員活動記録と
し、各委員には毎月の報告徹底を
依頼した。
・農地中間管理事業を農業振興課
と連携しながら推進し、農地利用配
分計画策定委員会等で農地の利用
集積活動を推進した。
・委員と事務局職員合同で、7月に
農地パトロール、8月に農地利用状
況調査を実施し、農地利用状況の
把握を行った。

・農業委員の活動記録の徹底を促
し、農地利用最適化推進の意識向
上を喚起する。
・活動記録の集計と考査分析を行
い、他委員会との活動比較も行いな
がら、次年度活動計画への反映を
図る。
・農地中間管理事業の普及推進を
図り、農地利用の適正化を推進す
る。
・2回目の農地パトロールと農地利
用状況調査検討会を実施し、農地
の集積と有効活用に結び付ける。

・４月から新たに全国農業会議所の
「農業委員活動記録簿」を採用し、
各農業委員に記録の徹底を促し
て、農地利用最適化推進の意識向
上と実践活動の推進を図った。
・２月までの集積366ha、うち乗換集
積102ha、新規264haの実績となって
おり、新規集積の大幅増により集積
率も61.0%から62.5%へ上昇すると見
込まれる。
・７月と１０月には農地パトロール、１
２月には意向調査を実施して、農地
利用状況の把握を行った。

・全国農業会議所の「農業委員活動記
録簿」を採用し、事務局で記入説明を
行いながら記録の徹底を促して数値
化し、農地利用最適化推進の意識向
上と実践活動の推進を図った。
・農地中間管理事業の普及推進を委
員活動として推進し、農地利用の適正
化を図った。
・農地パトロールと農地利用状況調査
検討会を実施し、農地の集積と有効活
用に結び付けた。

・担い手の確保と育成、及び農地利用集
積等の推進が図られた。
・活動記録の集計と考査分析を行い、他
委員会との活動比較も行いながら、次年
度活動計画への反映が図られる。

目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】

農業委員会事務局 組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容


