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採用試験業務の効率化と多様な人材確保推進事業

第５次香芝市総合計画等進行管理事業



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 第５次香芝市総合計画等進行管理事業 （既存・維持）
部局名 企画部

施策 30 行財政運営の最適化 07300101

主な取り組み 01 総合計画・総合戦略の進行管理 第５次総合計画前期基本計画

所属名 企画政策課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 総合計画進行管理事業 101-103 ページ

事務事業の概要
総合計画（総合戦略含む）に位置付ける施策及び事業の行政評価を毎年度実施し、ＰＤＣＡサイクルによる効果検証・改善を図りま
す。また、総合計画（総合戦略含む）の進行状況や行財政改革等に関して審議や検討を行う都市経営市民会議を運営し、各所管
へのフィードバックを行います。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R3年度～R14年度）

期待できる効果
（展望）

適切に行政評価を実施することで、事業の改革・改善へとつながり、限られた行政資源・地域資源の中で、よりよい成果を生み出す
ことができる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

◎現状：第４次香芝市総合計画の計画期間が令和２年度で終了したことに伴い、令和３年度を計画初年度とする「第５次香芝市総
合計画」を策定した。また同時に、第２期となる「香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略」についても、総合計画に包含して策定し
た。
◎課題：第５次総合計画に示す方針に沿って事業を着実に実施し、目標達成につなげるためには、ＰＤＣＡサイクルの循環による継
続的な効果検証と改善を図ることが重要であるため、部局目標に設定する。

年度実施内容
・第５次総合計画（総合戦略含む）について、行政評価による事業の進捗状況確認、効果検証、次年度方向性の検討等を実施（９
月～１０月）。
・香芝市都市経営市民会議を開催、第５次総合計画（総合戦略含む）にかかる、事業の進捗状況等について審議（年３回予定）。

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 287,000 300,000 300,000 3,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

一般財源 287,000 300,000 300,000 3,000,000

報酬 135,000

年度 旅費 30,000

企画費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬
　　都市経営市民会議委員報酬　9人×5,000円×3回=135,000円
・旅費
　　都市経営市民会議委員交通費　2人分往復=20,000円
　　会議等交通費　10,000円
・需用費
　　消耗品費：コピー代・コピー用紙代等　119,000円
　　食糧費：会議用賄　3,000円

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目 需用費 122,000

合計（自動計算） 287,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 採用試験業務の効率化と多様な人材確保推進事業 （既存・拡大）
部局名 企画部

施策 33 行政組織の活性化・組織力の強化 07330３0３

主な取り組み 3 効果的な人員配置 第５次総合計画前期基本計画

所属名 人事課

◆事業の位置付け

政策 7 スマートでスリムな行政経営の確立のために。 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

◆事業の概要

事務事業 3 定員適正化事務 109-111 ページ

事務事業の概要 職員採用試験の実施

運営方法 直営 事業期間 単年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・従来の統一試験日からある程度自由な日時で受験できるようになることで、受験者数の増加が期待される。
・受験生、市双方にとって採用試験に費やす時間が短縮され、郵送料や人件費の削減にもつながる。
・新型コロナウイルスの影響により、従来の一堂に会しての採用試験の実施が危ぶまれる中、柔軟な対応が可能。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

近年、特定職種で採用試験申込人数が少なく、必要な人員が確保できない状態が続いている。一方で、近隣市町村ではテストセン
ター方式やSPIを導入する等次々に新たな施策を打ち出し、多くの受験者の確保に向けて動いている。
本市でもこの流れに乗り遅れないよう、また多くの受験生がストレスなく受験できる環境づくりを行い、優秀な人員を確保する必要
がある。

年度実施内容
テストセンター方式の導入
e古都ならを用いた採用試験の申込管理

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 3,047 3,047 3,047 3,047

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 3,047 3,047 3,047 3,047

報酬 75,000

年度 需用費 290,000

一般管理費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬：任用試験委員会報酬　　＠5,000×5回×3人分
・需用費：コピー代、徽章、名札、事務用消耗品費　　290,000
・印刷製本費：辞令書様式印刷　　＠9.75×2,000枚×1.1
・役務費：郵送料　　60,000
・委託料：試験テストセンター委託料　　2,600,000

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目 印刷製本費 22,000

役務費 60,000

委託料 2,600,000

合計（自動計算） 3,047,000
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R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 情報セキュリティ対策事業 （既存・維持）
部局名 企画部

施策 32 情報とＩＣＴの利活用 07320301

主な取り組み 03 情報セキュリティの確保 第５次総合計画前期基本計画

所属名 ICT推進課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 情報セキュリティ対策事業 106-108 ページ

事務事業の概要 情報セキュリティに対する職員研修の実施や、セキュリティ対策システムの導入および維持管理などを行います。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （H19年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

セキュリティを強化をする際に、可用性の点にも重点を置き、業務への支障を最小限に出来るように手法の検討・可用性の高いシス
テムへの入替や追加システムの導入を行う。
可用性の高いシステムを入れることにより、セキュリティ対策レベル・価格・職員の業務円滑化の3点のバランスをとることができる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：個人情報の漏えい等を防ぐため、情報セキュリティの強化に努めているが、サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、
マイナンバー制度及び地方自治体の行政に重大な影響を与えるリスクも想定される。
課題：情報セキュリティ対策をさらに強化することが必要である。

年度実施内容
・情報漏えい防止策の検討
・職員のセキュリティへの意識向上を図り、人的要因の情報漏えい等が発生しないよう教育研修を実施する。
・引き続きセキュリティ対策システム等でセキュリティ監視を行う。

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 16,898,000 54,174,000 45,309,000 7,809,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 16,898,000 54,174,000 45,309,000 7,809,000

委託料 8,445,000

年度 使用料及び賃借料 3,653,000

電子計算費

節

区分 金額

内容
積算

【委託料】 
・ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｼｽﾃﾑ等保守委託料(SKYSEA) 　   158,400円
・ﾌｧｲﾙ無害化・暗号化ｼｽﾃﾑ保守委託料     　　　　 215,160円
・二要素認証ｼｽﾃﾑ保守料              　　　　　　　　1,071,438  円
・二要素認証システム構築委託料　　　　　　　　　　5,680,000円
・個人番号利用事務系ADサーバ構築委託料　1,320,000円
【使用料及び賃借料】
・ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ使用料                            1,056,550円
・自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨ向上ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ｻｰﾋﾞｽ利用料    150,000円
・自治体ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ使用料                    2,445,810円
【備品購入費】
・二要素認証システム機器　　　　　　　　　　　　　　　　2,490,000円
・個人番号利用事務系ADサーバ機器　　　　　　2,310,000円

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目 備品購入費 4,800,000

合計（自動計算） 16,898,000



R 3

3 4 5 6

R 3

委託料 2,400,000

負担金 5,000

合計（自動計算） 12,660,000

旅費 5,000

年度 需用費 10,150,000

文書広報費

節

区分 金額

内容
積算

・旅費:県広報協会市部会・広報研修参加等　交通費　5千円
・需用費:10,150千円
         消耗品　50千円
　　　　 印刷製本費　広報かしば　5,300千円
　　　　　　　　　　＋お知らせ版　4,800千円＝10,100千円
・役務費：郵送料　100千円
・委託料：広報かしば＋お知らせ版＋県民だより配送委託料  2,400千円
・負担金：奈良県広報協会会費　5千円

＜財源内訳＞
・国県支出金
　配送委託金：591千円
・その他
「広報かしば」広告料:1,500千円

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目 役務費 100,000

その他 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

一般財源 10,569,000 10,569,000 10,569,000 10,569,000

歳出    事業費（自動計算） 12,660,000 12,660,000 12,660,000 12,660,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 2,091,000 2,091,000 2,091,000 2,091,000

国県支出金 591,000 591,000 591,000 591,000

地方債

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・市政への関心向上。
・市ホームページへのアクセス数増加。
・魅力発信によるシビックプライド（市に対する誇りや愛着）の醸成。
・「訪れてみたい」「住んでみたい」「住み続けたい」の意欲喚起。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

◎現状：令和元年度の広報紙のリニューアルを行い、SNSを活用した市政情報の発信に努めているが、本市ホームページへの流
入は思ったように伸びていない。引き続き若年層や市外のかたに興味を持っていただけるような広報紙作りと情報発信が必要。
◎課題：わかりやすい表現で、市政情報を発信し、市民のかたに本市の魅力や良さを再認識していただくとともに、市外のかたに対
しても本市に対する関心・興味を持つ機会を提供する必要がある。

年度実施内容

・各課からの情報を集約し、市民のかたにとってわかりやすい表現・レイアウトを用いた広報紙作りに努める。
・市民のかただけではなく、市外のかたにも広報紙を閲覧していただけるように、SNSを活用したホームページ「広報」の紹介を行う
ことで、年間の一月あたりの平均アクセス数を前年度より５０件の増加を目指す。（令和３年度から令和６年度までで１９０件増加
し、目標値９６０件を目指す）

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 広報紙発行事業 106-108 ページ

事務事業の概要 市民への情報発信媒体として、市政情報や市民のニーズに応じた適切で分かりやすい情報の提供を行い、市の魅力を発信します。

施策 32 情報とＩＣＴの利活用 07320101

主な取り組み 01 市政情報の提供と広報力の強化 第５次総合計画前期基本計画

所属名 秘書広報課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 4

事業名 広報紙発行事業 （既存・維持）
部局名 企画部


