
1
2 52 83 109 有収率向上による経費の節減

5 行政評価による事務事業の再点検 58 2-②　工程表の予定より遅れているもの　　21件
6 敬老祝い金の見直し 84 1
7 イベントの統廃合
8 使用料・手数料の見直し 59
9 85 3

60
10 4

61 86
12 11

62 87
14 16

66 88
15 20

67 89
17 22

68 90
18 家庭ゴミの有料化と減量化を導入する 39 南診療所（伊良部地区）を廃止する
19 69 91 40 佐良浜診療所を廃止する

42 診療所(城辺地区)を廃止し、再利用する
【緊急行動計画による物件費の抑制/24～31】 70 92 53
24 賃金の抑制
25 旅費の抑制 98 有料広告事業の指針を策定する 54
26 消耗品の抑制 71 101 し尿処理の有料化
27 光熱水費の抑制 104 公共下水道事業の定員管理 55
28 役務費の抑制
29 委託料の抑制 72 2 56
30 使用料及び手数料の抑制 2-①　工程表予定どおりのもの　　　　　　　　17件
31 その他の抑制 73 13 57
27 光熱水費の抑制（文化ホール）
35 74 27 光熱水費の抑制（下/地域づくり課） 63

31 その他の抑制（環境保全課）
36 75 33 64

37 養蚕センターを廃止する 76 34 65
38 畜産品評会場を廃止する
41 旧あずま保育所を利活用する 77 43 上野北保育所を廃止し、再利用する 97
44 93

78 99
45 保育所12件の統廃合を行う 94 特殊勤務手当の廃止又は支給停止
46 79 95 100 法定外目的税の導入

47 母子保健センターの施設を利活用する 80 96
49 48

81 102 公共下水道の加入率向上
50 103 使用料見込み

105 メーター取替え期間の延長
82 106 メーター取替えを委託から直営へ 21

51 107 漏水修理の委託比率を減らし直営を増加
108 時間外勤務手当の抑制

平成の森公園の指定管理者制度導入の検討
する

下地老人福祉センターの指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定し、業務開始を
目標とする

三役等の給与について、市長は10％、副市
長・教育長は5％の減額をします

城辺総合運動公園の指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する
陸上競技場の指定管理者制度について検討
し、可否を決定する
総合体育館の指定管理者制度について検討
し、可否を決定する

市税の徴収率向上について対策方針を実施
する

総合博物館の指定管理者制度について検討
し、可否を決定する

市営住宅の使用料の徴収率向上について対
策方針を実施する

伊良部B&G海洋センターの指定管理者制度
について検討し、可否を決定する

勤労青少年ホームの指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する
平良老人福祉センターの指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定し、業務開始を
目標とする

第三セクター・外郭団体等の見直し
（土地開発公社）

管理職手当の支給率について、2分の1に減
額します。（部長等は7.5%、課長等は5%）

進捗区分毎の取組事項

目標を達成したもの　　　　　　 　　　　　　70件

未達成のもの　　　　　　　　　　　　　　　　40件

窓口業務について、昼休み時間の対応を検
討し、実施する。

第三セクター・外郭団体等の見直し
（宮古島マリンターミナル）

第三セクター・外郭団体等の見直し
（宮古食肉センター）
第三セクター・外郭団体等の見直し
（公共施設管理公社）
第三セクター・外郭団体等の見直し
（社会福祉協議会）

資源リサイクルセンターの直営による業務
開始を目指す

下地公民館の指定管理者制度について検討
し、可否を決定する

有料広告事業の要綱を策定し、事業を開始
する

定員管理の適正化
　上段は、4月1日現在　下段は、年度末現在

平良多目的屋内運動場の指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定する
平良多目的前福運動場の指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定する
上野体育館の指定管理者制度について検討
し、可否を決定する

2-③作業が保留になっているもの　　　　　　　1件
学校給食の調理業務等の民間委託について
検討し、可否を決定する

市が所有する土地、建物等、低･未利用の財産

について適格な把握を行い、売却、交換、譲

渡、貸付を含め有効活用を推進します

行政手続きについてインターネットでも対
応可能とする。
委託契約について随意契約の見直しや類似業務

の一括発注等を行い、経費節減を図る。

第三セクター・外郭団体等の見直し
（博愛国際交流センター）
第三セクター・外郭団体等の見直し
（パブリックゴルフ場）
農林水産関係の単独補助金については合併
協定書に基づき見直しを図る

下崎地区公民館の指定管理者制度について
検討し、可否を決定する
土地改良事業受益者負担金の徴収率向上に
ついて対策方針を実施する

単独補助金の全体で毎年10%程度を削減す
る。また、評価制度はH21に導入する。

負担金・補助金について新たに公募制度を
設ける

池間添児童館での業務について民間委託の
業務開始を目標とする
佐和田児童館での業務について民間委託の
業務開始を目標とする
平良児童センターでの業務について民間委
託の業務開始を目標とする
平良南小型児童館での業務について民間委
託の業務開始を目標とする
下地児童館での業務について民間委託の業
務開始を目標とする
久松地区公民館の指定管理者制度について
検討し、可否を決定する
西原地区公民館の指定管理者制度について
検討し、可否を決定する

2-④作業時期が到来していないもの　　　 　　1件

保健センター4件の統廃合について意思決定
する。

市営団地の使用料徴収等の民間委託につい
て検討し、可否を決定する

平良・城辺図書館の図書貸出、整理業務等
の民間委託について検討し、可否を決定す
る
文化ホール（ﾏﾃｨﾀﾞ市民劇場）の指定管理
者制度について検討し、可否を決定する
伊良部公民館の指定管理者制度について検
討し、可否を決定する
中央公民館の指定管理者制度について検討
し、可否を決定する

伊良部勤労者体育センター(野球場)の指定
管理者制度について検討し、可否を決定す
る
平良勤労者体育センター（旧市営球場）の
指定管理者制度について検討し、可否を決
定する

市民球場の指定管理者制度について検討
し、可否を決定する

第三セクター・外郭団体等の見直し
（コーラルベジタブル）

地域子育て支援センター「おひさま」での業務
の民間委託について検討し、可否を決定する

種苗供給施設の民間移譲について検討し、
可否を決定する
栽培漁業（海業）センターの民間移譲につ
いて検討し、可否を決定する

城辺老人福祉センターの用途変更により再
利用する

第三セクター・外郭団体等の見直し
（シルバー人材センター）

行政連絡員との委託業務の見直しと委託料
の減額を図る

下地農村環境改善センターの指定管理者制
度について検討し、可否を決定する
城辺農村環境改善センターの指定管理者制
度について検討し、可否を決定する
上野農村環境改善センターの指定管理者制
度について検討し、可否を決定する

地域子育て支援センター「くがにハウス」での
業務の民間委託について検討し、可否を決定
する

地域子育て支援センターでの業務の民間委
託について検討し、可否を決定する

上野老人福祉センターの指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定し、業務開始を
目標とする
伊良部老人福祉センターの指定管理者制度
について検討し、可否を決定し、業務開始
を目標とする
社会福祉センターの指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定し、業務開始を目標
とする

伊良部運動公園の指定管理者制度について
検討し、可否を決定する
漁船巻上機施設の指定管理者制度について
検討し、可否を決定する
池間漁民研修（八重干瀬）センターの指定
管理者制度導入の検討する
農村女性の家の指定管理者制度導入の検討
する
伊良部カントリーパーク　(陸上競技場)の
指定管理者制度導入の検討する

資料１


