
Ａ 組織の方針(使命) Ｂ 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段） Ｅ 目標の達成評価 Ｆ 目標の達成度 G 今後の取り組み

組織の基本方針又は
使命

今年度取り組む事項

どのようなニーズに基づ
くのか
どのような成果を目指す
のか

重点目標項目を実現す
るため行う活動や手段

目標の達成状況や成果の
評価（できるだけ定量的に
記入）

※目標の達成度の区
分（「B重点目標項目」

単位での評価）

目標が未達成であれば、
今後の具体的な取り組み

1.社会保障・税番号制度
個人番号・個人番号カー
ド独自利用の検討

・平成27年10月1日に個人
番号が付与され、平成28
年1月1日から個人番号
カードの発行が開始され
る。庁内での個人番号や
個人番号カードの利用につ
いて、関係部署との調整を
進める。

・個人番号・個人番号カー
ド利用事務等の洗い出し

・個人番号は法定事務と一部
独自利用事務について条例
化した。また、個人番号カード
の利用については可能性に
ついて関係部署との検討を
行った。

B

・個人番号の利用は、業務の
効率化による利便性を共有
するとともに、個人番号カード
利用については、社会的定
着状況を伺いながら、今後継
続して関係課と調整していく。

2.同志社大学等との連携
強化

・市と大学のサークル等の
類似事業間の新規連携：3
件
・同志社国際中学校・高等
学校との新規連携事業：1
件

・窓口担当者との調整
・関係者間の調整

・サークル等との新規：3件
同志社大学留学生課SIEDと2
件、女子大看護学部と市民模
擬患者募集での連携：1件
・国際中高との新規：1件
フランスの中学生が市内中学
校を訪問し部活動等で交流

A

3.第2次京田辺市男女共
同参画計画の改訂

・計画の改訂（具体的事業
の見直し）

・男女共同参画審議会等
による審議（通年）
・パブリックコメント実施（12
月）
・審議会から答申（2月）

・男女共同参画推進研究会
（ワーキング部会）4回、男女
共同参画推進会議3回、男女
共同参画審議会4回を開催
し、審議を行った。
・12月から1月にかけてパブ
リックコメントを実施し、5人の
方から12件の意見をいただい
た。
・計画の改訂について2月に
審議会から答申され、3月の
経営会議において決定した。

A

・市政運営の基本となる
自主財源である市税等
の確保を図る。
・持続可能な保険制度の
維持確立。
・市政への市民参画及び
市民活動を促進するとと
もに、男女共同参画社会
の形成を目指す。
・すべての人が人間とし
て尊重され、生きていく
権利が保障されなけれ
ばならない社会を築きあ
げるため、様々な人権施
策を展開する。

今年度の目標の達成度と今後の取り組み今年度の目標設定

平成２７年度 市民部

組織目標達成度測定シート

- 1 - ※【目標の達成度の区分　A．達成できた B．概ね達成できた C．達成できなかった】



Ａ 組織の方針(使命) Ｂ 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段） Ｅ 目標の達成評価 Ｆ 目標の達成度 G 今後の取り組み

組織の基本方針又は
使命

今年度取り組む事項

どのようなニーズに基づ
くのか
どのような成果を目指す
のか

重点目標項目を実現す
るため行う活動や手段

目標の達成状況や成果の
評価（できるだけ定量的に
記入）

※目標の達成度の区
分（「B重点目標項目」

単位での評価）

目標が未達成であれば、
今後の具体的な取り組み

今年度の目標の達成度と今後の取り組み今年度の目標設定

平成２７年度 市民部

組織目標達成度測定シート

4.住民税未申告者への
申告勧奨

・未申告者に対して申告を
促す。

(7月)課題抽出
(9月)他市調査
(11月)案作成
(12月)勧奨実施

　337名の未申告者に対して
市民税・府民税の申告を勧奨
し、84名から申告書等の提出
があった。これにより、
1,564,700円の税額が発生し
た。

A

5.固定資産税における農
業用施設用地の調査

・農業用施設用地の対象
筆を把握し、評価スケ
ジュールを作成する。

(7月)農業用の家屋評価が
ある筆を抽出
(8～9月)農地転用の資料
収集
(10～11月)対象筆の分類
分け
(12～2月)評価スケジュー
ルの作成

(7月)農業用の家屋評価があ
る筆を抽出
(8～9月)農地転用の資料収
集
(10～11月)対象筆の分類分け
(12～2月)評価スケジュール
の作成

A

6.国保特別会計の歳出
抑制の取り組み

・医療費の抑制と被保険者
の自己負担の軽減を図る

・ジェネリック薬品使用促進
と効果検証を行う

昨年度に引き続き、年間12回
（平成27年4月～平成28年3月
の毎月末）、延べ2,500名に通
知を実施した。（費用額約310
万円）
現時点で測定可能な平成27
年4月～10月（7回分）の保険
者本人負担分も含む医療費
削減効果額は約2,850万円と
なっている。

A
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7.マイナンバーの通知及
びカード発行を円滑に行
う。

・全市民を対象にマイナン
バー（１２桁）を通知。
・全市民の５％の方に対し
てマイナンバーカード（平
成28年１月発行～）の発行
を目指す。

・ナンバー通知に伴うコー
ルセンターの開設やカード
発行申請受付業務をアウト
ソーシング（外部委託）を検
討。
・広報紙やＨＰで広報・啓
発。

・マイナンバー「通知カード」の
交付率は、97.7%であり、マイ
ナンバーカード（個人番号カー
ド）の交付枚数は1,214枚
（1.8%）である。

C

・今後は、予約枠を増やすな
ど、カード交付に努める。

8.市民への人権意識・思
想の普及

・人権意識の普及のため、
市民への展開は不可欠

（8月）
ヒューマン映画上映会
人権問題研修会(3日間)
（10月）
わくわくワークショップ
（12月）
ハートフルフェスタ

・講演形式だけでなく、様々な
手法を用いて、市民や職員な
どに、人権意識・思想につい
て広く啓発することができた。
(ヒューマン映画上映会195
名・人権問題研修会665名・わ
くわくワークショップ51名・ハー
トフルフェスタ120名） A
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