
(1)行政組織・機構の見直し

項目番号 (1)-1

実施済み (終了の事業)

実施中で、今後も継続・充実を図る

次年度以降に実施予定

未実施 (検討中含む)

Al

A2

B

C

1‐

実施項目 1.効率的・効果的な組織体制の推進

所

管

課

総務課

関連課

内  容 新たな行政課題や住民の多様なニーズに対応できる行政サービス

に努めるため、常に各行政委員会を含めた組織・機構の見直しを

行う (部・課・係等の見直し検討)

取組概要 平成 19年度から実施された第四次総合計画に伴い、庁内の機構

改革を行い4部 18課を4部 14課に変更し、現在もその体制で

業務を遂行している。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

検 討 実施

内部評価

①平成 17年 7月 から昼休み時間の窓口業務を8課で実施 (総務課) A2

② 12時から 13時までの間は、証明発行等の卜Fく定した対応であっ

たが平成 18年度よりその時間帯においてもすべての業務対応を行

っている。 (税務課)

A2

③窓口業務の実施 (主 に社会体育施設の貸出業務)(教育総務課)

主に公園の体育施設、学校体育施設等の貸出業務。 (教育総務課) A2

④平成 19年 2月 から午前 7時から午後 10ま での間 (年末年始は

除く)自 動交付機で住民票・印鑑証明 。税務等の証明発行を実施

(住民環境課)

A2

個別の取組内容等

総合評価 A2



(1)行政組織・機構の見直し

項 目番号 (1)-2

実施済み (終了の事業)

実施中で、今後も継続・充実を図る

次年度以降に実施予定

未実施 (検討中含む)

Al

A2

B

C

実施項 目 2.庁議の充実 。強化

所

管

口呆

総務課

内  容 重要施策の協議、調整、決定の場として、議題の提出方法や審議

方法等の一層の充実 t強化を図る

取組概要 重要施策の最終決定は庁議であることを認識させるため、しっか

りと積み上げ方式で取組むよう意識を持って進めてきた。

H15 H16 I H17  1 H18  1 H19  i H20  1 H21

実施期間の取組

実施

個別の取組内容等

①定例として毎月第4火曜日午前 7:30か ら1回 開催 (総務課)

②重要施策の最終決定は庁議であることを認識させるため、しっ

か りと積み上げ方式で取組むよう意識を持って進めてきた。 (企

画財政課)

総合評価 A2

-2-



(1)行政組織・機構の見直 し

項 目番号 (1)-3

Al:実 施済み (終了の事業 )

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C :未 実施 (検討中含む)

実施項 目 3.部長会議の充実・強化

所

管

課

総務課

関連課

内  容 町行政の円滑化及び効率的運営を図るため、庁議付議事案の調整

及び各部間の連絡調整の充実・強化を図る

取組概要 町長や副町長の最終決断の前に、月 1回 の定例部長会議の他に、

政策調整監を中心に部長調整会議を積極的に行い、また必要があ

れば課長職を含めた会議を臨機応変に行い各部間の連絡調整の充

実 。強化を図つてきた。

H15  1 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1卜 121

実施期間の取組

実 施

内部評価

①定例として毎月第 3火曜日午前 10か ら1回開

催 (総務課) A2

②町長や副町長の最終決断の前に、月 1回の定例

部長会議の他に、政策調整監を中心に部長調整会

議を積極的に行い、また必要があれば課長職を含

めた会議を臨機応変に行い各部間の連絡調整の充

実 。強化を図つてきた。 (企画財政口果)

A2

個別の取組内容等

総合評価 A2

…3



(1)行政組織・機構の見直 し

項 目番号 (1)-4

実施済み (終了の事業)

実施中で、今後も継続・充実を図る

次年度以降に実施予定

未実施 (検討中含む)

Al

A2

B

C

実施項 目 部課長会議の充実・強化

所

管

課

総務課

関連課

内  容 部口呆長会議は、町政の総合的運営と執務の調整の場 として、執行

方針の徹底や進行管理機能の一層の強化を図る。部課長会議の決

定事項は、各課長から所属職員へ周知・徹底 し、統一的・効果的

な行政運営を実施する

取組概要 月 1回第 2火曜 日を定例 として、部課長会議を開催 し、町政の総

合的運営と調整の場としている。部「果長会議の決定事項について

は、各課長から所属職員へ周知・徹底している。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

実 施

内部評価

①定例として毎月第 2火曜 日午前 10か ら1回開

催 (総務課 ) A2

②月 1回第 2火曜日を定例 として、都課長会議を

開催 し、町政の総合的運営と町政の場としている。

部課長会議の決定事項については、各課長から所

属職員へ周知・徹底 している。 (企画財政課)

A2

個別の取組内容等

総合評価 A2

‐4-



(1)行政組織 ,機構の見直し

項目番号 (1)-5

All実施済み(終了の事幻

A2:!実施中で、今後も継統‐充実を図る

B ,次1年度以降に1実施予定

C :「未実―施 (検討申含む)

実施項 目 部長職の事務分掌の明権化―

・所

管

課

総務課

内  容 部長職の事務分掌の明確化について検討する

取組概要 行政組織に関する規則の1全面改正を行い、直17年 41月 から部長以

下の職員の事務分掌を明確にした。 (1総務課)

H15 H16 1H17 1H18 1H19 1H20 11121

実施期間の取組

実 施

個別の取組内容等

①行i政組織に関する規則の全面
―
改正を行い、H17年 4月から部長

メ下の職員の1事務分掌を明確にした。総務課)

総合評価 A2

‐5-



(1)行政組織・機構の見直 し

項 目番号 (1)-6

Al:実 施済み (終了の事業 )

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C i未 実施 (検討中含む)

-6‐

実施項目 係等制度の見直 し

所

管

課

全課

内  容

行政課題に機動的に対応するとともに事務執行の効率化を図るた

め、組織・機構の見直しに当たっては、係制の廃止やグループ制

及び担当制の導入について検討を進める

取組概要

平成 18年度に、組織のフラント化及び班制度導入に関する実施

要領を制定し、平成 19年 4月 から班制度を導入。組織のスリム

化、業務のフラント化に取組んでいる。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

(民生部) 実 施

個別の取組内容等

詳細は次ページに掲載

総合評価 Al



幹 (1)-6

内部評価別 掲/個別の取組内容

Al議会事務局 平成 19年度から班制度を導入し事務執行の効率化を図ってい

る。

Al総務課 班間の情報を共有し各種事業 (行事)等において連携して取り

組んでいる。

平成 19年度か ら班制度 を導入 し、事務事業の効率化 を図ってい

る。

Al企画財政課

Al税務課 現在の班編成は係制当時と同編成であるが、班間の連携を密に

して情報共有することとし的確な課税及び管理収納業務に努め
ている。

平成 19年度から班制度を導入し、事務執行の効率化を図った。 Al住民環境課

Al

総 務 部

会計課 可能な限り、効率的な会議―運営に努めている。

Alこども課 H17年 4月 から班制度を導入し、事務事業の効率化、平準化を

図つた。

H17年 4月 から班制度を継続実施中 Al保健福祉課

Al国保年金課 H17年 4月 から班制度を導入し、事務事業の効率化、平準化を

実施。

民 生 部

Alまちづくり
振興課

農業委員会と農政班で情報を共有し、農地業務を担当。計画班
は、農林土木事業も業務とした。

Al都市整備課 班制度を導入している。

Al

経済建設部

区画下水道

課

平成 19年度から班制度を導入し、下水道及び集排の普及活動
等の強化を図っている。             ´

Al教育総務課 班で業務は実施しているが、窓口業務に於いては全職員で対応
している。

Al学校教育課 平成 19年度から班制度を導入し、班長を中心に職員間の連携
を密にし、的確に諸行事等に効果を上げている。

生涯学習文
化課

平成 19年度から班制度を導入している。各々業務内容が入り

組んでいるため協力体制を構築している。班、担当は置きつつ

も、全体で協力する態勢をつくっている。

Al

教 育 部

Al総合評価

*民生部においては、平成 17年度から部内の班制度を実施している。

`―

〔り



(1)行政組織・機構の見直 し

項 目番号 (1)-7

Al:実 施済み (終了の事業)

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C :未 実施 (検討中含む)

7‐

各部の総合調整機能の充実・強化

所

管

課

総務課 。こども課

まちづくり振興課

教育総務課

実施項 目

内   容 円滑に町政を運営するためには、各部の主務課は部内外の総合調

整の役割を認識 し、その充実・強化を図る

取組概要 各部において、所管部内の調整会議を開催 している。その中で情

報共有を図 り、他部課にまたがる内容については、その都度調整

会議を持ち総合調整を図つている。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

実 施

内部評価

A2

①総務部内の部課長会を定例化し実施し、緊急調整会議等も実施。

(総務課)

②部課長会議を定例化し、社協を含めた民生部の係長以上の会議を

運営規定にしたがい年 3回実施 し、こども課の総合調整機能の強化

を図つた。 (こ ども課)

A2

A2

③経済建設部の総合的な調整としては、南風原町建設工事競争入札

参加資格審査委員会と工事検査依頼について、まちづくり振興課で

総合調整を行つている。 (ま ちづくり振興課)

④定例の部内部課長会議を行つており、業務の連携が密に行えるよ

うになった。 (都市整備課) A2

A2

個別の取組内容等

⑤教育委員会部課長会議の開催 (定例会は毎月第2火曜日)、 教育

部行事等の確認 (毎週金曜午前 9時～30分程度)(教育総務課)

A2総合評価



(1)行政組織・機構の見直し

項 目番号 (1)-8

Al:実 施済み (終了の事業)

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C :未 実施 (検討中含む)

応援 (協力)体制の強化

所

管 全 課実施項 目

内  容

部課長の連携を強化することにより、部・課・係等を越えた応援

体制を充実させ、業務を効果的 。効率的に執行する

取組概要

職員の流動体制に関する要綱を制定 し(H17.4.1)、 応援態勢の強

化を図つた。

必要に応 じた課間の連携応援態勢もできており、業務が効果的・

効率的に執行 されている。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

実 施

個別の取組内容等

詳細は次ページに掲載

総合評価 A2

-8



目 1 -8

別 掲/個別の取組内容 内部評価

議会事務局 応援の要請があつたら参加 している。 A2

総務課 不発弾処理や庁内ごみ分別、庁舎周辺の清掃等については、全
庁の応援体制で実施 している。

A2

企画財政口果 A2平成 20年度から21年度において、国の各種緊急経済対策に対
応するため、部・課を超えた組織体制を構築 し、機動的な事務
執行を行った。

税務課 A2住民税等の申告受付、各税 目毎の納期における広報車による広
報を全職員がローテーションで対応 している。

住民環境口果 総務部内の事業行事等については、部内各課から職員の応援体
制で対応 している。

A2

総 務 部

会計課 該 当無 し

こども即果 民生部各課の事業・行事等 (敬老会、老人婦人運動会、老人ク
ラブ総会、福祉まつ りなど)があるときは、部内各課から職員
を派遣 し応援体制を強化 した。

A2

保健福祉課 課の行事等で必要に応 じ部内の応援体制を図っている。 A2

A2

民 生 部

国保年金口果 民生部各課の事業・行事等 (敬老会、老人婦人運動会、町慰霊
祭、老人クラブ総会)があるときは、部内各口呆から職員を派遣
し応援体制を強化した。

A2まちづくり
振興課

ふるさと博覧会は、福祉まつ り。児童館まつ りは、課全体から
全職員で協力する態勢を構築した。

A2都市整備課 景気対策等の緊急的な事業について経済建設部 3課にて対応 し
連携を図つている。

A2

経済建設部

区画下水道

課
国の経済対策における緊急な各種 「経済対策臨時交付金」を経
済建設部の全課で事業執行を図つた。

教育総務課 かす り駅伝小中学生大会、小中学生陸上競技大会、新春マラソ
ン大会を学校教育口果、生涯学習文化課に応援体制を図つている。

A2

学校教育口果 年 2回の学校公開日や 「教育の日」の教育講演会、教育長表彰
は、教委部内で他の課の応援を得ている。
年 1回実施 している全学校訪問事業は、教育部全体で取 り組ん
でいる。,果 を超えて横断的な取 り組みで連携 して実施 している。

A2

教 育 部

生涯学習文
化口果

大きな行事のときには、教育部内で協力 し合い事業を進めてい

る。

A2

総合評価 A2

9-て
')



(1)行政組織・機構の見直し

項 目番号 (1)-9

Al:実 施済み (終了の事業)

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C :未 実施 (検討中含む)

実施項 目 施策ア ドバイザーの設置

所

管

課

総務課

企画財政課

内  容 施策について部課長に指導・助言するア ドバイザーを設置し、新

たな行政課題や住民ニーズに対応する

取組概要 技術 。経験を必要とする課の業務において、その道のスペシャリ

ス トを嘱託採用 し―
課題解決に取 り組んでいる。

H15 I H16  1 H17 H18 I H19  1 H20  1 H21

実施期間の敗組

実 施

個別の取組内容等

①平成 21年度から、那覇市において区画整理事業での専門的知

識・経験を持っている方を嘱託員として採用し、区画整理事業と

企業誘致、さらに土地利用に取 り組んでいる。 (企画財政課)

総合評価 A2

‐9-



(1)行政組織・機構の見直し

項 目番号 (1)-10

:実施済み (終了の事業 )

:実施中で、今後も継続・充実を図る

:次年度以降に実施予定

:未実施 (検討中含む)

Al

A2

B

C

実施項 目 庁内プロジェク トチームの充実

所

管

課

全課

内  容

新たな行政 .果題への対応や効率的に行政を推進するために、庁内

プロジェク トチームの積極的な組織化とスタッフの充実・強化を

図る

取組概要

必要に応 じてプロジェク トチームを設置し、課の横の連携を図つ

ている。また、協議会などに関連課から担当職員を配置 し課題解

決に向けて取 り組んでいる。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実 施

実施期間の取組

詳細は次ページに掲載

個別の取組内容等

総合評価 A2

-10-



項 目番号 (1)-10

別 掲/個別の取組内容 内部評価

議会事務局 プロジェク トチームの呼びかけがあつた場合は、積極的に職員
の参加 に努めている。

A2

総務課 プロジェク トチームの呼びかけがあつた場合は、積極的に職員
の参加に努めている。

A2

企画財政課 部・課を超えた課題を解決するため、プロジェク トチームを設
置 し取組を進めている。例として、企業誘致推進グループ、ク
リーンセンター周辺まちづくリプロジェク トチームなどを設置
している。

A2

税務課 滞納管理システムを導入・構築するに当たり、機能等の仕様書
作成や事業所選定のため、滞納管理システム専門部会を設置し
た。

A2

住民環境課 戸籍電算課システムを導入するに当たり、厳正かつ公正に選定
するために、戸籍電算化システム専門部会を設置 した。

A2

総 務 部

会計
"果

該 当無 し

こども課 児童 。高齢者・障がい者及びDV等被虐待者の早期発見及び適
切な保護を図るために、役場関連課及び関係機関と連携。要保
護等対策協議会の代表者会議年 1回、実務者会議年 3回実施し
ている。

A2

保健福祉課 総合保健福祉防災センター建設で課内プロジェク トチームを組
み事業を完成させた。

A2

民 生 部

国保年金課 庁内プロジェク トチームの呼びかけがあつた場合は、積極的に
職員の参加に努めている。

A2

A2まちづくり
振興課

各プロジェク トチームヘの職員依頼がある場合、課職員の理解
と業務の協力体制について職員の理解を得て派遣 している。

A2都市整備課 課内で、率先 し各種プロジェク トチームヘの参力日呼びかけをし
てお り、職員も積極的に参加 している。

経済建設部

区画下水道

課

A2課内で、職員に対 し率先 して各種プロジェク トチームヘの参加

呼びかけを行い実施中である。

教育総務課 庁内プロジェク トチームに参加 している。 A2

学校教育課 庁内プロジェク トチームには積極的に参画 している。
町立幼稚園のあり方に関する検討委員会設置 し、関係部・課長
に委嘱状を交付 し、全庁的に応援を求め連携 して取 り組んでい

る。

A2

教 育 部

生涯学習文
化課

庁内プロジェク トチームには積極的に参画 している。
公民館まつ りや企画展などの事業に対 しては、課内でプロジェ

ク トチームを組み事業に当たっている。

A2

総合評価 A2
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(1)行政組織・機構の見直 し

項 目番号 (1)-11

Al:実 施済み (終了の事業 )

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C :未 実施 (検討中含む)

… 11-

実施項 目 「ホウレンソウ」運動の推進

所

管

課

全 課

内  容

庁議、部課長会議の内容等の情報の共有化を図 り、職員間の連携

を密にする。

取組概要

各課において、それぞれの取組可能な時間帯、手法によつて情報

の共有化に向けて取 り組んでいる。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

実 施

詳細は次ページに掲載

個別の取組内容等

総合評価

総合評価 A2



目 許(1)-11

内部評価別 掲/個別の取組内容

A2議会事務局 毎月、局内会議を実施 している。また、必要時に会議を実施 し情

報共有を図つている。

総務課 毎月の課内会議を実施 し、班内の調整会議を実施ている。 A2

毎 日、朝のミーティングを行い、その日の各職員の業務 日程の確

認や、都課長会議の報告を行っている。

A2企画財政課

A2税務課 課内の情報を共有することにより適正な口果税及び収納業務を推進

している。また、困難事案に対も賦課収納チジエが協議 して的確な対

応を行つている。

住民環境課 毎月課内会議を実施 し、職員の情報共有化を図つている。 A2

総 務 部

会計課 毎月、部口果長会議の終了後、事前に会議 日程を職員に連絡を行い

会議を実施 している。

A2

こども課 毎月の定例課内会議 と課内行事や緊急での連絡事項については、
そのつど連絡会を開催 している。

A2

保健福祉口果 毎週月曜 日にミーティングを実施 し、議題に応 じ時間外で課内会

議を開催

A2

国保年金課 毎月実施 している。庁議、部課長会議の内容等の情報の共有化を

図 り、職員間の連携を密にしている。

A2

民 生 部

毎週月曜 日に、週間 。日程表の確認 と、部課長会議の報告を行い、

情報を共有 している。

A2まちづくり
振興口果

毎週月曜 日の朝に課内会議を行い情報及び週間業務予定の内容を

共有を図 り連携を密にしている。

A2都市整備課

A2

経済建設部

区画下水道

課
毎週月曜 日に、 ミーテ ィングを実施 している。

教育総務
"果

毎月の課内会議及び毎週月曜 日の ミーティングの実施。 A2

A2学校教育w果 毎月課内会議や臨時の課内会議を開催 し情報の共有化を図つてい

る。庁舎内の部・課長会議や教委内の都課長会議の内容を伝え相

談などを実施 している。

A2

教 育 部

生涯学習文
化課

必要時に課内会議を開いた り、課内会議を開くいとまがない場合

には、回覧等で 「ホウレンツク」運動を実施 している。

総合評価 A2

II― (1♪



(1)行政組織・機構の見直 し

項 目番号 (1)-12

Al:実 施済み (終了の事業 )

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C :未 実施 (検討中含む)

実施項 目 各種会議時間の見直 し

所

管

課

全 課

会議時間は、可能な限り時間制限をし短時間で会議をまとめる努

力をすること。

内  容

取組概要 会議については、議事進行がスムーズに行えるよう、資料の事前

配付や会議進行の時間配分など、取り組みは進めている。しかし、

まだ改善の余地があるので、今後も政組を進める。

H15 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

実 施

個別の取組内容等

詳細は次ページに掲載

A2総合評価

-12-



項 目番 号 (1)-12

別 掲/個別の取組内容 内部評価

議会事務局 会議を短時間でまとめるよう努力 している。 A2

総務課 会議の主題を明確にし、資料やたたき台等を準備 して会議が円滑
に行えるように取 り組んでいる。

A2

企画財政課 会議に向けてスムーズな進行が行えるよう、資料づくりや定時
開催を心がけている。 しかし、課題はまだあるので解決に向け
て取 り組む。

A2

会議は事前に会議の 目的や報告事項などをメールな どで明確に
し、協議事項等に時間を多 く割 くよう取 り組み、効率的な会議運

営に努める。

A2税務課

住民環境課 課内会議等については、可能な限 り時間短縮 を行 つている。 A2

総 務 部

会計課 毎月、都課長会議の終了後、事前に会議 日程 を職員 に連絡を行い

会議を実施 している。

A2

こども口果 可能な限 り努力 している。 A2

A2保健福祉課 会議は事前に資料配付 して時間短縮をしている。

民 生 都

国保年金課 時間制限をし時間短縮に心がけている。 A2

まちづくり
振興課

会議は事前に、会議の目的を明確にし、会議を進めている。職
員も時間短縮に心がけている。 (ま ちづくり

A2

都市整備課 可能なかぎ り努力 している。 A2

経済建設部

区画下水道

課

事前に会議資料の配付 を行い、時間短縮を心がけている。 A2

A2教育総務課 資料の事前配付や定時開催 をするように努力 している。

A2学校教育課 会議は事前に、会議の目的を明確にし、前 日までには資料を配
付 し、時間短縮に心がけている。。

A2

教 育 部

生涯学習文
化口果

会議時間を 2時間以内 とし、資料等を事前に配布 し会議の目的

を明確にしている。

総合評価 A2

12-〔 I)



(1)行政組織・機構の見直 し

項 目番号 (1)-13

Al:実 施済み (終了の事業)

A2:実 施中で、今後も継続・充実を図る

B :次 年度以降に実施予定

C :未 実施 (検討中含む)

実施項 目 各種会議の検討

所

管

課

全課

内  容 各種会議内容を検討 し、各部課間の連携を密にし、効率的な会議

運営に努める。

取組概要 資料の事前配付、定時前の会場入 り、定時開催、会議進行の効率

化などを心がけているが、まだ全ての課において効率化な会議運

営には至っていない。今後も効率的な会議運営を推進する必要が

ある。

H15  1 H16  1H17  1H18  1H19  1H20  1H21

実施期間の取組

個別の取組内容等

詳細は次ページに掲載

総合評価 A2

‐13-



項 目番 号 (1)-13

別 掲/個別の取組内容 内部評価

A2議会事務局 効率的な会議運営に努めている。

A2総務口果 各種委員会等の会議開催前に、議題や提出資料について精査 し会

議が円滑に行えるように取 り組んでいる。

企画財政課 資料の事前配付、定時前の会場入 り、定時開催、会議進行の効
率化などを心がけているが、まだ浸透 していない。今後も効率
的な会議運営を推進する必要がある。

A2

A2税務課 毎月、部課長会議終了後の 1週 間以内に班長会議及び全体会議

を行 う。平成 19年度 よ り収納班においては、毎週勉強会及び

対策会議を行つている。課税班においても調整事項がある場合
には、随時会議を行つている。

可能な限 り、効率的な会議運営に努めている。 A2住民環境課

毎月、部課長会議の終了後、事前に会議 日程 を職員 に連絡 を行い

会議を実施 している。

A2

総 務 部

会計 w果

こども課 他課との関係がある場合は、連携を取つて会議を行つている。 A2

保健福祉課 毎週月曜 日にマンディミーテ ィングを行い、毎月の部課長会の

報告はその週に実施 している。

A2

A2

民 生 部

国保年金口果 資料の事前配付等で効率的な会議に努めている。

A2まちづくり
振興課

各会議について効率的な会議進行が行われる様、心がけること

を意識 させている。

A2都市整備口果 可能なかぎ り努めている。

A2

経済建設部

区画下水道

課

毎週月曜 日の全体会議において、部課長会議及び部内会議の報

告をおこなっている。

教育総務課 会議は定時開催するように努力 している。 A2

A2学校教育課 毎月の部課長会議や教育部内の部課長会議の終了後に、全体会
議を開催 している。資料の事前配付等で会議進行の効率化を図
つている。

C

教 育 部

生涯学習文

化課
検討 している。

総合評価 A2
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