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湯 梨 浜 町 行 政 改 革 実 施 計 画 進 捗 状 況（平成２７年３月末） と平 成 ２６ 年 度 末 評 価
（ 集 中 改 革 プ ラ ンH23～H27 ）
：湯梨浜町行政改革大綱（湯梨浜改革プラン）
：湯梨浜町行政改革実施計画（集中改革プラン）
：具体的な実施事項
項
整理
目
重点項目
番号
番
号

検
実施項目

実 施 内 容

具体的な実施事項

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

【各課の25年度評価・進
捗について次から選択】

【各課の26年度評価・進
捗について次から選択】

・完了している
・順調に進んでいる
・停滞または遅延し
ている
・未着手

・完了している
・順調に進んでいる
・停滞または遅延してい
る
・未着手

・完了している
・順調に進んでいる
・停滞または遅延してい
る
・未着手

証

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

【各課の24年度評価・進捗について次から選択】

今後の課題とその対応

年
平成23年度
総
括

度

別

平成24年度
総括

総

括

平成25年度
評価・進捗

総括

平成26年度
評価・進捗

総括

評価・進捗

１．開かれた行政システムの確立

1

各種申請書等様 ・役場に提出する申請書・届出書等
ホームペー 式のダウンロー の様式を掲載する。
ジの充実
ドサービスを実 ・ＨＰの内容について定期的に
施する。
チェックする。
コンテンツ（情報
サービスなど）の
利用を促進す
る。

企画課

2

ＴＣＣの活用

・データ放送によるイベントや防災
情報等を提供する。
・自主放送による行政情報番組を
提供する。

企画課

3

広報紙の活 町報による情報 ・広報紙を地域企業への広告媒体
提供を推進す
用
として提供に努める。
る。

企画課

・各種申請書等ダウロードサービスの実
施については実施してきたが、再確認し
て行うこととしている。
・ＨＰの更新は日々実施している。また、
内容の確認は各課でチェックしている。

日々HPの更新を行ってい HPの更新も実施してき
るが、古いデーターが残っ た。
ていたりするため、確認し
ながら削除に努める。

・データ放送は随時提供している。

随時更新してきた。

4
町政情報の
提供

・防犯メール、安心トリピーメール等
防災情報等の
のと登録促進を図る。
メール配信を充
・災害メールの配信を行い減災に
実させる。
努める。

情報公開職員研 ・個人情報保護や情報公開制度に
修を実施する。 係る職員研修を実施する。

情報活用
2 能力の向
上

1

個人情報セキュ
研修会・講 リティー委員会、
習会の実施 推進委員会を毎 ・職員向けに企画課が実施する。
年開催する。

総務課

随時更新できた。

順調に進んでいる

随時HPの更新を実施して
きた。

回数を増やすよう広報に
努める。

前年度に比べて回数の増
前年度に比べて回数の増
加が図れた。
順調に進んでいる 加が図れた。
順調に進んでいる

前年に比べて掲載回数の
増加が図れた。
順調に進んでいる

【総務課】
【総務課】
区長会で、町全体の課題等について活 まちづくり座談会を中心とした形で情報提
発な意見交換ができた。
供がなされているが、今後も引き続き住民
意見の集約が必要な課題等が発生した場
合は、「町長と語る会」などの開催も必要と
考える。

【総務課】
座談会を町内３箇所で開
催したが、事前の周知方
法を検討したい。

【総務課】
座談会の開催はなし。年２
回の区長会の場で町政情
報の提供実施に努めた。

【総務課】
年２回の区長会の場で町
政情報の提供に努めた。

【健康推進課】
・保健推進委員研修会では、町の健康
実態・健診の大切さについて理解を得る
ことができた。
・健康教室においても町民の健康実態
の情報提供とあわせ健康管理や健診の
重要性について啓発を行った。
・また、ノルディック・ウオークの普及にも
努めた。

【健康推進課】
健康教室は実施回数、人数ともに前年度
を上回ることができた。
引き続き、行政と地域とのパイプ役である
保健推進委員への情報提供や連携を密
にし健康教室の開催に努め、健康づくり推
進に努める。
また、未実施地区への声掛けや、地域活
性化推進員との連携も行い、地域での事
業に組み込んでいただくよう協力依頼し、
多数の地区での開催に努める。
・防犯メールの登録促進をホームページ ・気象情報、国民保護情報等メール配信 防犯メールサーバーの故障時の対応が困
等に掲載し登録促進を図った。防犯メー を行い、減災に努めた。
難なため、安心トリビー等への移行が必要
ル登録 ８８７件
になってくる。
・気象情報、不審者情報等メール配信を
行い、減災に努めた。

【健康推進課】
地区代表の保健推進委員
や地域において町の健康
実態健康づくりの重要性
や事業等について説明・
周知啓発を行い、健康意
識の向上に努めた。

新規職員及び参加希望職員を対象とし
て個人情報・情報公開の研修を実施し
た。(H26.11.28) 4名

職員研修の実施を考え
る。

【企画課】
第1回委員会を実施(H26.4.7)
推進委員会を実施(26.5.1)

【企画課】
職員研修の実施を考え
る。

【健康推進課】
・保健推進委員研修会・・・３回１１７人
・地区健康教室・・・３１回６１３人

順調に進んでいる

【総務課】
町長と語る会の計９回開
催及び年２回の区長会の
場で町政情報の提供に努
めた。

理解している職員が少な
いので職員全体を対象と
して研修会を実施する必
要がある。

気象情報14回のメール配
信を行い、減災に努めた。
順調に進んでいる

【中央公民館】
●広く町民向けのパソコン教室は、平成
25年度も初心者、基礎コースに絞って実
施した結果、初めての方を含めて熱心に
受講され、良い評価をいただいた。
●公民館所有のパソコン機種が相当古
いことが受講生にも指導者にもネックと
なっている。

【中央公民館】
公民館所有のパソコンが相当年数を経て
おり機能の問題も生じている。、また民間
の各種パソコン教室の開設も行われてい
ること等を考慮し、平成25年度を持って終
了とする。

【中央公民館】
広く町民向けのパソコン教
室及び湯梨浜文化大学
（高齢者）パソコン教室と
もに事業成果は概ね良と
する。
課題記載事項に対する検
討を引き続き要する。

順調に進んでいる

【健康推進課】
保健推進委員会、区長会
において開催のお願いを
した効果もあり、徐々に開
催回数・人数が増加した。
今後は、地域活性化推進 順調に進んでいる
員とも連携を図りながら、
多数の地区で開催できる
よう努めたい。
気象情報4回のメール配
信を行い、減災に努めた。

順調に進んでいる

順調に進んでいる

条例の改正に伴い幹部
会・滞納対策本部での説
明会を実施した。全体職
順調に進んでいる 員への研修は実施しな
かった

【企画課】
26年度は参加を希望する
職員の参加があった。今
後は、新規採用職員研修 順調に進んでいる
順調に進んでいる
時に希望者を募る等、他
の職員も参加できるよう検
討する。
ウイルス対策として推進委
第2回が幹部会の中止等
【企画課】
員のスキルアップを図る必
があり、平成２６年４月７日
前年度と同じく第2回委員
要がある。
にずれ込んでしまった。
会を開催ができなかった。
停滞または遅延してい 年度末でなくもう少し早め 停滞または遅延してい
順調に進んでいる
る
に実施する計画を立てて る
行きたい。

【企画課】
【企画課】
職員研修を実施した。
新規職員を対象に初心者 HPの更新を速やかに図る
研修の実施を計画する。 ため参加者を増やした研 順調に進んでいる
修を検討する必要がある。
【中央公民館】
平成25年度委託事業契約締結(10/7)、
事業着手へ。
平成25年度研修計画：初心者、基礎
コースに絞って実施。
企画課
ワード・エクセルの基礎
町民・職員への ・コンピューター研修を開催する（町 生涯学習・人 夜の部：11／18～12／9まで10回 受講
コンピューター研 民や職員を対象）。
権推進課 延人数 84人
修を実施する。
中央公民館 昼の部：1／8～1／31まで10回 受講述
総務課
人数 56人 計20回（受講生述人数140
人）

順調に進んでいる

【健康推進課】
【健康推進課】
健康教室の開催地区数が
保健推進委員会、区長会
増加し、公民館や団体か
において開催のお願いを
らの要請による教室も増
しているが、開催地区数は
加した。住民の健康増進
低迷したままである。
停滞または遅延し
のため更なる努力が必要
平成26年度新たに任命さ 停滞または遅延してい
ている
である。
れた地域活性化推進員と る
の連携も図りながら、多く
の地区で開催していただ
けるよう進めたい。

気象情報9回・不審者情報 気象情報3回、国民保護
4回のメール配信を行い、 情報1回のメール配信を行
減災に努めた。
い、減災に努めた。

企画課

企画課

順調に進んでいる

順調に進んでいる

・地域企業の広告掲載 14回

総務課
関係課

随時更新できた。

随時HPの更新を実施して
きた。

順調に進んでいる

情報公開
1 と説明責
任

地区での町民説 ・町民の要望等による地区懇談会
明会・懇談会等 の開催や町からの情報提供などの
を開催する。
説明会を開催する。

順調に進んでいる

順調に進んでいる

【総務課】
区長会を12/3、2/13に開催。

1

HPの更新も実施してき
た。

【中央公民館】
パソコン機種が相当古い
ことにより受講生、指導者
ともにネックとなっている。
また民間のパソコン教室
の開設も行われており、平
成２５年度をもって公民館 順調に進んでいる
事業としてのパソコン教室
は終了したい。

【中央公民館】
パソコン機種が相当古い
ことにより受講生、指導と
もにネックとなっており、平
成２５年度をもってパソコ
ン教室は終了する。

順調に進んでいる

完了している

【企画課】
日々の業務に追われ実施
することが出来なかった。 停滞または遅延してい
次年度は計画を立てて実 る
施する。
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項
整理
目
重点項目
番号
番
号

企画課
町民・職員への ・コンピューター研修を開催する（町 生涯学習・人
コンピューター研 民や職員を対象）。
権推進課
修を実施する。
中央公民館
実施項目 実 施 内 容
所管課
具体的な実施事項
総務課

検
平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

証

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

今後の課題とその対応

年
平成23年度
総
括

度

別

平成24年度
総括

総

平成25年度
評価・進捗

総括

【総務課】
【総務課】
11/6実施の県職員人材開
企画課において実施
発センターで開催されてい
る「能力開発・向上研修
順調に進んでいる
（パワーポイント講座）」へ
職員を参加させ能力向上
に努めた。

透明性の
3 推進

1

監査委員事務局
の共同設置につ
監査制度の いて、中部地区
充実
「連携・共同事務
検討協議会」で
検討する。
【建設水道課】
「都市計画マスタープラン」についてのア
ンケートを実施し、集計、考察を行った。
結果の一部を広報誌(H24.8月号)で紹介
した。
町マスタープランについては特に進展な
し

【総合福祉課】
・パブリックコメントを積極的に活用 建設水道課 平成２６年度は町民から意見募集する
する。
生涯学習・人 計画等の策定は実施していない。
町民への情 政策立案過程に
（都市計画マスタープラン、あら
権推進課
報提供、意 おける町民の意
ゆる差別をなくする総合計画、地域 総合福祉課
見募集の実 見募集を実施す
福祉計画、障がい者計画、介護保 長寿福祉課
施
る。
険事業計画、老人福祉計画、健康 健康推進課 【長寿福祉課】
計画に基づき健康づくり介護予防の推
ゆりはま２１計画等）
関係課
第６期介護保険事業計画・高齢者福祉 進を図り、高齢者の在宅生活を支援す
計画策定に当り高齢者の実態調査及び る。
パブリックコメントを募集し計画に反映さ
せた。
1

・ＣＳ（住民満足）を高めるため、職
員の接遇・マナー研修の実施をは
じめ、より良い職場風土の醸成に
努める。

総務課

「町民の声」の情 ・「町民の声」に対する対応を町報
報を公開する。 等に掲載.。

企画課

【建設水道課】
町都市計画マスタープラ
ンの作成スケジュールや
泊地域の協議について方
向性を検討した。

順調に進んでいる

総括

評価・進捗

【総務課】
県職員人材開発センター
で開催される「能力開発・
向上研修（パワーポイント 順調に進んでいる
講座）」への職員参加を呼
びかけたが応募がなかっ
た。

【建設水道課】
アンケートの実施はでき
た。その結果を踏まえて地
域ごとの方向性を協議し
ていく必要がある。

【建設水道課】
町都市計画マスタープラン
については、土地利用計
画の策定とも関連がある
ので、調整しながら策定し
停滞または遅延し
停滞または遅延してい
ていく。
ている
る

【建設水道課】
町都市計画マスタープラン
については、土地利用計
画の策定とも関連がある
ので、調整しながら策定し
停滞または遅延してい
ていく。
る

【生涯学習・人権推進課】 【生涯学習・人権推進課】
着手が遅くなり、平成23年 平成24年6月に第1次改訂
度中に未済となった。
をおこない、7月に実施計
画を策定、9月には概略版 完了している
を全戸配布し周知を図っ
た。
【総合福祉課】
３月で計画策定を終了し、
関係者へ計画を配布し
た。

計画の周知を図り、町民の理解を得なが 【長寿福祉課】
ら健康づくり、介護予防の推進を図ってい 予定どおり年度内に計画
く。
策定を終了した。今後も、
計画の普及と介護予防事
業への認識を高めていた
だくため積極的に地域に
出かけていく必要がある。

【健康推進課】

接遇マナーや行
政サービス等の
総合品質を高
め、住民満足度
の向上に努め
る。

評価・進捗

完了している

【建設水道課】
県の策定する都市計画区域MPの見直し
時期（平成２４年度以後実施見込み）にき
ており、県でパブリックコメントを実施する
時に、湯梨浜町HPから県HPへリンクさせ
る。
町都市計画プラン作成時にはパブリックコ
メントを求める予定。
町マスタープランは、土地利用計画とも関
連があることから調整を図りながら作成し
ていく。
【生涯学習・人権推進課】
【生涯学習・人権推進課】
【生涯学習・人権推進課】
平成24年6月4日審議会を開催し「あらゆ 概略版を作成して9月に全戸配布し、町 改訂した内容等について、より効果的施策
る差別をなくする総合計画」改訂につい 民に対し周知啓発を行った。
の推進と精査が必要である。
て審議し、同月第1次改訂を行った。ま
た、平成24年7月に実施計画（第1次改
訂）を策定し、住民意識調査の結果等反
映させた。

住民ニー
ズに対す
4 るシステ
ムの形成

平成26年度

連合の中で意見交換会を 【監査委員事務局】
実施した。
H23連合の中で、現状維
持が示された。

【建設水道課】
「都市計画マスタープラン」についてのア
ンケートをH24.5月に実施。
回収672／配布1300、回収率51.69％
H24に実施したアンケートの精査。結果
については計画策定時に活用する。

1

括

【総合福祉課】
平成２４年度は町民の意
見募集する計画等の策定
完了している
は実施していない。
【長寿福祉課】
町内の独居高齢者１００人
を対象に買い物に関する
アンケートを実施した。
完了している

【健康推進課】
平成２３年度は、第１次計
画の最終評価を行い、国
の方針に基づき第２次計
画策定を行った。今後も、
町民一人ひとりが健康づく
りに自ら積極的に取り組
むといった視点に立ち継
続して疾病の早期発見、
早期治療、健康づくりを推
進することが重要である。

完了している

各課明るい庁舎(接遇向上）推進員の選 各課の「職員接遇マニュアル」にそって 電話対応、窓口対応の検証を基に接遇向 推進員を中心とした研修 推進員研修会開催
・推進員研修会開催
任２０人
推進員を中心に接遇向上を継続的に図 上研修会を引き続き開催し住民満足度の 会を2回開催した。接遇の H24.6.13（20名参加）
H25.10.11（14名参加）
・推進員研修会開催
る。
向上に努める。
向上を今後も目指す。
6/13～20各課課内ミー
電話対応研修実施
H26.9.30(19名参加）
ティングを実施し研修実施
・手話講習実施H26.2.6（20
順調に進んでいる 名参加）
順調に進んでいる
H27.3.11（10名参加）
・電話対応研修会開催
・窓口アンケート実施
H24.11.30（40名参加）
・接遇採点の実施
・電話対応（12か所）、窓
口対応（2回）の検証を実
施
町報２回掲載した。
掲載することを前提として方法について検 H24年度中に掲載に努め HPで一部公開している
「町民の声」を町報に2回
討する。
る。
が、公開方法を検討する
掲載。ホームページでの
順調に進んでいる 掲載２件実施した。
順調に進んでいる
必要がある。

接遇向上推進員の研修
会、窓口アンケートの実
施、接遇採点票により、各
所属の自己評価及び他課
の接遇を採点する等を実 順調に進んでいる
施した。

「町民の声」を町報に2回
掲載。ホームページでの
掲載２件実施した。

順調に進んでいる

２．事務事業の見直し

1

・夏まつりは一本化に向けて引き続
企画課
祭りやイベント等 き協議する。
の実施は効率性
役員の高齢化、参加者数の減少傾向も
や有効性などを
祭、イベント
あるが、実施することができた。
基に類似事業、
等の見直し
H23 9/3～4 10都府県から320人参
非効率な事業等 ・全国ベテラン卓球東郷大会は平
の統廃合を検討 成25年度(第35回)までは実施する 生涯学習・人 加申込（台風で中止）
権推進課
H24 9/1～2 11都府県から298人参
する。
が、以降は中止を含め検討する。
加

H23年度から水郷祭・とまりみなと祭りの
２ヶ所による実施となったが一本化の調整
は、困難な状況であり今後も協議して行く
こととする。
役員の高齢化、参加者数の減少傾向と共
に、公認審判員有資格者の確保なども検
討する必要がある。

実行委員会のたびに少し
ずつであるが祭りのあり
方について協議をしてき
た。
継続協議（大会は台風接
近のため中止）

当面は現状の２ヶ所での
開催とする。

当面は現状の二箇所で開
当面は現状の二箇所で開
停滞または遅延し 催する。
停滞または遅延してい 催する。
完了している
ている
る

公認審判員有資格者の確
保と併せて継続協議

中止は行わず、次年度以
降も倉吉市在住の上級審
判員に大会審判長を引き
順調に進んでいる 受けていただき継続開催 完了している
していくことに決定した。

3／10

項
整理
目
重点項目
番号
番
号

2

2

検
実施項目

実 施 内 容

具体的な実施事項

下水道・上
水道・簡易
水道事業等
の検討

下水道料金は受
益に見合った使
・下水道料金の見直しを検討する。
用料金の設定を
検討する。

上水道と簡易水
道の町一括管理
・泊地域の上水道と簡易水道の一
体系（統合）の推
括管理体系の推進を検討する。
進について検討
する。

公共施設の管理
運営について民
間活力の導入等
を検討する。

検討中
【現状概要】
・使用料単価H21～（1,600円/10㎥＋
160円/㎥）
・汚水処理原価（全体）
公共下水（H22：450円/㎥、H23：406円
/㎥、H24:534円/㎥、H26見込417円/
㎥）
農業集排（H22：557円/㎥、H23：534円
建設水道課
/㎥、H24：640円/㎥、H26見込517円/
㎥）
・汚水処理原価（維持管理費）
公共下水（H22：126円/㎥、H23：137円
/㎥、H24：148円/㎥、H26見込123円/
㎥）
農業集排（H22：205円/㎥、H23：211円
/㎥、H24
検討中
一括管理体系推進の検討ため、簡易水
道過疎債事業(H22～H27年度）を実施し
経営安定化を推進しながら、今後の泊・
筒地地区の簡易水道施設改良を検討中
である。
上水道は水道ネットワーク事業（H17～
建設水道課
H26年度）で老朽配水管更新等を実施
中である。

・その他の公共施設についても指
定管理者の導入等検討する。（2関係課
3-1「民間委託の有効活用」関連有
り）

第３セク
ター・指定管
理者等の見
直し

指定管理者協定 ・指定管理者制度の導入施設につ
の見直しを検討 いては、維持管理の区分等を含め
する。
協定内容の見直しを検討する。

関係課

更新基準、更新
公用車の一 計画に基づき、 ・公用車の低公害化及び削減に努
4
元管理
低公害車導入を める。
進める。

納付者の利
便性の向
上、諸証明
の時間外受
5 付の検討

町税・使用料等 ・コンビ二収納等の検討を進めま
の納付者の利便 す。
性の向上を図る
取り組みを検討
する。
・毎週水曜日の町民課窓口業務の
時間延長を引き続き実施する。

事務事業
1 の整理合
理化

事務用機器の集
中管理により、 ・引き続き一括契約できるものを検
引き続き効率化 討する。
に努める。

総務課

町民課

町民課

総務課

今後の課題とその対応
景気動向や社会状況を見極めながら平成
20年度に策定の補償金免除繰上償還に
係る公営企業経営健全化計画の履行に
向けて料金改定を検討するが、消費税の
改定等による住民の負担増の状況も鑑
み、早急な料金改定は、困難な状況にあ
る。

年
平成23年度
総
括

【産業振興課】
【産業振興課】
３施設が建物の老朽化による維持修繕費 現管理形態を継続
の増が見込まれる。

別

総括

総

評価・進捗

総括

公用車の可動率、使用年数を勘案し
公用車の購入を行う。購入にあたって
は、低燃費かつ低公害車を仕様書に記
載する。

稼働率を勘案すると公用車の削減は難
しい。燃料費と修繕費の抑制を考慮し、
適正な時期に廃車、公用車の購入を行
う。
購入車両は、低燃費車とする。

現時点では口座振替利用者の拡大を目
指し、納税通知書に口座振替勧奨の文
書を封入した。
(システム改修費などの必要経費が高額
であり、効果（徴収率向上）に見合わな
いと思われるため、当分の間凍結するこ
ととします。）
窓口延長実施中
平成26年4月～平成27年3月の利用者
数（証明書発行等１４２人、支払い１４５
人２，２２７千円）

【産業振興課】
（龍鳳閣）各種イベント・宣伝広告等による
利用者の増加対策。老朽化した施設の改
修を年次的に実施。
（ゆ～たうん）日供給量は４０ｔを基本に季
節供給量を変動させて、効率的な温泉供
給を促して燃料費の削減に引き続き努め
る。老朽化した施設の改修を年次的に実
施。
（潮風の丘）スーパースライダーの計画的
な整備、運行期間の見直し等による健全
経営。

平成26年度
評価・進捗

【湯梨浜町下水道料金】
一般家庭20㎥/月＝3,200
円、30㎥/月＝4,800円

羽合老朽送水管の一部区
間布設（後年度継続）。
簡易水道については、優
先順位を決め、石脇配水
池の更新を実施した後、
筒地自己水源の可能性を
停滞または遅延し 模索することとする。
停滞または遅延してい
ている
る

【産業振興課】
現管理形態を継続

【産業振興課】
現管理形態を継続

評価・進捗

停滞または遅延してい
る

石脇配水池については、
潮風の丘とまり内の隣接
地を候補地に選定。
羽合地区送水管について
は、H27年度以後も継続実
施していく。
停滞または遅延してい
る

【産業振興課】
現管理形態を継続
未着手

【産業振興課】
(龍鳳閣）ノルディック
ウォークなどのイベントを
開催し、健康づくりを推
進。幅広い利用者の増加
に努めた。
（ゆ～たうん）休館日の夕
方からの営業を試行的に
はじめ、利用者の増加に
努めた。
（潮風の丘）1月から2月に
かけての積雪による天候
不順で利用できなくなった
が、スーパースライダーの
利用が伸び、親子連れな
ど幅広い利用に努めた。

【産業振興課】
(産業振興課）
（龍鳳閣）
（龍鳳閣）利用料金の見直
機械設備の計画的修繕に
し（タオル、浴衣、水着）を
よる施設の維持管理、各
実施した。適正な配湯量
種イベント・健康づくり事業
（170ℓ/分）を確保するため
等の実施により利用者増
の調査業務を実施した。
加対策に努めた。
（ゆ～たうん）利用料金の
（ゆ～たうん）
見直し（3歳以上小学生未
冬季及び夏季の湯量の調
満の子供料金を新設）を
順調に進んでいる
整により、燃料費の削減
実施した。冬季及び夏季 順調に進んでいる
及び自然エネルギーの有
の湯量を調整により、燃料
効利用を図った。
費の削減及び自然エネル
（潮風の丘）
ギーの有効利用を図っ
今年度は冬場の降雪量が
た。
少なく、利用者の増加が
（潮風の丘）利用料金体系
図れた。
の見直し（回数券の発行）
を実施した。

【総合福祉課】
平成２４年度から町が負
担する修繕費について１
件５０万円以上とすること
で社会福祉協議会と合意
した。
平成２５年度指定管理契
約更新を迎えるにあたり、
施設の譲渡等

【総合福祉課】
平成２４年度に保健福祉
センター（つわぶき荘）の
譲渡について社会福祉協
議会と協議が整い、その
ための敷地測量登記等の 順調に進んでいる
準備を行った。
平成２５年度に修繕箇所
を整備した上で６月末まで
に譲渡契約を締結する予
定。

未着手

（産業振興課）
老朽化した施設（窓ガラ
ス・照明器具・非常灯等）
を計画的に修繕し、各種イ
ベント・健康づくり事業等
により利用者増加対策に
努めた。
（夕タウン）
老朽化した施設（屋上防
水・ボイラー）の修繕・更新 順調に進んでいる
により施設の維持管理に
努めた。
（潮風の丘）
すーぱースライダー走路
修繕工事の遅延により、
すーぱースライダー利用
者は減となったが、グラウ
ンドゴルフは、積極的にイ
ベント等を実施したことで

完了している

電気自動車１台を購入（町
低燃費かつ低公害車の軽
民課管理）。廃車１台。適
自動車2台を購入。廃車2
切な公用車の運用に努め 順調に進んでいる 台。適切な公用車の運用 順調に進んでいる
た。
に努めた。

低燃費かつ低公害車の軽
自動車2台を購入。廃車2
台。適切な公用車の運用 順調に進んでいる
に努めた。

時間、場所を問わず納税することが可能 住民の利便性の向上を考えるとメリットは 平成23年度未実施
となり、役場窓口での収納が減少し、事 あるが、費用（情センシステム使用料、導
務の軽減に役立つ。
入経費、コンビニ収納に係る手数料等）が
高額となり、充分な説明が求められる。

平成24年度未実施

平成26年度末未実施

日中勤務の住民にとって、勤務時間以
降に利用することが可能となるなど住民
サービスの向上となっている。

窓口延長が町民に定着

証明書発行については、1
窓口延長が町民に定着し
日平均2.5人と少数という
ているが、費用対効果の
こともあり、業務の実施方 順調に進んでいる 観点から常に検証すること 順調に進んでいる
法について、検討が必要。
が必要

窓口延長は、業務として定
着している。しかし、利用
者数の実態を念頭に常に 順調に進んでいる
検証することが必要

リース満了月日を４月３０
日に統一し一括契約を実
施、集中管理と事務の効
率化に努めた。

リース満了月日を４月３０
リース満了月日を４月３０
日に統一し一括契約を実
日に統一し一括契約を実
施、集中管理と事務の効 順調に進んでいる 施、集中管理と事務の効 順調に進んでいる
率化に努めた。
率化に努めた。

リース満了月日を４月３０
日に統一し一括契約を実
施、集中管理と事務の効 順調に進んでいる
率化に努めた。

FAX複合機等の賃借期間等を延長しな 単純に事務用機器のリース料減という
がら、一括契約できる機器を増やしてい 効果にはならないが、機器性能が向上し
る。
たものを入札等により適正な価格でリー
スすることで、経費節減及び事務の効率
化は図れている。

老朽化した車両が多く、故障・修繕が増加 軽乗用車１台を購入。廃
している。稼働率等を見ながら計画的に更 車１台。適切な公用車の
新していくとともに、公用車削減についても 運用に努めた。
引き続き検討していく。

総括
平成26年4月から消費税
改定実施に伴う使用料分
の改定を実施した。

※県下の状況では、世帯
※県下の状況では、世帯
割・人数割採用の自治体
割・人数割採用の自治体
と水道使用量従量制の自
と水道使用量従量制の自
治体が半々であり、詳細
治体が半々であり、詳細
停滞または遅延し
停滞または遅延してい
比較は困難であるが、現
比較は困難であるが、現
ている
る
時点では本町は平均か・
時点では本町は平均か・
やや高い下水道料金と
やや高い下水道料金と
なっている。
なっている。 平成２６年４
月からの消費税改定実施
に伴う使用料分の消費税
部分の改定のみ実施。

未着手

【産業振興課】
（龍鳳閣）：利用料金の改正により健全
な運営をが図れる。配湯量の確保により
安定的運営が図れる。
（ゆ～たうん）：温泉配湯による燃料費削
減に効果あり。利用料金の見直しで料
金体系の適正化が図れた。
（潮風の丘）：利用料金の見直しで、県外
客の利用促進が図れる。

括

平成25年度

【湯梨浜町下水道料金】 【湯梨浜町下水道料金】
一般家庭20㎥/月＝3,200 一般家庭20㎥/月＝3,200
円、30㎥/月＝4,800円
円、30㎥/月＝4,800円
※県下の状況では、世帯
割・人数割採用の自治体
と水道使用量従量制の自
治体が半々であり、詳細
比較は困難であるが、本
町は平均か・やや高い下
水道料金となっている。
全国類似団体平均の20㎥
当り単価でも、本町は高
い傾向にある。

度

平成24年度

東郷・泊間の配水管接続 筒地水源池（鳥取市から
平成28年度以後の過疎地域自立促進計 完了
の有償排配水断念）
画も見据え、石脇配水池を更新し、筒地地
区の水量安定供給を図る予定。
簡水会計を上水会計と統合した場合、簡
水の減価償却費の増、一般会計繰入金の
減等により上水会計を逼迫する恐れがあ
る。
決算等により会計の経営状況を確認、分
析しながら一括管理の可能な時期を検討
していく必要がある。また、平成26年度か
ら始まる簡水の公営企業法適化の国の研
究会動向に注視する。

【産業振興課】
対象施設として農産物加工の３施設が
考えられるが、管理運営等は利用関係
者では無理な面もあり、今後も現管理形
態を継続する。

【産業振興課】
（龍鳳閣）
利用料金の見直し（タオル、浴衣、水着）
を実施した。龍鳳閣への適正な配湯量
（170ℓ/分）を確保するための調査業務
を実施した。
（ゆ～たうん）
利用料金の見直し（3歳以上小学生未満
の子供料金を新設）を実施した。冬季及
び夏季の湯量を調整（４・９月を減量、
１・２月を増量）する配湯計画に変更し、
燃料費の削減及び自然エネルギーの有
効利用を図った。
（潮風の丘）
利用料金体系の見直し（回数券の発行）
を実施した。

証

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

事務事業
1 の整理合
理化

3

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

同一機能（仕様）の機器はリース期間の満
了月日を４月３０日に統一していく。また、
事務用機器の削減等に踏み込んだかたち
で、経費節減を図ることが必要。

平成25年度未実施
未着手

未着手

未着手
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検

項
整理
目
重点項目
番号
番
号

実施項目

2

既存の事務事業
は、効果や効率
性の観点から、
事務事業の 所期の目的を達 ・事務事業の統廃合等について引
成した事業等の
見直し
き続き検討する。
廃止・縮小や類
似した事業を統
合するなど見直
しを行う。

6

実 施 内 容

具体的な実施事項

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

・夏まつりの一本化について調整を
図る。

1

決裁システ
ム導入の検 決裁システム導 ・高額なソフト導入への費用対効果
入の調査検討。 等について検証を進める。
討

・町立学校給食センターと泊小学校
調理場の運営について検討する。

2

民間委託
3
等の推進

・施設の管理運
営は、運営の効
民間活力の 率化とサービス ・保育所等の管理運営について検
1
有効活用
向上に留意し、 討する。
民間委託等につ
いて検討する。

・国民宿舎水明荘の管理運営につ
いて検討する。

・ハワイアロハホールの管理運営に
ついて検討する。

・町観光協会組織等の自主運営移
行について検討する。

・グラウンド・ゴルフ発祥地大会の
運営移行について検討する。

・全国ベテラン卓球東郷大会は平
成25年度(第35回)までは実施する
が、以降は中止を含め検討する。

年
平成23年度
総
括

総括

一連の説明会の開催により、答申に対
する今後の湯梨浜町の社会教育、生涯
学習の推進体制について、概ね理解が
得られた。
新しい公民館体制への移行と合わせ
て、不統一だった町内公共集会施設の
使用料についても、同じ基準に基づき見
直し、改正をおこなった。

企画課

4月に給食センターのあり方について、町長
部局及び教育委員会で協議し、現施設の改
築、新中学校に併設、別な場所に新築した
場合について、比較検討した。統合給食セン
ターの規模、レイアウト、予算面、民間委託
の状況など調査のうえ資料を作成した。11月
教育総務課 から12月再度町長部局との協議を経て12月
には議会教育民生常任委員会で新中学校
の進捗状況と併せて報告協議した。二つの
給食センターは新中学校に併設し、泊小学
校調理場は給食を通した教育効果が期待で
きるので現状維持したい。

社会教育、生涯学習の推進のみならず、
地域の課題を探り、地域の活性化に向け
て幅広く町行政全般を視点に事業展開へ
進む必要あり。

統合給食センターに泊小学校を含めな
いで、現状を維持したいと、再度教育委
員会で確認し、町長部局及び議会に説
明した。食育の教育効果が最大限に発
揮できる単独調理校のメリットがある。

H25年度に公設民営の長瀬保育所につ
いて、民設民営について、社会福祉協
議会事務局と情報交換、説明を行った。
Ｈ２６年度は、子ども子育て支援新制度
対応を重点に行い、施設の類型や定員
を変更することとなった。指定管理又は
民設民営の話は進んでいない。

平成25年度
評価・進捗

総括

正職員2名を臨時職員対応とし、人件費
の削減ができた。
26年度は嘱託職員１名の退職があった
が、現行職員のスキルアップ等により
パート職員等による対応により人件費の
抑制が出来た。

評価・進捗

総括

評価・進捗

【総合福祉課】
開設以降概ね順調に事務
事業が執行できている。
順調に進んでいる

順調に進んでいる

教育委員会の方針を決定
し、羽合地域への説明を
するも理解が得られない
状況で調整が図られな
かった。議会提案（コミュ
ニティーセンター化等）も
あり、平成２４年度中に議
会との協議及び検討が必
要で、早急に今後のスケ
ジュールを策定し、それに
沿って作業を進めたい。

統合給食センターに泊小学校を含めると、
給食配送に係る問題が大きいという部分
をどうするのか、単独調理校としての特色
ある学校給食をどのように維持していくの
か課題もある。

完了している

もともとは町職員1名と協会で雇用する
臨時職員１名の2名で協会を運営。自主
運営への移行について協議した結果、
産業振興課 臨時職員2名体制でＨ25.8から試行的に
事務局を移転し、運営を行っている。

観光協会の庶務、誘致宣伝、着地型観
光商品運営等現在行っている業務につ
いて、現行の臨時職員１名に加え、専任
の職員１名を雇用し、2名で対応すること
とした。Ｈ25は緊急雇用事業、Ｈ26は町
単費で実施。

年度当初の予定どおり、
町教育委員会としての考
え方をまとめ、方向性を打
ち出すことが出来た。

建設場所が未定の状態に
新中学校建設に向けて給
二つの給食センターを新
あるものの、他町の先進
食センターの統合につい
中学校に併設方向で町長
的な施設を視察研修した
て検討。
部局及び議会に協議し、
ことで、効率的な厨房機器
新中学校建設に合わせて
や必要な人的配置等具体
統合給食センターも並行し
停滞または遅延してい て事業推進することができ 停滞または遅延してい
的な検討を始めることがで 停滞または遅延し
ている
る
きた。
る体制となった。民間委託 る
の運営については今後検
討が必要である。

子供たちの年齢発達に応
じた「安心安全な保育と就
学を意識した幼児教育の
連動」を「全町幼保一体
化」として２４年度からス
タートすることができた。
東郷地域については、検
討委員会を開催し意見書
提出をいただき、それをも
とに保護者・住民との意見
交換会を開催。統廃合の
必要性についての理解を
得ることができた。

「全町幼保一体化」として1
事務局レベルの話し合い
年経過し、研修等を重ね
で終わっている
職員の意識も高まり、実践
が続けられている。
東郷地域については、公
立2施設、民間1施設の方
向が確認され、東郷保育 停滞または遅延し
所、花見保育所の統合、 ている
新施設建設への目途がつ
き、3か年整備の予算化を
することが出来た。

進展なし

停滞または遅延してい
る

停滞または遅延してい
る

売上の減少と企業債の償還が資金繰りを 管理運営については引続 経常収支を見ながら今後
管理運営については検討
管理運営については検討
圧迫しており、引き続き残り1名の正職員 き検討する必要がある。 も管理運営について引き
する必要がある。
する必要がある
の異動が必要と思われる。営業力の強化
続き検討する必要がある。
停滞または遅延し
停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
対策も必要である。人材確保と育成が課
ている
る
る
題。

中央公民館羽合分館との共同施設とな
り、指定管理との検討を行うこととする。

現管理形態を継続

中央公民館羽合分館入館
中央公民館羽合分館が入
中央公民館羽合分館が入
し指定管理は難しいと考え
館し指定管理は難しいと
館し指定管理は難しいと
停滞または遅延し
停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
る。
考える。
考える。
ている
る
る

①町の役割と観光協会の役割をH25に整
理し、H26の事業計画に反映させる。
⇒基本的にはソフト事業を観光協会で、
ハード整備を町で実施するよう役割分担し
ていく。
②自主財源の確保が検討課題。

協会が行政組織の一部門
である感は否めないのが
現状。自主運営の前段階
として、協会の組織強化
が必要。H24は理事の連
携を深めることとする。

自主運営移行に当たっ
て、H25は協会事業を若手
理事が中心となって企画
検討していくこととなった。 順調に進んでいる

企画課

役員の高齢化、参加者数の減少傾向も
あるが、実施することができた。
H23 9/3～4 10都府県から320人参
生涯学習・人 加申込（台風で中止）
権推進課
H24 9/1～2 11都府県から298人参
加

平成26年度

各地区への説明会の開催
現在の地区公民館制度を
により、新しい公民館体制
廃止し、公民館は中央公
への理解が概ね得られる
民館、羽合分館、泊分館
状況となってきているが、
の３館体制とし、町の社会
併せて町内各施設の使用
教育を担っていくこととなっ
料等について調整を進め
た。
停滞または遅延し
ている。
平成26年度は中央公民館 完了している
ている
３館に新たにそれぞれ地
域担当として、地域の活性
化に向けた事業及び中央
公民館事業を館の職員と
ともに推進していく「地域
活性化推進員」を配置す
る。各施設の使用料につ
H23年度から水郷祭・とまりみなと祭りの 実行委員会のたびに少し 当面は現状の２ヶ所での
当面は現状の２ヶ所での
当面は現状の２ヶ所での
２ヶ所による実施となったが一本化の調整 ずつであるが祭りのあり 開催とする。
停滞または遅延し 開催とする。
停滞または遅延してい 開催とする。
は、困難な状況であり今後も協議して行く 方について協議を進めて
ている
る
こととする。
いる。

・運営形態の見直しについて指定管理又
は譲渡しての民営化について、検討を継
続的に行っていく。

平成23年度より3年間に3名の正職員を
異動する計画により、平成24年5月、平
成25年4月にそれぞれ１名を異動。25年
度に臨時職員2名、パート等の退職があ
り急募したが人材確保に至らなかった。
26年度も臨時職員等による職員補充に
至らず、正職員の異動を見合わせ人材
確保と育成に努めた。
検討中

平成23年度に県協会事務局に移行につ
いての考えを口頭で伝えたが、その後
の協議に至っていない。

括

現在導入しているソフトにオプションとして 費用対効果の面から当面 費用対効果の面から当面
費用対効果の面から当面
費用対効果の面から当面
電子決済があるがシステム導入に2,000千 は未実施とする。
は未実施とする。
は未実施とする。
は未実施とする。
停滞または遅延し
停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
円程度かかるため、当面紙ベースでの決
ている
る
る
済の運用として考えている。

企画課

生涯学習・人
権推進課

総

順調に進んでいる

生涯学習・人
権推進課 【区長説明会等】
中央公民館 11/27 泊地域
11/28 東郷地域
11/29 羽合地域
12/14 長瀬地区公民館運営委員会

水明荘

別

【総合福祉課】
開設から３年経過し業務も
概ね順調に事務事業は執
行できている。

総務課
関係課

子育て支援課

度

平成24年度

福祉事務所を開設した。

検討中
電子自治
2 体の推進

今後の課題とその対応

福祉事務所の開設以降順調に事業執
行を行っている。

公民館運営審議会答申(平成22年12月
27日)を受けて、公民館体制のあり方に
ついて引き続き検討。その内容を区長
会等にて説明。新しい公民館体制へ移
行への理解を求めた。
合併時からの未
・地区公民館制度の在り方につい
調整事項の検証
て調整を図る。
と解消を図る。

証

参加者募集の案内から宿泊旅館の手配 具体的な数字を上げての 具体的な協議には至らな
等、事務手続きが多く、対応できる人材及 話をする段階に至らな
かった。
び当日の運営スタッフの確保等が課題と かった。
停滞または遅延し
考えられる。町・県グラウンドゴルフ協会及
ている
び指定管理者等との協議が必要。

役員の高齢化、参加者数の減少傾向と共 継続協議（大会は台風接 公認審判員有資格者の確
に、公認審判員有資格者の確保なども検 近のため中止）
保と併せて継続協議
討する必要がある。

Ｈ25.8から観光協会事務
局を観光案内所に試行的
に移転し業務を行ってい
る。Ｈ26はさらに自主的な 順調に進んでいる
企画立案ができる体制と
なるよう組織の活性化に
努めたい。
継続的に開催。具体的な
協議には至らなかった。
停滞または遅延してい
る

中止は行わず、次年度以
降も倉吉市在住の上級審
判員に大会審判長を引き
順調に進んでいる 受けていただき継続開催 完了している
していくことに決定した。

Ｈ26から正式に事務所を
移転し、自主的な運営を
行っている。自主財源の
確保は解決が容易な課題 順調に進んでいる
ではないが、引き続き方策
を考えて行きたい。。
継続的に開催。具体的な
協議には至らなかった。
停滞または遅延してい
る
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項
整理
目
重点項目
番号
番
号

3

民間委託
等の推進

検
実施項目

実 施 内 容

具体的な実施事項

2

2

指定管理
5 者制度の
活用
1

1

今後の課題とその対応
H23年度から水郷祭・とまりみなと祭りの
２ヶ所による実施となったが一本化の調整
は、困難な状況であり今後も協議して行く
こととする。

企画課

年
平成23年度
総
括

度

別

平成24年度
総括

実行委員会のたびに少し 当面は現状の２ヶ所での
ずつであるが祭りのあり 開催とする。
方について協議を進めて
いる。

総

括

平成25年度
評価・進捗

停滞または遅延し
ている

総括
当面は現状の２ヶ所での
開催とする。

平成26年度
評価・進捗

停滞または遅延してい
る

総括

評価・進捗

当面は現状の２ヶ所での
開催とする。
完了している

■平成26年6月22日（日）に第6回大会を ■第7回大会の運営を業務委託すること ■大会運営に影響がないような進捗管理 第３回の反省を踏まえ、第 実行委員会事務局をＮＰＯ
東郷湖及びその周辺での
平成27年度に開催する第
開催。県内外から選手390人、町内外か で、新たな視点で各種業務発注やボラン が必要となる。→週1回の会議で業務に漏 ４回大会に向け、トライア 未来に引き渡すべく打診
競技開催により、町を広く
7回大会から大会運営を
町が開催する文
らボランティア・スタッフ600人を集めた。 ティア確保の効果が期待できる。
れがないか確認している。
スロン大会の周知を早め 中。引き渡すにあたり、財
PRすることができた。また
NPO法人未来に業務委託
化・スポーツイベ
■第7回大会開催に向けて、大会運営を
■ボランティア数の確保が必要。→業務委 に実施。宿泊の増を図る 源をいかに確保するかが
町から大会への委託料の
する。
文化・スポー ント等について、
NPO法人未来に業務委託した。
託したNPO法人が、従来と違う個人・団体 べく「宿泊プラン」を企画し 懸案事項。
財源としている「totoくじ助
ツイベント等 民間委託（ＮＰ ・ハワイトライアスロンin湯梨浜の運
停滞または遅延し 成金」が交付を可能な限 停滞または遅延してい
に募集をすることができる。
たり、出店ブースも充実さ
産業振興課
順調に進んでいる
の運営見直 Ｏ、ボランティア 営方法について検討する。
ている
■大会の大きな財源としているスポーツ振 せ、湯梨浜のＰＲに努めた
度年数になる。民間委託 る
し
団体等含む）に
興くじ助成金の今後が不透明。
い。
のためには、長期的に安
よる運営を検討
■選手、ボランティア、実行委員の意見を
定的な財源を確保する必
する。
聞き、大会開催の必要性を考える必要が
要がある。
ある。
○ゆりはま市
○ゆりはま市
町内の「森・里・海連関事業」として、道・ 「ゆりはま市」、「大漁まつ 「ゆりはま市」、「大漁まつ
「ゆりはま市」、「大漁まつ
「ゆりはま市」、「大漁まつ
10月19日にハワイアロハホールで湯
10月19日にハワイアロハホールで湯 海・池・町・山の駅それぞれの拠点を定
り」で地元の農産物、水産 り」で地元の農産物、水産
り」で地元の農産物、水産
り」で地元の農産物、水産
梨浜町合併10周辺式典の一環として開 梨浜町合併10周辺式典の一環として開 め、プレミアム付き商品券の販売およびイ 物等を販売することによ 物等を販売することによ
物等を販売することによ
物等を販売することによ
催。
催。
ベントを連携して開催。消費喚起および地
り、地産地消の意識を高
り、地産地消の意識を高
り、地産地消の意識を高
り、地産地消の意識を高
・ゆりはま市、大漁まつりの運営方
産業振興課
順調に進んでいる めることができた。また、 順調に進んでいる
元特産品の域外ＰＲ、障がい者雇用事業
めることができた。
めることができた。また、ど
めることができた。また、 順調に進んでいる
法について検討する。
○大漁まつり（町商工会主催）
○大漁まつり（町商工会主催）
所などの振興を図ることとする。
まんなかフェスタと同時開
同時開催することにより地
同時開催することにより地
11月3日泊漁港で開催。産業振興課は 11月3日泊漁港で開催。産業振興課は
催してことで、幅広い年齢
産地消、商工業の振興が
産地消、商工業の振興が
実行委員として参加した。
実行委員として参加した。
層へのPRも出来た。
一体的に図られた。
一体的に図られた。

新規交付も含
め、サンセット方
運営費補助 式の導入等によ
り、終期を設定 ・予算要求時に補助事業実施評定
1 金制度の見
するなど、補助 書（仮称）を添付し、査定を行う。
直し
金が既得化され
ないよう留意す
る。
補助金等
4 の整理合
理化

証

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

・夏まつりは一本化に向けて引き続
き協議する。

2

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

事業効果を検証
し、その結果に ・予算要求時に補助事業実施評定
より継続、廃止、 書（仮称）を添付し、事業効果を検
事業費補助 拡充、削減を行 証し査定を行う。
金の効果検 う。
証
団体補助金（商
工会、観光協
会、旅館組合
・予算要求時に補助事業実施評定
等）は、実施内
書（仮称）を添付し、事業効果を検
容を検証し、事
証し査定を行う。
後評価を行った
うえで総合的に
検討する。
直営施設等 行政責任の確保
の管理方法 に留意し、ＮＰＯ
やボランティアと ・ハワイアロハホール等の管理運
の検証
の連携を含め、 営について検討する。
町指定管理者制
度導入基本方針 【2-3-1「民間活力の有効活用」と
に基づき、民間 関連あり】
等への委託を推
進する。

実質公債費比率
の適正化と経常
健全な財政 収支比率の改善 ・実質公債費比率及び経常収支比
構造の維持 を図るなど、財 率の推移に留意しながら、財政の
政構造の健全化 健全化に努める。
に向けた取組み
を強化する。

総務課

総務課

総務課

平成23年12月1日に制定した町補助事 町補助事業評定を実施し、町単独事業
業評定実施要綱に基づき、平成27年度 の削減を図った。
当初予算査定に反映させることができ
た。

事業の費用対効果について更なる検証を 町補助事業評定を実施
町補助事業評定により、
行う必要がある。
し、町単独事業補助額の 町単独事業補助額の削減
削減を図った。
を図った。

順調に進んでいる

順調に進んでいる

平成23年12月1日に制定した町補助事 町補助事業評定を実施し、町単独事業
業評定実施要綱に基づき、平成27年度 の削減を図った。
当初予算査定に反映させることができ
た。

事業の費用対効果について更なる検証を 町補助事業評定を実施
町補助事業評定により、
町補助事業評定により、
行う必要がある。
し、町単独事業補助額の 町単独事業補助額の削減
町単独事業補助額の削減
削減を図った。
を図った。
順調に進んでいる を図った。
順調に進んでいる

町補助事業評定により、
町単独事業補助額の削減
を図った。
順調に進んでいる

平成23年12月1日に制定した町補助事 町補助事業評定を実施し、町単独事業
業評定実施要綱に基づき、平成27年度 の削減を図った。
当初予算査定に反映させることができ
た。

事業の費用対効果について更なる検証を 町補助事業評定を実施
町補助事業評定により、
行う必要がある。
し、町単独事業補助額の 町単独事業補助額の削減
削減を図った。
を図った。

町補助事業評定により、
町単独事業補助額の削減
を図った。

アロハホール等検討中

中央公民館羽合分館との共同施設とな
り、指定管理との検討を行うこととする。

順調に進んでいる

現管理形態を継続

中央公民館羽合分館入館
し指定管理は難しいと考え
る。

順調に進んでいる

中央公民館羽合分館が入
館し指定管理は難しいと
考える。
停滞または遅延し
ている

既往債の定期償還と新発債の抑制等に 実質公債費比率、経常収支比率とも前
よる地方債現在高の減少等により、健 年度より下がり、健全化に努めることが
全化に努めた。
できた。
・経常収支比率Ｈ24：89.6％（Ｈ23：
86.7％）
・経常収支比率Ｈ25：86.8％
総務課

使用料については、当面現行どおりとす
る。（H19.7見直し）
花見コミュ二テイ敷地内に新保育施設
の建設が決定したことから、平成25年度
にプール、体育館、管理教室棟を解体し
教育総務課 た。
平成26年度末には新保育施設「とうごう
こども園」が完成した。

使用料にちては当面現行どおり（Ｈ19．9
見直し）とするが、各施設との整合性を
図るよう調整に努めた。

・羽合西コミュ二テイ＝放課後児童クラ
ブ、㈱センコー
･桜コミュ二テイ＝工芸品工房
・花見コミュ二テイ＝㈱プレマスペース、
放課後児童クラブ
＊平成２５年度に羽合ひかり園が旧羽
合幼稚園を活用するため花見コミュ二テ
イから移転した。

今後、普通交付税の合併特例分の減額、
起債の元金償還の開始及び中学校の統
合等大型事業の起債発行等が実施される
ことにより、さらに財政状況が厳しくなるこ
とが予想されるが、町有施設の統合（東郷
地区保育所）、合併特例債（計画計上済
分）を除く新発債の抑制及び予算ヒアリン
グ時における経常経費の見直し等を実施
するほか、未利用地の売却等による自主
財源の確保を推進するなど、財政の健全
化に努める。

実質公債比率及び経常収
支比率については、前年
度（Ｈ21）より下がり、健全
化に努めた。

・すべてのコミュ二テイ施設が老朽化して
おり、維持修繕費がかさむ。
・食品を加工する場所で衛生的に管理が
必要であるため、施設全体の管理を適切
に行っていく必要がある。
・入居している各団体間で不都合が起きな
いよう常に調整を図っていくことが重要。

㈱プレマスペースへの貸
付については、年度当初
の予定どおり順調に運
び、貸付することに至っ
た。

実質公債費比率について
は、前年度(H22)比0.6％
の減、経常収支比率は前
年度比1.8％の増となった
が、健全化は推進されて
いると考える。

中央公民館羽合分館が入
館し指定管理は難しいと
考える。

実質公債費比率について
は、前年度(H23)比0.7％
の減、経常収支比率は前
年度比2.9％の増となった
が、健全化は推進されて
いると考える。

花見コミュ二テイ敷地内に
新保育施設建設が決定さ
れたことを受け、老朽化し
た体育館を解体撤去する
ことへの地元区及び利用
順調に進んでいる
者の合意が得られた。

順調に進んでいる

停滞または遅延してい
る

順調に進んでいる

大規模な修繕等が必要な場合には、廃止 現行のとおり
を含めて検討することが必要。
新しい公民館体制の移行にあわせ、施設
の維持管理費と併せて、町の各施設の使
用料等について整合性を図ると共に、例
規整備も進めること。

町補助事業評定により、
町単独事業補助額の削減
を図った。

町補助事業評定により、
町単独事業補助額の削減
を図った。
順調に進んでいる

企画課
関係課

生涯学習・人
権推進課

町補助事業評定により、
町単独事業補助額の削減
を図った。

停滞または遅延してい
る

実質公債費比率について
は前年度(H24)比0.2％の
減、経常収支比率は前年
度（H24）比2.8％の減とな
り、健全化は推進されてい
ると考える。
順調に進んでいる

花見コミュ二テイ敷地内に
新保育施設建設が決定し
たことから、プール、体育
館、管理教室棟を解体し
た。

新しい公民館体制の移行
H25年度、各施設の使用
にあわせ、各施設との整
料については調整した。
合性を図るよう調整に努
停滞または遅延し
めた。
ている

順調に進んでいる

花見コミュニティ施設敷地
内に新保育施設「とうごう
こども園」が完成。
順調に進んでいる

完了している

順調に進んでいる
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所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

2

6

財政の健
全化

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

使用料については、現行どおりとする。

適正な使用
料・利用料・
2 受益者負担
金等の見直
し

受益と負担の均
衡を図るため、
施設の維持管理
費を考慮すると
ともに、民間の
類似施設や他市
町と比較するな
ど見直しを検討
する。

・使用料等を徴収している公共施設
の維持管理費や民間類似施設の
料金設定及び他市町の使用料等を
産業振興課
調査し、見直しについて検討する。
（教育・文化施設、社会体育施設、
農産物加工施設など）

企画課

関係課

証

施設利用の推進。
ふれあい施設農産物加工所
利用件数延べ461件
利用人数延べ3357人
ふれあいセンターあじさい
利用件数延べ311件
利用人数延べ1254人
活性化センターはまなす
利用件数延べ423件
利用人数延べ6875人

ハワイアロハホールの利用者の増を図
るため使用料の検討を行った。 他の施
設についての使用料については、現行
どおりとする。
【子育て支援課】
平成27年度からの子ども子育て支援新
制度にあわせ保育料を見直しした。
保育時間、多子世帯軽減も踏まえての
設定を行った。

今後の課題とその対応

年

別

平成24年度

平成23年度
総
括

総括

施設、設備の老朽化に伴い、今後修繕箇 維持管理費相当分を利用 維持管理費相当分を利用
所が増えていく中で、その費用に見合った 料で賄うため施設利用の 料で賄うため施設利用の
料金設定とするか検討する必要も生じてく 推進を図った。
推進を図った。
る。まずは利用者増による利用料の増を
目指し、施設利用の推進を図る。

現行のとおり。

度

ハワイアロハホールにつ
いて利用者の増を図るた
めH25年度検討を行う。

総

括

平成25年度
評価・進捗

総括

平成26年度
評価・進捗

総括

評価・進捗

維持管理費相当分を利用
維持管理費相当分を利用
料で賄うため施設利用の
料で賄うため施設利用の
推進を図った。また、活性
推進を図った。
化センターはまなす（加工
室以外）においては、公共
停滞または遅延し 集会施設として料金等を 停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
統一した。
ている
る
る

順調に進んでいる

平日の使用料を10%程度
値下げした。

完了している

【子育て支援課】
【子育て支援課】
児童クラブの料金について、料金の見直し 児童手当からの引き去り 保育料滞納分の徴収も分
の必要がある。
により、ある程度の保育料 納計画等により、少しずつ
滞納分の徴収ができた。 減少している。
引き去り事務は手作業に 保育時間に応じた保育料
よるもので手間と時間は の設定ができ、幼保一体
かかるが、申出勧奨への 化の運営とも整合性が取 完了している
反応はまずまずであった。 れた。
滞納者と直接面談による
分納誓約もあわせ、２５年
度も引き続き実施したい。

保育所、幼稚園の料金統
一は完了したが、新制度
にあわせ、保育時間ととも
に見直しが必要な状況。

【総合福祉課】
作業所や人工透析等で通所・通院を余
儀なくされる障がい者へ交通費の助成を
行うことにより経済的負担を軽減する。

【総合福祉課】
現行は対象者を本人町民税非課税者とて
おり、世帯の所得状況に左右されない制
度となっている。
障がい者制度の基本的流れを受け、世帯
の所得状況に応じた応能負担を検討す
る。

【総合福祉課】
障がい者交通費助成につ
いて関係者への制度周知
を行い、経済的負担の軽
減を図った。

【総合福祉課】
心身障がい者交通費助成
について町報等で制度周
知を行った。また、平成２４ 順調に進んでいる
年度から県の交付金対象
事業として実施できるよう
にした。

【総合福祉課】
受給対象者は増加傾向に
あるが概ね順調に推移し
ている。
順調に進んでいる

【総合福祉課】
受給対象者は増加傾向に
あるが概ね順調に事務事
業が執行できている。
順調に進んでいる

【長寿福祉課】
【長寿福祉課】
家族介護用品給付事業 H2７年3月末 在宅で高齢者を介護している家族に対し
給付決定者 ７人
て経済的な支援を図る。
町民税非課税世帯の要介護４、５と判
定された在宅の高齢者

【長寿福祉課】
対象者を町民税非課税世帯に限定してお
り、在宅介護者を支援し介護保健施設へ
の入所を抑制するうえでも必要。

【長寿福祉課】
家族介護用品給付事業の
実施により、経済的負担
の軽減を図った。

【長寿福祉課】
利用対象者に大きな増減
家族介護用品給付事業の
なく、例年並みに推移して
実施により、経済的負担
いる。
順調に進んでいる
順調に進んでいる
の軽減を図った。

利用者は減少しているが、
事業の周知・啓発を図り重
度の要介護高齢者の在宅
生活を支援していく必要が 順調に進んでいる
ある。

児童クラブ料金について、内部協議を
行ったが、平成27年度は各種料金の値
上げもあり、今回は見送ることとした。

保育料の見直しを行えた。

順調に進んでいる

料金改定の結論までは出
なかったが、児童クラブの
料金についても、資料作
成、協議までは行うことが
完了している
できた。

【健康推進課】
該当なし

増加する扶助費
に対し、給付や ・扶助費について、給付制度や受
受益者負担等の 益者負担等のあり方を総合的に検
あり方を検討す 討する。
る。

自主財源の確保
と町民負担の公
平性の観点か
ら、町税等の徴
収率の向上を図
るため、総合徴
収体制の強化を
図る。
3

・町税等徴収整理強化月間を設定
して徴収する。
・債権管理研修会を開催し、職員の
管理徴収能力向上を計る。
・悪質滞納者に係る支払い訴訟と
住宅に関しては明渡し訴訟を提起
する。

健康推進課
長寿福祉課

町民課
関係課

税等の徴収
対策の強化

・広域連合の税務体制を強化し、現
広域連合との滞
年・繰越を問わず委託できる体制を
納整理業務につ
検討する。
いて関係を検討
・県提唱の「地方税徴収一元化」に
する。
向け、関係機関と連携を強化する。

・公共未利用地については貸付、
民間等への売却処分なども含め、
積極的な有効活用を図る。

・役場支所の空き部屋等の有効活
用を図る。

町民課
関係課

総務課

町民課

【総合福祉課】
心身障害者交通費助成について、特に
人工透析者が増加の傾向にあるが、概
ね順調に業務を執行できた。（平成２４
年度から県の交付金対象事業とした。）

・各課において効果的な時期に「滞納整
理強化月間」を設定し、より実効的な滞
納整理に努めた。
･職員の管理徴収能力の向上と知識の
習得のために徴収担当者を対象に「債
権管理研修会」を8/27に実施。11名参
加。
・各課の徴収困難案件の解決に向けて
実務者レベルのヒアリングを行い（4課各
1回ずつ）、具体的な事務の方向性や処
理方法について確認した。
・全庁的に適正な債権管理を行うため、
町税等滞納整理対策本部会議を3回開
催。徴収困難案件に対する方向性など
も確認した。
・現在、町と連合が共に滞納処分を前提
とした徴収事務を行っており、徴収の二
元構造が問題となっている。平成24年度
より町で債権等の差押を執行し、連合の
受託案件を「滞納処分の停止」相当の困
難事案に特化して役割分担を明確にす
る。
・県提唱の「地方税徴収一元化」につい
ては、市町村と県において共同処理を
行うことの必要性はあるものの、具体的
な広域連携の在り方については今後の
課題とする報告が出された。）
町のホームページに、未利用の町有地 はわいこども園西側の土地は、県内の 野方の山林を速やかに売却する。また売
を売却候補地として掲載し、広く買受を 社会福祉法人に売却することができた。 却可能な未利用資産を選定し、積極的に
募っている。
また野方の山林については、売却に必 売却処分を進める。
要な現地調査を行った。
空き室利用についてPRを引き続き実施 募集した結果、応募なし（１件も問合せ
平成２７年３月時点の利用状況は、３室 無し）
利用（ヘルパーステーショントマト ２室、
女性団体協議会 １室）

町民負担の公平性と透明 債権管理の必要性や重要
性の観点から適切な債権 性等について、職員の意
管理方法について全庁的 識向上が図られた。
に取り組んだ。

悪質な滞納については、 同左
広域連合に引き続き委
託。
また、県との徴収一元化
については、各自治体の
足並みがそろわず、引き
続き検討することとなっ
た。

売却可能資産の選定を実 未利用の町有地1筆を一
施し、町有地４筆計6,085 般競争入札により売却し
㎡の売却について、一般 た。
競争入札を広告した。

・滞納強化月間（5、8、12、
3月）実施
・スキルアップを図るため
の研修会の実施
・徴収困難案件のリスト
アップと今後の方針策定
停滞または遅延し などを実施
停滞または遅延してい
ている
る

悪質な滞納については、
広域連合に引き続き委
託。

順調に進んでいる

・滞納整理強化月間（各
課・年間3～4回）
・スキルアップ研修会（1
回）
・徴収困難案件ヒアリング
（4回）
・滞納整理対策本部会議 停滞または遅延してい
（3回）
る

困難案件、長期案件など
は、広域連合に徴収を委
託

順調に進んでいる

浜山の雑種地182㎡と、土
地開発基金で保有する野
順調に進んでいる 方の山林2筆計1,625㎡を 順調に進んでいる
売却した。

順調に進んでいる

未利用の町有地（下浅
津、宇谷）3筆を、売却候
補地の一例として町の
ホームページに掲載。

順調に進んでいる

対象団体等も含め貸部屋利用方法以外 地域活動応援室の活用を 維持管理費を明確にする
空き室利用についてPRを
空き室利用についてPRを
の検討も必要と考え、商工会を通じ利用 図るため、夜間及び休日 為、3部屋に電気子メータ
引き続き実施
継続して実施
意向調査を進め、利用促進を図って行く。 利用のための整備を実
を設置した。
停滞または遅延し
停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
施。
ている
る
る
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項
整理
目
重点項目
番号
番
号

検
実施項目

実 施 内 容

具体的な実施事項

未利用財産
の払い下げ
未利用財産の有 ・コミュニティー施設の空き部屋の
4 又は有効利
用の方策の 効利用を図る。 有効活用を図る。
検討

2

6

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

次のとおり有効的に行政財産として活用
されている。
・羽合西コミュニティ＝放課後児童クラ
ブ、(株)センコー
・桜コミュニティ＝さくら工芸品工房
・花見コミュニティ＝（株）プレマスペース
教育総務課 による食品加工場として利用されてい
る。（H24.3～）
・羽合ひかり園は２５年度から旧羽合幼
稚園に移転。
・花見コミュニティ施設敷地内に新保育
施設「とうごうこども園」が完成。

証

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

今後の課題とその対応

一定の利用料収入及び障がい者、高齢
者雇用に寄与している。
町内3ヶ所のコミュニティ施設について
は、以前から体育館施設を除き、町民の
利用が殆ど無く、現状において有効的に
利用されているものと認識している。
花見コミュ二テイ敷地内に新保育施設が
建設されることから、老朽化した体育館
等を解体撤去した。

建物の老朽化による維持修繕費の増が見
込まれる。
施設の維持管理に係る経費の節減に努め
るとともに適切に維持、管理していくことが
必要。
花見コミュ二テイの体育館等の解体撤去
工事を実施した。

廃園後の跡地活用については、地元の
＊橋津保育所＝Ｈ２５年解体済。防災広 意向にそった方向性を決定することが出
場、コミュニテイー広場として無償貸与。 来た。
＊宇野保育所＝平成26年3月解体済。
・羽合地域幼保一体施設の開園
宇野地区へ防災、コミュニテイー広場と
（平成２４年４月）に伴い、羽合幼稚
して無償貸与。
園、橋津保育所、浅津保育所跡地
子育て支援課 ＊羽合幼稚園＝羽合ひかり園のリハビ
の有効利用を図る。
リ施設として有償貸与中。
・宇野保育所（休所中）の対応につ
いて検討する。

財政の健
全化

・前年度に引き続き、保健推進委員を通
じて、各種健診受診券の配布とがん検
診申込書の回収を実施した。回収率は
91.6％と向上した。
・申込書を活用し、集団健診の期日案内
等を行ったり、無料クーポン受診者に、
再受診勧奨を行う等実施し、平成１７年
度以降で最も高い受診率となった。
・街頭キャンペーン、健康教室を通じて
の受診勧奨、個別通知、電話勧奨など
・各種健診の受診率向上を図るた
医療費の抑
も実施した。
健康づくりを進
め、町民の誰もが受診しやすい検
制による個
・特定健診受診率向上のため、商工会、
5
め、医療費の削
診システムの確立に努めるととも
健康推進課
人負担の軽
漁協、農協等の会議に出向き、協力依
減に努める。
に、あらゆる機会を通じて受診勧奨
減
頼を実施した。
等を推進する。

バランス
6 シートの作
成と公表

・新公会計制度により、財務諸表４
バランスシートを
表を公表する（貸借対照表、行政コ
作成し公表す
スト計算書、資金収支計算書、純
る。
資産変動計算書）。

・保健推進委員による申込書の配布回
収、街頭啓発などの様々な取り組みによ
り、受診率は、前年度に比べて向上し
た。
【がん検診受診率】
平成25年度→平成26年度
胃がん 26.3％→26.6％
肺がん 37.2％→40.5％
大腸がん 32.5％→35.4％
子宮がん 24.6％→28.2％
乳がん 17.8％→19.3％
◆５大がん合計 28.8％→31.2％
【特定健診受診】
特定健診の受診者数は、３月末時点で
以下のとおりである。
平成25年度→平成26年度
受診者数 856人→863人
受診率 26.1％→25.4％
※最終的な受診者数、受診率は、法定
報告（10月）時点となる。

･各種健診の受診率アップに向けては、
様々な方法を検討し実施しているが、目標
である受診率には届いてない状況にあ
る。
※国の目標値 50％（胃がん・肺がん・大
腸がんは当面40％）
・今後は、下記項目を重点的に取組む。
①新たなステージに入ったがん検診総合
支援事業を通じて、特定年齢の女性に対
し個別勧奨を実施する。
②保健推進委員会でがん予防講演会を実
施し、委員の意識向上を図り受診勧奨に
役立てていただく。
③街頭啓発、個別勧奨、協会けんぽとの
連携強化等により、周知啓発に引き続き
努める。
④大腸がん検診は、昨年に引き続き役場
窓口での受付を、年間を通して実施する。
⑤特定健診の愛称「ゆりりん健診」を広く
啓発して受診行動に結びつける。

年
平成23年度
総
括

度

別

平成24年度
総括

総

括

平成25年度
評価・進捗

総括

平成23年度は新たに花見
コミュニティーの一部を活
用して加工場がスタート
し、町内コミュニティー施
設全般において、公共、
民間を問わず有効活用さ
れている。

コミュ二テイ施設全体を公
共･民間問わず、有効活用
されている。
老朽化の激しい花見コミュ
二テイ体育館を、地元区
及び利用者の合意によっ
順調に進んでいる
て解体撤去することとし
た。

花見コミュ二テイ敷地内に
新保育施設建設が決定し
たことから、プール、体育
館、管理教室棟を解体し
た。

３園を統廃合し、新施設を
開園することができた。廃
園施設の取扱いについて
は、地元への説明を十分
に行い、一定の理解を得
られたことから、２４年度
には旧宇野保育所を含
め、具体的な活用方法を
打ち立てたい。

休園又は統合による廃園
となった施設すべての跡
地活用の目途が立った。
今後解体する施設の跡地
利用について、具体的な
検討をする必要がある。

橋津保育所、宇野保育所
の解体を実施し、全ての
施設での有効活用が決定
し、手続きも完了。

町民の健康づくり推進に
あたり疾病の早期発見、
早期治療へ向け、受けや
すい体制づくりに努めた。

健診申込書の回収率の向
上などによりがん検診の
受診率は向上したが、国
の目標値には程遠く、更な
る向上に向けた努力が必
要である。
あらゆる機会を捉えて、疾
病の早期発見早期治療の
大切さを訴える必要があ
る。

順調に進んでいる

平成26年度
評価・進捗

総括

評価・進捗

花見コミュニティ施設敷地
内に新保育施設「とうごう
こども園」が完成。

順調に進んでいる

順調に進んでいる

完了している

がん検診、特定健診ともに
がん検診受診率は全て
受診率は前年度を下回っ
の部位で昨年度を上回
た。電話や葉書による個
り、５大がんの受診率は平
別の受診勧奨に加え、街
成１７年度以降最高となっ
頭啓発、広報車による巡
たが、国の示す目標値に
回活動なども実施したが
は届いていない。
受診率向上には結びつい
一方、特定健診の受診
ていない。
者数は低迷しており、とく
平成24年度に実施したア
に若年層を対象とした啓
ンケート結果から、女性が
発活動に力を入れなけれ
んをセットで受診できるレ
ばならない。
停滞または遅延し ディース検診も導入したが 停滞または遅延してい 平成２７年度から計画し 停滞または遅延してい
ている
る
効果が表れていない。
ているマイレージ事業の推 る
保健推進委員、地域活性
進、保健推進委員・地域
化推進員等との連携を深
活性化推進員等との連携
め、様々な機会を捉えて
強化などにより受診勧奨
啓発するとともに、これま
に努めたい。
での施策を粘り強く継続し
て努力していきたい。

平成24年度決算分について、総財務書 総務省方式改訂モデルでの作成を選定 総務省改訂モデルによる公表に向けて、
類4表を総務省改訂モデルで作成完了。 し、作表作業に必要な市販ソフト等の情 作業スケジュールを確認する。
同方式で25年度決算分の作成に着手。 報収集を行った。

平成23年度に財務諸表の 平成25年度中の公表に向
年度内の公表を目標に、
平成24年度決算分の財務
作成に取り組んだが、手 けて、作業スケジュールの
平成24年度決算分につい
書類の作成、公表を完了
順や手法の確認に時間を 確認を行った。
て財務書類の作成に着手
した。
停滞または遅延してい
要し、公表には至らなかっ
順調に進んでいる したが、最終段階の数値
完了している
る
た。
確認に時間を要し、公表
には至っていない。（26年
度上半期に公表予定）

定員適正化計画の修正は未実施（全体
的な修正を必要とするため、H27に修正
予定）

定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H24に修
正予定）

定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H25に修
停滞または遅延し
正予定）
ている

定員適正化計画の修正は
定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
未実施。
必要とするため、H26に修
停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
正予定）
る
る

定員適正化計画の修正は未実施（全体
的な修正を必要とするため、H27に修正
予定）

定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H24に修
正予定）

定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H25に修
停滞または遅延し
正予定）
ている

定員適正化計画の修正は
定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
未実施。
必要とするため、H26に修
停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
正予定）
る
る

総務課

３．組織・機構の見直し

1

3

柔軟性・
即応性を
1 持った組
織・機構
の構築

2

町民が主役のま
ちづくりを進めて
いくため、町民に
分かりやすく機
課室の統廃 動的、弾力的な
合及び組織 運営が可能とな
のフラット化 るよう組織をつく
等の検討
る。
町民に近い現場
で、町民の視点
に立ったサービ
スを迅速に提供
することができる
ように、組織のフ
ラット化を検討す
る。

すべての子ども
保育所等の に等しく幼児教
統廃合の検 育と保育サービ
討
スの提供を推進
する。

・人事異動の迅速化と繁忙期の他
課からの応援体制等により、住民
サービスの向上を図る。

・平成23年度から福祉事務所を開
設し、きめ細かな福祉サービスの
提供に努めているが、今後も必要
に応じて機構改革を実施する。

総務課

総務課

・東郷地域新保育施設建設について
は、工事完了。平成27年度とうごうこど
も園として開園。
・東郷地域の保育所・幼稚園の在り
・松崎幼稚園の未満児受け入れについ
方検討委員会を設置し、統廃合を
子育て支援課 ても、方向性を出し、工事完了。平成27
踏まえた幼保一体施設整備を検討
年度から認定こども園として3歳未満児
する。
も受け入れることができた。

泊地域の2施設のあり方について、運営面 検討委員会から出された 東郷地域の幼保の在り方
松崎幼稚園の未満児受け
とうごうこども園の完成及
を考慮し、早期に方向性を出す必要があ 意見書をもとに、地元に出 の方向性が決まり、新施
入れについて方針決定を
び松崎幼稚園での3歳未
る。
向き保護者や住民と膝を 設の建設が決定された。
することができなかった。
満児の受入れが決定し、
交えた意見交換をするこ 松崎幼稚園の未満児受け
平成27年度からまつざき
とができた。できるだけ早 入れについて検討をする
停滞または遅延してい こども園として受け入れを
順調に進んでいる
い時期に協議を進めた
とともに、私立の太養保育 順調に進んでいる
行うことができた。
る
い。
園の動きも注視していく。
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項
整理
目
重点項目
番号
番
号

3

4

検
実施項目

実 施 内 容

具体的な実施事項

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

4月に給食センターのあり方について、
町長部局及び教育委員会で協議し、現
施設の改築、新中学校に併設、別な場
所に新築した場合について、比較検討し
た。統合給食センターの規模、レイアウ
施設の老朽化に
・羽合学校給食センター、東郷学校
ト、予算面、民間委託の状況など調査の
給食セン
伴う統廃合につ
給食センター、泊小学校調理場の
ターの統廃 いては、民間委
教育総務課 うえ資料を作成した。11月から12月再度
あり方について、中学校の統廃合と
町長部局との協議を経て12月には議会
合等の検討 託等も含め検討
併せて検討する。
教育民生常任委員会で新中学校の進
する。
捗状況と併せて報告協議した。二つの
給食センターは新中学校に併設し、泊小
学校調理場は給食を通した教育効果が
期待できるので現状維持したい。
泊地区団、東郷地区団、羽合地区団
について、副団長以上の幹部会で組織
消防団組織
・現行の泊２分団、東郷４分団、羽
再編について決定。現在、各地区団単
の再編の検 消防団組織の再 合４分団の組織のあり方（再編）に
総務課
編を検討する。
位で再編について検討を行っている。
討
ついて検討する。

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)

3

柔軟性・
即応性を
1 持った組
織・機構
の構築

平成23年度
総
括

度

別

平成24年度

実施効果

今後の課題とその対応

ようやく新中学校の建設場所が決まり、
統合給食センターの用地が確保できた
ので、新中学校用地の中での配置平面
図、建物の規模、建物平面図の内容、
予算規模、管理運営面などについて協
議できる状況となった。

統合給食センターの内容について具体的
に協議する中でつめていく必要がある。近
隣の新しい給食センターを視察するなどし
て統合給食センター建設に向けた資料収
集が必要になる。そのうえで関係者との協
議や説明を行いながら統合給食センター
への理解を求めたい。

年度当初の目標のとお
り、教育委員会で議論を
展開し、一定の結論を得
た。

平成２４年度中に消防団組織(再編)につ
いて、幹部会で決定し、今後各地区団単
位で再編案等検討を行う。しかし、現消防
団組織力の低下をきたさぬように検討が
必要。
平成27年度中に８分団へ再編予定。
施設の老朽化、維持管理の問題もある
が、社会教育を中央公民館３館が担って
立つ方針。地域との密接な連携と職員の
企画力を高める必要あり。
しおさいプラザ、羽合図書室は住民に身近
な施設であり、統廃合については慎重な
検討が必要。

湯梨浜町消防団幹部会で 消防団幹部会において、
検討中。
再編を決定。今後、各地
区団単位で検討を行う。

総括

総

括

平成25年度
評価・進捗

総括

平成26年度
評価・進捗

総括

本町の社会教育は中央公
Ｈ26．4.1から地区公民館
民館３館が担って立つと位
制度を廃止し、公民館は
置づけると共に、新しい公
中央公民館、羽合分館、
民館体制の住民理解に努
泊分分館の３館体制とし
中央公民館、図
めた。
て、町の社会教育を担って
・各施設の利用状況、費用対効果
書館、体育館等
しおさいプラザとまり、羽 停滞または遅延し いくこととなった。しおさい 順調に進んでいる
等を調査し、施設の統廃合につい
の施設の統廃合
ている
合図書室とも生涯学習の
プラザとまり、羽合図書館
て総合的に検討する。
を検討する。
拠点として、経費削減を図
とも生涯学習の拠点とし
りながら住民サービスの
て、経費削減を図りながら
公共施設の
向上に努めた。
住民サービスの向上に努
あり方検討
めた。
平成２４年３月に、中学校統廃合検討委 新設する場所については、議会や住民 平成２７年度は建築設計、造成設計を行 年度当初に目標としてい 検討委員会の最終意見
、議会や住民との意見交
員会から「新しい校舎並びに付属施設を との意見交換等を踏まえながら長江地 う。また土地造成工事に着手する。開校準 た検討委員会の年度内で 書、教育委員会としての方
換等を踏まえながら建設
中学校の耐震
建設する」という最終意見書が提出。教 区に決定し、用地取得、表土剥ぎ取り工 備委員会を設置し地域と一体となった学 の最終意見書のまとめ、 針を踏まえ、新しい場所に
場所を長江地区に決定す
化・大規模改修 ・中学校統廃合検討委員会の審議
育委員会としても新設の方向性を打ち 事等に着手した。
校づくりを行う。開校年度を平成３２年度と そして、町長へ提出するこ 建設することを明確に打ち 停滞または遅延し ることができた。
工事の検討と統 結果を参考とし、平成２３年度を目 教育総務課 出した。町方針として「新しい場所に建
順調に進んでいる
していたが少しでも早く開校するよう具体 とが出来た。
出した。
ている
廃合について検 途に総合的に判断する。
設する」ことを明確にし、建設場所につ
的な開校年度の提示が必要。
討を行う。
いては、議会や住民との意見交換等を
踏まえながら長江地区に決定した。平成
２６年度は用地取得、表土剥ぎ取り工事
公民館運営審議会答申(平成22年12月 一連の説明会の開催により、答申に対 社会教育、生涯学習の推進のみならず、 平成２４年度中において 各地区への説明会の開催
新しい公民館体制への移
27日)を受けて、公民館体制のあり方に する今後の湯梨浜町の社会教育、生涯 地域の課題を探り、地域の活性化に向け 公民館体制のあり方及び により、新しい公民館体制
行により、舎人会館、羽衣
ついて引き続き検討。その内容を区長 学習の推進体制について、概ね理解が て幅広く町行政全般を視点に事業展開へ 維持管理費問題について への理解が概ね得られる
会館は建設当時の多目的
会等にて説明。新しい公民館体制へ移 得られた。
進む必要あり。
再検討が必要。早急に今 状況となってきているが、
施設として、関係課が管理
行への理解を求めた。
新しい公民館体制への移行と合わせ
後のスケジュールを策
併せて町内各施設の利用
することとなった。
（Ｈ２６．４．１より舎人会館、羽衣会館は て、不統一だった町内公共集会施設の
定、これに従って作業を進 料等について調整を進め
・舎人会館、羽衣会館については、
生涯学習・人 建設当時の多目的施設としていく。）
使用料についても、同じ基準に基づき見
めることが急務。
ること。
合併時からの未調整事項であり、
停滞または遅延し
権推進課
完了している
直し、改正をおこなった。
地区公民館体制のあり方と併せて
ている
中央公民館 【区長説明会等】
（舎人会館、羽衣会館は建設当時の多
早期対応を図る。
11/27 泊地域
目的施設として関係課が管理。）
11/28 東郷地域
11/29 羽合地域
12/14 長瀬地区公民館運営委員会

しおさいプラザとまり、羽
合図書館とも生涯学習の
拠点として、経費削減を図
りながら住民サービスの
向上に努めた。

湯梨浜町の公民館体制のあり方及び維
持管理問題を議論する中で、本町の社
会教育は中央公民館３館体制で担って
いくと方向づけられた。
しおさいプラザとまり、羽合図書室とも平
成１９年度から運営を縮小し実施してい
るが、町立図書館（本館）と連携をとりな
がら、住民サービスの向上に努めてい
る。

施設の利用団体
公共施設の 等による管理運 ・泊漁村センターは引き続き地元区
あり方検討 営・譲与を検討 と協議する。
する。

・その他の施設についても引き続き
検討する。

【産業振興課】
農産物加工所
年間を通して個人、団体、加工グループ
からの利用申し込みがあり、その受付、
利用料の徴収、機器トラブルの即時対
応、修繕等の対応が有り、利用団体へ
の運営譲渡施設としては適さない。

【産業振興課】
現管理形態を継続。

【産業振興課】
現管理形態を継続。

【産業振興課】
現管理形態を継続。
未着手

順調に進んでいる

順調に進んでいる

建設場所を長江地区に決
定し用地買収、表土剥ぎ
取り工事、基本設計に着
手した。
順調に進んでいる

停滞または遅延してい
る

【産業振興課】
現管理形態を継続。
未着手

未着手

関係課
【生涯学習・人権推進課】
老人憩の家、浜地区会館について、地
元管理について問題提起し協議を行っ
た。浜地区会館は無償譲渡し、平成２５
年度から地元管理となった。

【生涯学習・人権推進課】
【生涯学習・人権推進課】
浜地区会館は無償譲渡し、平成２５年度 老人憩いの家について、引き続き地元管
から地元管理へ移行。維持管理経費の 理について協議していくことが必要。
削減が図られた。

非常用発電設備、本庁舎２階相談室な 老朽化が進む庁舎を順次改修し、町民
どの設置を行った。
の利便性の向上が図られた。
安全で人にやさ ・存続する施設を決定し、順次、耐
しい公共施設の 震補強工事やバリアフリー工事等
検討を行う。
を施工する。

平成２４年度中の公民館
体制等の再検討が必要と
なり、その中で慎重に議
論を要す。

・継続して泊区と協議を行っていく方針で 高額な維持費が地元移管 維持管理費の軽減対策と
町内の同様の施設との整
平成26年度未実施
あるが、老朽化に伴う修繕費等の維持管 の障害の一つとなってい して、水道の口径を40㎜
合性を図るため、施設利
理費の増大が懸念される。
るため、その軽減策につ から20㎜に変更（Ｈ24.7）
用料等の見直しを実施
いて検討を行った。平成 その他、電気代や消防用
停滞または遅延してい
24年度は水道の口径を現 設備点検委託料の節減対 停滞または遅延し
る
行40mmから20mmに変更 策について検討するも、建 ている
予定。
物の構造や設備の観点か
ら困難な点が多い。

町民課

評価・進捗

新設場所が規定の状態に
新設中学校に向けて給食
新中学校建設場所に統合
あるものの、他町の先進
センターの統合について
給食センターを併設という
的視施設を視察研修した
検討中。
方向で町長部局及び議会
ことで、効率的な厨房機器
に協議した結果、新中学
設備や人的配置等、具体
校建設場所に学校給食セ
的な検討を始めることがで
ンターも併設する方針に
停滞または遅延し
停滞または遅延してい
きた。
なった。平成２６年度は設 完了している
ている
る
計に着手した。

・東郷地区は、８分団と９
分団で。羽合地区は、２分
団と３分団で再編を検討。

・漁村センター地元移管協議を中断。現
在は直営。

5

年

・東郷地区は、８分団と９
分団で再編を検討。・羽合
地区は、再編分団を検
順調に進んでいる
順調に進んでいる
討。

今後の新しい公民館体制のあり方とし
て、公民館は中央公民館、羽合分館、
泊分館の３館体制で進む方向。
しおさいプラザとまり、羽合図書室につ
中央公民館 いては、職員数、資料購入費など経費
図書館
の削減を図るなど効率的な運営に努め
生涯学習・人 ている。
権推進課

5

証

総務課
関係課

庁舎等施設も老朽化してきており、来庁者
の利用が多いトイレや、個別相談に応じれ
る部屋の増設等、ニーズに対応した庁舎
改修を実施していく必要がある。

【生涯学習・人権推進課】 【生涯学習・人権推進課】
老人憩いの家は、H26年
地元管理について問題提 浜地区会館は無償譲渡
度地元に譲渡の話がまと
起を行った。
し、平成２５年度から地元
まった。
順調に進んでいる
管理へ移行することが出 順調に進んでいる
来た。

【生涯学習・人権推進課】
老人憩いの家は無償譲渡
し、平成27年1月から地元
管理へ移行することが出 完了している
来た。

施設改修により、施設の
利便性が向上した。また、
太陽光発電設備を設置し
たことで省エネ、コスト削
減に繫がった。

施設改修により、施設の
利便性が向上した。また、
防災拠点として必要な非
常用発電設備の強化を図 順調に進んでいる
るため、非常用発電機の
改修工事を行った。

施設改修により、施設の
施設改修により、施設の
利便性が向上した。また、
利便性が向上した。また、
太陽光発電設備の順調な
防災拠点として必要な非
稼働により、省エネ、コスト 順調に進んでいる 常用発電設備の強化を図 順調に進んでいる
削減に繋がった。
るため、非常用発電機の
改修工事を施工中。
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項
整理
目
重点項目
番号
番
号

検
実施項目

実 施 内 容

具体的な実施事項

・小学校、中学校の少人数学級を
実施し、基礎学力の向上を図る。

乳幼児保育教育
・休日保育制度の充実を図る。
の充実

学校教育、
幼児教育、
放課後児童
クラブの充
実

少人数学級の継続実施によって、児童
生徒一人一人に応じたきめ細やかな指
導の充実、学校生活への適応の円滑化
を図り、進路保障を図ってきた。平成２６
年度は、町基準少人数学級２学年（泊小
教育総務課 ５年、東郷小４年）、県基準少人数学級
６学年（羽合小１・２・４年、北溟中１・３
年、東郷中２年）で実施。

証

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

学校教育の充実

6

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

各学校生活への適応の円滑化、きめ
細やかな指導の充実による基礎学力
の定着化が図られる。
特に小学校低学年では、幼保からの
環境変化にスムーズに学校生活に適
応し、基本的生活習慣の定着が図ら
れた。また、少人数学級の実施によ
り、進路実現に向けて、揺れる子ど
も達の心に寄り添い、進路保障の実
現に向け努力した。

今後の課題とその対応

年
平成23年度
総
括

・土曜日開設、時間延長等の運営
体制や施設環境の充実に引き続き 子育て支援課
努める。

平成26年度は、土曜日、羽合児童クラブ 指導員の指導は、情報交換研修などに
で開設。特に混乱なし。
より充実してきた。
利用状況を見極め、羽合児童クラブの施
午後7時までの開設。
設の対応を検討する必要がある。
利用人数が多く、手狭になってきた羽合
支援員の指導体制を充実する。
児童クラブの移転等検討してきたが、代
替施設は見つからなかった。

引継ぎ等により、情報を共有し、必要な 今後の課題＝より適切な指導を目指すと
・随時、小学校とともに支援体制の情報 対応を行うことができた。
ともに、具体的な事例研修を含めながら一
交換を実施。
層の研修の充実を図る。
保護者への連絡・連携の仕方等につい
・新入生について、必要に応じて保育
て、研修する必要がある。
放課後児童クラ ・特別支援の必要な児童への対応
子育て支援課 所、保護者の方とともに引継ぎをおこ
ブの充実
を検討する。
なった。

【子育て支援課】
教室の空き状況、児童クラブの状況等
生涯学習課と協議を行った。制度や実 の確認をし、実施の可能性を確認するこ
施形態に違いがあるが、できる方法で、 とができた。
できるところから、連携して進めてみよう
ということを確認。

【子育て支援課】
実施の可能性のある児童クラブを受け皿
とし、内容の検討を放課後こども教室が主
となり調整していく。

別

平成24年度
総括

総

括

平成25年度
評価・進捗

評価指標を作成し、少人数学級施策の成 本町の少人数学級につい 児童一人ひとりへのきめ
果と課題を検証する。
ては、継続実施により定 細やかな指導充実と学校
着しつつあり、児童生徒一 生活への適応や基礎学力
人ひとりに応じたきめ細や の定着を図った。
かな指導を充実し、学校
完了している
生活への適応の円滑化、
基礎学力の定着化に寄与
することが出来た。

平成27年度からの子ども子育て支援新 利用者も増加しており、支援につながっ 運営経費の効率化から引き続観定住自立 利用者は限られた家庭に
制度に伴い、休日保育の仕組みが変わ ている。
圏構想で委託していくが、住民へわかりや とどまっており、もっと広く
り、定住自立圏構想の構成市町で対応
すく周知していく必要がある。
周知をしていく必要があ
を検討してきたが、ぎりぎりまで調整方
る。
子育て支援課 向が決まらず周知が遅れいている。

度

単純に利用者増が望まし
いとは言えないが、本当に
利用したい人が利用でき
るよう、引き続き周知する
順調に進んでいる
必要がある。

総括
児童一人ひとりに応じたき
め細やかな指導の継続実
施により、学校生活への
適応の円滑化、進路保障
を図ることができた。

平成26年度
評価・進捗

順調に進んでいる

単純に利用者増が望まし
いとは言えないが、本当に
利用したい人が利用でき
るよう、引き続き周知する
順調に進んでいる
必要がある。

総括

評価・進捗

児童・生徒一人一人に応
じたきめ細やかな指導の
継続実施により、学校生
活への適応の円滑化、進
路保障を図ることができ
完了している
た。

広報、ホームページ、保育
所経由のお知らせを行っ
た。利用者は増えている。
順調に進んでいる

年々、指導員が児童対応
に苦慮する場面が増えて
おり、小学校との意見交
換会などを設定しながら、
円滑な運営に努めてい
る。

指導員の連絡、研修会を
重ねて、指導員のスキル
アップも図っているが、児
童クラブによっては、対応
の苦慮が続いている。引
き続き研修の必要がある。

指導員の連絡、研修会を
重ねて、指導員のスキル
アップも図っているが、児
童クラブによっては、対応
の苦慮が続いている。引
き続き研修の必要がある。
各クラブとの意見交換、保
順調に進んでいる
順調に進んでいる
育リーダー、指導主事等
の指導により、何をすれば
よいか、どうすれば良いか
を自ら理解できるような方
法の助言により、改善され
たところもある。

分割移転地の候補は決定
できなかったが、子ども子
育て支援新制度に伴い、
児童クラブの運営基準を
定めた。
経過措置により基準を満
たさなくてもひとまず運営
順調に進んでいる
できるが、基準が定まった
ことにより方向が定まっ
た。

指導員対象に支援のあり
方の研修を行っただけで
なく、保育所及び小学校と
の連携がスムーズに図れ
るようになった。

指導員の連絡、研修会を
指導員の連絡、研修会を
重ねて、指導員のスキル
重ねて、指導員のスキル
アップも図っているが、児
アップも図っているが、児
童クラブによっては、対応
童クラブによっては、対応
の苦慮が続いている。引
の苦慮が続いている。引
順調に進んでいる
き続き研修の必要がある。
き続き研修の必要がある。 順調に進んでいる

指導員の連絡、研修会を
開催し、対応についてスキ
ルアップを図った。
児童、保護者への対応が
適確に行われるようになっ
順調に進んでいる
てきている。

【子育て支援課】
【生涯学習・人権推進課】
【中央公民館】
連携に向けた具体的な検
討はできなかった。

【生涯学習・人権推進課】
相互の事業内容を理解す
【中央公民館】
ることができ、その中で連
連携に向けた具体的な検
携できるところがないか検
討はできなかった。今後検
討することができた。
討、協議を進めたい。
結果的には、本町の場合
【子育て支援課】
相互に連携して実施でき
連携に向けた具体的な検 停滞または遅延し る内容や、形態ではないと 順調に進んでいる
討はできなかった。今後検 ている
いう認識をした。
討・協議を進めることとす
る。

生涯学習人権推進課と協
議。実施可能な方法で、
受け皿となりうる児童クラ
ブの協議等行うことがで
き、実施準備ができた。

【生涯学習・人権推進課】
【中央公民館】
連携に向けた具体的な検
討はできなかった。今後検
討、協議を進めたい。
停滞または遅延し
ている

相互の事業内容を理解す
ることができ、その中で連
携できるところがないか検
討することができた。
結果的には、本町の場合
相互に連携して実施でき 順調に進んでいる
る内容や、形態ではないと
いう認識をした。

【生涯学習・人権推進課】
連携について、再協議。連
携可能な範囲、内容で、
事業の推進を図る方向で
調整中。

福祉事務所業務は概ね町
民に周知され順調に業務
を執行できる体制となっ
た。
生活保護受給者も横ばい
で推移し、就労支援により 順調に進んでいる
受給者の自立支援をより
推進したい。

福祉事務所開設から３年
経過し概ね順調に事務執
行を行っている。今後とも
経験を重ね一層適正な業
務執行を図りたい。

福祉事務所開設から４年
経過し概ね順調に事務事
業を執行している。平成２
７年４月から生活困窮者
自立支援事業も始めるた
め、今後とも一層適正な業 順調に進んでいる
務執行を図りたい。

子育て支援課

順調に進んでいる

・放課後子ども教室との連携につい
て検討する。

生涯学習・人
権推進課
中央公民館

3

柔軟性・
即応性を
1 持った組
織・機構
の構築

各種委員
2 会等の見
直し

7

迅速な事務処理
福祉事務所 や地域の実態に
即したきめ細や
の設置
かな福祉サービ
スを提供する。

1

男女共同参
画に基づく
委員会等構
成委員の検
討

４．定員管理及び給与の適正化

【生涯学習・人権推進課】
【中央公民館】
制度のあり方自体に違いがあり、子育て
支援課との連携については未検討。

福祉事務所設置も４年目となり概ね業 役場関係課との情報共有を進めるととも
務を順調に執行し迅速な事務処理や住 に、民生児童委員・介護保険サービス事
・生活保護・児童扶養手当・特別障
民本位を主軸にしたワンストップサービ 業者等からの情報提供が増加したこと
害者手当等の認定給付、母子自立
スの提供が前進した。
により相談体制が充実してきた。
支援員配置による母子福祉の充
実、障がい者福祉サービス全般・高 総合福祉課
齢者福祉の窓口一本化など図り、
きめ細やかな福祉サービスを提供
します。

・平成21年度に「湯梨浜町男女共
各種委員会等の
同参画条例」作成し、男女共同参
設置にあたり、
画審議会を設置。審議会では事業
構成委員を検討
成果の検証と男女共同参画プラン
する。
の推進を図る。

企画課

・チラシ配布等の啓発活動を実施(6月24
日、泊・松崎駅前、丸合、味想前等)
・女性の構成比率の目標値を30%として
おり引続き啓発活動を行う。
・庁舎内に行政推進会、ワーキンググ
ループを立ち上げて横の連絡体制の充
実を図った。
・職員研修を実施した。（H25.3.12）

【生涯学習・人権推進課】
【中央公民館】
同じ小学生を対象としている事業なので、
連携できる事項はないか協議も必要かと
考えるが、公民館事業としての放課後子
ども教室の実施については地区公民館の
あり方にも関連があるので引き続き検討
する。

【生涯学習・人権推進課】
【中央公民館】
連携に向けた具体的な検
討はできなかった。

真に支援が必要な者の漏給防止のため、
地域に根ざした一層の情報収集が必要で
ある。さらに、生活保護についてはいつま
でも保護することが最良ではないので、自
立をめざした就労支援等を積極的に実施
することが必要である。

福祉事務所開設から１年
経過し概ね順調に事務執
行を行っている。今後とも
経験を重ね一層適正な業
務執行を図りたい。

庁舎内の横の連携を図る 男女共同参画社会の推進
こととし、推進会議を立ち に向け庁舎内の横の繋が
上げた。
り、職員意識の向上を更
に図る必要がある。

順調に進んでいる

女性の構成比率を目標３
０％以上として第3次男女
共同参画プラン策定時に
も庁舎内の意思統一を
順調に進んでいる 図った。
順調に進んでいる

順調に進んでいる

H25年度に第3次ゆりはま
男女共同参画プランを策
定し委員会等の女性の構
成割合目標を設定し事業
展開を図っていくこととし 順調に進んでいる
た。

10／10

項
整理
目
重点項目
番号
番
号

検
実施項目

実 施 内 容

具体的な実施事項

1

定員適正化
計画策定

・嘱託職員及び臨時的任用職員の
人数を平成27年度までに25％以上
の削減に努める。
平成23年度(4月)
118人
平成24年度（4月） 119人
平成25年度（4月） 119人
平成27年度目標
88人
・介護支援専門員、介護福祉士等
専門職の計画的 の適正な配置に努める。Ｈ25.4.1社
配置を行う。
会福祉士１名採用(介護福祉士有
資格者）

4

2

定員等の公 定員・給与等の ・ホームページ、町報へ継続して掲
表
公表を行う。
載する。

3

・平成23年4月1日現在
管理職31人（男性20人、女
女性管理職 女性管理職の登 性11人：35％）
の登用、障 用、障がい者雇 Ｈ25.4.1現在、管理職26人(男性16
がい者雇用 用の拡大に努め 人、女性10人：38％)
の拡大
る。
障がい者雇用の計画策定：Ｈ25.10
現在臨職2名、正職1名法定雇用率
達成

1
給与の適
2
正化

2

手当ての見
直し（勤勉手
当の成績率
運用、成績
不良者の昇
給延伸）

・公務能率評価の評定者研修を継
公務能率評価制 続して開催する。
度の成績率、昇
給等への反映を
早期に導入す
・成績率、昇給等への早期反映を
る。
図る。Ｈ24.12月期からの勤勉手当
成績率に反映させた

・技能労務職員の給与等の検証と
給与の適正 給与体系の見直 行政職への移行について検討す
化
しを行う。
る。Ｈ24.5月1名、Ｈ25.4月1名の人
事交流を実施

総務課

総務課

総務課

証

(検討中の案件については、作業状況と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどを記入)
実施効果

・職員の定員目標（年度別）
平成23年4月1日 203人
平成23年度末 194人
平成24年度末 190人
定員適正化計画
平成25年度末 194人
(平成23年2月策
平成26年度末 193人
定)に従って定員
平成27年度末 190人
管理を行う。

定員管理
1 の適正化

所管課

平成27年3月末進捗状況
(実施した具体的内容等を記入)

今後の課題とその対応

定員適正化計画の修正は未実施
・各課への業務量の聞き取りを行い、体制
平成23年7月31日現在（203人 特別
等を勘案して、H28からの定員適正化計画
職、嘱託職員を除く）
の具体的な策定に取り組む。
平成25年4月1日現在（193人 特別
職、嘱託職員を除く）
平成25年度末現在（185人 特別職、
嘱託職員を除く）
平成26年度末現在（186人 特別職、
嘱託職員を除く）
・平成23年7月1日現在(117人内緊急雇 ・特区の活用により、有資格者保育士の Ｈ27年度も特区による有資格者保育士を
用創出事業分20人)
人員が確保されている。
22名雇用する。
平成25年度末現在（134人 内重点分野
雇用創出事業5名）
H24年度から有資格者保育士確保のた
め特区を活用し、保育士3年雇用を実
施。（Ｈ24-15名、Ｈ25-15名、H26-15名）
平成２６年度は新規採用なし。保健師が
１名、介護支援専門員の資格を取得す
る。

・継続実施
11月町報へ掲載

湯梨浜町人事行政の運営等の状況の
公表に関する条例に基づき公表。

年
平成23年度
総
括
定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H24に修
正予定）

別

平成24年度
総括
定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H25に修
正予定）

総

括

平成25年度
評価・進捗

停滞または遅延し
ている

平成23年度緊急雇用創出 、平成24年度新たな重点
事業で延べ21名雇用、重 分野雇用創出事業で5名
点分野雇用創出事業で延 雇用。
べ15名雇用
停滞または遅延し
ている

総括
定員適正化計画の修正は
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H26に修
正予定）

平成26年度
評価・進捗

11月30日告示人事行政
の運営等の状況公表
ホームページ更新

H26年度臨時職員を募集した。応募者7 障害者の雇用の促進等に関する法律に 継続的雇用の計画策定
名、雇用2名
基づく障がい者雇用不足人数をH25年
度2名採用。

停滞または遅延してい
る

総務課

H25年度臨時職員を募集
し、採用者2名。法定雇用
率達成。
順調に進んでいる

評価・進捗

停滞または遅延してい
る

平成25年度新たな重点分
定員適正化計画の修正は
野雇用創出事業で5名雇
未実施。
用。 有資格者保育士確
保のため、特区を活用し、 停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
3年雇用を実施。（Ｈ24-15 る
る
名、Ｈ25-15名）

11月30日告示人事行政の
11月30日告示人事行政の
運営等の状況公表
順調に進んでいる 運営等の状況公表
順調に進んでいる
ホームページ更新

H24年度臨時職員を募集 H24年度臨時職員を募集
し、採用者1名
し、採用者1名

総括
定員適正化計画の修正は
未実施。

定員適正化計画の専門職にも配慮しなが 資格試験受験3名合格者0 平成25年度採用社会福祉
平成25年度採用社会福祉
ら修正する。
名
士試験を実施（２名受験）
士試験を実施（２名受
定員適正化計画の修正は 定員適正化計画の修正は
験）、Ｈ25.4.1付１名新規採
順調に進んでいる
順調に進んでいる
未実施（全体的な修正を 未実施（全体的な修正を
用。
必要とするため、H24に修 必要とするため、H25に修
定員適正化計画の修正は
正予定）
正予定）
未実施（全体的な修正を
必要とするため、H26に修
継続実施
11町報掲載
11月町報掲載
11月町報掲載

総務課

H26年度は採用なし。保健
師１名が、介護支援専門
員の資格を取得する。

順調に進んでいる

11月町報掲載
11月30日告示人事行政の
運営等の状況公表
順調に進んでいる
ホームページ更新
H26年度臨時職員を募集
し、採用者2名。法定雇用
率達成。

順調に進んでいる

順調に進んでいる

・Ｈ24人事評価マニュアルの改定を実施 ・継続的に人事評価制度等研修会を実
施したい。

職員に合意を得る制度策定

人事評価制度の改正した 人事評価制度の改正した
人事評価制度の改正した
人事評価制度の改正をし
が、再度平成24年度改正 が、再度平成25年度改正
が、再度平成26年度改正
たが、再度平成27年度改
停滞または遅延してい
停滞または遅延してい
予定
予定
正予定
順調に進んでいる 予定
る
る

平成24年12月期からの期勤勉手当の成 １０月１日基準日の公務能率評定の実
績率へ反映
施に伴い評価方法等を改正した。

現在、公務能率評定制度のみであり、今
後、昇給等へ反映できる「結果」（業績評
価・成果評価）に関する評定要素（評定項
目）を策定し、業績評価（目標管理制度）
等の導入を継続検討。
平成27年度に１名、行政職へ移行する。

人事評価制度の改正した 人事評価制度の改正した
人事評価制度の改正した
人事評価制度の改正をし
が、再度平成24年度改正 が、再度平成25年度改正
が、再度平成26年度改正
たが、再度平成27年度改
停滞または遅延してい 正予定
停滞または遅延してい
予定
予定
予定
順調に進んでいる
る
る

総務課

総務課

総務課

度

・取組方針を検討中
・平成24年度学校給食センター所長とし
て人事交流を実施した。

人事交流を含め検討す
る。

・取組方針を検討中
・取組方針を検討中
・取組方針を検討中
・平成24年度学校給食セ
（学校給食センターの統廃
（学校給食センターの統廃
停滞または遅延してい 合を含め検討する）
停滞または遅延してい
ンター所長として人事交流 順調に進んでいる 合を含め検討する）
る
を実施した。
平成27年度は行政職へ１ る
名移行する。

