
・

・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

幹部会議において重要
な意思決定を戦略的に
行い、行政の適正かつ
効果的な執行と、迅速
な課題対応を図りま
す。

【関係する計画等】
・幹部会議規則

◇幹部会議での審議・
調整を充実させ、トッ
プマネジメントの強化
を図ります。

各付議事項を審議・決
定することで、統一の
ある町政を能率的に遂
行しました。

平成30年7月豪雨の影
響により目標値には達
しませんでしたが、幹
部会議を7回開催する
ことにより、トップマ
ネジメントの強化を図
りました。

－

◇幹部会議での審議・
調整を充実させ、トッ
プマネジメントの強化
を図ります。

【目標】
◇幹部会議開催回数
8回

【目標】
◇幹部会議開催回数
8回

－
【実績】
◇幹部会議開催回数
7回

－
【目標】
◇幹部会議開催回数
8回

各部の執行責任を明確
にし、進捗管理の徹底
を、さらに進めます。

【関係する計画等】
・部長等連絡会議設置
要綱
・人事評価実施規程

◇部長等連絡会議を定
期的に開催し、横断的
な情報共有、連携、調
整を図ります。
◇人事評価（業績評
価）等により部長級職
員の権限、責任を明確
にし、進捗管理の徹底
を図ります。

◇町政運営の方針及び
重要な事務事業の周
知、町政に関する情報
の交換を行いました。
◇人事評価（業績評
価）を上半期（４月～
９月）と下半期（１０
月～３月）の２回実施
し、行政課題の進捗管
理を徹底しました。
◇産業医指導の下、6
月にストレスチェック
を行いました。

◇部長等連絡会議を定
期的に開催し横断的な
情報共有等を図りまし
た。
◇人事評価（業績評
価）を実施し、進捗管
理の徹底を図りまし
た。

－

◇部長等連絡会議を定
期的に開催し、横断的
な情報共有、連携、調
整を図ります。
◇人事評価（業績評
価）等により部長級職
員の権限、責任を明確
にし、進捗管理の徹底
を図ります。

【目標】
◇部長等連絡会議開催
回数　16回
◇ストレスチェックに
おける次長・課長級職
員の「上司の支援」の
平均点数　8.5点

【目標】
◇部長等連絡会議開催
回数　12回
◇ストレスチェックに
おける次長・課長級職
員の「上司の支援」の
平均点数　8.5点

－

【実績】
◇部長等連絡会議開催
回数　9回
◇ストレスチェックに
おける次長・課長級職
員の「上司の支援」の
平均点数　7.9点

－

【目標】
◇部長等連絡会議開催
回数　12回
◇ストレスチェックに
おける次長・課長級職
員の「上司の支援」の
平均点数　8.5点

Ａ

2
各部の執行体制の強
化

Ｂ Ｃ

計画に対しての取り組
みは順調に進捗してい
ますが、目標値には到
達していません。

Ｂ

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

１．｢組織｣、｢ひと｣ の改革

（1）マネジメントシステムの強化

1
トップマネジメント
の強化

Ｂ Ｂ

順調に進捗していま
す。

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

平成30年度の取組結果及び評価の詳細
取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

－ 1 －



・

・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

職員の規範意識を高
め、町民から信頼され
る行政運営を行いま
す。

【関係する計画等】
・公益通報取扱要綱

◇職員に求められる姿
勢や心構えを明確にす
るとともに、研修を実
施し、法令等の理解と
規範意識の向上を図り
ます。

◇自治体法務能力向上
に資する情報を月１回
全職員に提供しまし
た。
◇研修実施後、職員が
遵守すべき事項等を明
確にし、項目ごとに評
価する能力評価を実施
しました。

◇情報提供を実施（１
０月から６回）し、職
員の法務能力向上を図
りました。
◇人事評価研修におい
て、規範意識を高める
内容の研修を実施しま
した。

職員の法務能力向上の
ため、一般的な内容だ
けでなく、府中町の例
規等に係る内容につい
て情報の提供を検討し
ます。

◇職員に求められる姿
勢や心構えを明確にす
るとともに、研修を実
施し、法令等の理解と
規範意識の向上を図り
ます。

【目標】
◇研修受講者数
（３年周期で一般職
員、監督者、管理者を
対象に研修会を継続実
施）

【目標】
◇研修受講者数
140人（一般職員）

－

【実績】
◇研修受講者数
88人（一般職員）

開催時期・開催時間を
見直し、職員が参加し
やすい研修となるよう
検討します。

【目標】
◇研修受講者数
157人（監督者）

4
行政評価の継続的な
実施

行政評価により、施
策・事務事業が効果的
かつ効率的に展開され
ているかを評価・検証
し、施策実現に向けて
必要となる事業改善を
行います。

【関係する計画等】
・行政評価実施要綱

◇事務事業の年度計画
を策定します。
◇施策評価・事務事業
評価を実施し、的確な
進捗管理を行います。

町民視点でより分かり
やすい内容となるよ
う、評価シートの改善
や文章表現の精査を重
ね、行政評価を実施し
ました。 Ｂ

行政評価の結果をホー
ムページで公表しまし
た。また今後、総合計
画の更なる効果的・効
率的な事業推進にあた
り、適切に反映しま
す。

Ａ

順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇事務事業の年度計画
を策定します。
◇施策評価・事務事業
評価を実施し、的確な
進捗管理を行います。

1
横断的な組織対応体
制の推進

組織の枠を超えて人的
資源を有効活用し、機
能的・効率的な業務推
進体制を確立します。

【関係する計画等】
・定員管理計画

◇業務量調査を行い、
各部署の業務量を可視
化します。
◇期間限定的に業務量
が増大する部署におい
て、部内外の連携や業
務経験者による応援体
制、柔軟な臨時職員の
配置等を行います。
◇機能強化が必要な分
野で、組織の枠を超え
て横断的に業務を推進
する体制を研究しま
す。

◇業務量調査を実施す
るにあたり、調査の手
引きを作成しました。
◇税務課以外の総務部
職員も確定申告窓口業
務に従事させました。
◇監査委員、選挙管理
委員会及び固定資産評
価審査委員会の事務局
等を専門に行う組織
「行政委員会総合事務
局」を設置しました。

Ｂ

◇各部署の業務量を可
視化し、組織の適切な
分割・統合に寄与しま
した。
◇部内外で連携を図
り、応援体制を構築し
たことで、税務課職員
の時間外勤務を縮減し
ました。
◇行政委員会の事務を
専門的に行う体制を強
化しました。

Ｂ

順調に進捗しており、
今後も組織の枠を超え
てより機能的・効率的
な業務推進が図れるよ
う、体制の検討を行っ
ていきます。

Ｂ －

◇期間限定的に業務量
が増大する部署におい
て、部内外の連携や業
務経験者による応援体
制、柔軟な臨時職員の
配置等を行います。
◇機能強化が必要な分
野で、組織の枠を超え
て横断的に業務を推進
します。

Ｂ

（2）適切な組織管理

3
コンプライアンスの
徹底

Ｂ Ｂ

◇提供する情報の内容
に改善の余地がありま
す。
◇研修の実施は計画通
り進捗していますが、
研修受講者数の目標は
達成できていません。

－ 2 －
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・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

2 組織機構の見直し

組織機構の見直しによ
り、効率的でスリムな
組織体制を構築しま
す。

【関係する計画等】
・事務分掌条例
・事務組織規則

◇組織機構の見直しを
行います。

組織機構改革を実施す
るとともに、各種事務
の円滑な引継ぎを行い
ました。

Ｂ

令和元年度に向けて、
来庁者に分かりやすく
利便性の高い窓口体制
を整えました。

Ａ

順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇組織機構改革の実施
検証として業務量調査
を継続して実施し、業
務の効率性を数値化し
て進捗管理を図りま
す。

3 定員適正化の推進

定員管理計画を策定
し、適切な定員管理を
行います。

【関係する計画等】
・定員管理計画

◇事務改善や組織機構
の再編による組織の最
適化を視野に、非常勤
職員の配置も踏まえ、
定員管理計画の策定に
向けた調査・準備を行
い、方向性を整理しま
す。

◇非常勤職員配置の見
直しを行いました。
◇他自治体における定
員管理計画の方向性を
比較・検討しました。 Ｂ

◇組織機構の見直しに
よる業務量調査の結果
を踏まえて、非常勤職
員の配置を行いまし
た。
◇定員管理計画策定の
方向を整理しました。

Ｂ

順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇定員管理計画を策定
します。

時間外勤務及び長時間
労働者（月60時間以
上の時間外勤務）の縮
減を図り、ワーク・ラ
イフ・バランス（仕事
と生活の調和）の推進
を図ります。

◇業務の進捗管理を徹
底します。
◇面談を通して、業務
の平準化や相互サポー
トを進めます。
◇四半期ごとに時間外
勤務等の状況を共有す
るとともに、時間数の
伸びが顕著な課等は、
ヒアリングを実施し、
長時間労働の抑制を図
ります。

◇時間外勤務等縮減へ
の取り組みとして、通
知を行い、業務の進捗
管理や職員協力体制の
推進を図りました。
◇各課ごとの時間外勤
務数を公表し、勤務状
況の共有を図りまし
た。

豪雨災害等の影響を受
け、年間時間外勤務時
間数は目標を大幅に超
過しています。
長時間労働者数の延べ
人数については、目標
を達成しています。

働き方改革関連法の施
行に伴い、時間外勤務
の上限時間を新たに設
定し、引き続き時間外
勤務及び長時間労働者
の縮減を図ります。

◇業務の進捗管理を徹
底します。
◇面談を通して、業務
の平準化や相互サポー
トを進めます。
◇四半期ごとに時間外
勤務等の状況を共有す
るとともに、時間数の
伸びが顕著な課等は、
ヒアリングを実施し、
長時間労働の抑制を図
ります。

【目標】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
28,500時間
◇長時間労働者数
延べ17人

【目標】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
29,900時間
◇長時間労働者数
延べ31人

－

【実績】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
32,471時間
◇長時間労働者数
延べ24人

【目標】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
29,700時間
◇長時間労働者数
延べ29人

4 時間外勤務の縮減 Ｂ Ｂ

計画に対しての取り組
みは順調に進捗してい
ますが、目標値を大幅
に超過しています。

Ｃ

－ 3 －
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令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

女性職員の能力の積極
的な活用、再任用制
度、任期付職員制度等
の活用により、多様な
能力を有する人材の活
用を図ります。
また、働き方に対する
職員の意識改革を進
め、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図り
ます。

【関係する計画等】
・特定事業主行動計画
・男女共同参画プラン

◇女性職員のキャリア
形成と能力開発を促進
します。
◇再任用、臨時・非常
勤職員の活用拡大を検
討します。
◇働き方に対する職員
の意識改革を進め、
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進を図りま
す。

◇女性職員のキャリ
ア・能力形成を促進す
るための研修に参加
し、人事体制構築の参
考にしました。
◇仕事を効果的・効率
的に進める手法を習得
するための研修に参加
しました。
◇休暇制度の充実を図
り、３名の男性職員が
育児休業を取得しまし
た。

◇女性職員の管理監督
者への登用を着実に進
めました。
◇男性職員の育児休業
の取得を促すととも
に、再任用、臨時・非
常勤職員を積極的に活
用しました。

◇各種研修へ参加しや
すくするため、研修情
報を積極的に発信しま
す。
◇働き方に対する意識
改革を図るため、職員
への情報発信を行いま
す。

◇女性職員のキャリア
形成と能力開発を促進
します。
◇再任用、臨時・非常
勤職員の活用拡大を検
討します。
◇働き方に対する職員
の意識改革を進め、
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進を図りま
す。

－

【目標】
◇係長級以上職員に占
める女性割合
21.4％
◇消防吏員に占める女
性割合
3.7％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
35.2％

－

【実績】
◇係長級以上職員に占
める女性割合
20.6％
◇消防吏員に占める女
性割合
3.4％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
34.6％

－

【目標】
◇係長級以上職員に占
める女性割合
23.0％
◇消防吏員に占める女
性割合
3.7％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
36.7％

各種研修を計画的に実
施し、職階に応じた基
礎的資質・能力の向上
と職員の意識改革を図
ります。

【関係する計画等】
・人材育成基本方針
・職員研修計画

◇階層別研修、問題解
決や政策形成能力など
を高める課題別研修を
活用し、効果的な職員
研修を実施します。
◇次期人材育成基本方
針の策定に向けて、課
題整理と分析、情報収
集を行い、方向性を整
理します。

研修に参加しやすくす
るため、研修情報を積
極的に発信しました。

◇災害対応等のため、
研修への参加が難しい
時期がありましたが、
目標値に近づけること
ができました。
◇次期人材育成基本方
針の策定に向けて、他
市町の情報収集を行い
ました。

階層別研修を増やし、
主任の能力評価の評点
要素に、研修の受講を
追加します。

◇階層別研修、問題解
決や、政策形成能力な
どを高める課題別研修
を活用し、効果的な職
員研修を実施します。
◇時代や社会の環境変
化等に対応できる職員
を育成するため、次期
人材育成基本方針を策
定します。

【目標】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　44.2％

【目標】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　33.6％

－

【実績】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　31.8％

【目標】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　37.2％

＜行政評価＞ ◇職員の研修参加者の延べ人数

Ｂ

＜行政評価＞ ◇啓発活動実施回数（男女共同参画推進事業）

（3）人材育成の推進

1
効果的な職員研修の
実施

Ｂ Ｂ

順調に進捗しています
が、次期人材育成基本
方針の策定に向けて
は、より計画的な設計
が必要です。

Ｂ

5 多様な人材の活用
Ｂ Ｃ

計画に対しての取り組
みは順調に進捗してい
ますが、目標値には到
達していません。

－ 4 －
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令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

きめ細かな職場研修を
全庁的に推進し、職員
の人材育成と意識改革
を図ります。

【関係する計画等】
・人材育成基本方針

◇各課・係で職場研修
を行います。
◇定期的にヒアリング
を実施し、管理監督者
への啓発を強化しま
す。

◇新規採用職員１名に
対し育成担当職員を１
名指名し、職場研修を
実施しました。また、
機構改革に伴い事務分
担の変更が発生する部
署において、勉強会を
実施しました。
◇定期的にヒアリング
を実施しました。

◇職場研修を強化し、
職員の人材育成と意識
改革を図りました。
◇管理監督者への啓発
を強化しました。

－

◇各課・係で職場研修
を行います。
◇定期的にヒアリング
を実施し、管理監督者
への啓発を強化しま
す。

【目標】
◇ストレスチェックに
おける課長補佐級以下
職員の「上司の支援」
の平均点数　8.0点

【目標】
◇ストレスチェックに
おける課長補佐級以下
職員の「上司の支援」
の平均点数　8.0点

－

【実績】
◇ストレスチェックに
おける課長補佐級以下
職員の「上司の支援」
の平均点数　7.6点

－

【目標】
◇ストレスチェックに
おける課長補佐級以下
職員の「上司の支援」
の平均点数　8.0点

3
笑顔あふれる役場創
出の推進

職員の意識改革と職場
風土の改善により、全
庁一丸となって住民に
寄り添った行政を展開
します。

◇「行動指針」を策定
し、職員に求められる
姿勢、心構えを明確に
します。
◇研修を実施するとと
もに、所属ごとに重点
取組の目標を設定し、
職員意識の醸成と職場
風土の改善を図りま
す。
◇執務環境の改善・整
備を行い、事務効率の
向上を図ります。

執務環境の改善・整理
を行うと伴に、窓口・
電話対応についての接
遇調査を実施しまし
た。

Ｃ

◇研修を実施し、職員
のモチベーション向上
に寄与しました。
◇所属ごとの重点取組
の目標を設定し、笑顔
あふれる役場創出に取
り組みました。
◇行動指針の策定には
至りませんでした。

Ｂ

行動指針の策定には至
りませんでしたが、お
おむね計画通りに進捗
しています。

Ｂ

◇「行動指針」を策定
し、職員に求められる
姿勢、心構えを明確に
します。
◇研修を実施するとと
もに、所属ごとに重点
取組の目標を設定し、
職員意識の醸成と職場
風土の改善を図りま
す。
◇執務環境の改善・整
備を行い、事務効率の
向上を図ります。

公務に有益な資格取得
の支援や、自主研究グ
ループ等に対する支援
を行い、職員の自己啓
発を促進します。

【関係する計画等】
・人材育成基本方針

◇公務に有益な資格取
得の支援を行い、職員
の自己啓発を促進しま
す。
◇自主研究グループ等
に対する支援を開始し
ます。

◇自治体法務検定にお
いては、グループ勉強
会を実施しました。
◇自治体法務、簿記、
秘書の各検定における
テキスト、受検代の支
援を実施しました。

積極的な学習機会の支
援を行い、職員の自己
啓発の促進に大きく寄
与しました。

―

◇公務に有益な資格取
得及び自主研究グルー
プ等に対する支援を行
い、職員の自己啓発を
促進します。

【目標】
◇公務に有益な資格取
得者数　15人

【目標】
◇公務に有益な資格取
得者数　15人

－
【実績】
◇公務に有益な資格取
得者数　34人

―
【目標】
◇公務に有益な資格取
得者数　15人

Ａ4
職員の自己啓発の促
進

Ｂ Ａ

順調に進捗していま
す。

2
職場研修（OJT）の
充実

Ｃ Ｂ

目標の点数には到達し
ていません。引き続
き、職場研修を推進
し、人材育成に努めま
す。

Ｂ

－ 5 －
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令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）
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平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

5 人事評価制度の充実

職員の能力・業績を適
正に評価することによ
り、職員一人一人の能
力を向上させ、組織全
体の底上げを図りま
す。

【関係する計画等】
・人事評価実施規程

◇人事評価制度の見直
しに向けて、運用の検
証を行い、改善の方向
性を整理します。

例年評価者を対象に実
施していた人事評価研
修に加え、被評価者に
対する研修を実施しま
した。 Ｃ

全職員を対象とした研
修を実施し、評価・被
評価能力の向上を図り
ました。

Ｂ

順調に進捗しています
が、一部改善が必要で
す。

Ｂ

人事評価制度の趣旨を
浸透させるため、職員
に対する研修を充実さ
せていきます。

改善の方向性を定め、
人事評価制度の見直し
を行います。

1
業務マニュアルの共
有化

定例業務のマニュアル
化を進め、事務の標準
化、効率化を図るとと
もに、担当職員の固定
化の解消、事務引継ぎ
の効率化を図ります。
また、業務内容の情報
共有により、窓口案内
の充実を図ります。

◇各課の業務を、実施
時期（年次、月次、日
次、随時）や内容（立
案業務、定例業務、事
務作業など）により切
り分け、業務内容を可
視化します。
◇順次、定例業務や事
務作業のマニュアル化
を進めます。
◇業務内容の情報共有
により、窓口案内の充
実を図ります。

準備段階として、業務
量調査を行いました。

Ｃ

業務量調査の実施によ
り、各課の業務内容を
可視化しました。

Ｂ

計画内容全てを実施で
きませんでしたが、計
画期間内の達成に向け
着実に進捗していま
す。

Ｂ －

◇順次、定例業務や事
務作業のマニュアル化
を進めます。
◇業務内容の情報共有
により、窓口案内の充
実を図ります。

2 共通事務の見直し

共通事務の集約により
効率化を図り、各課等
の事務負担を軽減しま
す。

◇嘱託職員雇用事務、
報酬等支払事務を、任
命権者ごとに一元化し
ます。
◇給与や報酬等の支払
事務について、費用対
効果等も含めて、出退
勤管理システムの導入
やアウトソーシングを
検討します。
◇その他、集約、効率
化が可能な共通事務の
洗い出しを行います。

準備段階として、業務
量調査を行いました。

Ｃ

業務量調査の実施によ
り、各課の業務内容を
可視化しました。

Ｂ

業務量調査により実態
を把握しました。今後
この結果を踏まえて取
り組みを実施していき
ます。

Ｂ －

◇業務量調査により可
視化した業務内容につ
いて、集約、効率化が
可能な共通事務の洗い
出しを行います。

２．｢仕事｣、｢サービス｣ の改革

（1）事務改善の推進

－ 6 －
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令和元年度

具体的な内容
評
価
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計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

3 民間活力の活用

民間活力を活用し、効
率的・効果的な業務の
執行と住民サービスの
向上を目指します。

◇民間活力を活用して
効率的・効果的な運営
がなされている先進事
例を参考に、民間委託
による業務の効率化や
費用対効果を研究しま
す。

準備段階として、業務
量調査を行いました。

Ｃ

業務量調査の実施によ
り、各課の業務内容を
可視化しました。

Ｂ

業務量調査により実態
を把握しました。今後
この結果を踏まえて取
り組みを実施していき
ます。 Ｂ －

◇業務量調査により可
視化した業務内容につ
いて、民間活力を活用
して効率的・効果的な
運営がなされている先
進事例を参考に、民間
委託による業務の効率
化や費用対効果を研究
します。

府中町のイメージと認
知度の向上に向けた戦
略的な情報発信を強化
します。

◇シティプロモーショ
ン戦略に基づき、各種
媒体を通じたまちの魅
力発信事業を進めま
す。
◇職員の情報発信力を
向上させるため、研修
を実施します。
◇ホームページの掲載
手続を簡素化します。

◇さまざまなメディア
を通じたまちの魅力発
信を行うとともに、Ｐ
Ｒ大使任命等による新
たな魅力づくりに取り
組みました。
◇ホームページ研修会
を開催するとともに、
掲載手続の簡素化を図
りました。

Ｂ

◇町の認知度が約2ポ
イント上昇
（61.8％）しまし
た。
◇ホームページによる
情報発信件数が１月末
時点で85件（15ポイ
ント）増となり、情報
発信力の向上に寄与し
ました。

Ａ

おおむね順調に進捗し
ていますが、個別内容
の効果を検証しつつ、
取り組み改善を進めま
す。

Ｂ

現在進めている大学と
の共同研究等の内容を
踏まえながら、より効
果的な情報発信を進め
ます。

◇シティプロモーショ
ン戦略に基づき、各種
媒体を通じたまちの魅
力発信事業を進めま
す。
◇職員の情報発信力を
向上させるため、研修
を実施します。

5
指定管理者制度の推
進（社会教育・体育
施設）

サービス向上や経費削
減に向けて、管理運営
方法の抜本的な見直し
を行います。

◇施設の管理及び運営
に関わるすべての業務
を対象に、指定管理者
制度の導入の可否を検
討します。

指定管理により効率
的・効果的な運営をお
こなえるかを調査研究
しました。

Ｃ

指定管理の導入の可否
の決定には至りません
でした。 Ｃ

引き続き、調査研究を
行います。

Ｄ

現在、委託している業
務が指定管理になるこ
とのメリットについて
検証し導入の可否を判
断します。

◇委託している業務に
ついて指定管理できる
ように目指します。

職員一人一人が主体的
に、事務改善や事業の
見直しに取り組むこと
により、一層の事務効
率の向上と住民サービ
スの向上を目指しま
す。

◇全庁で改善の情報を
共有し、課や係単位で
の改善を推進します。
◇積極的に、施策の充
実や事務改善の提案が
できるよう、職員提案
制度を充実し、環境整
備を図ります。

第5次行政改革実行計
画の具体的な取り組み
の中で、課や係単位で
の改善計画を設定しま
した。

事務の効率化を図りま
した。

◇全庁で改善の情報を
共有し、課や係単位で
の改善を推進します。
◇積極的に、施策の充
実や事務改善の提案が
できるよう、職員提案
制度を充実し、環境整
備を図ります。

【目標】
事務改善の取り組み実
施数
毎年度30件

【目標】
事務改善の取り組み実
施数　30件

－

【実績】
事務改善の取り組み実
施数　14件

【目標】
事務改善の取り組み実
施数　30件

Ｃ6 事務改善の取り組み Ｃ Ｂ

目標の件数には到達し
ていません。個別内容
の効果を検証しつつ、
取り組み改善を進めま
す。

4 まちの魅力発信

＜行政評価＞ ◇ホームページ閲覧件数　◇報道機関を通じた行政情報の発信件数

－ 7 －



・

・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

1
行政情報システムの
再構築

総合行政情報システム
ネットワークの再構築
により、情報システム
の簡素化、効率化、合
理化を図るとともに、
電算事務経費の削減を
図ります。

◇業務システムの最適
化に向けて、独自事務
に起因するカスタマイ
ズを可能な限り最小化
する業務改善に着手し
ます。

基幹系システムについ
て、現行システムから
のクラウド化の際にカ
スタマイズを見直しま
した。また、令和元年
度導入の介護・後期シ
ステム導入に見直し項
目を入れました。

Ｃ

基幹系システムについ
て、カスタマイズ機能
件数を63件削減しま
した。
クラウド化前 486件
クラウド化後 423件 Ｃ

カスタマイズ件数を削
減しましたが、費用低
減化には至っていませ
ん。

Ｃ

修正プログラム適用時
に個別カスタマイズが
ある場合、原則削除す
るようシステムベン
ダーに働きかけます。
また、現行を含めた複
数のシステムベンダー
へ調査し、共同利用・
共同調達を進めていき
ます。

◇導入から運用、次期
システム更改までの全
体的な費用が削減する
調達、運用を研究しま
す。
◇広島県市町基幹業務
系クラウドサービス共
同利用・共同調達への
参加を検討します。

2
学校情報システムの
再構築

学校情報システムの再
構築により、強靭化と
利便性向上を図りま
す。

◇学校情報システムの
再構築計画を策定しま
す。
◇校務支援システム等
の導入を検討します。

◇学校情報システムの
強靭化と利便性の向上
のため、ネットワーク
再構築計画を策定する
準備をしました。
◇校務支援システムの
導入に向け、プロポー
ザルの準備をしまし
た。

Ｃ

◇学校情報システムの
ネットワーク再構築計
画を策定しましたが、
予算計上には至りませ
んでした。
◇校務支援システムの
導入に向け、予定通り
進捗しています。

Ｂ

進捗しています。校務
支援システムについて
は、予定通り、令和元
年度導入予定です。

Ｂ

ネットワーク再構築計
画については、費用対
効果も鑑み、今後の方
向性を検討します。

◇ネットワークの再構
築は、今後学校ＩＣＴ
環境に合わせて、時期
と方法を再検討しま
す。
◇校務支援システムに
ついては、効果的な導
入を目指します。

3
情報セキュリティ対
策の強化

ＩＣＴ化された業務に
おける個人情報等の流
出を防ぐため、情報セ
キュリティ対策を強化
します。

【関係する計画等】
・情報セキュリティポ
リシー

◇随時情報セキュリ
ティポリシーの見直し
を行い、継続して職員
研修を行います。
◇物理的、技術的に情
報システムの強靭化を
図ります。

◇国等からの情報提供
を受けながら、セキュ
リティポリシーの見直
しを実施しました。ま
た、全職員を対象にセ
キュリティ研修を実施
しました。
◇セキュリティパッチ
の随時適用を実施して
います。

Ｂ

研修参加率は前年と比
較し、管理職・一般職
員とも増加していま
す。
・管理職参加率91％
（前年度：83％）
・一般職員参加率
86％（前年度：
59％）

Ｂ

順調に進捗していま
す。

Ｂ

◇セキュリティポリ
シーは国等の指針を見
ながら、見直しを図
り、研修は全職員参加
できるよう、日程等の
工夫を行ないます。
◇セキュリティパッチ
適用は漏れなく適用
し、セキュリティホー
ルを無くします。

◇随時情報セキュリ
ティポリシーの見直し
を行い、継続して職員
研修を行います。
◇物理的、技術的に情
報システムの強靭化を
図ります。

4 定型業務の効率化

パソコン等の機能を有
効に活用し、仕事のし
かたや処理方法の改善
なども含めて、創意工
夫により、業務改善を
図ります。

◇定型業務の効率化に
向けて、庁内サポート
体制を整備し、創意工
夫による業務改善の働
きかけと支援を行いま
す。

ＲＰＡテクノロジーの
導入も視野に入れ、複
数のセミナー参加やデ
モンストレーション等
のプレゼンを受けまし
た。

Ｃ

庁内複数部署へ事前の
導入協議を実施しまし
た。

Ｃ

事務の標準化業務が必
須であり、サポート体
制の構築を含め未着手
です。 Ｄ

令和元年度は、サポー
ト体制を整備し、パソ
コン等の機能を生かし
た業務改善の働きかけ
と支援を行ないます。

◇定型業務の効率化に
向けて、庁内サポート
体制を整備し、創意工
夫による業務改善の働
きかけと支援を行いま
す。

（2）情報システムの最適化

－ 8 －



・

・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

1
多様な主体との連携
の強化

多様な担い手との連携
を強化し、積極的に協
働を推進します。

◇町内の各種団体、企
業等や、近隣の大学等
について情報収集、協
働の可能性を研究しま
す。
◇各課等と調整を図
り、新しい協働事業を
具体的に検討します。

比治山大学の学生をイ
ンターンシップで受け
入れ、大学生との協働
の可能性を考察しまし
た。 Ｃ

大学生と協働すること
の可能性は考察しまし
たが、具体的な研究に
は至りませんでした。

Ｃ

各課がそれぞれ協働事
業を実施しています
が、町全体としての新
たな協働事業につい
て、具体的な取り組み
はできていません。

Ｃ

各課が実施している協
働事業の情報が一元化
できていません。

◇町内の各種団体、企
業等や、近隣の大学等
について情報収集、協
働の可能性を研究しま
す。
◇協働事業の情報を一
元化します。

地域活動団体の活動を
積極的に情報発信し、
地域活動への参加・参
画を促進します。

◇ホームページ等での
地域活動情報の発信を
拡充します。
◇新たな媒体や方法に
よる情報発信を研究し
ます。

広島市の地域ポータル
サイト「こむねっと
ひろしま」を広島広域
都市圏で共同利用し、
30件の町内会を紹介
しました。

Ｃ

新たな情報発信源か
ら、随時町内会の活動
をお知らせしました。

Ｃ

地域活動情報が町内会
活動の情報発信のみと
なっています。

Ｃ

町内会以外の活動団体
の情報が収集できてい
ないため、情報の一元
化が必要です。

◇地域活動団体の活動
情報を一元化し、情報
発信を行ないます。

住民の防災意識の醸成
とともに、自主防災組
織等の育成支援を行い
ます。
自主防災組織や防災
士、防災リーダー等と
行政が連携した地域防
災力向上の仕組みづく
りを推進します。

◇啓発事業を継続して
実施します。
◇自主防災組織等の育
成、活動支援を行いま
す。
◇自主防災組織等と行
政が連携する仕組みづ
くりを研究します。

◇自主防災組織、いき
いきサロン、各小学校
での出前講座や研修会
を実施しました。
◇自主防災組織で使用
する資機材購入費、防
災普及啓発活動費、資
格取得費に対して補助
金を交付しました。

◇防災出前講座・研修
会を20回実施し、住
民の防災意識の向上を
図りました。
◇防災活動支援事業補
助金を７自主防災会に
合計1,050,571円交
付しました。

防災に特化した【危機
管理課】の創設によ
り、「地域防災力の向
上」に取り組む体制を
強化します。
自主防災会との連携強
化について、先進事例
を研究します。

◇啓発事業を継続して
実施します。
◇自主防災組織等の育
成、活動支援を行いま
す。
◇自主防災組織等と行
政が連携した取り組み
を進めます。

－
【目標】
◇啓発事業の実施回数
30回

－
【実績】
◇啓発事業の実施回数
20回

【目標】
◇啓発事業の実施回数
30回

子どもボランティアに
よる企画・運営事業を
継続して開催し、子ど
もたちの居場所づくり
や世代間交流を推進し
ます。

【関係する計画等】
・子ども・子育て支援
事業計画

◇子どもボランティア
による企画・運営事業
を継続して開催し、子
どもたちの居場所づく
りや世代間交流を推進
します。

こども委員会の開催
平成30年度は11回
開催 計のべ42人参加
中高生カフェの実施
平成30年度は4回開催
21人参加
中高生委員会
平成30年度は47回開
催
のべ293人参加

子どもボランティアに
よる企画・運営事業を
継続して開催し、子ど
もたちの居場所づくり
や世代間交流を推進し
ました。

今後、目標人数に達す
るべく、委員会の周知
や事業展開についてさ
らに検討していきま
す。

◇子どもボランティア
による企画・運営事業
を継続して開催し、子
どもたちの居場所づく
りや世代間交流を推進
します。

Ｄ

＜行政評価＞ ◇自主防災組織の組織率

4
子どもボランティア
による地域交流

Ｂ Ｂ

目標値には到達してい
ませんが、おおむね計
画どおり進捗していま
す。

Ｃ

3 地域防災力の向上
Ｃ Ｃ

住民や自主防災会な
ど、対話が必要な事業
について、計画的に進
めることが出来ません
でした。
自主防災会の支援につ
いても一部自主防災会
への交付に留まり、活
用されていません。

（3）協働の推進

2
地域活動情報の発信
強化

＜行政評価＞ ◇活動団体登録数

－ 9 －



・

・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

【目標】
◇子どもボランティア
の登録人数
・こども委員会 25人
・中高生委員会 35人

【目標】
◇子どもボランティア
の登録人数
・こども委員会 15人
・中高生委員会 25人

－

【実績】
◇子どもボランティア
の登録人数
・こども委員会 10人
・中高生委員会 14人

【目標】
◇子どもボランティア
の登録人数
・こども委員会 15人
・中高生委員会 25人

住民、関係機関、関係
団体等との連携を図
り、住民の参加・参
画、協働による健康づ
くり活動を推進しま
す。

【関係する計画等】
・健康増進計画・食育
推進計画

◇住民、関係機関、関
係団体等の参加・参
画、協働による健康づ
くり活動を実施しま
す。
◇住民が、主体的に参
加・参画し、人のつな
がりを深めながら活動
していくための仕組み
づくりを研究します。
◇「第２次健康増進計
画・食育推進計画」の
中間評価、見直しを行
います。

◇朝パッ君ネットワー
ク登録団体及び実践活
動グループにより健康
づくり活動を推進しま
した。
◇朝パッ君ネットワー
ク会議において、健康
づくり活動に住民が主
体的に参加・参画でき
る仕組み等について協
議しました。
◇「第２次健康増進計
画・食育推進計画」の
中間評価、見直しを行
いました。

Ｂ

◇朝パッ君ネットワー
クにより、協働による
健康づくり活動を実施
し、特に共通の取組目
標とした歯科、たばこ
分野での取組を強化し
ました。
◇活動の主体である団
体や住民等による協議
で、意識の醸成を図り
ました。
◇「第２次健康増進計
画・食育推進計画(改
定版)」を策定し、令
和6年度までの健康づ
くり・食育推進活動の
方針を定めました。

Ａ

おおむね順調に進捗し
ています。

Ｂ

◇協働による健康づく
り活動を推進するた
め、朝パッ君ネット
ワークの登録団体及び
実践活動グループが増
加するよう取り組みま
す。
◇活動の仕組みづくり
について、講演会や先
進事例の紹介等によ
り、様々な手法を研究
します。

◇住民、関係機関、関
係団体等の参加・参
画、協働による健康づ
くり活動を実施しま
す。
◇住民が、主体的に参
加・参画し、人のつな
がりを深めながら活動
していくための仕組み
づくりを研究します。
◇「第２次健康増進計
画・食育推進計画(改
定版)」に基づき、事
業を推進します。

積極的に町の重要施策
や計画に住民意見を反
映させます。

【関係する計画等】
・意見公募手続実施要
綱

◇パブリックコメント
の活用を促進します。

町の重要な計画の策
定、公共施設の整備に
ついては、パブリック
コメントを実施しまし
た。

町の重要な計画の策
定、公共施設の整備に
際しては、住民意見を
反映しました。

◇パブリックコメント
の活用を促進します。

【目標】
対象施策・計画のパブ
リックコメント実施率
100％

【目標】
対象施策・計画のパブ
リックコメント実施率
100％

－

【実績】
対象施策・計画のパブ
リックコメント実施率
100％

【目標】
対象施策・計画のパブ
リックコメント実施率
100％

5
協働による健康づく
り活動の推進

＜行政評価＞ ◇健康づくり活動への参加者数

6
パブリックコメント
の推進

Ｂ Ａ

順調に進捗していま
す。

Ａ

4
子どもボランティア
による地域交流

Ｂ Ｂ

目標値には到達してい
ませんが、おおむね計
画どおり進捗していま
す。

Ｃ

－ 10 －



・

・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

7 審議会等の活性化

審議会等での審議を活
性化させ、積極的に、
行政課題や施策の方向
性に町民意見や専門知
識を取り入れます。

◇議事の概要を記録す
る会議録の様式を共通
化します。
◇会議録は、法令等に
より会議が非公開とさ
れている場合を除き、
ホームページ等で公開
します。

準備段階として、業務
量調査を行いました。

Ｂ

業務量調査の実施によ
り、各課が所管する審
議会等について把握し
ました。

Ｃ

業務量調査により実態
を把握しました。今後
この結果を踏まえて取
り組みを実施していき
ます。

Ｂ

◇議事の概要を記録す
る会議録の様式を共通
化します。
◇会議録は、法令等に
より会議が非公開とさ
れている場合を除き、
ホームページ等で公開
します。

1 申請手続の簡素化

申請手続の簡素化によ
り、町民の利便性向上
を図ります。

申請手続の一斉見直し
を行い、申請手続の簡
素化を図ります。

準備段階として、業務
量調査を行いました。

Ｃ

業務量調査により、各
課の業務内容を可視化
しました。 Ｂ

業務量調査により実態
を把握しました。今後
この結果を踏まえて取
り組みを実施していき
ます。

Ｂ

◇申請手続の一斉見直
しを行い、申請手続の
簡素化を図ります。

マイナンバーカードの
普及促進を図り、マイ
ナンバーカードを活用
した行政サービスの拡
充を推進します。

◇本町における実情や
住民ニーズを踏まえ、
マイナンバーカードの
独自利用に向けた情報
収集と研究を行いま
す。

他市町のマイナンバー
カードの独自利用事務
について、インター
ネットで情報収集を行
いました。

他市町のマイナンバー
カードの独自利用事務
取組状況を一部把握し
ました。

マイナンバーカードの
独自利用事務導入のた
め、他市町の取組状況
のみならず、国の動向
や先進事例等の情報収
集を行います。

◇本町における実情や
住民ニーズを踏まえ、
マイナンバーカードの
独自利用に向けた情報
収集と研究を行いま
す。

－
【目標】
◇マイナンバーカード
普及率　14.3％

－
【実績】
◇マイナンバーカード
普及率　13.1％

【目標】
◇マイナンバーカード
普及率　16.4％

3
世代に応じた情報発
信

さまざまな媒体を活用
し、対象者に応じて的
確な説明を行います。

◇高齢者等に対する丁
寧な説明を行うため、
既存パンフレットの見
直しを行います。
◇高齢者等への対応を
習得するための研修を
実施します。

職員向けに高齢者の感
覚を体験する研修会を
実施しました。

Ｃ

高齢者の立場に立った
対応スキルの習得に寄
与しました。

Ｂ

おおむね順調に進捗し
ています。

Ｂ

パンフレットの見直し
について、準備段階と
して、進め方を検討し
ます。

◇高齢者等に対する丁
寧な説明を行うため、
既存パンフレットの見
直しを行います。
◇高齢者等への対応を
習得するための研修を
実施します。

（4）質の高いサービス提供

2
マイナンバーカード
の独自利用・普及促
進

Ｃ Ｃ

進捗しています。引き
続き情報収集を行いま
す。

Ｃ

＜行政評価＞ ◇証明書コンビニ交付割合

－ 11 －
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・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

◇身近な相談支援の場
として「ネウボラふ
ちゅう」を開設し、母
子保健・子育て支援
サービスの充実を図り
ます。

◇「ネウボラふちゅ
う」を開設し、母子保
健相談支援事業を充実
します。

◇「ネウボラふちゅ
う」を2ヶ所（本庁・
福寿館）開設し、専任
の母子保健・子育て
コーディネーターを配
置するとともに、福寿
館には新たに相談室を
設置しました。
◇11月から母子保健
事業を拡充（新規2事
業、拡充2事業）しま
した。

身近な場所での相談支
援の実施や事業の拡充
により、相談件数や事
業参加数が増加しまし
た。

－

◇母子保健相談支援事
業を継続実施します。

【目標】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
3,651人

【目標】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
2,905人

－

【実績】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
3,020人

－

【目標】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
3,262人

記録・管理業務等の事
務改善を進めるととも
に、相談体制を整備
し、さらに相談者に寄
り添った対応を行いま
す。

◇記録・管理業務の事
務改善を図ります。
◇研修等により相談員
の専門性を高めます。
◇相談員の加配等、相
談体制の整備に向けた
検討を行います。

高齢者に関する虐待や
認知症・救急搬送など
の情報について、個々
の事例ごとに相談記録
を作成しました。

相談者への過去の対応
記録を踏まえ、迅速・
的確な相談対応を行う
ことができました。

◇介護保険の認定状況
やサービスの利用内容
を踏まえた対応を行い
ます。
◇子ども見守り支援サ
ポート事業などを活用
し、リスクの見える化
や分析をすすめます。

◇記録・管理業務の事
務改善を諮ります。
◇介護保険の認定状況
やサービスの利用内容
について、最新の情報
を把握し、適切なサー
ビスの利用につなげま
す。

－

【目標】
◇家庭児童相談室の年
間時間外勤務時間
180時間

－

【実績】
◇家庭児童相談室の年
間時間外勤務時間
235時間

【目標】
◇家庭児童相談室の年
間時間外勤務時間
180時間

Ａ

※ネウボラ：ネウボラは、アドバイスをする場所を意味します。「ネウボラふちゅう」は、母子保健と子育て支援が一体となった窓口として、妊娠・出産・子育て期にわたる相談
にコーディネーターが切れ目のない支援を行います。

5
福祉相談業務の事務
改善と体制整備

Ｃ Ｂ

進捗していますが、一
部見直し、改善が必要
です。

Ｂ

4 切れ目のない子育て
支援サービスの充実

Ｂ Ａ

順調に進捗していま
す。

－ 12 －
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・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

計画的な予算規模の適
正化により、経常収支
比率、将来負担比率を
抑制し、健全な財政運
営を維持します。

【関係する計画等】
・財政計画

◇財政指標の目標を設
定した計画的な財政運
営に向けて、経常収支
比率、将来負担比率の
変動要因（外部要因、
内部要因）の分析、研
究を行います。

目標に掲げた各指標の
平成29年度決算に係
り、その変動要因の分
析を行いました。

目標値並びに前年度と
対比し、経常収支比率
と将来負担比率は増
加、実質公債費比率は
減少しています。それ
ぞれ変動要因を分析し
ました。

特に経常収支比率につ
いては、その低減策に
ついて検討が必要で
す。

◇財政指標の目標を設
定した計画的な財政運
営に向けて、経常収支
比率、将来負担比率の
変動要因（外部要因、
内部要因）の分析、研
究を行います。

－

【目標】
※平成29年度決算
◇経常収支比率
96.6％
◇実質公債費比率
9.1％
◇将来負担比率
96.4％

－

【実績】
※平成29年度決算
◇経常収支比率
102.9％
◇実質公債費比率
7.9％
◇将来負担比率
130.7％

―

【目標】
※平成30年度決算
◇経常収支比率
97.2％
◇実質公債費比率
9.0％
◇将来負担比率
96.4％

公共施設等及び設備・
備品等の長寿命化を図
るとともに、中長期的
な更新計画を財政計画
に反映させ、財政運営
の平準化と健全な財産
管理を行います。

【関係する計画等】
・公共施設等総合管理
計画

◇財政計画の見直しを
視野に、一定規模以上
の設備・備品等につい
ても、保有のあり方や
長寿命化の検討を進め
ます。
◇中期的な維持・更新
経費の積み上げを行
い、財政負担の削減と
平準化に向けた検討を
進めます。

シルバーワークプラザ
の外壁等改修工事を行
いました。また、揚倉
山健康運動公園の人工
芝整備に関し、各手法
の検討を行いました。 Ｂ

計画的な予防保全（シ
ルバーワークプラザ）
を実施しました。ま
た、町の課題（揚倉山
健康運動公園）に対
し、様々な方面からの
アプローチを積極的に
行いました。

Ｂ

建築物の長寿命化は今
後も計画的に実施する
予定ですが、設備・備
品等に関しては個別に
対応せざるを得ない状
況となっています。 Ｂ ―

◇財政計画の見直しに
着手します。

※経常収支比率：地方公共団体の財政構造の弾力性を表す指標で、毎年度常に支出しなければならない経費に使われている一般財源が、自由に使える一般財源の総額と比してどの
程度の割合を占めているかを表したものです。この比率が低いほど地方公共団体独自の施策に使える財源が多いといえます。
※実質公債費比率：一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、25％を超えると早期健全化団体、35％を超えると財政再生団体となりま
す。また、18％以上になると地方債の発行に際し国の許可が必要となります。
※将来負担比率：一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、市町村（政令市を除く）では350％を超えると早期健全化団体となり
ます。

2
公共施設等の計画的
な更新と適正化

＜行政評価＞ ◇予防型改修の施設数（築15年未満の施設を対象）

３．｢財政運営｣ の改革

（1）健全な財政運営の維持

1 計画的な財政運営

Ｂ Ｂ

増加した指標に関して
は、業績不調による法
人住民税の低迷や充当
可能基金の減少などが
要因となっています。
計画内容自体は達成し
ましたが、目標値に対
する実績は一部未達成
となりました。 Ｃ

＜行政評価＞ ◇財政調整積立基金現在高

－ 13 －
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令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

3
特定目的基金の計画
的な運用

特定目的基金の計画的
な運用により、公共施
設やインフラ資産の改
修、更新に必要な財源
を安定的に確保しま
す。

◇まちづくり振興基金
等の活用を含め、計画
的な財源の積み立てを
検討します。
◇目的を達成した基金
や小額基金の見直しを
行い、特定目的基金の
適正化を図ります。

平成30年度当初予算
に計上のうえ、一般財
源によりまちづくり振
興基金への積み立てを
行いました。 Ａ

まちづくり振興基金に
5,000千円を積み立て
ました。また、目的を
達成した退職手当基金
について、令和元年度
に廃止する方向で検討
しました。

Ａ

順調に進捗していま
す。

Ａ ―

◇まちづくり振興基金
について、公共施設の
老朽化等を見据え、計
画的に一定額を積み立
てます。

4 補助金等の適正化

補助金等の公平性、公
益性、必要性及び適格
性を確保し、限られた
財源を有効に活用しま
す。

◇補助金等交付規則に
基づく事務処理の徹底
を図ります。
◇予算編成時に補助金
等の明細書の提出を求
め、所管課において、
補助金等の交付目的や
内容、成果等を精査し
ます。

令和元年度予算編成に
係る説明会において、
注意喚起を行いまし
た。

Ｂ

説明会において、算定
根拠の明確化に関し注
意喚起を行いました。
また、一部の補助金に
おいて、予算査定時に
精査を行うことで見直
しを実施しました。

Ｂ

引き続き、公平性、公
益性、必要性及び適格
性の確保を目的に、適
正化を進めます。

Ｂ ―

◇補助金等明細書によ
り、補助金等の必要性
や妥当性、補助率や終
期等を検証し、適正な
金額への見直しや整理
統合を図ります。

5 業務委託の適正化

業務委託の適正化によ
り、事務効率の向上と
経費削減を図ります。

◇予算編成方針におけ
る委託料の遵守事項の
周知徹底を図り、所管
課において、委託業務
の仕様、費用対効果を
検証します。
◇これらを整理し、次
年度の取り組みの方向
性を整理します。

令和元年度予算編成に
係る説明会において、
注意喚起を行いまし
た。

Ｂ

説明会において、特に
は委託日数・時間を見
直す旨注意喚起を行い
ました。また、一部の
業務委託において、予
算査定時に内容の再確
認等を実施しました。

Ｂ

引き続き、業務委託の
適正なあり方、実行可
能な方策について研究
を進めます。

Ｂ ―

◇委託業務の仕様を精
査し、業務の目的や範
囲を明確にするととも
に、業務内容の見直し
を行い、委託業務の効
率化とスリム化を図り
ます。

1
課税事務の効率化と
適正化

課税事務を効率化する
とともに、課税客体の
補足を充実させ、適正
かつ公平な課税を行い
ます。

◇定型業務の応援処理
等により課税事務の効
率化を図ります。
◇住宅用地の認定調査
や償却資産の確認調査
を適正に実施します。

固定資産については、
登記済通知書による地
目変更等や建築確認等
による滅失・新築等の
町内全域現地調査を実
施しました。償却資産
については、TSR情報
等による新設会社情報
等により申告案内の送
付を実施しました。

Ｂ

住宅用地の認定調査や
償却資産の確認調査を
適正に実施するととも
に、引き続き定型業務
の応援処理等により課
税事務の効率化を図り
ました。

Ａ

順調に進捗していま
す。

Ａ ―

◇定型業務の応援処理
等により課税事務の効
率化を図ります。
◇住宅用地の認定調査
や償却資産の確認調査
を適正に実施します。

（2）自主財源の確保
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・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

納税しやすい環境整備
と公平・公正な滞納整
理により、収納率の向
上を図ります。

◇納付勧奨、納税相談
の実施、分納措置な
ど、納税しやすい環境
整備に取り組みます。
◇スマートフォンから
の手続きにより、自宅
からでも納税できる
サービスを開始し、納
税者の利便性向上を図
ります。

日曜相談については6
月と12月に対象者に
事前通知のうえ実施
し、夜間相談について
は毎月実施しました。
電子納税は国が示すス
ケジュールどおり口座
登録を完了しました。
スマートフォンからの
納税は、来年度からの
運用へ向け契約を完了
しました。

◇町税の収納率は、前
年度同期実績値
（95.5％）を上回り
ました。
◇納税相談や電子納
税、またスマートフォ
ンからの納税等、納税
者が納税しやすい環境
を整備しました。

順調に進捗していま
す。

―

◇納付勧奨、納税相談
の実施、分納措置な
ど、納税しやすい環境
整備に取り組みます。
◇電子納税の導入によ
り、法人納税者の利便
性向上を図ります。

【目標】
◇町税の収納率（３月
末現在） 95.5％

【目標】
◇町税の収納率（３月
末現在） 95.1％

－

【実績】
◇町税の収納率（３月
末現在） 95.8％

―

【目標】
◇町税の収納率（３月
末現在） 95.2％

3 債権管理の適正化

財源の安定的な確保の
ため、各種債権の徴収
体制を強化し、収納率
の向上を図ります。

◇福祉保健部内で債権
管理（滞納整理）事務
のノウハウを共有し、
債権管理の適正化に努
めます。
◇収納管理の一元化に
向けた課題整理を行い
ます。

滞納者への対応状況を
詳細に記録しました。

Ｃ

収納管理一元化に向け
ノウハウ・課題を共有
しました。

Ｃ

引き続き徴収体制を強
化し、令和元年度収納
率の向上を図ります。

Ｃ

収納管理の一元化に向
け、債権管理課との事
務分担の詳細を協議す
る必要があります。

◇債権管理（滞納整
理）事務のノウハウの
共有に取り組みます。

4 受益者負担の適正化

使用料・手数料等の全
体的な見直しを実施
し、受益者負担の適正
化を図ります。

◇消費税増税に伴うコ
ストへの影響も勘案
し、使用料・手数料等
の全体的な見直しを行
います。
◇施設使用料等の減免
基準の見直しを行い、
適用の適正化を図りま
す。

平成30年10月に、
「公の施設の使用料と
手数料の見直し方針」
を策定しました。

Ｂ

公共施設のコスト計算
を行う様式を作成し、
施設所管課に作成を依
頼しました。

Ｂ

今後は、施設所管課か
ら提出のあったコスト
計算書の内容を取りま
とめるとともに精査
し、現実的にどのよう
な見直し手法が適切か
について検討する必要
があります。

Ｂ ―

◇適正な受益者負担と
減免基準の適正な運用
を行います。

広告事業の推進、ふる
さと納税の促進、その
他自主財源確保の取り
組みを推進します。

【関係する計画等】
・ふるさと応援寄附金
要綱

◇ふるさと納税制度を
拡充します。
◇全庁を挙げて新たな
広告媒体や自主財源確
保の研究を進めます。

7月豪雨災害後、ふる
さと応援寄附金に災害
対策支援金というメ
ニューを設けるととも
に、ふるさと納税ポー
タルサイトも活用する
ことで、寄附金額の増
額を図りました。

目標値以外の実績とし
て、不用になった土地
の売払い5,253千円、
活用予定のない土地の
貸付1,428千円、目的
を達成した職員共済会
の貸付金の返済
10,000千円につい
て、それぞれ収入しま
した。

―

◇ふるさと納税制度を
拡充します。
◇全庁を挙げて新たな
広告媒体や自主財源確
保の研究を進めます。

Ａ

＜行政評価＞ ◇町税の収納率

5 その他財源の確保 Ａ Ａ

災害対応後の窓口設
置・ポータルサイト利
用は適時性もあり、寄
附金額の大幅な向上に
繋がりました。更なる
自主財源の確保につい
ては、今後の検討課題
です。 Ｂ

2 町税収納率の向上
Ａ Ａ
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令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

【目標】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　1,371千円
◇有料広告収入の金額
1,587千円

【目標】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　1,115千円
◇有料広告収入の金額
1,480千円

－

【実績】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　39,496千円
◇有料広告収入の金額
877千円

―

【目標】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　1,148千円
◇有料広告収入の金額
1,495千円

予防関連事業等の取り
組みを強化するととも
に、国民健康保険税の
収納率向上を図りま
す。

◇口座振替の推進や滞
納整理等により、収納
率の向上を図ります。
◇特定健康診査受診率
とジェネリック医薬品
の普及率の向上を図り
ます。
◇特定健康診査受診者
への保健師による訪問
指導を開始します。

◇当初納税通知（普通
徴収）全件に口座振替
依頼書と案内文を同封
することで、口座振替
の徴収を強化しまし
た。
◇特定健診周知啓発方
法について、①受診期
間の延長（6～11月→
6～翌年1月と2ヵ月延
長）②未受診者への通
知③保険証更新時にチ
ラシを同封④町内巡回
バス車内での案内掲示
⑤健診会場での幟旗を
行い、受診勧奨を行い
ました。
◇医療費通知（2ヶ月
に1回）にてお知ら
せ。新規保険証交付時
にジェネリックに関す
るカードを配布しまし
た。
◇特定健康診査後、
10月から3月中旬にか
けて特定保健指導対象
者へ架電（226人）。
対象者とコミュニケー
ションを図り、実態を
把握しました。

◇国民健康保険税の収
納率は、前年度同期実
績値（81.6％）を上
回りました。
◇特定健診受診率は、
3月末現在30.6％で昨
年度同期の36.6％を
下回りました。

進捗していますが、特
定検診の受診率向上等
について改善の必要が
あります。

◇特定健診受診率の向
上に向けて、上半期受
診率の伸び悩みがある
ため、受診券送付時期
にあわせて、周知啓発
用の受診勧奨通知ハガ
キを送付し、周知啓発
を図ります。また、県
単位化に伴い県内にお
ける”健診費用の無料
化”についても周知啓
発し、特定健診の受け
やすさと伴に受診率向
上を目指します。
◇毎月特定保健指導対
象者へ通知と架電を行
い、保健師による訪問
指導を実施し、特定保
健指導の利用率の向上
を目指します。

◇口座振替の推進や滞
納整理等により、収納
率の向上を図ります。
◇特定健康診査受診率
とジェネリック医薬品
の普及率の向上を図り
ます。
◇継続して保健師によ
る訪問指導を行いま
す。

【目標】
◇国民健康保険税の収
納率（３月末現在）
77.5％
◇保健師による訪問指
導件数　24件

【目標】
◇国民健康保険税の収
納率（３月末現在）
77.1％
◇保健師による訪問指
導件数　10件

－

【実績】
◇国民健康保険税の収
納率（3月末現在）
84.1％
◇保健師による訪問指
導件数　2件

【目標】
◇国民健康保険税の収
納率（３月末現在）
77.2％
◇保健師による訪問指
導件数　10件

（3）特別会計の健全運営

1
国民健康保険特別会
計の健全運営

Ｂ Ｂ Ｃ

＜行政評価＞ ◇ジェネリック医薬品の数量シェア　◇人間ドック受診者数

5 その他財源の確保 Ａ Ａ

災害対応後の窓口設
置・ポータルサイト利
用は適時性もあり、寄
附金額の大幅な向上に
繋がりました。更なる
自主財源の確保につい
ては、今後の検討課題
です。 Ｂ
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令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

公営企業会計の適用に
より、経理状況を明確
にし、健全な運営を維
持します。

【関係する計画等】
・公共下水道整備計画
・ストックマネジメン
ト計画

◇令和元年度予算から
公営企業会計を適用し
ます。

公営企業会計に対応し
た会計システムを導入
しました。
金融機関等と会計運用
上の取扱いを定めまし
た。
１２月に条例・３月に
規則を制定しました。

公営企業会計を適用し
た令和元年度府中町下
水道事業会計予算を策
定しました。

－

◇供用開始区域内の公
共下水道への接続を促
進します。
◇施設の長寿命化によ
る更新経費の平準化や
抑制、地方債の新規借
入抑制等による将来負
担の軽減等により、健
全運営を維持します。

－

【目標】
◇公共下水道供用開始
区域の水洗化率
92.0％

－

【実績】
◇公共下水道供用開始
区域の水洗化率
93.1％

【目標】
◇公共下水道供用開始
区域の水洗化率
92.0％

予防関連事業等や給付
適正化の取り組みを強
化するとともに、介護
保険料の収納率向上を
図り、健全運営を推進
します。

【関係する計画等】
・介護保険事業計画

◇口座振替の推進や督
促、催告を行い、収納
率の向上を図ります。
◇ケアプランのチェッ
クや縦覧点検など、給
付の適正化を図りま
す。
◇介護予防事業の充実
を図り、サービス給付
費の増加を抑制しま
す。

◇開始通知や変更通知
に口座振替の案内を同
封しました。
◇督促状を毎月発送し
ました。
◇ケアプランチェック
は年2回20件程度、縦
覧点検は月１回実施し
ました。
◇介護予防事業に係る
各種教室・講座を開催
しました。

◇収納率が向上しまし
た。
◇給付の適正化を確認
しました。
◇介護予防事業の充実
を図りました。

◇予防関連事業のう
ち、一部事業について
利用者が少なく、事業
の必要性を再検討する
必要があります。
◇給付適正化の取組み
や収納率向上のための
取組みの一部が未実施
であるため、実施に向
けて体制を見直す必要
があります。

◇口座振替の推進や督
促、催告を行い、収納
率の向上を図ります。
◇ケアプランのチェッ
クや縦覧点検など、給
付の適正化を図りま
す。
◇介護予防事業の充実
を図り、サービス給付
費の増加を抑制しま
す。

－

【目標】
◇介護保険料収納率
（３月末現在）
97.2％
◇介護予防事業の延べ
参加者数　8,452人

－

【実績】
（３月末現在）
◇介護保険料収納率
98.05％
◇介護予防事業の延べ
参加者数　6,616人

累積滞納者の折衝記録
は個別にあるものの、
リストを作成し、分類
別に整理が必要です。

【目標】
◇介護保険料収納率
（３月末現在）
97.3％
◇介護予防事業の延べ
参加者数　8,942人

Ａ

＜行政評価＞ ◇公共下水道人口普及率　◇下水道整備率　◇管渠改修延長

3
介護保険特別会計の
健全運営

Ｂ Ｂ

順調に進捗していま
す。

Ｂ

＜行政評価＞ ◇元気な後期高齢者の割合　◇小規模特別養護老人ホーム整備

2
下水道事業特別会計
の健全運営

Ｂ Ａ

順調に進捗していま
す。
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・

・

・

令和元年度

具体的な内容
評
価

成果・実績
評
価

①に対する進捗状況
評
価

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

平成30年度

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do）

取組工程に対する評価
（Check）

取組状況の評価（具体的な内容） A：計画を越えて実施、B：計画どおり実施、C：一部実施できず、Ｄ：実施に至らず

取組状況の評価（成果・実績） A：達成、B：一部達成、C：未達成、－：評価なし（準備段階、他の制度で評価など）

取組工程に対する評価　A：順調に進捗しており、取り組みの目的は達成の見込み、B：取組に課題又は改善の余地はあるが、取り組みの目的は達成の見込み、
　　　　　　　　　　　C：進捗しているが、取り組みの目的は未達成の見込み、D：取組に課題又は改善の余地があり、取り組みの目的は未達成の見込み

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的

① ②

保健事業を継続して実
施するとともに、後期
高齢者医療保険料の収
納率向上を図ります。

◇口座振替の推進や督
促、催告を行い、収納
率の向上を図ります。
◇保健事業を継続して
実施し、給付費の増加
を抑制します。

◇開始通知や変更通知
に口座振替の案内を同
封しました。
◇督促は毎月、催告は
年１回実施しました。
◇臨戸年1回、電話催
告を3ヶ月行い収納率
向上を図りました。
◇人間ドックを実施し
ました。

◇後期高齢者医療保険
料収納率は前年度同期
の98.61％を下回りま
した。
◇保健事業を継続実施
し、給付費の増加を抑
制しました。

進捗していますが、収
納率の向上について改
善の必要があります。

◇口座振替の推進や督
促、催告を行い、収納
率の向上を図ります。
◇保健事業を継続して
実施し、給付費の増加
を抑制します。

【目標】
◇後期高齢者医療保険
料収納率
（３月末現在）
98.8％

【目標】
◇後期高齢者医療保険
料収納率
（３月末現在）
98.6％

－

【実績】
◇後期高齢者医療保険
料収納率
（3月末現在）
98.44％

【目標】
◇後期高齢者医療保険
料収納率
（３月末現在）
98.7％

定期的に口座振替の推
進や督促等の収納対策
を実施します。

4
後期高齢者医療特別
会計の健全運営

Ｃ Ｃ Ｃ

－ 18 －


