
・

・

・

令和２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。

◇定期的な幹部会議に
加え、必要に応じて臨
時会を開催し、統一の
ある町政を能率的に遂
行しました。

◇幹部会議を10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
　10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。

◇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。
◇担当業務に関し課題
や目標を設定する人事
評価（業績評価）を実
施し、計画的・主体的
な職務遂行に取り組み
ました。
◇目標値（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）の実績は、目標値
に達していませんが、
前年度対比０．２点上
昇しています。

－

◇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　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　8.1点

－

【目標】
◇部長等連絡会議開催
回数　13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

Ｂ2
各部の執行体制の強
化

Ｂ Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

３　令和元年度の取組結果及び評価
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．｢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 Ａ －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ

① ②

－ 1 －



・

・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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。

◇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。
◇定期的に職員に対し
自治体法務に関する情
報提供を行い、法制能
力の向上に努めまし
た。

◇職員が順守すべき事
項等を明確にし、項目
ごとに評価する人事評
価（能力評価）を行
い、規範意識の向上へ
の自覚化を図りまし
た。

－

◇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
157人（監督者）

－

【実績】
◇研修受講者数
58人（監督者）

－

【目標】
◇研修受講者数
42人（管理者）

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、評価会議を重ね、
行政評価の内容の精査
を行いました。

Ｂ

◇事務事業の年度計画
を策定するとともに、
行政評価を実施しまし
た。結果については
ホームページで公表
し、的確な進捗管理を
行いました。

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

◇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。

◇期間限定的に業務量
が増大した部署への部
内外応援体制を実施し
ました。
◇病気休暇取得に対応
して臨時職員を雇用し
ました。

Ｂ

◇柔軟な応援対応を行
い、時間外勤務の縮減
も見据えつつ、効率
的、機動的な業務推進
を図りました。

Ａ －

◇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・
効率的な業務推進を図
ることができるよう、
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、柔軟な会計年度任
用職員(臨時）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。

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。

◇組織機構改革を実施
し、新たな組織体制に
よる町政運営を開始し
ました。

Ｂ

◇組織機構改革初年度
のため、業務量の正確
な把握が困難であると
判断し、業務量調査の
実施を見送りました。 Ｂ －

◇町民目線での窓口再
編、組織の強化、効率
的な組織という視点か
ら組織の見直しを行
い、組織機構改革を実
施しました。

Ａ －

◇新たな組織体制やリ
ニューアルした窓口に
ついて来庁者アンケー
トを実施し、機構改革
の効果・検証の基礎資
料とします。

3
コンプライアンスの
徹底

Ｂ Ｂ －

◇目標値を達成できて
いませんが、研修の実
施は計画どおり進捗し
ています。

Ｂ

（2）適切な組織管理

－ 2 －



・

・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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 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

◇定員管理計画を策定
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
員管理計画に係る情報
を収集しました。

Ｃ

◇組織機構の見直しを
踏まえて、非常勤職員
の配置を行いました。
◇定員管理計画策定へ
向け、情報収集を行い
ました。

Ｃ －

◇順調に進捗している
とは言えない状況です
が、引き続き検討を行
います。 Ｂ －

◇定員管理計画の方向
性を検討します。

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、職員協力体制の
推進、勤務時間の状況
把握を図りました。
◇働き方改革への取り
組みとして、時間外勤
務の上限規制を設けま
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。

◇組織機構の見直しに
伴う業務の早期定着へ
の対応等により、年間
時間外勤務時間数は目
標値を大幅に超過して
います。
◇長時間労働者数の延
べ人数についても、目
標値を大幅に超過して
います。

◇令和元年度は特殊事
情により目標値を大幅
に超過していますが、
早期の業務の定着化を
図ることを第一としな
がら、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）
29,700時間
◇長時間労働者数
延べ29人

－

【実績】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
42,050時間
◇長時間労働者数
延べ64人

－

【目標】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
29,500時間
◇長時間労働者数
延べ27人

Ｃ －

◇計画に対しての取り
組みを進めています
が、大規模な組織機構
改革という特殊事情に
より、目標値を大幅に
超過しています。

Ｃ4 時間外勤務の縮減 Ｂ

－ 3 －



・

・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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
形成と能力開発を促進
するための研修及び仕
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。
◇再任用、臨時・非常
勤職員の活用拡大を検
討しました。
◇働き方に対する職員
の意識改革、ワーク・
ライフ・バランスの一
環として、男性職員の
育児休業を促しまし
た。

◇女性職員の管理監督
職への登用を着実に進
めました。
◇男性職員３名が育児
休業を取得するととも
に、臨時・非常勤職員
を積極的に活用しまし
た。

－

◇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
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％

－

【実績】
◇係長級以上職員に占
める女性割合
20.0％
◇消防吏員に占める女
性割合
3.5％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
34.0％

－

【目標】
◇係長級以上職員に占
める女性割合
25.4％
◇消防吏員に占める女
性割合
5％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
38.0％

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。
◇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。

◇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。
◇他自治体における人
材育成基本方針に係る
情報を収集しました。

◇目標値を下回ってい
ますが、前年度実績を
上回り目標値に近づけ
ることができました。
◇人材育成基本方針策
定へ向け、情報収集を
行いました。

－

◇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　37.2％

－

【実績】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　36.3％

－

【目標】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　38.3％

＜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 －

◇目標値には若干到達
していませんが、概ね
順調に進捗していま
す。

Ｂ

5 多様な人材の活用
Ｂ Ｂ －

◇３指標ともに目標値
には若干到達していま
せんが、概ね順調に進
捗しています。

－ 4 －



・

・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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。

◇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　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

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。

◇窓口・電話対応につ
いての接遇調査を実施
しました。
◇職員がうまくストレ
スに対処できるよう、
メンタルヘルス（セル
フケア）研修を実施す
るとともに、達成力や
自信を高める内容の研
修情報を発信しまし
た。

Ｂ

◇研修を実施し、職員
のモチベーション向上
を図りました。
◇人事評価（業績評
価）において、管理職
員の目標項目に掲げる
ことにより、全庁的に
取り組みました。 Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ －

◇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。

◇簿記検定において
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、受検費用の
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　１１人

－

【目標】
◇公務に有益な資格取
得者数　15人

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

◇改善の方向性を定
め、人事評価制度の見
直しを行います。

◇全職員を対象に被評
価者、評価者、確認者
研修を実施しました。
◇改善に係る課題を整
理しました。

Ｂ

◇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。

Ｂ －

◇評価者及び確認者各
個人の評価の統一性を
浸透させる取り組みを
検討します。

Ｂ4
職員の自己啓発の促
進

Ｂ Ｂ －

◇目標値には至りませ
んでしたが、順調に進
捗しています。

2
職場研修（OJT）の
充実

Ｂ Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ

－ 5 －
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・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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
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。

◇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。

◇組織機構の見直しに
伴う業務の早期定着へ
の対応等を最優先とし
たため、業務のマニュ
アル化は特段進んでい
ません。 Ｃ

◇組織機構改革を契機
として、総合案内の充
実を図りました。

Ｂ －

◇目的達成に向けた工
程を整理する必要があ
ります。

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。

◇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。

◇業務量調査を元に、
窓口部署を中心とし
て、各課の具体的な業
務フローの現状把握等
を実施しました。

Ｂ

◇現状把握等はできま
したが、共通事務の洗
い出しまで至りません
でした。

Ｂ －

◇目的達成に向けた工
程を整理する必要があ
ります。 Ｂ －

◇共通化できる事務に
関し、システムの活用
も含め研究・検討を進
めます。

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。

◇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。

◇民間が実施する助成
事業を利用して、社会
体育施設の効率的な運
営を図るため、施設予
約システムの導入を検
討しました。 Ｂ

◇社会体育施設の予約
システム導入費を令和
２年度予算に計上しま
した。

Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ －

◇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。

◇新たなメディアとし
てLINE・インスタグラ
ムの活用を始めるとと
もに、PR大使と連携
した家族キャラクター
の設定、アニメーショ
ン制作等、新たな魅力
づくりを進めました。
◇職員の情報発信力を
向上させるため、研修
を実施しました。

Ｂ

◇町の認知度につい
て、県内認知度は前年
とほぼ横ばいながら、
民間調査において住み
ここちがよいまち、住
みたいまちと評価され
るなど、事業は着実に
成果を挙げています。
◇平成30年7月豪雨災
害を除くと、ホーム
ページ閲覧件数も増加
しており、一定程度効
果があったととらえて
います。

Ａ －

◇計画どおり進捗して
います。

Ｂ －

◇シティプロモーショ
ン戦略に基づき、町民
と協働での情報発信
や、PRアニメなど新
たな媒体を通じたまち
の魅力発信を進めま
す。
◇職員の情報発信力を
向上させるため研修を
実施するとともに、
ホームページリニュー
アルに向けた準備を進
めます。

２．｢仕事｣、｢サービス｣ の改革
（1）事務改善の推進

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

－ 6 －
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・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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
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。

◇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。

◇指定管理導入の方向
性について現状を踏ま
え再検証し、今後の方
針を整理しました。 Ｃ

◇指定管理への準備段
階として、翌年度から
社会教育課業務（体育
施設受付業務）を委託
拡大するよう進めまし
た。

Ｂ －

◇時間を要し作業が遅
れたものの、指定管理
に向けて、今後の方向
性を固めることができ
ました。

Ｂ －

◇指定管理に向けた課
題を整理し、解決に向
け計画的に取り組みを
進めていきます。

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。

◇１４件の事務の改善
に取り組みました。

◇事務の改善に取り組
みましたが、目標値の
件数には至りませんで
した。個人や各課レベ
ル等現場の取り組みを
集約する手法が確立さ
れておらず、課題と
なっています。

－

◇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。

【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

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。

◇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。

◇複数のベンダーから
共同調達の聞き取りを
実施しました。また、
介護・後期クラウドシ
ステム導入時にカスタ
マイズの見直し作業を
取り入れました。 Ｂ

◇介護・後期システム
のクラウド化を実施
し、カスタマイズを9
件（39件→30件）削
減できました。
◇滞納管理システムの
調達について、ベン
ダー調整を進めまし
た。

Ｂ －

◇特定の業者に依存せ
ず、原則競争による調
達を行う方向で再構築
の事務を進めていま
す。

Ｂ －

◇特定の業者に依存し
ない適切なハードウエ
ア、ソフトウエア、
ネットワーク及びサ
ポートサービスの実現
に向けて、行政情報シ
ステム最適化の指針及
びロードマップを策定
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。

◇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。

◇校務支援システムの
導入に向け、６月に公
募型プロポーザルを実
施し、その後、契約締
結をしました。

Ｂ

◇校務支援システムの
導入により、校務の標
準化・業務改善を行
い、教職員の業務負担
軽減及び教育の質的向
上を図りました。 Ａ －

◇校務支援システムの
契約締結を完了すると
ともに、３学期から利
用を開始しました。
◇GIGAスクール構想
に基づき、校内通信
ネットワークの整備に
係る費用を予算化しま
した。

Ａ －

◇GIGAスクール構想
に基づき、全児童・生
徒の学習者用端末を整
備します。

Ｂ

（2）情報システムの最適化

6 事務改善の取り組み Ｃ Ｂ －

◇個々の事務改善の取
り組みは進んでいるも
のの、それを全庁的に
フィードバックさせる
段階までは至っていな
い状況です。
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・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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
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。

◇座学研修とE-ラーニ
ング研修を実施し、併
せて特定個人情報に関
する研修を実施しまし
た。情報セキュリティ
ポリシーについて、会
計年度任用職員等の制
度創設に伴う規定の変
更を行いました。

Ｂ

◇全体向け及び特定個
人情報を扱う職員向け
のセキュリティ研修を
実施しました。研修参
加率は74％でした。
また、セキュリティポ
リシーについて改定を
行いました。

Ａ －

◇セキュリティ研修に
関し、欠席した職員に
は別途E-ラーニングに
よる研修を実施するな
ど、順調に進捗してい
ます。

Ａ －

◇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
共同導入を目指し、他
団体とともに学習会を
開催しました。また、
県主催の実務研修会に
参加しました。

Ｂ

◇定型業務の効率化へ
向け、ハード面の情報
収集や研究を進めまし
た。 Ｂ －

◇RPAベンダーの情報
収集は継続的に実施し
ていますが、実用化に
は相当な時間を要しま
す。

Ｂ －

◇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。

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。
◇協働事業の情報を一
元化します。

◇広島修道大学、広島
市立大学の学生をイン
ターンシップで受け入
れました。
◇協働事業の情報を一
元化するため、各課に
照会し、協働事業の取
りまとめを行いまし
た。

Ｂ

◇インターンシップに
ついては、広島修道大
学３人、広島市立大学
１人を受け入れまし
た。
◇協働事業の取りまと
めの結果、３７件の事
業を収集しました。

Ｂ －

◇大学とは個別に協働
を進めています。
◇協働事業の情報を一
元化しました。

Ｂ －

◇他市町や近隣大学等
の協働推進に係る情報
収集等を行います。
◇協働事業の取り組み
の方向性を具体化しま
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。

◇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。

◇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、
町内会を紹介しまし
た。

Ｂ

◇町内会からの情報提
供をもとに、延べ３３
件の情報発信を行いま
した。 Ｂ －

◇町内会の情報発信に
取り組んでいます。
今後は、視聴者の興味
をより高めるような工
夫が必要です。

Ｂ －

◇町内会の紹介のみで
なく、活動報告なども
積極的に情報発信し、
若年層に向けたアピー
ルを行います。

（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

－ 8 －
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令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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

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
政が連携した取り組み
を進めます。

◇自主防災組織、いき
いきサロン、各学校で
の出前講座や体験学習
等を実施しました。
◇自主防災組織で使用
する防災資器材購入費
や防災普及啓発活動
費、防災士資格取得費
に対して補助金を交付
しました。

◇防災出前講座・体験
学習を38回実施し、
住民の防災意識の向上
を図りました。
◇防災活動支援補助金
を12自主防災組織に
交付しました。 －

◇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。
◇自主防災組織等との
連携により、災害ボラ
ンティアや関係団体と
課題の共有を図り、地
域の実情に応じた防
災・減災の取り組みを
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
38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。

◇こども委員会を１６
回（延べ参加者数８７
人）、中高生委員会を
３４回（延べ参加者数
１３６人）開催しまし
た。
◇中高生カフェを1回
実施しました。

◇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。 －

◇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。

【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 16人
・中高生委員会 10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 30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(改定
版)」に基づき、事業を
推進します。

◇朝パッ君ネットワー
ク登録団体及び実践活
動グループ等の参画・
協働により健康づくり
活動を実施しました。
◇朝パッ君ネットワー
ク会議を開催し、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(改定
版)」に基づき、事業を
推進しました。

Ｂ

◇朝パッ君ネットワー
ク登録団体及び実践活
動グループ等の参画・
協働により、特に食育
及び健康づくりへの取
組みを強化できまし
た。
◇活動の主体である団
体や住民等による協議
を行うことで、意識を
醸成することができま
した。
◇計画に基づいた事業
を推進しました。

Ａ －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇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
づくりを実践します。

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

Ｂ

＜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 －

◇目標値には達してい
ませんが、概ね順調に
進捗しています。

Ｂ

3 地域防災力の向上
Ｂ Ｂ －

◇地域防災力向上の仕
組みづくりの一環とし
て、自主防災組織等と
連携し、災害時の避難
の呼びかけ体制を構築
しています。

－ 9 －
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評
価

①に対する進捗状況
評
価

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）
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令和元年度

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

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％

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。

◇各部署で行っている
審議会等の会議録の
ホームページ公開状況
を把握しました。

Ｂ

◇公開を行っている会
議録については概ね良
好です。

Ｂ －

◇公開を行っていない
会議録もあり、調査等
を進めます。

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。

◇申請手続きのフロー
や必要書類などの調査
を行いました。 Ｂ

◇調査内容については
現在とりまとめ中で
す。 Ｂ －

◇来庁が必要な手続き
の縮減を目指し、電子
申請システムの活用を
各課へ案内していま
す。

Ｂ －

◇来庁しなくてよい環
境を整備するため、電
子申請システムの登録
及び周知を図ります。

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。

◇他団体のマイナン
バーカードの独自利用
について、情報収集と
研究を行いました。

◇目標値は達成しまし
たが、引き続き導入計
画の検討を行います。

－

◇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　16.4％

－

【実績】
◇マイナンバーカード
普及率　16.5％

－

【目標】
◇マイナンバーカード
普及率　18.4％

（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

Ｂ Ｂ －

◇マイナンバーカード
の多様な機能の一つで
あるマイキーID登録設
定を担当課でできるよ
う端末を整備しまし
た。

Ｂ

＜行政評価＞ ◇証明書コンビニ交付割合

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

－ 10 －
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令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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
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。

◇職員を対象に高齢者
の感覚を体験する研修
会を実施しました。ま
た、高齢者に役立つ情
報をまとめた「高齢者
のためのちょこっとお
助け手帳」を作成しま
した。

Ｂ

◇高齢者の立場に立っ
た職員対応スキルの向
上を図りました。ま
た、作成したお助け手
帳を活用し、高齢者へ
の情報発信を行いまし
た。 Ａ －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇若年層へのSNSやス
マートフォンアプリ
ケーションによる情報
発信など、対象者に応
じた情報発信を進めま
す。

◇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。

◇母子保健相談支援事
業を継続実施します。

◇身近な場所（町内３
カ所）での相談支援や
拡充した母子保健事業
を継続して実施しまし
た。

◇身近な場所での相談
支援の実施等により、
相談件数や事業参加者
が前年度と比較し増加
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
3,262人

－

【実績】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
3,317人

－

【目標】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
3,329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。
◇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。

◇記録用フォーマット
を統一することによ
り、事務処理に要する
時間の短縮を図りまし
た。また、即時の入力
を心がけ実践しまし
た。
◇高齢者の相談受付時
に、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
いました。

◇相談件数の増加に伴
い、記録・管理業務量
が増加しており、実績
値は目標値に達してい
ないうえ、前年度と比
較しても増加していま
す。
◇関係課が参加する合
同ケースカンファレン
スを開催しました。

－

◇令和３年度からの子
ども家庭総合支援拠点
の開設に伴い、様式改
修が必要であるため、
円滑に開始できるよう
記録移行の準備を進め
ます。
◇合同ケースカンファ
レンスを継続的に開催
することにより、相談
支援に関する対応力の
向上を図ります。

－

【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
２４５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

Ｂ Ｂ －

◇相談体制は順調に進
捗していますが、目標
値の達成は困難な状況
となっています。

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。

－ 11 －
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令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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。

◇目標に掲げた平成３
０年度決算に係る各指
標について、その変動
要因の分析を行いまし
た。

◇目標に掲げた各指標
ともに、対前年度比に
おいては低減しました
が、対目標値において
は経常収支比率と将来
負担比率の２指標が未
達成となりました。

◇引き続き経常収支比
率については、その低
減策に係る検討が必要
です。

◇経常収支比率、将来
負担比率の目標を設定
し、それを踏まえて第
４次総合計画の後期実
施計画（財政計画）を
策定します。

－

【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％

－

【実績】
※平成３０年度決算
◇経常収支比率
９７．５％
◇実質公債費比率
７．１％
◇将来負担比率
１１３．６％

－

【目標】
※令和元年度決算
◇経常収支比率
96.9％
◇実質公債費比率
8.4％
◇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

◇財政計画の見直しに
着手します。

◇次期維持保全計画
（建築物）の策定へ向
け、対象建築物の現地
踏査等を実施しまし
た。

Ｂ

◇対象建築物に係る個
別施設計画（施設カル
テ）の作成に着手しま
した。

Ａ －

◇令和元年度も引き続
き計画的な予防保全
（鶴江地区センター
等）を実施しました。
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 －

◇公共施設等及び設
備・備品等の中長期的
な維持・更新経費も踏
まえ、第４次総合計画
の後期実施計画（財政
計画）を策定します。

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 －

◇一定程度の各指標の
分析はできています
が、その要因が複合的
かつ多面的であるた
め、「取り組みの目
的」や「令和２年度計
画内容」のような位置
付けで財政運営を行う
のは現時点では困難で
あり、更なる研究が必
要です。

Ｃ

＜行政評価＞ ◇財政調整積立基金現在高

※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。

－ 12 －
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令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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
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。

◇令和元年度予算に計
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。

Ｂ

◇まちづくり振興基金
に５，４４５千円を積
み立てました。
◇新たに法令化された
森林環境譲与税につい
て、水分峡森林公園等
の災害復旧が終了する
までの間、森づくり基
金へ積み立てることと
し、予算化を行いまし
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。

◇令和２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。また、一部の団
体補助について見直し
を行いました。

Ｂ

◇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 －

◇第４次総合計画の後
期実施計画へ向け、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。

◇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。

◇令和２年度予算編成
過程において、個別に
注意喚起を行いまし
た。 Ｂ

◇目に見える効果には
つながりませんでし
た。

Ｃ －

◇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 －

◇随時、委託業務の仕
様の点検と見直しを実
施します。

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

－ 13 －
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評
価

①に対する進捗状況
評
価

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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。
◇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。

◇毎月第３木曜日の夜
間と６月・１２月の第
２日曜日に納税相談を
実施しました。
◇スマートフォンから
の納税を開始するとと
もに、令和元年１０月
からは法人住民税等の
電子納税を開始しまし
た。

◇納税方法の多チャン
ネル化を展開し、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。

【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） 95.2％ －

【実績】
◇町税の収納率（３月
末現在）95.7％ －

【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。

◇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。

◇各種債権の徴収体制
強化のため担当部署
（債権管理課）を創設
し、一部の債権につい
て収納管理を一元化し
ました。

Ｂ

◇債権管理課による徴
収の結果として、普通
徴収の滞納繰越分にお
いて、対前年度比、介
護保険料で約３，２０
０千円、後期高齢者医
療保険料で約１，２０
０千円それぞれ増収と
なりました。

Ａ －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇引き続き債権管理課
による徴収を行いま
す。
◇第３次滞納管理シス
テムを導入し、滞納整
理の効率化を図りま
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。

◇適正な受益者負担と
減免基準の適正な運用
を行います。

◇消費税及び地方消費
税の増税に伴い、公共
施設使用料の増額改定
を実施しました。ま
た、公共施設の減免基
準について調査・研究
しました。

Ｂ

◇消費税及び地方消費
税の増税に係る歳出増
に対し、相応分の公共
施設使用料の確保を図
りました。

Ｂ －

◇調査・研究を行った
減免基準を基に、適正
な受益者負担を反映し
た施設使用料のあり方
に関する検討に着手し
ました。

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。

◇ふるさと応援寄附金
の制度拡充には至りま
せんでしたが、寄附金
額は目標値を上回りま
した。

◇目標値に対し、ふる
さと応援寄附金は上回
りましたが、有料広告
収入は下回りました。
目標値以外の実績とし
て、活用予定のない土
地の貸付により６８０
千円を収入しました。

－

◇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。

【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　1,148千円
◇有料広告収入の金額
1,495千円

－

【実績】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　３，３２０千
円
◇有料広告収入の金額
５７５千円

－

【目標】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　1,182千円
◇有料広告収入の金額
1,510千円

Ａ

＜行政評価＞ ◇町税の収納率

5 その他財源の確保 Ｃ Ｂ －

◇ふるさと応援寄附金
の制度拡充は、令和２
年度に予定していま
す。新たな自主財源の
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
Ｂ Ａ －

－ 14 －



・

・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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

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。
◇継続して保健師によ
る訪問指導を行いま
す。

◇国民健康保険税の当
初納税通知（普通徴
収）にハガキタイプの
口座振替依頼書を同封
しました。
◇特定健康診査の周知
及び受診勧奨を次のと
おり実施しました。
①昨年度に引き続き、
受診期間を１月まで延
長しました。
②未受診者へ年３回通
知を行いました。
③つばきバス車内で案
内掲示を行いました。
④集団健康診査会場に
啓発幟旗を設置しまし
た。
◇ジェネリック医薬品
の周知及び普及を次の
とおり実施しました。
①毎月対象者を抽出の
うえ通知を行いまし
た。
②新規保険証交付時に
カードを併せて交付し
ました。
③公式ホームページや
庁舎内スクリーンで
PRしました。
◇特定健康診査後、
10月から2月にかけて
特定保健指導対象者へ
架電し、健康状態を把
握しました。

◇口座振替の勧奨によ
り、前年度同期と比較
し、登録者が150件程
度増加しました。
◇各種取組みにより、
特定健康診査受診率は
３７．０％となり、前
年度同期の３０．６％
を上回りました。
◇特定保健指導対象者
へ１７７件架電しまし
た。

◇順調に進捗していま
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）
77.2％
◇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）
85.1％
◇保健師による訪問指
導件数　3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　14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 － Ｂ

＜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

－ 15 －



・

・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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

◇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。

◇未接続世帯に対し、
文書送付や戸別訪問に
よる接続勧奨を行いま
した。
◇府中ポンプ場の電
気・機械の更新経費の
平準化を図るための計
画を策定しました。

◇241件の接続勧奨を
実施したこともあり、
実績値は目標値を上回
りました。

◇供用開始区域内の公
共下水道への接続を促
進します。
◇財務諸表により経営
状況を分析し、健全運
営を維持します。
◇中長期的な事業経営
の基本計画である経営
戦略を策定することに
より、下水道事業の運
営目標をより明確にし
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
92.5％

【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。

◇滞納者に電話催告す
るときに口座振替の案
内をし、口座振替依頼
書を送付しました。
◇ケアプランチェック
は年3回15件程度、縦
覧点検は月に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。
◇町の滞納処分の専門
部署である債権管理課
と連携し、催告事務を
行いました。

◇口座振替の勧奨によ
り、前年度同期と比較
し、１０件程度増加し
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。
◇催告書を２回、引継
予告を１回、差押事前
予告を１回送付しまし
た。介護保険料収納率
に関し、実績値は目標
値を上回りました。

－

◇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）
97.3％
◇介護予防事業の延べ
参加者数　8,942人

－

【実績】
（３月末現在）
◇介護保険料収納率
98.76％
◇介護予防事業の延べ
参加者数　5,571人

－

【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　9,472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
下水道事業会計の健
全運営

Ｂ Ａ －

◇順調に進捗していま
す。
◇地方公営企業法の財
務規定等の適用を開始
しました。

－ 16 －



・

・

・

令和２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

計画内容
（Plan）

②の取組状況
（Do） 経費・財政効果額

（集計用・非表示）

取組工程に対する評価
（Check） 見直し、改善事項

（Action）
計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

令和元年度

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。

◇保険料決定通知や保
険料変更通知に口座振
替案内を同封しまし
た。
◇町の滞納処分の専門
部署である債権管理課
と連携し、催告事務を
行いました。
◇人間ドックを実施し
ました。

◇催告書を２回、引継
予告を１回、差押事前
予告を１回送付しまし
た。後期高齢者医療保
険料収納率に関し、実
績値は目標値を下回り
ましたが、前年度同期
（９８．４４％）は上
回りました。
◇１３０名が人間ドッ
クを受検しました。

◇順調に進捗していま
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）
98.7％

－

【実績】
◇後期高齢者医療保険
料収納率
（3月末現在）
98.46％

－

【目標】
◇後期高齢者医療保険
料収納率
（３月末現在）
98.7％
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後期高齢者医療特別
会計の健全運営
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