
・

・

・

令和３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8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
　8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。

◇部長等連絡会議を開
催し、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。

◇部長等連絡会議に関
し、コロナ禍により積
極的な開催は避けまし
たが、普段から情報共
有等を図りました。
◇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。

－

◇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　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

－

【実績】
◇部長等連絡会議開催
回数　3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　7.6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

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
容の講義を実施しまし
た。
◇飲酒運転撲滅研修を
実施し、行動規範の再
確認を図りました。
◇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。

◇各種研修等を通して
職員が順守すべき事項
等を明確にすること
で、コンプライアンス
に係る認識の深化を図
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
42人（管理者）

－

【実績】
◇研修受講者数
34人（管理者）

－

【目標】
◇研修受講者数
140人（一般職員）

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

3
コンプライアンスの
徹底

2
各部の執行体制の強
化

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－

Ｂ Ｂ

◇目標値は未達成です
が、取り組みの目的に
対しては順調に進捗し
ています。

Ｂ

②の取組状況
（Do）

２　令和２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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

－

－Ｂ Ｂ

◇目標値は未達成です
が、研修の実施は計画
どおり進捗していま
す。

Ｂ

① ②

－ 1 －
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取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

① ②

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。

◇第４次総合計画の中
間見直しに係る改訂に
伴い、前期期間（平成
２８年度～令和２年
度）の政策評価を実施
しました。 Ｂ

◇政策評価で顕在化し
た成果・課題を踏ま
え、第４次総合計画の
改訂に適切に反映しま
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。

◇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、人事異動や会計年
度任用職員の雇用等に
ついて柔軟に対応しま
した。
◇機能強化が必要な分
野に対し、人事異動
（事務従事）を実施し
ました。

Ｂ

◇柔軟な応援対応等人
的資源を有効活用し、
機能的・効率的な業務
推進を図りました。

Ａ －

◇順調に進捗していま
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

◇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。

◇来庁者アンケートの
質問項目や実施方法を
検討しました。
◇現組織機構の検証等
に関し、事務レベルで
の協議を開始しまし
た。

Ｃ

◇アンケート用紙の作
成等実施に向けた準備
を行いました。

Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ －

◇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・検証を行いま
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

◇定員管理計画の方向
性を検討します。

◇定員管理計画の方向
性を検討しました。

Ｂ

◇定員管理計画の基礎
資料となる現組織機構
の検証等に関し、事務
レベルでの協議を開始
しました。

Ｂ －

◇順調に進捗している
とは言えない状況です
が、令和３年度中の計
画策定に向け、引き続
き検討を行います。

Ｂ －

◇定員管理計画を策定
します。

（2）適切な組織管理

－ 2 －
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②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

① ②

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、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。

◇新型コロナウイルス
感染症対策に伴う業務
量の増大により、年間
時間外勤務時間数や長
時間労働者数延べ人数
について、目標値を大
幅に超過しています。

◇引き続き時間外勤務
及び長時間労働者の縮
減を図るとともに、デ
ジタル化等別の観点か
らのアプローチも研究
します。

◇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）
29,500時間
◇長時間労働者数
延べ27人

－

【実績】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
51,890時間
◇長時間労働者数
延べ140人

－

【目標】
◇年間時間外勤務時間
数（選挙事務、災害を
除く）
29,300時間
◇長時間労働者数
延べ25人

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。
◇職員の産前休暇取得
時から、会計年度任用
職員の雇用を積極的に
進めました。
◇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（部長級１
名、次長級１名、課長
級１名、係長級５名）
を着実に進めました。
◇男性職員２名が育児
休業を取得しました。

－

◇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、会計年度任
用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
25.4％
◇消防吏員に占める女
性割合
5.0％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
38.0％

－

【実績】
◇係長級以上職員に占
める女性割合
24.2％
◇消防吏員に占める女
性割合
3.6％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
36.6％

－

【目標】
◇係長級以上職員に占
める女性割合
25.0％
◇消防吏員に占める女
性割合
5.0％
◇審議会委員等に占め
る女性割合
40.0％

5 多様な人材の活用
Ｂ Ｂ

◇目標値は一部未達成
ですが、取り組みの目
的に対しては順調に進
捗しています。

Ｂ

＜行政評価＞ ◇啓発活動実施回数（男女共同参画推進事業）

Ｂ Ｃ

◇計画に対しての取り
組みを進めています
が、昨年度は大規模な
組織機構改革、今年度
は新型コロナウイルス
感染症対策という特殊
事情により、適正な実
績値を算定し難い状況
となっています。

－4 時間外勤務の縮減 Ｃ

－

－ 3 －
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②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

① ②

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。

◇時代の変化や課題解
決に対応した研修を実
施しました。
◇次期人材育成基本方
針の策定に向けて、引
き続き情報収集を行い
ました。

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
研修規模を縮小するこ
とになり、目標値は達
成できませんでした。
◇リスク事案に対処す
るため、危機管理広報
研修を新たに開催しま
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　38.3％

－

【実績】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　18.5％

－

【目標】
◇１年に１回以上研修
を受けている職員の割
合　39.5％

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。

◇目標値には若干達し
ませんでしたが、職場
研修を通し、職員の人
材育成と意識改革を図
りました。

－

◇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　7.9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。

◇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。

◇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）研修を実施し
ました。 Ｂ

◇メンタル不調者に対
しては、丁寧な個別対
応を行いました。
◇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。
◇安全衛生委員会の指
導等に基づき、施設改
修を進めました。 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。

◇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。

◇目標値は達成できま
せんでしたが、積極的
な学習機会の支援を行
うことで、職員の自己
啓発の促進に寄与しま
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　6人

－
【目標】
◇公務に有益な資格取
得者数　15人

Ｂ

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため目
標値未達成ですが、取
り組みの目的に対して
は順調に進捗していま
す。

－

＜行政評価＞ ◇職員の研修参加者の延べ人数

－

－

（3）人材育成の推進

1
効果的な職員研修の
実施

Ｂ Ｂ

Ｂ2
職場研修（OJT）の
充実

4
職員の自己啓発の促
進

Ｂ

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ

Ｂ Ｂ

◇目標値は未達成です
が、取り組みの目的に
対しては順調に進捗し
ています。

Ｂ
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取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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

◇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。

◇被評価者、評価者、
確認者研修を実施しま
した。

Ｂ

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
研修規模を縮小するこ
とになりましたが、評
価統一性のより一層の
浸透に努めました。

Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ －

◇全職員を対象とした
人事評価の勤勉手当へ
の反映について、検討
を開始します。

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。

◇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。

◇業務のマニュアル化
は特段進んでいませ
ん。

Ｃ

◇マニュアル化に先立
ち、現業務の効率化・
デジタル化に係る業務
を優先的に検討してい
ます。 Ｂ －

◇目標達成に向けた工
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。

◇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。

◇共通化が可能な事務
の研究に着手しまし
た。

Ｂ

◇具体的検討までには
至りませんでした。

Ｂ －

◇目標達成に向けた工
程を整理する必要があ
ります。

Ｂ －

◇業務量調査を行うこ
とで、事務の洗い出し
を実施します。

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。

◇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。

◇揚倉山健康運動公園
多目的広場における人
工芝の整備や、社会体
育施設における予約シ
ステムの導入に関し、
民間が実施する助成事
業を利用しました。

Ｂ

◇住民サービスや効率
的な事務体制の向上を
図りました。

Ａ －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇企業等との包括連携
協定を進めることで、
更なる民間活力の活用
に努めます。

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、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。

◇PRアニメを映画館や
街頭ビジョンなどで放
映したほか、公用車に
キャラクターのラッピ
ングを施すなど、さま
ざまな媒体を活用して
まちの魅力発信を行い
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。

Ａ

◇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。
◇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 －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇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アニメキャラク
ターを活用したまちの
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、
ホームページのリ
ニューアルを行いま
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。

◇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。

◇指定管理を見据え、
社会教育課業務（体育
施設受付業務）を委託
業務へ移行しました。

Ｂ

◇委託業務の範囲を拡
大したものの、指定管
理に向けた課題に係る
協議を進めることはで
きませんでした。

Ｂ —

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ —

◇指定管理へ向けた協
議を行うため、委託で
きる業務の整理と指定
管理への課題を整理し
ます。

＜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

4 まちの魅力発信

２．｢仕事｣、｢サービス｣ の改革
（1）事務改善の推進

－ 5 －
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取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

① ②

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。

◇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。

◇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。

◇特定の業者に依存し
ないシステム構築に向
けて、複数のベンダー
から業務システムに係
る情報収集を行いまし
た。

Ｂ

◇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 －

◇基幹システムの標準
化において情報収集を
行います。

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。

◇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。

◇高速大容量に対応す
るとともに、強靭化及
び利便性を兼ね備えた
システムの導入を図り
ました。

Ｂ

◇全児童・生徒に一人
一台のノートパソコン
を整備しました。 Ａ —

◇順調に進捗していま
す。

Ａ —

◇再構築した学校情報
システムの継続的・安
定的な運営を図りま
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。

◇令和２年度から職員
一律のセキュリティ研
修を取りやめ、職員の
知識等に応じた内容の
研修に改めました。 Ｂ

◇セキュリティ研修の
参加率は８８％でし
た。欠席した職員には
別途E-ラーニングによ
る研修を実施しまし
た。

Ａ －

◇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。

◇特別定額給付金・児
童手当業務について、
RPAの実証を行いまし
た。 Ｂ

◇利活用については問
題はありませんでした
が、RPAの処理速度が
期待値を下回るなどの
改善点も確認できまし
た。

Ｂ －

◇RPAの具体的な適用
事務について検討を進
めます。

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。

Ｂ－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。

（2）情報システムの最適化

－ 6 －
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令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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。

◇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。

◇広島修道大学の学生
をインターンシップで
受け入れました。

Ｂ

◇インターンシップに
ついては、１人を受け
入れました。
◇協働事業の取り組み
の方向性については、
着手できませんでし
た。

Ｂ －

◇大学とは個別に協働
を進めています。

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。
◇インターンシップに
係る他市町の事例を庁
内で共有し、受け入れ
体制を強化します。
◇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。

◇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。

◇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３４
件の情報発信を行いま
した。
◇町内会アンケートを
実施し、活動に係る課
題等の現状を把握しま
した。

Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ —

◇町内会アンケート結
果の分析を基に、情報
発信力の向上へ向けて
事業を検討し、展開し
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。

◇自主防災組織や学校
等を対象に、出前講座
や体験学習を実施しま
した。
◇自主防災組織の活動
に必要な資機材購入費
や、防災普及啓発活
動、防災士資格取得費
に対して補助金を交付
しました。

◇自主防災組織等を対
象に防災出前講座を4
回実施しました。ま
た、避難の呼びかけ体
制構築事業について、
自主防災組織の代表者
を対象にセミナーを開
催し、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4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、災害ボランティ
アや関係団体の参画に
より、総合防災訓練を
実施します。

－
【目標】
◇啓発事業の実施回数
30回

－
【実績】
◇啓発事業の実施回数
4回

—
【目標】
◇啓発事業の実施回数
30回

Ｂ—

＜行政評価＞ ◇自主防災組織の組織率

Ｂ Ｂ

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため目
標値未達成ですが、取
り組みの目的に対して
は順調に進捗していま
す。

＜行政評価＞ ◇活動団体登録数

2
地域活動情報の発信
強化

3 地域防災力の向上

（3）協働の推進

－ 7 －
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令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

① ②

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。

◇こども委員会につい
ては新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため
開催しませんでした。
◇中高生委員会を２４
回（延べ参加者数７８
人）開催しました。
◇「おはなしきいて」
等の行事で中高生ボラ
ンティアに参加しても
らうなど、状況に即し
てボランティアの活躍
の場を創出しました。

◇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 30人

－

【実績】
◇子どもボランティア
の登録人数
・こども委員会 ０人
・中高生委員会  3人

—

【目標】
◇子どもボランティア
の登録人数
・こども委員会 20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
づくりを実践します。

◇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。
◇「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

◇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。

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％

Ｂ Ｂ

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため目
標値未達成ですが、取
り組みの目的に対して
は順調に進捗していま
す。

Ｂ—

＜行政評価＞ ◇健康づくり活動への参加者数

4
子どもボランティア
による地域交流

5

Ａ－

協働による健康づく
り活動の推進

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。

－ 8 －
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番
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取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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。

◇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。

◇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。

◇電子申請利用手続を
増加させるため、各課
において電子申請登録
が可能となる運用へ切
り替えました。

Ｂ

◇各課に電子申請登録
を取り扱うことができ
る職員が増加しまし
た。
◇介護ワンストップ
サービスを開始しまし
た。

Ｂ －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇電子申請を活用でき
る事務を精査し、利用
手続きの充実を図りま
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
バーカードの利用につ
いて、情報収集と研究
を行いました。

◇マイナポイント事業
の影響により、実績値
は目標値を大きく上回
りました。
◇増加する来庁手続に
備え手続専用端末を関
係課に設置しました。

◇夜間・休日、出張窓
口を設けることで、マ
イナンバーカードの申
請及び交付数の増加を
図ります。

－
【目標】
◇マイナンバーカード
普及率　18.4％

－
【交付実績】
◇マイナンバーカード
普及率　３２.９％

【目標】
◇マイナンバーカード
普及率　40.0％

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。

◇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。

◇インスタグラム、
フェイスブック、LINE
を活用した情報発信を
行いました。
◇AIチャットボットを
導入し、より容易に情
報を検索できる仕組み
を構築しました。

Ｂ

◇各媒体ともに登録者
は順調に増加していま
す。
◇AIチャットボット
は、10月の運用開始か
ら半年で約9000件の
利用があり、情報発信
ツールとして一定程度
の効果がありました。

Ａ －

◇順調に進捗していま
す。

Ａ －

◇LINEなどのSNS
や、新たに導入予定の
スマートフォンアプリ
ケーションを活用し、
対象者に応じた情報発
信を進めます。

＜行政評価＞ ◇証明書コンビニ交付割合

2
Ｂ Ｂ

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ－マイナンバーカード
の独自利用・普及促
進

（4）質の高いサービス提供

－

－ 9 －
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②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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。

◇母子保健相談支援事
業を継続実施します。

◇今年度から産後２週
間、４週間コールを新
設しました。
◇電子カルテの開発を
行いました。

◇産後早期に必要な支
援を行うことが可能と
なり、産後ケア事業の
利用件数も増加しまし
た。
◇母子保健情報の迅速
な共有により、これま
での相談内容を踏まえ
た切れ目のない支援が
行えるようになりまし
た。

—

◇母子保健相談支援事
業を継続実施します。
◇母子保健相談支援事
業の見直しを行いま
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
3,329人

－

【実績】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
3,005人

—

【目標】
◇母子保健相談支援事
業の参加延べ人数
3,528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。

◇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。

◇拠点開設準備とし
て、相談記録を国の示
した統一様式に移行し
ました。
◇こども家庭係と母子
保健係で合同のケース
カンファレンスを毎月
実施しました。

◇相談員の専門性向上
を目的に、担当者2名
が児童福祉司任用前資
格研修を受講し、修了
しました。
◇係間で連携した相談
支援を行うなど、対応
力の向上を図りまし
た。
◇効率的な業務の推進
により時間外勤務を大
幅に削減しました。

—

◇システム導入を視野
に、記録・管理業務の
業務改善を検討しま
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
88時間15分

—

【目標】
◇家庭児童相談室の年
間時間外勤務時間
88時間15分

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため目
標値未達成ですが、取
り組みの目的に対して
は順調に進捗していま
す。

4

5

Ｂ Ｂ —

福祉相談業務の事務
改善と体制整備

Ｂ

※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。

Ａ

Ａ

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ—

切れ目のない子育て
支援サービスの充実

－ 10 －
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令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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

◇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。

◇第４次総合計画後期
実施計画は、総事業
費・地方債の抑制に主
眼を置き策定しまし
た。

◇実質公債費比率は目
標値を達成しました
が、経常収支比率と将
来負担比率は目標値未
達成でした。
◇第４次総合計画後期
実施計画は、実質公債
費比率と将来負担比率
の急激な上昇を回避す
る計画としました。

◇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。

◇中長期的に経常収支
比率、将来負担比率の
目標を設定し、その目
標を達成できるよう、
財政計画、予算フレー
ムの策定段階から各指
標のコントロールを行
います。

－

【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％

－

【実績】
※令和元年度決算
◇経常収支比率
98.6％
◇実質公債費比率
5.6％
◇将来負担比率
109.6％

—

【目標】
※令和2年度決算
◇経常収支比率
97.9％
◇実質公債費比率
7.7％
◇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

◇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。

◇「維持保全計画（建
築物）」の改訂を行い
公表しました。
◇「公共施設等総合管
理計画」の改訂作業に
着手しました。 Ｂ

◇第４次総合計画後期
実施計画に「公共施設
維持保全事業」を計上
しました。

Ａ ー

◇順調に進捗していま
す。

Ａ —

◇個別施設計画の改訂
を踏まえ、中長期的な
経費や充当可能な財源
の見込みを盛り込ん
だ、「公共施設等総合
管理計画」の改訂を行
います。

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。

◇今年度予算に計上の
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5,000千円を積み立
てました。
◇第４次総合計画後期
実施計画において、ま
ちづくり振興基金の計
画的な組み立てと取崩
しを計上しました。

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
老朽化対策に充当する
ため、計画的な積み立
てを行います。

＜行政評価＞ ◇予防型改修の施設数（築15年未満の施設を対象）

2

1 計画的な財政運営

３．｢財政運営｣ の改革

※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。

公共施設等の計画的
な更新と適正化

Ｂ

＜行政評価＞ ◇財政調整積立基金現在高

◇各指標を算出し分析
に努めていますが、そ
の要因が複合的かつ多
面的であるため、取り
組みの目的に沿った財
政運営を行うには、歳
入・歳出ともに更なる
工夫が必要です。

Ｃ

（1）健全な財政運営の維持

Ｂ —

－ 11 －
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令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

① ②

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。

◇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。

◇第４次総合計画後期
実施計画においては特
段の取り組みはできま
せんでした。しかし、
令和3年度予算編成に
おいては、補助金等所
管課に交付内容精査の
指示や、新規補助金等
に係る要綱策定に伴う
助言等を行いました。

Ｂ

◇予算査定時に各補助
金の公益性、必要性な
どの聞き取りを行い、
適正な予算額で計上し
ました。

Ｂ —

◇引き続き、補助金の
公益性や公平性、必要
性及び適格性の有無に
ついて精査を行い、適
正化を進めます。

Ｂ —

◇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。

◇随時、委託業務の仕
様の点検と見直しを実
施します。

◇令和３年度予算編成
過程において、委託す
ることによる費用対効
果や必要性について見
直しを図りました。

Ｂ

◇一部の業務について
改めて検証することに
より、適正な業務委託
へ見直しを図ることが
できました。

Ｂ —

◇引き続き、業務委託
の適正化に努めます。

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。

◇新型コロナウイルス
感染症の影響で事務量
が増大した町民税申告
や確定申告について、
部内外応援体制により
対応しました。
◇TSR情報の確認や、
現地調査を行い、新規
課税物件を把握しまし
た。

Ｂ

◇課内・部内・部外応
援等により職員体制を
組むことで、課税事務
の効率化を図りまし
た。
◇新規出店を把握して
申告書を送付しまし
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。

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。

◇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。
◇町税の納付に
PayPay及びLINEPay
によるキャッシュレス
決済を導入しました。
◇口座振替について、
インターネット申請の
導入準備を進めまし
た。

◇納付困難者に対して
は、各種制度の丁寧な
説明により対応を行い
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。

—

◇新型コロナウイルス
感染症の影響により目
標値未達成ですが、取
り組みの目的に対して
は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）95.0％

－

【目標】
◇町税の収納率（３月
末現在） 95.3％

（2）自主財源の確保

＜行政評価＞ ◇町税の収納率

2 町税収納率の向上
Ｂ ＡＢ

－ 12 －
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令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

① 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。

◇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。

◇各債権の納付催告発
送時に町税等の滞納整
理情報を共有しまし
た。
◇第3次滞納管理シス
テムは調整に時間を要
し、令和３年度の導入
となりました。

Ｂ

◇対前年度比(3月末現
在)において、保育所入
園者負担金で97.2％、
介護保険料で70.3％、
後期高齢者医療保険料
で75.5％、それぞれ債
権の収入未済額を減少
させることができまし
た。

Ａ ー

◇順調に進捗していま
す。

Ａ ー

◇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。

◇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
着手したところです
が、その一環として各
種事例を収集しまし
た。

Ｃ

◇各種事例を収集しま
したが、具体的な検討
までは至りませんでし
た。 Ｂ ー

◇引き続き研究・検討
を進めます。

Ｂ ー

◇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。

◇ふるさと納税につい
て、金額コースの種類
の拡充など事業の見直
しを行いました。
◇公共施設へのネーミ
ングライツの導入につ
いて幹部会議で協議し
ました。

◇目標値に対し、ふる
さと応援寄附金は大き
く上回るとともに、有
料広告収入も達成しま
した。
◇ネーミングライツ導
入に関する基本方針を
策定しました。

—

◇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　1,182千円
◇有料広告収入の金額
1,510千円

－

【実績】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　3,230千円
◇有料広告収入の金額
1,518千円

—

【目標】
◇ふるさと応援寄附金
の金額　1,217千円
◇有料広告収入の金額
1,525千円

5 その他財源の確保 Ｂ Ａ

◇順調に進捗していま
す。

Ｂ—

－ 13 －
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令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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
初納税通知書（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月までと
しました。
②未受診者へ年２回通
知を送付しました。
③つばきバス車内で案
内掲示を行いました。
◇より多くの対象者に
特定保健指導を実施で
きるよう実施回数を増
やしました。
◇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
し、通知を送付しまし
た。
②新規加入の保険証交
付時に啓発カードを併
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Ｐ
Ｒしました。
◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
訪問指導は行っていま
せん。

◇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。
◇特定健康診査受診率
（4月1日現在）は、新
型コロナウイルス感染
症の影響もあり、前年
度の37.0％を下回り、
34.5％となりました。
◇実績値（国民健康保
険税の収納率）は目標
値を大きく上回るとと
もに、前年度対比にお
いても2.0ポイント増
加しています。

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため目
標値一部未達成です
が、取り組みの目的に
対しては順調に進捗し
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　14件

－

【実績】
◇国民健康保険税の収
納率（3月末現在）
87.1％
◇保健師による訪問指
導件数（電話指導）
１件

— —

【目標】
◇国民健康保険税の収
納率（３月末現在）
77.3％
◇保健師による訪問指
導件数　16件

＜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

Ｂ Ｂ Ｂ—

（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

－ 14 －



・

・

・

令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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。
◇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。

◇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。
◇財務諸表により経営
状況を分析し、健全運
営を維持しました。
◇令和３年度から10年
間を計画期間とする経
営戦略を策定しまし
た。

◇171件の接続勧奨を
行い、実績値は目標値
を上回りました。
◇令和元年度の経常収
支比率は101.0％であ
り、維持管理費等は黒
字決算となっていま
す。

－

◇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。
◇策定した経営戦略を
踏まえ、更なる経営の
効率化・健全化を図り
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
92.9％

－

【目標】
◇公共下水道供用開始
区域の水洗化率
92.9％

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。

◇督促状、催告書の送
付（約120件）、電話
催告を、町の滞納処分
の専門部署である債権
管理課と連携して行い
ました。
◇ケアプランを４事業
所、２０件程度点検し
ました。また、２事業
所の実地指導を行いま
した。

◇催告書を３回、引継
予告を２回送付しまし
た。
◇口座振替の勧奨によ
り、前年度同期と比較
し、登録者が15件増加
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。
◇実績値（介護保険料
収納率）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　9,472人

－

【実績】
（３月末現在）
◇介護保険料収納率
（3月末現在）
99.2％
◇介護予防事業の延べ
参加者数　3,689人

—

【目標】
◇介護保険料収納率
（3月末現在）99.2%
◇ケアプラン点検件数
２事業所以上、実地指
導件数5事業所
◇介護予防事業の延べ
参加者数　10,568人

2
下水道事業会計の健
全運営

3
介護保険特別会計の
健全運営

＜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

＜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

Ｂ Ａ

◇順調に進捗していま
す。

Ａ

Ｂ

◇新型コロナウイルス
感染拡大防止のため目
標値一部未達成です
が、取り組みの目的に
対しては順調に進捗し
ています。

ＢＢ

－

—

－ 15 －
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令和３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

大
項
目

中
項
目

番
号

取組項目 取り組みの目的
計画内容
（Plan）

見直し、改善事項
（Action）

計画内容
（Plan）

※下線部は変更箇所

②の取組状況
（Do）

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）

令和２年度

取組工程に対する評価
（Check）経費・財政効果額

（集計用・非表示）

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

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３回送付し
ました。
◇実績値は目標値を上
回りました。
◇５９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）99.0％ —

【目標】
◇後期高齢者医療保険
料収納率
（３月末現在）
98.8％

Ａ ——Ｂ4
後期高齢者医療特別
会計の健全運営

Ａ

－ 16 －


