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平成30年８月

後期実施計画 実施結果



第１次 行財政改革大綱 後期５ヶ年実施計画 総括

第１次となる行財政改革大綱後期実施計画（以下、「後期計画」という。）については、

平成25年度から平成29年度までの５ヶ年計画で実施され、歳入の確保、歳出の見直し、

職員の給与や定数の見直し、機構や組織の再編、業務改善、単独施策事業の見直しなど、

６つの大項目、28の項目についての改革が行われました。

項目ごとの総括については次ページから記載しておりますが、全体の総括としては、概

ね改革が進んだものと思われます。しかしながら、計画より進捗が遅れた項目もあること

から、その要因の検証を行いながら、今後、どのような対策を講じていくかが課題であり

ます。

平成29年度において後期計画の進捗状況を踏まえながら、第２次行財政改革大綱を整

備し、平成30年度から平成34年度での第２次前期実施計画を策定し、現在、取り組みが

進んでおります。

後期計画で進捗が遅れた項目については、検証を行ったうえで第２次前期実施計画に盛

り込むなど、着実に歩みを進めてまいります。

また、その時々の時代背景に適応した行財政改革に取り組むことが必要であり、随時、

計画の追加及び変更等を行っていくこととしております。

本格的な少子化、超高齢化時代を迎えるにあたり、本町の魅力を高め、次の時代を担う

世代に安心して暮らせるまちを引き継ぐため、先に制定された「第２次枝幸町まちづくり

計画」の基本理念を踏まえ、「第２次枝幸町中期財政計画」で示された限られた財源の中

で、まちづくり計画を着実に進めていくことが重要です。

行財政改革の本来の目的は、多様化する施策全体の中から住民の皆さまが真に必要とし

ているサービスを適切に提供することに向けての取り組みであり、その過程や結果を示す

ことにより、より透明性の高い行政経営に努めるものであると考えております。

今後は、町議会や行財政改革推進委員会及び町民の皆様のご意見をいただきながら、全

職員一丸となり積極的な行財政改革を推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力を

お願いし、後期計画の総括といたします。
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Ⅰ 健全化に向けた財政運営の推進 （基本目標）

1 安定した財政基盤の確立 （改革の方向性）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

2 事務事業の適正な執行

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

3 職員給与の適正化

⑬
⑭

Ⅱ スリムで柔軟性のある行政体制の推進

1 職員の定員管理

⑮
⑯
⑰

2 組織機構の再編

⑱
⑲
⑳
 
 

Ⅲ 医療・交通体系の整備

1 病院経営の見直し

 

2 交通体系の整備

 

Ⅳ 民間活力の推進

1 民間活力の推進

 

Ⅴ 協働による住民主体のまちづくりの推進

1 まちづくり構想の共有

 

2 情報提供等の推進

 

Ⅵ 職員の意識改革

1 職員研修の充実、意識改革

 テーマ設定による意識改革の推進

医療体制の構築

交通体系の維持・改善

指定管理者制度の導入推進

協働の推進

広報媒体の効率的な活用

組織機構の再編・出先機関の庁舎等への移転
グループ制の効果的運用の推進
職員が行う各種団体事務局業務の見直し
各種審議会等設置手続きの適正化
各種審議会等委員定数の見直し

職員給与の適正化
各種審議会等委員報酬の見直し

計画的な定員管理の推進
時間外勤務の適正化
臨時職員等雇用のあり方に関する検討

関係課等

総務課

総務課

総務課

町税等に対する徴収体制の強化
各種使用料・手数料等の見直し
町有財産の活用と処分
事務経費の歳出見直し
業務委託費の見直し
各種団体への補助金・負担金の見直し・縮減及び扶助費の見直し
一部事務組合負担金等の見直し

町施策の見直し
適切な建設事業の実施
計画的、効果的な観光行政の推進
文書管理・財務会計システム等の効果等の検討
公用車管理の適正化

関係課等
関係課等
関係課等

国保病院

企画政策課・総合支所

総務課
総務課
総務課

関係課等
総務課

ふるさと観光課
全課等

総務課・総合支所

総務課
関係課等

関係課等

関係課等
財政課
全課等

関係課等
関係課等

大綱 後期実施計画 実施項目一覧

所管課等

税務課

町民課・消防

関係課等
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ① 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

税務課

【徴収率】

　現年分　98.68％
　(平成29年度
　　 目標値＋0.18Ｐ)

　滞繰分 15.51％
　(平成29年度
　　 目標値＋0.51Ｐ)

【徴収率】

 現年分　98.87％
 (平成29年度
　　 目標値＋0.37Ｐ)

 滞繰分　14.36％
 (平成29年度
　　 目標値▲0.64Ｐ)

【徴収率】

 現年分　99.05％
 (平成29年度
　　 目標値＋0.55Ｐ)

 滞繰分　17.69％
 (平成29年度
　　 目標値＋2.69Ｐ)

【徴収率】

 現年分　99.27％
 (平成29年度
　　 目標値＋0.77Ｐ)

 滞繰分　17.40％
 (平成29年度
　　 目標値＋2.40Ｐ)

【徴収率】

 現年分　99.45％
 (平成29年度
　　 目標値＋0.95Ｐ)

 滞繰分　24.75％
 (平成29年度
　　 目標値＋9.75Ｐ)

講評(総括)

　北海道（宗谷総合振興局、職員派遣）との連携、枝幸町税等収納向上対策本部による関
係所管との連携、債権差押え、滞納者の生活状況を把握したきめ細やかな収納対策などを
実施してきました。
　その結果、目標値である現年度分及び滞納繰越分の徴収率とも大幅に上回ることができ
ました。
　引き続き、滞納繰越分については、時効停止を有効に活用しながら粘り強い対応と、充
分な収納対策を講じて徴収率の向上に努めます。

町税等に対する徴収体制の強化

　徴収体制の強化として、次のとおり実施する。
○悪質滞納者への法的手段を含めた滞納整理の強化及び滞納者の財産調査による差押の
　強化
○納税準備預金口座の開設及び活用並びに口座振替納税の利用促進
○全事業主への給与からの住民税の特別徴収の実施要請
○事業主への季節雇用給与所得者の給与からの税額控除・納付の協力要請・実施
○北海道との共同徴収体制の継続
○納税貯蓄組合への加入・促進
○滞納者が関係する事業所等への納税協力依頼
○悪質滞納者に対する行政サービス制限条例の検討
○他市町村との共同徴収機関設置の検討

①平成25年度の国民健康保険税を含む町税等に関する目標数値
　現年度徴収率　　98.00％
　　（新町平均　　97.81％）
　滞納繰越徴収率　13.00％
　　（新町平均　　11.64％）
②平成29年度の国民健康保険税を含む町税等に関する目標数値
　現年度徴収率　  98.50％
　滞納繰越徴収率　15.00％
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ② 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇見直しなし。
(各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ使用料及
び減免規定等適正と判
断。)

財政課

【徴収率】
行政財産：100％
土地貸付： 79％
建物貸付：100％
◇３年毎の固定資産価
格の評価替に合せて使
用料等の見直しを実
施。

【徴収率】
行政財産：100％
土地貸付： 78％
建物貸付：100％

【徴収率】
行政財産：100％
土地貸付： 77.89％
建物貸付：100％

【徴収率】
行政財産：100％
土地貸付： 78.59％
建物貸付：100％

【徴収率】
行政財産：100％
土地貸付： 78.78％
建物貸付：100％

税務課

◇見直しなし。
(課税証明書､非課税証
明書､所得証明書､納税
証明書､固定資産課税証
明書､固定資産税公課証
明書､固定資産評価証明
書等)

町民課

◇一般廃棄物手数料の
見直し検討。
◇その他手数料等の見
直しなし(戸籍､除籍､狂
犬病予防､埋葬に関する
証明書等)

◇一般廃棄物処理手数
料の見直しを実施。
◇住民基本台帳ｶｰﾄﾞの
交付手数料の廃止､個人
番号ｶｰﾄﾞ再交付手数料
等の追加､保育料算定方
法の改定を実施。

◇多子世帯の保育料の
算定方法を見直し､軽減
を拡充。

◇道多子軽減事業を取
入れ､軽減を拡充。

保健福祉課

◇老人福祉ｾﾝﾀｰ見直し
なし。(減免の見直しは
他施設との調整が必
要。)

◇消費税(内税･外税)等
の対応を含め､他施設と
調整が必要。

農林課

◇公共育成牧場利用料
等の見直しなし。

◇枝幸町公共育成牧場
条例の利用料等の見直
しを実施。

◇枝幸町公共育成牧場
利用料(増額)の見直し
を実施。

水産商工課

◇港湾施設使用料の見
直しなし。
(陸域使用料､小型船溜
り施設使用料､係船使用
料､船揚場使用料等)

◇港湾施設使用料は、
平成31年10月予定の消
費税増額時に見直し検
討。

各種使用料・手数料等の見直し

　経費節減に加え、公共施設のランニングコストや行政サービスの費用便益の検証、分析
を踏まえ、段階的に適正な使用料・手数料等の見直しを行う。また、現在の公共施設利用
に係る減免規定を見直し、その適用範囲を限定することなどにより一定の使用料を確保す
る。

【具体的項目】
　各種施設使用料等の見直し、減免規定の横断的な見直し、無料で実施しているサービス
の受益者負担の検討実施

①全ての使用料・手数料で負担の適正化を検討し、見直しのできないものは、その理由
　を公表

②公共施設利用の免除規定については、教育活動や少年団活動に限定し、社会体育及び
　社会教育活動等の成人利用は「免除」から「減額」への見直し

③使用料無料の施設、手数料無料の行政サービスについては、その形態により有料化を
　検討
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ② 実施項目 各種使用料・手数料等の見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

ふるさと
観光課

◇保養施設使用料等の
見直しなし。

◇道の駅､三笠山展望閣
等の有料化は､観光目的
であるため適さない。
◇保養施設等は経営状
況により別途､随時検
討。

◇保養施設等は､指定管
理者制度に移行し､条例
規定を上限として運
用。

建設課

◇公営住宅使用料､パー
クゴルフ使用料等の見
直しなし。
(各施設の使用料は適正
と判断。)

◇北幸公園パークゴル
フ場の無料化を実施。

◇無料化により､管理内
容を縮小し､経費削減を
行った。

水道課

◇上下水道使用料等の
見直しなし。
◇H26年4月の消費税増
税(5→8%)に伴い､町民
の負担がそれ以上増え
ないよう見直しは未実
施。

◇今後､経営戦略策定時
に上下水道料金の見直
しについて検討予定。
なお､消費税改正時には
消費税分の上乗せを予
定。

総合支所

◇地域総合センターの
見直しなし。
(施設使用料は適正と判
断。)

国保病院

◇H26年4月から消費税
率改正に伴い､診断料等
の各種使用料について､
5%から8%に改正した。

教育委員会

◇総合体育館等の障が
い者料金の設定がな
かったため定めた。
(屋内施設及びB＆G：障
害者､介護者ともに10割
減免､スキー場：障害
者､介護者ともに5割減
免)

◇体育館等の使用料金
について､中学生以下の
使用料等を無料とする
条例整備を行った。
(施行は､平成28年度か
ら実施)

◇体育館等の使用料は､
中学生以下無料化を実
施､結果､利用者増が図
られた。

◇オホーツクミュージ
アムえさしは､施設及び
展示室を改修し､平成28
年5月にリニューアル
オープンするとともに､
特色ある地域資源や歴
史･文化を学ぶことによ
り､地域の再発見や交流
促進等の機会増大を目
的に使用料を無料とし
た。

◇体育館等
(子どもの運動習慣の定
着と健全育成のため継
続実施｡)

◇オホーツクミュージ
アムえさし
　普及活動の参加者に
は､原材料等の経費負担
の見直しを行った。

農業委員会

◇現況証明､地籍図､図
面等の手数料の見直し
なし。(適正であると判
断。)

講評(総括)

　平成２６年４月の消費税率の改正に伴う消費税の転嫁についての検討や、指定管理者制
度による一部施設の使用料については見直しを実施しました。
　また、児童生徒の健全育成や子育て支援を目的に、体育・文化施設の無料化、保育料の
軽減措置の拡充も実施しております。
　全体としては、実施目標の負担の適正化や減免規定、有料化などの見直しまでは至りま
せんでしたが、今後も公共施設のランニングコストや行政サービスの費用との検証をはじ
め、施設利用の公平性、近隣町村の類似施設や町内各施設との料金バランス等に配慮し、
負担の適正化について引き続き検討していきます。

- 3 -



行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ③ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

財政課

◇物件リスト作成
　歌登地区旧教員住宅
の売却可能な物件リス
トの作成。

【売却処分実績】
・旧教員住宅の売却
　　１棟
・町有地の売却
　　５筆
・分譲地の売却
　　４区画

【売却処分実績】
・旧教員住宅の売却
　　８棟
・町有地の売却
　　２筆
・分譲地の売却
　　４区画

【売却処分実績】
・旧教員住宅の売却
　　３棟
・町有地の売却
　　１３筆

【売却処分実績】

・町有地の売却
　　１９筆
・分譲地の売却
　　１区画

【売却処分実績】

・町有地の売却
　　２筆

講評(総括)

町有財産の活用と処分

　町有財産の将来的な利用状況や活用方法の方向性を検討し、町の公告媒体を活用し、公
募等による売却を進める。
　売却物件や価格については、評価や時勢に応じ見直しを図る。

①旧教員住宅の売却可能物件については、平成29年度までに７棟を売却

②売却可能な物件のリストを作成

　旧教員住宅の売却は、町広報及びwebサイト（ホームページ）を活用した情報提供の結
果、目標値を上回る12棟の売却ができました。また、分譲地についても一定の申し込みが
あり、残り３区画となっています。
　現行の貸付地については、賃借人への売却を促進するとともに、町有地の将来的な方向
性を定めて、公共での有効活用や適正な処分を進めていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ④ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。
◇湯沸かし器を取り換
えｶﾞｽ使用料を削減。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)
◇本庁舎の使用電力の
調達を入札で実施。
 年間の効果額(見込)
　　　　 ▲1,300千円
◇ﾎﾞｲﾗｰの運転調整を実
施。
 対前年使用量比
　　 Ａ重油　▲892㍑

企画政策課

◇EOS放送､音声告知放
送を活用しての広報の
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の実施。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

財政課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇ｺﾋﾟｰ用紙Ａ４購入量
 875箱(1箱=2500枚)
 2,187,500枚

◇同左(継続実施)

◇ｺﾋﾟｰ用紙Ａ４購入量
 1,010箱(1箱=2500枚)
 2,525,000枚

◇同左(継続実施)

◇ｺﾋﾟｰ用紙Ａ４購入量
 980箱(1箱=2500枚)
 2,450,000枚

◇同左(継続実施)

◇ｺﾋﾟｰ用紙Ａ４購入量
 1,042箱(1箱=2500枚)
 2,605,000枚
(保養施設とふるさと納
税業務使用分の増)

◇同左(継続実施)

◇ｺﾋﾟｰ用紙Ａ４購入量
 485箱(1箱=5,000枚)
 2,425,000枚

◇公共施設等の総合的
かつ計画的な管理を推
進するため｢公共施設等
総合管理計画｣を策定。

税務課

◇昼休み消灯等の節電
の実施。
◇納付書送付を職員が
送付部数を計量し､特別
郵便料金で送付。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)
◇但し､平成30年度より
口座振替による納付分
の領収書送付を省略す
る。

町民課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇防犯灯等の計画的な
LED化の実施。56基

◇同左(継続実施)

◇防犯灯等の計画的な
LED化の実施。49基

◇同左(継続実施)

◇防犯灯等の計画的な
LED化の実施。55基

◇同左(継続実施)

◇防犯灯等の計画的な
LED化の実施。56基

◇同左(継続実施)

◇防犯灯等の計画的な
LED化の実施。51基

事務経費の歳出見直し

　公共施設の統廃合を検討したうえで、今後も利用が見込まれる施設について、室温設定
やＬＥＤ照明使用など施設管理の画一的な基準を設け、光熱水費や燃料費の使用量節減を
図る。加えて情報通信端末等の広報媒体を利用し、ペーパーレス化を推進する。

【具体的項目】
　ＥＯＳデータ放送・町ＨＰ活用による広報紙・お知らせ集の簡略化、公衆浴場サービス
の見直し、旅費規定の見直し、老朽化施設の廃止

①老朽化が著しい建物については、廃止を含め代替措置の検討、今後の方向性を周知

②公共施設の光熱水費や燃料費は、使用量で毎年、基準年を下回るよう省エネ化や節電
　の実施

③広報媒体等のペーパーレスを推進し、手数料や用紙購入及び印刷製本費の削減

- 5 -



行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ④ 実施項目 事務経費の歳出見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

保健福祉課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､昼休み消灯等の節電
の実施､EOS放送､音声告
知放送を活用しての広
報のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)
◇ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用

農林課

◇EOS放送､音声告知放
送を活用しての広報の
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

水産商工課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇所管施設のLED化検
討。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

◇枝幸港､音標漁港の照
明施設の一部をLED化実
施。
◇枝幸港陸電施設の電
圧を高圧から低圧に改
修し､保守業務委託料の
軽減。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

ふるさと
観光課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇所管施設のLED化検
討。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

◇ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸﾎﾃﾙの工事
不要な箇所のLED化の実
施。

◇同左(継続実施)

◇保養施設のLED化につ
いて情報収集､検討(電
球のﾚﾝﾀﾙ等)。

建設課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

水道課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

会計課

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用
等。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

総合支所

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇同左(継続実施)

◇公衆浴場の管理形態
の見直し検討
◇老朽施設(寿の家)の
解体。

◇同左(継続実施)

◇同左(継続検討)
◇老朽施設(職員住宅･
公営住宅)の解体。

◇同左(継続実施)

◇公衆浴場の営業日と
営業時間を見直しによ
る経費抑制。
◇老朽施設(職員住宅)
の整備実施。

◇同左(継続実施)

◇老朽施設(職員住宅)
の解体を検討､借地の購
入･返還を検討。

国保病院

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇同左(継続実施)

◇院内照明のLED化実
施。
◇電子ｶﾙﾃ導入による
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化。

◇同左(継続実施)

◇院内改修箇所の照明
のLED化の実施。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ④ 実施項目 事務経費の歳出見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

教育委員会

◇昼休み消灯等の節電
の実施､各学校での光熱
水費や燃料費の削減。
◇歌登ふるさと館の閉
館とｵﾎｰﾂｸﾐｭｰｼﾞｱﾑへの
統合事務。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

◇南中学校屋内体育館
の照明をLED化の実施。

◇同左(継続実施)

◇岡島小学校校舎のLED
化の実施。

◇同左(継続実施)

◇山臼小学校校舎のLED
化の実施。

農業委員会

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

議会事務局

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用等､
昼休み消灯等の節電の
実施。

◇同左(継続実施)

◇議会中継のEOS放送拡
大見直し検討。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

消　防

◇事務業務のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化､ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの再利用
等。
◇町広報紙掲載内容の
見直しによる複合機使
用料の抑制。

◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施) ◇同左(継続実施)

講評(総括)

　休憩時間の消灯、ボイラー等の運転調整、コピー用紙の再利用などの節減の意識は、職
員全員に浸透し取り組まれています。また、防犯灯の更新や施設改修に併せて、照明設備
をＬＥＤ化に更新し、省エネ化とランニングコストの軽減を進めています。
　公共施設(建物)とインフラ系施設の取得年度別における状況分析と総量の適正化への取
り組みに関しての基本的な考え方と検討方針を示す「公共施設等総合管理計画」を策定し
ました。この基本方針をもとに、効果的・効率的な施設の維持管理や長寿命化対策など、
将来に向けた適切な施設の配置について検討していきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑤ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理委
託業務は､自治会へ委託
している中､委託料の増
額を望む自治会が多く
削減は困難な状況。
◇情報通信施設管理経
費の各種機器保守点検
は､長期継続契約(10年)
により､契約を締結状
況。

◇電気基本料値上げ分
や消費税率の増により､
各自治会町内会からの
要望があり､建物面積、
年間電気量により､２万
円から３万円の増額を
検討。

◇各地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管
理委託は､建物面積･電
気料の値上げ分を考慮
し委託料を増額。
◇自治会･町内会による
指定管理者制度への移
行を検討。

財政課

◇町有地草刈業務は、
箇所及び回数の見直し
により委託料増となっ
た。

◇町有地草刈業務は、
分譲地売却等に伴う総
体面積の減少により委
託料が減額。
(▲2,796.62㎡)
 委託料前年比7.5%減

◇町有地草刈業務は、
入札率が54.92%と低く､
委託料の減となった。
 委託料前年比34.0%減

◇町有地草刈業務は、
入札により委託料増と
なったが､㎡単価は微
減。
 委託料前年比73.3%増
◇ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ屋根の除雪
を自前で行い､委託料を
削減。

◇町有地草刈業務は、
入札により委託料微
減。
 委託料前年比0.8％減

◇H28同様ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ屋根
の除雪を自前で行い､委
託料を削減。

町民課

◇火葬､墓園業務を統合
し､長期継続業務へ移行
することにより効率的
な管理運営と安定した
業務経営を図ることと
した。

保健福祉課

◇次年度に向け､医療ﾚｾ
ﾌﾟﾄ点検業務の個人委託
を民間業者に委託検
討。

◇医療ﾚｾﾌﾟﾄ点検を民間
業者へ委託し､医療費の
適正化により､費用対効
果で851千円。
◇保健福祉ｾﾝﾀｰ指定管
理制度へ移行。

◇医療ﾚｾﾌﾟﾄ点検の費用
対効果540千円。

農林課

◇公共育成牧場は指定
管理者制度を実施中。

◇農業振興地域整備計
画ｼｽﾃﾑは､長期継続契約
により､経費削減。

◇公共育成牧場は､需要
増の傾向のため､預託牛
舎などの増設や機械及
び草地の更新等､それに
伴う業務委託費につい
て見直す検討。

水産商工課

◇枝幸港湾清掃業務委
託は､本来業務以外の業
務(漁港修繕･災害対応
等)に従事させており､
業務の見直しは検討し
ていない。

ふるさと
観光課

◇保養施設は､指定管理
者制度を実施中。

◇平成27年8月に保養施
設の指定管理業者が撤
退したことにより､直営
による運営に変更。

◇保養施設の運営を次
年度から町全額出資の
株式会社への指定管理
者制度へ移行準備。

◇保養施設の運営を指
定管理者(オホーツク枝
幸㈱)に移行。

業務委託費の見直し

　道路、公園等の業務委託については、工区内の管理区域等を縮小するなどの見直しを行
い、受益者の著しく少ない箇所については委託区域より除外するなど、経費節減に努め
る。また、公共施設の管理について、人件費削減や事務効率化の観点から公の施設につい
ては指定管理者制度の活用を検討し、また、警備や清掃業務等はその委託内容を見直す。

【具体的項目】
　各委託箇所の再点検、各委託内容・各種システム保守内容の見直し

①指定管理者制度の活用は全対象施設において再度検討、移行可能施設は随時、導入を
　図り、移行不可な施設についてはその理由を公表

②公共施設の警備業務は、人的管理からセキュリティシステムの導入等を検討、清掃業
　務は使用頻度の低い箇所の除外等により委託業務を低減

③道路、公園管理、除雪業務は、管理区域の見直し等により経費の一定の削減
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑤ 実施項目 業務委託費の見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

建設課

◇公園管理は､管理区域
の見直しに向けて検
討。
◇道路､除雪区域の見直
しに向けて検討。

◇公園管理は､平成29年
度に北幸公園ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ
場の無料化に伴い、草
刈り回数減など経費削
減を検討。また､｢豊か
な森｣を公園管理区域か
ら除外し､経費削減を検
討。

◇前年検討を行った公
園管理の経費削減の見
直しを実施。
<経費削減効果>
 北幸公園ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
　　　　　▲ 165千円
 豊かな森
　　　　 ▲5,943千円

水道課

◇委託清掃は､机等の面
積分を除外してコスト
削減を行っている。ま
た､枝幸浄水場及び簡易
水道施設(枝幸南部･歌
登地区)､下水道施設(枝
幸･歌登･漁業集落地区)
の施設管理は､平成23年
度から長期継続契約を
締結している。

総合支所

◇道路や公園の管理を
臨時職員5名程雇って職
員と共に実施している
が､町内事業所に業務委
託できる箇所･内容のも
のがないか検討。

◇各ｺﾐｾﾝの委託料につ
いて検討。

◇歌登地域総合ｾﾝﾀｰの
警備委託業務の見直し
検討。
◇上記ｾﾝﾀｰの窓ｶﾞﾗｽ清
掃の回数見直しにより､
削減。

◇歌登地域総合ｾﾝﾀｰの
警備委託業務の見直し
により6,458千円の削
減。

国保病院

◇業務の委託契約の内
容を精査し､指名競争入
札により経費の節減に
努めたが､主に医療機器
等保守業務で4,988千円
増。夜間警備､院内清掃
で2,955千円増､ｶﾙﾃﾒｯｾﾝ
ｼﾞｬｰ業務1,543千円な
ど､前年度より増額と
なった。

◇個々の保守業務委託
は､契約更新時長期継続
契約を採用し､経費の削
減を実施。
◇医療機器等の導入数
が増加しており､総体的
に経費増。
 委託料前年比1.7%増

◇委託料は、医療機器
のｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟや導入数
の増加により､経費増と
なった。
 委託料前年比9.8%増

◇委託料前年比20.9%増 ◇委託料前年比3.7%減

教育委員会

◇社会体育施設6施設を
指定管理に移行し､人件
費を抑制した。
◇中央ｺﾐｾﾝ及び三笠山ｽ
ｷｰ場を指定管理に移行
検討。

◇中央ｺﾐｾﾝ及び三笠山ｽ
ｷｰ場を指定管理に移
行。

◇図書管理ｼｽﾃﾑ保守業
務をﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄの保守か
らｿﾌﾄのみの保守に見直
し経費削減。

農業委員会

◇大型ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守業務
委託契約を次年度から
中止することを検討。

◇大型ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守業務
委託契約を中止。
◇農地地図情報及び農
家台帳ｼｽﾃﾑは､長期継続
契約により経費削減。

◇総合支所設置の農地
地図情報ｼｽﾃﾑの利用度
が低いため､利用を停
止。

消　防

◇清掃業務委託契約を
低限度の回数とす

る。

講評(総括)

　社会体育施設（６施設）及び中央コミュニティセンター、三笠山スキー場については、
指定管理者制度への移行を実施しました。また、平成27年８月の保養施設等の指定管理者
撤退により、暫定的に直営での運営を行っていましたが、平成29年４月からは町全額出資
のオホーツク枝幸株式会社への指定管理に移行しています。
　歌登地域総合センターの警備業務や公園施設管理業務など、業務内容の見直しにより経
費の縮減を行うとともに、施設管理や設備等の保守業務についても、長期継続契約を活用
し効率的・安定的な管理運営を図ってきています。
　今後とも、業務内容の精査や指定管理者制度への移行など、経費の縮減に向けての検討
と見直しを進めていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑥ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(職員福利厚生
会､自治会町内会連絡協
議会)
◇南宗谷危険物安全協
会負担金は､事業所負担
として決まっているた
め抑制は困難。

◇自治会町内会連絡協
議会補助金については､
一部自己負担の見直し
を行い縮減に努めた。

財政課

◇シーリング方式採用
や整理統合及び廃止に
は至らなかったものの､
審査委員会等での審議
を通じ､削減よりも補助
金等の公益性や今後の
各種団体等の活動の在
り方について確認を
行った。
◇補助金審査委員会
決算3団体▲633千円の
効果。

◇同左

◇補助金審査委員会
決算4団体▲961千円の
効果。

◇同左

◇補助金審査委員会
決算5団体▲2,925千円
の効果。

◇同左

◇補助金審査委員会
決算4団体▲316千円の
効果。

◇同左

◇補助金審査委員会
決算8団体▲641千円の
効果。

税務課

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(納税貯蓄組合
連合会)

町民課

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(交通安全指導
員会､ｸﾘｰﾝえさしﾘｻｲｸﾙ
推進委員連合協議会､母
親ｸﾗﾌﾞ､人権擁護委員会
枝幸支部､南宗谷地区保
護司会枝幸支部）

保健福祉課

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(民生委員協議
会､社会福祉協議会､老
人ｸﾗﾌﾞ）

農林課

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(農業推進連絡
協議会､枝幸4Hｸﾗﾌﾞ､乳
牛共進会､乳牛検定組
合､酪農ﾍﾙﾊﾟｰ組合､緑化
推進委員会)

各種団体への補助金・負担金の見直し・縮減及び
扶助費の見直し

　毎年度、町内団体への補助金・助成金については補助金等審査委員会、外郭団体等への
負担金・会費等については自主的に再点検を行い、町が補助する社会的意義や町が負担す
る費用と効果の均衡を図る。また、町の各種団体等に対する運営体制のチェック機能を強
化し、コスト削減等や事業内容の周知に努める。

①各分野の施策の重点化、効率化を図り、団体補助金等の要求ではシーリング方式の採用
　を検討する。

②町行政の範囲内にあると認められる団体については、町の事業予算の中で直接経費とし
　て予算計上のうえコストの削減

③少額や類似目的の補助金等は整理統合、社会的意義や行政効果の小さい補助金等は廃止
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑥ 実施項目
各種団体への補助金・負担金の見直し・縮減及び
扶助費の見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

水産商工課

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(漁業推進連絡
協議会､商工会)

ふるさと
観光課

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(観光協会)

総合支所

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(人権擁護委員
会歌登支部､雪のちびっ
こ広場､ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ)

国保病院

◇外郭団体への加入状
況の精査は､枝幸町合併
時､歌登病院の再編時に
実施しており､現行は実
施していない。

教育委員会

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(いきいき交流
事業､小中音楽のつど
い､教育研究会､複式教
育研究会､枝幸幼稚園､
小中学校体育連盟､家庭
教育学級､小中高連携講
座､文化協会､PTA連合
会､ふくじゅ草婦人会､
体育協会､ｽﾎﾟｰﾂ少年団､
自然にﾁｬﾚﾝｼﾞ事業等）

農業委員会

◇補助金審査委員会の
審査を受け適正な補助
を実施。(ﾊｯﾋﾟｰﾛﾏﾝの
会)

講評(総括)

　毎年度、各種団体等への補助金・負担金の対象経費については、「枝幸町補助金等審査
基準」に基づき、庁内審査委員会において、適正な交付金額とその執行について審査して
います。
　当該団体等の運営や活動は、地域や社会サービスなどの社会的意義を担っている団体
と、住民自らが地域づくりに取り組んでいる団体など、様々な分野における住民参加の促
進と協働によるまちづくりにおいても大きな役割を担っています。
　今後は、担当所管課による自助・自立に向けた助言や指導、類似目的の団体の統合と、
町施策としての社会的意義や行政効果の検証を行い、効果的・効率的な運用を図っていく
必要があります。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑦ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

町民課

◇実施目標内容を､南宗
谷衛生施設組合へ提案
済。

◇南宗谷衛生施設組合
平成28年度から均等割
に係る現行の40%負担が
25%負担になるよう激減
緩和措置として枝幸町
の負担割合の２分の１
を
 平成28年度　38.5％
 平成29年度　35.5％
 平成30年度　32.5％
 平成31年度　29.5％
 平成32年度　26.5％
 平成33年度以降 25％
にすることで組合議会
で承認。

◇南宗谷衛生施設組合
負担金均等割 38.5％

◇南宗谷衛生施設組合
負担金均等割 35.5％

講評(総括)

一部事務組合等負担金の見直し

　２町分の負担を行っている団体等の抽出と調査を行い、普通交付税の合併算定替が段階
的に削減される平成28年度までに構成団体との協議を進め、均等負担への適正化を図る。

【具体的項目】
　衛生施設組合負担金の見直し、その他２町負担団体の抽出、見直し

　一部事務組合（南宗谷衛生施設組合）では、平成28年度から均等割に係る現行の40％負
担が25％負担となるよう、また、各種団体等に係る２町分の負担金も同年度を目途として
１町負担分となるよう構成団体間での協議・調整を行う。

　実施目標である南宗谷衛生施設組合（構成町村数は４町村）への負担金に係る均等割に
ついては、平成２７年度に構成町村で協議され、現行４０％を平成２８年度から平成３２
年度（５ヵ年度間）までの緩和措置を経て、平成３３年度からは他構成町村と同率の２
５％の負担となります。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑧ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇新年交礼会開催経費､
職員研修経費､自治功労
等表彰経費､職員福利厚
生経費など受益者の少
ない施策であるが必要
な事業であると認識､継
続実施。なお､経費は再
検証が必要。

税務課

◇納税貯蓄組合報奨金
制度内容は､要検討。

町民課

◇父母会で運営してき
た枝幸地区学童保育の
直営実施。
◇子育支援施策(平成27
年度から5カ年計画)の
地域ﾆｰｽﾞ調査の実施。
◇ごみ減量化中長期概
要の策定。

◇一般廃棄物処理基本
計画の策定
◇子ども･子育て支援事
業計画の策定

保健福祉課

◇敬老祝金は､見直しを
検討中。

◇敬老祝金等の敬老事
業の見直しを検討中。
(敬老会の廃止､祝金対
象年齢の見直し)

◇敬老事業の見直し検
討。
◇祝い金(5歳間隔の検
討､金額の引き下げ等)
◇記念品(対象年齢の検
討､現在70歳以上)
◇敬老会の開催(賄い費
の縮小､廃止も検討)な
お､1地区が敬老会を廃
止。

◇水道基本料助成事業
と福祉ﾊｲﾔｰ助成事業を
次年度から制度改正を
して､見直しを実施。
◇敬老事業(祝い金･記
念品･敬老会)見直し検
討
◇高齢者無料バス助成
事業見直し検討。

◇水道基本料助成事業
及び福祉ハイヤー助成
事業を廃止し､地域生活
支援助成事業を実施。
(対象者:75歳以上の高
齢者､身障手帳1～2級所
持者及び3級の一部､ひ
とり親世帯)
 前年度事業対比
　　 3,018千円の削減
◇敬老事業についても､
見直しを検討予定。

町施策の見直し

　町単独施策については、助成対象者等の生活実態等を調査のうえ、実態に即した所得制
限を積極的に導入し、助成額の見直しを行うことにより事業費の縮減と事務の効率化を図
る。また、可能なものは助成から減免に制度内容を変更することにより助成に要する事務
負担の軽減を図る。また、前期計画において、敬老福祉年金から長寿祝い金として所得制
限を設けるとともに対象年齢の引き上げ等の改正を実施、福祉入浴料助成についても対象
年齢の引き上げを行っているが、町単独施策については、助成対象者等の生活実態を再度
調査し、実態に即した助成を行う必要があり、受給者が限定される施策については再度検
討する。

【具体的項目】
表彰制度、納税貯蓄組合補助金、敬老事業等（祝金、記念品）の福祉関係施策、子育て施
策、健診業務等の見直し

①所得制限なしに助成等を行っている事業について抽出、再検討を行い、可能な事業につ
　いては随時所得制限を設定

②受益者の少ない施策については廃止を検討し、また、町が徴収するものを町が助成して
　いる制度については、減免制度への変更

③社会情勢に即した助成を検討
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑧ 実施項目 町施策の見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

水産商工課

◇季節労働者生活資金
貸付は､3%だった利息を
平成26年度の新規貸付
から廃止。

◇日本水難救済会枝幸
救難所負担金は､所員の
報酬や費用弁償を町が
全額負担しているが､今
後､枝幸漁業協同組合と
協議し､負担区分の明確
化を図っていく必要､要
検討。

◇企業の創業及び経営
の向上､雇用の促進につ
いて､従来の制度をより
充実させた中小企業活
性化条例を制定。

◇定住促進を図ること
を目的に､奨学金償還支
援事業を実施すること
とし､規則整備を行い､
次年度から実施。

◇定住促進事業として
平成29年度より奨学金
償還支援事業を実施。
助成人数 35名
助成金額 5,337,089円

会計課

◇一般会計の資金不足
を補うため､例年､基金
の繰替え運用を実施し
ている。繰替え運用す
る基金を資金が不足す
る時期(３月)に満期日
を合わせ､補填利息の縮
減。

総合支所

◇敬老事業は､保健福祉
課と同様に敬老会開催
方法や祝金の見直しを
検討中。

◇福祉ﾊｲﾔｰ助成事業(70
歳以上)について､対象
地域の見直しを行い経
費削減。

教育委員会

◇ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ賞･奨励
賞､ｼﾞｭﾆｱﾗｰﾆﾝｸﾞ賞･奨励
賞､がんばる子どもたち
表彰など各種表彰制度
の見直し検討。

講評(総括)

　福祉施策に係る福祉ハイヤー助成事業（高齢者、重度心身障害者等）、水道基本料金助
成事業の３事業を整理統合し、新たに「地域生活支援助成事業」として制度化しました。
　また、町内の中小企業者の雇用機会の拡大と経営の向上、新規創業者への支援として中
小企業活性化条例を制定し各種支援措置の拡充と、若者等の定住促進を図るため奨学金償
還支援事業も新設しました。
　町の重要課題である人口減少の克服に向けた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の積
極的な推進を図っていくには、限られた財源の中で、各種現行施策の見直しを含めメリハ
リのある施策の展開が必要となっています。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑨ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇枝幸地区自治会ｺﾐｭﾆ
ﾃｨｾﾝﾀｰ(11ヵ所)の利便
性向上などに伴うトイ
レ洋式化改修工事を実
施。
◇山臼ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの玄
関ﾎﾟｰﾁ､北浜ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
のﾎｰﾙ､岡島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
の屋根などの改修。

◇老朽化に伴う岡島ｺﾐｭ
ﾆﾃｨｾﾝﾀｰ外壁塗装の実
施。

◇平成29年度以降､老朽
化施設の優先順位を付
け､屋根･外壁等修繕を
年次計画化し､その他少
額工事､小破修理は随時
対応。

◇目梨泊ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの
勝手口風除室増築工事
を実施。
◇本庁舎の耐震補強と
改修について､基本構想
策定業務及び庁内検討
を行った。次年度に実
施設計業務を予定。

財政課

◇建設事業の実施にあ
たっては補助事業や過
疎･辺地･合併等の条件
有利な地方債に限定し
て財源措置を行い､後年
次の財政負担軽減に努
めた。

◇同左 ◇同左 ◇同左 ◇同左

町民課

◇所管する長期的な施
設の維持補修計画の検
討。

農林課

◇まちづくり計画に基
づき､適切な事業の実施
に努めた。

◇同左 ◇同左 ◇同左 ◇同左

水産商工課

◇港湾や漁港施設の補
修や修繕は､緊急性･必
要性を考慮し実施。
◇その他施設は､まちづ
くり計画に基づき､適切
な事業の実施に努め
た。

◇同左 ◇同左 ◇同左 ◇同左

ふるさと
観光課

◇所管する長期的な施
設の維持補修計画の検
討。

◇保養施設の改修基本
計画を策定し､この計画
等を参考に今後の施設
改修や維持管理に反映
させていく。
◇その他観光施設等は､
経年劣化による補修･改
修を計画的に実施。

◇保養施設等の経年劣
化による補修等は､緊急
性を考慮し優先箇所を
見極め実施。

建設課

◇まちづくり計画に基
づき､適切な事業の実施
に努めた。

◇同左 ◇同左 ◇同左 ◇同左

適切な建設事業の実施

　引き続き、3カ年ローリングにおいて優先順位を設定し、予算編成に反映させるなど、
限られた事業費の中で適正に建設事業が実施できるよう、財政の健全化とのバランスを図
る。
また、常に事業内容の精査・見直しを行うとともに、有利な財源の確保など事業予算の効
果的運用に努める。

　建設事業などの投資的経費の運用は、各種の財政指標に大きく影響するため、まちづく
り計画や中期財政計画に定める財政指標が総体的に達成できるような事業の実施
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑨ 実施項目 適切な建設事業の実施

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

水道課

◇各事業の必要性､緊急
性を考慮し､効果的な事
業実施に努めた。(水道
事業､簡易水道事業､下
水道事業)

◇同左 ◇同左 ◇同左 ◇同左

国保病院

◇病院は､医師･医療技
術者確保の観点から､病
院職員住宅の計画的な
確保を実施。(医療技術
員住宅建設1棟2戸)

◇病院住宅改修１戸
◇菅野医師の診療開始
に伴う診察室の改修及
び医局改修。

◇医師住宅(旧三谷院長
住宅)を1棟2戸の医師住
宅に改築。

教育委員会

◇学校施設の耐震化及
び大規模改造事業をま
ちづくり実施計画に基
づき実施。

◇歌登中学校の耐震化
及び大規模改造事業の
実施。

◇多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ建設に
ｽﾎﾟｰﾂ振興助成金の有利
な財源を確保した。

◇学校施設耐震化の実
施。
◇町営多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの
完成。

消　防

◇町づくり計画に沿っ
て古いものから順番に
実施し､消火栓更新整備
事業(枝幸地区)､小型動
力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車購入事
業(枝幸地区)､消防庁舎
基本設計及び実施設計
業務委託(枝幸地区)に
ついて､適正に実施。

◇消防庁舎建設整備を
2ヵ年で実施､庁舎外構
整備は当該年度のみ実
施。

◇優先順位を設定し､
中･長期においてもﾊﾞﾗﾝ
ｽのとれた計画を策定。
長寿命化できるものは
修復や改修で対応し､ｺｽ
ﾄ削減。

講評(総括)

　計画期間内では、消防庁舎の建設、多目的グラウンドの整備、各地区学校施設の耐震
化、オホーツクミュージアムのリニューアル改修、導水施設の整備と各種大型事業を実施
しました。また、平成29年度には、役場本庁舎の耐震事業に係る基本設計にも着手してい
ます。
　当該建設事業については、まちづくり実施計画（３カ年ローリング）において、緊急性
や優先度を考慮し計画的な実施と、有利な地方債や国の経済・雇用対策等の財源の活用に
より進めてきました。
　今後は、国の財政動向が不透明な中、各既存施設やインフラの老朽化等による建設事業
費の増大が見込まれることから、中期的な視点に立った優先事業の選択と事業費の平準化
を図っていかなければなりません。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑩ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

ふるさと
観光課

◇ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをはじめSNS
等を活用し幅広い層に
情報発信することがで
きた。
◇ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ｢えさっ
しー｣を積極的に活用し
たことにより､枝幸町の
PRを大いに図ることが
できた。

◇滞在型観光は､ｵﾎｰﾂｸ
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進会議ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟの実施やｵﾎｰﾂｸ枝幸産
業観光推進室と観光協
会との連携により､企
画･実施に向けて具体的
に進み始めている。

◇ﾛｺﾞﾏｰｸ製作などを通
じ､枝幸町の新たな地域
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｢オホーツク枝
幸｣PRの準備体制が構築
された。

◇滞在型観光や産業観
光については､｢産業観
光ビジョン｣を策定し､
今後は宿泊業や飲食業
など従来の観光産業だ
けでなく､農業･漁業･水
産加工業など幅広い産
業との連携及び町民参
加により体験観光やﾓﾆ
ﾀｰﾂｱｰなどを進めてい
く。

◇｢えさっしー｣の活用
やﾛｺﾞﾏｰｸ製作などを通
じ､｢オホーツク枝幸｣の
PRをすることができ
た。

◇滞在型観光や産業観
光について､従来の観光
産業だけでなく､農業・
漁業･水産加工業など幅
広い産業との連携によ
り体験観光やﾓﾆﾀｰﾂｱｰ等
を開催した。

講評(総括)

計画的、効果的な観光行政の推進

　観光協会が民営化となり、ホームページもリニューアルされた中、インターネットを活
用した情報発信が観光客増加につながることから、ホームページを積極的に活用する。ま
た、新たに誕生したマスコット「えさっしー」を多くの人に知ってもらい、枝幸町の顔と
して定着・活躍させるほか、新規イベントの開催についても、実施に向け取組む。課題と
なっている滞在型観光を目指し、枝幸町独自のオリジナルツアーの企画・実施を進める。
老朽化施設（案内看板等）の整理を行い、管理の容易な観光客にわかりやすいものにす
る。

①ホームページにおいて、見る側の人が常に興味を持つような内容により情報更新の迅速
　化
②道北及び全道のイベントに積極的に参加し「えさっしー」をアピール、ゆるキャラグラ
　ンプリ出場を目指す
③町内の商工会・飲食店組合等と連携し、かに料理を中心としたグルメイベントの実施、
　カニの町枝幸町をよりアピール
④観光協会職員で旅行業管理者（国家資格）の資格取得し、オリジナルツアーを実施
⑤施設等で必要のないものは撤去、必要なものはリニューアルし、 小限度の案内看板に
　よる管理経費の削減
⑥現在実施イベントの充実

　webサイト（ホームページ）をはじめソーシャルネットワークサービスを活用した効果
的なＰＲや、マスコットキャラクター「えさっしー」、新たな地域ブランド「オホーツク
枝幸」ロゴマークの製作、ふるさと納税の返礼品などを活用し、枝幸ブランドの知名度と
関心度の向上を進めています。
　また、近年のインバウンドツアーの増大や有名観光地を巡るだけというこれまでの旅行
ニーズの変化にともない、国内外からの観光訪問客の誘致と新たな観光施策を展開するた
め、平成２９年度にふるさと観光課を新設しています。
　新たな観光施策の柱として「枝幸町観光ビジョン」を策定し、豊富な地域資源の連動や
観光資源の掘り起しとともに、地域産業を活用した観光メニューの開発、基幹産業を活用
した産業観光への転換に向けて取り組んでいます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑪ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇引き続き安定した文
書管理･財務会計ｼｽﾃﾑの
環境整備を実施し､ﾍﾟｰ
ﾊﾟｰﾚｽ化を実施。
◇全庁において､旅費の
支出が伴わない近隣町
村への出張及び旅費が
別途支弁される講師派
遣要請等の出張伺いは､
これまでの紙ﾍﾞｰｽ処理
を見直し､文書管理ｼｽﾃﾑ
を活用して処理し､ﾍﾟｰ
ﾊﾟｰﾚｽ化を実施。
◇選挙ｼｽﾃﾑの機能活用
により､投票入場券の宛
名印刷が直接ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ
を使用できるように
なった。また､海区漁業
調整委員会及び農業委
員会の選挙人名簿管理
をｼｽﾃﾑを利用し､永久選
挙人名簿との整合がｼｽﾃ
ﾑ化され､事務の効率化
が促進。
◇給与ｼｽﾃﾑの機能活用
により､給与実態調査に
おける各数値がｼｽﾃﾑで
集計されるようになり､
事務の効率化が促進。
◇内部管理ｼｽﾃﾑは､一通
りの開発(自己開発)が
本年度末に完了してお
り､全庁的な横断的かつ
迅速な情報流通が達
成。

◇内部管理ｼｽﾃﾑは､一通
りの開発(自己開発)が
平成25年度末に完了し
ており､全庁的な横断的
かつ迅速な情報流通が
達成。

◇個人情報保護のため､
内部系ｼｽﾃﾑとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ系
ｼｽﾃﾑを分離し､内部系ｼｽ
ﾃﾑへの外部からの侵入
防止､情報漏洩対策の強
化を図った。
　また、北海道ｾｷｭﾘﾃｨｸ
ﾗｳﾄﾞに加入し､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
上の不審なｻｲﾄへの通信
遮断､ｽﾊﾟﾑﾒｰﾙのﾁｪｯｸ及
び通信履歴管理を行っ
ている。

◇内部管理ｼｽﾃﾑ導入に
ついて､地方公務員の人
事評価制度は､本年度か
ら本格的に運用されて
いるが､評価目標の作成
は紙ﾍﾞｰｽで管理を行っ
ていたが､評価結果の集
計といった事務処理を
効率的に行うとともに､
評価ﾃﾞｰﾀ等の蓄積､分
析､管理など､人事評価
制度を適正に活用する
ためにｼｽﾃﾑを導入し､次
年度から運用を行うこ
ととしている。

◇人事評価制度に係る
評価目標の作成と評価
は､今年度からｼｽﾃﾑを導
入し､評価結果の集計な
ど事務処理の効率化を
図った。
また､評価ﾃﾞｰﾀ等の蓄
積､分析､管理など､次年
度以降給与等の反映へ
の研究検討を行う。

◇地図情報ﾃﾞｰﾀ整備で
は､既存地図ﾃﾞｰﾀをもと
に新増築や取り壊しな
ど異動のある家屋を的
確に把握するとともに､
GISﾃﾞｰﾀの整備を行い､
現況把握を効率的に行
うことができる。

企画政策課
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

財政課
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

税務課

◇住民･固定資産･国保･
軽自税や収納台帳約4万
件のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の実
施。

◇土地台帳及び家屋台
帳の電子化を実施運用
開始。

町民課

◇適正な基礎情報の管
理運営(戸籍総合ｼｽﾃﾑ､
住民基本台帳､住民基本
台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ､児童手
当ｼｽﾃﾑ)。
◇文書管理ｼｽﾃﾑによる
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の推進。

◇子ども･子育て支援ｼｽ
ﾃﾑの導入により､新制度
の支給認定申請･施設の
利用契約情報等を電子
化し､利用者負担区分や
施設利用料の煩雑な計
算を自動化し､事務処理
の効率化を推進。

◇児童手当ｼｽﾃﾑを個人
番号の情報連携に対応
させたことにより､添付
書類の削減､即時の情報
取得が可能となった。

文書管理・財務会計システム等の効果等の検討

　内部管理システムに関する考え方の共有と技能向上や維持発展に、責任を持って取り組
める職員を育成する。また、ペーパーレス化の推進に努め、個人情報保護に対応した内部
管理システムを充実させ、情報化社会に適応した維持管理を行う。

①電子化された情報の管理により、内部管理事務の簡素・効率化および書庫スペースの低
　減
②文書管理システムにより歴史的保存文書の効果的な整理保存と情報公開に対応した運用
③内部管理システム導入に係る費用効果の検討・改善による行政事務の効率化・高度化、
　正確性の確保
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑪ 実施項目 文書管理・財務会計システム等の効果等の検討

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

保健福祉課

◇文書管理･財務会計ｼｽ
ﾃﾑは､電子化によるﾍﾟｰ
ﾊﾟﾚｽ化の推進。
◇国保､介護､障害等に
対応している管理ｼｽﾃﾑ
についても､ﾃﾞｰﾀ管理を
基本とし個人情報保護
に努めている。

農林課
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

水産商工課
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

ふるさと
観光課

◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

建設課

◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。
◇住宅管理ｼｽﾃﾑにより
公住の入退去･使用料等
事務の効率化の推進。

水道課

◇企業会計ｼｽﾃﾑは､水道
課職員全員のPCにｲﾝｽﾄｰ
ﾙし､使用しているが、
ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化は、ｼｽﾃﾑ改修
や決裁ﾙｰﾄの関係上､現
時点では困難。

会計課
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

総合支所
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

国保病院

◇本年度に電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ
の導入を予定していた
が､次年度に先送り。

◇電子ｶﾙﾃを含む病院情
報ｼｽﾃﾑ導入し､ｶﾙﾃをは
じめとした医療関係様
式のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化のほか
業務の効率化を推進。

◇文書管理ｼｽﾃﾑの導入
により更なるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ
化と医師､医療ｽﾀｯﾌの業
務の効率化の推進。

教育委員会
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

農業委員会

◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。
◇農家台帳､地図ｼｽﾃﾑ導
入により､その都度更新
しているため所有地等
がわかり図面作成や農
家への対応の迅速化。

議会事務局
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

消　防
◇電子化された情報処
理によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の
推進。

講評(総括)

　土地台帳及び家屋台帳の電子化、地図情報データの整備、人事評価システム、子ども・
子育て支援システムの導入、児童手当システムと個人番号情報との連携、国保病院では電
子カルテ・病院情報システムの導入など、行政事務の効率化と高度化を進めてきました。
　また、個人情報保護のため内部システムとインターネット系システムを分離し、外部か
らの侵入防止や情報漏洩対策等の強化も図りました。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑫ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇低価格･効率性･低燃
費･安全性を考慮した車
両の購入をはじめ､適正
な保持台数を設定し､管
理維持経費の抑制およ
び管理体制の構築に努
めた。
<廃車>
 乗用車　▲１台

<廃車>
 ﾜｺﾞﾝ車　▲１台
 乗用車　▲１台
<購入>
 乗用車　　１台

<廃車>
 乗用車　 ▲１台
 ﾜｺﾞﾝ車　 ▲１台
<売却>
 大型ﾊﾞｽ　▲１台

<廃車>
 軽乗用車　▲１台

◇保有台数と維持管理
経費の縮減を図るため､
公用車適正配置計画を
策定。
また､上記計画とともに
公用車両一覧表にて､計
画的な更新や維持管理
情報を毎年度更新し､庁
内の情報共有と車両の
適正配置を図ってい
く。
<購入>保健指導用
 乗用車　　　 １台
 軽自動車 　　１台
<配置換え>
 乗用車　 　▲１台
 →保育所
 軽自動車 　▲１台
 →総合支所

総合支所

◇老朽化した車両の廃
車､適正な台数の購入を
実施したため管理費の
削減にも繋がった。
<廃車>
 乗用車　▲２台
<購入>
 軽バス　　１台

<廃車>
 乗用車　　 ▲１台
<譲渡>
 普通貨物車 ▲１台
<購入>
 普通貨物車 　１台
<配置換え>
 軽自動車 　　１台

講評(総括)

公用車管理の適正化

　公用車保有台数の適正な管理に努め、更新車両については、低価格、効率性、機能性、
安全性を考慮した車両導入を進める。また、現在の管理運営の方法については、将来の状
況を見据えより良い体制づくりを検討する。

①管理・維持経費の抑制

②よりスムーズな管理体制の構築

　町では、庁舎や各施設で使用している一般車両、雪寒機械・塵芥収集などの建設機械や
特殊車両、協定等により各種団体に貸与している車両など、様々な用途で概ね２００台を
保有しており、その維持管理費も多額となっています。
　これまで、走行距離数が多く、修繕費が膨らむ老朽車両については、順次更新を図って
きましたが、現有車両の用途、使用頻度、利用体系の整理、適正な保有台数と管理経費の
削減を図るために、平成２９年度に「公用車両適正配置計画」を策定しました。
　今後は、当該計画に基づき、車両更新基準や運用管理方法の見直しを行い、目標に掲げ
た車両台数と維持管理費の縮減を進めていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑬ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇次のとおり給与制度
の見直しを行ったため､
給与費が増加したとこ
ろであるが､今後､職員
数の減少等により､給与
費の減が見込まれる。
◇副主幹制の導入に伴
い昇格制度の見直しを
行い､主幹職昇任時即５
級格付､副主幹職昇任時
即４級格付とした。
◇管理職の一層の職員
管理や業務に対する責
任感や意欲の向上を図
る観点から､課長職を月
額50,000円､主幹職を月
額35,000円と定額制に
変更した。
◇期末勤勉手当に係る
役職加算分の支給を完
全復活した。
◇持家住宅手当の購入
後10年間までの月額を
15,000円から12,000円
に減額した。
◇人事院勧告に準じて､
平成26年1月1日から､55
歳を超える職員の定期
昇給の実質的な停止を
行った。

【前年度比】
　 ＋４３,２９７千円
 (内訳)
　給料　＋15,320千円
　手当　＋27,977千円

◇人事院勧告を遵守し
ている。

◇定員管理計画に沿っ
た運用を行っている。

◇時間外勤務手当支給
額の抑制に繋がるノー
残業デーを継続実施し
ている。

◇手当等の支給要件等
の検証を行っており、
手当の適正化を図って
いる。

【前年度比】
　 ▲１６,７９８千円
 (内訳)
　給料  ▲ 1,893千円
　手当　▲14,905千円

【前年度比】
　 ▲２０,１１５千円
 (内訳)
　給料　▲16,536千円
　手当　▲ 3,579千円

【前年度比】
　 ＋６５,０５１千円
 (内訳)
　給料　＋26,572千円
　手当　＋38,479千円

(対前年度比増の要因
は､病院会計医師の1名
増による分､看護師の
増､待機手当新設による
増。)

◇時間外勤務手当支給
額の抑制に繋がるノー
残業デー(水曜日)に金
曜日を加えて週２日と
した。

【前年度比】
　 ▲４３,７５８千円
（内訳）
　給料　▲28,543千円
　手当　▲15,215千円

講評(総括)

職員給与の適正化

　平成24年度に諸手当の見直しを行ったことで職員給与額は一端増加したが、その後は給
与額の減少が続いている人事院勧告の遵守や、枝幸町職員定員管理計画の実施による職員
数の減少、時間外勤務の適正による時間外手当の支給額減など様々な手法により、職員給
与の適正化を図る。

①人事院勧告の遵守

②枝幸町職員定員管理計画の実施（職員数の減少）による職員給与の抑制

③時間外勤務状況の検討（見直し）による時間外手当支給額の抑制

④各種手当等の検証

　管理職手当については、国の基準改正に準じて定率制から定額制への移行や、５５歳を
超える職員の定期昇給の停止、持家住宅手当では購入後１０年間までの支給月額の引下げ
を実施してきました。
　また、時間外勤務手当と長時間労働の抑制を図るため、毎週２日のノー残業デーに取り
組んでいます。
　今後も給与の改定等は、人事院勧告を遵守していくとともに、各種手当の支給要件等を
検証し適正な見直しを図っていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑭ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇｢附属機関等の設置及
び運営に関する指針｣を
策定し､地方自治法第
202条の３の規定により
設置されている附属機
関については､設置の役
割､報酬及び費用弁償の
支給方法､定数(10名以
内を目途)等について条
例により定めるものと
した。

①所管する委員は日額
 報酬であるが､公表は
 未実施である。
②見直し検討中。
③見直し検討中。

◇監査委員､教育委員会
委員､農業委員会委員の
報酬額の見直し(増額)
を実施した。
　その他の各種行政委
員についても次年度以
降検討を行う。

税務課
◇固定資産評価委員の
報酬は､日額制。

保健福祉課

◇行政委員の報酬は､条
例に基づいた取り扱い
を行っており､その他の
各種委員は､無報酬又は
謝礼としている。

建設課
◇所管の行政委員報酬
は日額制で実施してい
る。

農業委員会

◇農業委員については､
日頃より農地パトロー
ルを依頼していること
から、日額制への変更
は難しい。

◇平成28年度に農業委
員会法が改正されるこ
ととなっており､今後､
委員定数や報酬額等に
ついて協議を行なうこ
ととしている。

◇平成28年度の農業委
員会法改正により､平成
29年度は農業委員定数
条例の改正を要する。

◇報酬条例改正(年額)
会長210千円→260千円
委員160千円→170千円
※平成30年4月30日改選
後から施行。

講評(総括)

各種審議会等委員報酬の見直し

　現行制度では年額制や月額制を採用している行政委員について、日額制への移行の可
否、会議時間における報酬額、地方自治法第２０２条の３に規定される附属機関として条
例設置の委員会と同規定によらず条例設置ではない会議的位置づけの委員会との報酬につ
いて検討する。また、日額制以外の報酬委員は会議等への出席や職務の状況について調査
し、実態を把握したうえで委員数とともに適正化を図る。

　【具体的項目】
各種行政委員の日額制検討

①全行政委員の日額制採用を前提として所掌事務や委員の活動形態を再検証し、その結果
　について公表

②日額報酬についても各行政委員の持つ公益的な役割を再点検し、他の委員との整合性や
　他自治体との比較・検討を行い、合理的な見直し

③委員要件として、他の委員の職務として委嘱される委員の報酬、非常勤公務災害加入の
　見直し

　平成２５年度に「附属機関等の設置及び運営に関する指針」を策定し、地方自治法の規
定に基づき、法律又は条令により設置する附属機関と、これ以外の検討会議等の根拠や設
置と運営について整理を行うとともに、附属機関の委員の報酬及び費用弁償、検討会議の
委員の謝礼等の見直しを行いました。
　また、監査及び教育委員会、農業委員会の委員報酬については、近年の実働日数や業務
の拡大と専門化に伴い金額の見直しを実施しました。
　今後も当該指針に基づき適正な執行に努めていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇平成27年3月31日
　職員数 　２６９名

◇社会人採用数 ０名

◇専門職員数は､現状維
持。

◇新規採用者計１２名
　行政職　　    ３名
　保育士　　　  ２名
　保健師　　　  １名
　検査技師　　  ２名
　看護師　　　  ２名
　准看護師　　  ２名

◇平成28年3月31日
　職員数 　２６３名

◇社会人採用数 ０名

◇専門職員数は､現状維
持。

◇新規採用者計１０名
　行政職　　　　３名
　保育士　　　　３名
　検査技師　　  １名
　看護師　　　  ２名
　准看護師　　  １名

◇平成29年3月31日
　職員数 　２６２名

◇社会人採用数 ２名

◇専門職員数は､現状維
持。

◇新規採用者計１４名
　行政職　　　　８名
　保健師　　　　１名
　医療技術者　　１名
　看護師　　　　３名
　医師　　　　　１名

◇平成30年3月31日
　職員数 　２６３名

◇社会人採用数 ２名

◇専門職員数は､現状維
持。

◇新規採用者計１４名
　行政職　　　　６名
　医療技術者　　１名
　看護師 　　　 ６名
　社会福祉士　　１名

≪参考≫　平成２９年度末職種別職員数
目　標　値 実　　績 比　　較

行 政 職 １５３ 人 １５６ 人 ３ 人
保 育 士 ２３ 人 ２２ 人 ▲ １ 人
保 健 師 ９ 人 ９ 人 － 人
看 護 師 ４８ 人 ５２ 人 ４ 人
医 師 ３ 人 ３ 人 － 人
医療技術員 １５ 人 １６ 人 １ 人
栄 養 士 ５ 人 ５ 人 － 人

計 ２５６ 人 ２６３ 人 ７ 人

　 「第１次枝幸町職員定員管理計画（平成２０～２９年度）」に沿って、定年退職によ
る補充の抑制に努めてきましたが、平成26年度に年金支給年齢の段階的引上げに伴い、退
職職員の再任用制度運用のために一部計画を見直しています。
　実施目標としている平成30年３月末の職員数は２５６名で、実績は２６３名と７名増の
結果となりました。目標を上回った要因としては、再任用職員の増又、行政職の年齢別構
成の均衡とバランスを考慮し、若年層（２０代から３０代前半）職員が極端に少ないこと
から、社会人採用を含めた新規採用者と、現行医療体制を確保するため看護師及び医療技
術員採用の増となっています。
　今後は、平成２９年１２月に策定した「第２次枝幸町定員管理計画」に基づいて、将来
的な職員の年齢構成や再任用職員の有効活用、技術・専門職人材の確保を考慮し、職員数
の管理を確実に進めていきます。

講評(総括)

計画的な定員管理の推進⑮

　策定から４年が過ぎた枝幸町職員定員管理計画（期間：H20～H29）について、町業務内
容の現状と将来を見据えながら改訂し、計画に沿った職員数の削減と適正な人事配置を行
う。

①平成24年４月１日職員数は276名であり、計画 終年の平成29年度(平成30年３月31日)
　には20名減の256名とする。
②社会人枠の採用等を活用し、民間経験の感覚を活かすとともに、行政職の年齢別不均衡
　の解消を目指す。
③医療、保健、保育等のサービスを低下させないよう専門職数は現状維持を原則とする。

平成２５年度

◇次年度からの退職職
員の再任用制度の導入
に伴い､再任用職員のう
ち常勤職員については､
枝幸町職員定数条例に
規定する定数内職員と
なるため､平成26年1月
に｢枝幸町職員定員管理
計画｣の改定を行った。

◇再任用職員の動向を
見据えつつ､医療体制の
充実や年齢構成の均衡
を考慮しながら､本計画
に基づき新規採用を行
うものとした。

◇新規採用者計  ９名
　行政職　　　　４名
　保育士　　　　２名
　保健師　　　  １名
　臨床検査技師  １名
　看護師　　　  １名
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑯ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

時間外勤務手当支給額
　　　　27,315,544円

◇時間外勤務手当は､前
年度より増額となって
おり､時間外勤務が恒常
化している職員が多
い。

◇各課部局において､職
員の業務状況を分析し､
可能な限り勤務時間内
に業務を遂行するよう
課長会議を通じてお願
いしている。

◇ﾉｰ残業ﾃﾞｰの取組は､
職員に浸透しつつあり､
水曜日の退庁状況は､実
施前に比べ､改善されて
きている。

時間外勤務手当支給額
　　　　37,667,931円

※主な要因：病院電子ｶ
ﾙﾃを含む病院情報ｼｽﾃﾑ
導入運用開始に際し､事
務職員の時間外増。
また､恒常的な病院看護
師不足により時間外増
とEOS放送従事職員の時
間外増。

時間外勤務手当支給額
　　　　30,383,229円

※主な要因：恒常的な
病院看護師不足により
時間外とEOS放送従事職
員の時間外。

時間外勤務手当支給額
　　　　35,232,976円

※主な要因：恒常的な
病院看護師不足により
時間外とEOS放送従事職
員の時間外。

◇ﾉｰ残業ﾃﾞｰの取組は､
職員に浸透しつつあり､
次年度より､水曜日に加
え､金曜日の週2日実施
する見直しを検討。

時間外勤務手当支給額
　　　　33,687,047円

※主な要因：恒常的な
病院看護師不足により
時間外とEOS放送従事職
員の時間外。

◇ﾉｰ残業ﾃﾞｰの取組は､
職員に浸透しつつあり､
今年度より､水曜日に加
え､金曜日の週2日実
施。

講評(総括)

時間外勤務状況の検討

　時間外勤務状況を調査し、恒常的な時間外勤務が行われているグループの時間外勤務の
原因を分析し、グループ運用、人員数に関し適切な対応を検討する。

①恒常的な時間外勤務の解消

②毎週１回のノー残業デー等を実施

　時間外勤務手当については、平成２５年度実績で２７百万円でありましたが、平成２６
年度以降は３０百万円を超す支給額となっています。
　平成２９年度には、時間外勤務時間と長時間労働の抑制を図るため、毎週水曜日のノー
残業デーに金曜日を加えて週２日として取り組んでいます。
　今後も、庁内各部署、職員一人ひとりが日々の業務改善と見直しを持続的に取り組み、
時間外勤務の縮減に努めていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑰ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇非常勤･臨時･パート
職員の採用募集案内の
事項については､年齢要
件の基準日を設定する
など､内容の統一化を
図った。

◇北海道 低賃金額の
改正に伴い､臨時･パー
ト職員の賃金額を改正
(増額)した。

◇非常勤･臨時･パート
職員の任用方法･賃金･
服務等の見直しに向け
て､情報収集等を行っ
た。

◇臨時職員等の雇用方
法等の検討は行ったが､
見直しまでは至ってい
ない。

◇事務的臨時職員の業
務内容の見直し等は､検
討中である。

◇臨時職員等の雇用方
法等の検討は行い､次年
度に向け見直しを行っ
た。

◇事務的臨時職員の業
務内容の見直し等は､検
討中である。

◇臨時職員等の雇用方
法の見直しを行った。
見直し内容は､枝幸町臨
時職員の任用等に関す
る条例及び条例施行規
則を整備し､昨年度まで
運用してきた｢非常勤職
員｣･｢臨時職員｣･｢パー
ト職員｣を｢月給制臨時
職員｣･｢日給制臨時職
員｣･｢時給制臨時職員｣
とし､全面的な改正を
行った。

◇事務的臨時職員の業
務内容の見直し等につ
いては､引き続き検討中
である。

<参考>平成29年度以降
に向けた見直し｢会計年
度任用職員制度｣
　地方公務員法の改正
により､臨時的任用職員
のあり方について、｢会
計年度任用職員制度｣が
創設され､平成32年度か
ら施行される予定と
なっており､本町として
も大幅な見直しが想定
される。

◇事務的臨時職員の業
務内容の見直し等につ
いては､引き続き検討中
である。

<参考>｢会計年度任用職
員制度｣
　平成32年度から当該
制度が施行される。本
町としても大幅な見直
しが想定されることか
ら､次年度以降関係各課
部局との調整が必要と
なる。

講評(総括)

臨時職員等雇用のあり方に関する検討

　臨時職員等の募集基準、募集の方法、雇用の形態を再度見直し、人材の確保、雇用状況
の適正化に関し検討する。また、その業務権限、業務内容に関し、統一的な運用が実施で
きるよう規定等を整備する。

①臨時職員等の雇用、規定内容の検討

②事務的臨時職員の業務内容（簡易な起案・起票等の職権）の見直し、規定の整備

　枝幸町臨時職員の任用等に関する条例及び条例施行規則を整備し、臨時職員等の任用方
法、賃金、服務等について全面的な改正を行い、適正かつ統一的な運用を図っています。
　なお、地方公務員法の改正により、臨時的任用職員のあり方について「会計年度任用職
員制度」が創設され、平成３２年度から施行されることにより、これまでの臨時職員等の
取り扱いが大幅に見直されることから、当該制度の円滑な実施に向けての準備を進めてい
きます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑱ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇枝幸町保健福祉ｾﾝﾀｰ
内に事務所を構えてい
た保健福祉課保健予防
ｸﾞﾙｰﾌﾟを役場本庁舎に
移転。
◇歌登保健ｾﾝﾀｰから保
健予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員1名を
総合支所勤務地に移
転。

◇課部局数　　１４
　グループ等　４０

◇分散している部署の
移転､統廃合は､前年度
から変更なし。

◇未利用施設は､有効利
用を検討中。

◇課部局数　　１６
　グループ等　４０

◇同左 ◇課部局数　　１７
　グループ等　４２

◇Ｈ29｢ふるさと観光
課｣を新設。(観光協会
をはじめ関係機関と連
携のもと､オホーツク枝
幸の魅力を発信するほ
か､ふるさと納税事務に
ついても所管する。)

企画政策課
H26　 企画財政課
→H27 企画政策課
　　　財政課

財政課
H26 　企画財政課
→H27 企画政策課
　　　財政課

保健福祉課

◇枝幸町保健福祉ｾﾝﾀｰ
内に事務所を構えてい
た保健福祉課保健予防
ｸﾞﾙｰﾌﾟを役場本庁舎に
移転。
◇歌登保健ｾﾝﾀｰから保
健予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員1名を
総合支所勤務地に移
転。

◇総合支所勤務の予防
ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員1名を本庁舎
(福祉介護ｸﾞﾙｰﾌﾟ)に移
転。

農林課
H26 　産業振興課
→H27 水産商工課
　　　農林課

水産商工課
H26 　産業振興課
→H27 水産商工課
　　　農林課

H28 　水産商工課
→H29 水産商工課
　　　ふるさと観光課

ふるさと
観光課

H28 　水産商工課
→H29 水産商工課
　　　ふるさと観光課

総合支所

◇歌登保健ｾﾝﾀｰから保
健予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員1名を
総合支所勤務地に移
転。

◇平成29年度から､旧歌
登保健センターを｢小さ
な拠点｣として再利用す
るために条例等整備し､
｢歌登まちづくり協議
会｣を設立､管理･運営を
業務委託し､遊休施設の
有効活用化を図る予
定。

◇旧歌登保健センター
を｢小さな拠点(名称：
歌種)｣として再利用開
始。
◇高齢者センターを閉
館。町内会への会館と
しての再利用を検討。

講評(総括)

組織機構の再編・出先機関の庁舎等への移転

　町業務内容の現状と将来を見据え、平成24年度に改訂する予定の枝幸町職員定員管理計
画（期間：平成20～29年度）の職員数を念頭に置き、課・部局及びグループの統廃合を進
めるとともにグループ制の指針に沿った効果的な運用を行い、併せて町民が複数の関連す
る事務をできるだけ１か所でできるよう出先機関の庁舎等移転や施設の統廃合についても
検討する。

①平成29年度…平成24年度（課部局数14・グループ等43）に対し、10％減（課部局数12、
　　　　　　　グループ等40）※国保病院の医療職部門除く。
②庁舎スペースや複数ある類似施設の状況を検討し、分散している部署で可能なものにつ
　いて移転、統廃合を実施。
③未利用となる施設がある場合は、有効利用を図るよう検討。

　業務の多様化と専門性を求められる中で、「まちづくり計画」や「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」に掲げる主要施策を積極的かつ効果的に進めるため、平成２７年度に企画
財政課を企画政策課と財政課に、産業振興課を水産商工課と農林課として再編、平成２９
年度には、豊かな自然環境と地域産業を結びつけた新たな観光施策の展開と、ふるさと納
税によるオホーツク枝幸ブランドの特産品のＰＲ強化や寄付金の確保に対応するため、ふ
るさと観光課を新設しました。
　実施目標にある課・部局数の縮減には至りませんでしたが、今後も国の動向や町の主要
施策、重要課題への対応など、臨機にそして効率よく発揮できる組織体制を確立していき
ます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑲ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ会議を開
催し､副主幹制の導入に
伴って一部改定した｢ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ制運用の指針｣の内
容やｸﾞﾙｰﾌﾟ制導入の趣
旨などの説明を行い､定
期的なｸﾞﾙｰﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞや
担当業務のﾛｰﾃｰｼｮﾝの実
施､ｸﾞﾙｰﾌﾟ内のｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝをとるよう促した。

◇北海道市町村職員研
修ｾﾝﾀｰ主催研修への派
遣について､人事評価制
度の評価結果に基づく
各課部局長からの推薦
による受講者の選出を
行った。

◇ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰｱﾝｹｰﾄは､
実施していない。また､
ｸﾞﾙｰﾌﾟ制運用の見直し
も必要がなかっため
行っていない。

◇人事評価制度の実態
に合った運用の検討は､
総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ内では行っ
ているが､具体的な結論
に至ってはいない。

◇人事評価制度の試行
は行っているが､評価に
対する給与等への反映
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝは行っていな
い。

◇人事評価制度の本格
運用が施行されたが､評
価に対する給与等へ反
映する仕組みづくり等
検討中であるため､給与
等への反映実施に至っ
ていない。

講評(総括)

グループ制の効果的運用の推進

　各グループリーダーへの記名アンケートを実施し、現状の運用の問題点や優良な実用事
例の把握、グループ内の意思統一を図るグループミーティング等の推進やその実施方法な
ど改善の必要に応じ、運用指針を見直す。また、人事評価制度の本格実施に向け、検討・
試行を実施し、業務遂行に関する職員意識の向上を図る。

①年１回のグループリーダーアンケートの実施、グループ制運用指針の見直し

②人事評価制度の実態に合った運用の検討

③人事評価制度の試行

　グループ制を導入した平成２２年度以後、運用指針の作成や副主幹制の導入など、職員
の意識改革と組織の総合力の向上を図ってきました。今後は、枝幸町職員定員管理計画に
示すとおり職員総数を抑制していかなければならないことから、当該制度の検証とともに
各グループ毎の効率的な業務改善等を図っていきます。
　人事評価制度については、平成２９年度にシステムを導入し評価結果の集計や管理を効
率的に行える体制を整えました。今後は、評価データの分析と給与等への反映に向けた研
究と検討を行います。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑳ 実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇各種団体が行える環
境の検討として､既存施
設の未使用会議室等で
利用しやすい場所を検
討中で､併せてｶｰﾄﾞ式ｺ
ﾋﾟｰ機等の情報収集を
行った。場所について
は､指定管理制度への移
行が実施された施設が
あるため､再度調整が必
要である。

◇自治会町内会連絡協
議会に係る事務を行え
る環境の検討がなされ
ていないため､現状維持
の状況である。(広範囲
にわたる総括事務及び
事業実施にあたり､人材
の確保が困難。)

町民課

◇各団体に事務局を移
行させるのは､実態にそ
ぐわないため実施な
し。
(母親ｸﾗﾌﾞ､枝幸町地域
安全推進協議会､枝幸地
区交通安全協会連合会､
枝幸地区防犯協会､枝幸
地区安全運転管理者協
会､ｸﾘｰﾝえさしﾘｻｲｸﾙ推
進委員連合会､交通安全
指導委員会)

保健福祉課

◇老人ｸﾗﾌﾞ連合会の事
務局を社会福祉協議会
に委託(人件費分の負担
増)。

◇公的福祉団体(民生委
員協議会､日赤等)のた
め､全ての事務局を移管
することは難しい。
社会福祉協議会等､他団
体事務局において､受入
体制が整った場合には､
今後検討していく。

◇歌登地区の介護者と
ともに歩む会の事務局
を29年度から社会福祉
協議会歌登支所へ移行
した。

農林課

◇現在４団体(家畜自衛
防疫組合､農業推進連絡
協議会､循環資源利用促
進協議会､緑化推進委員
会)の事務局を担当して
おり､今後構成団体への
移管について検討す
る。

◇通常業務に精通した
団体の事務局を担当し
ているため､事務局の移
管は現在のところ無理
である。

職員が行う各種団体事務局業務の見直し

　各団体事務局が事務を行える環境を検討、設置し、慣例により町の関係所管課等におい
て、事務局業務を行っているものを各団体の自主性、各団体間の公平性を尊重し、移管す
る。

①平成25年度にて各団体事務局が事務を行える環境の検討

②平成26年度にて各団体事務局が事務を行える環境の設置

③以降、事務局の移管
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号 ⑳ 実施項目 職員が行う各種団体事務局業務の見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

水産商工課

◇町が事務局となって
いる団体
(枝幸町漁港建設促進期
成会連合会)
　漁港は､地域産業を支
える重要な施設であり､
その建設促進を図る観
点から､今後も町が事務
局を担っていく。

◇枝幸漁業協同組合が
事務局となっている団
体
(枝幸町漁業推進連絡協
議会､日本水難救済会枝
幸救難所､枝幸町水産系
廃棄物処理協議会､枝幸
地区地域水産業再生委
員会など)

ふるさと
観光課

◇町､観光協会､ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進協議会(事
務局：町)で行っている
各事業を効果的かつ効
率化するため、観光協
会に一元化した。
なお、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進協議
会は解散し､新たにｵﾎｰﾂ
ｸ枝幸ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進会議
(事務局：観光協会)と
した。
今後は､観光協会の自
立､DMO化を目指す。

総合支所

◇子ども会が主体と
なって実施している雪
のちびっこ広場の事務
局会計を総務安全グ
ループで担当している
が､各町内会･自治会役
員が子ども会を担当し
ているため､今後も子ど
も会に会計を移管する
ことは困難である。

◇雪のちびっこ広場実
行委員会の現状を踏ま
え検討を行ったが､今後
も他に事務局を移管す
ることは難しい状況と
判断した。

講評(総括)

　「歌登地区の介護者とともに歩む会」は、社会福祉協議会歌登支所への移行、また、新
たに設立した「オホーツク枝幸ブランド推進会議」の事務局は観光協会が担うなど、２団
体と数は少ないが事務局の移管を行いました。
　他の団体については、行政的に必要として設立や運営を行っている団体と、事務局の人
材確保などが課題となり、事務局の移管は困難であるとの判断に至っています。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇｢附属機関等の設置及
び運営に関する指針｣を
策定し､地方自治法第
202条の３の規定により
設置されている附属機
関は条例で定めるもの
とし､それ以外の主に意
見交換の場として位置
付けするものは｢検討会
議等｣とし､規程や要綱
の定めにより､定数を20
名以下とするほか､報酬
に代って｢謝礼｣として
一人当たり2,000円を支
給するものとした。
　なお、費用弁償は、
附属機関の委員と同様
の支給とした。

◇前年度策定した指針
等に沿い、随時、各審
議会等所管課と対応し
ている状況である。

企画政策課

◇枝幸町まち･ひと｡し
ごと創生総合戦略有識
者会議については､町長
の計画策定に関する諮
問機関となることから､
条例化し設置､15名の委
員で構成した。
この他の審議会等につ
いては､現在設置予定は
ない。

◇枝幸町まちづくり計
画審議会
条例により規定。定数
25名に変更済み。
(H28.3月任期満了)

保健福祉課

◇介護関係の２協議会
を統合し､指針に沿い条
例化している。

建設課

◇附属機関である都市
計画審議会の条例規定
を､次期改選期に行うた
めの検討を行った。

◇附属機関である都市
計画審議会･住宅選考委
員会の条例規定改正を
行った。

国保病院

◇病院対策協議会は､設
置根拠が｢規則｣となっ
ているが､検討の結果｢
附属機関｣としての設置
が必要であると判断し
た。

◇規則の廃止及び条例
の制定については､次年
度実施予定である。

◇病院対策協議会は､設
置根拠が｢規則｣となっ
ていたが､検討の結果｢
附属機関｣としての設置
が妥当である判断して
いたため､規則を廃止し
て新たに条例を制定し
た。

各種審議会等設置手続きの適正化

　附属機関として設置するものは、条例規定するものとし、規則、要綱にて規定するもの
は附属機関としてではなく、別の位置づけとして運用を見直す。

①附属機関としての設置が必要なもの検討

②その他のものに対する設置の指針を検討・策定

③その他のもの報酬的支払のあり方の見直し
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号  実施項目 各種審議会等設置手続きの適正化

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

教育委員会

◇附属機関と検討会議
等の振り分け､報酬や費
用弁償の見直しを次の
とおり実施した。

①枝幸町立学校学校評
議員設置要綱を規定に
し､報酬を謝礼に変更。

②枝幸町教育委員会事
務事業の点検及び評価
に関する委員の報酬を
謝礼に変更。

◇今後必要な附属機関
等は､枝幸町特別支援教
育連携協議会設置規則
を条例に変更する予
定。

◇特に見直しを行って
いないが､枝幸町特別支
援教育連携協議会委員
の任期が平成27年6月30
日のため､平成27年度に
名称を検討会議に変更
し､報酬を謝礼とし見直
しを行う予定。

◇枝幸町特別支援教育
連携協議会を検討会議
に変更し､報酬を謝礼に
変更を行った。

◇枝幸町教育推進計画
策定委員会を検討会議
に変更し､報酬を謝礼に
変更を行った。

講評(総括)

　項目番号１４「各種審議会等委員報酬の見直し」と同様に、平成２５年度に「附属機関
等の設置及び運営に関する指針」を策定し、地方自治法の規定に基づき、法律又は条令に
より設置する附属機関と、これ以外の検討会議等の根拠や設置と運営について整理を行う
とともに、附属機関の委員の報酬及び費用弁償、検討会議の委員の謝礼等の見直しを行い
ました。
　今後は、委員の任期や改選時に当該指針に基づき適正な執行に努めていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇｢附属機関等の設置及
び運営に関する指針｣を
策定し､地方自治法第
202条の３の規定により
設置されている附属機
関は10名以内とするも
のとした。
　さらに､女性委員の登
用について充分考慮す
るとともに､法令の定め
によるものを除き､町議
会議員を委員に選任し
ないこととした。

◇枝幸町表彰審議委員
会について､平成26年3
月議会定例会において｢
枝幸町自治功労者表彰
条例｣を一部改正し､審
議委員会委員選出に係
る町議会議員推薦選出
の規定を廃止した。

◇枝幸町防災会議委員
は現状維持。

◇枝幸町国民保護協議
委員は男女共同参画の
観点から女性委員を1名
任命した。

◇放送番組審議会委員
任期満了を機に定数を
７名から５名に変更す
ることを検討中。(放送
法改正による。)

◇①･②は､前年度に指
針を策定し､整理してい
る。なお､委員の任期に
ついては、現状どおり
としている。

◇枝幸町防災会議委員
(23名)､枝幸町国民保護
協議委員(20名)で現状
維持であり､両方の委員
には男女共同参画の観
点から女性1名を任命
し､現状は適正であると
考えている。

◇放送法が改正され､放
送番組審議会委員の任
期満了を機に､定数を7
人から5人に変更するこ
とを検討したが､情報公
開審査会委員と個人情
報保護審査会委員を同
一メンバーで併任して
いるため､放送番組審議
会委員だけの定数変更
は難しく､今回は見送り
現状維持とした。
また､放送番組審議会委
員の任期はH31年3月28
日となっているため､今
期計画期間内での定数
見直しは難しいことと
なる。

◇随時､各審議会等所管
課と対応している状
況。

企画政策課

◇枝幸町まちづくり計
画審議会を条例委員数
の適正化の観点から見
直し､45人から25人とし
た。

町民課

◇適正な委員数による
運営。

各種審議会等委員定数の見直し

　他自治体の状況と枝幸町の状況を分析し、委員定数の考え方を検討、整理の上、委員の
定数規定を随時見直す。

①委員定数に関する標準的定数基準を作成

②委員任期、委員構成に関する考え方の整理

③上記整理を踏まえ、各設置規定の改正、運用
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号  実施項目 各種審議会等委員定数の見直し

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

保健福祉課

◇民生委員推薦会の委
員定数を14名から10名
に改正。

水産商工課

◇枝幸町港湾審議会委
員数を2名削減し､10名
に変更済み。

建設課

◇都市計画審議会の委
員定数について､次期改
選期に見直すための検
討を行った。(平成26年
7月21日改選済み。)

◇住宅選考委員会･都市
計画審議会の委員定数
の見直し及び見直すた
めの検討を行ったが､定
数規定を変更する必要
がなかった。

国保病院

◇病院対策協議会の委
員定数は､平成24年度に
10名から8名に見直し済
みである。

教育委員会

◇委員の定数は､現状ど
おりとしているが､今後
は規模等について検
討。

◇社会教育委員及びｽ
ﾎﾟｰﾂ推進委員は､任期に
合わせ定数の見直しを
図る。今年度は､任期途
中のため変更はなかっ
たが､次年度よりｽﾎﾟｰﾂ
推進委員の定数の見直
しを検討。

◇ｽﾎﾟｰﾂ推進委員は､定
数を12名以内に見直し
を実施。

◇社会教育委員は､定数
を12名以内とする条例
改正を検討。

◇社会教育委員定数は､
5月1日から｢18名｣を｢12
名以内｣とする条例改正
にて見直しを実施。

農業委員会

◇任期内のため現状維
持､平成27年度改選期の
ため次年度に検討。

◇農業委員会等に関す
る法律が改正され､平成
28年4月1日より施行さ
れることに伴い､農業委
員と農地利用 適化委
員の選任が必要とな
る。委員数等決定の際
に､定数等について検
討。(当該委員の任期満
了は平成30年4月。)

◇農業委員定数条例改
正　17名→14名
※平成30年4月30日改選
後から施行。

講評(総括)

　項目番号１４「各種審議会等委員報酬の見直し」、番号２１「各種審議会等設置手続き
の適正化」と同様に、平成２５年度に「附属機関等の設置及び運営に関する指針」を策定
し、地方自治法の規定に基づき、法律又は条令により設置する附属機関と、これ以外の検
討会議等の根拠や設置と運営について整理を行うとともに、附属機関の委員の報酬及び費
用弁償、検討会議の委員の謝礼等の見直しを行いました。
　今後は、委員の任期や改選時に当該指針に基づき適正な執行に努めていきます。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

国保病院

②看護師、医療技術者
の確保
 看護師１名採用
 　　　２名中途退職
 放射線技師１名採用
 臨床検査技師
　　　　１名採用
　　　　１名中途退職

③電子カルテの導入
平成26年度に先送り。

④道北北部連携ネット
ワークシステム整備事
業の実施
　今年度本稼働
　利用件数42件

①外科･内科医等の常勤
医師の確保
　消化器内科専門医に
よる月に2～3回の定期
的な出張診療を開始し
た。

②同左
 看護師４名採用
 　　　２名中途退職
 放射線技師
　　　 １名中途退職
 臨床工学士
　　　 １名中途退職

③同左
平成26年12月より電子ｶ
ﾙﾃを中心とした病院情
報ｼｽﾃﾑが稼働。

④同左
　利用件数：34件

①同左
　外科医師と接触し招
聘活動をした結果､次年
度より常勤医として決
定した。
　消化器内科専門医に
よる月に2～3回の定期
的な出張診療を継続。

②同左
 看護師３名採用
　　　 ２名中途退職
 放射線技師１名採用

　

④同左
　利用件数：45件

①同左
　平成28年4月より常勤
の外科医師が勤務。
　消化器内科専門医に
よる月に2～3回の定期
的な出張診療を継続。

②同左
 看護師３名採用
　　　 ２名中途退職
 臨床工学技師
　　　 １名採用

③同左
平成28年12月より文書
管理ｼｽﾃﾑが稼働。

④同左
　利用件数：44件

①同左
　消化器内科専門医に
よる毎週木・金の定期
的な出張診療に変更。

②同左
 看護師６名採用
 看護師４名中途退職

④同左
　利用件数：42件

講評(総括)

医療体制の構築

　常勤医師（外科医、内科医等）の確保に 優先で取り組むとともに、更に看護師、医療
技術者の確保と合わせて安定した医療体制の構築に努める。また、士別市以北の道北北部
の医療機関と連携して各病院間情報通信ネットワークを整備し、診療・画像情報の共有
化、遠隔診断サポートを推進し、無駄のない、スピード感のある新しい二次救急医療の体
制づくりをめざし、町民への安全・安心、並びに質の高い医療の提供に努める。

①外科・内科医等の常勤医師の確保

②看護師、医療技術者の確保

③電子カルテの導入

④道北北部連携ネットワークシステム整備事業の実施（名寄市・士別市・稚内市・枝幸町
　の四公立病院）

　医師の確保については、平成２８年４月に常勤の外科医師を招聘、平成２６年１０月に
は消化器内科専門医による月２～３回の出張診療を開始し、平成２９年度からは、毎週木
曜日・金曜日の２日を確保し、診療科目と体制の充実に努めています。
　看護師については、中途退職や定年退職者の補充を必要としており、薬剤師、作業療法
士の医療技術者は、充足していないため就労環境の整備と関係機関への積極的な支援を要
請し、人材の確保に努めていきます。
　また、質の高い安定した医療体制を構築するため、平成２５年度には道北北部連携ネッ
トワークシステムの整備と、電子カルテを中心とした病院情報システムを導入し、平成２
６年１２月に運用を開始しています。
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行財政改革大綱実施計画（後期）総括

項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

企画政策課

◇枝幸高校通学生の利
便性を考慮し､雄武線及
び歌登線の午後各１便
の出発時刻を変更し
た。それにより､バス事
業者の人件費が増加し
たと思われるが､町補助
金の増額の要望はあ
がってきていない。
　また､路線維持のため
バス事業者への適正な
助成(路線バス及び都市
間バス)を実施した。

◇都市間バスについて､
札幌線･旭川線共に乗車
率は決して高くはない
が､ダイヤ改正などによ
り､札幌線については､
黒字運行となった。旭
川線については､毎年赤
字額の3分の2を補助し
て運行しており､唯一の
公共交通機関として今
後も運行を継続してい
かなければならない。
　路線バスについても､
今後の乗車状況を把握
しながら､運行方法につ
いて検討しなければな
らないが､当面は現行ど
おり運行を継続してい
く。なお､今後全町エリ
アを網羅した新たな交
通体系について検討し､
実践していく必要があ
る。

◇平成30年度において
地域公共交通網形成計
画を策定､法定協議会を
設置し､現況把握及び課
題整理を行う予定。

総合支所

◇枝幸市街地～歌登市
街地間の運行時間の変
更に伴い､福祉有償運送
(歌登市街地～各地域)
の運行を見直し通院等
の際に待ち時間ができ
ないように改善した。
また､利用者の声を聞
き､不便のないよう努め
た。

◇利用者の声を聞き効
果的な運行等の検討を
行ったが､改正するには
至らなかった。

講評(総括)

交通体系の維持・改善

　平成23年4月から歌登地域において、新たな体系による地域生活支援交通の運行を開始
している。今後は、必要に応じて運行形態の見直しを図る。また、路線バスや都市間バス
については、バス事業者と協力しながら、公共交通機関としての路線機能維持・確保に努
める。

①地域生活支援交通について、利用実績や利用者の意見等をもとに、運行便数や発着時刻
　など、適切な改正

②路線バスや都市間バスについて、乗車率の向上や利用者の利便性を高めるための取り組
　みに努めるとともに、路線維持のためバス事業者への適正な助成

　枝幸高校通学生の利便性を考慮し、路線バスの雄武線及び歌登線の午後各１便のダイヤ
改正を要望し、実施されました。また、路線バスのダイヤ改正に伴い、歌登線と連動する
歌登地区の福祉有償運送についても運行時刻の改善を行っています。
　道央圏を結ぶ公共交通として、都市間バスの札幌線及び旭川線については、バス事業者
に対し車両購入や赤字補てんに係る補助を行い路線の維持確保を行っています。
　今後は、公共交通の現況と利用実態を把握し、交通体系の再構築に取り組んでいきま
す。
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項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇平成27年8月に保養施
設の指定管理業者が撤
退したことを発端とし
て､指定管理者選定評価
委員会の見直しを行い､
指定管理者に対する選
定評価の強化を図っ
た。

町民課

◇火葬場墓園業務は検
討した結果､指定管理者
制度導入のメリットが
少ないため長期継続業
務(３ヶ年)が適当と判
断し次年度から移行予
定。

◇火葬場墓園業務を長
期継続業務として移行
実施。

保健福祉課

◇保健福祉ｾﾝﾀｰを指定
管理者への移行させる
ため協議した結果､次年
度から社会福祉協議会
を指定管理者とする予
定。

◇保健福祉ｾﾝﾀｰを指定
管理者へ移行し､南宗谷
こども通園センターに
かかる光熱水費を一括
している。指定管理す
ることにより､担当職員
の事務軽減の推進。
管理者：枝幸町社会福
祉協議会

農林課

◇公共育成牧場は､指定
管理者制度を導入済
み。

指定管理者制度の導入推進

　現在、職員が行っている業務において、職員数や人件費、委託費などの内容を十分に精
査・検証し、費用対効果の向上や民間雇用の確保、更に行政サービスを効率的に提供でき
ると判断された場合は、業務委託へ移行する。
また、公の施設の管理運営において、施設の現状を把握し、運営費用や人件費、維持補修
費までを含めた経費や民間事業者のノウハウ等に関して、指定管理者制度の導入効果が認
められる場合は、指定管理者制度を積極的に導入する。

【指定管理者制度の導入対象施設】
　三笠山スキー場、Ｂ＆Ｇ海洋センター、屋内グラウンド、町営歌登球場、
　町営歌登サブ球場、中央コミュニティセンター、保健福祉センター

①現状把握、移行・導入効果の検討

②移行・導入の準備

③移行の実施
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項目番号  実施項目 指定管理者制度の導入推進

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

水産商工課

◇指定管理者制度の導
入済み施設
・枝幸港漁船保全修理
　施設
　(平成22～28年度)
・水産物鮮度保持･加
　工処理施設
　(平成24～28年度)
・商工センター
　(平成25～35年度)

◇指定管理者制度の更
新
・枝幸港漁船保全修理
　施設
　(～平成33年度)
・水産物鮮度保持･加
　工処理施設
　(～平成33年度)

ふるさと
観光課

◇保養施設等は、指定
管理者制度を導入(平成
25～29年度)。
◇道の駅についても検
討中。

◇保養施設の指定管理
よる運営を行っていた
が､平成27年8月末を
もって指定管理業者が
撤退することになり､現
在特別対策室を設けて
対応中。

◇保養施設等は､次年度
から町全額出資の株式
会社への指定管理へ移
行する予定。今年度の
繰出金 終予算額88百
万円､次年度指定管理料
負担金予算額97百万
円。(会社､初動経費除
く。)

◇平成29年度保養施設
の指定管理料負担金に
係る決算額は72百万円
(初動経費等除いた場合
56百万円)

教育委員会

◇社会体育施設の指定
管理への移行を実施。
次年度には､中央ｺﾐｾﾝ及
び三笠山ｽｷｰ場を指定管
理へ移行。

◇今後B&G海洋ｾﾝﾀｰ等歌
登地区の社会体育施設
の移行について検討。

講評(総括)

　平成２５年度に総合体育館及び屋内外体育施設、平成２６年度には、三笠山スキー場、
中央コミュニティセンター、保健福祉センターを指定管理者制度に移行しています。
　平成２７年８月には、保養施設の指定管理者が履行期間途中での撤退（破産）のため、
暫定的に直営での運営を継続し、平成２９年４月から町全額出資のオホーツク枝幸株式会
社の指定管理へ移行しています。町では、これを受けて、「指定手続等に関する事務処理
の手引き」を改定するとともに、指定管理者選定評価委員においても民間委員を構成員に
するなど、指定管理者の選定方式と基準等の見直しを図りました。
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項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇平成25年4月から町内
在住の要援護者支援制
度を実施しているが､災
害対策基本法改正に伴
い避難行動要支援者の
支援体制に向けての協
議･検討を実施してい
る。

◇自主防災組織設立や
防災備蓄機材整備等に
おいては､活用の検討を
含め協議段階である。

◇自治会･町内会活動助
成金に対しては､均等
割､世帯割､地区割で算
出している。

①｢北海道防災マス
ター｣の認定者を各自治
会組織に１名以上育成
している。

②要援護者を支援する
システム体制を構築し
ている。

③自主防災組織設立支
援は随時行っている。

④自治会町内会活動助
成金に対しては､均等
割･世帯割･地区割で算
出し､適正であると考え
ている。

①北海道防災マスター
講習の受講推進､各自治
会組織の取得者増員を
促す。

講評(総括)

協働の推進

　安心安全な地域づくりとして、自治会町内会のリーダー等による「北海道地域防災マス
ター」認定者の育成を図るほか、町内在宅の要援護者支援体制を確立する。また、自治会
町内会が主体となった自主防災組織の育成と強化、有事の際の迅速な対応を町全体で図
る。コミュニティ施策については、自治会町内会活動への助成金等の継続実施及び内容の
精査を行う。

①「北海道防災マスター」の認定者を各自治会組織に１名以上育成

②自治会町内会等と協働して地域にいる要援護者を支援する体制を構築（システム化）

③自主防災組織の設立へ向けた支援体制（勉強会の実施や資料提供）を強化

④自治会町内会への助成金の適正化（補助金審査委員会等活用）

　住民が互いに連携し、支え合ってコミュニティ活動を進めていくには、自治組織の活性
化は欠かせないものとなっています。
　また、東日本大震災などの大規模自然災害等の教訓を踏まえて、「事前防災・減災」と
「迅速な復旧復興」への施策が重要視されています。特に事前防災・減災対応としては、
自助、共助及び公助が適切に組み合わさって行うことが必要とされており、その中で自治
会町内会は、住民、行政とを結ぶ大切な役割を担っています。
　町では、災害時の避難弱者を補完する要援護者支援システムの構築と、自治会町内会に
よる自主防災組織の設立や各自治組織に１名以上の北海道防災マスターの育成を進めてい
るとともに、各自治会町内会単位での防災訓練を行ってきています。
　計画期間内では、自主防災組織が６地域、北海道防災マスターの認定者が３０組織、防
災訓練は年間に２から５地域が実施しており、今後も自治会町内会と連携した事前防災・
減災への取り組みの強化を図っていくとともに、住民相互の協働や住民参加を促進し、地
域コミュニティ活動への協力と支援を行っていきます。
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項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇正職員をはじめ､非常
勤･臨時･パート職員の
採用募集は､町広報誌の
ほか､音声告知放送や町
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用し､迅速
かつ効果的な周知を
図った。

◇情報管理室として自
主放送やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､広報
えさしなどを活用し､迅
速でわかりやすい情報
提供に努めた。

◇住民ｱﾝｹｰﾄなどによる
住民が必要としている
情報の把握は､今後の検
討課題である。

◇webサイトを構築し､
次年度からの情報発信
手段の充実を図った。
また､町の子育て支援
サービスを強化した。

◇構築したwebサイトの
運用に伴い､各課からの
更新作業が可能となり､
迅速な情報提供の手段
を確立した。

◇現在普及が浸透して
いるｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ
活用に対応するよう町
公式の｢フェイスブッ
ク｣を開設し､情報提供
媒体の強化を図った。

◇広報えさしをはじめ
とする紙媒体での広報
に関しては､種類が多く
住民に対し､煩雑である
ことから､広報紙に集約
するため､紙面制作を外
部に委託する準備作業
を実施した。

講評(総括)

広報媒体の効率的な活用

　ケーブルテレビを活用した自主放送やデータ放送、音声告知端末による放送、町広報紙
の発行、ホームページの運営及びまちづくり懇談会等の特性と住民ニーズを勘案した広報
活動を、適切かつ一体的に展開して情報格差の解消に努め、迅速でわかりやすい情報提供
に努める。

①政策説明、制度の変更、公表事項等、広く住民に周知できるよう各広報媒体を充実

②住民が必要としている情報を把握するため、アンケート調査等を実施、その結果を今後
　の広報活動に活用

　町の広報媒体は、広報えさしやお知らせ集の紙媒体をはじめ、webサイト(ホームペー
ジ)、平成２２年度に整備した地域情報通信基盤施設を活用した自主放送のＥＯＳチャン
ネルや文字情報放送、音声告知など、その情報発信機能は充実しています。
　また、平成２８年度にwebサイト(ホームページ)の再構築、平成２９年度にはソーシャ
ルネットワークサービスに対応した公式のフェイスブックの開設により、迅速で幅広い情
報提供の強化を図っています。
　今後は、この広報媒体を有効活用するため、住民ニーズの把握とともにコミュニティ
チャンネンルでの自主放送の在り方を含め、効果的・効率的な情報発信の検討を進めてい
きます。
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項目番号  実施項目

実施内容

実施目標

実績検証 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総務課

◇各課等の職員が講師
となり､主管する事務事
業及び現在の各種制度
等について､職務終了後
に職場研修会を開催し､
職員の知識向上と意識
改革を図るため､年１回
以上の職場内研修の実
施。
　職場内研修を実施す
る際に実施要領を作成
し､その中でテーマを明
確に記載､研修の狙いや
学び方についてを事前
に職員へ周知してい
る。

◇実施回数　１回
　　　　　 122名

◇同左

◇実施回数  ２回
　　　　　 188名

◇同左

◇実施回数  ７回
　　　　　 582名

◇同左

◇実施回数  ４回
　　　　　 327名

◇同左

◇実施回数  ２回
　　　　　 324名

講評(総括)

テーマ設定による意識改革の推進

　住民及び時代のニーズに対応できる職員を育成するためには何が必要なのかを捉えなが
ら、住民目線に立った職務及び経費削減等行財政改革に関する意識改革を推進するよう
様々なテーマを設定し、職員研修や情報提供等を行う。

　次の項目を主題とした職員の意識改革に係る研修を年１回以上実施、関連する情報を随
時提供
○住民目線に立った職務
○経費削減
○業務効率
○コミュニケーション（職員間・住民等）
○公務員コンプライアンス
※上記のほか、意識改革に係るテーマがあれば、研修及び情報提供を行う。

　職員研修については、初任者研修及び北海道市町村研修センター等による専門分野や基
礎能力研修のほか、平成２５年度からは職場内研修を新たに実施しています。
　職場内研修においては、外部講師を招聘した人事評価制度、コンプライアンス、コミュ
ニケーションコーチング研修と、職員が講師となり主管する事務事業や各種制度をテーマ
とした個人情報保護・情報セキュリティ、防災職員初動マニュアル研修、若手職員による
まち歩きワークショップなど、職員の知識向上と意識改革をテーマに実施してきており、
平成27年度以降では、年２回以上の開催で延300名以上と職員の積極的な参加を得ていま
す。
　今後においても、まちづくりに関する知識の習得や政策形成能力の向上を主体として進
めていくとともに、職員の自主的なグループ研究などに繋がっていくことを期待していま
す。
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