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１ 対話と協働のまちづくり 

（１）町民参画と地域との協働に向けた環境づくり 

町民と行政の責務を明確化し、地域のさまざまな課題を行政と町民が一体となって解決し

ていくまちづくりが推進できるよう、町民がまちづくりの主役として行動するための実現方

針と施策を定めた自治基本条例の制定、計画立案時の意見公募（パブリックコメント）制度

の導入など幅広い町民の参画を推進します。 

 推進項目 １ 自治基本条例の制定及び推進              Ｐ ７ 

 推進項目 ２ 町民意見公募（パブリックコメント）制度の導入     Ｐ ７ 

 推進項目 ３ 各種審議会等委員の充実                Ｐ ７ 

 

（２）公正の確保と透明性の確保 

行政活動についての説明責任を果たすよう努め、行政事務処理の見直し、簡略化、適正化

を図ります。 

また、公正の確保と透明性の向上を図るため、情報公開条例の活用と広報誌やインターネ

ット等による情報提供内容の充実に努め、町民との情報の共有化を図ります。 

 推進項目 ４ 情報公開及び個人情報保護制度の周知          Ｐ ７ 

 推進項目 ５ 説明責任の向上                    Ｐ ７ 

推進項目 ６ 広報誌・ホームページの内容充実            Ｐ ８ 

 推進項目 ７ ふれあいトークおおぞら（町政懇談会）の充実      Ｐ ８ 

 推進項目 ８ 審議会等の公開                    Ｐ ８ 

  

（３）事務事業評価制度の導入 

簡素で効率的、かつ、効果的で透明性の高い行政経営と、成果重視型の行政経営を実践す

るため、施策や事業の成果などを検証・評価し、次の改革に結びつける事務事業評価制度を

実施します。 

推進項目 ９ 事務事業評価制度の実施と外部評価制度の導入検討     Ｐ ８ 

 

２ 効率的な事務事業の推進 

（１）各事務事業の再編・整理・廃止・統合 

複雑多様化する行政需要に柔軟、かつ、的確に対応するため、事務事業の効果や効率性の観

点から、その目的を達成した事業等の廃止、縮小、統合などの見直しを行い、「受益と負担の

公平の確保」・「行政効率」に配慮しながら、行政の本来果たすべき役割の明確化を図り、事

務事業の整理合理化を進めます。 
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 推進項目１０ 事務事業の再編・整理、廃止・統合           Ｐ ９ 

 推進項目１１ 各種イベントの見直し                 Ｐ ９ 

 推進項目１２ 合併協議における積み残し事業の調整          Ｐ ９ 

【見直しの分類】 

◎廃止の方向で検討するもの 

◎縮小の方向で検討するもの 

◎統合、休止、改善等の方向で検討するもの 

 

（２）施設の統廃合・複合化 

既存施設については、利用状況等を十分精査し、利便性の向上や運営経費の縮減を図ると

ともに、施設の在り方を検討します。 

今後、新たな施設整備や老朽化に伴う建て替えの時期を捉えて、施設一つ一つに検討を加

えながら統合、複合化、民間活力の活用などの検討を行っていきます。  

推進項目１３ 公共施設の有効活用と統廃合等の検討          Ｐ ９ 

推進項目１４ ＰＦＩ手法等民間活力の活用の検討           Ｐ１０ 

 

（３）効率的な民間委託等 

これまでの民間委託など民間活力の導入について、更なる推進を図りながら、行政サービ

ス水準の向上と業務の効率化を図るための、民営化、民間委託、ＰＦＩ、指定管理者制度の

諸施策を積極的に活用します。 

 推進項目１５ 民間委託の推進                    Ｐ１０ 

 推進項目１６ 委託業務の見直し                   Ｐ１０ 

 推進項目１７ 指定管理者制度の推進                 Ｐ１０ 

 

（４）公共工事のコスト構造の改革 

入札制度については、入札結果の公表を行うとともに、国の示す「公共工事の入札及び契

約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、指針の見直し検討を行います。 

また、その他の入札制度について、調査・研究を行います。 

 推進項目１８ 入札に関する情報公開の推進              Ｐ１１ 

 推進項目１９ 入札制度の見直し                   Ｐ１１ 

 

（５）公営企業等の経営健全化 

地方公営企業も、指定管理者制度などの民間的手法の導入や事務事業の見直しなどを積極

的に行い、経営健全化を図ります。 

 推進項目２０ 公営企業の経営健全化の促進              Ｐ１１ 
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３ 時代に即した組織・機構の確立 

（１）組織・機構の見直し 

事務事業の動向、行政需要に即した簡素で効率的な業務執行体制を目指し、必要 小限の

組織機構を構築します。 

 推進項目２１ 組織・機構の見直し                  Ｐ１２ 

 

（２）外郭団体等の効率的な運営 

団体等の設立の目的に照らして、その役割、機能及び成果が充分に発揮されているか検証・

評価したうえで、業務の効率化及び経営基盤等のあり方を検討し、民営化等も含め、自立に

向けた緊密な連絡調整と積極的な指導・監督を行っていきます。 

 推進項目２２ 外郭団体の自主運営の促進               Ｐ１２ 

【町の外郭団体等】 

・財団法人めまんべつ産業開発公社     ・財団法人女満別青少年育成事業協会 

・社会福祉法人大空町社会福祉協議会    ・株式会社藻琴山温泉管理公社 

・大空町土地開発公社           ・社会福祉法人 女満別福祉会 

・社会福祉法人 東藻琴福祉会 

 

（３）広域行政の推進 

事務の共同化による効率化を推進し、広域的な処理が適切な事務事業については、広域行

政の活用を図ります。 

 推進項目２３ 広域行政機構（一部事務組合）の連携、推進の検討    Ｐ１２ 

【関連する広域行政機構等】 

・美幌地域３町介護保険認定審査会、障害程度区分認定等審査会、北海道後期高齢者医療広域連合 

・網走地区消防組合 

・し尿、下水道処理業務（網走市と業務協定） 

 

（４）各種委員会の整理統合 

各種審議会・委員会について、その設置の必要性や運営状況、あるいは委員構成・委員数・

類似性等の観点から検討を加え、整理合理化を推進します。 

 推進項目２４ 各種審議会・委員会の整理、統合の検討         Ｐ１２ 
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４ 職員定員管理、給与の適正化及び人材の育成 

（１）職員定員管理 

厳しい財政状況のもと、より簡素で効率的な行政体制を構築するとともに、定員適正化計

画に基づき、行政需要や業務量に見合った必要 小限の職員数を見極めながら、職員の定員

適正化に努めます。 

推進項目２５ 職員の定員管理の適正化                Ｐ１３ 

 

（２）給与の適正化 

人事院勧告の準拠を基本とするものの、財政状況を見据えながら、各種手当の見直しや勤

務成績を適切に給与に反映していきます。 

 推進項目２６ 給与の適正化                     Ｐ１３ 

 

（３）公表 

広報誌やホームページを活用した職員定員や給与等について、状況を公表していきます。 

 推進項目２７ 定員・給与等の状況の公表               Ｐ１３ 

 

（４）人材の育成 

職員の意識改革はもとより、職員の意欲と能力など資質の向上を図るため、必要な職員研

修を実施するとともに、町政を担うにふさわしい知識や諸課題に立ち向かう意欲と能力、実

績等を的確、かつ、客観的に評価する人事評価制度を実施し、適材適所の人材活用や公正な

処遇、能力の開発を図ります。 

 推進項目２８ 職員研修の充実                    Ｐ１３ 

 推進項目２９ 人事評価制度の実施と充実               Ｐ１４ 

 

５ 自主、自律性の高い財政運営の確保 

（１）収入の確保 

収納率の向上を図るため、納税意識の高揚や口座振替の推進による自主納付率の向上や 

収納部門の連携強化を図ります。更に、滞納の解消のため税等収納率向上対策委員会におい

て滞納者に対する行政サービスの制限について検討します。 

推進項目３０ 収納率の向上                     Ｐ１５ 

        ①滞納者の処分の実施 

        ②行政サービス制限に関する制度等の検討 

③国保被保険者に対する資格証明書の発行検討 
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 推進項目３１ 収納取扱窓口や納付方法の拡大             Ｐ１６ 

 ①ふるさと応援寄附金のインターネット収納 

 推進項目３２ 新たな財源確保のための調査・研究・検討        Ｐ１６ 

①広告料収入の検討 

        ②行政資料等各種印刷物の有料化の検討 

        ③インターネット公有財産売却システムの検討 

 

（２）支出の抑制 

職員のコスト意識の高揚と、全庁的にムダ・ムラ・ムリの排除を徹底します。 

 推進項目３３ コスト意識の高揚                   Ｐ１７ 

 

（３）補助金・負担金の見直し 

補助金等の一つ一つを精査し、整理合理化を進めます。 

 推進項目３４ 補助金、交付金、負担金の見直し            Ｐ１７ 

 

（４）受益者負担の適正化 

町民間の不公平感を取り除くとともに、財源確保のため使用料等の見直しを定期的に実施

します。 

 推進項目３５ 使用料、手数料の見直し                Ｐ１７ 

①減免規定の見直し 

 

（５）未利用財産の処分 

未利用地やその目的が達成された施設など、調査・整理を実施し、実態を把握した上で売

却、賃貸、他用途での有効活用を推進します。 

 推進項目３６ 未利用財産の活用と処分                Ｐ１８ 

 

（６）公営企業の適正化 

計画性、透明性の確保と一層高い経営を行うため、適正な料金設定、未収金の収納強化、

経費節減など全般にわたる経営改善に努めます。 

 推進項目３７ 公営企業の適正化                   Ｐ１８ 
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（７）その他 

 推進項目３８ 財政計画の策定                    Ｐ１８ 

 推進項目３９ 財政状況の公表                    Ｐ１８ 

 

６ 行政サービスの向上と行政情報化 

（１）わかりやすい窓口へ 

来庁した目的に適切に対応できるような窓口を目指し、声かけ運動の実践や窓口表示の工

夫、各種証明書等の時間外交付サービスの充実などにより、窓口サービスの向上を図ります。  

推進項目４０ 窓口サービスの向上                  Ｐ１９ 

 推進項目４１ 苦情・要望等に対する迅速な対応            Ｐ１９ 

 推進項目４２ 各種証明書の閉庁日交付サービスの充実         Ｐ１９ 

 推進項目４３ 戸籍電算システムの導入                Ｐ１９ 

 

（２）行政情報化 

行政の情報化は、行政改革の推進や行政サービスの向上を図る上で有効な手段です。総合

行政ネットワークの推進、行政情報システムの検討を行います。また、光ファイバー網の活

用による議会中継放送及び内線電話網の整備を行いましたが、その他の有効な活用について

も検討します。 

また、本町のホームページの内容充実や各種申請書様式等の入手できる体制を構築します。 

 推進項目４４ 総合行政ネットワークの推進               Ｐ２０ 

推進項目４５ 行政情報システムの検討                 Ｐ２０ 

 推進項目４６ 地域ネットワークの有効活用               Ｐ２０ 

 推進項目４７ 各種申請書のホームページダウンロードサービスの実施   Ｐ２０ 

 



１　対話と協働のまちづくり
（１）町民参画と地域との協働に向けた環境づくり

1 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

2 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

3 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

検討

実施
　　　具体的な推進計画

項目番号

自治基本条例

町民の町政参加の促進及び情報の共有

年度別計画

自治基本条例の制定及び推進

年度別計画

実施内容等

　日本国憲法や地方自治法などの法の精神に基づき、簡素で効率的な
行政経営を実現するために、町民が自治を行う主役（主体）として行動す
るための実現方針と施策を定めた自治基本条例を制定するとともに、こ
の条例の実効性を高めるため、町民参画による委員会を設置し推進す
る。

総務課

町民意見公募（パブリックコメント）制度の導入項目番号

実施内容等

　町民に深く関わる政策等について、政策形成の段階から町民との情報
共有を図るための意見公募（パブリックコメント）制度を導入し、その意見
を反映し行政への参画の促進と協働による公正で開かれたまちづくりを
目指す。

町民との協働による開かれた町政の実現

町民の町政参画機会の拡充及び行政の町民に対する説明責任の遂行

総務課
全課

項目番号 各種審議会等委員の充実

実施内容等 年度別計画

審議会、委員会等は、町民の参画を得て広く町民の意見が反映される

目標

効果

（２）公正の確保と透明性の確保
4 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

5 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

実施内容等

項目番号

実施内容等

　各施策について、町民への積極的な情報提供を行うとともに、公平性・
透明性の確保に努める。
　また、町民に分かりやすく工夫を加えた広報誌やホームページでの公
表を図る。

全課

総務課
全課

町民の権利利益の確保

項目番号

年度別計画

公平性・透明性の向上、町民に対する説明責任の向上

円滑な行政運営

情報公開及び個人情報保護制度の周知

年度別計画

説明責任の向上

　情報公開及び個人情報保護制度の周知を行い、適切な運用を図る。

権利の擁護・透明性の確保・向上

各種審議会等委員の充実

町民の町政参画機会の拡充

　審議会、委員会等は、町民の参画を得て広く町民の意見が反映される
体制づくりが重要であるため、公募や女性委員の割合、年齢構成などバ
ランスのとれた審議会等の構成、またいくつもの委員を重複しないなどの
基準を設け、多くの町民が行政に参画できる機会の充実を図る。

総務課
全課

77



検討

実施
　　　具体的な推進計画

6 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

7 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

8 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

項目番号 広報誌・ホームページの内容充実

町民への説明責任の向上、町民と行政の情報共有

年度別計画

　行政情報の説明や行政需要の把握の機会を増やし、町民の視点に
立った行政運営を行うため、ふれあいトークおおぞら（町政懇談会）の開
催方法を検討しつつ積極的な活用を図る。

総務課

ふれあいトークおおぞら（町政懇談会）の内容充実

年度別計画

実施内容等

実施内容等

地域協働の推進

　広報誌やホームページによる情報提供や政策等の意見公募を求め町
民の意見、要望、提言等を行政に反映できる体制づくりと内容充実を図
る。
　また、町の情報提供の場としての行政情報はもとより、各種町民団体
やサークル活動等について、ホームページを通して支援できる方策を検
討する。

総務課

町民に対する説明責任の向上

項目番号 ふれあいトークおおぞら（町政懇談会）の充実

項目番号 審議会等の公開

実施内容等 年度別計画

　町民主体の自治を実現するためには、行政情報を町民と共有すること
が必要なので、広報誌やホームページ等により会議開催の周知及び会

総務課

目標

効果

（３）事務事業評価制度の導入
9 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

項目番号 事務事業評価制度の実施と外部評価制度の導入検討

年度別計画

外部評価制度の導入

行政経営型の行財政システムへの転換、行政運営における透明性の向上

　簡素で効率・効果的で成果重視型の行政経営の実践と総合計画の各
事業との関連付けのため、施策や事業の成果などを検証・評価し、次の
改革に結びつける事務事業評価制度を継続実施するとともに、この制度
の透明性を高めるため、町民目線に立った客観的な評価を行う外部評
価制度を検討し導入する。

行政内部による事務事業評価の実施

総務課
全課

会議公開の実施

町民への説明責任の向上、町民との町政情報の共有

要 、広報誌 等 り会議開催 周 及 会
議の議事録等の公開を行い、町民との信頼関係を築き、透明性の確保
と説明責任の向上を図る。
※すでに公開をしている会議：地域審議会

総務課
全課

実施内容等
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

２　効率的な事務事業の推進
（１）各事務事業の再編・整理・廃止・統合

10 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

11 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

12 項目内容

所管課

行政本来の役割を明確化し，新たな行政課題への対応を図る。

必要性・効果性・効率性の高い事業への財源・人材の集中

項目番号 事務事業の再編・整理、廃止・統合

実施内容等 年度別計画

　高度化・多様化する需要・要望に柔軟、かつ、的確に対応するため，事
務事業の効果や効率性の観点から、その目的を達成した事業等の廃
止・縮小や、類似する事業を統合するなどの見直しを行い、「受益と負担
の公平の確保」・「行政効率」に配慮しながら行政の本来果たすべき役割
の明確化を図り、事務事業の整理合理化を進める。
※毎年度検討を加えながら対応

全課

項目番号 合併協議における積み残し事業の調整

実施内容等 年度別計画

項目番号 各種イベントの見直し

実施内容等 年度別計画

各種イベントの見直しを行い、今後のあり方について検討

必要性・効果性・効率性の高い事業への財源・人材の集中

　各種イベント等を廃止、統合、再編など見直しし、更に効果の高いイベ
ントへ改善を図る。
※開催後の実行委員会や行政内部の評価などを基に毎年度検討を加
え、一部見直しも実施。

関係課

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（２）施設の統廃合・複合化

13 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

効果的・効率的な事務事業の遂行

経費節減、住民サービスの向上

実施内容等 年度別計画

　町民サービスの向上と経費削減の観点から、利用状況などを精査し、
休館日の設定、開館期間・時間の検討、工夫を行うことにより、利便性の
向上や施設運営経費の縮減を図る。
　老朽化に伴い新たに公共施設を建設するときには、既存の公共施設の
状況をふまえ、統合・廃止・転用・複合化を検討するための調査・研究を
行う。

関係課

項目番号 公共施設の有効活用と統廃合等の検討

調整中事業の早期完了

経費の節減、業務の効率化

　合併協議において、合併後に調整することになっている事務事業の調
整を行う。
【対象事業：９６件】　≪合併事務事業総数：６８６件≫
　３年以内：８６件（内調整中：15件、未着手 0件）
　５年以内：　４件（内調整中：　2件、未着手 0件）
　そ の 他：　６件（内調整中：　2件、未着手 0件）
　※平成２２年度末現在

総務課
全課

実施内容等 年度別計画
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

14 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（３）効率的な民間委託等

15 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

16 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

　今後実施する公共施設等の整備にあたっては、行政サービスの向上と
効率的な行政経営の実現を図るため、民間の持つ資源や創意工夫を生
かすＰＦＩ手法等、民間活力の活用について検討する。

関係課

　行政の守備範囲や役割、行政にしかできないこと、民間に委ねることに
よって効率化が図れることなどを見極めた上で、定員管理・費用対効果・
安全性・公共性の確保等を踏まえ、活用すべき方法の検討と検証を行
い、積極的に外部委託・民間委託（アウトソーシング）を推進する。

総務課
全課

実施内容等 年度別計画

民間活力の積極的な活用

経費節減、サービス水準の向上

項目番号 ＰＦＩ手法等民間活力の活用の検討

項目番号 民間委託の推進

毎年度、民間委託について検討を行い、積極的な民間委託を推進

民間活力の活用、経費節減、行政資源の有効活用

実施内容等 年度別計画

項目番号 委託業務の見直し

実施内容等 年度別計画

23 24 25 26 27 28

目標

効果

17 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

更なる公の施設の指定管理者制度の導入

民間活力の活用、町民サービスの向上、経費節減

実施内容等 年度別計画

　現在、町直営で管理運営を行っている公の施設も、個別法令の規定で
制限のあるものを除き、官民の役割分担を整理した上で、費用面やサー
ビス面など様々な面から制度導入を推進する。
【今後想定施設：町営牧野、東藻琴生涯学習センターなど】

総務課
関係課

項目番号 指定管理者制度の推進

　現在実施している委託業務を適切に評価し、委託内容、委託先、委託
業務の統合などの見直しを行う。

総務課
関係課

毎年度、民間委託について検討を行い、積極的な民間委託を推進

民間活力の活用、経費節減、行政資源の有効活用
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

（４）公共工事のコスト構造改革

18 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

19 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（５）公営企業等の経営健全化

20 項目内容

所管課実施内容等 年度別計画

項目番号 公営企業の経営健全化の促進

指針の見直し

経費節減、公平性・公正性の確保、透明性の向上

実施内容等 年度別計画

　入札・契約の公平性、透明性、客観性及び競争性の向上を図る必要性
から、発注者が取り組むべき指針の見直し及び検討を随時行う。
　また、電子入札制度及び一般競争入札についても調査・研究を行う。

建設課

実施内容等 年度別計画

情報公開の推進

透明性の向上

項目番号 入札制度の見直し

　広報やホームページなどを積極的に活用して、入札の過程・結果を公
表する。

建設課
関係課

項目番号 入札に関する情報公開の推進

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

一般会計からの繰り出し抑制

特別会計の経営健全化、繰出金の抑制

実施内容等 年度別計画

　指定管理者制度等の民間的手法の導入、事務事業の見直しなどを積
極的に進め、一層の経営健全化を推進し、受益と負担に配慮した独立採
算を基本としつつ、一般会計からの繰り出しを 小限に抑制する。
【今後想定業務：簡易水道事業の統合　３事業⇒１事業への統合】

建設課
関係課
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

３　時代に即した組織・機構の確立
（１）組織・機構の見直し

21 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（２）外郭団体等の効率的な運営

22 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（３）広域行政の推進

23 項目内容

外郭団体の自主的運営の促進

外郭団体の役割の明確化、経費削減、業務の効率化

項目番号 広域行政機構（ 部事務組合）の連携 推進の検討

項目番号 外郭団体の自主運営の促進

実施内容等 年度別計画

　団体の役割、機能及び成果が充分に発揮されているか検証・評価した
うえで、業務の効率化、組織機構、町からの財政的・人的関与の見直し
や経営基盤のあり方を検討し、民営化等も含め、自立に向けた緊密な連
絡調整と積極的な指導・監督を行う。

関係課

実施内容等 年度別計画

状況に合わせた継続的な組織・機構の再編

効果的・効率的な事務事業の遂行、意思決定の迅速化、責任の明確化、管理職の削減

　事務事業の動向、行政需要に即した簡素で効率的な業務執行体制を
目指し、スクラップ・アンド・ビルドを基本に、事務事業を円滑に遂行でき
る組織・機構の見直しを継続的に行う。また、地域実態の把握や課内外
の連携・調整機能の強化を図る。

総務課

項目番号 組織・機構の見直し

23 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（４）各種委員会の整理統合

24 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

各種審議会・委員会の整理合理化

業務の効率化、経費節減

実施内容等 年度別計画

　各種審議会・委員会について、その設置の必要性や運営状況、あるい
は委員構成・委員数・類似性等の観点から見直しを行い、整理合理化を
推進する。
【特別職公務員(H23.4.1)：３４委員会、２９３人委員数】

関係課

実施内容等 年度別計画

広域行政機構（一部事務組合）の複合化

広域行政機構（一部事務組合）の役割の明確化、業務の効率化、経費節減

項目番号 各種審議会・委員会の整理、統合の検討

　し尿、下水道処理や介護保険、障害者認定審査会等は、広域行政機
構（一部事務組合）等を活用している。今後は、広域的な処理が適切な
事務事業についても共同化を検討し、広域行政の活用に努める。
　また、業務の質・量、組織体制、施設維持管理費等総合的に勘案したう
えで、更に事務の共同化と適正負担に努め、簡素で効率的な運営（業務
の整理・統合化）となるよう助言する。

関係課

項目番号 広域行政機構（一部事務組合）の連携、推進の検討
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

４　職員定員管理、給与の適正化及び人材育成
（１）職員定員管理

25 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

職員総数（各年４月１日現在） 148 146 140 134 134 132

退職予定職員 7 8 9 1 3

次年度採用予定職員 5 2 3 1 1

削減者数 2 6 6 0 2

目標

効果

（２）給与の適正化

26 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

勤務成績を給与に反映し、諸手当の更なる見直し

町民から理解の得られる給与制度の構築

実施内容等 年度別計画

　人事院勧告を基本とするものの、財政状況を見据えながら各種手当の
見直しを行い、また勤務成績を適切に給与へ反映していく。

総務課

実施内容等 年度別計画

項目番号 給与の適正化

平成28年4月1日現在職員数：132人　（削減数：46人、25.8％減）

定員の適正化、人件費の削減

　組織・機構の簡素化と合理化、事務事業の民間委託（アウトソーシン
グ）、情報化による事務処理の効率化などを推進するとともに、定員適正
化計画に基づき、行政需要や業務量に見合った必要 小限の職員数を
見極めながら、定員の適正化に努める。

総務課

項目番号 職員の定員管理の適正化

※職員数は、消防職員を除く全一般
職員数である。

効果

（３）公表

27 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（４）人材の育成

28 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

　職員の意識改革を進め、創造性豊かな職員を育成するため、政策立案
能力・法務実務能力の形成など必要な研修を実施する。
【外部研修：北海道及び町村会主催の政策法務、指導能力等研修並び
に北海道派遣研修等】
【内部研修：外部講師を招き、全職員対象の研修】

総務課

項目番号 職員研修の充実

実施内容等 年度別計画

自ら考え行動する職員の育成

職員の能力開発・発揮、勤務意欲の喚起、多様な人材の育成・確保

実施内容等 年度別計画

毎年、定員・給与等の状況を公表

町民から理解の得られる給与制度・職員数の構築

　職員の定員及び給与等について、広報誌やホームページなどを積極的
に活用し、状況の公表をする。

総務課

町民から理解の得られる給与制度の構築

項目番号 定員・給与等の状況の公表
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

29 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

勤務実績、組織の活性化、町民に信頼される職員を目指した人事評価制度の実施と内容の充実

職員の勤務意欲の向上、人事評価における客観性・公平性・透明性の向上

実施内容等 年度別計画

　国の公務員制度改革の動きを注視しつつ、町政を担うにふさわしい知
識や諸課題に立ち向かう意欲と能力、実績等を的確、かつ、客観的に評
価し、適材適所の人材活用や公正な処遇、能力の開発を図る人事評価
制度を実施し、内容の充実を図る。

総務課

項目番号 人事評価制度の実施と充実
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

５　自主、自律性の高い財政運営の確保
（１）収入の確保

30 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

23 24 25 26 27 28

目標

効果

23 24 25 26 27 28
②行政サービス制限に関する制度等の検討
　負担の公平性の観点から、滞納者の納税に対する意識向上のため、
町単独の個人に対する補助金及び助成金など行政サービスの制限に関
する制度 拡充を検討する

住民課
関係課

①滞納者の処分の実施
　悪質な滞納者に対し、差押えや強制退去・停止等法的手段を執行す
る。
　また、滞納者から差押えた財産については、国税徴収法に基づき売却
（公売）する手続きの一つでもあるインターネットを利用することで、多数
の入札者の確保と入札者同士のせり売りにより、より高い金額での落札
が期待でき、売却代金を滞納へ充当することで徴収率の向上につながる
ため、調査・検討を行い実施する。

住民課
関係課

町税、使用料等の収納率の向上、滞納者の減少、納税意識等の向上

自主財源の確保、税等負担の公平化・合理化、増収

実施内容等 年度別計画

　自主財源の確保と町民負担の公平性の観点から、税及び税外収入金
の収入率の向上、滞納解消が必要である。
　収納率の向上を図るため、納税意識の高揚、納付場所の拡大や納付
時間の延長を検討し、口座振替制度の拡大による自主納付率の向上、
更には、差押処分等の法的措置の検討や徴収収納体制の充実と収納
部門の連携強化を図る。

住民課
関係課

町税、使用料等の収納率向上（各年度の目標値を設定）

自主財源の確保、税等負担の公平化・合理化、増収

項目番号 収納率の向上

目標

効果

23 24 25 26 27 28

目標

効果

町税、使用料等の収納率の向上、滞納者の減少、納税意識等の向上

自主財源の確保、税等負担の公平化・合理化、増収

③国保被保険者に対する資格証明書の発行の検討
　国保税滞納者の納税相談・納付指導を行うため短期被保険者証（3箇
月更新）交付による収納向上のほか、悪質な滞納者に対して資格証明書
（診療報酬10割自己負担）の発行を検討する。

福祉課
住民福祉課

町税、使用料等の収納率の向上、滞納者の減少、納税意識等の向上

自主財源の確保、税等負担の公平化・合理化、増収

する制度の拡充を検討する。
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

31 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

23 24 25 26 27 28

目標

効果

32 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

①ふるさと応援寄附金のインターネット収納
　ふるさと応援寄附金の収納方法について、インターネットで提供してい
る公金支払い「ふるさと納税」サービス（有料登録）を導入することによ
り、寄附収納方法の利便性の向上（クレジット払い）が図られるため、調
査・検討し実施する。

住民課

収納の利便性による寄附金の増収

自主財源の確保、インターネットを通じ大空町の情報を発信

住民課
建設課
関係課

収納率の向上

財源の確保、増収。町民サービスの向上

項目番号 収納取扱窓口や納付方法の拡大

実施内容等 年度別計画

　納付場所の拡大や納付時間の延長など多様な住民ニーズに応えるた
め、夜間でも税金及び公共料金の納付ができるようコンビニなど収納窓
口やクレジットカードによる納付の可能性について検討する。

実施内容等 年度別計画

　地方交付税や税収入が減少する中、複雑・多様化する行政需要に的
確に対応していくためには、新たな財源や公平な負担を求め検討してい
く必要がある。財政基盤の安定強化を図るため、企業誘致や地域の特性
を生かした振興施策等について調査・研究するとともに、支援措置があ
る有効な制度の活用を図る。

総務課

項目番号 新たな財源確保のための調査・研究・検討

目標

効果

23 24 25 26 27 28

目標

効果

23 24 25 26 27 28

目標

効果

23 24 25 26 27 28

目標

効果

公平な負担と新たな財源の確保

自主財源の確保、増収

総務課
関係課

②行政資料等各種印刷物の有料化の検討
　公平な負担と自主財源確保のため、町勢要覧、その他行政資料（町
史・地図類を除く）で作成に多額の費用が生じるものについて、官公庁・
町民を除き有料化を検討する。

③インターネット公有財産売却システムの検討
　町が所有する不用物品等公有財産について、地方自治法に基づき売
却（公売）する手続きの一つでもあるインターネットを利用することで、多
数の入札者の確保と入札者同士のせり売りにより、より高い金額での落
札が期待でき、財源の確保と不用物品等の廃棄処分に要する費用負担
の軽減が図られるため、導入に向けた調査研究を行う。

総務課

新たな財源の確保

自主財源の確保、インターネットを通じ大空町の情報を発信

公平な負担、新たな財源の確保

自主財源の確保、増収

①広告料収入の検討
　自主財源の確保のため行政財産や情報提供媒体での広告利用が行
われている。ホームページなどへの広告掲載を実施しているが、更にな
る取り組みについて、調査・研究する。
【ホームページ、おおぞら四季彩通信、議会広報広告掲載済み】

総務課
関係課

新たな財源の確保

自主財源の確保、増収
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

（２）支出の抑制

33 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（３）補助金・負担金の見直し

34 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

個別の実情に応じた補助率の見直し

補助金・負担金の適正化、経費節減

　補助金等は、その必要性などを踏まえ予算編成時に精査しているが、
社会情勢の変化、行政需要の複雑多様化の中で、実態に合わせて常に
見直しが必要である。
　各補助金等の実情に応じた補助率（額）の設定、終期の設定等見直し
を進めるとともに、各種補助団体等には、独自財源確保のための検討や
補助金に頼らない団体運営の自律化について、指導及び助言を行う。

総務課
関係課

項目番号 補助金、交付金、負担金の見直し

実施内容等 年度別計画

項目番号 コスト意識の高揚

実施内容等 年度別計画

コスト意識の高揚

経費削減

　ミスコピー用紙裏面使用及び両面コピーの徹底による用紙節減、照明
等電化製品の節電など職員のコスト意識の高揚を図り、全庁的にムダ・
ムラ・ムリの排除を徹底するとともに、関係する外郭団体等へも同様に周
知徹底を図る。

全課

（４）受益者負担の適正化

35 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

①減免規定の見直し
　減免規定については、公平性・合理性の観点から使用料手数料の見
直しと併せて実施するとともに、運用の適正化を徹底する。（３年ごとに全
面的な見直しを実施）

総務課
関係課

実施内容等 年度別計画

　各種の使用料・手数料については、社会通念や受益者負担の原則に
基づいた見直しや運用、統一的な減免基準の設定が必要になっている。
各課（施設）において、利便性の向上と人件費や物件費等管理運営コス
トの削減、合理化に努めるとともに、随時適切な料金改定を行う。
　また、基準の定められていない備品類等については基準を設け、すべ
ての使用料・手数料において定期的に見直し料金改定を行う。
　（３年ごとに全面的な見直しを実施）

総務課
関係課

自主財源の確保、定期的（３年ごと）な見直し

受益者負担の公平化

実施内容等 年度別計画

自主財源の確保、定期的（３年ごと）な見直し

受益者負担の公平化

項目番号 使用料、手数料の見直し
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

（５）未利用財産の処分

36 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

（６）公営企業の適正化

37 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

簡易水道料金の見直し

経費の節減、収入の確保、負担の公平化

実施内容等 年度別計画

　計画性、透明性の確保により一層高い経営を行うため、中長期経営計
画の策定・見直しを行い、適正な料金設定、未収金及び滞納金の収納強
化、経費節減など全般にわたる経営改善に努める。
【今後想定業務：簡易水道料金の見直し】

建設課
関係課

用途廃止財産の処分

自主財源の確保・増収、財産管理経費の縮減、財産の有効活用

実施内容等 年度別計画

　未利用地や施設は、管理面で不必要な経費が生じ、財産の有効活用
がされていない。未利用地やその目的が達成された施設など、調査・整
理を実施し、実態を把握した上で売却、賃貸、他用途での有効活用を推
進する。（施設の統廃合により生じる余剰施設についても、施設の貸付
や売却を検討する）
【対象土地：女満別中学校横教職員住宅跡地、開発農業事務所跡地(女
満別)、旧道営事業監督員詰所横(東藻琴)等】

総務課
関係課

項目番号 公営企業の適正化

項目番号 未利用財産の活用と処分

（７）　その他

38 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

39 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

町民への情報開示

財政運営の透明性の確保

実施内容等 年度別計画

　町の財政状況を正確に把握し、財政運営が適正に行われているのか
を客観的に評価することが重要となる。現状を正しく周知し、効果的でわ
かりやすい手法を用いて資料を作成し、公表する。

総務課

実施内容等 年度別計画

将来を見通した財政運営

計画的な収支不足の解消

項目番号 財政状況の公表

　総合計画に基づく施策・事業を効率的、かつ、計画的に推進するため
に、将来の財政見通しを予想できる範囲で明らかにする。
また、長期的な展望に立って、限られた財源の効率的な運用を図るとと
もに、財源確保のために有利な財政措置となる合併特例債や政府資金
（財政融資資金・簡保資金）の繰上償還による公債費負担軽減対策の活
用を図り、健全な財政運営を行うための一定の指針となる財政計画を策
定する。

総務課

項目番号 財政計画の策定
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

６　行政サービスの向上と行政情報化
（１）わかりやすい窓口へ

40 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

41 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

42 項目内容

所管課実施内容等 年度別計画

項目番号 各種証明書の閉庁日交付サービスの充実

実施内容等

　町民から寄せられる苦情・要望等に対し的確・迅速な対応を怠ること
で、行政不信の拡大要因となっている。町民サービス向上のため、苦情・
要望等を集約し職員間で共有できる体制を充実し、再発防止を図る。
【ふれあい意見箱、町長へのメール等の制度の充実】

総務課
全課

年度別計画

町民の利用しやすい窓口への再編

町民満足度の向上

実施内容等 年度別計画

適切な接遇の徹底、総合的な窓口サービスの提供

効果的・効率的な行政サービスの提供

項目番号 苦情・要望等に対する迅速な対応

　来庁目的に適切に対応できるよう声かけ運動「いらっしゃいませ」の実
践、窓口等において柔軟に対応できる担当職員制（フロアーチーフ制）な
どの検討や窓口表示の工夫を行い、窓口等のサービスの向上を図る。
また、人事異動や病気休暇などにも対応できるよう、業務手続きのマニュ
アル化を図り、町民サービスを維持できるよう努める。

全課

項目番号 窓口サービスの向上

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

43 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

実施内容等 年度別計画

交付時間短縮と情報の一元管理

効果的・効率的な行政サービスの提供

　戸籍の交付時間短縮と役場・総合支所データ（情報）の一元化を図るた
め戸籍電算システムを導入する。

住民課
住民福祉課

多様なサービスの提供

効果的・効率的な行政サービスの提供

項目番号 戸籍電算システムの導入

実施内容等 年度別計画

　住民票等の各種証明書(住民票、印鑑証明書、税務関係証明書）の時
間外（事前予約制、開庁日の終業時～19：00）及び閉庁日の交付サービ
スを実施しているが、町民サービス向上のため充実について検討する。

住民課
関係課
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検討

実施
　　　具体的な推進計画

（２）行政情報化

44 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

45 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

46 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

年度別計画

行政情報化の推進

項目番号 地域ネットワークの有効活用

　現在の自庁内処理方式と外部委託方式について、導入コスト、運用コ
スト、セキュリティ対策等を総合的に調査・研究し、効率的なシステムの
運用方法を検討する。

総務課
関係課

実施内容等

実施内容等 年度別計画

町民サービスの向上、経費節減等

行政情報化の推進

町民サービスの向上、付加機能の活用

項目番号 行政情報システムの検討

実施内容等 年度別計画

　総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）は、国と全国の地方公共団体を専用
回線等で接続し、行政の情報化を行うものである。現在は安全な環境下
で公文書等のメール送信が行われている。今後は国、道の動向を見据
え、電子自治体の構築に向け活用を検討していく。

総務課

項目番号 総合行政ネットワークの推進

23 24 25 26 27 28

目標

効果

47 項目内容

所管課

23 24 25 26 27 28

目標

効果

使いやすいホームページの構築

　役場・総合支所間に平成18年自営光ファイバーが敷設され、地域ネット
ワークが構築され、議会中継放送及び内線電話網の整備を行った。今
後も情報通信の活用について検討する。

総務課

実施内容等

行政情報化の推進

町民サービスの向上、経費節減等

総務課
関係課

項目番号 各種申請書のホームページダウンロードサービスの実施

年度別計画

町民サービスの向上

　情報提供の場としてホームページを開設しているが、更に、情報発信
内容の充実を図るため、順次、各種申請書が入手できる体制を構築す
る。
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