
 

 

 

第９次芽室町行政改革大綱 実施計画書 
 

（後期）平成２７年度～平成２９年度 



 

１ 計画の考え方 

   本実施計画は、「第９次芽室町行政改革大綱」に基づいて、「職員の能力開発と人事管理」、「持続可能で効果的・効率的な行財政

システムの構築」、「行政の協働経営」、「町民視点に立った行政サービスの向上」、「情報共有の推進」の５つの基本的な方針に沿っ

て、実施項目ごとに取り組むべき実施内容、年度別計画及び担当部署を明示することによって、行政改革を着実に推進するもので

す。 

 

２ 計画の進行管理 

   本実施計画を確実に実施するため、「芽室町行政改革推進本部」を中心として全庁的な体制で取り組みます。また、実施状況等

については、「芽室町行政改革推進委員会」に報告し、外部評価を行っていただきます。 

   【内部評価】■所管課による内部評価：取組（実施）年度の翌年度に年度別計画に対する取組状況を進行管理表に記載し、評価

点を付す。 

■行革本部による内部評価：所管課評価を行革本部に報告し、町として内部評価を決定する。 

   【外部評価】■行革推進委員会による外部評価：内部評価を行革推進委員会に報告し、推進委員会による評価を行う。 

 

３ 計画の実施期間 

   本実施計画の実施期間は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間とします。 



後期実施計画進行管理表　実施項目・主管課一覧
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（24項目）

災害時情報提供の充実

3 行政の協働経営

4 町民視点に立った行政サービスの向上

5 情報共有の推進

窓口サービスの向上（待ち時間の短縮化）

積極的な行政情報の提供

町ホームページ機能の強化

公共サービスパートナー制度の拡大

水道事業民間委託の検討

住民対応の向上

各会計の財政計画策定（簡易水道特別会計）

各会計の財政計画策定（上水道事業会計）

各会計の財政計画策定（公立芽室病院事業会計）

公金徴収一元化の検討

2 持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

各会計の財政計画策定（集落排水特別会計）

各会計の財政計画策定（国民健康保険特別会計）

各会計の財政計画策定（介護保険特別会計）

町有資産の活用促進（売却・有効活用）

総務課

総務課

各会計の財政計画策定（公共下水道特別会計）

地域集会施設等の再配置計画の策定

農村保育所の適正配置（統廃合）

財政運営の健全化

総務課

子育て支援課

企画財政課

住民生活課

保健福祉課

公共施設使用料の見直し

第9次行政改革の基本的な方針 実　施　項　目

1 職員の能力開発と人事管理 人材育成の推進

適切な定員管理

新たな任用制度の導入

組織・機構の見直し

主管課

総務課

総務課

総務課

総務課

住民生活課

総務課

企画財政課

総務課

水道課

水道課

水道課

水道課

水道課

公立芽室病院

税務課

企画財政課

総務課



 □ 継　 続

 ■ 変 　更 （理由）一般職員への人事考課導入、人材育成基本方針を見直すこととしたため。

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

１　職員の能力開発と人事管理

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署

現状・問題点

　平成22年3月に策定した『芽室町人材育成基本方針』に基づき、職員として求められる職
員像を目指すため、能力開発（職員研修）・実践（業務遂行）・評価（人事考課）をサイクルさ
せながら、職員の資質向上に努めている。
　時代の変化とともに変わる職員像を確認しながら、人材育成基本方針の見直しを検討す
る。

総　　務　　課

見直し事項

平成28年度
　職員研修計画・実施計画の策定
　職員研修の実施

平成29年度
　職員研修計画・実施計画の策定
　職員研修の実施

年度別計画

想定される効果 　職員の能力向上により、町民全体の福祉の向上につながる。

実施項目 1-1 人材育成の推進

平成27年度

　職員研修計画・実施計画の策定
　職員研修の実施
　人材育成基本方針の検証・見直し
　平成28年度から一般職員への人事考課の導入

実施概要
（目標値）

　時代に即した職員育成のため、職員研修を充実させる。
　平成28年度から導入予定の一般職への人事考課（給与反映等）について、スムーズな実
施を目指す。



 □ 継　 続

 ■ 変 　更 （理由）　職員定数計画を新たに策定し、職員定数の維持を目指すこととしたため。

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
　業務量調査の実施
　職員定数計画の確認・検証

平成28年度
　業務量調査の実施
　職員定数計画の確認・検証

平成29年度
　業務量調査の実施
　職員定数計画の見直し（計画最終年度平成29年度）

想定される効果 　業務量にあった人員の確保を行い、人件費の抑制が行なえる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　　務　　課

１　職員の能力開発と人事管理

実施項目 1-2　適切な人員管理

見直し事項

現状・問題点

　平成16年度に策定した『職員定数適正化計画』については、10年間で50人（病院技術職
員除く）の定数削減を目指したものであったが、国における施策の変化・権限の委譲・業務
の高度化等による業務量の増加等に伴い、平成21年度以降計画人数を上回る状態が続い
たことから、平成24年度に見直し（『職員定数計画』を策定）を行い、職員定数の維持を目指
すものとした。

実施概要
（目標値）

　必要な職員数については、毎年実施している業務量調査を基本に今後想定される業務を
鑑みながら職員数確保を行っていく。
　毎年の業務量を参考に人員を配置するため、計画的に人数を設定することは困難な状況
にあるが、必要最低限の人数で最大限の能力が発揮できるような人材育成に努めていき
たい。



 □ 継　 続

 ■ 変 　更 （理由）　再任用制度や任期付き職員任用制度を導入したため。

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
　任用制度全体の状況確認・検証
　他の任用制度の導入検討

平成28年度
　任用制度全体の状況確認・検証
　他の任用制度の導入検討

平成29年度
　任用制度全体の状況確認・検証
　他の任用制度の導入検討

想定される効果
　様々な任用制度を検証・導入することにより、新たな雇用機会の創出・安心して働ける職
場環境の充実等を図ることができる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　　務　　課

１　職員の能力開発と人事管理

実施項目 1-3　新たな任用制度の導入

見直し事項

現状・問題点

　再任用制度の導入については、平成27年度から実施する。
　また、期限付き職員の任用についても、平成27年度から導入する予定である。
　他の任用（臨時職員）制度についても検証を行い、職場全体として効率的な人員の配置
に努めるものである。

実施概要
（目標値）

　新たな任用制度の導入によって、組織の活性化や業務量に対する柔軟な雇用の確立を
目指す。



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
組織・機構検討委員会を設置し、現行組織・機構の確認と検証を行い、必要に
応じて条例、規則改正を行う。

平成28年度
組織・機構検討委員会を設置し、現行組織・機構の確認と検証を行い、必要に
応じて条例、規則改正を行う。

平成29年度
組織・機構検討委員会を設置し、現行組織・機構の確認と検証を行い、必要に
応じて条例、規則改正を行う。

想定される効果
　限りある資源を有効に活用し、効率的・効果的な行政運営が可能になり、また、町民に
とって分かりやすく利用しやすい組織となる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　務　課

１　職員の能力開発と人事管理

実施項目 1-4  組織・機構の見直し

見直し事項

現状・問題点

　平成20年度の組織・機構の見直しにより、部長制の廃止、グループ制から係制に戻す機
構改革が実施され、さらに平成24年度から一部課の分離や係の統廃合が実施された。
　地方分権のさらなる推進が予想されることや業務量にも変化が生じることなどから、組織・
機構の見直しが必要である。

実施概要
（目標値）

　職員参加型による検討を行うため、職員による組織・機構検討委員会を設置し、時代に最
適な行政組織を実現していくため、効率的な組織のあり方について毎年見直しを行う。



 □ 継　 続

 ■ 変 　更 （理由）現状・問題点等の状況が変わったため。

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度 各公共施設の使用実態等の調査・検証

平成28年度
〇基本方針の見直し検討
〇基本方針に基づく使用料の改定（平成29年4月～）
〇町民に対する周知

平成29年度 各公共施設の使用実態等の調査・検証

想定される効果
　施設の有効利用や利用者の増加など本来の設置目的が達成され、地域コミュニティの活
性化や町民の健康の増進等が図られる。その結果、使用料の増収も期待され、財政基盤
の安定化が図られる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　務　課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-1 公共施設使用料の見直し

見直し事項

現状・問題点

　平成14年度に策定した「芽室町公共施設使用料等適正負担指針」を見直し、平成23年度
に新たな受益者負担のあり方を定めた「芽室町公共施設使用料設定の基本方針」を策定し
た。この基本方針に基づき平成24年4月から使用料の改定を行った。また、基本方針には、
5年ごとに見直し作業を行う旨を定めた。

実施概要
（目標値）

　平成23年度に策定した「芽室町公共施設使用料設定の基本方針」には、5年ごとに使用
料の見直し作業を行う旨を定めたことから、平成28年度に見直しの検討を行い、検討結果
によっては平成29年4月から使用料の改定を行う。



 □ 継　 続

 ■ 変 　更 （理由） 新たに未利用地として確定したものを計画に追加して進行管理を行うため。

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
　未利用地の確定、公表及び売却
　「公共未利用地活用計画」の進行管理と見直し

平成28年度
　未利用地の確定、公表及び売却
　「公共未利用地活用計画」の進行管理と見直し

平成29年度
　未利用地の確定、公表及び売却
　「公共未利用地活用計画」の進行管理と見直し

想定される効果 　管理費の軽減、財源の確保、固定資産税の増額。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　務　課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-2  町有資産の活用促進(売却・有効活用）

見直し事項

現状・問題点
　売却等を進めるため未利用地の確定が必要だが、市街地は確定できるが、郊外地は現
地の確認が困難な場合が多く確定が進んでいない。

実施概要
（目標値）

　未利用地と確定した土地については、公表し売却を進める。「公共未利用地の有効活用
に関する指針」に基づき策定した「公共未利用地活用計画」について、事業終了等により新
たに未利用地として確定した土地を追加し進行管理を行う。



 □ 継　 続

 ■ 変 　更 （理由） 公共施設等総合管理計画策定に伴い、年度別計画を変更したため。

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
　公共施設等総合管理計画策定に必要となる、地域集会施設にかかる現状
や利用実態などの資料作成を実施。並行して地域集会施設再整備計画策定
に向けた資料作成を実施。

平成28年度 　公共施設等総合管理計画に沿った、地域集会施設再整備計画を策定。

平成29年度 　地域集会施設再整備計画に基づいた施設整備の実施。

想定される効果
　改修に伴いバリアフリーなど施設を利用する町民が安全、快適に利用できるようになり、
地域コミュニティの活性化が図られる。また、維持管理費を削減することができるとともに、
再配置による施設数の適正化が図られる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　務　課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-3  地域集会施設等の再配置計画の策定

見直し事項

現状・問題点
　地域集会施設等は一部を除き老朽化が進み、維持管理費及び修繕費等の経費が年々
増加してきている。老朽改修、耐震改修の実施や改築等全町的な方向性を定めていないこ
とから、改修や改築を計画的に実施できない。

実施概要
（目標値）

　「公共施設等総合管理計画」策定後、個別計画として地域コミュニティや地域活動の再調
整を踏まえ再編成し、災害に強いまちづくりの視点と地域活動の場として利便性の向上を
目指す「地域集会施設再整備計画」を策定する。この計画により、財政の平準化を図りつつ
施設の整備を進める。



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度 関係者との意見交換、芽室町農村地域保育所再整備計画策定

平成28年度 芽室町農村地域保育所再整備計画に基づく体制整備、住民への周知

平成29年度 芽室町農村地域保育所再整備計画に基づく体制整備、住民への周知

想定される効果 　農村地域保育所運営体制が明確となり、より良い保育環境づくりが図られる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 子育て支援課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-4 農村保育所の適正配置（統廃合）

見直し事項

現状・問題点

①農村地域保育所は７か所（H25.4.1現在）で建設年度順に施設名及び構造は次のとおりである。美生（S44・木造）、祥栄
（S53・木造）、上美生（S54・RC）、北伏古（S58・木造)、明正（S59/H15増・木造）、中伏古（S63・木造）、上伏古（H2・木造）、上美
生（S54・RC）。なお、建築後30～40年経過した保育所では老朽化が著しく耐震補強等に課題がある。
②農村地域保育所の１か所あたりの通所児は平均２０人程度であるが、保育所行事と地域（保護者）行事を合同開催するなど
地域コミュニティの中でも重要な位置付けとなっている。
③一定程度の集団保育の機能を確保するために保育所の休所条件を「入所児童数が１０人を下回ることが３年続き、翌年以
降もその状況が継続する際」と定め、当該要件が見込まれるときは２～３年前から地域（保護者会・行政区長・社会教育協会
等）に説明し理解を得ながら手続きを進めている。
④保育所への保育士配置は正職員1名と（児童数に応じて）臨時保育士数人で全員女性である。危機管理対策（マニュアル・
訓練）は講じているものの、農村地域保育所の立地条件（付近に民家がなく施設が点在している等）や最近の犯罪や自然災害
等の状況を鑑みると早急にいっそうの対策を検討する必要がある。
＜まとめ＞
　主要課題として、①「子どもが安心して成長できる保育環境の整備」、②「少子化による施設運営のあり方」、③「施設の老朽
化による安全性・耐震性の確保」、④「危機管理体制の整備」、⑤「公共・民間・地域の役割分担の再考」を掲げ、これらの課題
の整理を念頭に、農村地域保育所の新たな展望計画を策定する。

実施概要
（目標値）

　運営方法及び施設再編について、芽室町総合計画（後期）を前提とし、芽室町保育基本計画（後期）との整合
性を図り、「芽室町農村地域保育所再整備計画」を策定する。この計画により、より良い保育環境づくりを進める。



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
　第4期総合計画に基づく
　　（１）財政計画の見直し
　　（２）見直しの公表

平成28年度
　第4期総合計画に基づく
　　（１）財政計画の見直し
　　（２）見直しの公表

平成29年度
　第5期総合計画に基づく
　　（１）前期計画にかかる中期財政計画策定
　　（２）公表

想定される効果
　毎年度見直すことで町財政の態様が明確になり、歳入に見合うメリハリのある行政運営
が図られる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 企画財政課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-5 財政運営の健全化

見直し事項

現状・問題点

　本町における町税などの自主財源比率は約36％で国や道からの財源に大きく依存してお
り、将来的な担税人口の減少や地方交付税の継続的な増加が見込めない状況を踏まえる
と、町の歳入構造は更に厳しくなる。また、小・中学校体育館の老朽改修など大きな財政負
担が見込まれる中、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政状況を示す
健全化判断比率などの4指標を鑑み、新規町債発行額を抑制していることから、多額の基
金の取り崩しを余儀なくされる状況にある。

実施概要
（目標値）

　財政計画の見直し



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度 中期財政計画の見直し及び推進

平成28年度 中期財政計画の見直し及び推進

平成29年度 中期財政計画の見直し及び推進

想定される効果
　健康の維持、促進を図り、医療費の増大を抑制することにより、町民負担の軽減が図られ
る。
　また、中期財政計画を策定することで、保険財政基盤の安定化が図られる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 住民生活課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-6  各会計の財政計画策定（国民健康保険特別会計）

見直し事項

現状・問題点

　本町の国民健康保険事業は、高齢化の進行、疾病構造の変化、医療の高度化・多様化
に伴い、保険給付費が伸び続けている。特に、国民健康保険特別会計の財政状況は、平
成14・15年度は赤字決算という厳しい状況であったが、平成16年度以降は黒字を維持して
きたところであるが、平成23年度に再び赤字に転落し、その財政は危機的な状況にある。
今後、国民健康保険事業の安定的な運営を図るためには、更に財政の健全化に努める必
要がある。

実施概要
（目標値）

　保険事業の経営健全化に向けて、保健事業等との連携強化や医療費適正化などの総合
的な施策の充実を図り、医療費の抑制に努めるとともに、法定外繰出金のルール化による
一般会計繰出金の抑制等、財政健全化の中期財政計画を策定する。



 □ 継　 続

 □ 変 　更

 □ 終　 了 （理由）

 ■ その他

 □ 新　 規

想定される効果

①介護給付に応じた保険料となり、財務基盤の悪化を防止できる。
②特別会計の財政基盤が強化され、保険料負担の軽減効果が期待できる。
③事業所請求事務の適正化と介護サービスの質の向上が期待できる。
④総合事業を加えた効果的で効率的な介護予防事業により介護移行と重度化の防止を図
ることで介護給付費を抑制し、介護保険料及び一般会計繰出金の軽減につながる。
⑤高齢者の地域ボランティアへの参加により、生きがいの機会の確保、介護予防及び共助
を推進する。また、ポイントの換金により、介護保険料負担の軽減につながる。

年度別計画

平成27年度

・第6期介護保険料への改定と周知
・介護保険料を含む収納一元化の実施
・既存介護予防事業の継続実施と総合事業を加えた効果的で効率的な新しい介護予
防事業の検討
・介護予防ポイント推進事業の周知・普及

平成28年度
・既存介護予防事業の継続実施と総合事業を加えた効果的で効率的な新しい介護予
防事業の検討
・介護予防ポイント推進事業の周知・普及

平成29年度
・総合事業を加えた効果的で効率的な新しい介護予防事業の実施
・介護予防ポイント推進事業の継続
・第7期介護保険事業計画策定

実施概要
（目標値）

①第6期介護保険事業計画策定に伴う介護保険料の改定
②収納一元化による保険料納付者の利便性と介護保険料収納率の向上
③介護サービス事業者への実地指導の実施
④総合事業を加えた効果的で効率的な介護予防事業を検討し、推進することによる高齢者
の認知症予防、体力増進
⑤介護予防ポイント推進事業の推進

第９次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第９次行政改革の基本的な方針　
担当部署 保健福祉課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-7  各会計の財政計画策定（介護保険特別会計）

見直し事項

（理由）　

（理由） 第6期介護保険事業計画（平成27～29年度）策定に伴い修正。

現状・問題点

　第6期介護保険事業計画期間中（平成27～29年度）の介護保険料基準額は、5,610円で前
期比510円の増加となる見込みである。
　要因としては、介護保険施設入所者・ショートステイ利用者等を主とした世帯分離による
補足給付の増加と保険料所得段階の低下、介護給付費に占める第１号被保険者保険料負
担割合の増、認定者の自然増などがある。
　今後も75歳以上人口と認知症高齢者の更なる増加が見込まれることから、現行金額から
の上昇が抑制されるよう、介護予防事業の充実を含め実効性のある施策を検討し実施して
いく必要がある。



 □ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 ■ 終　 了

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

想定される効果

年度別計画

平成27年度

平成28年度

平成29年度

見直し事項
（理由）平成25年度下水道中期ビジョンを策定し、ビジョン成果をもとに平成26～35年度を期間と
した公共下水道特別会計財政計画を策定した。
　今後の見直しは、5年後の平成30年度を予定。

現状・問題点

実施概要
（目標値）

実施項目 2-8  各会計の財政計画策定（公共下水道特別会計）

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 水道課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築



 □ 継　 続

 ■ 変 　更

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

想定される効果 　良好な生活環境の保持が図られる。

年度別計画

平成27年度
上美生農業集落排水施設機能診断の実施
個別合併浄化槽維持管理計画の作成

平成28年度
上美生農業集落排水施設最適整備構想策定の実施
個別合併浄化槽維持管理費等の精査検証

平成29年度 集落排水特別会計財政計画の策定

見直し事項

（理由）平成27年度に集落排水施設機能診断・平成28年度に同施設最適整備構想策定実施予
定となったことから、個別合併浄化槽設置・更新等計画と合わせ平成29年度の財政計画策定に
変更する。

現状・問題点

・上美生農業集落排水
　上美生農業集落排水は昭和53年度供用開始以来34年を経過し今後施設更新の検討が
必要な時期となっている。
・個別合併浄化槽
　平成6年度より実施している個別合併処理浄化槽新設事業は平成24年度末には約670基
の設置となり、現在今後の新設・維持管理・更新計画策定に向けた作業を進めている。

実施概要
（目標値）

　現在策定を進めている個別合併浄化槽の設置・更新等計画により予算の平準化・施設の
重要性・緊急性を考慮した財政計画の策定を取り進める。
　集落排水施設機能診断及び最適整備構想策定により今後の集落排水施設維持管理並
びに更新等整備に合わせた財政計画の策定を取り進める。

実施項目 2-9  各会計の財政計画策定（集落排水特別会計）

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 水道課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築



 □ 継　 続

 ■ 変 　更

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

想定される効果 　安全安心な飲用水の供給が図られる。

年度別計画

平成27年度
　河北簡易水道更新事業（道営営農用水・芽室町簡易水道合併施工）の事業
費精査

平成28年度
　河北簡易水道地域を参考に他地域の更新計画の策定
　簡易水道特別会計財政計画策定

平成29年度 簡易水道特別会計財政計画の推進

見直し事項

（理由）　平成26年度から河北簡易水道の更新事業として道営事業による営農用水事業が始ま
り、事業費等の精査が進んでいる事から、他地区の参考とした全体計画の作成を進める。

現状・問題点

　現在本町における簡易水道事業は3地区4配水系統を管理している。
　昭和43年の上美生簡易水道事業創設以降、昭和59年の美生地区、昭和60年の河北地区と
事業創設後一定の経過年数を経たことから、施設の老朽化が進んできている状況である。
　特に管路においては当時使用の塩化ビニール管の劣化に伴う漏水の発生や浄水場をはじめ
とする各施設の修理更新が必要となってきている。
　今後施設の更新をはじめとする地区全体の更新計画を平成23年度策定の芽室町水資源対策
基本計画に沿って実行していく中で今後の財政計画の策定を行っていかなくてはならない。

実施概要
（目標値）

　平成24年度において河北地区簡易水道事業認可変更調査を実施しており、今後その成
果をもとに今後の更新計画を策定していきたい。
　各施設の修理更新に対し優先順位・予算の平準化を図りつつ財政計画の策定を進める。

実施項目 2-10  各会計の財政計画策定（簡易水道特別会計）

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 水道課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築



 □ 継　 続

 ■ 変 　更

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

想定される効果
　安全・安心な飲用水の供給。
　持続可能な上水道事業会計の確立。

年度別計画

平成27年度
施設更新計画の作成（上水道施設整備基本計画に沿った施設整備の優先順
位等の検討による）
上水道施設整備基本計画における財政見通しの精査

平成28年度 上水道事業会計財政計画策定

平成29年度 上水道事業会計財政計画策定の推進

見直し事項

（理由）平成26年度に上水道事業施設整備基本計画策定を取り進めている。
　基本計画と並行し資産管理（将来の更新計画・財政収支）の検討を取り進めており内容を精査
し財政計画へと進めていく。

現状・問題点

　昭和34年供用開始以降施設の一部には53年を経過し老朽化が進んでいる状況である。
　年次計画により老朽管（石綿管等）の布設換え事業をはじめ各種機器の更新事業を取り
進めているものの今後全面的な更新計画策定が求められている。
　平成24年度には芽室浄水場施設の耐震診断が行われ、今後診断結果に基づく更新等検
討を取り進めることとなる。
　また、平成24年度・25年度において地方公営企業法の改正による財務諸表の見直しが行
われ上水道事業会計全般の財務諸表が変更されることからその結果により今後の財政計
画の見直しが必要となる。

実施概要
（目標値）

　水源のあり方を含めた上水道事業施設整備資本計画及び資産管理の検討に基ずく財政
計画の策定。
　浄水場耐震診断に基づく更新計画の策定（基本計画内での方向性の決定）。
　地方公営企業法改正に伴う上水道事業会計財務諸表の変更による今後の財政計画の
作成。

実施項目 2-11  各会計の財政計画策定（上水道事業会計）

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 水道課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築



 □ 継　 続

 ■ 変 　更 （理由）　平成26年度に診療報酬改定及び会計基準見直しが行われ、外部の経営アドバイ

　　　　ザーの支援を受けて病院中期経営計画を改定する必要性が生じたため、改定時期を

　　　　平成25年度から平成27年度に変更する。

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度 　病院中期経営計画改定

平成28年度 　病院中期経営計画改定に基づいた収入等の確保

平成29年度 　病院中期経営計画改定に基づいた収入等の確保

想定される効果
　地域医療機関としての機能が利用者や地域住民に認識され、町民の地域医療に対する
安心と信頼につながる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 公立芽室病院

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-12　各会計の財政計画策定（公立芽室病院事業会計）

見直し事項

現状・問題点

　国においては、高齢化社会の到来により将来膨張する国民医療費の抑制を図るため、診
療報酬の抑制、患者負担の引上げ等の医療制度改革を進めており、中小規模の自治体病
院にとって厳しい状況が続いている。
　本町においても、公営企業の経営安定化と地域医療確保を図るため、補助金・負担金等
について所要の改定・見直しを行ったが、今後においても一層の病院経営安定化が求めら
れている。

実施概要
（目標値）

　病院経営安定化と地域医療確保を図るため、医療の質を高めるとともに、当院の特色を
生かした病院経営を継続することで病床稼働率を安定化させる等、医療収益の確保に努め
る。



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度 ・公金徴収一元化の実施

平成28年度 ・公金徴収一元化の実施

平成29年度 ・公金徴収一元化の実施

想定される効果

・町の徴収に対する手続き、徴収方法が定まり、納税者が安心する。
・滞納者が支払いやすい状況を作ることができる（総支払額が把握できる）。
・分業により業務ストレスが軽減できる（年に数回の滞納折衝が無くなる）。
・税情報（職場・年齢・家族関係・収入額・未納総額）などがあれば滞納者とのトラブルが減
少する。
・各担当課がそれぞれに滞納明細を送付していたものがまとめられ総額の把握が容易にな
る（民事訴訟公債権を合算して訴訟の提起が容易）。
・各課の収納担当職員の徴収ノウハウが2～3年周期の人事異動により、引継ぎが平準化
されないこともあり、徴収専門の体制整備（職員数）がされ、複数職員で業務を行うため徴
収ノウハウの平準化は図りやすくなる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 税　務　課

２　持続可能で効果的・効率的な行財政システムの構築

実施項目 2-13 公金徴収一元化の検討

見直し事項

現状・問題点

　平成22年度決算書による未収金は、一般会計95,654,253円、特別会計246,347,703円、企
業会計189,738,865円の総額531,740,821円となる。このような多額の未収金は、財政を悪化
させるだけではなく、納付をきちんと行っている住民に対しても不公平を生じさせることにな
る。
　町税未納者の多くは、収入に関連する町道民税（住民税）、国民健康保険税、介護保険
料、保育料、公営住宅料、給食費、上下水道料、病院代など様々な未納を抱え滞納してい
る可能性が高い。しかし、滞納者に対して各公金所管課ごとに対応し、その対応も異なり、
滞納者にとっても折衝する相手が何課もあるなど、同じ事情を繰り返し説明する必要があ
る。このようなことから、行政として徴収を効率的に行うことを検討する必要がある。

実施概要
（目標値）

　現在行っている税務課の町税と住民生活課の国民健康保険税を納付書発送後の収納管
理と徴収を納税係が一体的に取り扱っている。この業務を役場全体又は町全体の公金を
一元化した徴収体制を整備することにより徴収の効率化を図る。すべての公金を各担当課
が別々に徴収するよりも、まとめて徴収した方が効率的であるか個別に検証する必要があ
る（未納者の名寄せ・債権量調査）。
　収納・消込・督促・催告・納税交渉・強制徴収及び訴訟を担当する収納対策室又は債権回
収対策室を設置し、町の税及び税外収入を徴収する。
　滞納管理システムの充足。人材の確保。
（目標値）現在より町全体の未納額を増やさない。



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度 公共サービスパートナー制度拡大の検討

平成28年度 公共サービスパートナー制度拡大の検討

平成29年度 公共サービスパートナー制度拡大の検討

想定される効果
・協働のまちづくりが推進され、地域活動がより活性化される。
・施設の維持管理等に導入した場合は、「自分たちの施設」という意識が醸成される。
・結果として、経費削減につながる場合もある。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 企画財政課

３　行政の協働経営

実施項目 3-1 公共サービスパートナー制度の拡大

見直し事項

現状・問題点

　行政サービスの補完性の原則を考えるとき、公共サービスを町民や団体、ＮＰＯなどが有
する知識・経験及び能力を活かし担っていただくことで、地域に活力が生まれてくる。このた
め、平成17年度から「芽室町公共サービスパートナー制度」を導入してきた。しかし、最近は
対象業務に大きな変化がなく、担い手の拡大が進んでいない。また、担い手の高齢化など
により、契約を辞退するケースも出てきている。

実施概要
（目標値）

　公共サービスパートナー制度の拡大を図る。



 □ 継　 続

 ■ 変 　更

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

想定される効果
　管理業務委託における緊急対応の迅速化。
　検針業務・水道料金収納業務委託における検針の確実性と系統化

年度別計画

平成27年度
・管理業務委託における緊急対応等業務内容の検討並びに委託先の検討
・同委託料の算定
・検針業務・水道料金収納業務委託の実施

平成28年度
・管理業務委託における緊急対応等業務内容の検討並びに委託先の検討
・検針業務・水道料金収納業務委託の検証

平成29年度
・管理業務委託における緊急対応等業務内容の検討並びに委託先の検討
・検針業務・水道料金収納業務委託の検証

見直し事項

（理由）既個人契約者等との調整や引き継ぎ等平成26年度法人委託の実施は出来なかったが
平成27年度より実施の方向で調整中。

現状・問題点

・施設管理業務の民間委託
　現在芽室町の水道事業は上水道・簡易水道共に老朽施設が多く、現状における民間委
託は緊急時対応を伴うなど委託内容の精査が重要となってくると考える。
　平成24年度には芽室浄水場の耐震診断、平成26年度からは河北地区簡易水道の更新
計画を取り進める予定となっており、現状において民間委託の早期実施は困難と考える。
・検針業務・水道料金収納業務の民間委託
　現在上記業務は個人委託を行っており、今後既契約者の高齢化等を考慮し更新時には
法人への委託を検討したいと考えている。

実施概要
（目標値）

　管理業務委託内容の精査並びに委託経費の算定。
　個人委託から法人委託へ変更の際の委託手法の検討並びに委託経費の算定

実施項目 3-2  水道事業民間委託の検討

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 水道課

３　行政の協働経営



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
　朝のあいさつ運動
　職員に対する苦情に係る情報共有（ホットボイス等）
　接遇研修等の実施

平成28年度
　朝のあいさつ運動
　職員に対する苦情に係る情報共有（ホットボイス等）
　接遇研修等の実施

平成29年度
　朝のあいさつ運動
　職員に対する苦情に係る情報共有（ホットボイス等）
　接遇研修等の実施

想定される効果
　来庁者等住民の満足度の向上。
　利便性の向上。
　信頼感のある職場づくり。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　　務　　課

４　町民視点に立った行政サービスの向上

実施項目 4-1　住民対応の向上

見直し事項

現状・問題点

　職員の窓口対応、電話対応等について、朝のあいさつ運動の継続、接遇研修等を実施す
るなど来庁者等に不快を与えない接遇に努めている。
　第1庁舎1階に窓口対応の多い業務を配置するワンストップサービスについては、新庁舎
建設に際しての課題として研究を進める。

実施概要
（目標値）

　来庁者等住民の満足度の向上を図る。



 ■  継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
〇各種職員研修の実施
〇窓口サービスの評価検証・対応策検討

平成28年度
〇各種職員研修の実施
〇窓口サービスの評価検証・対応策検討

平成29年度
〇各種職員研修の実施
〇窓口サービスの評価検証・対応策検討

想定される効果
　利用者のニーズにあった町民サービスを行うことにより、町民の満足度が高まり、行政に
対する信頼度を深めるとともに、職場環境の改善を図ることが期待できる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 住民生活課

４　町民視点に立った行政サービスの向上

実施項目 4-2 窓口サービスの向上（待ち時間の短縮化）

見直し事項

現状・問題点

　住民生活課の窓口は、住民異動届・戸籍に関する届出、各種証明書の交付など、さまざ
まな業務を取り扱っており、役場の顔であり、町民がもっとも身近に行政と接する場である。
利用者が何を感じ、何を求めているのかを把握し、より親しみやすく好感がもたれる窓口
サービスを実施していく必要がある。これには、担当職員の資質の向上や意識改革により、
きめ細やかな窓口サービスの向上を目指す必要がある。

実施概要
（目標値）

　窓口業務において、町民の視点に立った、より親しみやすく質の高い窓口サービスの提
供を行う。職員一人ひとりが、資質の向上に努め、意識改革を図る。



 ■ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
・文書ファイリングシステムの維持管理
・行政情報の公表・提供の充実

平成28年度
・文書ファイリングシステムの維持管理
・行政情報の公表・提供の充実

平成29年度
・文書ファイリングシステムの維持管理
・行政情報の公表・提供の充実

想定される効果
　行政情報の積極的な公開を進めることにより、行政の透明化が図られ、町政への住民参
加が促進される。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　務　課

５　情報共有の推進

実施項目 5-1　積極的な行政情報の提供

見直し事項

現状・問題点
　行政に関する情報を共有化し、町政への住民参加を促進するため、行政情報の公開・閲
覧方法を充実する必要がある。

実施概要
（目標値）

　行政情報の公表・提供の拡大を推進する。情報公開コーナーについては、新庁舎建設時
に設置場所や閲覧方法等を検討する。



 ■継　 続

 □ 変 　更 （理由）

 □ 終　 了 （理由）

 □ その他 （理由）

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度
　利用頻度の多いサイトの調査、情報の整理、見た目（レイアウト、デザイン、
配置）の整理について、検討、調査を行い、できるところから改善する。
　ＣＭＳ導入計画の作成。主要事業ヒアリング、実行計画で計画提示。

平成28年度 ＣＭＳ業者の調査選定

平成29年度 予算化、実施

想定される効果
　役に立つホームページとして利用者が増え、さらに行政情報の広報ツールとしての位置
付けが大きくなる。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 企画財政課

５　情報共有の推進

実施項目 5-2 町ホームページ機能の強化

見直し事項

現状・問題点

　芽室町公式ホームページは、平成20年のリニューアル後、徐々に情報量が多くなってきて
いる。
　現状では、バナー（リンク先）などの多さから、見た目にも情報量がたくさんあるイメージが
ある。
　実際にデータも増え、データの格納場所も細分化されてきている。
　また、緊急情報の掲載が難しい。
　このことで、閲覧者にとって見づらく、情報を捜しづらいホームページとなりつつある。

実施概要
（目標値）

　利用頻度の多いサイトの調査、情報の整理、見た目（レイアウト、デザイン、配置）の整理
を行う。
指標のひとつとなるのは、整理した後のアクセス数。



 □ 継　 続

 □ 変 　更 （理由）　

 □ 終　 了 （理由）

 ■ その他 （理由）　前期実施計画は一定の成果を上げたことから、新たな項目を設定したため

 □ 新　 規

年度別計画

平成27年度 防災情報伝達ツールの検討（ニーズ調査）・費用対効果検証

平成28年度
○導入に向けた基本的考え方整理
○ニーズ調査

平成29年度 効果の検証、情報伝達ツールの導入

想定される効果
　災害時、もしくは災害が発生するおそれがある場合において、要配慮者や避難行動要支
援者、農村地域に住む住民の方々が情報を早い段階で得ることができることにより、次の
行動への移行を円滑に行うことができ、素早い対応により町民の安全が確保される。

第9次芽室町行政改革大綱　後期実施計画調書

第9次行政改革の基本的な方針　
担当部署 総　務　課

５　情報共有の推進

実施項目 5-3 災害時情報提供の充実

見直し事項

現状・問題点

　災害時、もしくは災害が発生するおそれがある場合にあって、避難準備のために時間が
必要な障がい者や高齢者など、いわゆる「避難行動要支援者」に対しては、避難勧告等の
発令の前に避難準備情報を発令する必要があるが、避難行動要支援者が情報を得るため
の手段が乏しい。
　また、屋外拡声器がない農村地域に対する情報伝達手段も、今のところはない。
　災害対策基本法や芽室町地域防災計画などにおいても、情報伝達にかかわる規定が盛
り込まれており、様々なツールによって対応しているが、できるだけ早く情報を伝達するため
の手段が必要。

実施概要
（目標値）

　現在町で備えている情報伝達設備を含め、情報伝達手段として活用できるツールの検討
作業を行い（費用対効果検証を含む）、町民へのニーズ調査等を行った後、検討した手段
の実質的効果を検証し、実現可能性の高い情報伝達手段について導入を図る。


