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基本施策 10 住民参加と協働のまちづくりの推進 

4-10-31 協働のまちづくりの推進 

✿施策の方針（5年後に実現したい姿） 

まちづくり基本条例のもとで、地域の自主性や個性を活かした町民主体での地域づくりを進

め、自助、共助、公助の補完性の原則を基本とした協働のまちづくりの基盤を構築します。その

ため、地域がもつあらゆる力を結集する地域自治協議会を組織化するとともに、地域づくり計画

の立案により地域の将来像を共有します。 

また、町民公益団体の多様な活動を支援し、町民と行政が互いに持てる力を存分に発揮する

協働型社会を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 町民公益事業実施団体数 
支援制度活用団体・町登録

団体のべ数 
18団体 30団体 

2 地域自治協議会の設置数 
条例に規定する地域自治協

会の設置 
0地域 全地域 

3 
協働の町づくり推進に関する

住民満足率 
町民意識調査 18.0％ 40.0％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  隣近所とのつながりを大切にし、地域活動にも積極的に参加する。（自治会活動、

ボランティア活動の参加・参画、地域自治協議会での活動・支援、生活環境の

維持・生涯学習機会への参加等） 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 自治会などを中心に、地域での行事、催事を開催するなど地域で連帯感を高め

る。（伝統行事等の継承・生活環境の維持・隣組単位での防災・防犯活動・自主

防災活動・集会所の維持管理と利活用検討等） 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 自分達の地域のことは自分達で決めて行動し組織化を図る。安全、安心、防犯、

防災などの地域課題解決に取り組む。（地域防災・防犯活動・地域資源を活かし

た地域づくり・地域環境の維持・暮らしを支える公益的事業の検討と展開・地

域福祉活動等） 

行政が担うこと  地域づくり計画の実現に向けた支援（防災・防犯、高齢者生活支援、地域経済

循環支援、生涯学習の機会の提供・環境保全対策・地域自治団体への財政的・

人的支援） 

 

 

  

コメントの追加 [y1]: 【審議会ご意見】目標値を全地域

と改めるべきではないか。 

【対応】全地域での設立を目指し、審議会でのご意見を

踏まえて、左記のとおり修正しました。 
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✿施策の現況と課題 

町では、町民と行政の協働のあり方を整理した「吉野町まちづくり基本条例」に基づいて、「協働のまちづくり

元気創造事業ふるさと元気吉野まつり」の開催や、まちづくり推進交付金制度を活用した地域活動などの町民

主体のまちづくりを進めています。また、各地域に地域担当職員を配置し、地域の課題解決の支援など地域に

密着した活動にも取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●吉野町まちづくり基本条例の下で、町民の参加・参画を促進し、町民主体の地域づくりを進めるため、基本

条例の理念や基本原則をあらゆる世代へ浸透させる啓蒙普及活動が必要です。 

●地域課題を解決するため、地域活動リーダーなどの人材づくりに取り組み、町民公益活動の持続性を高め

ることが必要です。 

●町民全体の催事開催にあたって、さまざまな団体が協働のプラットフォームを構築し、公益活動に向けた共

通の目標を持ち、より一層連携・協力できる仕組みを作る必要があります。 
 

✿主な取組み 

1.町民公益活動団体の活動を支援します。 

協働のまちづくり交付金制度を充実させ、地域に根ざした町民主体の公益活動を支援するとともに、公益的

起業を促し、持続可能な取組みを構築します。また、地域活動のリーダーなどを育成し、町民と行政の協働の

まちづくりに取り組みます。 

2.地域自治協議会システムを構築し、小規模多機能自治を進めます。 

各地域が抱える課題の解決と地域の活性化を目的に、概ね旧小学校区に１つの地域自治協議会を組織化

し、地域づくり計画にもとづく町民主体の住民自治システムを構築します。また、地域内経済の循環を目指した

組織の法人化や地域おこし協力隊支援も視野に入れ、小規模多機能自治を進めます。 

3.職員地域担当制度の充実を図り、地域づくりの人的支援を高めます。 

役場の地域担当職員が、町内会・自治会・区長などの代表者と信頼関係を構築しながら、町職員の責務の

範囲内で、町民と一緒になって地域の課題解決や活性化策を一緒に考える取組みを進めます。 

  

コメントの追加 [y2]: 【審議会ご意見】小学校区に限ら

ない（先入観を持たない、住民のわき上がりが大切であ

る）ことから、「全地域に・・・」などの表現に改める

べきではないか。 

【ご回答】本町まちづくり基本条例においても「一定の

地域（概ね旧小学校区を想定）」において、多様な主体

で構成される自治協議会をつくることができることを

明記しています。また、この条例において、「その範囲

は、あまり広すぎては一体感が生まれないことから、住

民になじみが深い（合併以前の）小学校区が適当としま

した。」とあることから、本計画においても同様の表現

としています。 
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基本施策 10 住民参加と協働のまちづくりの推進 

4-10-32 住民参加と開かれた町政の推進 

✿施策の方針（5年後に実現したい姿） 

吉野町まちづくり基本条例に規定する情報の公開と共有の原則は、まちづくりを進めるにあた

って、町民・議会・行政が情報を共有し合い、相互理解と信頼に基づき連携・協力していくことを

規定しています。情報の収集・管理、個人情報を適正に保護し、広報誌やホームページを通して

情報提供を充実させます。また、審議会の公開や委員公募、パブリックコメント制度を活用して、

幅広く町民の意見を聴くための公聴制度を確立し、町民の関心度を高め、参加・参画を実現しま

す。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 住民参画と開かれた町政への

満足度 
町民意識調査 19.8％ 30.0％ 

2 情報公開の満足度 町民意識調査 － 30.0％ 

3 タウンミーティングへの参加

者数 

総務課調べ 

（大字別懇話会参加者数） 
245 人 500人 

4 

審議会・協議会等の公募委員

の参画比率 

吉野町要覧に掲載されてい

る審議会・協議会等（現状

値：掲載 19団体、公募委員

1団体） 

5.2 ％ 30.0 ％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  広報誌、CVY、ホームページなどを通して町政に関心を持ち、積極的に行事や

町政に参加・参画する。 

 町の実施するアンケート調査やパブリックコメントで意見や要望を述べる。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 町政への関心を高め、職員地域担当制度の活用及び地域内情報を発信する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 パソコン講習の実施や支援サービスを提供する。また地域広報誌を発行するな

ど地域内情報の共有化を図る。 

行政が担うこと  公聴機能を充実させ、行政情報の原則公開に基づく仕組みづくりを確立し、適

切な情報公開に取り組む。 

 町民が町政に関心を持ち、積極的に参加・参画してもらえるよう啓発する。 

 

  

コメントの追加 [y3]: 【審議会ご意見】タウンミーティ

ングは、町民に広く参加してもらうものか、特定の人を

対象としたものか。 

町民に広く参加してもらうものであれば、目標値を上げ

るべきではないか。 

【ご回答】タウンミーティングは、町民の皆様に広く参

加いただき、意見交換をする場としています。現在開催

している地区別懇話会においても参加者は限定してい

ません。よって、現状値を踏まえて、現状の２倍の参加

者を想定し、目標を設定しています。 

コメントの追加 [y4]: 【審議会ご意見】「公募委員の比

率」など、町民が町政に参加している度合いを把握でき

る指標の追加を検討してはどうか。満足度以外の成果指

標を設定できないか。 

【対応】審議会のご意見を踏まえて、左記指標を追加し

ました。 

コメントの追加 [y5]: 【審議会ご意見】「広報誌」だけ

にとらわれない表現に改める。様々な情報提供ツールが

あるので、町民の方に広く見ていただくチャンスを作る。 

【修正前】「広報誌などを～」→【修正後】「広報誌、

CVY、ホームページなど～」 

コメントの追加 [y6]: 【審議会ご意見】町民が町政に関

心を持ち、積極的に参加・参画するよう啓発、努力する

ことは、行政の役割ではないか。 

【対応】審議会でのご意見のとおり、左記文言を追加し

ました。 
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✿施策の現況と課題 

まちの将来像の実現に向けて、町政への町民参加が重要です。そこで、町では、情報の公開と共有の原則

を定めている「吉野町まちづくり基本条例」に基づいて、広報誌・ホームページ・フェイスブック・CVY・ポスター

など、様々な媒体を活用して行政やまちづくりの情報を発信しています。また、審議会の委員を公募制とした

り、まちづくりに関する計画策定時にはパブリックコメントを実施したりするなど町民の参加・参画の機会を増や

しています。 

＜主な課題＞ 

●広報誌、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、CVY、チラシ、ポスターなど多様な方法を活用し、確実

に町民に行政情報や町民によるまちづくり活動等の情報が届くよう取り組んでいますが、今後も時代に合っ

た情報提供手段の確立と確実な運用が必要です。ただし、IT 技術を活用した情報提供は、高齢者層への

配慮が必要です。 

●情報は、受け手が関心を持たなければ届かないため、町民が町政情報などに関心を持ってもらうための取

組みが必要です。 

●まちづくりの計画策定段階からの女性や青少年、子どもなど、広く町民の参加・参画が得られるような機会を

設けることが必要です。 
 

✿主な取組み 

1.公聴機能の充実を図り、町民の意見が町政に広く反映する機会づくりを進めます。 

町民の意見や要望を幅広く把握し町政に適切に反映するため、地区別・大字別タウンミーティングの開催、

計画策定時のパブリックコメント実施、住民説明会の開催時の意見聴取等、あらゆる機会を経て、町民の意見

等を聴くことに取り組みます。また、各審議会等の公開や委員公募の拡大、町民アンケートの定期的な実施と

ともに情報公開制度の適切な運用を図り、町政への参加・参画と開かれた町政の実現に取り組みます。 

2.町政への参加と開かれた町政を推進します。 

町民の誰もがわかりやすい情報提供を受けることができるよう広報手段に配慮し、広報誌や CVY 等の様々

な媒体を活用した的確な情報提供を行います。また、町の財政状況等も他団体と比較し、わかりやすい開示に

努めるとともに、地方公会計制度に基づく財務情報の公表を進め、公表状況が町民に理解浸透するよう取り組

みます。 

  

コメントの追加 [y7]: 【審議会ご意見】町政に関心を持

ってもらう、タウンミーティングや公募委員に入っても

らう取組みを記載すべきではないか。地域担当職員制度

を積極的に推進し、行政から住民に入っていくことが必

要。町民と親しくなることから、町民が行政に関心を持

つ。 

【ご回答】政策４はすべての施策に共通する考え方であ

り、施策「協働のまちづくりの推進」の主な取組みにお

いて、地域担当職員制度について記載しています。この

制度を活用し、地域住民とともに地域の課題解決や活性

化を図るとともに、町政への関心を高める取組みを進め

ていきます。 
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基本施策 11 効率的で効果的な行政運営の推進 

4-11-33 財政健全化と行財政改革の推進 

✿施策の方針（5年後に実現したい姿） 

将来的に持続可能な行財政基盤を確立するため、吉野町中期財政計画に基づき、財政の健

全性を確保するとともに、新行財政改革プランを遂行し、行財政運営の革新・改革を行います。     

また、財務 4 表の作成及び分析を進め、町の財政状況を把握し、将来を見据えた安定的な行

政経営を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 将来負担比率 
現状値：平成 26年度決算 

早期健全化基準：350％ 
79.3％ 75％ 

2 実質公債費比率 
現状値：平成 26年度決算 

早期健全化基準：25％ 
8.7％ 8.5％ 

3 経常収支比率 
現状値：平成 26年度決算 

平成 26年度奈良県平均 96.0％ 
98.2％ 95.0％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  広報誌やホームページで公開された予算・決算、行財政改革の進捗状況に関心

を持ち、理解を深め、積極的に意見を述べる。 

 町税については納期内の納付を心掛ける。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 補助金などに依存することなく、自立した団体運営を行う。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域間の調整を行い、全体最適を見据えた団体運営を行う。 

行政が担うこと  中期財政計画に基づき、将来を見据えた健全な財政運営を行う。 

 町税については、適正な賦課を行う。 

 

  

コメントの追加 [y8]: 【審議会ご意見】「さらに、徴税

の収納については、口座振替を推進し、悪質滞納者への

差し押さえなどを強化し、公平な税負担を実現します。」

の表現は、施策の方針に入れるべきではないのではない

か。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、削除しました。 

コメントの追加 [y9]: 【審議会ご意見】借金に関する指

標ではなく、財政の硬直度合を示す「経常収支比率」を

指標としてはどうか。専門的な指標であるため、どの指

標がどの程度あれば深刻な状態であるか町民がわかる

よう文面で補足説明するなどが必要である。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、「経常収支比率」

を指標に追加し、左記のとおり補足説明を追加しました。 
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✿施策の現況と課題 

近年、景気の悪化や人口減少に伴い税収が減る中で、本町の財政の弾力性を表す指標である経常収支比

率は９８．２％と厳しい状況です。このような状況下で、社会経済情勢の変化や多様化する町民ニーズに対応

し、持続可能で安定的な行財政基盤を確立するため、「吉野町中期財政計画」や「第 2 次吉野町行財政改革

プラン」に基づいて、財政健全化や行財政改革に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●中期財政計画は平成 27 年度が最終年度となるため、総合計画後期基本計画に基づく新しい中期財政計

画が必要です。 

●平成23年度に策定した「第2次吉野町行財政改革プラン」が、平成27年度までの5ヵ年の計画であるため、

新しい実施計画の策定に取り組むことが必要です。 

●事務事業評価は、評価表の精度を更に向上させ、施策評価との連携をスムーズにする必要があります。 

●歳入を確保するため、新たな滞納者を作らないような取組みが必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 中期財政計画に基づいた財政運営を行います。 

予算編成時には、中期財政計画に基づき将来に過度な負担とならないような予算編成を行います。また、

毎年すべての事務事業の評価を実施し、事業の見直しを行うとともに、予算に反映していきます。併せて、中

期財政計画についても社会情勢や財政状況にあった内容に更新します。 

2. 行財政改革を推進します。 

新行財政改革プランに基づき各項目の目標を達成するためにさまざまな取組みを行います。また、年度ごと

に進捗状況の管理を行い、項目ごとに達成度を確認し、その結果を公表します。 

3. 財務４表を作成・分析し、適正に公表します。 

財務 4表の作成及び分析を進め、町の財政状況を把握し、より多くの財務情報を公開します。 

4. 町税の適正な賦課と収納率を向上します。 

町税を適正に賦課し、自主財源の確保に努めるとともに、町税の収納率を向上させるために、納付率が高

いとされる口座振替を推進するとともに納税相談窓口を強化します。また、悪質滞納者には財産の差し押さえ

を行い、自主財源の確保に取り組みます。 

  

コメントの追加 [y10]: 【審議会ご意見】「滞納予防相談

窓口を強化（設置）する・・・」などに取り組むことが

必要ではないか。 

【ご回答】審議会でのご意見のとおりであり、滞納予防

相談窓口を強化するなどの取組みにより、解決していく

ことが必要と考えます。課題としては、左記のとおりで

あり、審議会のご意見を踏まえた取組み内容を「主な取

組み」に追加しました。 

コメントの追加 [y11]: 【審議会ご意見】主な取組み名

称「公金の適正な運用・管理を行います。」は当然のこ

とである。主な取組み名称を「財務４表の作成・分析」

や「その適正な公表」という表現としてはどうか。 

また、文章内「支出伝票などを審査・確認し、計画的な

支払いを行います。」も当然のことであり、削除すべき

である。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり修

正しました。また、文章内「支出伝票などを審査・確認

し、計画的な支払いを行います。」は削除しました。 

コメントの追加 [y12]: 【審議会ご意見】「納税相談の強

化」としてはどうか。 

また、「ふるさと納税を活用した自主財源の確保・・・」

という表現を追加してはどうか。 

【対応】納税相談の強化については、左記のとおり文章

内に「納税相談窓口を強化します。」を追加しました。

ふるさと納税については、寄附行為である性格を鑑み、

本町では特に商工業振興に資する取組みであることか

ら、別施策において記載しています。 
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基本施策 11 効率的で効果的な行政運営の推進 

4-11-34 職員の人材育成 

✿施策の方針（5年後に実現したい姿） 

限られた経営資源の中で、職員が成長の可能性を有する資源であることを認識し、吉野町人

材育成基本方針に基づき、職員一人ひとりの能力開発及び意識改革を進め、「町民協働を実践

出来る職員」「チャレンジする職員」「プロ意識を持った職員」「アカウンタビリティ（説明責任）を担

う職員」の育成を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 
職域や職階、経験年数に応じ

た研修への職員参加率 

総務課調べ（総職員のうち、

研修に参加した職員の割合） 
40 ％ 70 ％ 

2 職員提案型事業の実施 総務課調べ（のべ数） 0 件 5 件 

3 窓口対応満足度 窓口アンケートによる － 80 ％ 
 

✿役割分担 

個人でできること  職員と積極的に交流する。 

 職員とともに地域課題の解決に向けて協働して活動する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域担当職員（行政職員）を地域のパートナーであると認識する。 

 職員とともに地域課題の解決に向けて協働して活動する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域担当職員（行政職員）を地域のパートナーであると認識する。 

 職員とともに地域課題の解決に向けて協働して活動する。 

行政が担うこと  職場で自主的に実施する研修や外部の研修への参加を推進し、研修参加を保障す

る環境を整える。 

 地域担当職員として基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、自主性及び自

律性を尊重した上で、その活動を振興するために必要な施策に取り組む。 

 

  

コメントの追加 [y13]: 【審議会ご意見】「人財育成計画

に基づく研修実施率」を指標としてはどうか。指標「職

場内研修の開催回数」の目標値４回／年は少ない。町民

から見た職員の接遇満足度（CS）のような視点も盛り

込んではどうか。 

【対応】審議会のご意見を踏まえて、本施策の進捗状況

を計る（町民からの視点、職員の質的向上の視点）指標

として、改めて設定しました。 

【修正前指標名】「職場内研修の開催回数」「職域や職階、

経験年数に応じた研修への参加者数」 

コメントの追加 [y14]: 【審議会ご意見】主体が職員に

なっており、表現を見直す必要がある。また、地域担当

職員制度があるが、職務内容を明確にしなければ地域の

雑用使いになってしまうため、位置づけと地域住民が担

うことの整理が必要ではないか。「地域担当職員（行政

職員）は地域のパートナーである」という文言を追加し

てはどうか。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり修

正しました。 
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✿施策の現況と課題 

地域の課題解決力の強化や民間の発想による取組みなど、従来とは異なり、広範に活躍できる職員を育成

することが重要です。そのため本町では、職場内外を問わず、様々な研修に職員を参加させることにより、職員

一人ひとりの資質の向上に取り組んでいます。また、職員一人ひとりが持つ能力を最大限に発揮できるよう職

場環境や人事制度の構築に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●人口減少と高齢化に対応するため、町民の立場に立った効率的な組織機構改革を進めていますが、その

組織機構改革の方向性に沿った職員の定員の適正管理を定めることが必要です。 

●職員の適材適所が実現され、職員 1人ひとりが持つ能力が最大限に発揮されるよう人事評価制度や人事マ

ネジメント制度の構築が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 職員研修の充実と適正な人事管理を実現します。 

既存の研修機関を活用しながら、専門研修や階層別研修などの多様な研修に積極的に参加し、その研修

内容を職員間で情報共有することで、活発に議論が行われる職場をつくります。また、業務効率化の観点か

ら、専門的な資格取得についても積極的に取り組むことができるよう、職員1人ひとりの能力が最大限に発揮で

きる職場環境をつくります。 

2. 職場風土を改善します。 

職員のやる気や自己啓発意欲を育てながら、人材育成に前向きに取り組む職場風土を醸成します。また、

平成２７年度に取り入れたメンター・メンティー制度（経験豊富な職員が、新人職員の相談役となり成長を支援

する制度）を活用し、新規採用の職員が職場風土にとけ込みやすい環境をつくります。 

3. 人事評価制度を適正に運用します。 

人事評価制度を活用し「努力したものは報われる」という当たり前の倫理を、職場内にいきわたらせ職員の士

気を高め、行政サービスの向上に取り組みます。また、評価内容を基に、適正な人員配置を行い、効率的な行

政経営に取り組みます。 

  

コメントの追加 [y15]: 【審議会ご意見】職員が専門的

な資格を取得することで業務委託が不要となるもの

（例：橋梁検査員など）もあるため、資格取得などの人

財育成も必要ではないか。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記文言を追加

しました。 

コメントの追加 [y16]: 【審議会ご意見】補足説明と日

本語表記が必要ではないか。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり補

足説明を追加しました。 

コメントの追加 [y17]: 【審議会ご意見】職場で自主的

に実施する研修や外部の研修への参加などを推進し、研

修参加を保障する環境を整えることが必要ではないか。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、施策指標を改め

ました。職員が研修などに前向きに取り組めるよう主な

取組み２「職場風土を改善します」に記載しています。

また、職員の士気を高める取組みとして、人事評価制度

の取組みを追加しました。 
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基本施策 11 効率的で効果的な行政運営の推進 

4-11-35 住民目線の行政経営とマネジメント体制の構築 

✿施策の方針（5年後に実現したい姿） 

総合計画及び分野別計画において、成果思考のマネジメントサイクルが構築され、予算制度

と連動した効果的で効率的な行政経営が進められており、計画の目標値が達成されています。 

また、町民ニーズに基づく町政が展開され、各事業の適切な執行管理を「見える化」するな

ど、町民への情報提供が適切に行われています。それにより、町民が積極的に町政に関心を持

ち、町民の町政に対する満足度が高まっています。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 目標を達成した施策の割合 

各施策指標の進捗・達成度

を評価し、80～100％達成

している施策の割合 

50 % 100 % 

 

✿役割分担 

個人でできること  広報誌等を通じてそれぞれの事業についての進捗が「見える化」されることに

よって、計画の進捗に関心を持つ。 

 町の実施するアンケート調査やパブリックコメントで意見や要望を述べる。 

 外部評価など、積極的に町政に参加する。 

 総合計画の内容を知り、総合計画に掲げる将来の姿が実現できるように町民の

役割を担う。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 町政への関心を高める地域担当職員制度の活用も図られることによって地域内

情報（事業）を共有する。 

 地域が持つ課題を行政に伝え、行政経営に反映させるよう努める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域が持つ課題を行政に伝え、行政経営に反映させるよう努める。 

行政が担うこと  庁内において、総合計画の進行管理が行えるマネジメントサイクルを構築する。 

 事務事業の計画とその実施機関実施状況を表示することにより、広聴機能の充

実と、適切な行政情報の公開に取り組む。 
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✿施策の現況と課題 

人口減少や少子高齢化の進展、町民ニーズの多様化など、行政を取り巻く環境の変化に伴い、行政課題も

多様化しているため、「選択」（取組みの優先順位を決める）と「集中」（経営資源の配分を決める）により、効率

的・効果的なまちづくりが必要です。そのため、政策・施策・事務事業の取組みの進捗管理を定期的に実施

し、より一層効率的・効果的なまちづくりに取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●本町では、事務事業レベルでの評価制度の運用を開始しているところですが、総合計画に掲げる各施策の

進捗管理を行う上で、定期的にモニタリングするしくみが必要です。 

●施策レベルでの成果思考のマネジメントサイクルを構築し、予算制度と連動させていく必要があります。 

●各施策及び事務事業の進捗管理については、内部評価に留まっていることから、町民や専門家等の外部

の視点を取り入れた評価制度を構築し、施策に対して効果的な事業の選択と集中が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 成果思考のマネジメントサイクルを構築します。 

総合計画の進行管理を適切に実施し、施策指標の目標値を達成できるよう予算制度と連動させます。また、

総合計画の進行管理の状況については、事業工程表（横線式・ネットワーク式等）を作成し、可視化するなど、

町政の透明性を確保します。さらに、事業の進行管理は、組織目標と連動させ、半期ごとに管理、改善を行う

など、効果的で効率的な予算編成が行えるマネジメントサイクルを構築します。 

2．評価制度を確立します。 

各担当課において、PDCA マネジメントサイクルによる運用が定着するよう事務事業評価を継続実施し、施

策評価制度を本格的に実施、運用します。また、町民に対して、総合計画の進捗状況の情報提供を行い、町

民目線での外部評価制度の導入を進め、成果思考の評価制度の定着を目指します。 

3．計画の適切な進行管理を進めます。 

各担当課の分野別計画においても指標を設定することにより、適宜、進捗状況をモニタリングできる仕組みを

整えます。また、各分野別計画についても指標に基づく定期的な進行管理を行い、進捗状況の遅れを是正す

るなど、適正な進行管理を行います。 

  


