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第２次吉野町行財政改革プラン2016の進捗状況

大項目 中項目 小項目 担当課 H28評価 備考

Ａ. 1.　行政関与の必要性や仕事の効率等の再点検 1 コミュニティバス運行の見直し 総合政策課 A

行政サービスの 2.　業務プロセスによる行政サービスの向上 1 教育相談の充実 教育委員会事務局 A

　選択と集中の推進 2 上下水道使用料のコンビニエンスストアでの納付 暮らし環境整備課 A

3.　組織機構の簡素化・効率化 1 第４次総合計画の実現に向けた組織機構の見直し 総務課 A

2 定員管理の適正化 総務課 D

3 望ましい学校給食の維持と充実 教育委員会事務局 D

4.　公共施設の有効利用 1 老人福祉センターの効率的な運営 長寿福祉課 A

2 中竜門地域振興センターの利活用策 総務課 B

3 国栖小学校跡地の有効活用 総合政策課 A

5.　情報化による行政サービスの向上 1 ケーブルテレビＣＭ放送の実施 総合政策課 D

Ｂ. 1.　中長期的な展望に立った財政運営 1 企業誘致の推進 総合政策課 B

健全で効果的な 2

中期財政計画に基づき計画的な財政運営の

健全化を目指す取り組みの推進

財務課 A

　 行財政運営の推進 3 第２次吉野町行財政改革プラン２０１６の推進 財務課 A

2.　財源の確保 1 町税の収納率の向上 税務収納課 A

2 国民健康保険税の収納率の向上 町民課 A

3 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 町民課 B

4 住宅使用料の収納率の向上 産業観光振興課 A

5 上下水道料金の収納率の向上 暮らし環境整備課 B

6 し尿処理手数料の収納率の向上 暮らし環境整備課 A

7 介護保険料収納率の向上 長寿福祉課 A

8 下水道の加入促進 暮らし環境整備課 A

9 運動公園等の使用料の増収 教育委員会事務局 A

10 遊休町有地等の処分 総務課 D

11 広告事業の推進（各課共通封筒の寄贈調達） 財務課 D

12 広告事業の推進（国保・後期・児童手当用封筒の寄贈調達） 町民課 C

13 広告事業の推進（税用封筒の寄贈調達） 税務収納課 A

14 広告事業の推進（介護保険事業用封筒の寄贈調達） 長寿福祉課 A

15 広告事業の推進（水道料金用封筒の寄贈調達） 暮らし環境整備課 A

16 ふるさと納税者の拡大 産業観光振興課 B

3.　補助金・公共料金の適正化 1 町単独補助金の適正化 税務収納課 A

4.　アウトソーシングの促進 1 運動公園の管理体制検討 教育委員会事務局 A

5.　公共施設の管理運営方法の見直し 1 公共施設指定管理の促進 総務課 C

2 ケーブルテレビ局の運営体制の見直し 総合政策課 A

6.　広域行政の推進 1 ゴミに関する広域行政の推進 暮らし環境整備課 A

Ｃ. 1.　公会計改革・会計制度の見直し 1 公会計改革の取り組み 財務課 A

積極的な情報提示

　・開示の推進

2.　積極的な町政情報の公開・提供 1 住民への行政情報提供の推進 総合政策課 D

Ｄ. 1.　専門性、政策能力等を有する人材育成と活用 1 職員研修計画の作成 総務課 B

職員能力の開発と 2 人事評価制度試行の活用 総務課 B

適正な人事管理の推進 3 職員による教室、講座の開催 教育委員会事務局 A

Ｅ. 1.　町民と行政との協働・住民自治が進む 1 住民と行政の協働によるまちづくりの推進 総合政策課 A

協働のまちづくりの推進 　　システムづくり 2 菜の花プロジェクト及び緑のカーテン事業の推進 暮らし環境整備課 B

3

上市地区の活動の充実、その他地区における地元、

関係機関との協議継続

暮らし環境整備課 A

2.　自主的な住民活動への支援 1 地域観光活性化の充実 産業観光振興課 A

2

各種団体への関わり方

（社会教育関係団体連合会議の活性化）

教育委員会事務局 A

A 28 達成度： A：100％以上

B 8 B:８０％以上１００％未満

C 2 C:５０％以上８０％未満

D 6 D:５０％未満

計



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

住民１人当たりの利用回数を前年度より

増やす。

H28.4.1開院の南奈良医療総合センターへ公共交通によるアクセスを様々検討したが、スマイルバスの延伸は自家用有

償運送の要件である公共交通空白地域ともなされないため断念した。一方、2町3村で構成される南部地域公共交通活

性化協議会での協議で、H28.4.1より運航開始した南部地域連携コミュニティバスを大淀バスセンターから福神駅まで延

伸することで、病院へのアクセスも確保できた。吉野町スマイルバスと大和上市駅で接続し、特別乗車券を併用し運賃

の補助も予定している。全町的なデマンド実現については、引き続き検討していく。

効果（町民1人当たりのスマイルバス利用回数、スクール除く）

Ｈ21年度　2.82回　　　　Ｈ24年度　　2.90回　　　Ｈ27年度　　2.82回

Ｈ22年度　2.89回　　　　Ｈ25年度　　2.87回　　　Ｈ28年度　　3.10回

Ｈ23年度　2.95回　　　　Ｈ26年度　　2.88回

何を いつまでに

実施方針

スマイルバスの運行を継続させるため、運

行の効率化を図る。

平成３０年３月末

どのようにして どの程度まで

全町的な南奈良医療総合センターへのア

クセス確保を維持しながら利便性の向上

について検討する。

住民１人当たりの利用回数を前年度より

増やす。

総合政策課

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

１：行政関与の必要性や仕事の効率等の再点検

１：コミュニティバス運行の見直し

スマイルバスの運行を継続させるため、運行の効率化を図る。

何を

行財政改革大綱体系

実施概要

いつまでに

実施方針

どのようにして どの程度まで

スマイルバス運行の効率化を図るために 平成29年3月までに

南奈良総合医療センターへのアクセス確

保を含めた、幹線を維持しながらの全町

的なデマンド化について検討し、次年度か

らの実施を目指す。



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

教育委員会事務局

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

２：業務プロセスによる行政サービスの向上

１：教育相談の充実

実施概要

教育相談体制の強化を図る。

何を いつまでに

実施方針

教育相談体制を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

各学校内のチーム支援による教育相談体

制を整備し、教育支援委員による相談技

術に関する職員研修を実施し、

学校職員等の相談技術の向上を図る。

教育支援委員による教育相談に学校職員が同席して相談技術を学び、教育相談終

了後具体的な聞き取り方の指導を受ける。年2回実施

何を いつまでに

実施方針

教育相談体制を 平成３０年３月末までに

どのようにして どの程度まで

各学校配置のカウンセラー及び町中央公

民館での教育相談担当者との連絡会を実

施し

情報共有を図り、効果的な相談を実施す

る。



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

平成28年10月よりコンビニ収納実施

何を いつまでに

実施方針 どのようにして どの程度まで

上下水道使用料をコンビニエンスストアでも納付することができるようにする。

何を いつまでに

実施方針

上下水道使用料を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

上下水道使用料システムを改修し

コンビニエンスストアで納付できるようにす

る。

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

２：業務プロセスによる行政サービスの向上

２：上下水道使用料のコンビニエンスストアでの納付



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

平成２８年7月に一部の課・室等について組織を再編した。また平成29年４月より一部

の課の再編と室を設けることとした。またそれに伴い、人員配置体制についても、見直

しをおこなった。

何を いつまでに

実施方針

平成29年度の組織及び人事配置体制に

ついて

平成30年2月末までに

どのようにして どの程度まで

平成２９年度からの体制の検証及び課題

を洗い出し

次年度以降の組織並びに人事配置方針

を定める

総合計画・創生総合戦略推進に向け、先行した組織改革を提案する。

何を いつまでに

実施方針

総合計画・総合戦略が実現できる組織を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

前年度からの検討素案を基に、参事会で

検討し

段階的に新組織を決定する。

実施概要

総務課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

３：組織機構の簡素化・効率化

１：第４次総合計画の実現に向けた組織・機構の見直し



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

組織機構改革に伴う定員管理計画作成にいたっていない

何を いつまでに

実施方針

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吉野町定員管理

計画を作成する

平成３０年３月

どのようにして どの程度まで

現在の職員数、人口規模と産業構造によ

り区分した類似団体との比較また今後の

定年退職者数を考慮して今後の職員数の

計画を作成

平成32年度までの3年間の計画作成

吉野町定員管理計画を策定し、職員数の適正化を図る

何を いつまでに

実施方針

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

めるため、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吉

野町定員管理計画を作成する

平成29年3月

どのようにして どの程度まで

現在の職員数、人口規模と産業構造によ

り区分した類似団体との比較また今後の

定年退職者数を考慮して今後の職員数の

計画を作成

平成33年度までの5年間の計画作成

実施概要

総務課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

３：組織機構の簡素化・効率化

２：定員管理の適正化



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

学校給食会計の一本化については、学校事務職員と教育委員会事務局が打ち合わ

せを設けて取り組んでいる。

何を いつまでに

実施方針 どのようにして どの程度まで

今後の学校給食の運営方法についいて検討する。

何を いつまでに

実施方針

今後の学校給食の運営方法について 平成30年3月までに

どのようにして どの程度まで

学校給食会計を一本化ができないか検討

し

教育委員会において指針を策定する。

実施概要

教育委員会事務局

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

３：組織機構の簡素化・効率化

３：望ましい学校給食の維持と充実



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

H27年度において指定管理が終了し、平成28年度より町直営となった。これを契機とし

て、指定管理者が契約していた施設の保守管理契約等の見直しを行い経常的な経費

の削減に努めた。また、飲料の自動販売機の設置を公募し、賃借料として毎月売上

の１５％を納金していただくことや、電気代についても電気メーターを自動販売機設置

業者に設置させ、自動販売機使用電気代を別に納金していただくこととした。集客向

上についてはＪＡＦ割引を導入し、ＪＡＦの機関紙に当該施設の概要と利用案内を掲載

していただいた。食堂については、利用者の利便性向上並びに歳入増加を目的とし

て、町広報やＨＰに公募記事を掲載と同時に、町内飲食業者に声掛けを行ったが応募

はなかった。当該施設の今後については、施設躯体が老朽化しておりその改修の必

要があるが、それ以前の問題として、耐震補強工事の必要があるのではとの論議とな

り、次年度に耐震調査・耐震補強設計・改修設計を実施することとなった。当該施設の

運営については、本来の高齢者福祉の向上に資するため、老人クラブやボランティア

協議会の事務局を担っている町社会福祉協議会に次年度より運営を委託することと

なった。

老人福祉センターの適正化、効率化を図る。

何を いつまでに

実施方針

老人福祉センターの適正化、効率化を図

るため、

平成29年3月までに

どのようにして どの程度まで

今後のあり方について十分検討できるよう 検討材料を整える。

実施概要

長寿福祉課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

４：公共施設の有効利用

１：老人福祉センターの効率的な運営



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

老人福祉センターの適正化、効率化を図る。

実施概要

長寿福祉課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

４：公共施設の有効利用

１：老人福祉センターの効率的な運営

平成29年度

実施状況

平成30年度 何を いつまでに

実施方針 どのようにして どの程度まで

何を いつまでに

実施方針

老人福祉センターの適正化、効率化を図

る。

平成３０年3月末までに

どのようにして どの程度まで

施設改修については、現場職員等の意見

を聞きとりながら、改修工事設計に反映さ

せる。

運営面については、当該施設の設置目的

を考え合わせ高齢福祉に資する運営がで

きるよう、また、利用者に不便をかけること

や、安全対策を考え合わせ人件費等経常

的経費を削減できるよう努める。

施設改修については、現場職員等の意見

を聞きとりながら、高齢者が楽みながら、

介護予防のできる設備を検討し、安全面

の対策、清掃等効率よくできるよう改修工

事設計に反映させる。

また、運営面については、委託先の社会

福祉協議会と定期的な会議をもち、各種

団体の力を得ながら効率かつ効果的に運

営できるよう意見交換を行う。



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

地区防災計画を策定し、継続して地域づくりを話し合う組織（中竜門防災福祉部会）が

設立された。当該施設においても、防災拠点としてまた、地域活動拠点としての活用

が見込まれるが、地区全体の施設を見直し、継続して活用を考える体制ができた。

何を いつまでに

実施方針

中竜門地域振興センターについて、地域

の拠点施設として有功利用できるように

平成30年3月までに

どのようにして どの程度まで

中竜門地区防災福祉部会で審議し、住民

の意向を踏まえ

地域内での具体的な活用方針と施設の位

置付けを行い、住民理解を求める

中竜門地域振興センターの利用方法について検討する。

何を いつまでに

実施方針

中竜門地域振興センターについて、地域

の拠点施設として有功利用できるように

平成29年3月までに

どのようにして どの程度まで

地区区長会と意見交換し、住民の意向を

踏まえ

具体的活用案をまとめる。

実施概要

総務課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

４：公共施設の有効利用

２：中竜門地域振興センターの利活用策



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

自治協議会の地域活性化部会において跡地利活用計画についてコンサルによる支

援も受けながら計８回の会議を開催し、地域が求める機能について検討した。単年で

構想を実現するのは困難であるため、概ね３～４ヶ年で全体像が完成するよう計画を

策定した。

何を いつまでに

実施方針

小学校跡地の利活用について 平成30年3月までに

どのようにして どの程度まで

体育館及び幼稚園舎の耐震補強工事を

実施する。また、跡地全体の活用につい

て自治協議会と連携しながら管理運営面

を重点的に検討する。

自治協議会が自主運営できるような管理

運営計画を作成するとともに、H３０年度に

整備する機能（飲食・宿泊等）を確定させ

る。

旧国栖小学校跡地の有効活用

何を いつまでに

実施方針

小学校跡地と旧幼稚園舎の利活用につい

て

平成29年3月までに

どのようにして どの程度まで

国栖地区で自治協議会を設立し、 その事業部会の中で検討を重ねる。

実施概要

総合政策課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

４：公共施設の有効利用

３：国栖小学校跡地の有効活用



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

テレビＣＭ募集を、ＣＶＹワイドニュースのお知らせコーナー、広報紙記事、ＨＰ等で募

集。

また、テレビＣＭを募集するＰＲ番組を制作・放送し、広く町内に案内した。

平成28年度のテレビＣＭは、静止画ＣＭ１件 5,000円の収入があった。

何を いつまでに

実施方針

テレビＣＭ（動画・静止画）の募集を行う。 平成30年3月までに。

どのようにして どの程度まで

広報紙やＣＡＴＶ、ＨＰを利活用して広告放

送を案内する。

テレビＣＭを静止画、動画合わせて年間６

本程を目標とする。

テレビＣＭ（動画・静止画）の募集を展開する。

何を いつまでに

実施方針

テレビＣＭ（動画・静止画）の募集を 平成29年3月までに

どのようにして どの程度まで

ＣＭを募集するＰＲビデオを9月末までに制

作し、ＣＡＴＶ・広報・ＨＰによる広告放送の

案内を継続し

テレビＣＭを静止画、動画合わせて年間６

本程を目標とする。

実施概要

総合政策課

行財政改革大綱体系

Ａ：行政サービスの選択と集中の推進

５：情報化による行政サービスの向上

１：ケーブルテレビＣＭ放送の実施



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

吉野町起業支援補助金交付要綱を制定した。公募型プロポーザルを実施し、上半

期、下半期とも申請が1件づづあり、交付決定したものの、いずれも年度途中で断念し

補助金は交付していない。次年度以降は起業支援交付金事業については、産業観光

振興課所管において、産業振興分野で助成していく予定となる。

何を いつまでに

実施方針

企業誘致 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

空き家等も活用しながら吉野らしい企業誘

致のあり方を検討し、企業誘致等調整会

議により関係各課と連携しながら事業を進

める。

空き家、空き施設の利活用及び優先順位

を決定し、最優先物件の利活用内容を決

定する。

企業誘致の推進

何を いつまでに

実施方針

町内での起業に向けて 平成29年3月までに

どのようにして どの程度まで

補助金制度を創設し

新制度等を活用した起業者を公募型プロ

ポーザルで決定し、支援する。

実施概要

総合政策課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

1：中長期的な展望に立った財政運営

１：企業誘致の推進



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

財務課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

１：中長期的な展望に立った財政運営

２：中期財政計画に基づき計画的な財政運営の健全化を目指す取り組みの推進

中期財政計画の更新

何を いつまでに

実施方針

平成27年度決算状況を 平成28年9月末までに

どのようにして どの程度まで

内容を分析し 町ホームページにて公開する

平成27年度決算状況を、平成２８年９月末までに内容を分析し、町ホームページにて

公開した。

何を いつまでに

実施方針

平成28年度決算状況を 平成29年9月末までに

どのようにして どの程度まで

内容を分析し 町ホームページにて公開する



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

財務課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

１：中長期的な展望に立った財政運営

３：第２次吉野町行財政改革プラン２０１６の推進

第２次吉野町行財政改革プラン２０１６の策定及び進捗管理

何を いつまでに

実施方針

次期行財政改革プログラムを 平成28年8月末までに

どのようにして どの程度まで

平成27年度に策定した総合計画後期基本

計画、中期財政計画を踏まえ、持続可能

な財政基盤の堅持と後期計画実現の両立

を図るため

策定する

第２次吉野町行財政改革プラン２０１６を平成２８年８月末までに策定した

何を いつまでに

実施方針

第２次吉野町行財政改革プラン２０１６の

平成２８年度実施状況及び平成２９年度実

施方針を

平成29年8月末までに

どのようにして どの程度まで

各課の進捗状況を把握し

取りまとめを行い、ホームページにて公表

する



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

収納率　・現年度課税分　99.10%　　滞納分　26.70%

　　　　　　　　　　　　　　　　（普通税分）25.74%

　　　　　　　　　　　　　　　　（国保税分）27.89%

H28年度当初調定に占める滞納繰越率　4.14%

何を いつまでに

実施方針

町税の収納率を 平成29年度決算で

どのようにして どの程度まで

滞納者の実態調査をより充実させ滞納整

理（取る・待つ・止める）を早期化し、収納

率の向上及び滞納繰越率を減少させ

H29年度の目標収納率

　・現年度課税分　99.00%　　滞納分　28.00%

　　　　　　　　　　　　　　　　（普通税分）30.00%

　　　　　　　　　　　　　　　　（国保税分）20.00%

H29年度当初調定に占める滞納繰越率　4.00%

自主財源確保のため町税の収納率を向上させる

何を いつまでに

実施方針

町税の収納率を 平成28年度決算で

どのようにして どの程度まで

滞納者の実態調査をより充実させ滞納整

理（取る・待つ・止める）を早期化し、収納

率の向上及び滞納繰越率を減少させ

H28年度の目標収納率

　・現年度課税分　99.00%　　滞納分　22.31%

　　　　　　　　　　　　　　　　（普通税分）22.18%

　　　　　　　　　　　　　　　　（国保税分）22.48%

H28年度当初調定に占める滞納繰越率　4.53%

実施概要

税務収納課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１：町税の収納率の向上



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

町民課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

２：国民健康保険税の収納率の向上

国民健康保険税の収納率の向上を図り、医療費の増加に対する財源を確保する。

何を いつまでに

実施方針

国民健康保険税の収納率を 平成28年度決算で

どのようにして どの程度まで

現年度分については、未納者を早期に把

握し、納付を促していく。

滞納分については、税務収納課と連携し、

収納率の向上に努める。

現年度分については、97％以上、滞納分につ

いては、20％以上の収納率を確保する。

現年度分については、未納者を早期に把握し個々に担当を決め、毎月情報交換を

行って情報の共有を図り、連携して未納者へ対応し納付へつなげた。滞納分について

は税務収納課と連携を図り納付につなげた。

（収納率）　現年度分　97.5%　　滞納分　27.9%

何を いつまでに

実施方針

国民健康保険税の収納率を 平成29年度決算で

どのようにして どの程度まで

現年度分については、未納者を早期に把

握し、納付を促していく。

滞納分については、税務収納課と連携し、

収納率の向上に努める。

現年度分については、97％以上、滞納分につ

いては、20％以上の収納率を確保する。



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

町民課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

３：後期高齢者医療保険料の収納率の向上

後期高齢者医療保険料の収納率の向上を図り、医療費の増加に対する財源を確保する。

何を いつまでに

実施方針

後期高齢者医療保険料の収納率を 平成28年度決算で

どのようにして どの程度まで

初期未納者への積極的な納付勧奨を実

施。(保険ｸﾞﾙｰﾌﾟを班分けして口座勧奨等

初期対応行い、納期内納付を推進する。)

　・現年度分収納率　　 99.7％

　・滞納繰越分収納率　39.0％

初期未納者への早期対応、口座振替の勧奨等を行った。

（収納率）　現年度分　99.9%

　　　　　　　滞納分　　 23.9%

何を いつまでに

実施方針

後期高齢者医療保険料の収納率を 平成29年度決算で

どのようにして どの程度まで

初期未納者への積極的な納付勧奨を実

施する。

　・現年度分収納率　　 99.9％

　・滞納繰越分収納率　24.0％



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

産業観光振興課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

４：住宅使用料の収納率の向上

住宅使用料の収納率の向上を図り、住宅管理の財源を確保する。

何を いつまでに

実施方針

住宅使用料の収納率を 平成28年度決算で

どのようにして どの程度まで

督促状、電話催促、訪問徴収

徴収率は年間９７％であるが、遅延者へ納付

催促を行い、徴収率を上げる。

・滞納者に毎月来庁を促しながら、徴収を行っている。また、遅延者においては、電話

や訪問徴収を行い徴収率97％維持ができた。

何を いつまでに

実施方針

住宅使用料の収納率を 平成２９年度決算までに

どのようにして どの程度まで

督促状、催告書の発布。

滞納者や連帯保証人への電話や訪問徴

収により

徴収率を昨年度以上にする。



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

平成29年4月1日時点の収納率は8.45％であった。

今後はさらなる滞納整理を進める。

何を いつまでに

実施方針

上下水道使用料の収納率を 平成29年度決算で

どのようにして どの程度まで

過年度の滞納について、積極的な整理を

進める。

現年度分については、給水停止等の法的

措置を講じて、滞納整理を進める。

前々年度以前分の収納率を8％以上とする。

上下水道使用料の収納率の向上を図り、水道事業の財源を確保する。

何を いつまでに

実施方針

上下水道使用料の収納率を 平成28年度決算で

どのようにして どの程度まで

過年度の滞納について、積極的な整理を

進める。

現年度分については、給水停止等の法的

措置を講じて、滞納整理を進める。

前々年度以前分の収納率を１０％以上とす

る。

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

５：上下水道使用料の収納率の向上



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

現年度分の未納については未納通知文書や電話にて対応した。過年度分についても

同様に、未納通知文書や電話などで対応し、滞納件数は127件から61件に減少した。

何を いつまでに

実施方針

し尿処理手数料の件数について 平成29年度決算で

どのようにして どの程度まで

過年度分の滞納については、定期的な訪

問による滞納整理を実施する。

現年度分については、３回未納が重なると

し尿収集を行わないよう対策を講じて、滞

納を増やさないようにする。

現年度分、過年度分ともに前年度収納率

を上回るようにする。

し尿処理手数料の収納率の向上を図り、し尿汲み取り事業の財源を確保する。

何を いつまでに

実施方針

し尿処理手数料の件数について 平成28年度決算で

どのようにして どの程度まで

過年度分の滞納については、定期的な訪問に

よる滞納整理を実施する。

現年度分については、３回未納が重なると、し

尿収集を行わないよう対策を講じて、滞納を増

やさないようにする。

過年度分の滞納件数を２割減とする。

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

６：し尿処理手数料の収納率の向上



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

未納のお知らせ・督促状の送付を行い、電話による督促・臨戸訪問を行った。また滞

納者には給付制限等の措置を講じる可能性があることの指導を行い、納付を勧めて

きた。

収納率は滞納繰越分で１１．４％と目標を下回ったが、普通徴収は９２．９％と目標を

上回る収納率が達成出来た。

何を いつまでに

実施方針

介護保険料の収納率を 平成29年度決算で

どのようにして どの程度まで

現年度分は、納期限後すぐに未納のお知らせを送付、督促

状を送付、過年度分は、３か月に１回催告書を送付を行

い、電話による督促、臨戸訪問による徴収を実施する。ま

た、広報で保険料納付を促す記事を掲載する。滞納者へ分

納誓約等を活用することで徴収を促していく。

滞納繰越分の収納率を 20.0％以上、普通徴

収の収納率を 93.5％以上とする。

介護保険料の収納率の向上を図り、増加する介護給付費の財源を確保する。

何を いつまでに

実施方針

介護保険料の収納率を 平成28年度決算で

どのようにして どの程度まで

現年度分は、納期限後すぐに未納のお知らせを送付、納期

限後20日を経過したものについては督促状を送付、過年度

分は、３か月に１回催告書を送付を行い、電話による督促、

臨戸訪問による徴収を実施する。また、広報で保険料納付

を促す記事を掲載する。滞納者へ分納誓約、給付制限措

置を活用することで徴収を促していく。

滞納繰越分の収納率を 20.0％以上、普通徴

収の収納率を 90.0％以上とする。

実施概要

長寿福祉課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

７：介護保険料の収納率の向上



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

平成29年4月1日時点の水洗化率は82.7％であり、実施目標は達成できている。今後

も広報活動により、水洗化率の向上を目指す。

何を いつまでに

実施方針

水洗化率の向上 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

平成２8年度の広報紙、ＨＰ、ＣＡＴＶ等によ

る広報活動において住民への水洗化の周

知を徹底する。戸別訪問を行い、水洗便

所改造助成金制度の周知を徹底する。

水洗化率を84％以上にする。

下水道の加入を促進し、水洗化率の向上を図る

何を いつまでに

実施方針

水洗化率の向上 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

平成２8年度の広報紙、ＨＰ、ＣＡＴＶ等によ

る広報活動において住民への水洗化の周

知を徹底する。戸別訪問を行い、水洗便

所改造助成金制度の周知を徹底する。

水洗化率を80％以上にする。

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

８：下水道の加入促進



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

中央公民館の使用料については、住民の活動拠点であることから各団体の運営に支

障がきたさない料金設定としており、現行の使用料は適正と考えます。関係協議会の

会議等について会場を提供し、利用促進に努めてきたところです。

何を いつまでに

実施方針

公民館等使用料を 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

県・郡の関係機関の事業の把握と実施を

調整し

関係機関を誘致し、増収を図る。

運動公園や中央公民館の使用料を検討し増収を図る。

何を いつまでに

実施方針

公民館等使用料を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

県・郡の関係機関の事業の把握と実施を

調整し

関係機関を誘致し、増収を図る。

実施概要

教育委員会事務局

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

９：運動公園等の使用料の増収



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

普通財産地については、企業誘致等進んでいる箇所があるが、未処分の遊休公有財

産については、管理のみでその処分はできていない。

何を いつまでに

実施方針

遊休公有資産（普通財産） 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

未処分町有地については、厳しい条件と

問題があり、処分は難しいと思われる。シ

ルバー人材センターの活用など適正管理

を行う。

予算計上額にあわせて適正管理する

遊休町有地等の利活用及び処分の検討を行う。

何を いつまでに

実施方針

遊休公有資産（普通財産）利活用と歳入

確保の観点から処分を進める。

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

未処分町有地については、厳しい条件と

問題がある。再度隣接所有者や関係自治

会に打診する。

予算計上額を目標とする

実施概要

総務課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１０：遊休町有地等の処分



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

財務課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１１：広告事業の推進（各課共通封筒の寄贈調達）

広告入り封筒の寄贈を募集する。

何を いつまでに

実施方針

広告入封筒の寄贈受け入れについて 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

現状を継続して、また、必要に応じて直接

業者と交渉し

30,000枚/年を目標に取り組む。

何を いつまでに

実施方針 どのようにして どの程度まで



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

町民課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１２：広告事業の推進（国保・後期・児童手当用封筒の寄贈調達）

広告入り封筒の寄贈を募集する。

何を いつまでに

実施方針

国保税・後期高齢者医療等の窓付き封筒

を、広告入り封筒にして事業者から寄贈を

募る。また補助を活用して啓発も兼ねた封

筒を作成する。

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

広告掲載を町の広報誌等で公募して実施

する。2事業所に引続き勧誘を行うと共

に、他事業所にも勧誘を募る。また、後期

高齢者医療制度の補助事業を活用して封

筒を作成する。

国保・後期・児童手当・福祉医療使用  →A4三つ折

封筒

　　補助対象　後期使用数 6,000 枚

国保税・後期高齢納付書用窓付き封筒(大)4,000枚

の寄贈を募る。

公告掲載封筒の寄贈の公募を平成29年1月の広報誌並びに町の公式ホームページ

に掲載したが、3月末時点で申し出はなかった。後期高齢者医療制度の補助事業を活

用して5,000枚封筒を作成し、経費の削減を行った。

何を いつまでに

実施方針

国保税・後期高齢者医療等の窓付き封筒

を広告入り封筒にして、事業者から寄贈を

募る。また補助制度を活用して健康長寿

の啓発も兼ねた封筒を作成する。

平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

広告掲載封筒の寄贈を町の広報誌、ホー

ムページを活用して公募を実施する。引続

き関連事業所への勧誘を行っていく。後期

高齢者制度の補助事業を活用して封筒を

作成する。

国保・後期・児童手当・福祉医療等に使用

 →A4三つ折封筒　　補助対象分　後期使用数

5,000 枚

国保税・後期高齢納付書用窓付き封筒　5,000枚の

寄贈を募る。



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

町内の業者に募集を行い、2年分　12,000枚の寄贈となった。

何を いつまでに

実施方針

広告入り封筒の寄贈を 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

募集し、寄贈事業者を募る。 6000枚の寄贈を目標とする。

広告入り封筒の寄贈を募集する。

何を いつまでに

実施方針

広告入り封筒の寄贈を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

募集し、寄贈事業者を募る。 6,000枚の寄贈を目標とする。

実施概要

税務収納課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１３：広告事業の推進（税用封筒の寄贈調達）



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

28年度分としては募集の実施を行っていないが、29年度分の募集を３月広報とホーム

ページに掲載し行った。

何を いつまでに

実施方針

広告入り封筒の受入を ７月ごろまでに

どのようにして どの程度まで

応募企業等と詳細を打合せながら セロ窓付長３封筒　20,000枚を受入する。

広告入り封筒の寄贈を募集する。

何を いつまでに

実施方針

在庫があるため実施しない

どのようにして どの程度まで

実施概要

長寿福祉課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１４：広告事業の推進（介護保険事業用封筒の寄贈調達）



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

募集を行ったところ、封筒の寄付（4,000枚）を得た。

何を いつまでに

実施方針

前年度に寄贈された封筒の在庫があるた

め今年度は実施しない。

どのようにして どの程度まで

広告入り封筒の寄贈を募集する。

何を いつまでに

実施方針

水道料金通知用封筒に、広告を掲載する

事業者を公募し、封筒の寄附を募る。

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

町の広報紙及びホームページ等で募集を

行う。

上下水道事業で年間使用する封筒分

（2,000枚）の寄付を募る。

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１５：広告事業の推進（水道料金用封筒の寄贈調達）



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

産業観光振興課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

２：財源の確保

１６：ふるさと納税者の拡大

ふるさと納税をしていただける方を拡大し、ふるさと納税額の増加を図る。

何を いつまでに

実施方針

ふるさと納税額を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

首都圏を中心にPR並びに情報誌等による

町の情報発信（DM等）

リピーター及び新規納税者の増加を図る。

ふるさと納税目標額：1億円以上

・楽天ふるさと納税サイト開設により納税額も対前年比1.45％（27，557，500円）の増

額であるが、総額では88,881,518円で目標額を達成する事ができなかった。

何を いつまでに

実施方針

ふるさと納税額を 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

首都圏での物産展等によるＰＲやＭＤの

送付や、ふるさと納税謝礼品を充実させ

る。

リピーター及び新規納税者の増加を一層

図り、1億円以上のふるさと納税額に



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

煙友会事務局との協議し、事業内容に応じた補助とした。

また、事業内容の精査についても申し入れを行った。

何を いつまでに

実施方針

煙友会補助金を 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

事業内容を精査し 財政状況に応じた適正な補助を行う。

町煙友会補助金を活動内容に応じて支出する。

何を いつまでに

実施方針

煙友会補助金を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

事業内容を精査し 財政状況に応じた適正な補助を行う。

実施概要

税務収納課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

３：補助金・公共料金の適正化

１：町単独補助金の適正化



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

教育委員会事務局

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

４：アウトソーシングの促進

１：運動公園の管理体制検討

実施概要

吉野運動公園について、指定管理者制度の導入を検討する。

何を いつまでに

実施方針

吉野運動公園の管理体制につて 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

現在の指定管理者と引き続き協議・連携

を図り

施設の利用促進及び社会体育事業として

の充実を図る

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの吉野運動公園の指定に関する基本

協定を締結した

何を いつまでに

実施方針 どのようにして どの程度まで



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

総務課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

５：公共施設の管理運営方法の見直し

１：公共施設指定管理の促進

実施概要

　『国栖の里総合ｾﾝﾀｰ』及び『中竜門地域振興ｾﾝﾀｰ』の管理運営方法を検討する。

何を いつまでに

実施方針

当該施設の管理運営について 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

将来のまちづくりの拠点施設とした利用を

地元区長会と協議し

具体的活用案をまとめる

地域自治協議会等と協議中

何を いつまでに

実施方針

当該施設の管理運営について 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

将来のまちづくりの拠点施設として、地域

自治団体（国栖地区自治協議会・中竜門

地区防災福祉部会）と協議し

指定管理等を行うための条件整備を行う



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

①総務省の「地域情報化アドバイザー派遣制度」（全３回）を利用した広報戦略会議を

開催。外部有識者のアドバイスを得て、『吉野町広報戦略』の素案をまとめた。

②『吉野町広報戦略』の中で改めて全庁的な広報への取組を見直し、各課広報担当

設置の方針を変更した。

③近隣ＣＡＴＶ局との連携、地方ＴＶ局への情報提供、住民からの情報提供と共同制

作等を実施した。

何を いつまでに

実施方針

全庁的な行政広報の取組のための職員

研修の実施と、広報マネージメントによる

戦略的な広報の実施。

平成３０年３月末までに。

どのようにして どの程度まで

①参事・課長会での広報情報の共有化。

②職員研修の実施。

③地域情報の収集。

④住民アンケートの実施。

平成２９年度も２回目の「地域情報化アド

バイザー派遣制度」を利用し、現在の『吉

野町広報戦略』をより実践的な内容に発

展させながら、各メディアの情報発信力を

高める。

ＣＡＴＶ自主放送番組の制作に積極的に取り組む自治体との広域連携を深める。また住民の番

組制作における参画を求めるような仕組みづくりについても検討する。

何を いつまでに

実施方針

広報戦略の検討やきめ細やかな情報収

集を行う

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

広報戦略に関しては、ＣＡＴＶ、広報誌、

ホームページ等の問題点や今後の方向性

を検討する広報戦略会議を立ち上げる。

また、各課に広報担当を設置し、様々な情

報を収集する仕組みをつくる。

広報戦略会議の中で、各広報メディアの

内容について検討し、方向性を示す。

実施概要

総合政策課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

５：公共施設の管理運営方法の見直し

２：ケーブルテレビ局の運営体制の見直し（住民参加）と民間委託の検討



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

・平成２８年４月　さくら広域環境衛生組合設立

・平成２８年１０月　施設候補地を大淀町西増地内の西増区有地に決定。（組合議会）

何を いつまでに

実施方針

・地権者調整

・施設整備基本計画策定協議

・生活環境影響調査

平成３０年3月末までに

どのようにして どの程度まで

奈良県南部地域ごみ処理広域化推進協

議会で協議・調整

施設整備基本計画策定

さくら広域環境衛生組合を設立し、調査検討及び用地調査選定を行う。

何を いつまでに

実施方針

ごみ処理施設候補地を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

候補地選定に取り組む大淀町に協力す

る。

大淀町が選定した候補地を組合に引き継

ぎ、組合が建設用地を決定する。

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

B：健全で効果的な行財政運営の推進

６：広域行政の推進

１：ゴミに関する広域行政の推進



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

何を いつまでに

実施方針 どのようにして どの程度まで

実施概要

 地方自治法に基づく、単式会計・現金主義による財務会計処理を継続しながら、経費支出、建

設投資と資産増減を明確に関連付けして、発生主義に基づく複式による会計処理を取り入れ、

財務情報を活用して政策判断する管理会計として機能させていく。

何を いつまでに

実施方針

固定資産台帳の整備並びにシステム導入

と公会計ルールの整備を 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

公認会計士などのアドバイスを受けなが

ら,必要に応じ研修等に積極的に参加し、

また他市町村を参考にしながら

財産所有課と連携し、整備を行う。

財務課

行財政改革大綱体系

C：積極的な情報提示・開示の推進

１：公会計改革・会計制度の見直し

１：公会計改革の取り組み



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

広報紙の新たなリニューアルは未実施である。またＣＭＳシステムの職員研修も未実

施である。

何を いつまでに

実施方針

吉野町広報戦略の方針に従い、広報紙面

の大幅なリニューアルと、魅力あるＨＰ情

報の発信を実施する職員研修を実施す

る。

平成30年3月までに。

どのようにして どの程度まで

・掲載内容を精査し必要な情報を見極め

る。

・レイアウトなど、広報誌の見せ方につい

て、印刷会社のグラフィックデザイナーな

どからアドバイスをもらう。

・ＨＰによる情報発信の職員研修を実施。

・広報表紙はタイトル部分以外を変更。中

頁は統一感をもたせ、詰め込み過ぎず、

読みやすい記事とする。目玉（特集）記事

を設ける。

・ＨＰの職員研修は基礎編と応用編を実

施。

ケーブルテレビによる映像情報、音声告知による音声情報、印刷物の広報紙による情報、ＨＰに

よる情報提供により、行政・地域・文化観光等の情報を発信していく。

何を いつまでに

実施方針

魅力ある広報誌・ホームページ作成のた

め

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

役場各課担当職員向けにＨＰ研修を実施

し

写真や図案等を使って、よりビジュアルで

分かり易いＨＰ作りを目指す。

実施概要

総合政策課

行財政改革大綱体系

C：積極的な情報提示・開示の推進

２：積極的な町政情報の公開・提供

１：住民への行政情報提供の推進



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

総務課

行財政改革大綱体系

D：職員能力の開発と適正な人事管理の推進

１：専門性、政策能力等を有する人材育成と活用

１：職員研修計画の作成

実施概要

平成21年4月に策定した「吉野町人材育成基本方針」に沿って、時代の変化に即した効果的な研

修内容を求め実施する。

何を いつまでに

実施方針

平成２８年度職員研修計画に基づく研修

実施

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

研修計画に基づく全体研修・専門研修・階

層別研修への参加と職員自主研究活動

支援の推進を行い

今、求められている住民のニーズに対応

するため、職員能力の向上と職場環境の

改善を図る。

全体研修・専門研修・階層別研修を随時実施した。また、職員自主研究活動への支援

を実施した。ただし研修については、計画どおりに実施できていない。

何を いつまでに

実施方針

平成２９年度職員研修計画に基づく研修 平成３０年３月末までに

どのようにして どの程度まで

業務分野・階層・新採用職員ごとに研修を

企画するともに、職員自主研究への支援

をおこない

職員の業務遂行能力向上を図るとともに、

職場環境の改善を図る



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

総務課

行財政改革大綱体系

D：職員能力の開発と適正な人事管理の推進

１：専門性、政策能力等を有する人材育成と活用

２：人事評価制度試行の活用

実施概要

 人事評価の結果を給与（定期昇給・勤勉手当）に反映する事により職員の能力と組織全体の公

務能率の向上を図り、質の高い住民サービスを提供する。

何を いつまでに

実施方針

人事評価制度の諸課題を精査し制度の充

実を図る。

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

フィードバック面談の定着化と評価者及び

調整者研修の実施

人事評価制度の定着化を図る

平成２８年度分より評価シートの内容見直しを実施したうえで人事評価を実施。また人

事評価の結果を平成２８年６月・１２月賞与時の勤勉手当に反映。フィードバックの定

着には課題がのこっている

何を いつまでに

実施方針

人事評価制度の諸課題を精査し制度の充

実を図る。

平成29年11月末までに

どのようにして どの程度まで

人事評価制度の評価方法・フィードバック

方法を見直し

平成29年12月賞与時に結果を反映させる



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

文化財関係における各種教室事業については、教室等を７０回開催し、その内６４回

を担当職員が講師を担った。

人権教育については手話通訳士の資格を有した住民を講師の招聘し開催した。テー

マによっては、次年度以降職員による対応を行う。

何を いつまでに

実施方針

各種セミナー・教室等の講師について 平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

職員の資質向上を図り、専門的知識を高

め

各種セミナー、研修での講師としての対応

ができるようにする。

  講演や学習内容によって、職員の登用を追求するとともに、当該の体制を継続できるように人

材の育成と活用を図る。

何を いつまでに

実施方針

各種セミナー・教室等の講師について 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

職員の資質向上を図り、専門的知識を高

め

各種セミナー、研修での講師としての対応

ができるようにする。

実施概要

教育委員会事務局

行財政改革大綱体系

D：職員能力の開発と適正な人事管理の推進

１：専門性、政策能力等を有する人材育成と活用

３：職員による教室、講座の開催



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

町制60周年と連動して吉野まつりを実施し、翌月に事業の振り返りと実施報告を行った。

協働のまちづくり交付金対象10団体から3月中旬までに事業完了報告を受け、3月24日に

事業報告会を開催した。交付団体に対して、それぞれのサポートや助言等を適宜実施した。

●10団体に1,400,000円のまちづくり交付金の補助を行った。

何を いつまでに

実施方針

協働のまちづくり交付金制度の充実を図

り、地域に根ざした住民活動団体が取り組

む公益的活動を支援する。

平成30年度3月末までに

どのようにして どの程度まで

協働のまちづくり交付金事業を継続実施

するとともに、交付終了した団体に対して

も活動を支援する。

交付終了団体等への支援策についてガイ

ドラインを整備し、自立する為の助言・指

導等、支援を引き続き行う。

  自助、共助、公助の補完性の原則を基本とし、それぞれの役割分担を見直し、互いに力を合わ

せ協力することが必要となる。住民と行政の協働を推進するため、地域に根差した住民活動団

体が取り組む公益的活動を支援し、住民と行政が一体となった協働型社会を構築する。

何を いつまでに

実施方針

協働のまちづくり交付金制度の充実を図

り、地域に根ざした住民活動団体が取り組

む公益的活動を支援する。

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

協働のまちづくり交付金事業を継続実施

するとともに、交付終了した団体に対して

も活動を支援する。

交付終了団体等への支援策についてガイ

ドラインを整備し、自立する為の助言・指

導等、支援を引き続き行う。

実施概要

総合政策課

行財政改革大綱体系

E：協働のまちづくりの推進

１：町民と行政との協働・住民自治が進むシステムづくり

１：住民と行政の協働によるまちづくりの推進



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

・菜の花プロジェクトの実績→11個人収穫量90kg

・廃食油回収事業→町内の32回収ポイントから収集し、8,250ℓ（ドラム缶41本）

・緑のカーテンコンテストは、家庭部門26件、事業所部門11件、合計37件の応募（前年度より

1.7倍）

何を いつまでに

実施方針

・菜の花プロジェクトの推進

・BDFの新たな活用方法の検討

平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

・菜の花プロジェクトは、種の配布と搾油を町が担い、栽培に関しては地域住

民の自主的な取り組みを進めるとともに、循環型エネルギーの啓発を行う。

・菜種油の廃食油の回収をはじめ、再生可能な廃食油回収の啓発を行い、回

収量の増量を図る。

・緑のカーテンについては、緑のカーテンの効果（夏の室温上昇の抑制、節電

対策、CO２排出抑制）の啓発を行い、カーテン栽培者を増やす。

・菜の花プロジェクトは、自主的な参加者（団体）を増やす。　15個人2団体以

上へ。

・廃食油年間回収量目標　8,400リットル。

・緑のカーテン：昨年度の参加数をさらに1.3倍の50件以上を目標とする。

　　　緑のカーテンの効果啓発とカーテン栽培者、コンテスト参加者の増を図る

　　　ことにより、環境への関心を高めてもらう。

持続可能な循環型社会を形成する為に、住民の方に対してその必要性等についての啓発、情報

提供及び情報交換を積極的に行い、住民の方の自主的・主体的な取組みを支援していく。

何を いつまでに

実施方針

・菜の花プロジェクトの推進

・BDFの新たな活用方法の検討

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

・菜の花プロジェクトは、種の配布と搾油を町が担い、栽培に関しては地域住

民の自主的な取り組みを進めるとともに、循環型エネルギーの啓発を行う。

・菜種油の廃食油の回収をはじめ、再生可能な廃食油回収の啓発を行い、回

収量の増量を図る。

・緑のカーテンについては、緑のカーテンの効果（夏の室温上昇の抑制、節電

対策、CO２排出抑制）の啓発を行い、カーテン栽培者を増やす。

・菜の花プロジェクトは、自主的な参加者（団体）を増やす。

２個人２団体以上へ。

・廃食油回収量目標　652L→700L（月）へ

・緑のカーテン：昨年度の参加数１２者→12者以上へ。

緑のカーテンの効果啓発とカーテン栽培者、コンテスト参加

者の増を図ることにより、環境への関心を高めてもらう。

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

E：協働のまちづくりの推進

１：町民と行政との協働・住民自治が進むシステムづくり

２：菜の花プロジェクト及び緑のカーテン事業の推進



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

河川美化活動の実施については、上市町内会と連携を図り実施時期に実行できた。

結果、当該地域のゴミの散乱は見られなかった。

何を いつまでに

実施方針

吉野川流域の地域住民による河川美化活

動の実施。

上市地区における美化事業は、引き続き

春期及び夏期に実施。

平成30年3月末までに

どのようにして どの程度まで

地域との連携を図りながら、地域主導で環

境美化に努めていく

来場者に、河川美化意識の定着を図る。

河川を利用する人は年々増加し、それに伴い不法投棄されるごみの量は膨大で大きな河川環境

問題となっている。町内の河川敷でも不法投棄されるごみが多く、これらの地域でも住民の方と

協働で河川美化を進めて行く必要がある。

何を いつまでに

実施方針

吉野川流域の地域住民による河川美化活

動の実施。

上市地区における美化事業は、引き続き

春期及び夏期に実施。

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

団体との交流と連携を図る。 河川美化に対する意識の向上を図る

実施概要

暮らし環境整備課

行財政改革大綱体系

E：協働のまちづくりの推進

１：町民と行政との協働・住民自治が進むシステムづくり

３：上市地区の活動の充実、その他地区における地元、関係機関との協議継続



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

実施概要

産業観光振興課

行財政改革大綱体系

E：協働のまちづくりの推進

２：自主的な住民活動への支援

１：地域観光活性化の充実

　国栖の里観光協会は、フェスタ等のイベントも定着し入り込みも徐々に増えてきているが、地域

を巻き込んだ活発な活動まではいっていない。

津風呂湖観光協会は既存のイベント等は活発に行っているが新たな客の取り込みが課題と思わ

れる。

何を いつまでに

実施方針

地域資源を活かした事業展開などを 平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

地域住民と連携し

地域の新たな資源発見及び地域住民の

意識向上に努める

・国栖地区自治協議会が発足し、地域ぐるみで様々な取組への計画等を行っている。

国栖の里観光協会も参画し共に新たな活動を行っている。

・津風呂湖観光協会においても、津風呂湖漁業組合や自然を守る会などと協働し新た

な集客にも取り組んでいる。

何を いつまでに

実施方針

地域資源を見つめ直した新たな事業展開 平成30年3月末

どのようにして どの程度まで

関係団体や地域住民と連携し

地域住民の一層の意識向上を図る。ま

た、関係団体の連携の強化を行う。



第２次吉野町行財政改革プラン２０１６

担当課

大項目

中項目

小項目

平成28年度

実施状況

平成29年度

実施状況

教育委員会所管事業である「Yoshinoわいわいフェスタ」、町民文化祭、町民体育祭、

初市ほっこりライブ等への積極的な参加を呼びかけ、協働による事業実施した。併せ

て、各種団体が実施する事業（イベント）についても、教育委員会として共に参加した。

何を いつまでに

実施方針

「Yoshinoわいわいフェスタ」・町民文化祭・

町民体育祭等

平成30年3月までに

どのようにして どの程度まで

各種団体の参画を得て、協働で事業を進

める。

参加について広く呼びかけを行い、町民催

事として位置づけ開催する。また、企画・

立案についても積極的に関わって戴く。

社会教育関係団体連絡会議の活性化のために、互いの活動において連携を図る。行政主導で

はなく、団体どうしが連携できるよう支援する。また、社会体育振興の方向性を統一した見解で同

じ方向をみて進めるよう協議する。

何を いつまでに

実施方針

団体への活動の支援と町事業への協力

について

平成29年3月末までに

どのようにして どの程度まで

団体との交流と連携を図る 町事業への各種団体の協力・参画を得る

実施概要

教育委員会事務局

行財政改革大綱体系

E：協働のまちづくりの推進

２：自主的な住民活動への支援

２：各種団体への関わり方（社会教育関係団体連合会議の活性化）


