
資料１ 平成２７年度に「実施」の改革項目
取組状況

【平成28年3月14日北広島市行財政改革推進委員会】

5．特別会計
繰出金の適正
化

各特別会計において給付費等の抑制と事務費も含めた
歳出削減に努めるとともに、一般会計の負担区分を明
確にし、特別会計への繰出金の適正化を図る。
（平成30年度から国民健康保険の財政運営主体が北
海道に移管され制度が大きく変化することから、30年度
に再度見直しを図る。）

実　施

●例年、基準外繰出を行っている国民健康保険事業特別会計
に対する繰出金について、一般会計の負担区分を明確にし、もっ
て同特別会計に対する繰出金の適正化を図るため、その基準等
を次のとおり定め、一般会計の負担区分を明確にした。
(1) 「北広島市国民健康保険事業特別会計繰出金について」
(2) 「北広島市国民健康保険事業特別会計繰出金の運用につ
いて」

●平成30年度から国民健康保険の財政運営主
体が北海道に移管され制度が大きく変化すること
から、30年度に再度見直しを図る。

6．財政状況
の公表

各特別会計の運営状況や一般会計の負担などについ
て、わかりやすく公表する。

実　施
●各特別会計の収支の概要や、一般会計からの負担（繰出金）
の状況について、わかりやすく説明した資料をホームページに公
開し、市民に周知した。

●平成28年度に策定予定である「財政運営指針」
などとともに、市の財政について、広報・ホームペー
ジ・出前講座などを活用して市民にわかりやすく公
開する。

1-1
健全な中長期
財政運営の確
立

改革項目 実施項目 今後の取組方針計画内容 実施状況 これまでの取組み
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資料１ 平成２７年度に「実施」の改革項目
取組状況

【平成28年3月14日北広島市行財政改革推進委員会】

改革項目 実施項目 今後の取組方針計画内容 実施状況 これまでの取組み

2．未利用市
有地の処分

未利用市有地をとりまく状況の変化を踏まえながら、基
本方針に基づき、売却可能な未利用市有地の処分を
進める。

実　施

●北広島市未利用市有地処分等に関する基本方針
・自主財源の確保、地域経済の活性化を目的とする
・将来的に公共用地として使用の見込みがない土地は処分

【平成27年度の処分実績】
・旧消防署大曲出張所跡地（818㎡）
　　：公募入札にて売却(12,120,000円)
・稲穂町職員住宅跡地（289.19㎡×2）
　　：公募したが応募なし⇒平成28年度以降売却予定
・大曲末広5丁目84番2（439.24㎡）
　　：随意契約にて売却(4,875,564円)

●北広島市公共施設等総合管理計画への対応
～公共施設等総合管理計画骨子における推計で
は、今後10年で更新（立替え、大規模改修）対象
となる施設の13％を縮減する必要がある。
⇒必要性の低い施設や施設の複合化に伴う余剰
施設等については、基本方針に基づき処分を進め
る。

3．市有資産
への広告掲載

基本方針に基づき、印刷物、ホームページ、封筒等へ
有料広告を掲載する。

実　施

●北広島市広告掲載に関する基本方針
～市の自主財源を確保し、市民のサービス向上を図る

【平成26年度実績】
・広報紙　2,592,000円
・ホームページ　1,110,000円
・封筒　　38,000円（無償提供のケースが多い）
・エルフィンパーク広告掲示　1,237,389円
・本庁舎案内板設置料　194,400円

●ネーミングライツについては平成28年度中に検
討

●その他新庁舎建設（H29～）における新たな手
法について検討（壁面広告、エレベーター広告な
ど）

4．行政財産
の有効活用

行政財産の余裕スペースの貸付けや目的外使用許可
により、市民の利便性の向上と財源確保を図る。

実　施
【平成26年度実績】
・自動販売機の設置料　5,210,839円
・本庁舎のスペース貸与（労働組合など）　578,124円

●学校空教室の有効利用～公共施設等総合管
理計画において検討

●その他新庁舎建設（H29～）における新たな手
法について検討（売店など）

1-5
独自財源の確
保
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改革項目 実施項目 今後の取組方針計画内容 実施状況 これまでの取組み

1-6
公共施設等の
老朽化対策

3．公共事業コ
スト構造改善
プ ロ グ ラ ム の
実施

公共事業の実施に関連する全ての部署が連携し、公共
事業の適正化、効率化及び透明性の向上並びにコスト
縮減を図るため、平成27年1月に策定した「公共事業コ
スト構造改善プログラム」（計画期間：H27～H31）に基
づく取り組みを実施する。
また、プログラムの着実な推進を図るため、適切なフォ
ローアップを行い、その結果を公表する。

実　施

●「公共事業コスト構造改善プログラム」に基づき取組みを実
施。

●フォローアップについては、工事ごとにコスト改善率等を検証し
ている。

●公表については、年度ごとにまとめて実施。平成27年の工事
分については、平成28年5月を目途に公表予定。

●「公共事業コスト構造改善プログラム」に基づく取
組みを継続して実施

1．行政組織
のスリム化

「簡素で効率的」「分かりやすい」「政策形成・施策実現
可能」という視点で、行政組織の見直しを進める。

実　施

【平成27年度実績】
・分野を横断した総合的な施策の推進のため政策推進室を新設
・戦略的な広報、シティセールスの推進のため政策広報課を新
設

2．課・スタッフ
規模の適正化

小規模な課・スタッフの統合などによる、課・スタッフ規
模の適正化を進める。

実　施
【平成27年度実績】
・課の統合(廃止)：青少年課、庁舎建設推進課、行政推進課
・スタッフ統合：財政課、市民課、高齢者支援課

3．定員管理
の基本方針の
策定

現職員数を基本としつつ、市の財政状況や市民ニーズ
に応じて変動する行政サービスの総量に柔軟に対応で
きるよう、雇用と年金の接続に係る再任用制度の動向、
任期付職員や再任用職員など多様な任用形態の職員
の活用などを踏まえた、定員管理の基本方針を策定す
る。

実　施

●「定員管理基本方針」を3月22日庁議にて決定予定
・職員数については、平成8年度540人から現時点469人まで削
減
・人口当たりの職員数については35市中で7番目に少ない
・行政需要のますますの増加が見込まれるが、人件費を含む経
常収支比率は高水準を維持し財政が硬直化していることから、
引き続き適正な定員管理に努めていく必要がある

●再任用職員の積極的な活用

●人材育成、組織や事務事業の見直し等による効
率化の推進

●民間委託や指定管理者制度の導入による外部
化の推進

2-1
行政組織の見
直し

●第５次総合計画や人口減少対策として策定され
る「まち・ひと・しごと総合戦略」の推進、時代の変
化に柔軟に対応した組織体制を実現

●債権一元管理体制や公共施設等一元管理体
制など効率的な行政組織の構築を実現
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資料１ 平成２７年度に「実施」の改革項目
取組状況
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改革項目 実施項目 今後の取組方針計画内容 実施状況 これまでの取組み

1．人材育成
基本方針の見
直し

現人材育成基本方針を基本としつつ、地方分権の進
展、大量退職による職員構成の変化、人事評価制度の
導入などを踏まえ、人材育成基本方針の見直しを行う。

実　施

●平成27年10月に「人材育成基本方針」を改訂
・求められる職員像「市民への貢献を最優先し、強い使命感を持
ち、課題にチャレンジする職員」
・職位ごとに求められる能力・意欲態度を規定

●人材育成に向けた取組みを推進
・職位ごとに求められる能力・意欲態度を基準とし
た人事評価
・人事評価により明らかとなる課題を克服するため
のシステム作り

2．人を育てる
職場風土の醸
成

若手職員の早期育成と職員間の知識伝承を進めるた
め、職場内研修（ＯＪＴ）の充実や、新任職員サポーター
制度、知識伝承研修、職場内ジョブ・ローテーションの
推進など、人を育てる職場風土の醸成を図る。

実　施

【平成27年度実績】
・職場内研修（OJT）を制度化した新任職員サポーター制度を実
施
・OJT育成担当者研修
・ベテラン職員を対象とした若手への知識伝承研修
・職員による”あいさつ運動”

●職場の人材育成や士気向上を目的とした取組
み
・あいさつ運動
・特別職・管理職による朝のスピーチ

●職員間で、研修や学びなどの成果の情報が共
有されるシステムづくり

3．職員研修
の充実

職員の能力向上と意識改革を図るため、長期的な視点
に立った職員研修計画を策定するとともに、自主性を引
き出す自己啓発研修や法令順守の徹底を図る研修な
ど、時代の要請に対応した研修を実施する。

実　施

【平成27年度実績】
・若手職員の早期育成を重点とした研修計画
・自主研究グループ活動助成、通信教育講座受講
・コンプライアンス(法令遵守)研修
・イベント運営研修、福祉事業体験研修、法制執務研修

●人材育成基本方針に基づく長期的な研修計画
の策定

●活発な自己啓発研修がなされるための仕掛け
づくり

4．人事交流
の実施

国、道をはじめとした他団体との人事交流を実施し、職
員の視野を広げるなど人材育成につなげるとともに、他
団体で習得した見識などを市政運営に活用する。

実　施

【平成27年度実績】
・国土交通省に職員1名を派遣（2年間）
・国土交通省北海道開発局の主査職を任用
・北海道教育委員会から教育職（管理職）を任用

【平成28年度の予定】
・文部科学省に職員1名を派遣予定（2年間）

2-2
職員育成の充
実
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改革項目 実施項目 今後の取組方針計画内容 実施状況 これまでの取組み

2-3
人事評価制度
の導入

2．各種研修
の実施

人事評価制度の導入前における職員への周知や研修
を図るほか、導入後については、公正な人事評価の徹
底を図るため、継続的な評価者研修会を実施する。

実　施

【平成27年度実績】
・人事評価説明会
・人事評価評価者研修
・人事評価被評価者研修
・人事評価制度の試行（平成27年11月から）

●制度導入後においても継続的な研修等により、
人材育成の主要なツールとして公正な人事評価
制度の徹底を図る。

2-4
政策評価の推
進

1．政策評価
の活用

人員や財源など限られた経営資源を有効活用するた
め、政策評価を実施し、事業の改善や、総合計画にお
ける政策の選択と集中に活用する。

実　施

【平成27年度実績】
限られた財源の中でどの事業を選択するかという視点を重視し、
全３９５事業のうち２６４事業を対象とした（次の事業は除いた）
（1）法令等で義務付けられている事業
（2）平成２７年度以前に終了する事業
（3）その他評価する必要性が低い事業(計画策定事業、事業が
進行中で数年のうちに事業が終了するもの)

●事業を評価するための評価指標について、各事
業担当部署において適切な指標が設定されるため
の仕組みづくり

●市民の意識や満足度を評価指標に組み込むた
めの仕組みづくり

3-1
市民参加の推
進

2．市民参加
に係る情報の
提供

市民参加に係る情報（市民委員の公募状況、委員会・
審議会の開催状況、議事録など）について、ホームペー
ジなどを活用し市民にわかりやすく提供する。

未実施

●審議会等の委員募集の一元化体制の構築について検討中

●審議会の議事録の一元管理体制の構築について検討中
～現在パブリックコメントについてはホームページ上にバナーを作
成し、各課で所管するパブリックコメントを一括して管理している。
上記について同様のイメージで情報の一元化を図る。

●今後の取組みについては、市民参加推進会議
などにより検証を図り、市民参加の状況がわかりや
すく周知される体制を構築する。

3-2
市民協働の推
進

3．寄附金控
除の拡大

協働のパートナーである市内NPO法人への寄附を促進
するため、個人が一定の条件を満たす市内NPO法人に
寄附した場合に、個人市民税の寄附金控除の対象とす
る制度を創設する。

実　施

●平成26年12月19日「北広島市控除対象特定非営利活動法
人の指定の手続等に関する条例」を制定

⇒事業活動が適正で公益の増進に資するNPO法人を市の条例
で指定することにより、個人市民税において寄附金税額控除が
適用される。（市内NPO法人に周知し、複数のNPO法人から相談
を受けている。）

●市内NPO法人へ指定法人になることによるメリッ
トを周知することにより、寄附額の増加につなげ市
民協働を推進する。
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