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基本計画 第３章 行財政運営の基本方針

第 1 公有財産 

●施策の目標

・公共施設総合管理計画とその個別施設計画及び新地方公会計による固定資産台帳などに基

づき、公有財産の適正な管理運用を行います。

・指定管理者制度の活用により、施設の有効利用を図ります。

●第五次総合計画前期基本計画の成果

・平成２８年度に公共施設総合管理計画を策定し、今後１０年間の公共施設の管理や更新にお

ける基本方針が明確になりました。

・新地方公会計による固定資産台帳が整備され、施設の減価償却率が明確となり、老朽化の進

捗状況が見える化され、今後の更新計画に有効な情報が整備されました。

●今後の課題

・多くの公共施設が更新時期を迎え、改修費用の大幅な増加が見込まれています。今後４０年

間で要する維持更新費用を試算すると、総額４１３億円、年平均１０．３億円となっています。こ

れは、公共施設等を選別し更新を定期に実施すると仮定した計算ソフトによる数値で、現実的

にはもう少し抑えられた形になると考えられますが、将来的には多額の維持管理コストが必要で

あることがうかがえます。

・厳しい財政状況の中、本村の特色を活かしたむらづくりを目指し、施設の長寿命化、老朽化し

た施設の改修・更新を計画的かつ効率的に推進することが求められます。

●その対策

・公共施設をできる限り長く使用することを基本認識として、利用率、効用、老朽度合等を総合的

に勘案し、維持管理、修繕、更新等を実施します。大規模な修繕や更新をできるだけ回避する

ため、施設特性を考慮のうえ、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷等が軽微である早期段階

に予防的な修繕等を実施することで、機能の保持・回復を図ります。

・全ての施設の機能の不具合や設備の劣化などに対して、従来のように修繕改修していくこと

は、大きな財政負担を強いることになり、これは将来の少子高齢化や人口減少予測による、今

後の厳しい財政状況のもとでは現実的でありません。そのため、点検・診断等の実施方針により

早期に各施設の状態を把握し、予防的な修繕等の実施を徹底することにより、事業費の大規模

化及び高コスト化を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

・建物の多くは、災害時には避難場所等として活用されているので、平常時の利用者の安全確

保だけでなく、災害時の拠点施設としての機能を確保するため、耐震面に懸念のある建物は、

緊急度及び優先順位を判断し、計画に基づき、耐震性を備えた既存の建物に機能を移転させ

る方法を基本方針として災害に備えます。
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基本計画 第３章 行財政運営の基本方針 

第 2 徴税適正 

●施策の目標 

・東白川村税務行政において、村税全体の徴税業務の適正化を目指す為、賦課・収納・滞納

業務に係る税収の安定を図ることを目的としています。 

●第五次総合計画前期基本計画の成果 

・コンビニ収納システム導入に伴い、期限内納付も容易となり、住民サービスの向上に繋がって

います。 

・平成２９年度から「その他宅地評価支援業務」の委託契約を締結し、令和３年度の土地評価替

えに向けて、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）での宅地利用一部制限や画地整理によ

る評価根拠を明確化する取り組みを開始しました。 

・特定個人情報保護評価を関係部署と一緒に受け、情報セキュリティーへの取り組みが向上し

ています。 

●今後の課題 

・滞納者で財産や収入がある方については、話し合いで分割納付を誓約していただきますが、

約束を守れなかった場合の対応で、身近すぎる住民とのしがらみから差し押さえや滞納整理

等の専門業務をスムーズに遂行できないことが課題となっています。 

・特定個人情報保護評価による指摘事項改善により、更に情報セキュリティー向上に努める必

要があります。 

・令和３年度の土地の評価替えに伴い、資産価値が増減した場合の対応が求められます。 

●その対策 

・県・市町村税務職員相互交流を利用し滞納者の情報共有を行います。 

・現年度・過年度分で徴収嘱託員によって回収できない滞納者については、法的な滞納処分

等で対応する為、毎月未納者リストを打ち出し、電話催告を行い、毎月１５日前後に戸別訪問

を実施します。 

・話し合いで解決できない場合は、財産調査を実施し、預貯金や給与、保険金等の債権差し押

さえを実施します。また、家宅・車内捜索などし、身近な必需品である動産や自動車、そして最

後に不動産等の公売を視野に入れ、村税へ充当します。 

・土地の評価替えについて、広報などを通じて事前の情報提供を行い、スムーズな移行を行い

ます。 

・特定個人情報保護評価を関係部署と継続して実施します。 

・官公庁オークション実施に向けての研究を行います。 
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基本計画 第３章 行財政運営の基本方針 

第 3 行政改革 

●施策の目標 

・人口減少社会に対応した柔軟で斬新な行政改革の推進と、最小の経費で最大の効果を挙げ

るための新たな体制づくりに取り組みます。 

●第五次総合計画前期基本計画の成果 

・村では、昭和６０年度に第１次東白川村行政改革大綱を策定し、以後第２次を平成８年度に、

第３次を平成１２年度に、第４次を平成１６年度に策定し、平成１８年度には、総務省の要請に

より、集中改革プランを策定し、事務事業の見直しや、行政サービスの向上を主眼に取り組み、

更に、平成２４年度に第５次を策定し行政改革に取り組んできた結果、課・係の再編、病院の

診療所化、職員数の削減、職員の意識改革など一定の成果を挙げてきました。 

・平成２８年度より、職員の人材育成を目的とした資格取得助成制度により、中型自動車免許や

介護支援専門員等の資格取得の支援を始めました。 

●今後の課題 

・人口減少が、地域の担い手不足、経済活力の低下、地域コミュニティ機能の低下など、暮らし

や地域社会に大きな影響を及ぼすことが予想される中、官民協働でむらづくりを推進すること

が必要です。 

・多様化する村民ニーズに対応するためには、職員のスキルアップなど、組織力の強化が必要

です。 

・今後も更に、少子高齢化や人口減少が進むと見込まれる中、持続可能な行政運営を行うため

には、事務の効率化を図る必要があります。 

●その対策 

・美しい村づくり委員会の活性化や集落座談会、村長と語る会の開催などの方策により、官民

協働のむらづくりを推進します。 

・副村長設置の検討や、職員研修の計画的な実施による人材育成、課･係の見直し、サービス

の向上などの取り組みにより組織力の向上を図ります。 

・簡易水道施設や情報通信施設など高度な知識を必要とする分野の維持、管理については、

外部委託を検討します。 

・近隣市町との連携を強化し、事務事業の広域化を推進します。 

・臨時・非常勤職員の適正な勤務条件を確保するため、会計年度任用職員制度に基づいて適

正な雇用を行います。 

・新たな雇用のあり方としてテレワークなどの働き方を検討します。 

79



基本計画 第３章 行財政運営の基本方針 

第 4 財政健全化 

●施策の目標 

・総合計画や行政改革大綱などの計画と連動して、中長期財政計画を策定し、単年度の場当

たり的な財政運営でなく、計画的・効果的・効率的な財政の運営に努めます。 

●第五次総合計画前期基本計画の成果 

・財政調整基金の運用については、積立目標を平成２１年度に４億５千万円を設定し、平成２３

年度に、標準財政規模の２分の１相当の８億円を設定し、積立の努力を行ってきた結果、平成

２４年度末財源で８億円の積立を達成でき、平成２９年度末で約９億円となっています。 

・実質公債費比率は平成１８年度決算で、２５．３％であった比率も、行財政改革の成果が表れ

２５年度決算で１０．９％、平成２９年度で１０．２％となっています。 

●今後の課題 

・実質公債費比率は、２８年度、２９年度決算で、１０．２％となりましたが、県平均は、５．８％、類

似団体平均は、６．０％であり、今後も健全化への努力が必要です。 

・財政調整基金は、近隣市町や類似団体と積立額を比較すると、まだ、積立額は少ないため、

今後も積立への努力を継続する必要があります。また、その運用についても、指針を策定して

おく必要があります。 

・中長期財政計画を、固定資産台帳に基づいた財務書類の作成や、総合計画実施計画、定員

管理適正化計画、行政改革大綱などと連動して作成し、安定的で持続可能な財政運営を目

指します。 

・予算の執行にあたっては、各職員が、公金が住民のみなさんの税金から生まれていることをし

っかりと認識し、合法性、経済性、効率性、有効性に基づいて執行することが重要です。 

●その対策 

・中長期財政計画を策定するため、現在、総合計画実施計画管理システムで管理している年

度別事業費を、人件費や物件費といった性質別経費ごとに管理できるようシステムを充実させ

ることにより、単なる事業費の管理から、性質別事業費を管理できる体制を構築し、今後の財

政負担内容等の分析や予測を可能にし、財政運営に資することとします。 

・実質公債費比率は、比率を下げることが目的ではなく、財政の悪化を早期に発見し未然に対

策を講ずることが第一の目的であるので、当然、財政規律は守りつつ、比率を下げることだけ

を目標とせずに、過疎対策債などの、交付税措置がある有利な起債は積極的に借り入れて、

財源を確保します。 

・財政調整基金の運用計画については、災害時への備えや財源調整として運用するとともに、

総合計画等に基づく大規模な施設整備については、特定目的基金を設置して、計画的な財

源の確保を図ります。 

・職員研修を実施し、予算執行の合法性や正確性を高めるとともに、財務会計システムの有効

活用などで、効率的な予算執行を図ります。 

・決算審査、定例監査などの監査体制を充実させるとともに、村民の皆さんが監査結果を身近

に感じられるように、広報やホームページ、CATV を通じてわかりやすく監査を公表し、行財政

運営に対する理解と信頼性の確保を図ります。 
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基本計画 第３章 行財政運営の基本方針 

第 5 行政情報化 

●施策の目標 

・可能な限り、IT 関連技術導入前の、慣習による事務形態を排除し、徹底した行政情報化を推

進することで、行財政改革に寄与するとともに、職員を定型的な業務から解放し、思考的な業

務へシフトさせるよう努力します。 

●第五次総合計画前期基本計画の成果 

・庁内ネットワークは、平成１４年度に一次整備を、機器の更新に伴い平成２２年度に二次整備、

平成２７年度に第三次整備を実施し、ネットワークを安定的に稼動させることができました。 

・平成２８年度には、マイナンバー制度の開始に伴い情報セキュリティ強化対策を実施し、ネット

ワークを住民情報系、内部情報系、インターネット系の３種類に分離するとともに、住民情報系

ネットワーク端末には、二要素認証を整備し、情報漏えいのリスクを軽減できました。 

・平成３０年度に例規集のインターネット公開を行い、行政サービスの向上を図ることができまし

た。 

●今後の課題 

・事務に有効なシステムの新規導入や既存の情報システムを最大限に活用し、事務の効率化

を図る必要があります。 

・情報通信施設の管理は専門的な知識を必要とするため、異動の伴う職員では、対応が困難と

なる場合があるため、日常の保守管理についても外部委託を検討する必要があります。 

・マイナンバー制度の特定個人情報の適正な管理を行うため、「特定個人情報保護評価」の実

施などの対策が必要です。 

・マイナンバー制度による情報連携業務も開始され、管理者や業務担当者アカウントの適正な

管理が必要です。 

●その対策 

・ネットワークを活用した情報共有を全庁的に実施し、事務事業の内容の充実を図ります。 

・庶務事務システムなどを積極的に導入し事務の効率化を図ります。 

・庁内ネットワークの保守管理について、外部委託を検討します。 

・マイナンバー制度の特定個人情報の適正な管理を行うため、「特定個人情報保護評価」を実

施するとともに、情報セキュリティ教育や情報セキュリティ監査を定期的に実施し、組織全体と

しての、セキュリティ体制を強化し、情報漏えい事故を防止します。 
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基本計画 第３章 行財政運営の基本方針 

第 6 情報公開・情報発信 

●施策の目標 

・村政情報の公開により、村民の知る権利を保障するとともに、情報の透明性を高め、村民の理

解と協力のもと、信頼される開かれた村政を実現します。 

・東白川村の魅力を村民と共有するとともに、まだある潜在的な魅力を発掘し、村内外へ発信し

ます。 

●第五次総合計画前期基本計画の成果 

・ホームページの適正な運用や広報誌・ＣＡＴＶの活用、プレスリリース等による村内外への情

報発信を行いました。 

・例規集のインターネット公開システムを、平成３０年度から実施しました。 

●今後の課題 

・平成２８年度に村公式ホームページを更新し、現在はその適正な運用に努めていますが、情

報量の充実や分かりやすさ、情報鮮度（情報の更新）などが課題となっています。 

・行政情報の発信手段としては、広報誌やホームページ、CATV、ＳＮＳなど複数のツールが使

われており、その効果的な活用と体系的な運用が課題となっています。 

・東白川村情報公開及び個人情報保護に関する条例を機軸に、関係する規則等を整備し、村

民の要求に的確に対応できる体制づくりが課題となっています。 

●その対策 

・ホームページの専任担当者を 1 名配置し、適正な行政情報提供に努めます。 

・災害対応時の情報発信手段として、「ＣＡＴＶ告知放送」、「すぐメール」に加えて、ホームペー

ジ上でも情報提供を行える体制を整備します。 

・広報、ホームページ、ＣＡＴＶ等の関係者の情報共有を図り、効果的かつ体系的に情報提供

できる体制をつくります。 

・情報公開･個人情報保護担当者を研修等に参加させ、資質の向上を図ります。 
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基本計画 第３章 行財政運営の基本方針 

第 7 広域行政推進 

●施策の目標 

・行政区域を超えた村民ニーズに対応するため、近隣市町との広域連携を強化します。 

●第五次総合計画前期基本計画の成果 

・美濃加茂市との定住自立圏構想では、平成２４年度から定住自立圏事業がスタートし、第２次

計画（H２７～R元年度）でも広域で課題に取り組むことができています。 

・可茂地域には、可茂消防事務組合、可茂衛生施設利用組合、可茂公設地方卸売市場組合、

中濃地域農業共済事務組合の４つの一部事務組合があり、広域連携が定着しています。 

・可茂広域行政事務組合については、本来の目的と果たすべき役割を終え、今後は道路や鉄

道などの交通基盤や自然、文化などの地域資源、事業の規模といった目的に合わせた市町

村連携の枠組みで事業を実施していくことで、より効果的、効率化な事務の運営を行うものと

して平成２９年３月３１日限りで解散しました。 

・可茂広域行政事務組合の解散に伴い、新たに可茂広域行政事務連絡協議会が設置され、

単独の自治体では対応することのできない困難な課題に対する調査研究及び情報交換を行

うことになりました。 

・可茂広域行政事務組合で行っていた公平委員会事務は、可茂広域公平委員会が共同で設

置され、行うことになりました。 

●今後の課題 

・みのかも定住自立圏は、令和２年度から第３次共生ビジョンがスタートしますので、ビジョンの

策定に向けて、美濃加茂市と共有できる分野についての協議が必要です。 

・高速道路を含めた道路網の発達や高度情報化の進展により、村民の生活圏はますます拡大

し、地方公共団体の行政区域を超えた行政ニーズが生じています。 

●その対策 

・広域的課題を解決するため、一部事務組合や任意協議会などを活用して、行政区域を超え

た連携を推進し、課題を解決します。 

・みのかも定住自立圏を活用し、ずっと暮らし続けたいと思えるような住みやすい地域づくりを目

指します。 

・みのかも定住自立圏第３次共生ビジョン（R2～R6 年度）策定を実施します。 

・平成２５年度から窓口証明書等の広域発行を可茂地区１０市町村で実施していますが、今後

も広域化や内容の充実を図ります。 

・技術系職員の育成を広域で検討し、勉強会等を推進します。 
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