
延滞金徴収含む未収金対策の実施

海陽町奨学金滞納者への徴収強化

医療費の抑制

定期的な税率の見直し検討（国保）

定期的な税率の見直し検討（介護保険料）

施設使用料・各種手数料の受益者負担（利用料金）のあ
り方検討

受益者負担の今後の方針策定

計画に基づく受益者負担の新たな見直しの実施

4

水道料金の改定 上下水道課 令和２年度に上水道及び簡易水道事業の会計統合を行
うなど現在の経営状態は比較的安定しているが、既設
の水道施設については老朽化による給水能力の低下等
が生じており、今後計画的に施設等の更新や改修に取
り組む必要がある。また、南海トラフ巨大地震等に備え
耐震化対策も急務となっている。

今後予定している大規模改修（海南地区上水道老朽管
更新事業）や水道事業経営戦略等を踏まえ、持続可能
な水道事業運営のために水道料金改定の検討を行う。

水道事業経営戦略に基づく水道料金のあり方の検討

公営企業法適用後の経営状況の把握

公営企業法適用による下水道事業運営方針の見直し

活用が見込めない土地の把握

未活用地の今後の運用方針策定

方針に基づく用地整理

売却・貸し付けの実施

税外収入の積極
的確保

7

ふるさと納税寄付
額増額の推進

経営戦略課 令和2年度において、ふるさと納税受入額は97百万円、
住民税控除額は2百万円、募集経費45百万であり、流入
超過している。令和2年度のふるさと納税寄付額は、過
去最高の寄附額ではあるが、更なる寄附確保に努める
ことが求められる。
また、令和2年度から開始した企業版ふるさと納税は、初
年度の寄付実績1百万円となっており、企業に対し、本
町における課題や地方創生の取組について積極的に発
信していく必要がある。

ふるさと納税の寄付先として寄付者から選ばれる自治体
となるよう、町の魅力や課題、具体的な取組について積
極的に情報発信するとともに、寄付しやすい環境の整備
や返礼品の充実にも引き続き取り組み、寄付額の増加
を目指す。
海陽町に企業の事務所を置き、本社を他県に置いてい
る事業者に向けて、企業版ふるさと納税のトップセール
スを行う。また、企業版ふるさと納税の活用先として、
SDGｓの視点を踏まえた重点事業を提案する。

ふるさと納税の充実

基本方針 推進項目 取組事項 重点事項 所管課

町税等の収入率
の向上

未収金対策強化 税務課、福祉人権課、地
域包括ケア推進課、管財
課、教育委員会、上下水
道課

現状と課題 実施方針 実施事項

受益者負担の適
正化

国民健康保険
税、介護保険料
の独立採算制の
維持

福祉人権課、地域包括ケ
ア推進課

一人あたりの医療費については、高齢化・医療の高度化
により増加傾向にあるため、医療費の抑制等が必要とな
る。また、定期的に税率の見直し検討を行うことにより、
負担額の適正化を図る必要がある。

5

滞納対策の強化は着実に進めているが、更なる滞納額
減少のため、今後も未収者の整理・督促の強化を実施
する必要がある。

現年課税分に対する確実な徴収を目指すとともに、個々
の滞納事案に応じた滞納整理を行い、財産調査や滞納
者の納付能力を確認した上で、厳格・厳正な滞納処分を
実施する。

平成30年度から開始された国民健康保険制度の見直し
を踏まえ、適切な国民健康保険税や介護保険料の負担
および医療費の抑制により、一般会計に多大な影響を
与えない持続可能な国保運営に取り組む。

下水道使用料の
改定

受益者負担の適
正化の検討

商工観光課、教育委員会 公の施設の管理運営等の費用は、利用者からの使用
料・利用料金収入（受益者負担）と税負担（公費負担）に
より賄われており、使用料が低額であることは、施設を
利用していない町民が負担をしている状況である。
今後は、施設の使用状況、使用内容等を検証し、受益
者負担の原則及び適正な料金設定について見直しを図
る必要がある。

施設類型ごとに公費負担と受益者負担のあるべき割合
を定め、受益者負担の適正化を図る。
施設の使用状況、使用内容等を検証し、受益者負担の
原則及び適正な料金設定について見直しを検討する。
現在無料としている施設についても、貸館機能など民間
に類似する機能がある施設の有料化など、近隣類似施
設の料金設定の視点からの点検を実施する。

管財課 町の歳入確保のため、未利用地については積極的に売
却をしていく必要がある。また、売却困難な未利用地に
ついても貸し付け等の手法により活用方法を検討する必
要がある。

上下水道課 下水道運営には不効率（区域内人口密度等）な状況の
中、環境面に配慮し整備されたこともあり、各施設とも一
般会計からの繰出金に依存した経営状態が続いてい
る。また、施設等老朽化に伴う維持管理コストへの対策
も今後の課題となっており、操出金の抑制を図れる体質
改善が必要とされている。

公営企業法適用や施設統合による経営基盤の強化など
により繰出金の抑制に努める。また、受益者負担につい
ては、現在整備中（宍喰下水）である未供用部分の加入
促進を考慮し整備完了後に見直しを検討する。

公有財産の利用実態を考慮し、未利用地の利用方法に
ついて検討し、利活用の見込みがない財産については
積極的に売却を進める。
保有資産の活用にあたっては、財源確保の視点だけで
なく、税収の増加や人口増加、雇用創出、地域の活性化
などの観点からも戦略的な活用を検討する。

町有の遊休地・施
設等の有効活用

第４次海陽町行財政改革プラン取組一覧

No

1

2

3

行財政基盤の確
立

6

未利用公有財産
等の活用・処分

資料２
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基本方針 推進項目 取組事項 重点事項 所管課 現状と課題 実施方針 実施事項No

行財政基盤の確
立

税外収入の積極
的確保

8

財源確保に向け
たその他の取組

経営戦略課 町の歳入は減少傾向にあり、更には将来予測される生
産人口減による自主財源の減少および高齢化による福
祉費用の増加に備え、地方公共団体が自ら創意工夫す
ることで新たな財源を確保していく必要がある。

広告募集の強化等により民間資金を積極的に活用す
る。
これまでの仕組みにこだわらず、歳入増加にむけた様々
な手法について積極的に検討し、歳入の確保に取り組
む。

広告募集の強化

将来の組織機構のあり方の検討

あり方検討に基づく組織改編の具体内容の検討

組織改編の実施

10

適切な職員定員
管理

総務課 これまでの退職者発生時の不補充や新規採用の抑制に
より、令和3年4月1日の本町の職員数は143人だが、新
たな事務事業や課題も増加しており、今後職員数を削減
していくことは厳しい状況にある。また、行政経験豊富な
人材を再雇用するメリットを最大限に生かすと同時に新
規職員の採用も行うことで組織の新陳代謝も行いつつ、
中長期的な視点に立って、適正な人事管理を行っていく
必要がある。

社会環境の変化に柔軟に対応した組織の見直しを行え
るようにする観点から、計画期間を定めた「職員定員管
理計画」の策定ではなく、計画期間を定めない「方針」や
「指針」のような方式に見直す。
職員数については、これまでの定員適正化計画に基づ
き、150人体制の組織を基本として、定員の適正化に努
める。また、長期的な視野に立ち、将来的に住民サービ
スの低下を招かないように職員数を管理する。

職員適正化計画に沿った採用および適正な人材配置

常備消防組織及び、非常備消防組織（消防団）のあり方
検討

常備消防組織の負担金等把握

他団体との負担割合についての協議

常備消防組織の負担金見直し

消防団の組織体制検討

現行の消防団への説明

消防団の組織再編、装備の再配備実行

自主防災組織の支援の充実の検討

人事評価制度の
見直し

12

人事評価制度の
あり方の検討

総務課 職員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、意欲的に職
務に取り組めるとともに、職員の資質向上や勤務意欲向
上のための新たな人事評価制度の構築の必要がある。

職員の能力を引き出すとともに、前向きかつ意欲的に職
務に取り組む職員を増やし、職員の資質向上や勤務意
欲向上のための新たな人事評価制度の導入を行う。ま
た、導入後は評価制度の適宜見直しを行う。

新人事評価制度の見直し

職員の働き方についての意識調査

働き方改革の推進計画の策定

計画に基づいた働き方改革の推進

組織機構の改編 総務課 これまで、適宜組織改編を行ってきたが、多様化する行
政ニーズに対応するため、引き続き行政組織機構のあり
方について検討を進めていく必要がある。

庁舎等のあり方検討とともに、デジタル化進展・災害対
応の必要性などの町を取り巻く時代の変化を見据えたう
えで、適切な将来機構のあり方を検討し、組織改編を行
う。

消防体制の検討 危機管理課 常備消防組織について一部事務組合による運営にな
り、時間が経過していることから、負担金が適正化どうか
の検討が必要である。
現在、本町には24の消防団が結成されているが、人口
の減少とともに消防団員の確保が困難となっている現状
を踏まえ、国の示す消防力の整備指針に基づく必要な
消防力の配置と整合性を図りながら、分団の配置につい
て検討する必要がある。
自主防災組織について持続可能な活動を可能にするた
めの支援策の検討などを行う必要がある。

一部事務組合の負担金について精査を行い、負担金の
見直しを行う。
地域の実情に合ったより質の高い行政サービスを提供し
ていくため、非常備消防組織（消防団）における組織・機
構について柔軟に見直しを行う。
自主防災組織については支援の充実を検討する。

柔軟な働き方改
革の推進

柔軟な働き方の
検討

総務課 現在、国家公務員の在宅勤務にかかる取組が推進され
ており、本町においても、新型コロナウイルス感染拡大
防止、仕事と生活の調和をはじめとする働き方改革の観
点から柔軟な働き方を検討する必要がある。

日々の業務について、作業中心の業務を効率化し、創
造的かつ改革につながる業務に充てる時間を生み出
す。

13

行政運営体制の
効率化

9

11

職員配置の適正
化

2



基本方針 推進項目 取組事項 重点事項 所管課 現状と課題 実施方針 実施事項No

ICT活用方針及び海陽町デジタル化推進計画の策定

活用方針及び推進計画の実施に向けた体制構築

活用方針及び推進計画に基づくICT等の活用

15

地域担当職員制
度の導入

教育委員会 行政単独による地域課題の解決を図ることが難しくなっ
ており、住民・行政が今まで以上に密に連携する必要が
ある。住民は地域におけるまちづくりの担い手であり、住
民と行政で積極的に対話を進めながら、地域課題解決
に向けた取組を図っていくことが求められている。

地域担当職員制度の導入について検討を進める。地域
担当職員制度を導入することにより、町の施策や計画等
の情報をまちづくりの会議体に共有する。また、地域か
らの町に対する意見・要望を町政に反映させるとともに、
地域活動に直接参加し、地域の方々と直に接しながら、
地域に根づいた課題解決の方向を模索する。

地域担当制職員制度の導入検討

町としての一体的なプロモーションの方針策定

本町の魅力の積極的な発信

教育振興計画に基づく学習環境整備の方針の策定

計画に基づく学習環境の整備

空き家の利活用にかかる方針の策定

方針に基づき、空き家所有者と民間事業者との連携強
化

廃校の利活用・廃止等にかかる方針の策定

方針に基づいた対策の実施

休耕田の利活用にかかる方針の策定

方針に基づいた、田畑のオーナー制度の検討

田畑のオーナー希望者募集・選定

田畑のオーナー制度開始

行政運営体制の
効率化

行政事務におけ
るICT機器の活
用・デジタル化

まち・みらい課 国は、国及び地方自治体のデジタル化を推進する方針
を打ち出しており、本町においても庁舎内のＷｉ－Ｆｉ環境
の整備などで町民サービスの向上、AIやRPA等による業
務の効率化を進め、「行政のデジタル化」を推進する必
要がある。

業務効率の向上や業務負担の軽減等を図るためのICT
の活用に加え、新たな課題の解決や新たな価値の創出
を目指したＩＣＴの活用を積極的に推進する。具体的に
は、
・ＲＰＡやＡＩ-ＯＣＲの活用による業務の削減・省力化、ＡＩ
を活用した会議録作成システムの活用
・ ペーパーレス化の徹底、リモート会議の推進、行政手
続等におけるオンライン手続やキャッシュレス決済の拡
大等
・ テレワークの推進（在宅勤務、モバイルＰＣを活用した
モバイルワーク等）
・ 早出遅出勤務制度などの活用促進等

行政事務の合理
化

民の知恵と活力
を活用した行政
サービスの展開

民間との連携によ
る学校の授業力・
学力向上

教育委員会

多様な主体との
連携

本町のプロモー
ション（PR・広報）
のあり方の検討

商工観光課・教育委員会
等

現在、本町の広報活動は主にHPや広報誌であるが、コ
ロナ禍後の観光客増加や企業版ふるさと納税等の税外
収入の獲得等に向け、新たな広報媒体や広報手段の検
討が必要となる。
また、コロナ禍に伴う地方創生の機運の高まりを契機と
し、関係人口の増加につなげつためのプロモーション活
動を積極的に行う。

小中学校の教育環境の充実を図るため、本町では英語
教育等に力を入れてきているが、ICTをはじめとした各種
技術の進展に伴い更なる教育環境の充実を図る必要が
ある。

小中学校の教育環境を向上させるため、民間が担うこと
によりコスト削減やサービス向上が期待できるものにつ
いて、積極的に民間活力の活用を推進する。

町全体としてのプロモーションの方向性の検討を行うとと
もに、庁内で情報共有を適宜実施し、一体的なプロモー
ションを実施する。
本町の観光資源を活用することで、観光収入の増加、国
内外観光の促進を図る。特に世界で初めて導入開始と
なるDMVの積極的な広報を行う。

空き家の利活用 まち・みらい課、建設課

廃校の利活用 管財課他

空き家問題といった行政だけでは解決の難しい地域課
題に対して、多様な関係者と連携を行うことにより、解決
を図っていく必要がある。

空き家登録のされていない、潜在的な空き家の発掘を実
施する。また、空き家所有者と民間事業者の連携やリノ
ベーションを行うことにより、移住定住者や転入者増加に
つなげる。なお、移住定住者の受け入れに当たっては、
住民への影響も思慮に入れる。

休耕田の利活用 農林水産課

現在、本町には廃校が9校あり、今後の利活用の方法が
課題となる。そのため、行政のみならず、民間活力の活
用も踏まえた廃校の利活用方針を検討する必要があ
る。

廃校の貸出・売却といった各種手法を活用しながら、有
効活用を図る。活用に当たっては、財源確保の視点だけ
でなく、税収の増加や人口増加、雇用創出、地域の活性
化などの観点からも戦略的な活用を検討する。

現在、本町には農業の担い手減少等により、約692,972
㎡の休耕田が存在する。今後は休耕田面積を減少させ
るための方針を検討するとともに、方針検討にあたって
は民間活力の導入を踏まえた検討を行う必要がある。

田畑のオーナー制度を導入し、今までとは異なるサービ
ス展開を図ることで休耕田の対策とともに地域活性化を
図る。

14

16

17

18

19

20

行政サービスの
充実

3



基本方針 推進項目 取組事項 重点事項 所管課 現状と課題 実施方針 実施事項No

産官学連携事業の分野・内容検討

連携先の募集・選定

産官学連携事業の開始

国のマイナンバーの将来展望を基にマイナンバーの活
用方法の検討

検討結果を基にマイナンバーの利用範囲拡大に向けた
体制構築

マイナンバーの利用範囲拡大の実施

23

町内における
キャッシュレス
サービスの導入

商工観光課、出納課 生活様式の変化や決済処理の多様化に対応するため、
現金による手数料支払い以外の支払い方法を整備する
必要がある。

公共料金の特性や収納状況を踏まえ、ICT等も活用しな
がら、多様な支払手段の整備の拡大を目指す。

各種手数料のキャッシュレス化の推進

行政評価制度の構築

新たな事業評価方法の実施

現在実施している補助事業の詳細の把握

補助効果の精査

補助の見直し

一部事務組合の負担金の妥当性の把握

負担金の見直しの協議の実施

負担金の見直し

町営バス、スクールバスの今後の運営方針検討

他の自治体事例研究

運営計画策定・実施

民の知恵と活力
を活用した行政
サービスの展開

農林水産の生産
性向上

農林水産課

スマート自治体の
推進

マイナンバー制度
の活用

住民環境課他

現在、本町では農林水産業の分野において、産官学の
連携を検討しているが、今後は産官学の連携をさらに強
化することで農林水産業における生産性向上に取り組
む必要がある。

民間企業や大学との協働による研究や実証実験などに
より、農林水産業の新商品開発等による生産性の向上
を図る。

行政評価制度を
活用した事務事
業の抜本的見直
し

経営戦略課

補助金等の利活
用方針の検討

全部門

現在、本町では住民の約4割がマイナンバーカードを有
しており、更なるマイナンバーカードの普及とともに今後
国のマイナンバー活用方法の検討結果に沿って、活用
方法を検討していく必要がある。

業務効率の向上や業務負担の軽減等を図るためのICT
の活用に加え、新たな課題の解決や新たな価値の創出
を意識したICTの活用を積極的に推進する。
ＰＲ等の強化、住民ニーズに対応した効率的な交付体制
の構築のほか、住民が利便性を実感できる利活用の拡
大に取り組む。

現在様々な事業を実施しているが、今後は、限られた予
算の中で事業の必要性などを検討し、事業の見直しを
図る必要がある。

施策の重点化と資源の集中配分を進めるため、行政評
価制度を構築し、事務事業の目的・成果・コストを検証す
ることにより、事業の見直しや業務改善につなげるととも
に、評価結果を予算編成等に反映していくようにする。

一部事務組合の設置後、年数が経過し、設定された一
部事務組合の負担金が適正かどうかについて見直しが
行われていない。見直しの必要性を判断するために負
担金を精査する必要がある。

一度創設された補助金は、長期化・固定化しがちで、既
存の水準維持が目的化するケースが多くある。合理性
や実施効果、他都市の事例等との比較など様々な視点
を基に全庁統一的に総点検を行い、必要な見直しを実
施するとともに、補助金の更なる効率化を進める。
補助金交付団体においては、自己財源を確保する努力
を怠るリスクが存在するため、当該事業への補助金交付
が適正か否かを継続的に検査する必要がある。

以下の観点から全庁統一的な見直しを実施する
① 長期間継続しており、社会情勢の変化や国制度の充
実等により、事業の公益性や補助の必要性が低下して
いないか
② 補助金の対象となっている事業において効果が出て
いるか
③ 国等の制度に対して、他都市以上に補助の上乗せを
行っていないか
④ 高い補助率のまま継続されていないか
⑤ 見直しを実施した場合の住民生活への影響はどの程
度か
また、補助意義の薄れた団体、補助効果の乏しい団体
については廃止を含めた補助金の削減を検討する。た
だし、補助意義が増したり、補助効果が高い団体につい
ては増加を検討する。

町営バスのあり
方の検討

まち・みらい課・教育委員
会

現在、町営バスについては民間委託を行っているが、ス
クールバスについては全額事業費より捻出しており、経
費の削減が必要となっている。

一部事務組合の負担金が適正かどうかについて見直し
を行うとともに、定期的にモニタリングを行う。

一部事務組合負
担金の抑制の検
討

危機管理課、住民環境
課、地域包括ケア推進課

公共交通会議で公共交通のあり方について調査・研究
し、運営形態や運営方法などを見直す。

24

25

26

27

行政サービスの
充実

行政サービスの
充実

行政サービスの
点検と見直し

行政サービス提
供の効率化

21

22
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基本方針 推進項目 取組事項 重点事項 所管課 現状と課題 実施方針 実施事項No

将来の祭事、イベントのあり方検討

現在実施している祭事・イベントの把握

祭事、イベントの事業効果検証

事業効果検証を踏まえた各祭事、イベントの実施方針の
検討

実施方針に応じた祭事、イベントの開催

特養海南荘の将来のあり方検討

海南荘の運営方針策定

方針を踏まえた今後の運営計画の策定

運営計画に基づく運営体制の構築

運営計画に基づく運営開始

デイサービス施設の将来のあり方検討

デイサービス施設の運営方針策定

方針を踏まえた今後の運営計画の策定

運営計画に基づく運営開始

観光施設の今後のあり方検討

将来の運営方針の策定

個別の観光施設の運営計画の策定

運営計画に基づく運営開始（廃止含む）

本庁舎・分庁舎のあり方の検討

庁舎機能の再配置検討

庁舎の整備方針検討

庁舎の整備計画の作成

整備計画を踏まえた設計・各種リノベーション等

各種祭事・イベン
トのあり方の検討

商工観光課 現在、地域活性化や交流人口の拡大を「目的とした祭
事・イベントを実施しているが、予算が限られているた
め、目的と成果を見据え、今後は事業の必要性などを検
討したうえで催事・イベントの見直しを図る必要がある。

地域活動や地域の活性化に積極的に参加する地域団
体やＮＰＯ等が増えるとともに、ＩＣＴの普及により情報発
信や啓発のあり方も大きく変わりつつある状況を踏ま
え、以下の観点から全庁統一的な見直しを実施する。
①目的達成の手段として適切か、効果があげられている
か
②地域や民間等主導にできないか
③職員の人的関与等を含め費用対効果が適切か
また、全庁的な視点で、「選択と集中」を実現していくた
め、各祭事・イベントの事業目的・成果・コストの検証と見
直ししを行う。

今後高齢化が進展し続ける中、海南荘のあり方を検討
し、持続的なサービス提供を可能とする運営体制を構築
する。
民間で類似サービスが行われているものや、民間のノウ
ハウを活かした高いサービスが確保できる業務について
は、民間活力の導入・民営化の推進を行う。

行政サービスの
あり方の検討③
（観光施設運営の
あり方の検討）

商工観光課、経営戦略課 現在、本町では様々な観光施設を保有しているが、それ
らの施設について、施設のあり方について検討する必要
がある。施設のあり方については行政による運営のみで
なく、民間活力の導入によるサービス提供の可能性につ
いても幅広く検討する必要がある。

今後高齢化が進展し続ける中、デイサービス施設のあり
方を検討し、持続的なサービス提供が可能となるように
運営体制の構築を図る。
民間で類似サービスが行われているものや、民間のノウ
ハウを活かした高いサービスが確保できる業務について
は、民間活力の導入・民営化の推進を行う。

行政サービスの
あり方の検討②
（デイサービスの
あり方の検討）

地域包括ケア推進課 現在、デイサービスセンターについては社会福祉協議会
により運営されているが、民間事業者により運営されて
いるデイサービスセンターもあることから、より効率的な
運営方法を検討していく必要がある。

3町合併以降、各庁舎を活用し、分庁舎方式で運用を
行ってきた。しかし、部署間での連携がしにくく、庁舎間
の移動に時間が必要となっている。部署間の連携を密
に図り、業務の効率的を高めるためにも庁舎のあり方の
検討が求められる。

行政サービスの向上、行政運営の効率化の双方の観点
から、分庁舎方式のあり方を見直し、本庁舎・支所方式
を含めた今後の庁舎の機能配置を検討する。
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31

32

28

29

行政サービスの
点検と見直し

行政サービス提
供の効率化

公共施設等のあ
り方検討

行政サービス提
供の効率化

行政サービスの
点検と見直し

観光施設の公共サービスとしての必要性等を踏まえ、メ
リハリをつけた投資を前提に検討を行うとともに、民間が
担うことによりコスト削減やサービス向上が期待できる施
設は、積極的に民間活力の活用を推進する。

行政サービスの
あり方の検討①
（特養のあり方の
検討）

重点 地域包括ケア推進課 現在、特養海南荘は一部事務組合にて運営を行ってい
るが、民間事業者により運営されている老人ホーム等も
あることや、南海トラフ地震による津波被害防止の観点
から、今後は運営形態や運営場所について検討していく
必要がある。

分庁舎方式の今
後のあり方の検
討

重点 総務課

5



基本方針 推進項目 取組事項 重点事項 所管課 現状と課題 実施方針 実施事項No

出張所のあり方の検討

出張所のあり方方針決定

学校施設のあり方検討

再配置方針の策定

再配置計画の策定

学校施設基本構想の策定

学校施設基本計画・基本設計の策定

実施設計・建設事業の実施

幼稚園・保育所のあり方検討

幼保再編計画

再編統合の事業化

公共施設の将来における適切な規模とあり方の検討

公共施設の再編方針の検討

再編方針に応じた個別施設計画・長寿命化計画等の策
定（改訂）

新公立病院改革プランの策定と実践

入院収益の増加施策

一般会計繰入金の縮減

経営形態のあり方の検討

株式会社漁火の運営する宿泊施設の今後のあり方検討

宿泊施設の利活用方針策定

方針を踏まえた利活用計画の策定

計画に基づく運営の開始

行政サービスの向上、行政運営の効率化の双方の観点
から、持続的な行政サービス提供を実現するため、あり
方を含めた検討を行う。

浅川出張所・川上出張所による住民サービス提供につ
いて持続的なサービス提供を実現するため、あり方の検
討が求められる。

現在、本町には小学校3校、中学校2校あるが、今後の
児童生徒数の減少を見据え、適正な学校規模などを検
討し、生徒の教育環境の充実を図っていく必要がある。

域内の市区町村における小中学校の適正規模に関する
調査を実施する。教育環境と経費の両面でバランスがと
れた、効果的な教育体制の構築について検討する。

現在、本町では1つの幼稚園、2つの保育所を運営して
いるが、今後は保育ニーズの確実な確保や、サービス
の拡充に取り組む必要がある。現状、少子化に伴い子
どもの成長にとって大切な集団活動や異年齢交流の機
会が減少していること、保育士の確保、築年数が相当程
度経過した施設が多いことが課題である。

少子高齢化等の状況も鑑み、必要な保育ニーズを調査
したうえで、保育所等の民間委託・集約化を検討する。
集約化に当たっては、受け入れ年齢・定員の緩和の観
点から、認定こども園への移行を検討する。

将来的に多くの公共施設は老朽化により施設の利用に
支障が出ることが予測される。一方で少子高齢化の進
展により町の財政状況はさらに逼迫すると考えられる。
そのため、公共施設の更新・統廃合、長寿命化を長期的
かつ計画的に推進する必要がある。
国の支援も活用し、施設の総量を見直し、適正に維持管
理することはもとより、新たな価値の付加・更なる魅力の
向上も含めて、時代にあった公共施設としていく必要が
ある。

施設利用者の安全・安心を確保しつつ、持続可能な施
設マネジメントを行うための取組を推進していく。突発的
な事故や対策費用の増大等につながる可能性を抑制す
るとともに、施設のライフサイクルコストを最適化する観
点から、施設の特性に合わせた予防保全の考え方を徹
底する。また、維持管理に必要な予算を安定的に確保で
きる仕組みの構築を行うとともに、施設総量削減に向け
た施設の再編についても検討を行う。

継続的な常勤医師確保が最重要課題である。「海南病
院改革計画」（令和2年度～令和4年度）を策定し、他施
設等とのケース会議の実施や地域連携室の設置などを
通じて、入院患者の確保等に努めている。特に収支不
採算分を一般会計繰入金で補っていること、担い手が不
足していること、継続的な医師確保が困難になりつつあ
ることが課題である。

中長期的に持続可能な病院経営を実現する観点から、
「海南病院改革計画」に続く「新公立病院改革プラン」の
策定を検討するとともに、そのあり方についても絶えず
検討を積み重ね、入院収益の増加や一般会繰入金の縮
減につなげていく。
継続的な医師確保が最重要課題であり、町民のいのち
と暮らしを守るため、継続的な経営のための医師の確保
を実施していく。

第三セクターには、設置趣旨である自立運営の点から、
自らの責任と裁量による自律的な経営を求めていく。ま
た、公共サービスとしての必要性等を踏まえ、公の施設
としてのあり方についても検討を行う。

現在、第三セクターによりホテル運営事業が行われてい
るが、収支が赤字であることから、今後の宿泊施設の運
営について抜本的に見直していく必要がある。

33

公共施設等のあ
り方検討

行政サービス提
供の効率化

重点 経営戦略課他

公営企業等の経
営健全化

海南病院のあり
方の検討

重点 海南病院

学校のあり方の
検討

重点 教育委員会

その他公共施設
のあり方の検討

総務課・管財課・各課

幼稚園・保育所の
あり方の検討

重点 福祉人権課・教育委員会

行政サービス提
供の効率化

公共施設等のあ
り方検討

37

38

34

35

36

漁火の経営改革
の推進

総務課重点出張所の今後の
あり方の検討
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基本方針 推進項目 取組事項 重点事項 所管課 現状と課題 実施方針 実施事項No

社会福祉協議会への委託業務内容の見直し

運営内容の管理・モニタリング

現在、社会福祉協議会により運営されている施設等が
あるが、引き続き適切な運営を推進していく必要がある。

公共サービスとしての必要性等を踏まえ、適切な運営方
法等について検討を行う。

公営企業等の経
営健全化

社会福祉協議会
の適切な運営推
進

福祉人権課、地域包括ケ
ア推進課

行政サービス提
供の効率化

39
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