
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結果（3月末）

①職員研修の実施

・外部研修への参加者決定し、必要な手続きを行う。 ○外部研修参加予定者決定済（延人数）
・職員人材開発センター階層別研修：81人
・職員人材開発センター能力開発研修：71人

・市町村アカデミー等：6人
　　（税務1、財務1、生涯1、教育総務１、産業１、課長1）

○外部研修修了者（述べ人数）
・職員人材開発センター階層別研修：88人
・同センター　能力開発研修：49人
・同センター　臨時職員等対象研修：43人
・市町村アカデミー等：　7人（税務1、財務１、教委2、
産業1、課長1、町長）

・町主催研修の上半期予定分の実施を行う。 ○町主催研修
・新規採用職員研修　採用時4月、スイカ販促5人
・人事評価研修（新任室長等対象）　4月実施
・人権研修…8月実施（生涯学習課と共催）
・認知症サポーター養成講座　5月実施（福祉課と共催）
・地域共生社会と庁内連携研修　8月済（福祉課と共催）

○町主催研修
・ハラスメント研修（LGBT）　11月実施（衛生管理担当
と共催）
・ヒューマンコミュニケーション講座（入庁1～3年目対
象）　…11月実施
・地方公会計制度研修…3月実施（財務室主催）

・研修を実施する。
　　新規採用職員研修（4月）、評価者研修

・新採研修（4/3、1回実施）
・評価者研修（4/16、2回実施）

（中間のとおり）

・必要に応じて、検討会を開催し、制度の見直しを行う。 ・検討会を6月から毎月実施し、「能力評価」「業績評価」の
見直し作業中。

・随時、検討会を実施し、「能力評価」、「業績評価」
の見直しを行った。（2月見直し終了）

・教育プログラムの作成を行う。 ・プログラム作成済み、31年度から運用開始。
・制度内容の職員周知（7/25～27、3回実施）

（中間のとおり）

・衛生委員会を定期的に開催する。
・職場巡視を8月に行う。

・衛生委員会を概ね月1回開催
・職場巡視を8月31日に実施、職員へ周知済み

（中間のとおり）
・職場巡視における改善を依頼・実施。

・ストレスチェック実施（10月実施）の準備を行う。
・メンタルヘルス・ハラスメント研修を行う。

・ストレスチェックを10月実施予定で準備中
・ハラスメント研修を11月実施予定で準備中

・ストレスチェック10月実施
・ラインケア（管理・監督者）研修12月実施
・LGBT研修11月実施

・面談を行う。関係機関との連携を行う。
・他の自治体の取り組みを参考にして、「職場復帰プログラ
ム」の充実を行う。

・病気休暇・休職者への面接を適宜実施
・産業医とも適宜連携を行っている
・「職場復帰プログラム」の見直しは今後の予定

・休職者等面接、産業医との連携は中間のとおり
・復帰プログラムは、求職者等と個々に随時検討中

・導入について研究を行う。

・会計年度任用職員制度導入業務委託（9月補正）
（現状把握、移行方針（任用条件等）決定、説明会・研修
会実施、例規整備などの業務を10月委託開始予定）

・業務委託完了（11月）
・研修会（管理・監督者対象。人事（総務・こども園）給
与・例規・財務担当対象）実施（2/21）
・委員等についての現状把握シート作成（各課）。方
針決定作成（各課・事務局）
・雇用関係にある臨時・非常勤職員・パート職員につ
いての現状把握シート作成（各課）。

・働きやすい職場環境にするため、衛生委員会を開催し、職場監視、
協議・検討を行う。

④会計年度任用職員制度の導入

点　　　　　　　　　　　　　　検

・県や外部機関が行う研修に今年度予定数の職員を派遣する。
　　市町村アカデミー（３人）、国際文化研修所（5人）、
　　職員人材開発センターの階層別研修（新採研修含む）、能力開発
研修

・公正な評価とするため、評価者及び被評価者研修を実施する。

平成30年度
総　務　課

目　　　　　　　　　　　　　　標

目
標
１

・平成32年4月に法改正施行となる会計年度任用職員制度の導入等に
向けて、必要な準備を行う。

・メンタルヘルス不全の予防、早期発見、早期回復を図るため、ストレス
チェック・職員研修を実施する。
・ストレスチェックの結果を参考に、フォローが必要な職員への支援を行
う。

・メンタルヘルス不全による病気休暇、休職者の再発防止、復帰のため
の支援を行う。

・業務遂行能力不足者に対する教育プログラムの平成31年度導入に
ついて、プログラムの作成、職員周知を行う。

・評価制度について、必要な見直しを行い、制度の成熟を図る。

職員の資質向上

②人事評価制度の充実

③職員のメンタルヘルス対策

・町主催の研修を実施する。
　　新規採用職員向け研修（採用時、ＪＡスイカ販促など)
　　人権研修（生涯学習課と共催）
　　町財政・職員規範研修／人事評価研修
　　ヒューマンコミュニケーション講座受講／複式簿記研修



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
総　務　課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・自主防災組織の組織化・活性化対象自治会の抽出、ア
プローチを行う。

・未組織自治会に対し、11月自治会長会で要請予定 ・未組織17自治会に意向調査実施。
・土下自治会が自主防災組織結成（計47組織）

・防災マップ作製について向けて個別に啓発を行う。 ・町防災マップの進捗にあわせてアプローチ予定
・ブロック塀危険箇所の追加も要請予定

・防災マップ完成が3月末予定。アプローチ未実施

・防災士養成候補者の自治会向け募集案内を行う。 ･募集実施済　自治会推薦3名が養成研修受講予定 ・自治会推薦3名合格

・準備を整え、防災訓練を行う。 ・9月2日、大栄小学校で実施。町民参加　187人
・「浸水区域」が見直されたことから、想定を「水害」に変更

（中間のとおり）

・職員参集システムを導入する。 ・未実施。下半期にシステム導入及び訓練実施予定 ・3月システム導入・運用開始。

・訓練等を通した消防団の強化、組織相互の連携強化を
行う。
・資機材の充実、消防無線の更新の検討を行う。

・消防訓練は計画どおり実施。
・消防無線は、各社からの提案受付しながら検討中。

・消防訓練は計画どおり実施。
・消防無線は、予算の都合により、H３２年度以降の取
り組みとなった。

・現行BCPにおける課題を抽出する。 ・未実施。下半期に各課に照会し課題抽出予定 ・人員体制により、H３１年度の取り組みとなった、

・職員の防災士養成候補者を決定する。 ・職員から2名予定 ・職員から1名合格

・春、夏、秋の交通安全運動で啓発活動を行う。
・自治会や各種団体に交通安全教室の開催呼びかけを行
う。

・計画どおり春、夏、秋の交通安全運動の啓発実施
・交通安全教室開催　4団体実施

・計画どおり啓発等実施
・交通安全教室　2団体実施（計6団体）

・カーブミラーの修繕・設置や注意看板設置などについて
は、町で必要に応じて実施する。
・一時停止やその他規制などは警察に要望する。

・カーブミラーの修繕　10箇所実施
・規制等の警察要望　なし

・カーブミラーの修繕11箇所実施（計21箇所）
・規制等警察要望10箇所（協議対応中）

・空き家対策計画を策定する。 ・空家対策審議会4/25、8/23で計画（案）等を審議
・パブリックコメントを9月実施し、次回審議会で確定予定

・第3回空家等審議会（10/25）で計画承認

・除却を促すため、対象家屋所有者に補助金の概要説明
などを行う。

・上半期の指導・助言数　延べ16件
・空家除却申請受理　5件

・下半期の指導・助言数　延べ16件（延べ32件）
・空家除却申請受理　4件（計　9件）

・支援金未申請者向けに周知を行う。（継続） ・未申請者宅を個別訪問（6、7、9月）し、申請を促した。 ・10月末で申請受付終了
　申請合計2,105件／罹災証明発行件数2,200件

・記録誌を作成する。 ・未完成。（年末予定） ・3月下旬完成予定

・空き家調査については、税務課と連携し全棟調査を行い、空き家の
全体像を把握し、指導等を行い、適正管理を行う。

・復興までの軌跡を記載した『鳥取県中部地震北栄町記録誌』を作成
（３００部）し、関係者に配布する。

・鳥取県中部地震で被災した家屋等の早期の復興のため、各種支援を
推進する。（継続）

・空き家対策計画を作成し、計画に基づいた運用を空き家対策を実施
する。開始する。

・地域防災活動の要となる自主防災組織の組織化・活性化を推進す
る。

・自治会に自治会防災マップの作成を促す。

・防災訓練を実施し、関係機関との通信訓練、各自治会の参加による
参集訓練、安否確認、炊き出し訓練等を実施する。
　　実地地区：大栄地区　　　想定：地震災害　　　　実施予定：９月

⑥鳥取県中部地震からの復興

地域防災・危機管理対策の充実

①自主防災組織の育成

②総合防災訓練、職員防災訓練の実施

③防災体制の充実

④交通事故の発生抑止と飲酒運転の根絶

・自主防災組織内に防災士を育成する。

・町内の交通危険箇所について、地元への聞き取りや現地確認などを
行い、適切な対策を講じる。

・消防団の増員や訓練強化、資機材の充実、消防組織の連携強化な
どを通して、総合的な防災力強化を図る。

・災害時の通信体制を確実なものとするため、新たに導入する職員参
集システムを使った職員向けの参集訓練を実施する。

・街頭における啓発活動を実施するとともに、交通安全教室の開催呼
びかけを行う。

・町業務継続計画（ＢＣＰ）の見直しを行う。

・職員2名に防災士資格を取得させる。
　　受講：H30年１月予定

⑤危険空き家対策

目
標
２



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
総　務　課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・担当課と協議し、申請できるサービスを増やす。
・電子申請サービスについて周知を行う。

・1件（交通安全の講師依頼）、10月1日から運用予定
・周知は未実施

・2件（集中発送辺句届など）実施。（計3件）
・周知はゴームページで実施予定

・自治体クラウド導入のために必要な庁内調査を実施す
る。

・部会においてコンサル会社と契約（町調査費を含む）
・10月庁内情報資産調査実施予定

・コンサルによる調査、ヒアリングを実施
導入効果・分析の報告を検討中

・3年間の窓口業務民間委託を評価し、10月以降の窓口業
務民間委託導入判断へ情報提供を行う。
・10月以降の窓口業務の円滑な実施に向け準備作業を実
施する。

・3年間の窓口業務民間委託を評価し、10月以降の委託
継続を決定し契約済み。
・委託継続のため、あらためて委託業者と手続き等を見直
し確認済み。

・10月1日北条支所窓口業務再委託（3年間）済み。

・現行マニュアルの点検を各課へ照会し、点検する ・現行マニュアルの点検済み。 ・10月窓口業務委託作業にあわせ見直し・更新作業
完了済み。

②旧北条庁舎の管理

・工事監理業者及び請負業者と連絡調整し耐震補強工事
の適正な施工管理を行う。

・工事完了済み。 ・8月末工事完了済み。

・8月末工事完了後の旧北条庁舎の活用方法を内部検討
する。
・鳥取中部ふるさと広域連合との調整を行う。

・第2防災拠点としての活用に取り組む。
・引き続き鳥取中部ふるさと広域連合事務所の活用に対し
工事費用負担、施設利用経費負担等の調整中。

・第2防災拠点（総務課）及び文化財保管場所（生涯
学習課）で施設活用。
・鳥取中部ふるさと広域連合と年度末精算に向け負
担率等を調整完了。

・住民主体の語り合いで創り出す取り組みを支援する。
・地域住民の研さん・語り合う場を企画する。

・「ふるさと北条の集い」を5回開催。
・住民主体の北条地区地域振興団体「あつまらいや北条」
設立。
・地域の賑わい創出のための語り合いを3回開催。
・11月4日「第1回北条ふるさとまつり」開催予定。

・北条地区の賑わい創出の自由な語り合い「あつまら
いや北条」を11回開催。
・11月4日「第1回北条ふるさとまつり」開催。約2,000
人の来場者があり町主催「北栄文化回廊」との賑わい
の相乗効果あり。
・北条地区賑わい創出取り組み第2弾、3月30日（土）
「茶臼山桜まつり」開催約３００人の参加。国坂・国坂
浜・大野自治会及び国坂神社と連携実施。

・島根県雲南市への視察及び地域づくり講演会へ北条地
区住民へ参加を呼びかけ、ともに研さんする。

・研修計画中のため研修実施のみ告知済み。 ・12月8日（町主催）・1月22日（県主催）地域づくり研
修会・2月23日（（公財）とっとり県民活動活性化セン
ター主催）地域づくり研修会等に参加。
・3月14日島根県雲南市地域づくり視察研修参加。

・北条地区住民からの本課業務への相談を受付し、適正
に本課へ引き継ぐ。

・本課業務の円滑な引継ぎのため相談受付実施中。 ・本課業務の円滑な引継ぎのため相談受付実施。・大栄庁舎への本課集約に伴う北条地区住民の利便性を確保するた
め、本課業務全般の相談窓口として対応する。

・北条地区の賑わい創出のための語り合う場「ふるさと北条の集い」を
開催し、住民主体の取り組みを推進する。

・北条地区の地域づくり活動を活性化するための研さんに取り組む。

目
標
３ ・住民サービス向上に向けた電子申請サービスについて、様式増を行

うとともに、必要な住民周知を行う。

目
標
４

・窓口業務マニュアルを点検し円滑な窓口対応を実施する

・旧北条庁舎耐震補強工事8月末完了まで進捗管理を行う。

・9月末の窓口業務委託満了にあたり業務を評価し、今後の窓口業務
のあり方を検討する。

・旧北条庁舎の活用方法を検討する。

情報化の整備

③北条地区の振興

①支所総合窓口業務のあり方検討

①自治体ICT共同化によるサービス活用

北条支所窓口業務のあり方検討、旧北条庁舎の管理、北条地区の振興

②自治体情報システムの集約と共同利用（自治体クラウド）

・県と市町村で進める自治体クラウドについて、推進に必要な協力を行
う。


