
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

まちづくりの推進

①地方創生総合戦略の取組推進

・地方創生総合戦略の目標値の進捗管理と見直し、取り
組みの評価を行う。
・目標の達成度、新たな動きや課題等を踏まえて、総合
戦略とまちづくりビジョンの改訂を検討する。

・総合戦略のH29実績をとりまとめ、各課ヒアリング・推進
会議・議会全員協議会の審議により、進捗状況の確認、
評価、見直し、改訂を行った。
・新たな動きや課題等を踏まえて、まちづくりビジョンの改
訂について検討委員会、議会全員協議会で審議を行っ
た。今後パブリックコメントを経て、改訂案を議会に提出
する。

・まちづくりビジョン改訂版を、12月議会に提案し議決を
得た。
・改訂版のまちづくりビジョン、総合戦略に基づき、施策
の実施、推進を行った。

②地域の自立・活性化の推進

・コミュニティ助成事業制度を自治会に周知するとともに、
円滑な事業実施を支援する。
・地域の課題の解決について、相談窓口となり、円滑な
事業推進を図る。
・地域づくり講演会、先進地視察を実施する。

・自治会長会、町報、HP、通知文により、制度周知を行う
とともに、自治会の個別相談、申請に応じた。
・地域の自立活性化事業は当初の見込みを超える申請
があり、補正予算を行い、募集枠を拡大した。
・地域づくりに関わる課と連携し、12月8日に地域づくり講
演会を開催する予定である。

・コミュニティ助成事業では、H30年採択事業の実施を支
援したほか、H31年度募集にあたり、11自治会の申請を
支援した。現在はH32年募集に向けた自治会の個別相
談に応じている。
・地域の自立・活性化活動支援事業では、地域の魅力発
見や賑わい創出、特産物開発、子育て支援、人材育成
等に取り組む7団体の事業実施を支援した。また、H31年
度継続実施、新規応募相談に応じている。
・地域づくり研究は、地域づくりや地域共生社会、自治会
等の関係部署（福祉課、総務課、中央公民館、とっとり県
民活動活性化センター）と連携して行った。12月に「地域
づくり研究講演会・これからの地域づくり」、2月に「地域
づくり交流会 in 北栄」、3月に「地域づくりバスツアーin
島根県雲南市」を行い、住民主体のまちづくりの必要性
や地域課題解決の手法についての意識醸成や情報提
供・共有を図った。

③官学連携の推進

・鳥取大学企画管理室会議に参加し、連携事業の情報
提供、実施調整を行う。
・鳥取大学の学生を自治体現場に受け入れる「地方創生
政策体験学習」を実施する。
・鳥取中央育英高校と連携し、「地域探究の時間」の取り
組みを推進する。
・東伯青年会議所、住民団体、鳥大、鳥取中央育英高校
と連携して取り組む「Let's Go 北栄ツアー」を共催する。

・鳥取大学連携担当者会議に出席し、情報収集するとと
もに、鳥大との連携事業を実施している。
・「地方創生政策体験学習」を実施し、「若者に向けた移
住定住の情報発信」をテーマに地域住民と連携しながら
若者向け戦略案を検討した。
・「地域探究の時間」において、役場職員13名が講師とな
り、鳥取中央育英高校2年生の探究を支援した。
・各団体や鳥大、育英高校と連携し、「Let's Go 北栄ツ
アー」を実施した。約80名の参加があった。

・「地域探究の時間」では、10月11月に全16グルー
プによる成果発表が行われた。また、2月の「地域
創造ハイスクールサミットin北栄（主催：育英高
校、県内外から8校参加）」で、代表グループによ
る地域課題解決のプレゼンテーションが行われた。
・11月開催の「Let's Go 北栄ツアーフォーラム
（主催：東伯青年会議所）」では、鳥大大学院生と
育英高校生の成果発表に加え、「ツアーから見える
北栄町の未来」と題したパネルディスカッションが
行われた。また、1月には一般財団法人地域活性化
センター発行冊子「人口の社会減を克服する特色あ
る取組」に掲載され、地域課題解決と人材育成が一
体となった取組みが評価された。
・H31年実施にむけ、協議・調整、事前フィールド
ワーク等を行った。H31年は、育英高校「地域探究
の時間」「Let's Go 北栄ツアー」、鳥取大学「地
方創生政策体験学習」、「連携事業」、デジタルハ
リウッド大学新入生研修等を予定している。

④地域活性化イベントの開催

・震災復興イベント「ＮＨＫのど自慢」（10月14日）を開催
するための準備を進める。
・県文化振興財団事業「春風亭昇太爆笑独演会」（9月16
日）を共催する。

・「NHKのど自慢」の準備を滞りなく進めている。
・「春風亭昇太爆笑独演会」は全席完売、当日も問題なく
笑い声に包まれた。

・10月14日に開催された「NHKのど自慢」は、生放
送出場20組中9組が町民、チャンピオンも町民（大
島在住の平田美貴さん）であった。放送では特産品
のねばりっこや町の紹介VTRも流れ、北栄町の魅力
が全国に発信された。
・のど自慢チャンピオンの平田美貴さんは、3月2日
生放送の「NHKのど自慢チャンピオン大会2019」に
出場された。

点　　　　　　　　　　　　　　検

・地方創生総合戦略の基本目標に沿った具体的施策
の取組を推進する。

・コミュニティ助成事業の活用により自治会活性化を図
る。
・地域の自立・活性化活動支援事業の活用により地域
の課題の解決を図る。
・地域づくり研究を行い、まちづくりの活動を推進する。

・鳥取大学の地域参加型研究等を活用し、地域課題の
抽出や解決を目指す。
・鳥取中央育英高校と連携し、高校生による地域課題
解決に向けた探究活動を推進・支援し、地域に貢献す
る人材を育成する。

・震災復興・地域活性化イベントを開催し、町内外に震
災から復興した北栄町をアピールする。
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⑤男女共同参画の推進

・町報に啓発記事を隔月掲載する。（シリーズ「男女が輝
くまちをめざして」）
・北栄町男女共同参画行政推進会議の開催、委員選考
時期の事前協議を実施する。

・町報に、シリーズ「男女が輝くまちをめざして」を定期的
に掲載している。
・北栄町男女共同参画行政推進会議の開催、委員選考
時期の事前協議を実施した。

・11月には「男女共同参画フォーラム（主催：女性団体連
絡協議会）」が、「じんけんフェスティバル（主催：人権教
育・啓発推進協議会）」と同時開催された。また、各自治
会で開催された「人権を学ぶ会（生涯学習課）」では、男
女共同参画推進会議作成の啓発チラシを配布する等、
関係部署・団体との連携、協働により幅広い層への啓発
が行われた。
・町報に、男女共同参画の記事を定期的に掲載した。
・2月に北栄町男女共同参画行政推進会議を開催し、委
員選考時期の事前協議を実施した。女性登用率は増加
したが、県内2位の見込みである。

情報発信の強化

①町の魅力発信強化（町内外）

・月１回は動画を利用した情報発信を行う。
・人物にスポットを当てた情報発信を行う。
・インスタグラムでの情報発信を実施する。

・Hello Hokueiと題した英語による町の紹介他約20本の
動画を作成し、情報発信に努めた。
・観光客にスポットをあてたインタビュー動画の発信を
行った。
・4月からインスタグラムを開設した。投稿数79、フォロ
ワー181。

・英語による町の紹介動画が外国人知名度を上げたこと
により、アメリカの人気司会者Conan O'Brien氏が番組で
北栄町を取り上げた情報を得ることができた。ジョークの
応酬を重ねた結果、Conan氏が来町し、世界的に取り上
げられた。
・この件はアメリカでの放送や全国ニュースに取り上げら
れたほか、外国人向け観光スポット紹介サイト「Gaijin
Spot」内の記事「2019年に外国人が訪れるべき観光地ラ
ンキング」で鳥取県が第1位を獲得したなかでも紹介され
ており、世界に向けた情報発信を行えた。国内でもネット
ニュースやテレビ番組等で取り上げられる等、来町後も
盛り上がりを見せた。
・12月からTwitterでの情報発信に注力。インプレッション
（ユーザーがツイートを見た数）が10～11月平均：約5.5
万→12～3月平均：約11.6万に倍増した。
・インスタグラムは３月末で投稿数172、フォロワー395と
フォロワーが倍増。産業振興課が東京で開催したイベン
トとの連携を行うなど、活用の幅を他課にも広めている。
・料理コンテスト優勝者の紹介や産業振興課と連携しな
がら町特産品のねばりっこを610キッチンの特別メニュー
として紹介するなど情報発信を活用したまちづくりの方向
性をつくる。

②情報発信、広報活動の充実（町内）

・広報専門員によるチラシ作成を行う。
・鳥取中央育英高校のコーナーを設け、高校生からの情
報発信を行う。
・見やすい、読みやすい広報誌を作成する。

・チラシ、ポスター等作成（40件）し、情報発信力の向上
に努めた。
・町広報誌はより見やすいデザインときれいな写真の使
用に努め、リアルタイムなFBによる情報発信とネットを活
用した情報収集に努めた。

・チラシ、ポスター等作成（78件、3月末）し、情報発信力
の向上に努めた。
・FBではリアルタイム動画での情報発信を行うなど、ネッ
トを活用した情報収集・発信に努めた。
・FBフォロワー（いいね）３月末（3,510）、９月末（3,358）
・町広報誌は「きらり北栄」という新コーナーの設置など町
内で活躍する人の紹介を始めた。
・ふるさと納税応援ポスター（ねばりっこ・らっきょう・すい
か）の作成

・男女共同参画、女性活躍推進の啓発を実施し、誰も
が活躍できるまちを目指す。
・各委員会・審議会における女性の登用率の向上に取
り組み、県内市町村でトップを目指す。（平成29年　2
位北栄町35.3％、1位八頭町38.5％）
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・ドローンや動画を活用し、楽しめる情報発信を目指
す。
・ＳＮＳを活用し、幅広い年代に向けた情報発信を目指
す。
・町の魅力や行政情報をこまめに発信する。（HP、FB
等)

・広報専門員が町の各種イベントチラシのデザインを行
い、センスアップと情報力の向上、事業担当者の事務
の効率化、経費削減につなげる。
・町の魅力や行政情報をこまめに発信する。（町広報
誌、HP、FB等)
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健全な財政運営

①新公会計制度への移行

・5月中に財務書類作成に係る支援業務の委託を行う
等、速やかな実施に努め、支援業務の進捗状況を確認
するため適宜委託業者に対してヒアリングを行う。
・新公会計制度に向けた簿記研修などの必要な職員研
修を実施する。

・6月12日付で「財務書類作成支援業務」を委託し、打合
せを行いながら、必要なデータを提供した。
・財務書類が作成でき次第、それを用いて職員に対する
研修を実施する予定。

・支援業務委託業者へ必要なデータの提供、打合せを
行い、３月中に財務書類が完成する見込み。
・作成した財務書類を用いた町職員及び町議会議員研
修を3月１８、１９日に開催した。

②町有財産の適正管理

・行革プラン更新ヒアリングに合わせて個別作成状況のヒ
アリングを行い進捗管理に努める。
・公会計システムと連動している固定資産台帳システムの
適正な運用に努める。

・9月末までに行革プランの進捗状況と公共施設等総合
管理計画の現状について町長ヒアリングを実施する計画
であったが、日程調整上、10月1、2日に実施する予定で
ある。
・各課が起票時に行っている固定資産台帳システムへの
登録が適正であるか、適宜確認を行っている。

・10月1日、2日に行った行革プランヒアリングと併せて、
公共施設等総合管理計画に基づいた施設の管理状況、
現状について各課へのヒアリングを実施した。
・固定資産台帳システムへ適正な登録が成されるよう、適
宜確認を行った。

③ふるさと納税の維持

・ふるさと納税目標額3億2千万円の達成に向け積極的に
企画商品の受け入れを行い返礼品の充実を図る。

平成30年度から返礼品の3割ルールを厳格に遵守した
影響により寄付金については9月末時点で対前年比
40％程度に留まっている。寄付金獲得を目指して楽天ふ
るさと納税サイトを開設し12月の年末商戦へ向けて対策
を強化した。

・ふるさと納税寄付額は、193,062,000円（3月末）。平成
31年度のふるさと納税寄付金額を2億5千万円と設定して
内容の充実したパンフレットの作成とふるさと納税ポータ
ルサイト「さとふる」を導入するため事業者説明会を2回実
施した。ふるさと納税の業務委託が6か月経過して委託の
効果検証とマニュアルの見直しを行った。

④行財政改革の推進

・大栄庁舎窓口業務及び定型庶務業務の民間委託に向
けたプロポーザルの実施を行い業者を選定する。
・受託業者がスムーズな業務開始を行えるよう庁内体制
移行等の進捗管理を行う。

・5月24日に窓口・庶務業務委託に関するプロポーザル
を実施し、業者選定を行い、契約を締結した。
・10月からの委託業務がスムーズに開始できるよう、庁内
体制の進捗管理や受託業者との調整を行っている。

・10月から民間への委託による窓口・庶務業務を開始し
た。
・11月30日に民間委託推進会議を開催し、委託業務開
始後１ヶ月の検証を行い、改善すべき点などを協議した。
また、その結果を共有するため、グループウェアで全職
員に周知した。

目
標
3

・平成29年度決算における統一的な基準による財務書
類の作成をし3月定例会にてわかりやすい説明を行う。
・議会説明後、ＨＰ等により広く周知ができるよう努め
る。

・公共施設等総合管理計画に基づいた施設の適正管
理が行われるよう体制整備を図る。
・固定資産台帳の確実な更新に努める。

・平成30年度ふるさと納税目標額3億2千万円を達成
し、ふるさと北栄基金積立金の額は前年の水準を維持
する。
・返礼品の充実を図り、北栄町サポーターを増やす取
組を行う。
・ワンストップ特例申請書の取りまとめ（〆H31.1.10）と
自治体通知発送（〆H31.1.31）を滞りなく行う。

・大栄庁舎窓口業務及び定型庶務業務の民間委託に
ついて研究、協議を行い、平成30年10月の実施を目
指す。


