立山町行財政改革への提言（平成 24 年 2 月提言）に基づく
実績及び工程表
区分
提言内容
１．財政運営の健全化
1(1)

平成２４年９月

開始日

実績・工程

町税等の収納確保に努めること
健全な財政の維持や財源確保のため、町民
税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保
険税などの税の適正な課税と徴収率の向上
に努めること。
また、町民の公平な負担のために、後期高
齢者医療保険料や保育料、町営住宅家賃、
水道料などの料金の収納率の向上に努める
こと

税務課、健康福祉課、建設課、水道課
※収納率の実績（現年度分）
平成22年度 町民税
98.90%
軽自動車税 99.03%
後期高齢者医療保険料
保育料
99.53%
家賃
98.07%
水道料
99.52%
農業集落排水99.91%
平成23年度 町民税
98.91%
軽自動車税 99.06%
後期高齢者医療保険料
保育料
99.43%
家賃
94.81%
水道料
99.61%
農業集落排水99.97%
※収納率の実績（滞納繰越分）
平成22年度 町民税
27.37%
軽自動車税 23.83%
後期高齢者医療保険料
保育料
60.92%
家賃
24.22%
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固定資産税
国保税
99.67%

98.41%
95.66%

固定資産税
国保税
99.70%

98.39%
94.87%

固定資産税
国保税
69.15%

17.08%
24.78%

平成 21 年 9 月～
平成 24 年度

1(2)

水道料
89.81%
農業集落排水100.0%
平成23年度 町民税
32.84%
固定資産税
18.01%
軽自動車税 29.18%
国保税
27.68%
後期高齢者医療保険料 49.59%
保育料
72.85%
家賃
31.10%
水道料
90.51%
農業集落排水100.0%
農業集落排水下水道使用料を水道料と共に収納
軽自動車税の滞納者対策としてタイヤロックを導入
※税や後期高齢者医療保険料、保育料、町営住宅家賃、水道料などの担当
課と情報交換を図り、連携をとりながら徴収の体制を強化する
毎週月曜日に延長窓口を開設し、納税者の利便性に努める

計画的な財政運営に努めること
今後町は、下水道整備に伴う町負担金の増
加や、耐震化に伴う学校施設の改築、立山
町学校給食センター、立山町元気交流ステ
ーション建設などに伴う公債費の増加が予
想される。
財政健全化判断比率（実質赤字比率・連結
実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担
比率）を抑制し、常に財政状況を把握しな
がら健全な財政運営に努めること

総務課
※財政健全化比率は、国の動向（地方財政対策、社会保障と税の一体改革
等）に大きく左右される
平成22年度 実質赤字比率
― %
連結実質赤字比率
― %
実質公債費比率
14.7%
将来負担比率
205.3%
平成23年度 実質赤字比率
― %
連結実質赤字比率
― %
実質公債費比率
13.2%
将来負担比率
201.5%
健全な財政運営、財政健全化比率の抑制、公債費負担の抑制に努める
① 交付税措置のない起債借入れの抑制
② 減債基金等の計画的な積立て及び活用
③ 繰上げ償還制度の活用
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1(3)

遊休施設、遊休地の解消を図ること
廃所した芦峅保育所や休校中の立山芦峅小
学校、ふれあいセンターあしくら、立山町
元気交流ステーション建設に伴う立山図書
館、保健センターなどの旧施設、遊休地な
どの有効な利活用に努めるとともに、未利
用となる施設や遊休地については、近隣住
民や関係者等に理解と協力を求めながら取
壊しや売却を検討すること

1(4)

総務課
平成 24 年 9 月～
平成 24 年度
平成 24 年度
平成 24 年 7 月
平成 24 年度

新たな財源の確保を図ること
新たな広告媒体の掘り起こしや、ネーミン
グライツ（命名権）の活用を検討するなど、 平成 25 年 1 月～
積極的な自主財源の確保を図ること

1(5)

旧芦峅保育所： 改修して「立山芦峅ふるさと交流館」として利活用
ふれあいセンターあしくら： 売却または更地にする
旧立山図書館： 改修して利活用する
旧保健センター： 売却
釜ケ渕町営住宅跡地： 売却する

建設課
総合公園野球場、屋内運動場の命名権を公募する

事業の見直しを行うこと
事業実施の効率化を図るため、次の事業に
ついて見直しを行うこと。
①風土記の丘の施設管理について、県及び
県文化振興財団から委託されている施設 平成 25 年 4 月～
管理業務の見直しを行うこと。
②立山町環境センターの運営管理及び生ご
み堆肥化事業について、民間事業者への 平成 25 年 4 月～
業務委託を推進すること

商工観光課
風土記の丘の施設管理業務を県に返還する

住民課
運営管理と生ごみ堆肥化事業の民営化を行う

-3-

1(6)

効率性と質を確保した保育所運営を行う
こと
少子高齢化が進み、乳児・幼児が減少傾向
にある中、子育て環境の充実が求められて
おり、限りある財源で、多様化する保育ニ
ーズに対応した保育所運営が必要となって
いる。
効率性と保育サービスの維持・向上の両立
を図るため、大規模保育所の民間委託を推
進し、その運営にあたっては公営・民営を
問わず、全ての保育施設において、質の高
い保育水準及び保育環境の確保に努めるこ
と

1(7)

健康福祉課
町には 9 認可保育所（園）があり、うち公営保育所は 6 施設、民営・私立
保育園は 3 施設が運営し、816 名（平成 24 年 4 月）の児童が入所（園）
みどりの森保育園を(社)高原福祉会に運営委託
平成 17 年 4 月～
平成 21 年 4 月～
延長保育の本格実施
※保育施設の拠点化を推進
あおぞら保育園を(社)相幸福祉会に運営委託
平成 26 年度（予定） 拠点施設の五百石保育所（昭和 51 年 4 月竣工）を改築する
平成 27 年度 ～
五百石保育所を民間に運営委託する

グリーンパーク吉峰の健全経営に努める
こと
グリーンパーク吉峰は、町民の福祉施設と
して有益であるが、施設利用料などの事業 平成 24 年 3 月
歳入に比べて施設の維持費などの運営費が 平成 24 年 4 月～
嵩むなど、今後の経営の悪化に伴う管理委
託料の増加が危惧されるところである。
集客力の増加を図るため、民間経営の手法 平成 24 年 9 月
を取り入れるなど、将来の財政負担に繋が
らないように健全な経営に努めること

企画政策課
(指定管理者)財団法人立山グリーンパークの解散
株式会社たてやま（平成 24 年 2 月設立）による指定管理を開始
新会社には、大手旅行代理店で勤務実績のある人材を専務に採用し民間経
営の手法を取り入れた集客増に取り組む
民間出資を含めた増資を行い、資本金総額 50,000 千円とする
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1(8)

CATV 事業の運営方針について検討するこ
と
滑川市、上市町、立山町で構成する滑川・
中新川地区広域情報事務組合は、Ｎｅｔ３のケ
ーブルテレビ事業運営やＴＡＭへのインタ
ーネット事業委託などの情報通信事業を行
っている。しかし、多額の投資が必要とな
るハード機器やシステムの整備がサービス
の決め手となるため、公共が行う場合は、
民間企業に比べてどうしても後手に回る。
また、専門とする民間企業と公共とでは競
争にも限りがあり、投資的経費にも限度が
あるため、将来の投資額の予想がむずかし
い。
したがって、このような通信事業について、
早期に行政としての方針を決めて将来に財
政負担を残さないような検討をすること

企画政策課
ＣＡＴＶ事業は、滑川・中新川地区広域情報事務組合（滑川市、上市町、
立山町）で運営
指定管理者制度を早期に導入し、民営化を目指す
※立山町は構成 3 市町の中で最も高い加入率ではあるが、加入率 60％前後
のまま伸び悩みの状態となっている。
ケーブルテレビの性格からその普及拡大には、民間業者の施設整備、サー
ビス提供の俊敏さに負うところが大きいと考えられる。また、県内の大半
のケーブルテレビが指定管理者制度を導入しており、滑川・中新川地区広
域情報事務組合においても、早期に指定管理者導入を検討し、導入するこ
とが、効果的な運用になると考えられる。
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２．新たな行政・組織の創造
2(1)

職員の能力向上を図り、適正な人員配置に
努めること
財政の健全化を図るには、一般会計歳出予 平成 21 年 4 月
算の１７．７％（平成２２年度）を占める 平成 22 年 4 月
人件費を抑制することが近道であるが、そ
れがために住民サービスが低下してはなら
ない。
したがって、立山町人材育成基本方針に基
づき、研修などによる職員の能力向上など
を図り、最小の人員で最大の効果が上げら
れるように職員の資質向上に努めるととも
に、多様な行政サービスの適正な執行に不
可欠な専門職等の配置を含め、今後の行政
需要の動向を考慮した定員管理に心がけ、
適正な人員配置に努めること

総務課
立山町人材育成基本方針を策定
具体的な取り組み方法を提示した人材育成実施体系の導入で、職員の行動
指針となるよう改正
※職員研修は次の 4 項目で運用
① 研修計画の策定
② 新採トレーナー制度
③ 自己啓発支援
④ OJT の推進
※研修計画の策定
すべての職員が研修に参加できるよう多くの研修メニューの照会や新規
採用職員・新任係長研修等、階層別研修で職員の資質向上を図っている
（延べ 634 名の参加）
※新規トレーナー制度
新規採用職員の職場への円滑な適応を促進し「求められる役割・行動・
能力」を修得し、チャレンジ精神あふれる人材となるよう支援を行って
いる（新採職員 8 名）
※自己啓発支援
住民ニーズや価値観の多様化等に的確に対応できるよう職員一人一人の
自己啓発が一層重要となってきていることから通信教育受講や放送大学
受講者に助成(3/8)を行なっている（4 名参加）
専門職員等の配置：
平成 23 年度に土木技術職 1 名、建築技術職１名を採用
平成 25 年度に土木技術職 1 名、保健師 1 名の採用を予定
調理員や保育士は、財源、人材を有効に活用しながら行政サービスを効
率的、効果的に提供することが求められており民間のノウハウを活用し
行政目的を達成できるよう検討する
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2(2)

コスト意識と改善意識の向上を図ること
事務事業評価制度を活用し、職員のコスト
意識の向上を図るとともに、事務事業に対 平成 25 年 3 月～
し常に改善の意識をもって取り組み、評価
的視点に立った進行管理に努めること

2(3)

※事務事業制度の本格実施から 4 年目、職員にも定着してきた
3 月：見込み提出
6 月：確定提出
職員のコスト意識及び業務改善意識の向上に資するよう進行管理をする

積極的に情報の提供・広報に努めること
行政の事務事業の内容や実施状況は、なか
なか町民には理解しづらい。
平成 24 年 6 月～
そのため、町ホームページや町広報誌、ケ
ーブルテレビなどの様々な情報発信ツール 平成 25 年 3 月～
や機会を通じて住民に理解しやすい内容
で、積極的に情報を提供すること

2(4)

企画政策課

企画政策課
ツイッターの導入：災害時の情報提供も想定しながら、その他の町の情報
の即時性も高める
フェイスブックを導入する

学校耐震化を進め、学習環境の充実に努め
ること
児童生徒が安心して勉強に専念できる環境
を提供するため、学校施設の耐震化整備を
進め、空調設備の整備など、学習環境の充 平成 24 年 9 月
平成 26 年 1 月
実に努めること

教育課
※学校の耐震化：
立山中央小学校の改築
立山北部小学校を改築する（全校の耐震化の完了）
※空調設備の設置：
保健室等の管理諸室及び雄山中学校の普通教室は整備済
今後、快適な学習環境を確保するため、各小学校の普通教室を整備する
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３．地域力の向上
3(1)

自治会の育成を図ること
総務課

地域における高齢者世帯の見守りや、災害
発生時の避難など、地域の自治機能と行政
との連携機能の強化が求められている。
災害時の対応や地域課題の解決など、自治
会の果たす役割、重要性はますます増加し
ていることから自治会の育成に努め、地域
コミュニティの活性化を図ること

3(2)

自主防災組織率を高める
83％(122/147 行政区：平成 24 年 4 月現在)
防災行政無線：60 子局

住民との協働によるまちづくりを推進す
ること
企画政策課

住民と行政との協働によるまちづくりを推
進するなど、住民一人ひとりが公共活動や 平成 21 年 4 月～
まちづくりに関する活動に参画できる仕組
みづくりに努めること

3(3)

地域づくり支援事業（住民の協働による地域づくり活動を支援するため、
地区や町民グループなどが自主的に行う活動に対して補助金を交付）
平成 21 年度 8 件 1,559,000 円
平成 22 年度 2 件
375,000 円
平成 23 年度 1 件
200,000 円

住民の意見を積極的に聴取すること
町政懇談会や各種アンケートなどの様々な
広聴活動を通じて、住民の意見や要望を積 平成 24 年 5～6 月
極的に聴取し、住民ニーズの把握に努める 平成 24 年 6 月
とともに、住民と行政との情報の共有化を
図ること

3(4)

企画政策課
町政懇談会の開催（全地区）
「災害廃棄物の広域処理」について、クリーンセンター近隣地区で説明会の
開催（3 地区）
町政懇談会などのきめ細やかな広聴に努める
ホームページ上での町長への手紙などを活用し、適切な意見聴取に努める

観光による地域活性化に努めること
立山町は、立山をはじめ称名滝などの自然
資源や芦峅寺地区の歴史・文化資源など、 平成 24 年 4 月～
多くの観光資源を有している。
町は、町観光協会や観光事業者などとの連

商工観光課
立山黒部アルペンルート広域観光圏協議会を中心として、着地型（宿泊型）
観光の推進を図る
① 陶農館、グリーンパーク吉峰での体験型イベントとアルペンルート観光
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携を強化し、国内外への積極的な観光情報
の発信や、観光地のハード・ソフト環境両
面の充実を図るなど、観光交流人口の増加
とそれに伴う地域の活性化に努めること

3(5)

とを共同企画する
② 立山自然ふれあい館、芦峅寺地区の「食文化」を活用し、集客を図る
③ 多言語による、立山駅・称名滝周辺マップや特産品パンフレットを作成
し、経済的活性化を図る
④ web サイトでの多言語化による観光情報を発信する

地域産業の育成・PR 等に努めること
町内の各地域には、様々な特産品や郷土料
理、伝統文化などの小規模ながら地域固有 平成 24 年 2 月～
の産業があるが、後継者不足や収益額の減 平成 24 年 4 月～
少等により衰退が危惧される。
地域及び地域産業の活性化のため、地域の
特性を活かした農林業及び商工業の育成や
ＰＲ等の支援に努めること

3(6)

商工観光課
立山ブランドの認定（6 件 7 事業者）
陶農館研修生制度の実施（1 名）

町定住者の誘致に努めること
人口減少地域のコミュニティ活性化や、次
代を担う児童・生徒の増加を図るため、若 平成 22 年 4 月～
年層を中心とした町定住者の誘致に努める
こと
平成 25 年 4 月～

平成 21 年 4 月～

平成 24 年 4 月～

企画政策課
新瀬戸地区などで高齢者支援やコミュニティ活性化等の地域活動にあたる
地域おこし協力隊員 1 名を委嘱
（平成 24 年度までの 3 ヶ年）
新瀬戸地区などで地域おこし協力隊員 1 名を委嘱する
峅寺地区などで地域おこし協力隊員 1 名を委嘱する
（平成 27 年度までの 3 ヶ年）
里山定住促進事業（中山間地域における住宅取得等の助成）
平成 21 年度 2 件 650,000 円
平成 22 年度 2 件 700,000 円
平成 23 年度 1 件 300,000 円
里山定住促進事業（改正、対象地域の拡大）
（平成 26 年度までの 3 ヶ年）
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