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第第第第３３３３次八重瀬町行政改革大綱次八重瀬町行政改革大綱次八重瀬町行政改革大綱次八重瀬町行政改革大綱    

 

基本方針基本方針基本方針基本方針    

 

１１１１．．．．これまでのこれまでのこれまでのこれまでの行政改革行政改革行政改革行政改革のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

平成１８年１月１日の２町村合併による行政運営基盤のメリットを最大限に引き出し、将来にわ

たる強固な財政基盤と住民満足度の高い行政体制が確立できるよう、平成１８年１２月に第１次行

政改革大綱及び集中改革プランを策定し、「簡素で効率的な行政システムの確立」、「職員の意識

改革と能力の向上」及び「住民との協働と開かれた町政の推進」の３つの基本的事項を柱に、「事

務・事業の見直し」、「組織・機構の見直し」、「定員管理及び給与の適正化」、「財政運営の健

全化」、「公正で透明性のある行政運営」、「人材育成の推進」、「公共事業の経費縮減」及び「議

会の活性化」の８項目の重点事項を設定し、行政改革に取り組んできた。 

平成２３年４月に策定した第２次行政改革大綱では、第１次行政改革大綱の基本的事項及び重点

事項を踏襲し、一般会計から特別会計への繰出金を抑制するため、「特別会計の経営健全化」の重

点事項を設け、行政改革の課題に継続し取り組んできた。効率的な行政事務の運営では、業務機能

と行政需要に対応した統合庁舎を建設し、公文書の管理向上と事務の効率化を図るため、文書管理

システムを導入した。自主財源の対策としては、土地区画整理事業の宅地基盤整備や企業誘致等に

よる自主財源の税収増加に努め、住民の利便と収納率の向上を図るため、町税等をコンビニエンス

ストアで収納できるように取り組んできた。職員定員管理では、「八重瀬町集中改革プラン」に基づ

き「八重瀬町職員定員適正化計画」の設定目標を大きく上回り職員数を削減してきた。しかしなが

ら、近年は新たな行政課題に対し的確な処理等ができる職員が求められていることから、「八重瀬町

職員定員管理計画（平成２７年度策定）」に基づき、適材適所による職員配置、業務量に応じた職員

数の確保、類似団体等の状況を考慮した計画的な職員採用に努めている。 

 このように、本町においては、全庁体制で行財政改革に取り組み、簡素で効率的な行政運営に努

めてきたが、未達成項目も多くあることから、引き続き、行政改革を推進する必要がある。 

 

２２２２．．．．行政改革行政改革行政改革行政改革のののの背景背景背景背景とととと必要必要必要必要性性性性    

    

（（（（１１１１））））社社社社会会会会のののの急激急激急激急激なななな変化変化変化変化    

 少子高齢化の進行、高度情報化、国際化の進展、地域主権の新たな展開、情報公開、環境問題へ

の関心の高まりなど、地方自治体を取り巻く社会経済情勢は急激に変化している。このような社会

構造の変化とともに、人々の価値観や生活様式も多様化・高度化し、「情報公開」、「個人情報保

護」などのキーワードに見られるように「知る権利」や「個の尊重」が重視されるなど、行政の仕

組みやサービスのあり方などに対して、住民の要望や期待も年々増大する傾向にある。また、その

一方では、厳しい経済状況下において、公務員に対する住民の評価も厳しくなっており、組織・機

構のあり方を含め、職員自らも意識の改革を求められていることを自覚し、多様化・高度化する住

民ニーズに柔軟に対応するために、職員一人ひとりが経営意識を持ち住民サービスを考える必要が
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ある。 

 

（（（（２２２２））））地地地地方分権方分権方分権方分権のののの進進進進展展展展    

 「明治維新」、「戦後改革」に次いで「第三の改革」と位置づけられている地方分権一括法が、

平成１２年４月から施行され、地方分権が大きく進展しました。国と地方の関係は対等協力の関係

に変わり、市町村は、住民に身近な基礎的自治体として、自己決定、自己責任の原則に基づき、あ

る程度、国・県の関与を離れて地域の特色、個性にあった行政運営、まちづくりを推進することが

可能となった。自治体経営における自由・裁量権の拡大は、自治体間競争の到来を意味し、個々の

自治体の政策形成能力、実行力が問われることでもある。地方分権の推進は、これまで連綿と続い

てきた行政依存型、陳情型のシステムを見直し、地域経営の視点に立った持続、自立可能な行政シ

ステムへ転換するための好機であり、このため、民間能力の活用、住民参加・協働によるパートナ

ーシップの構築などに取り組む必要がある。 

 

（（（（３３３３））））不安定不安定不安定不安定なななな財政状況財政状況財政状況財政状況    

 本町財政における自主財源収入は、平成２７年度普通会計の決算において４３億３百万円で、歳

入総額の３０．３％と弱い財政状況にある。財政指標からみると改善はみられるものの、財政見通

しにおいては、今後も不安定な財政運営を強いられると予想されることから､健全な財政運営の推進

に取り組む必要がある。 

 自主財源の根幹をなす町税収入は２１億９千２百万円で、土地区画整理事業等の住宅環境整備に

より、今後も緩やかな伸びが想定されるが、大幅な増収は見込めず、地域経済の活性化、「八重瀬

町企業立地基本構想」（平成２３年策定）に基づく企業誘致及び低・未利用地の有効活用の促進が

重要な課題となっている。また、歳入の約３割を占める地方交付税は、平成２７年度普通会計決算

において、普通交付税と特別交付税を合わせた地方交付税総額は３８億１千８百万円で、地方交付

税をはじめとした依存財源比率は６９．７％となっている。地方交付税が国の制度見直しによって

減少する中、合併による普通交付税の特例措置期間が平成２７年度までであり、平成２８年度から

平成３２年度までの５年間で交付額が段階的に削減され、本来の算定となる平成３３年度には、平

成２７年度と比較して約３億３千９百万円の大幅な減収が予想され、今後も財政運営の状況は厳し

く、抜本的な改革が必要となっている。 

 歳出面では、職員定員管理のもと人件費は減少しているが、町財政の中で、扶助費、公債費の義

務的経費の割合が年々大きくなってきており、平成２７年度普通会計決算において歳出総額の４７．

１％を占め、また、平成２７年度末の普通会計における地方債現在高も１５９億１千万円となって

いる。 

本町の将来人口は、「八重瀬町人口ビジョン・総合戦略」の年齢３区分別人口推移によると、平

成３２年度に６５歳以上の人口割合が２２．３％となり、超高齢社会へ突入し、平成５２年度には

平成２７年度の約１．７倍となり、扶助費の増加が予想される。さらに、主な納税層である１５歳

から６４歳までの生産年齢人口は、平成２７年度において総人口に対して６３．７％であったのが、

平成５２年度には総人口に対して５５．６％になると推計されており、町税収入の増加はあまり期

待できない状況である。 
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 今後も、安定した行財政運営を継続するためには、税を柱とする自主財源の確保と、成果重視の

観点から、不要不急の事務・事業を見直し、徹底した歳出の削減を行う必要がある。 

 

（（（（４４４４））））行政改革行政改革行政改革行政改革のののの視視視視点点点点    

 社会環境の急激な変化、地方分権の進展、悪化する財政状況の中で、着実に行政改革を進めてい

くため、第２次行政改革大綱の取り組みを検証し、その結果を踏まえ、今後、取り組むべき視点を、

次のとおり整理した。 

 

①①①①柔軟柔軟柔軟柔軟でででで迅速迅速迅速迅速なななな体制体制体制体制づくづくづくづくりりりり    

 時代の流れや住民の価値観の多様化などの変化に柔軟に対応し、迅速な処理ができる簡素で効率

的な体制づくりが、引き続き必要である。 

②②②②自己決自己決自己決自己決定定定定・・・・自己責任自己責任自己責任自己責任のののの確立確立確立確立    

 地方分権社会に対応するため、自分たちでできることは自分たちで行うなど、その意欲と知恵と

能力を最大限に引き出すことのできる環境づくりが必要である。 

③③③③改革改革改革改革のののの職職職職場場場場環境環境環境環境づくづくづくづくりりりり（（（（職員職員職員職員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革））））    

 職場においては、行政改革の趣旨を踏まえ、業務を持続的、日常的に自ら改善していく改革の環

境づくりが必要である。 

④④④④持続持続持続持続的的的的なななな行財政基盤行財政基盤行財政基盤行財政基盤のののの確立確立確立確立    

 経費の縮減を進めるとともに、最小のコストで最大の効果が挙げられるような体制や仕組みを整

備し、将来への負担を軽減する行財政運営が必要である。 

⑤⑤⑤⑤公平公平公平公平・・・・公正公正公正公正でででで透明透明透明透明なななな行政運営行政運営行政運営行政運営    

 広く住民に情報を公開し、公平・公正で透明性の高い行政運営が必要である。 

⑥⑥⑥⑥住民住民住民住民参加参加参加参加のののの推進推進推進推進    

 住民と一体となった地域づくりを推進するため、住民・民間団体等の町政への参加機会を提供す

るとともに、行政からも住民活動へ参加する、協働によるまちづくりが必要である。 

 

３３３３．．．．行政改革推進行政改革推進行政改革推進行政改革推進にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての基本事項基本事項基本事項基本事項    

 前項で記述した視点を踏まえ、本町の行財政運営における課題の解決を図るため、効率的で実効

性のある計画として、「第３次八重瀬町行政改革大綱」（以下「第３次行政改革大綱」という）を

策定する。 

 第３次行政改革大綱では、これまで続けてきた改革努力を更に実りあるものとするため、第２次

行政改革大綱に掲げた基本的事項及び重点事項を踏襲し、これまで以上の危機意識と改革意欲のも

とに行政改革に取り組んでいくこととする。 

 

（（（（１１１１））））簡素簡素簡素簡素でででで効率的効率的効率的効率的なななな行政行政行政行政システムのシステムのシステムのシステムの確立確立確立確立    

 社会経済情勢の変化に伴い、複雑化、多様化する行政需要への的確な対応や地方分権の進展によ

る、自己決定・自己責任に基づく行政運営、広域化する行政課題への的確な対応など、時代の変化

に対応した行政システムへの転換が求められている。このため、引き続き、組織・機構の見直しを
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行い、定員の適正化を図るなど、簡素で効率的な組織づくりに取り組むこととする。 

 事務・事業については、最小の経費で最大の効果をあげるべく、地方自治の基本原則に立って、

行政の責任分野や経費負担のあり方等の観点から、引き続き、補助金の見直し、民間と行政の機能

分担や効率性に基づく事務・事業の民間委託、公共施設の整理・統合を進める。行政改革の目的は

リストラではなく、行政のムダ・ムラを省き、時代の変化に合わせて仕事や組織を改め、真に住民

福祉につながるような効率的な行政の仕組みをつくることにある。行政改革が実効性をもって実現

されるためには、町長のリーダーシップは勿論のこと、改革を成し遂げようとする職員一人ひとり

の意識改革と職務に対する専門性、行政能力の向上が不可欠である。このため、自己研鑽に加え、

「人材育成基本方針」に基づき、職員の研修機会の充実を図り、限られた人的資源を有効活用する

ために適切な人事評価と人事管理を行うこととする。また、行政の経費はすべての住民の税負担に

依拠していることを踏まえ、職員自身が、自治体経営者としての視点とコスト意識、危機感を共有

することが重要である。 

 

（（（（２２２２））））財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化によるによるによるによる安定安定安定安定基盤基盤基盤基盤のののの確立確立確立確立    

 本町の財政状況は、歳入の根幹をなす地方税収入は緩やかに伸びているが、合併後１０年間の財

政支援が切れ地方交付税が減額されることから、今後も引き続き財源不足が予想される。 

 歳出においては、諸事業の対応費捻出のために借り入れた地方債の残高が累積し、その償還のた

めの公債費が増加していることから、現在進行中の主要事業への財源対応も大きな課題となってい

る。また、義務的経費においても、人口増加に伴う扶助費等が年々増加する傾向にあり、極めて厳

しい財政状況になっている。 

 今後、町の財政規模に見合った健全な財政運営の確立と、現在策定している中長期財政計画にお

ける数値目標達成のため、引き続き、徹底した歳出の見直しに取り組む一方、事務・事業の推進に

ついても、限られた財源の中で、優位性、緊急性、事業効果等の判断基準に立った、重点化、効率

的な配分に努め、質的充実に配慮する必要がある。 

 

（（（（３３３３））））住民住民住民住民とのとのとのとの協働協働協働協働とととと開開開開かれたかれたかれたかれた町政町政町政町政のののの推進推進推進推進    

 行政の主役は住民であり、住民の立場に立って行政を運営することは言うまでもないが、住民が

納得する行政運営、まちづくりを推進するためには、行政の政策形成・実施・評価の各段階におい

て、住民その他の多様な主体が参加・協力できる体制づくりが不可欠である。また、町の責任で行

うべき事務・事業と住民などが自らの責任でなされるべき事業を明確にし、それぞれの役割に応じ

て、お互いが補完し合い、町と住民とが協働の上に行政運営を推進する必要がある。このため、積

極的に情報を公開し、情報の共有化を通して、行政の公正性、透明性と説明責任を果たすこととす

る。 

 

４４４４．．．．行政改革行政改革行政改革行政改革のののの推進体制推進体制推進体制推進体制    

    

（（（（１１１１））））実施実施実施実施期期期期間間間間    

 第３次行政改革大綱の実施期間は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間とする。 
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なお、社会経済状況の変化等に伴い変更が必要な場合には、実施期間内での見直しを行うものと

する。 

 

（（（（２２２２））））推進体制推進体制推進体制推進体制    

 町長を本部長とする「行政改革推進本部」を中心に、全庁体制による行政改革を推進するものと

する。 

 また、町の広報誌やホームページ等で公表し、住民の意見聴取に努める。進捗状況については、

必要に応じて「行政改革推進委員会」に報告し、助言を受けることとする。 

 

（（（（３３３３））））進行管理進行管理進行管理進行管理    

 行政改革の実効性を確保し、自立かつ持続可能な自治体経営を目指す観点から、第３次行政改革

大綱に付随する諸々の実施計画等を策定し、その実現を図ることとする。 

 取り組み方策は、各年度ごとに削減額や達成率等、数値化ができるものは数値化し、数値化がで

きないものは定性的な項目を掲げて、目標を明確にすることとする。 

 進行管理にあたっては、事務局及び庁内専門部会等で進捗状況、目標達成度等の検証を行うとと

もに、「行政改革推進本部」に報告し、その議を経るものとする。 

 また、全職員が危機意識と情報を共有し、Ｐ〔計画〕→Ｄ〔実行〕→Ｃ〔検証〕→Ａ〔見直し〕

のサイクルにより改革に取り組むこととする。 
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第第第第３３３３次行政改革大綱次行政改革大綱次行政改革大綱次行政改革大綱のののの体系体系体系体系（（（（重点事項重点事項重点事項重点事項））））    

 

ⅠⅠⅠⅠ    簡素簡素簡素簡素でででで効率的効率的効率的効率的なななな行政行政行政行政システムのシステムのシステムのシステムの確立確立確立確立    

    

１１１１．．．．事務事務事務事務・・・・事業事業事業事業のののの見直見直見直見直しししし    

    

（（（（１１１１））））事務事務事務事務・・・・事業事業事業事業のののの整理整理整理整理・・・・合理化合理化合理化合理化    

 行政の責任領域を明確にし、行政関与の必要性、効果・コスト等の検討を行うとともに、行政責

任の確保とサービスの維持向上に留意しつつ、受益と負担の公平性確保の観点から、引き続き、下

記に基づき、整理・合理化等を進める。 

（（（（アアアア））））廃止廃止廃止廃止でででで検検検検討討討討すすすするものるものるものるもの    

 ・ 当初の目的が達成されたと考えられるもの 

 ・ 経費や事務量に応じて、事業の実益、効果が薄れているもの 

 ・ 国や県が実施している事務・事業と重複しており、整理可能と考えられるもの 

 ・ 民間団体、住民団体、個人等の自主的な活動に委ねるべきもの 

（（（（イイイイ））））縮縮縮縮小小小小でででで検検検検討討討討すすすするものるものるものるもの    

 ・ 事業目的がある程度達成されたもの 

 ・ 必要性、重要性等から判断して、隔年又は数年おきの実施が可能なもの 

 ・ 一部分を廃止又は縮小できるもの 

（（（（ウウウウ））））統合統合統合統合、、、、休休休休止止止止でででで検検検検討討討討すすすするものるものるものるもの    

 ・ 同種類の事業を必要以上に細分化しているもの 

 ・ 類似の事業を異なった所属で実施しているもの 

 ・ 大会、講習会等で、一元的に実施することにより相乗効果が期待できるもの 

 

（（（（２２２２））））民間民間民間民間等等等等へのへのへのへの委託委託委託委託のののの推進推進推進推進    

行政運営の効率化、住民サービスの向上を図るため、住民やＮＰＯ等との民間団体や民間企業と

の協働の視点を重視し、民間のできることは民間に任せることを基本に、現状の行政サービスの水

準を確保しつつ、民間の力を借りて事業等を実施することで、より効率的な事業執行が可能となる

場合は、積極的に民間との協働を推進する。また、民間に業務を委ねることが適当な事務・事業に

ついては、引き続き、計画的に民間委託を推進する。合併に伴って、会館、公園、体育施設等の類

似する公共施設が競合し、その維持管理費が財政圧迫の一要因になっていることから、機能・目的

が類似する施設を見直し、整理・統廃合を図る「公共施設等総合管理計画」を策定する。公共施設

の管理については、財政負担の軽減と良質のサービス確保の観点から、現行の直営による管理のあ

り方を見直し、民間事業者のノウハウ、専門性、能力を活用した指定管理者制度の導入を促進する。 

 

（（（（３３３３））））行政行政行政行政評価評価評価評価システムのシステムのシステムのシステムの検検検検討討討討    

 多様化・高度化する住民ニーズに応え、満足度の高いサービスを提供するためには、職員自ら事

務・事業の目的、成果、コスト等の点検を実施し、意識の改革を行う必要がある。 
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 予算の効率的執行の観点から事業の有効性・必要性等を客観的に評価し、その結果を行政運営に

反映させるため、事務・事業の事前評価や事後評価を柱とした行政評価システムの導入について、

引き続き検討する。 

 

２２２２．．．．組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構のののの見直見直見直見直しししし    

    

（（（（１１１１））））行政組織行政組織行政組織行政組織・・・・機構機構機構機構のののの見直見直見直見直しししし    

 少子高齢化、国際化、情報化等の社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や住民の多様な

ニーズに即応した施策を総合的・機動的に展開できるような組織・機構の確立が求められている。

このため、既存の事務・事業についても、従来のあり方にとらわれることなく、事務・事業を円滑

に遂行できる、簡素で効率的な組織・機構の構築に向け、絶えず見直すこととする。 

 

（（（（２２２２））））各種各種各種各種審審審審議会議会議会議会・・・・協議会協議会協議会協議会のののの見直見直見直見直しししし    

 各種審議会・協議会等の各種団体についても、社会経済状況の変化等を踏まえつつ、設置目的、

活動の状況を調査し、実情に応じて合理化を図るとともに、その必要性や行政効果等を検討し、廃

止並びに整理統合等の効率化を図る。 

 

３３３３．．．．職員職員職員職員定員定員定員定員管理及管理及管理及管理及びびびび給与給与給与給与等等等等のののの適正化適正化適正化適正化    

    

（（（（１１１１））））職員職員職員職員定員定員定員定員管理管理管理管理    

 平成１８年度に策定した「八重瀬町職員定員適正化計画」では、合併時の職員数２４８人を平成

２２年４月１日現在までに２２５人（△２３人、△９．３％）とする計画が、実績では２１６人（△

３２人、△１２．９％）と目標数を大きく上回った職員削減を行ってきた。また、職員定員管理に

ついては、これまで「八重瀬町集中改革プラン（期間 平成１７年度～平成２２年度）」を踏襲し、

事務・事業の見直し、組織の統廃合・縮小、保育所の民間移譲等を行い、職員の新規採用を抑制し

てきた。 

 しかしながら、厳しい財政状況の中、住民サービスの維持向上を図るためには、職員は様々な視

点から行財政運営の効率化に取り組まなければならず、また、地方分権による国や県からの権限移

譲や一括交付金等の活用、複雑な法律改正が断続的に行われるなど、近年は新たな行政課題に対し、

的確な処理等ができる職員が常に求められている。 

 このような中、限られた職員による人材育成、組織力の向上だけではなく、適材適所による職員

配置や業務量に応じた職員数の確保が重要となっている。 

 職員の採用においては、「八重瀬町職員定員管理計画」に基づき、職種ごとに必要な人数を精査

するとともに、事務・事業や新たな行政課題に対し、的確な処理等ができる体制、適材適所による

職員配置、業務量に応じた職員数の確保、類似団体等の状況を考慮した計画的な職員採用に努める

ものとする。 

 

（（（（２２２２））））給与給与給与給与・・・・手当等手当等手当等手当等のののの適正化適正化適正化適正化    
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 職員の給与については、国の人事院勧告や県人事委員会による給与等の勧告、また、他の地方公

共団体の状況を踏まえ、職務と責任に応じた適切な給与水準を維持するとともに、今後とも、給与

制度の適切な運用に努める。 

 また、諸手当等の支給については、これまで支給対象・基準等を精査し、「八重瀬町集中改革プ

ラン（期間平成１７年度～平成２２年度）」に基づき、制度の趣旨に合致しないものについては、

廃止を行ってきた。今後も人事院勧告等を踏まえ見直しを図る。 

 

４４４４．．．．人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進    

    

（（（（１１１１））））研修機会等研修機会等研修機会等研修機会等のののの拡充拡充拡充拡充    

 地方分権型社会は、自治体間競争の時代でもあり、その担い手である職員にも、これまでの一般

的な知識に加え、新規採用職員研修を始め、階層別の一般研修や政策形成能力、法制執務能力等の

専門的知識、創造性が求められる専門研修などの多くの研修に職員を受講させることとする。   

また、行政改革を推進する上で職員の意識改革と資質向上は必要不可欠であり、社会情勢の変化

や住民ニーズに対応できる幅広い見識と専門性を身につけた職員を育成するため、「人材育成基本

方針」に基づき、研修機会の拡充を図ることとする。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化によるによるによるによる安定基盤安定基盤安定基盤安定基盤のののの確立確立確立確立    

    

５５５５．．．．財政運営財政運営財政運営財政運営のののの健全化健全化健全化健全化    

    

（（（（１１１１））））計画計画計画計画的的的的なななな財政運営財政運営財政運営財政運営のののの確立確立確立確立    

 国が進める三位一体の改革に伴う地方交付税の減額、義務的経費や債務残高の増加など、本町の

財政の硬直化が進む状況において住民満足度を高めていくためには、今後更に、最小の経費で最大

の効果を生む効率的、効果的な行財政運営を行う必要がある。このため、中長期の視点に立った財

政計画等を策定し、健全かつ計画的な財政運営に努めることとする。 

 

（（（（２２２２））））補助金補助金補助金補助金のののの適正化適正化適正化適正化    

 補助金については、一旦制度化されると既得権化し継続して交付される傾向にあるため、引き続

き、見直すこととする。行政の責任分野、経費負担のあり方や存在意義を精査の上、補助効果が期

待できないものなどについては、廃止、縮減、統合等を図る。但し、行政の補完的機能を果たし、

地域の福祉を支える公共性の高い団体・機関等については、効率的な運営を評価のうえ、特に配慮

する。また、新規の補助金を設ける場合は、原則として交付期間を設定する。 

 

（（（（３３３３））））自主自主自主自主財財財財源源源源のののの徴収率徴収率徴収率徴収率のののの向上向上向上向上    

 町税、国民健康保険税、各種負担金及び使用料については、自主財源の確保と制度の円滑な運営

に資するため、課税客体、課税標準の的確な把握、滞納整理及び納付指導をこれまで以上に強化し、

徴収業務の着実な実施等により徴収率の向上を図る。また、社会保障、税、防災対策等の分野で社
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会保障・税番号制度を導入し、業務の効率化を図る。 

 

（（（（４４４４））））使用料使用料使用料使用料・・・・手手手手数料数料数料数料等等等等のののの適正化適正化適正化適正化    

 各種手数料、使用料、負担金等については、行政コストとサービスのバランス、受益者負担の公

平性を確保する観点から、引き続き、見直しを行い、適正化を図る。 

 

（（（（５５５５））））財財財財源源源源確保対策確保対策確保対策確保対策のののの推進推進推進推進    

 財源の確保については、未利用財産の現況把握に努め、保有株等の売却を推進するとともに、町

広報誌等への有料広告の掲載に加え、新たな掲載媒体を検討する。また、新たな企業誘致や既存産

業への支援等による雇用創出により、若者の町外流出を抑制するとともに、起業活動を積極的に支

援して産業の活性化を図り、新たな財源の確保として、ふるさと応援寄附の取組推進に努める。 

 

６６６６．．．．公共公共公共公共工事工事工事工事等等等等のののの経費経費経費経費縮減縮減縮減縮減    

    

（（（（１１１１））））公共公共公共公共工工工工事事事事ののののココココストストストスト縮減縮減縮減縮減    

 公共工事については、引き続き、国及び県における「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指

針」を参考として、厳しい財政事情の下、限られた財源を有効に活用し、効率的な公共事業の執行

を行うため、適切な設計単価、予定価格の設定等を行うことにより、無駄な経費を使わないことを

基本に、コスト縮減に積極的に取り組むこととする。 

 

（（（（２２２２））））入入入入札札札札・・・・契契契契約手続約手続約手続約手続きききき等等等等のののの適正化適正化適正化適正化    

 公共工事に係る入札・契約手続きとその運用については、引き続き、入札手続きの透明性と公平

性の確保、適切な入札方法の採用等その一層の改善を図る。 

 

（（（（３３３３））））民間活力民間活力民間活力民間活力によるによるによるによる社会資本整備手法社会資本整備手法社会資本整備手法社会資本整備手法のののの適切適切適切適切なななな活用検討活用検討活用検討活用検討    

公共施設などの建設、維持管理、運営などについて、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用することで、低コストで良質な公共サービスが提供され、地域経済の活性化に資すると考えられ

るものについては、ＰＦＩ※の導入を検討する。 

※ ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、住民により安く良質のサービスを提供する手法です。 

 

７７７７．．．．特別会計特別会計特別会計特別会計のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化    

    

（（（（１１１１））））特別特別特別特別会会会会計計計計のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化    

 特別会計に対する一般会計からの繰出金を抑制するため、特別会計においても、事務・事業の見

直しやコスト削減等を図る。 

①集落排水事業特別会計においては、地方公営企業の経営の基本原則である経済性と公共性の両面

から、料金の適正化や下水道施設への接続率の向上、経営基盤と自立性の強化を図る。 
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②土地区画整理事業特別会計においては、保留地処分の向上に努める。 

③国民健康保険特別会計においては、国民健康保険税の徴収率の向上と医療費の抑制に努める。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    住民住民住民住民とのとのとのとの協働協働協働協働とととと開開開開かれたかれたかれたかれた町政町政町政町政のののの推進推進推進推進    

    

８８８８．．．．公正公正公正公正でででで透明性透明性透明性透明性のあるのあるのあるのある行政運営行政運営行政運営行政運営    

    

（（（（１１１１））））地地地地域域域域協働協働協働協働のののの推進推進推進推進    

 地方分権型社会においては、行政と住民がお互いの資源や知恵を共有しながら、協働して地域の

課題を解決していくことが強く求められている。行政と住民がお互いに情報を共有しながら、連携

協力することにより、地域コミュニティの充実・発展が図られ、地域の自立につながるものと思わ

れる。このためには、住民自らも、従来の行政依存体質から脱却し、自らの地域は自らの手で守り

育てていこうとする自治意識の向上が不可欠である。 

また、職員が常日頃から地域活動に積極的に参加することにより、地域の情報を的確に把握する

ことができ、それが地域協働の推進につながる大きなきっかけとなることは言うまでもない。 

 

（（（（２２２２））））情情情情報公開報公開報公開報公開のののの推進推進推進推進    

 情報公開条例の運用の実態を踏まえ、職員への周知を徹底し、その内容の充実を図る。また、幅

広く行政情報を提供するため、町の広報誌やホームページなど様々な広報媒体の充実強化に努める。 

 

（（（（３３３３））））行政行政行政行政のののの情情情情報化報化報化報化のののの推進推進推進推進    

 行政の情報化の実現には、ユーザビリティ（使いやすさ）に優れた情報公開のシステムとセキュ

ア（安全）な基幹システムの構築が不可欠であり、そのためには情報化推進の基本方針を定める必

要がある。 

 電子行政サービスの推進にあたっては、住民のニーズに対応した情報の発信・提供を図る。また、

統合型ＧＩＳ（地理情報システム）などの導入による情報システムの効率化、情報セキュリティポ

リシーの徹底による情報セキュリティ対策の強化、個人情報保護の徹底、総合行政ネットワーク網

（ＬＧＷＡＮ）を活用した行政事務の効率化・高度化に取り組むこととする。 

 

（（（（４４４４））））行政行政行政行政手続手続手続手続きのきのきのきの適正化適正化適正化適正化    

 行政手続条例の制定、運用の実態を踏まえ、住民の権利・利益保護の観点から、行政の意思決定

過程やその内容の周知に努めるとともに、住民の意見が行政運営に反映できるようなシステムづく

りを進める。 

 

９９９９．．．．議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化    

    

（（（（１１１１））））議会議会議会議会のののの政策立政策立政策立政策立案案案案機能機能機能機能のののの強化強化強化強化    

地方分権の進展に伴い、行政の住民福祉政策は非常に重要となってくる。また、その監視機能等
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を有する議会の機能強化も益々増大し、十分な対応が望まれる。そのためには、議員個々の精進は

もとより、議会のより強化した議会運営が求められている。地方公共団体の自己決定権が拡大して

いる中、議会は住民の代表機関としてより活性化が必要である。 

議会は、その権能として、予算、決算等の議決機能や監視機能を有している。 

 今後は、独自の条例制定（議会基本条例等）や政策立案機能等を更に強化していく必要がある。

それには、各種研修や調査機能を強化し、住民の付託に応える必要がある。 

 

（（（（２２２２））））議会議会議会議会のののの情情情情報公開報公開報公開報公開のののの推進推進推進推進    

 議会活動においては、住民の代表という観点から民意を汲み上げ、行政に反映させることが重要

であり、議会に対する住民の関心をさらに高めるため、議会独自のホームページ開設やインターネ

ット等を活用し、議会活動に関する情報公開、情報提供を積極的に推進する必要がある。 
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