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行財政集中改革プラン取組み結果             

整理 

番号 
推進項目 目標設定 取組み結果 

1-1 課統廃合・グループ制導入 

18 年度に課の統廃合及びグループ制

を導入します。随時見直していきま

す。 

18 年度に 20 課から 15 課に統廃合しグ

ループ制を導入しました。２１年度に課及

び事務について一部再編を行いました。 

1-2 庁内政策会議の創設 

18 年度に庁内政策会議を創設しま

す。 

18 年度に重要な施策を協議するため政策

会議を設置しました。これまでに 30 回開

催しました。 

1-3 例規審査会の創設 

18 年度に例規審査会を創設します。 18 年度に条例等の原案審査を行うため例

規審査会を設置しました。これまでに 22

回開催しました。 

2-1 
中爪文化センターの指定管

理者制度導入 

17 年度に指定管理者制度導入。（実

施済み。） 

17 年度に導入しました。 

2-2 

町民会館、埼玉伝統工芸会

館、和紙体験学習センター

及び仙元山見晴らしの丘公

園の指定管理者制度導入 

18 年度に導入し、20 年度に指定管

理者の見直しを行います。7118 万円

削減。 

18 年度に導入し、20 年度に指定管理者

の再選定を行いました。4 年間で 7118

万円削減しました。 

2-3 
ふれあいプラザおがわの指

定管理者制度移行 

20 年度に指定管理者制度の導入をめ

ざします。 

20 年度に指定管理者制度を導入しまし

た。２年間で６２8 万円削減しました。 

2-4 
図書館の指定管理者制度移

行の検討 

指定管理者制度の導入について検討

し、21 年度までに結論をだします。 

指定管理者制度でなく公設公営という結

論になりました。 

2-5 保育園の運営検討 

中央保育園の定員を段階的に減らし、

22 年度末に廃園します。 

20 年度から中央保育園の定員を段階的に

減らしまし、22 年度末に閉園することと

しました。 

3-1 職員数の削減 

22 年までに職員数を 282 名としま

す。５億 7900 万円削減。 

毎年職員の削減を行い、21 年度末には

276名となりました。4年間で7億5010

万３千円削減しました。 

3-2 臨時職員採用基準の見直し 
臨時職員経費を 2000 万円削減しま

す。 

臨時職員賃金の削減を行いました。4 年間

で 2909 万６千円削減しました。 

3-3 町長等特別職の給与の減額 4 年間で 1200 万円削減します。 4 年間で 1314 万１千円削減しました。 

3-4 給与制度の適正化 

21 年度まで見直しを行います。 １９年度に職員給料表を見直し、給与構造

改革を行いました。２０年度に技能職員の

給与の見直しに向けた取り組み方針を策

定しました。地域手当を２２年度から全廃

することとしました。 

3-5 特殊勤務手当の見直し 
760 万円削減します。 手当を見直し、4 年間で 721 万５千円削

減しました。 

3-6 通勤手当の見直し 
1,600 万円削減します。 手当を見直し、4 年間で 1871 万円削減

しました。 
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整理 

番号 
推進項目 目標設定 取組み結果 

4-1 ごみ収集全面委託 
18 年度からすべて民間委託としま

す。 
18 年度からすべて民間委託としました。 

4-2 
老人デイサービス事業の休

止 

18 年度から休止します。2,000 万円

削減。 

18 年度から休止し、2132 万円削減しま

した。 

4-3 福祉事業の見直し 
21 年度までに事業の見直しを行いま

す。 
事業の見直しを行いました。 

4-4 ホームページ充実 
21 年度までに年間アクセス数を 20

万件とします。 

年間アクセスが年平均 15万5千件となり

ました。 

4-5 
ファイリングシステムの導

入 

21 年度までにファイリングシステム

を導入します。 

ファイリングシステムのあり方を含め、検

討を行いました。 

4-6 外郭団体事務のあり方検討 
21 年度までに自立の支援を図るよう

検討していきます。 

自立の支援のあり方について検討しまし

た。 

4-7 
グループウェア及びパソコ

ンの追加導入 

通常事務で必要とする職員にパソコ

ンを配置します。21 年度までに 1 人

1 台とします。 

18 年度からグループウェアを導入し、19

年度からパソコンを追加導入しています。 

4-8 
家庭からでる「もえるごみ」

の有料化検討 

21 年度からもえるごみの有料化を実

施します。 

現段階では、衛生組合管内町村で足並みが

そろわないため、有料化を実施することは

難しいとの結論になりました。 

4-9 
保健、福祉事業の利用料一

部負担化 

一部負担化を実施します。 利用料等の一部負担金の引き上げを行い

ました。 

4-10 公共施設使用の有料化 
18 年度に有料化を実施します。

1,050 万円増。 

18 年度から有料化を実施し、1071 万２

千円増加しました。 

4-11 職員駐車場利用の有料化 
18 年度から駐車場使用料を徴収しま

す。９６０万円増。 

18 年度から有料化を実施し、949 万３千

円増加しました。 

4-12 補助金の見直し 
18 年度に補助金を減額します。

6520 万円削減。 

18 年度から補助金を減額しました。

9222 万円削減。 

4-13 扶助費の見直し 扶助費の見直しを行います。 扶助費の縮小、削減を行いました。 

4-14 学校給食の業務委託の検討 
21 年度までに委託するかどうか判断

します。 
引き続き、直営で行うこととしました。 

4-15 
保育園給食の業務委託の検

討 

21 年度までに委託するかどうか判断

します。 
引き続き、直営で行うこととしました。 

4-16 学校用務の業務委託検討 
21 年度までに委託するかどうか判断

します。 
引き続き、直営で行うこととしました。 

4-17 保育園用務の業務委託検討 
21 年度までに委託するかどうか判断

します。 
引き続き、直営で行うこととしました。 

5-1 
財政見通しによる収支バラ

ンスの確保 

21 年度までに歳入不足を解消しま

す。 
効率的な行政の推進とコスト意識を徹底

することにより、健全な財政運営に努めま

した。 
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整理 

番号 
推進項目 目標設定 取組み結果 

5-2 町税収納率の向上対策 

口座振替率町民税 27%、固定資産税

29％、軽自動車税23％、国保税48％

をそれぞれ 20％増とします。21 年

度までに徴収率を向上させます。400

万円増。 

管理職徴収を実施し、324 万７千円増加

しました。 

5-3 
未利用財産の売却・効果的

運用 

21 年度までに適正に処分整理及び効

果的運用をしていきます。 

売却、効果的運用を行い、1 億 3378 万

１千円増加しました。 

5-4 
事務事業評価制度の適切運

用 

21 年度までに全事業を評価していき

ます。 

21年度については96事業の評価を行い、

ホームページで公表しました。 

5-5 公用車の削減 

21 年度までに公用車を１０台削減し

ます。７２０万円削減。 

公用車の一括管理や購入からリースへの

切り替えなど経費の節減に努め、111 万

８千円削減しました。 

6-1 
開庁時間の延長（試行）と

勤務時間の見直し 

開庁時間の延長を 20 年度試行し、本

格実施するかどうか検討します。勤務

時間は、18 年度から週 40 時間とし

ました。 

勤務時間を午後５時１５分までとしまし

た。 

6-2 事務処理マニュアルの作成 
21 年度までにマニュアル化を実施し

ていきます。 
一部、マニュアル化を行いました。 

6-3 
内部講師による職員研修の

充実 

21 年度までに職員研修を充実してい

きます。 
内部講師による職員研修を実施しました。 

6-4 職員提案制度導入 
18 年度に職員提案制度を実施しま

す。 

18 年度から職員提案制度を実施しまし

た。これまでに 12 件の提案がありました。 

6-5 
公募制プロジェクトチーム

の創設 

18 年度に公募制プロジェクトチーム

を創設します。 

現行の規程を見直し、プロジェクトチーム

においてメンバーの公募ができるように

しました。 

7-1 
水道事業収納事務及び浄水

場運転管理の民間委託 

水道事業の収納事務及び浄水場の運

転管理業務を民間に委託します。 

水道事業の収納事務及び浄水場の運転管

理業務の一部を民間に委託しました。 

7-2 
下水道事業の受益者負担金

徴収率向上 

下水道事業の受益者負担金徴収率向

上に努めます。 
徴収率向上に努め、９９．３％としました。 

7-3 下水道事業の水洗化率向上 
水洗化率 40．6%を当面５０%以上

に引き上げます。 

21 年度には水洗化率が 79．5%に向上し

ました。 

7-4 
農業集落排水事業の事業コ

スト削減 

農業集落排水事業の事業コストの削

減に努めます。 

処理場の維持管理のコスト削減に取り組

みました。 

 


