
３  行政改革の推進項目と推進内容 【行政改革実施計画】 （Ｈ１５～１７年度）

実施方法 実施内容 目標年次 実施機関
１

(1)
① 窓口案内サービスの充実 ○受付窓口に中堅職員を置き、総合案内サービスの

充実を図る。
Ｈ１５年度 住民生活課

○簡易な届け出等について、横の連絡によりワンストッ
プでサービス提供できるように改善する。

所管課

○住民基本台帳ネットワークシステムの第２次サービス
稼動（H15.8）に伴い希望者に交付される「住民基本台
帳カード」を活用した住民サービス向上の研究を行う。

・住民基本台帳カードのＩＣチップには、町が条例で定
める機能が追加できるため、この活用方法を研究す
る。（例：印鑑証明等）

住民生活課

② 顧客志向に立脚したサービ
スの向上

　窓口業務に限らず、すべての接遇に当たり、迅速か
つ親切に、町民の要求に応えられる対応に努める。

③ 休日等の施設使用サービス
の向上

　休日等の体育施設、公民館施設等の使用手続サー
ビスの充実を図る。

・宿直室に配置されているパソコン庁内ＬＡＮシステム
の活用

継続実施

・平成15年度に構築が予定されている総合情報ネット
ワーク（LGWAN）を活用した電子申請システムの研究

Ｈ１６年度 所管課

(2)
① 職員研修の充実 　長野県市町村職員研修センター及び長野広域連合

の職員研修計画に基づき、職員の階層・分野別の専
門研修を行うほか、町人材育成基本方針に基づいた
計画的な研修を推進し、政策形成能力など地方分権
に対応できる創造的能力を有する意欲ある人材を育成
する。

継続実施 総務課

② 職員の意識改革 　小さな町が独自の創意工夫により改革を進め、住民
サービスを向上するために、所管課の業務はもちろん
のこと、所管外の事業であっても積極的に住民に説明
ができるよう、機会をとらえて学習する意欲ある職員を
目指す。

・定期的に課内の打合せを行い、施策の周知、情報の
共有化を図るほか、お互いを講師として、課内あるいは
課の枠を超えた定期的な学習会を開催し、進んで知
識の習得を図る。

Ｈ１５年度 各課

・町、地域の行事等に積極的に参加し、地域の課題、
住民の考え方やニーズの把握に努め、事務事業執行
に反映していく。

・先進的な自治体の取り組みや、優れた民間の発想な
ど、積極的な情報の収集、研究に努める。

項　　目

職員研修の充実と職員の意識改革

住民サービスの向上
住民サービスの向上
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
③ 職員の提案制度の充実 　職員の発想を町政に活かし、政策化していくための、

職員提案制度の仕組みを確立していく。
Ｈ１７年度 総務課

２
① ホームページの充実 ・様々な情報の提供に加えて、政策形成過程における

パブリックコメント募集の機会拡大など、内容の充実を
図る。

Ｈ１５年度 各課

・内容充実とともに普及率の高い携帯電話への情報発
信を行う。

企画財政課

・庁内ＬＡＮの機能及び職員の情報リテラシーを向上
し、より新しく分かりやすい情報を職員一人ひとりが発
信できるようにする。

総務課
企画財政課

② 庁内ＬＡＮシステムの活用 ・庁内文書は原則として庁内ＬＡＮにより通知する。 継続実施 各課

・庁外に対する電子メール等の活用、事務の効率化、
情報収集の向上のため、庁内ＬＡＮの外部接続を推進
する。この場合、庁内ＬＡＮシステムにおいて住民情報
システムを取り扱っていることから、セキュリティ対策と
個人情報の漏洩等の防止に万全を期すものとする。
（セキュリティポリシーの策定）
＊セキュリティポリシー：町が保有する電子情報の保護
対策の統一的かつ基本的事項を定めたもの

Ｈ１５年度 総務課

・町情報公開条例は、電磁的記録もその対象としてい
るが、文書取扱規程等の見直しを行い、電磁的記録の
取り扱い、保存について規定するとともに、情報管理シ
ステムの整備を進める。

・例規集については電子データベース化し、閲覧・更
新等庁内ＬＡＮで活用する。

・ＧＩＳ（地理情報システム）の有効活用と統合化の検討 企画財政課
所管課

・各種情報システムの新規導入や内容更新等に当たっ
ては、一元的なチェック体制づくり、費用対効果の十分
な検証、発注者としての資質向上などを図り、適正化
に努める。

企画財政課
所管課

　町のホームページは平成９年７月に開設。ブロードバ
ンド化によりインターネット接続環境が急速に発達して
いる状況下において、町のホームページは最新の情
報伝達、また意見聴取の手段としてますます重要とな
るため、一層の充実を図る。

行政の情報化の推進

　庁内ＬＡＮシステムが構築されており、出先施設とも
ISDN回線により接続がされ、平成14年７月からはグ
ループウエアシステムの導入を図ったところである。こ
れらパソコンシステムを最大限に活用し、事務事業の
効率化、住民サービスの向上を図る。
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
③ 地域情報化に伴う住民サー

ビスの向上
○須高地区テレトピア計画（H14.3策定）を中心とした
地域情報化の推進に合わせて、LGWANへの接続後
に想定されている電子申請システムについて、ＩＴ社会
に対応した住民サービス向上のため、全庁的に研究を
進める。

・必要と思われる申請・届出手続の選択や、従来の紙
による手続との並行処理の対応、共同システム開発の
経費負担やランニングコスト等、課題が多いため十分
な検証を行い方針を定めていく。

Ｈ１６年度 所管課

○地域情報化基本計画の見直しを行う。 ・須高地区テレトピア計画について、ＬＧＷＡＮの進捗
状況を踏まえて必要な見直しを行う。

Ｈ１７年度 企画財政課

④ 情報化政策推進のための組
織体制づくり

　現在、地域の情報化と行政の情報化の所管が分か
れており、今後の一体的な情報化政策推進のための
組織体制づくりを行う。併せて、情報化政策の基本方
針を策定し計画的な情報化の推進を図る。

Ｈ１７年度 総務課
企画財政課

３
　厳しい社会・経済状況等に対応した健全な財政運営
を行うため、中・長期的な財政見通しを立て、適正な目
標設定に基づく財政改革を進める。

(1) 　適正な歳出削減目標を設定し、人件費、物件費、補
助金等、建設事業費の計画的な削減を図る。

【人件費】　職員数の削減・特別職の給与削減・一般職
の給与削減・議員の報酬削減・非常勤の特別職（審議
会等委員）報酬の削減

Ｈ１９年度 所管課

　 <常勤の特別職の給与の臨時的減額措置>
・町長の給料の減額
・助役、収入役、教育長の給料の減額

Ｈ１５年度～
Ｈ１６年度

総務課

　 <一般職の給与の臨時的減額措置>
・給料総額の減額
・管理職手当の減額
・時間外勤務手当の減額

　 <議会議員の報酬の臨時的減額措置>
・議員報酬の減額

【物件費】　消耗品費・備品購入費・光熱水費・旅費等
の削減

Ｈ１９年度 各課

【補助金・交付金・負担金】　見直し

【建設事業費】　実施計画の見直しによる重点化・縮小

(2) 歳入の確保

財政運営の健全化

財政見通しに基づく歳出の削減
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
① 既存税収の確保等 　受益に対する適正な負担を徹底する。 【町税】　課税客体の適正把握・滞納整理の強化等 Ｈ１７年度 税務課

【使用料・手数料】　金額の引き上げ、新設、減免規定
の見直し等

所管課

② 新たな税源確保の検討 　自主財源の拡充を図るため、課税自主権の活用によ
る新税導入など、新たな税源確保について検討する。

・都市計画税導入の研究
・新税（法定外目的税）の研究（観光税等）

Ｈ１９年度 税務課
所管課

③ 町有財産の有効活用 　町有財産の利用状況・管理状況の総点検のうえ、未
利用・未活用財産について、売却、賃貸等による有効
活用を図る。

Ｈ１７年度 企画財政課

④ 基金の適正管理と有効活用 ○福祉施策充実のための財源となる福祉基金につい
て、中長期的視点に立った事業計画をもとに、効率
的・効果的な活用を進める。

Ｈ１５年度～ 企画財政課
所管課

○現在有する各基金（積立基金・定額運用基金）につ
いて、今後の施策の方向性を踏まえ、目的の見直しと
整理統合を行う。

Ｈ１５年度～ 企画財政課
所管課

○基金積立金については、ペイオフ対策など公金保
護の視点に立ちつつ、効率的な運用に努める。

Ｈ１５年度～ 会計室

⑤ その他 　町の知的財産（文化・芸術資産、ブランド等）を活用
した商品化（グッズの開発・販売）の拡充を進める。

Ｈ１７年度 所管課

４
(1)

① 施設光熱水費の節減 ・冷暖房については、室温の細かなチェックを行い、適
正な温度を保つ。

Ｈ１５年度～ 各課

・夏場は28度を冷房の適温とするとともに、ノーネクタ
イ、カジュアル服着用期間を延長し、能率アップと資源
の節約を図る。

・事務室等の照明については、退庁後、休日時の残業
の際は、在庁者が責任を持ち不必要な照明は消灯す
る。

（庁舎以外の施設においても、同様の節減対策を住民
と共に進める。）

Ｈ１５年度～ 所管課

経費の節減合理化
事務事業の見直し

　光熱水費については、平成13年度実績に対して２％
以上の削減を目標とする。
　<庁舎の光熱水費>　Ｈ13年度
　　　　　　　　  庁舎及び周辺街灯電気代　6,793千円
　　　　　　　　　庁舎水道料金　　　　　　　　1,202千円
　　　　　         庁舎暖房用灯油代　　　　　1,429千円
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
・総合公園等大規模施設については、維持管理方法
の効率化により、修繕費・光熱水費・管理委託料等の
経費削減を図る。

Ｈ１５年度～ 建設水道課
所管課

② 紙使用量の節減 　紙使用量については平成13年度実績に対して１０％
以上の削減を目標とする。
<庁舎の紙使用量>
　　　　　　　Ａ４　Ｈ13年度　　388箱（ 970,000枚）

・現在、コピー用紙は100％再生紙使用に切り替えたと
ころであるが、会議資料の両面印刷の徹底、必要最小
限に要約した資料づくり及び必要部数のみの印刷に
心がけるほか、コピー済み用紙の再利用等を進め更な
る紙の節約を図る。

Ｈ１５年度～ 各課

・平成14年度導入のグループウエアを最大限に活用
するとともに、平成15年度に接続が予定されているＬＧ
ＷＡＮ（総合行政ネットワーク）の活用など、紙ベースの
事務処理から電磁的記録による事務処理への移行を
進める。

　使用済み用紙について再資源化（リサイクル）を進
め、環境負荷の軽減、ごみ焼却経費の節減を図る。

　複写機使用料については、平成13年度実績に対し
て５％以上の削減を目標とする。
<庁舎の複写機使用料>
　　　　　　　　　　Ｈ13年度　　２，１３７千円

・庁内ＬＡＮのプリンタや印刷機を活用し、複写機使用
料の節減を図る。

③ 文書のメール・ＦＡＸ等の活用 　文書については、電子メール又はファクシミリにより送
信し、郵送料の節減に努める。

・LGWANを活用した公文書の送受信
・簡易文書（照会、回答その他軽易なもので、公印の
省略できるもの）はインターネット、ＦＡＸの活用

Ｈ１５年度 各課
（総務課）

④ 食料費の見直し 　会議等の懇親会や反省会等懇親会については必要
最小限とし、会費制の実施など食料費の節減を図る。

・１回１人当たりの単価は、昼食 700円以内、懇親会は
1,000円以内とする。

継続実施 各課

・懇親会の時間は 80分以内を目安として行う。

・報酬及び手当を支給している委員会、審議会、団体
の飲食は、原則として行わない。

⑤ コスト意識の推進 ○コスト意識を推進するため、印刷物等に単価等のコ
スト表示を検討。

・パンフレット等の有料化についても検討する。 Ｈ１７年度 各課

○町の広報媒体（パンフレット・インターネット等）、各種
イベント、町有施設等において、企業・団体の広告掲
載、ロゴマーク掲出など、協賛の確保を図る。
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
⑥ 施設保守管理契約の一元化 　庁舎、各施設の保守管理契約（自動ドア・エレベー

ター・清掃等）の一元化を行うことにより、業務の合理化
と経費の節減を図る。

Ｈ１６年度 総務課
所管課

(2)
① 広域行政の活用 　広域的に調整、処理することが適当な事務事業につ

いては、積極的に広域連合等の活用を検討する。
･現在、長野広域連合では、し尿処理等業務の広域化
について専門部会を設置して調査研究を行っていると
ころであるが、介護保険事務全般の運営や滞納整理
業務等、広域で処理した方がよいと思われるものにつ
いて、積極的に検討を要請していく。

Ｈ１７年度 所管課

② 消防業務の一部事務組合化
の検討

　消防業務については須坂市に委託をしているが、一
部事務組合化について、須高広域消防に関する検討
委員会で引き続き調査研究を進める。

・広域連合における一元化について併せて研究を進
める。

Ｈ１７年度 総務課

(3)
① 情報提供施策の充実 　町情報公開条例は平成12年７月に施行したところで

あるが、制度の周知・充実を図るとともに、条例に規定
する情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的
推進に努める。なお、町個人情報保護条例（H13.10施
行）に基づき、パソコン使用等における個人情報の適
正な取り扱いに万全を期すものとする。

継続実施 各課

② 広報・広聴活動の充実 ･事務事業について、企画検討段階から情報提供し、
町民の意見を反映していく。

Ｈ１５年度 総務課

･町民の意見等、生の声を町報に掲載していく。

・インターネット環境の進展、同報無線のデジタル化等
の状況を踏まえ、町報を月１回発行とし、計画的な編
集企画、内容面の集約化と編集の充実を図り、より読
まれる広報紙づくりを目指すとともに、自治会の文書等
配布回数の軽減を図る。

･ホームページの充実、活用 各課
（企画財政課）

○広聴については、現在、「私の意見箱」を町内の公
会堂等31箇所に設置、平成13年度から町民モニター
制度を実施、また電子メールによる意見聴取などがあ
るが、これらを適正に町政に反映させるほか、次の事
項に積極的に取り組む。

･新規の事業計画の作成に当たっては、町民と行政が
共に知恵を出し合うことが重要であり、公募などによる
検討組織づくり、住民提案の機会づくりに努める。

Ｈ１５年度 所管課

広域行政の推進

情報公開の推進

○広報については、昭和57年１月から町報の月２回発
行、同報無線の開局など充実を図ってきたところである
が、ホームページなど新たなメディアとの整合性を図り
ながら、より親しまれる紙面づくり、放送に努める。
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
･行政サービスについて、受益者へのアンケートによる
住民満足度調査を検討し、事務事業の改善に結びつ
ける。

Ｈ１６年度 所管課

(4) 　総合計画及び実施計画の新たな時代に即した見直
しを行い、緊急性や投資効果などを十分に検証のう
え、建設事業の縮小と重点化を行う。

Ｈ１７年度 企画財政課
所管課

(5)
① 公共工事のコスト縮減と、入

札・契約方法の改善
　工事の計画、設計、技術基準等の見直しや施工方法
の合理化を行い、建設コストの縮減を図るとともに、入
札・契約方法における透明性、効率性を一層高める。

Ｈ１５年度 企画財政課
所管課

５
① 住民活動等に委ねるもの 　住民と行政の役割を見直し、町が行っている事務事

業で住民活動等に委ねられるものを検討し、町の事務
事業の廃止や縮小を進める。

・町民との協働の基本姿勢に立ち、現在町が行ってい
る事務事業の実施方法（役割分担）を見直す。
　老人世帯等の安否確認
　オープンガーデンの推進
　イベントの企画・運営
　国際交流、都市・農村交流の充実
　リサイクル推進　ほか

Ｈ１５年度 所管課

・町の賑わいと交流の創出のため、住民が自発的に行
う意欲あるまちづくり活動に対して助成を行う。（まちづ
くり活動事業補助金の見直し）

企画財政課

・地域通貨の導入等の研究状況を踏まえ、コミュニティ
の再生を進めていく。（ボランティア育成、ボランティア
活動の拡大、地域経済・地場産業・商店街の活性化）

Ｈ１７年度 所管課

・NPO法の改正が国会で成立（H14.12）し、福祉・医
療・保健や社会教育、まちづくり等に加え、新たに情報
化社会の発展、科学技術振興、経済活動活性化、消
費者保護等の活動分野が追加され１７分野となった。
今後、ＮＰＯとの協働や事業委託について研究を進め
ていく。

Ｈ１７年度 所管課

② 民間委託の推進 　民間等へ委託して実施する方がよい事業については
委託を行い、民間活力の積極的な活用を進める。

・委託により町の関与が薄れる、責任の所在が不明確
となる等の問題が生じないよう配慮する。

Ｈ１５年度～

・外郭団体においても民間活力の導入を検討する。

建設事業の見直し

公共工事のコスト縮減等

住民と行政の役割分担の明確化
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
③ 各種団体事務取り扱いの見直し 　各種団体等の経理管理の取り扱いを行っているもの

については、受益者団体等への移管を検討する。
・野そ駆除、家畜防疫協会、有害鳥獣駆除推進協議
会については、受益者である生産者団体が事務をとる
方針で移管を進める。

Ｈ１７年度 経済課

・文化観光協会については、組織の在り方の見直しを
研究する。

④ コミュニティ活動の推進 　職員未設置地区が３（第１・２・７コミュニティ）地区ある
が、町内全域でコミュニティ活動が行われるよう、職員
設置を進めるとともに、コミュニティ地区計画の策定を
進め計画的な事業実施による地域づくりの充実を図
る。

Ｈ１７年度 企画財政課

　コミュニティ活動の一層の活性化を図るため、補助制
度の内容を充実するなど、支援体制の見直しを行う。

Ｈ１５年度 企画財政課

○自治会事務委託料の見直し
　行政に関する住民への周知、取りまとめ等のため交
付しているが、 コミュニティ職員設置を進め、自治会事
務委託料とコミュニティ職員設置交付金との整合性を
図っていく。

Ｈ１７年度 総務課
企画財政課

　また、町報月１回発行等による配布物の削減など、自
治会の負担を軽減する中で、委託料の見直しを進めて
いく。

○衛生組合活動交付金
　衛生組合活動は自治会活動の一環であるので、自
治会事務委託料への統合を検討、また、コミュニティブ
ロックの組織体制を整え、環境衛生部を置き衛生事業
の実施について検討する。

Ｈ１７年度 住民生活課

６
(1)
組織機構の見直し

役場組織機構の見直し
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
① 最高政策決定機関の設置 最高政策決定機関として理事者及び課等の長からな

る「政策会議」を平成14年５月に設置。従前の課長会
議は課長連絡会議として、理事者からの連絡事項の確
認と各課間の連絡調整を行う場とした。専決権者によ
る縦割りの執行でなく、政策形成執行について政策会
議に諮り、全庁共有の課題として町民の目線に立った
論議と調整を図る場として充実を図る。

･政策会議は毎月１回開催。新規執行施策、主要施
策、年間行事予定の調整等を協議する。

継続実施 総務課

② 課及び係の統廃合 　平成８年に付置室の廃止、平成14年４月に課・係の
統廃合を行い、現組織機構となっているが、人件費の
抑制、また事務事業の執行体制を職員相互で補完し
合えるよう、所掌事務の関連する課・係の統廃合及び
所掌事務の見直しを更に進める。

・課を統廃合して複数の特別職による部門制の導入、
係を廃止しスタッフ制の導入を研究する等、地方分権
時代に対応した動態的な組織づくりを検討する。

Ｈ１７年度 総務課

③ 組織の活性化 ○横断的組織として、プロジェクトチームの設置がある
が、多角的な意見を取りいれるため、所管以外の事項
についても十分な検討・論議を行い、一層の横の連携
を深めていく。

・自発的な発想を政策課題に反映させるため、公募制
のプロジェクトチームを検討する。

Ｈ１５年度 所管課

○縦割り組織の弊害をなくし、時期的な業務の繁閑や
全庁的イベント等開催に合わせて、課を越えた応援態
勢の検討

Ｈ１６年度 所管課

④ 決裁区分の見直し 　効率的、合理的な事務処理を図るため、専決事項等
に係る決裁区分の見直しを行い、権限の拡大と責任の
明確化を進める。

・教育委員会の所掌事務のうち、教育長に委任する事
務及び補助執行させる権限を見直す。

Ｈ１５年度 総務課

⑤ 宿日直体制の見直し 　宿日直業務については、災害発生時における的確な
対応や、諸行事・観光等の問い合わせへの対応があ
り、当面、職員による現在の宿日直体制（２人体制）を
継続する。ただし、職員の負担軽減、職員ＯＢの雇用、
再任用によらない場合の雇用の創出等も踏まえ、ＯＢ
への委託も検討する。

Ｈ１７年度 総務課

(2) 　業務の範囲・内容、役職員について見直しを行い、
業務執行の効率化等運営の改善を図る。また、独自事
業の推進や、独立運営ができるよう役員の民間登用を
進める。

継続実施 所管課

○振興公社

外郭団体の見直し
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
　民間活力を導入し、事業の拡大と堅実な管理運営を
行う。また、監査体制を強化し、適正な事業執行を推
進する。

･平成14年度からフローラルガーデンおぶせ及び６次
産業センターの管理を受託しているが、公の施設とし
ての公平性や事業の妥当性の検証を行う。

･平成14年度に設置した販売戦略及び開発戦略の運
営委員会の充実を図り、事業の拡大、安定化を進め
る。

○社会福祉協議会
　地域福祉推進の中核として、町受託事業及び福祉基
金事業の推進、介護保険事業者として経費節減と運
営の合理化に努めた在宅介護サービス等の向上を図
る。

・社会福祉協議会と町との業務・役割分担の明確化

○土地開発公社
　民間の区画整理事業の動向、宅地の需要の動向を
見ながらプロパー事業を推進する。

(3)
① 定数等の見直し ○議員定数

　<経緯>議会においては合併問題懇談会に併せて住
民意向を聴き、特別委員会で検討し、現状の18とし
て、H15.1.1以降の適用の条例制定をH14.９月議会で
議決。（法律の上限は２２）
　過去の見直し　昭和38年　２０（△２）
　　　　　　　　　　 平成元年　１８（△２）

・議会の役割と責任を考慮して、議会制民主主義と直
接民主主義の整合性を図り、議会議員の定数削減等
適正な見直しを進める。

Ｈ１９年度

○議員研修の充実等
　議員研修の充実等により、議員の資質向上と議会活
動の活性化を図る。

○農業委員会
　<経緯>農業委員会については、平成８年９月議会で
１５人から１２人に定数減を行った。

・農地転用許可の権限委譲や新たな農業振興に向け
て、小回りのきく、専門的な調査研究機関としていくた
め、定数の減員等適正な見直しを進める。

Ｈ１７年度 経済課

○民生児童委員及び福祉委員
　民生児童委員と福祉委員は同一者であり、委員の在
り方について検討する。（現在２１人）

・民生児童委員の選出方法、人員の見直し
・福祉委員（報酬は町支給）の廃止についての検討

Ｈ１７年度 住民生活課

○審査会・審議会

議会､委員会及び附属機関の見直し
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
　委員数については、必要最小限として見直しを行うと
ともに、審議過程を明確にする。

・委員数の目標を原則５人とする。
・会議の原則公開や会議内容のホームページ等での
公表等、審議過程を明確にする仕組みを検討する。
・委員報酬（日額）の見直しを検討する。

Ｈ１７年度 所管課

　委員構成の見直し ・審議機関と議決機関を明確にするため、議会議員の
委員選出について見直しをする。

・公募委員の登用と、女性委員の登用を進める。

② 審議会等の在り方の検討 　審議会等の在り方の検討（審議会等の統廃合や、実
審議の少ない審議会等について在り方の検討を行う）

・法律で定められているもの以外の審議会等について
は、必要性を検証し、統廃合について検討する。

・解放子ども会運営委員会、同和対策集会所運営委
員会、部落解放教育推進委員会の在り方検討

・固定資産評価審査委員会等の委員会、情報公開審
査会・個人情報保護審査会等の附属機関について、
広域的な共同設置等について研究を行う。

７
(1)

① 定員管理の適正化 　事務事業、組織機構の見直しと合理化の徹底を図る
とともに、分権型社会に対応した適切な職員配置や年
代別配分に配慮した定員管理を進める。

･行政需要の動向を踏まえながら、民間委託の推進・
課の統廃合等による事務事業・組織機構の見直しを進
めるとともに、再任用職員、臨時的職員の任用と合わ
せ、職員配置等徹底的な検証を行う中で新たな定員
管理計画を策定する。

Ｈ１９年度 総務課

　定員管理計画の策定
　　　　平成１５年度～１９年度　１０人減員（目標）
　　　　　　（１４年度　　　　　　　　 ４人減員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（計１４人）

(2)
① 給与制度及び運用の適正化 　公務員制度改革大綱の閣議決定（H13.12）を受け、

今後、国家公務員法の改正に併せて地方公務員法も
所要の改正が行われ、能力・実績主義を導入した新人
事制度等に移行（H18年度目途）していくことを踏まえ、
新たな制度の導入を検討する。

・能力や業績を的確に評価する制度を検討し、適材適
所の人員配置や給与に反映するよう見直しを行ってい
く。

Ｈ１７年度 総務課

(3) 嘱託・臨時職員任用の見直し

定員管理及び給与適正化の推進
定員管理の適正化

給与制度及び運用の適正化
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
① 嘱託・臨時職員任用の見直し 　職場の活性化、雇用の均衡を図るため、臨時的雇用

の職員（嘱託・臨時職員）について、雇用年齢・雇用期
間の見直し等、任用基準、任用方法、勤務条件の規程
を整備する。

・年金受給者は在職５年又は６５歳、その他職員は在
職１０年とした規程の整備を進める。

Ｈ１５年度 総務課

② 臨時、パート職員の活用 　職員の超過勤務手当等の削減、雇用機会の創出等
を図るため、臨時、パート職員の活用を進める。

Ｈ１７年度 総務課

８
(1) 　職員参加による明確な目標管理と効果的な進行管

理を徹底するため、目標管理制度を導入する。
･職員それぞれの立場において実現性のある目標を設
定し、その結果を評価し、次のステップに生かしていく
ための具体的な制度化を行う。（具体的な数値目標の
設定による事務事業改善、成果の数値化や目標が不
達成の場合の経過と対応の明確化）

Ｈ１７年度 総務課

(2) 　町では予算編成時に事務事業評価票を作成してい
るが、今後は、評価結果の公表や、評価結果の行政改
革への反映、住民参加の促進、総合計画の進行・管
理への活用等に反映させていく。

・政策、施策評価についての検討を併せて行う。 Ｈ１７年度 総務課
企画財政課

(3) 　急激な社会・経済情勢の変化、新たな地方税財政制
度への対応と、財政健全化の推進、まちづくりの伸展
に向けて、第４次小布施町総合計画及び実施計画の
見直しを行う。

Ｈ１７年度 企画財政課

9
(1) 管理運営形態の見直し

　公共施設の管理運営について、公設民営方式や民
間委託等による民間活力の活用等を研究する。（サー
ビス水準の確保、費用対効果など十分な研究を進め
る。）

（研究対象施設）
・保育園、幼稚園
・給食センター
・フラワーセンター
・フローラルガーデンおぶせ
・６次産業センター、ふるさと創造館
・美術館（公益法人等による一元管理）
・老人福祉センター
・町民ギャラリー
・小布施荘（現在、管理運営は広域連合）
・生活支援ハウス
・都市と農村の交流事業施設

Ｈ１７年度 所管課

(2)

効果的な行政運営
目標管理制度の導入

行政評価制度の検討

公共施設の見直し

利用形態の見直し

町総合計画の見直し
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
① 用途変更等により有効活用

等を図る施設
・三本松テニスコート跡地
　災害時のヘリポートとなっているが、平常時の活用方
法を検討する

・町営松村駐車場の管理（シャトルバスの運行）
　利用者の少ない冬期間等の有効活用の検討

経済課

・公営住宅の適正化
　東町町営住宅の今後の計画（用途廃止）、水上町営
住宅及びその他住宅の管理戸数、管理形態の適正化
を図る。

Ｈ１５年度 建設水道課

　町営住宅の入居者による管理組合の組織化の検討

・中央厚生住宅の用途廃止 Ｈ１７年度 人権・同和政策課

・勤労青少年ホームの役割、位置づけの見直し 教育委員会

・千曲川リバーサイドパークの管理方法、利用方法の
検討

建設水道課

② 廃止する公共施設 　地元の理解を得て地元へ譲与し、有効活用を図る。 ・上松川コミュニティセンター Ｈ１７年度 企画財政課
・北部コミュニティセンター
・福原共同作業所 人権・同和政策課

・雁中共同作業所
(3)

① 減免基準の明確化 ･体育施設等使用料の減免対象となる社会教育団体
の認定基準、認定方法を明確にする。

Ｈ１５年度 教育委員会

･冷暖房費については、利用者負担の原則から、減免
対象から除外の検討をする。（規定の改正）

Ｈ１５年度 教育委員会

　コインタイマー方式による公民館・勤労青少年ホーム
の冷暖房使用料の徴収

② 使用料等の適正化 　維持管理コストや利用状況を検証し、使用料等の見
直しを検討する。

･体育館施設については、使用料に差があるため、各
施設の状況を踏まえた上で適正な使用料の検討を行
う。

Ｈ１５年度 教育委員会

・保育園の保育料の見直し
・エンゼルランドセンター利用料の見直し

Ｈ１６年度 住民生活課

・幼稚園の入園料、授業料の見直し 教育委員会

使用料等の見直し
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
・生涯学習に係る各種講座の受講料の徴収の検討

・６次産業センター（加工室等）の使用料の見直し Ｈ１５年度 経済課

・町営駐車場使用料の見直し

・町営住宅の使用料の見直し、駐車場使用料の設定 Ｈ１５年度 建設水道課

(4) 　公共施設用地の賃借料について、地価の動向等を
勘案し適正な見直しを行う。

Ｈ１７年度 企画財政課
所管課

１０
　事務事業評価を徹底し、経費負担の在り方、行政効
果等を精査し、改善しながら継続するもの、縮小するも
の、廃止するもの（終期設定）等の区分分けを行い、計
画的な見直しを行う。

(1)
① 国・県扶助費の嵩上分の見直し 　国・県事業として支給されている扶助費に対する町か

らの嵩上分については、本来国・県施策として行う事業
であることから、町の嵩上分については削減の見直し
を進める。

･重度要介護高齢者介護者・重度心身障害者介護者
慰労金について、県制度（30,000円）は経過措置として
14年度は半額、15年度に廃止としており、町が実施す
る介護慰労金は、高齢者福祉事業の見直しに関する
懇話会において廃止の方向で検討（社会福祉協議会
の事業へ移行）

Ｈ１５年度 社会福祉課

・県の福祉医療制度の改革に伴い、町単独で支給して
いる福祉医療費について、今後の給付の在り方の検
討を行う。

住民生活課

・母子・父子家庭児童福祉手当及び児童福祉年金に
ついて、より現状に即した支援体制へと見直しを行う。
（個人給付については廃止の方向で検討）

Ｈ１６年度 住民生活課

(2)
① 補助金・交付金の見直し ○所期の目的を達成したもの、社会的ニーズの薄れて

いるもの、町と住民・団体との役割分担から個人・団
体・企業が負担することが適当なものは、廃止・縮小す
る。

【見直し事業】（縮小・廃止等）
　１７事業（Ｈ１５年度）
　２１事業（Ｈ１６年度以降）

Ｈ１５年度～ 所管課

扶助費の見直し

補助費等の見直し

扶助費・補助費等の見直し

施設用地の賃借料の見直し
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実施方法 実施内容 目標年次 実施機関項　　目
○団体補助（団体等に年間を通じて一定額を助成）
は、特定事業への補助に切り替えるか、当該団体等の
事務事業の効率化や人件費の抑制により、縮小する。

○団体等の活動が軌道に乗り自立可能なものは廃止
し、一定期間の補助により自立可能なものは終期を定
め段階的に縮小する。

② 負担金の見直し ○所期の目的を達成したもの、参加・加入する意義の
薄れているもの、当該団体の事業内容改善や経費削
減が見込まれるものは、廃止・縮小する。

Ｈ１５年度～ 所管課

○国及び県関係の団体・協議会について、加入の見
直しを行う。

○上高井郡、須高地区、長野地区など地区協議会等
に対するものは、必要性に照らして協議会自体を廃
止・縮小するか、または年会費制を廃止し都度負担す
る方法に改善する。

○会議や研修会の負担金は、必要性や意義を見極
め、負担金の使途を確認のうえ必要最小限にとどめ
る。

【見直し事業】（縮小・廃止等）
　１４事業（Ｈ１５年度）
　５８事業（Ｈ１６年度以降）
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