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■ 実施計画の推進体制  

行財政改革推進本部並びに学識経験者や住民等による行財政改革推進委員会におい

て、毎年度、実施計画の進捗状況を点検し、必要に応じて見直しを行いながら、取り

組みの推進を図る。 

凡 例 

  検討（    ）・・・調査・研究を行い、実施に向けた検討をすること 

  実施（    ）・・・計画等を実施すること 

 

 

■ 実施計画の内容 

（１）歳入の確保 

今後、一定の行政サービスを維持するために、適正な住民負担の考えのもとで経済

事情等を慎重に判断しつつ、使用料・手数料等の見直しを検討する。適正な住民の負

担のためには、税、使用料等の根拠となる応能性、応益性に基づく負担の在り方も検

討の対象となる。 

さらに、収納率の向上やふるさと納税の活用を図るとともに、長期的視点に立った

人口増加対策との一体的な取り組みにより、歳入の一層の確保に取り組む。 

 

（取り組み項目）                           

 

 

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

1
使用料・手数料の見直
し

公共施設やサービスの使用料・手数料等
の適正化を行う。 検討 ……………………･･･…▶ 企画課

2
一般家庭から排出され
る一般廃棄物の処理手
数料の見直し

近隣市町の状況を調査し、定期的に処理
手数料の見直しを検討する。 検討 ……………………･･･…▶ 生活環境課

3
事業系一般廃棄物処理
手数料の見直し

近隣市町の状況を調査し、定期的に処理
手数料の見直しを図る。 実施 …… 実施━━━━━━━▶ 生活環境課

4
ごみ処理有料化制度の
検討

広域行政で調査・研究を行う。
検討 ……………………･･･…▶ 生活環境課

5
し尿処理手数料の見直
し

受益者負担の公平化・適正化のため、見
直しを検討する。 検討 ……………………･･･…▶ 生活環境課

6
万葉森林浴グラウンド
ゴルフ場の有料化の検
討

万葉森林浴グラウンドゴルフ場の有料化
を実施する。 実施･･･…▶ 実施━━━━━━━▶ 都市計画課

7 下水道使用料の見直し

受益者負担の公平性・適正化と財政の安
定化を図るため、下水道使用料の見直し
を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 水道課

8
下水道受益者負担金及
び使用料の収納率向上

受益者負担の公平性を図るため、徴収体
制を強化し収納率の向上を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 水道課

9 下水道接続率の向上
公共下水道及び農業集落排水への接続を
推進し、使用料収入の向上を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 水道課

10 幼稚園保育料の見直し

平成27年4月の「子ども・子育て支援法」
実施に伴い、公立幼稚園における入園
料・保育料の見直しを行う。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 教育課
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（２）歳出の抑制 

行政が行う事業や補助金について、事業の有効性や効率性とともに、数値目標等に

基づき見直しを行っていく。 

また、限られた予算を効果的に執行するうえで、選択と集中により歳出の抑制を図

りつつ、より必要性の高い事業については重点的に取り組んで行く。 

これまで行政が主として担ってきたサービスについて、企業や非営利組織、住民な

ど民間で実施可能であって、その方がより有効性、効率性が高い事業については、民

間に委ねることでコスト削減を図る。 

また、職員の定員管理については、適正な行政サービスを提供していくうえで必要

な人員の確保に努める。 

 

（取り組み項目） 

 

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

11 税・料の収納率向上

税負担の公平性を図るため、納税相談や
夜間・休日の電話催告の強化を行うとと
もに、管理職による一斉徴収など徴収体
制を強化し自主財源の確保と収納率の向
上を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 税務課

12
ふるさと納税制度の充
実

ふるさと納税制度の充実を図る。
実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

13
町県民税の特別徴収の
推進

収納率の向上を図るため、事業所に対し
町県民税の特別徴収の推進を図る。
平成 30年度からは、特別徴収の一斉指定
を開始する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 税務課

14
町税の減免規定の見直
し

町税の減免規定の見直しを検討する。
検討 ……………………･･･…▶ 税務課

15 口座振替制度の充実

税・料の収納率の向上のために、口座振
替の推進を図るとともに再振替の実施に
取り組む。

検討 ……………………･･･…▶ 税務課

16
インターネット公売の
推進

動産を差押え、インターネット公売で売
却して滞納額に充当する。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 税務課

17 広告収入の確保
町ホームページにバナー広告の募集を行
い増収を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

18 住宅使用料の収納対策
支払督促の活用など法的措置の強化によ
り、滞納額の縮減を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 税務課

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

1 事業の見直し

行財政改革大綱及び実施計画に基づき、
行政が行う事業について有効性や効率性
等に基づき見直しを行う。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

2 戦没者追悼式の見直し
戦没者追悼式への参加状況から式の開催
方法などを見直す。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 地域福祉課

3 敬老会式典の見直し

近年の敬老会への参加状況、高齢者の
ニーズから敬老会の開催方法や敬老事業
のあり方を見直す。

検討 ……………………･･･…▶ 健康福祉課

4
婦人消防隊活動の見直
し

婦人消防隊の廃止（Ｈ 28年度末予定）に
伴う代替施策の実施。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 危機管理課

廃止
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№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

5
政務活動費の適正な執
行

時代に対応した政務活動費となるよう定
期的に見直しを行うとともに、適正な執
行に努める。

検討 ……………………･･･…▶ 議会事務局

6 農業委員定数の見直し
農業委員会法改正にもとづき、農業委員
会定数等の見直しを行う。 実施 検討▶ 実施━━━━━━━▶ 農業委員会

7
補助金・委託料の適正
化

各種団体への補助金・委託料の適正化を
図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

8
団体委託料の精算方式
徹底

事業完了とともに精算を行い、不用額に
ついては町への返還を徹底させる。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

9
清掃センター運転・ご
み収集運搬単価の見直
し

可燃ごみの収集量、近隣市町の委託単価
等を調査し、適正な委託単価に見直しを
行う。

検討 ……………………･･･…▶ 生活環境課

10
粗大ごみ収集運搬単価
の見直し

粗大ごみの収集量、近隣市町の委託単価
等を調査し、適正な委託単価に見直しを
行う。

実施 …… 実施━━━━━━━▶ 生活環境課

11
新エネルギー導入支援
事業補助見直し

太陽光発電の補助金の見直しを検討す
る。 実施 …… 実施━━━━━━━▶ 生活環境課

12
土地改良事務費補助金
の見直し

土地改良区の補助金を順次削減する。
実施 ━━━━━━▶

完了
予定

完了
予定

産業課

13
営農集団育成事業の見
直し

営農組合に対する機械や施設の整備補助
の見直しを検討する。 検討 ……………………･･･…▶ 産業課

14
農産部長事務委託料の
見直し

委託経費の見直しを行う。
実施 ━━━━━━━━━━▶ 産業課

15
特別会計への繰出金の
見直し

特別会計については、独立採算の原則に
基づき、自主財源の確保に努め、一般会
計からの繰出金の抑制を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

16
職員による庁舎等清掃
の実施

職員による庁舎及び周辺清掃を引き続き
実施する。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

17
送付用封筒・窓口封筒
に広告掲載

窓口用封筒に、企業の広告を掲載した封
筒を作成することで経費の削減を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 住民課

18 事務経費の節約
コピー用紙の裏面利用やファイルの再利
用など事務経費の節約に努める。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

19 新電力の導入
電気料金の削減が期待できる新電力制度
の導入を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

20
区画整理組合事務支援
の見直し

事業の進捗に合わせて区画整理組合への
事務支援を見直す。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 都市計画課

21
給与制度の総合的見直
し

給料表の見直しを含めた給与制度の総合
的見直しを行う。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

22 諸手当の見直し
諸手当の支給基準、支給額について見直
しを行う。 検討 ……………………･･･…▶ 総務課

23 介護給付費の適正化

要介護認定の適正化やケアマネジメント
の適正化、介護サービス事業者への指導
監査の実施を行う。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 健康福祉課

24
はり・きゅう・マッ
サージ施術費助成の見
直し

近隣市町の実施状況等を踏まえ、はり・
きゅう・マッサージ施術費助成の対象年
齢の引き上げ等を検討する。

検討 ……………………･･･…▶ 健康福祉課

25
町議会議員定数の見直
し

議員定数の見直しを実施する。
実施 …… 実施━━━━━━━▶ 議会事務局

廃止
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（３）多様な協働の推進 

公共サービスを町と住民とが共に提供する方針などの決定について、町と住民とが                              

同じ目的を共有する新たな協働を目指して、住民協働の動機づけや担い手の育成を進

めるとともに、自治組織や NPO 等に対する支援を行いながら、引き続き住民協働の推

進を図っていく。 

公共施設や公共サービスの特性に応じて NPO や民間企業の活用を引き続き推進する

とともに、まちの活力の増進のために、大学と企業や住民との協働を推進する。 

また、応能的な社会参加との観点から、福祉や地域の活力の向上に寄与する活動へ

参加するような制度の設計などが考えられる。 

さらに、住民協働を推進するために、住民や住民団体等と行政が互いに情報共有す

ることで、信頼関係の構築に努める。 

 

（取り組み項目）         

 

 

 

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

1 住民活動の支援

住民団体等が取り組む自発的な活動に補
助を行い、住民協働のまちづくりを推進
する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

2
住民協働支援事業の実
施

住民参加のまちづくりを推進するため
に、ＮＰＯ法人を対象とした研修会を開
催する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 生涯学習課

3 大学連携の推進

まちづくりの各分野で相互に協力し、地
域の活性化と相互の人材育成に寄与する
ため、大学との連携を引き続き実施す
る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

4
介護ボランティアポイ
ント制度の導入

介護ボランティアポイント事業により、
住民協働による地域での支え合いを推進
する。

検討 ……･･･…▶ 実施━━━━━▶ 健康福祉課

5 指定管理者制度の活用
公共施設に応じて適正な管理の在り方に
ついて検討を行う。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

6
指定管理者制度の活用
（スポーツ施設）

スポーツ施設に民間や地域住民等を活用
した効率的な管理・運営の導入を検討す
る。

検討 ……………………･･･…▶ 生涯学習課

7
指定管理者制度の活用
（教育施設）

教育施設（コスモホール、図書館等）に
民間や地域住民等を活用した効率的な管
理・運営の導入を検討する。

検討 ……………………･･･…▶ 文化の森課

8 情報公開の推進

情報公開･情報提供を推進して行政の透明
性を高めるとともに、住民協働を促進す
る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

9 オープン町長席の実施
住民の町政に対する意見や提案を聴き、
住民との協調と対話を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

10 広聴活動の充実

自治会別座談会をはじめ、 100人会議等の
意見を集約し、今後のまちづくりに反映
させる。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

11
職員おでかけ講座の実
施

職員等が地域に出向き、町の仕組みや制
度、事業についてわかりやすく説明す
る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課
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（４）地域資源の活用 

町内には豊かな自然環境とともに居住に適した土地や空き家などの地域資

源が存在しており、地域の実情に応じた規制緩和により、それらを有効活用

するとともに新たな地域資源の開拓を行うことで、人口増や地域の活力の維

持・向上を図っていく。 

なお、活用や開拓に際しては、町内の小地域ごとに、住民のニーズや課

題、事情が異なっており、それらの課題等を熟知する地域住民との協働によ

り進めていくことが望ましい。 

 

（取り組み項目） 

 

 

（５）地域の活力の維持・向上 

稲美町の実情に応じた独自の計画（地方版総合戦略）を策定し、自主的な

施策を実施することで雇用創出や人口増加を図り、地域の活力の維持・向上

に取り組む。 

例えば、農業における六次産業化による付加価値の向上や市街化調整区域

内における地区計画の策定に伴う定住の促進など、稲美町の特性である豊か

な自然を活かした好循環サイクルにより雇用や定住を生み出す。 

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

12
財政状況等の公表の充
実

町の広報誌やホームページに財政状況等
を掲載し、住民にわかりやすい情報の提
供を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

13
稲美町議会基本条例の
推進

必要に応じ町民との意見交換の場を設
け、政策提案の拡大を図る。

検討 ……………………･･･…▶ 議会事務局

14 女性の参画の促進
審議会・委員会への女性委員の参画や組
織の女性幹部の登用促進を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 人権教育課

15
学校・家庭・地域連携
協力の推進

地域と学校の連携・協力のもと、幅広い
地域住民等が参加し、地域で未来を担う
子どもたちの成長を支え、地域を活性化
する体制づくりを目指す。

検討 ……･･･…▶ 実施━━━━━▶ 生涯学習課

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

1
空き家の活用対策の取
り組み

空き家を地域資源ととらえ、空き家バン
クなどにより利活用するとともに空き家
対策を講じる。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

2 リサイクル運動の推進
リサイクル運動の啓発活動などによりリ
サイクルの推進を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 生活環境課

3
農業委員会等の活動促
進

農地パトロールをはじめ農業委員会の活
動を促進させる。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 農業委員会

4 余裕教室の利用促進
空き教室を有効に活用し、学校と地域の
連携を強化する。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 生涯学習課
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また、地域コミュニティや住民団体、企業が地域の資源を活用して自主的

に行う活動に対して支援を行うことにより、地域の活性化に取り組む。 

 

（取り組み項目） 

 

 

 

（６）職員の能力向上 

専門的な知識の活用やリーダーシップを発揮できるように、職員の人材育

成を図り、職場や地域の活性化につなげる。また、法や制度に関わる知識だ

けではなく、協働の推進においてコミュニケーション能力や職員が地域の一

員としての意識を持つことも重要である。 

また、職員の意識改革を図ることで、常に行政サービスの向上や行財政改

革に取り組む姿勢を養う。 

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

1
地方創生若手・中堅職
員研究チーム事業の実
施

若手・中堅職員によるプロジェクトチー
ムを設置し、稲美町まち・ひと・しごと
創生総合戦略に基づく人口増加対策に向
けた事業などを実施する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

2 6次産業化の推進

豊かな農業資源や環境を活かし、 6次産業
化を推進することで、農業と地域の活性
化を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 産業課

3 土地の有効利用の推進
地域において適正な土地利用計画を策定
し、地域の活性化を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 都市計画課

4
親元近居住宅取得支援
事業の見直し

親元近居の補助対象を拡充し、町内の定
住人口の増加を図るとともに、親子間の
子育て支援や介護などの支え合いを促進
する。

実施 ━━━━━━━━▶ 検討▶ 都市計画課

5 交通アクセスの推進

地域の公共交通について地域公共交通会
議を開催し、交通手段の確保に努める。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

6
消防団員の定数の維
持・確保

地域における災害に対応するため消防団
員の定数の維持・確保に努める。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 危機管理課

7 新規就農の推進

青年就農給付金の活用や新規就農・経営
継承総合支援事業を実施することによ
り、若手農業者の新規育成を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 産業課

8 農業振興事業の推進
費用対効果が見込める適正な補助を行う
ことで、農業振興を図る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 産業課

9
ふれあいまつり事業の
充実

多くの住民が参加し、より魅力あるまつ
りとすることで、心豊かな住み良いまち
づくりを推進する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 産業課

10 大池まつり事業の充実

多くの住民が参加し、より魅力あるまつ
りとすることで、心豊かな住み良いまち
づくりを推進する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 産業課

11 企業立地の促進

稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略
に基づく企業誘致を促進し、地域経済の
発展と雇用機会の拡大を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 産業課

12
沿道活性化にぎわいづ
くりの推進

地区計画を策定し、建築規制の緩和を
行った地区で住宅、店舗等の建築を促進
し、地域の活性化を図る。

検討 ……･･･…▶ 実施━━━━━▶ 都市計画課
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（取り組み項目）                      

    

（７）行財政システムの見直し 

行政においても新地方公会計制度を導入することで、町における資産や債

務の状況を分かりやすく住民に伝え、中・長期的な視点に立った自治体経営

を行うとともに、公共施設等を総合的かつ計画的に管理することで、効率的

な財政運営に努める。 

また、マイナンバー制度などの ICT の利活用や圏域における関係市町の相

互の連携を図りながら効率的で利便性の高い行政サービスに努める。 

その他、住民の視点に立った行財政システムの見直しを行い、公的サービ

スの向上を図る。 

 

（取り組み項目）  

 

 

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

1 人材育成の推進

社会情勢の変化等に適切に対応できる職
員能力の向上を図るため、研修等を実施
し、計画的に人材育成を行う。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

2 人事評価制度の実施

人事評価制度を実施し、人材育成に活用
するとともに、任用及び給与等の処遇面
に反映し、職員の意識向上を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

3 職員提案制度の推進

職員の創意工夫による積極的な提案を奨
励し、職務に対する意識の高揚及び住民
サービスの向上を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

1
新地方公会計制度の整
備

新地方公会計制度にもとづき、企業会計
手法を導入し、ストックやフローを明ら
かにする。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

2 効率的な機構への改編

効率的に事務事業を実施するため、組織
機構改革及び適正な職員配置を行う。

検討 ……………………･･･…▶ 総務課

3 再任用制度の活用
再任用職員の知識・経験が活用できるよ
う、再任用制度の適正な運用を行う。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

4
廃棄文書のリサイクル
推進

現在焼却処分としている廃棄文書を、機
密文書リサイクル業者へ処理委託を行
う。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

5 地球温暖化対策の推進

地球温暖化対策として、低燃費で環境対
応の公用車に更新する。また緑化に対す
る意識高揚を図るため庁舎壁面緑化事業
に取り組む。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

6
公共施設等総合管理計
画の策定

公共施設全体の状況を把握し、長期的な
視点で更新や統廃合、長寿命化などを計
画的に行うことにより、公共施設等の最
適な配置に取り組む。

実施･･･…▶ 実施━━━━━━━▶ 総務課

7
水道施設の適正な維持
管理

漏水探査を継続的に実施し、漏水箇所の
早期発見・修理を行う。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 水道課
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№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

8
マイナンバーカードの
導入

マイナンバーカードを導入することによ
り、行政サービスの効率化と利便性の向
上を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶
企画課・
住民課

9
証明書のコンビニ交付
サービスの検討

マイナンバーカードの発行に合わせて、
コンビニの自動交付機により住民票や印
鑑登録証明書、課税証明書等の取得がで
きるよう検討する。

検討 ……………………･･･…▶
住民課・
税務課

10
日曜窓口サービス事業
の実施

日曜日の午前に住民票、印鑑証明等の発
行、税の証明発行、納付受付などの日曜
窓口サービスを実施する。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

11
民間保育所の定員増加
等サービス向上の推進

子ども子育て支援事業計画の方針に沿っ
て、定員の増加等のサービス向上を図
る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 地域福祉課

12
特定健診受診料の無料
化

受診料を無料化することにより、受診者
の経済的負担を軽減し、受診率の向上が
図れるとともに、生活習慣病などを未然
に防止し、医療費の削減にもつなげる。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 健康福祉課

13
地域包括ケア体制の充
実

地域包括支援センターの機能（地域支援
事業）の充実・強化により、地域の自主
性や主体性にもとづいた地域包括ケアシ
ステムの構築を進める。

検討 ……･･･…▶ 実施━━━━━▶ 健康福祉課

14
消費生活相談窓口の設
置

消費生活相談窓口を設置し、様々な消費
トラブルから町民を守る。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 危機管理課

15 ＬＥＤ照明の導入
防犯灯や街灯等を計画的にＬＥＤ照明へ
交換し、電気代等の削減を図る。 実施 ━━━━▶

事業
完了

事業
完了

事業
完了

危機管理課

16
簡易耐震診断無料化事
業の実施

昭和56年5月以前に建築された住宅に対す
る簡易耐震診断費用を無料化する。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 都市計画課

17 耐震化補助制度の推進

耐震工事が必要な住宅の耐震工事等に対
する補助を実施することにより、住民の
安全・安心な生活の向上を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 都市計画課

18
町立幼稚園預かり保育
事業の実施

平成 23年度から町立幼稚園で預かり保育
を開始し、園児の健全な発育と子育て支
援を実施している。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 教育課

19 幼稚園3歳児受入れ

平成 27年度から開始した子ども子育て新
制度により、幼稚園の3歳児の受け入れを
検討。平成30年度からの実施を目指す。

検討 ……………… 実施━━━▶ 教育課

20
放課後児童クラブ6年
生までの受入れ

平成 27年度から開始した子ども子育て新
制度により、放課後児童クラブで小学校6
年生までの児童の受入れを実施する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 教育課

21 広域行政の推進

圏域における関係市町の相互の連携を図
りながら、効率的で利便性の高い行政
サービスに努める。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 企画課

22
ごみ処理の広域化の推
進

二市二町におけるごみ処理の広域化によ
り、ごみ処理の効率化と循環型社会の構
築を図る。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 生活環境課

23 適正な定員管理の推進
定員管理計画に基づき、職員の年齢構成
の平準化と組織の活性化を図りながら適
正な定員管理を推進する。

実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

24 早期退職の推進
組織の活性化を図るため、退職勧奨によ
る早期退職を推進する。 実施 ━━━━━━━━━━▶ 総務課

25
重度心身障害者(児)介
護手当支給事業の見直
し

在宅で重度心身障害者(児)を介護する介
護者の負担の軽減を図るため、在宅老人
介護手当支給事業と合わせた支給額の引
き上げ等を検討する。

実施･･･…▶ 実施━━━━━━━▶ 健康福祉課

26
在宅老人介護手当支給
事業の見直し

在宅老人を介護する介護者の負担の軽減
を図るため、重度心身障害者（児）介護
手当支給事業と合わせた支給額の引き上
げ等を検討する。

実施･･･…▶ 実施━━━━━━━▶ 健康福祉課
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№ 取組項目 改革の内容
改革
区分

H27 H28 H29 H30 H31 担当課

27
住民票等電話予約交付
事業の実施

平日執務時間内の電話予約により、執務
時間外や休日でも住民票および所得 (課
税)証明書の交付を行うサービスを実施す
る。

実施 ━━━━━━━━━━▶
住民課・
税務課

28
高齢者福祉バス・タク
シーの見直し

地域交通の整備状況等を踏まえ、高齢者
福祉バス・タクシー事業の拡大を検討す
る。

検討 ………… 実施━━━━━▶ 健康福祉課

29
下水道事業地方公営企
業法適用の実施

下水道事業に地方公営企業法を適用し、
公営企業会計方式を導入することによ
り、財政状況の透明性を確保し、安定的
な下水道事業の運営を図る。

実施 ……実施━━━━━▶
完了
予定

水道課

30
国保がん検診無料受診
券の交付

国保加入者で、特定の年齢に達した人を
対象に肺がん・胃がん・大腸がん検診を
無料化することにより、受診者の経済的
負担を軽減し、受診率の向上を図るとと
もに、がんの早期発見、早期治療による
医療費の適正化を図る。

検討 ……･･･…▶ 実施━━━━━▶ 住民課

31 福祉タクシーの見直し

在宅の重度障害者にタクシー運賃の一部
を助成する。現行の身体障害者手帳1・2
級、療育手帳Ａ判定所持者に新たに精神
障害者保健福祉手帳1級所持者も対象とす
ることを検討する。

検討 ……･･･…▶ 実施━━━━━▶ 健康福祉課

32
議会のインターネット
放送の実施

議会の情報公開の一環として本会議のラ
イブ・録画中継をおこなうことで情報公
開の推進と住民サービスの向上を図る。

検討 ……･･･…▶ 実施━━━━━▶ 議会事務局
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■平成２８年度における取り組み状況 
 

 

 

 

 

（昨年度との比較） 

 

 

実施計画
取組
項目

実施 検討
効果見込
額(千円)

効果額の主なもの

（１）歳入の確保 18 12 6 136,659
ふるさと納税、下水道使用
料、一般廃棄物処理手数料

（２）歳出の抑制 25 19 6 24,271
新電力の導入、給与制度の見
直し

（３）多用な協働の推進 15 10 5 0

（４）地域資源の活用 4 4 0 0

（５）地域の活力の維持・向上 12 11 1 0

（６）職員の能力向上 3 3 0 0

（７）行財政システムの見直し 32 24 8 1,493 ＬＥＤ照明の導入

計 109 83 26 162,423

Ｈ27 Ｈ28 28-27

取組項目 102 109 7

実施 72 83 11

検討 30 26 △ 4

効果見込額（千円） 51,238 162,423 111,185
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（主な変更点） 

 

 

大分類 № 取組項目 実施計画変更点

① 1 13 町県民税の特別徴収の推進 内容修正：平成30年特徴一斉指定を追加

② 2 5 婦人消防隊活動の見直し
内容修正：Ｈ28年度末廃止予定、代替施策の実
施

③ 2 12
新エネルギー導入支援事業補助見直
し

H28から実施（予算規模の縮小）

④ 2 21 区画整理組合事務支援の見直し 事業延長の見込み。H30.31完了から実施へ変更

⑤ 2 25 町議会議員定数の見直し H28から実施

⑥ 3 13 稲美町議会基本条例の推進 新規追加

⑦ 3 15 学校・家庭・地域連携協力の推進 新規追加

⑧ 4 1 空き家の活用対策の取り組み 内容修正：空き家バンクの文言追加

⑨ 5 1
地方創生若手・中堅職員研究チーム
事業の実施

事業名称変更、内容修正

⑩ 5 12 沿道活性化にぎわいづくりの推進 新規追加

⑪ 7 1 新地方公会計制度の整備 Ｈ27.28　検討から実施へ

⑫ 7 15 ＬＥＤ照明の導入 平成28年度で事業完了

⑬ 7 19 幼稚園3歳児受入れ 実施を31年度から30年度に変更

⑭ 7 28 高齢者福祉バス・タクシーの見直し 実施計画体系を2から7へ　Ｈ29拡充実施予定

⑮ 7 29
下水道事業地方公営企業法適用の実
施

新規追加

⑯ 7 30 国保がん検診無料受診券の交付 新規追加

⑰ 7 31 福祉タクシーの見直し 新規追加

⑱ 7 32 議会のインターネット放送の実施 新規追加


