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第１ 行財政改革の基本方針 

 

町の財政状況の見通しは、今後、高齢化の進展等により、町税の大幅な増収 

は見込める状況にありません。また、国庫補助金、地方交付税改革及び税源移

譲を含む見直しを行う国の、｢三位一体の改革｣の影響により、財政運営はます

ます厳しいものとなります。 

 こうした行財政を取り巻く厳しい環境に対応するためには、より一層の事務

事業の見直し、行政コストの削減を図るとともに町税などの財源の確保を図り、

簡素にして効率的な行財政運営と徹底した行財政改革に努めなければなりませ

ん。 

そのため健全な財政基盤確立の基本方針として、①財政健全化のための目標

設定 ②聖域なき歳出削減 ③歳入の確保 の３つの観点から見直しを行い、 

財政の健全化を推進します。 

 また、行財政改革の推進に当たっては、行政改革推進本部を中心に全庁が一

体となって取り組み、効率的かつ効果的に実施していきます。 
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１ 行財政改革の推進に当たっては、全庁的な取り組みとします。 

 

２ 町の行財政について、中長期的な目標を設定し推進していきます 

 

３ 改革への取り組みを実現するため、５年間（平成１７年度から平成２１年

度）を一つを推進期間とし、毎年度見直しを行います。 

  また、実施する項目については、可能な限り目標の数値化を図り、計画策

定（Plan）→実施（Do）→検証（Check）→見直し（Action）のPDCAサイクル

に基づき不断の点検を行い、追加・修正等、弾力的な対応を図ります。 

 

ＰＤＣＡサイクル  

 

 

 
Plan 計画策定 

アクションプランを計画策定 

Do 実施 

計画に沿って実施 

Check 検証 

計画に沿っているかどうかを点検 

Action 見直し 

見直し、更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「行政改革推進本部」は、住民の代表者等からなる「行政改革推進委員会」

の意向を尊重し、広く住民の意見を施策に反映するよう努めます。 

 

５ 小の経費で 大の効果という基本原則に立ち、説明責任の確保に努めな

がら、行政と住民の役割を明確にしたうえで改革を推進します。 
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第２ 酒々井町の財政 

 

 平成１７年度決算において、財政指標のひとつである「経常収支比率」は９

４．７％となっております。この経常収支比率は、人件費・扶助費・公債費等

の義務的性格の経常経費に、地方税・地方交付税・地方譲与税などの経常一般

財源収入（毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定さ

れておらず自由に使用し得る収入のこと）がどの程度使われているかを見るこ

とにより、財政の弾力性を判断するための指標のことをいい、経常収支比率が

低い団体の財政構造は弾力性があると考えられ、７０～８０％に分布するのが

標準的とされており、８０％を著しく超える団体は、財政構造が硬直化してい

ると考えられます。 
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 酒々井町の財政運営は、長期的な経済低迷の厳しい状況の中で行財政改革を

推進し、経常経費の抑制、事務事業の見直しや自主財源の確保等の対策に取り

組み、一定の成果を上げてきました。 

 しかし、財政状況は年々厳しくなっており、町税については平成１７年度微

増となったものの減収傾向は続く一方、国庫支出金の削減・縮小、地方交付税

の見直しによる関連収入の減額など、歳入全体の伸びは期待できません。 

 このため、より一層の歳出の削減を図るとともに町税などの歳入の確保を図

り、簡素にして効率的な財政運営を構築していく必要があります。 
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〔町税の推移〕 
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〔交付税等の推移〕   

 地方交付税は、町税に次ぐ大きな財源となっています。平成１２年の1,414百万円をピーク

に以降毎年減少し、平成１７年度は788百万円、また交付税の振替財源とされる臨時財政対策

債は274百万円でさらに減少傾向にあります。 
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〔一般財政調整基金等の残高〕 

 基金残高は平成１２年度をピークに減少し、平成１７年度では449百万円、内一般財政調整

基金は423百万円です。 
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第３ 行財政改革の推進項目 

次の項目を重点事項として、行財政改革を推進します。 

 

１ 事務事業の再編・整理、廃止・統合 

  事務事業については、これまでも最小の経費で最大の効果を挙げるよう 

継続的に見直しを図ってきたところですが、厳しい財政状況が続くことや、 

権限委譲による事務等の拡大、さらに多様化する住民ニーズに的確に対応 

した事務事業を執行するため、引き続き積極的な見直しを行い、既に計画 

や着手した事業であっても、必要性及び効果等を十分勘案し、事務事業の 

整理合理化を図ります。 

また、地域の課題やニーズに対応するとともに、簡素で効率的な行政を実

現するため自治会等との連携・協力を図り地域協働を推進します。 

 

２ 民間委託等の推進 

  事務・事業全般にわたり、民間委託等について総点検を実施し、メリット

が生じるよう様々な手法による委託の可能性について検討します。 

  現在直営で管理しているものを含め、すべての公の施設について、指定管

理者制度の活用を含めた管理のあり方について検討します。 

    

３ 定員管理の適正化 

  職員数の抑制を図り、定員管理目標を設定します。 

  また、現在の職員構成は年代的な不均衡が生じているため、長期的な観点

から、これを是正しながら適正化を図ります。 

 

４ 給与の適正化 

  人事院等の勧告制度を踏まえ、国、県、他の自治体等の状況を考慮し、 

 給与制度・運用・水準の適正化に努めます。 

 

５ 経費の節減合理化等財政の健全化 

  経費全般について抜本的な見直しを行い、節減合理化を図るとともに、町

税等自主財源の確保に努め、安定した財政基盤の確立を目指します。 

 

６ 組織・機構の見直し 

  政策形成機能の向上や新たな行政課題等に対応するために、効率的な 
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組織・機構を検討し、機能的な組織づくりを推進します。 

また、審議会等付属機関の見直しを図り、整理合理化を推進します。 

 

７ 職員の能力向上・育成 

  人事評価制度の導入を検討するとともに、引き続き効果的な研修を実施し

ます。 

 

８ 行政の情報化の推進 

  行政情報の電子化とその総合的利用、事務事業のシステム化、ネット 

 ワーク化等に積極的に取り組むため、インターネットの活用、各種情報 

システムの整備、データベースの構築等を進めます。 

  情報の取り扱いに関するセキュリティや個人情報の保護には十分配慮 

します。 

 

９ 公正の確保と透明性の向上 

  行政手続制度、情報公開制度の適正な運用と公正で開かれた行政運営の確

保に努めます。 

   

10 行政評価制度の検討 

  施策や事業の効率性・有効性を高め、住民サービスの向上を図るため、 

 施策や事業を対象とする行政評価制度について検討します。 

 

11 広域行政の推進 

  既存の一部事務組合について、見直しを行い、広域行政圏としての活用に

ついて検討します。 

 

12 行政への住民参加の推進 

  地方分権の時代に対応し、魅力あるまちづくりを推進するため、住民 

との協働関係の構築を図るとともに、住民の声を施策に反映するよう努 

めます。 

  

13 地方公営企業の見直し 

  経営の総点検を行い、更なる経営健全化に積極的に取り組みます。 
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第４　実施事項
単位：％

実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率
町議会会議録の公開
（インターネット） 検討 実施 実施 実施 実施 議会事務局

100 100 100 100 100

単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

町議会本会議の状況
を中継等により公開 検討 検討 実施 実施 実施 議会事務局

　 100 100 100 100

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 検討 実施 実施 実施 議会事務局

7,637 8,140 8,140 23,917

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 議会事務局

2,949 2,949 2,657 2,631 2,631 13,817

町議会議員報酬の
見直し

　平成１７年４月から議員報酬を５％削減し
ており、引き続き実施する。

　平成１５年６月定例会からの町議会会議
録を、HTML方式によりリンクを貼る方法で、
ホームページへ掲載し公開している。

　町議会本会議の状況について、映像によ
る配信を行う。

町議会議員定数の
見直し

　町議会議員定数を平成１９年の改選から１
８名を２名削減し１６名とする。（平成１９年５
月から）
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単位：％

実施項目 実施内容
Ｈ１７

(H18.4.1)
Ｈ１８

(H19.4.1)
Ｈ１９

(H20.4.1)
Ｈ２０

(H21.4.1)
Ｈ２１

(H22.4.1)
達成率

実施 実施 実施 実施 実施 　　総務課

０ ６５ ８５ １００ １００ １００

０人 △１３人 △４人 △３人 ０人

（０人） （△１３人） （△１７人） （△２０人） （△２０人）

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 実施 実施 実施 　　総務課

3,678 3,970 1,985 9,633

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 実施 実施 実施 実施 　　総務課

1,892 1,892 1,892 1,892 7,568

非常勤特別職の報
酬の削減

　非常勤特別職報酬の減額
　各種委員会委員等

職員数の削減
　平成17年度～21年度までの5年間につい
て、平成17年3月に策定した定員適正化計
画（H17～H19)及び集中改革プラン(～H21)
の目標に対し、早期勧奨退職の推進、新規
採用の抑制（原則各年度１名）等により更な
る削減を行う。
目標　平成22年4月1日職員数　　１９８人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２０人
※括弧書きについては、累計数
　達成率については、累計数により算出

臨時職員の活用等に
よる人件費の削減

　早期勧奨退職等の推進及び新規採用職
員の抑制により、職員数の削減を図るた
め、職員の配置による対応及び嘱託員、臨
時職員等を活用することにより人件費の削
減を行う。
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 　　総務課

11,237 77,392 44,054 55,211 187,894

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 　　総務課

1,723 3,432 3,432 3,432 3,432 15,451

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 　　総務課

9,793 20,587 16,992 16,992 16,992 81,356

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

　地域(調整)手当の減額
※特別職及び一般職 実施 実施 実施 実施 実施 　　総務課
平成17年度　　　２０％減額
平成18年度以降　支給しない  　　　　　特別 222 515 515 515 515 2,282

一般 8,410 25,625 24,482 24,107 23,828 106,452
計 8,632 26,140 24,997 24,622 24,343 108,734

特別職給料の減額
　特別職の給料の減額
　平成17年度　　　　５％減額
　平成18年度以降　２０％減額

早期勧奨退職等の
推進

　早期勧奨退職等の推進を図る。ことによ
り、人件費の削減及び抑制を行う。
　※原則　58歳勧奨退職

地域(調整)手当の減
額

管理職手当の減額
　管理職手当の減額
　平成17年度　　　　５０％減額
　平成18年度以降　13％→2％　10％→1％
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 　　総務課

1,894 3,510 4,708 1,229 1,229 12,570

単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

実施 実施 実施 　　総務課

各5回 各5回 各5回

10% 20% 30% 30%

単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

実施 実施 実施 実施 実施 　　総務課

９８人 １９３人 　　２７０人 　　270人 　　　　270人 270人

36% 71% 100% 100% 100% 100%

時間外勤務の抑制
　業務の見直しや適切な勤務時間管理の徹
底など職員の適切な配置を含めた勤務環境
の改善に努めること及び代休、振休の活用
により時間外勤務の抑制並びに時間外勤務
手当の削減に努める。
目標　平成19年度まで　ピーク時の平成8年
　　　　度の支給額の1/2（17,000千円）
　　　　平成20年度以降　平成19年度予算額
　　　　の10％減額
　※選挙関係等特殊要因を除く

人事評価制度の導入

　職員の勤務実績を昇格昇給に反映させる
ため、現行の勤務成績評定を活用した、客
観的で公正な人事評価制度を導入し、確立
する。そのために、評定する職員に対し、評
定要素について同一的な判定基準を持たせ
るための研修会を実施する。
・７級職の職員各年５回
・７級職の以外の職員の職員　各年５回

職員の能力の向
上・育成

多様化する町民ニーズに的確に応えること
ができる職員を養成するため、従来の研修
にとらわれることなく、研修内容を重視する
こととし、民間の開催する研修等に積極的に
職員を参加させる。
 目標　 各年度270人（延べ数）
※第３期基本計画指標より
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単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

実施 検討 検討 検討 　　総務課

 課の統合等
 班制の実施

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

消防団員定数の見直 　消防団の定数を現行（２０７人）を見直して         検討          実施         実施          実施 　　総務課
し ４０人減とし、１６７人にする。

600 1,600 1,600 3,800

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

　文書等の郵送方法 　町から発送する文書等について、安価で 　　   検討 　　実　施 　　実　施 　　実　施 　　総務課
の見直し あるメール便などを活用する。

289 289 289 867

単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

　企画政策課

10 60 80 100 100

一部実施 実　施

行政評価制度の構築
庁内における行政評価制度のシステム（仕
組み）を構築し、導入を図る。

検　討 一部実施 一部実施

組織・機構の見直
し

新たな行政課題や多様化する町民ニーズに
柔軟に対応していくとともに、町の厳しい財
政状況を踏まえ、より簡素で効率的な組織
づくりを推進するため、スクラップ・アンド・ビ
ルドを基本に組織・機構の見直しを実施す
る。
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単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成額

検　討 検　討 一部実施 　企画政策課

20 50 100 100

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

有料広告掲載制度の 　毎月１日に発行する「広報ニューしすい」に 検討
構築 有料広告を掲載し財源の確保に努める。 実施 実施 実施 実施 　企画政策課

（平成１９年１月号から実施）

　（5,000円×8コマ×12ヶ月＝480,000円） 130 480 480 480 1,570

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

有料広告の実施 酒々井町ホームページにおけるバナー広告          検討
（有料広告）を行い財源の確保に努める。 　企画政策課

郡内では成田市において実施しているが、
平成１８年１１月から１件の登録だけであり
当町での導入は、慎重に検討する。 ― ― ― ―

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

電算処理システムに 平成１８年９月に策定した「酒々井町電算      検討・実施 実施 実施 実施
おける経費の削減 システムにおける経費削減のための方針」 　　財政課

により、経費の削減に努める

5,842 6,764 11,812 11,837 36,255

検討又は
実施

検討又は
実施

町民との協働による
まちづくりシステムの
構築

町民参画機会の充実に努め協働の考え方
や進め方など基本的な方向性をまとめたシ
ステムづくりを町民との協働で進めていく

一部実施 実　　施

検討又は
実施
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

          実施          実施           実施           実施         実施 　　財政課

9,855 20,911 25,935 30,676 35,194 122,571

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

          検討          実施          実施          実施          実施 　　財政課

58,310 67,224 76,183 84,998 286,715

単位：千円
実施項目 実施内容 H17 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

2,578 2,578 2,578 12,750

　       実施 　        実施 　       実施 　　財政課

　　　　実施 　　財政課

5,739 5,739 5,739 5,739 22,956

　       検討 　　　　実施 　　　　実施

一部事務組合負担
金の抑制

構成市町となっている主な一部事務組合に
対し、維持管理費等の経常経費削減に一層
の努力を求め負担金の削減を図る。

庁舎維持管理による
委託料の見直し

酒々井町役場電話交換業務委託
平成１７年度まで役場電話交換業務を２名
体制で委託していたが、電話交換業務を職
員対応としたため廃止した。

各種団体運営補助
金の見直し

事業効果、内容等を十分精査し、各団体の
決算状況により、繰越金の多いものについ
て、補助金額の削減を図っていく。

庁舎維持管理による
委託料の見直し

酒々井町役場清掃業務委託
平成１７年度に清掃業務委託を２名から１名
体制に見直し経費の削減を図った。、さらに
経費の削減を図るため平成１８年度から平
成２０年度までの３か年長期継続契約を締
結する。

　　　　　実施

　     実施 　   再度検討

2,438 2,578
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

18 18 18 72

　　　　実施 　　　　　実施 　　　　実施 　　財政課
庁舎維持管理経費
の削減

簡易専用水道管理検査
平成１４年に飲料水分と消火栓受水槽を分
離した庁舎受水槽改修工事を実施し、簡易
専用水道管理検査の基準に該当しなくなっ
たため平成１８年度に廃止した。

　       検討 　　　　実施

18

345 345 345 1,491

　   再度検討 　       実施 　       実施 　　財政課
庁舎維持管理による
委託料の見直し

施設整備(点検・管理)業務委託
平成１７年度より法定点検及び法定外点検
における値引き交渉及び点検回数の見直し
により経費の削減を図った。

　       実施 　        実施

228 228

390 390 390 1,304

　　　　　実施 　　　　実施 　　　　実施 　　財政課
庁舎維持管理による
委託料の見直し

役場敷地内植栽年間管理業務委託
平成１７年度より除草回数及び追肥回数等
の見直しを図り経費の削減を図った。平成１
９年度からは植栽管理を職員対応とするた
め廃止する。

　       実施 　    再度検討

50 84

214 214 214 1,045

　       実施 　        実施 　        実施 　　財政課　     実施 　    再度検討

189 214

庁舎維持管理による
委託料の見直し

酒々井町役場警備業務委託
平成１７年度に役場警備業務委託料の見直
しを図り経費の削減を図った。さらに経費の
削減を図るため平成１８年度から平成２０年
度までの３か年長期継続契約を締結する。
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

税証明等手数料の 　税証明等の交付コスト等の調査を行い、
見直し 近隣市町村との均衡を考慮し、交付に係る 検討 検討 実施 実施 実施 　　税務課

手数料をH19年度から現行の1件200円を
300円にする見直しを行う。

235 500 500 1235

　       実施 　        実施 　      実施 　　財政課
共通消耗品の適正
価格による一括購入
及び経費削減への検
討

共通消耗品の適正価格による一括購入及
び経費削減
共通消耗品等の購入にあたっては在庫管
理の徹底、必要 小限の購入等創意工夫し
経費ぬ削減に努めている。

　      検討 　       検討

751 751 751 2,253

　        実施 　       実施 　      実施 　　財政課
庁用車の経費削減
への検討

庁用車の適正管理及び経費削減
庁用車の大半が１０年を経過し、故障等も多
く、また、安全性の確保が困難な状況になっ
てきていることから平成１９年度において各
課の庁用車の配置状況、利用状況、経過年
数、故障等の状況を総合的に判断し７台を
廃車する。

　       検討 　       検討

708 708 708 3,540

　       実施 　       実施 　      実施 　　財政課
庁舎維持管理経費
の削減

光熱費・通信運搬費等の削減
経費の削減については周知徹底させている
ところですが、より一層削減を図るため平成
１８年１２月より昼休み時間の消灯、残業等
についても必要 小限の照明やＯＡ機器の
利用に限らせ経費削減に努めた。

　      実施 　       実施

708 708
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実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額
課税客体調査業務 　航空写真の画像データを基に経年異動

による地番図の分合筆等及び家屋図の新 実施 実施 実施 実施 実施 　　税務課
増築等のデータ修正を行い基礎資料を更
新し、課税の適正化、事務の効率化を図っ
た。また、既設の路線価評価の見直しを行
うとともに、次期評価替え（H21)までに市
街化区域の全域に路線価を付設し、評価
の均衡を図る3か年継続事業を開始した。

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

町税の徴収率の向上

・コンビニ収納実施の可否を決定
周辺市の状況から、コンビニ収納による徴
収率の向上は望めず、住民の利便性の確
保の面が強く、費用もかかることから 周辺
市町村の実施状況を見ながら再度検討した

実施 実施 実施 実施 実施 　　税務課

・休日の納税相談、収納窓口の開設
４月より月末の 終日曜日の午前中を開庁
日として納税相談・税の徴収を行っている。
・県税事務所での職員研修
９月から３か月間１名の職員を県税事務所
に派遣した。

2500 5000 7500 10000 25000

・税務課単独の臨戸徴収の実施
５月の出納整理期間に税務課職員で現年
分の滞納を中心に臨戸徴収を行った。
以上の徴収対策を実施した。
また、前年度の徴収率を上回ることを目標
に、平成２１年度の徴収率は９２．８％とす
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

印鑑条例の一部改正 現行条例の登録基準を明確にし、全体を
精査して、印鑑登録事務の適正化を図る。          検討          実施          実施 　　住民課

手数料条例の一部改 印鑑条例の一部改正に併せて、印鑑登録
正 手数料を有料化とする。 300 300 600

単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

窓口証明事務の一部 軽易な証明、発行事務について一部委託
委託化 の可能性について、１９年度で検討する。         検討 　　　　検討 　　　　実施 　　住民課

50 100 100

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 福祉課

1,246 1,246 1,246 3,738

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 福祉課

217 217 217 651

老人福祉大会で８８歳の者に、顕彰状、顕
状用の額、記念写真（額付き）を贈呈してい
ます。
平成１９年度から額を紙筒に替え、記念写
真の額を小さくします。

敬老事業

高齢者紙おむつ給付
事業

介護保険の要介護度が３～５の６５歳以上
の者に、１月当たり３０枚の紙おむつを現物
給付しています。
平成１９年度から要介護度４・５で、市町村
民税非課税世帯のみを対象とします。
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 福祉課

140 140 140 420

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 福祉課

104 104 104 312

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 　　福祉課

4,804 4,804 4,804 14,412

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 　　福祉課

126 126 126 378

母子家庭入学祝金
支給事業

小中学校に入学する母子家庭の児童に、入
学祝金５千円を支給しています。
平成１９年度から本事業を廃止します。

福祉カー貸付事業

高齢者や障害者を対象に燃料費を自己負
担で、リフト付きワゴン車を貸付けけていま
す。
民間事業者を利用でき、利用者が少ないの
で、同車を売却します。

町立保育園時間外
保育事業

平成１９年度から、それまで無料にしていた
時間外保育分の保育料を徴収します。
平日　　　月額３０分当たり６００円
土曜日　月額３０分当たり１２０円

同和対策保育事業
補助金

同和対策対象地域に居住し保育所に入所し
ている児童の保護者に対し、補助金を交付
しています。
平成１９年度から、次のとおり減額します。
　　・入所支度金　年額　２０→１３千円
　　・通所支度金　年額　１０→　７千円
　　・保育料助成金　月額　 ８→５千円
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単位：千円

実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 実施 実施 実施 実施 　　　健康課

3,517 3,986 3,575 3,835 14,913

単位：千円

実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 実施 実施 実施 　　　健康課

996 996 996 2,988

単位：千円

実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 　　　健康課

2,077 2,147 4,000 4,000 4,000 16,224

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

機械式生ごみ処理機 補助限度額を１基きつき３０，０００円から
購入者への補助金の ２０，０００円に減額した。 検討 実施 実施 実施 実施 　生活環境課
見直し

206 146 146 146 644

　各種健診にかかる
費用について受益者
負担の適正化を図る

　健診項目ごとの委託料を基に、自己負担
金を徴収する
H２０年に委託金額の３割を目安に自己負担
金額の見直しを行う。また、基本健診につい
ては、H２０年に国保部門へ移行

　健診項目の見直し
を行い、歳出削減を
図る

　法令等に基づかないもので、４０歳未満の
女性を対象に行っていた、女性の健診を廃
止する

　任意の予防接種に
かかる費用について
受益者負担の適正
化を図る

　６５歳以上の方を対象に行っている、イン
フルエンザ予防接種について自己負担金を
設定する。
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

資源回収団体に対す 報償金及び奨励金を１キログラムあたり５円
る報償金及び資源回 から３円にそれぞれ減額した。 検討 実施 実施 実施 実施 　生活環境課
収業者に対する奨励
金の見直し

4,030 4,230 4,230 4,230 16,720

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

機械式生ごみ処理機 補助限度額を１基きつき３０，０００円から
購入者への補助金の ２０，０００円に減額した。 検討 実施 実施 実施 実施 　生活環境課
見直し

206 146 146 146 644

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

JR・京成酒々井駅前 　住民と行政が協働して環境美化活動に取り
ロータリーやさわやか 組んでいく。 検討 実施 実施 実施 　生活環境課
中央通り歩道部分等
の公共施設の清掃を
高齢者事業団に委託
することの見直し 1,224 1,224 1,224 3,672

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

JR酒々井駅 町の特産品等の情報を町内外に
展示ケース PRするためJR酒々井駅通路に展示 　　　　　検討 　　　　　実施 　　　　　実施 　経済振興課
ディスプレイ コーナーを設け、商工会に維持管理
委託 を委託しているが平成２０年度より

廃止。 180 180 360
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

酒々井コミュニティ 町内在住６０歳以上の方は無料であった
プラザ使用料の が、条例改正をし､平成１９年10月より有料 　　　　　検討 　　　　　実施 　　　　実施 　　　　　実施 　経済振興課
見直し とする。

1167 2355 2355 5877

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

ふるさと産品育成事業　新たに酒々井ハーブガーデン運営協議
の見直し 会をたちあげ、そこからハーブガーデンの 　　　　検討 　　　　検討 　　　　実施 　　　　実施 　　　　実施 　経済振興課

実質的な運営・管理を「ハーブの丘」という
団体に委託することにより、経費削減を行う。

1400 1400 1400 4200

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

梅の郷推進事業の 　梅の販売から生産まで一貫したシステムの
廃止 構築がされ、当初の目的が達成された。 　　　　　検討 　　　　　検討 　　　　　実施 　　　　　実施 　　　　実施 　経済振興課

649 649 649 1947

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

有害鳥獣駆除事業の 有害鳥獣駆除事業委託料の見直しを図る
見直し 　　　　検討 　　　　　検討 　　　　　実施 　　　　実施 　経済振興課

57 57 114
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 実施 実施 実施 実施 　　建設課

1,339 1,253 1,253 1,253 5,098

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 実施 実施 実施 実施 建設課

18 30 30 30 108

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 建設課

7,284 7,752 11,296 11,296 11,296 48,924

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

町管理防犯街灯修
理業務等の見直し

・町管理防犯街灯の電球交換等の一部につ
いて職員が実施

京成酒々井駅東口
第１．第2自転車等駐
車場管理業務委託

平成１８年度から、長期継続契約の指名競
争入札に変更し、経費の削減を図った。

42,350 162,251

実施 実施 実施 実施

3,102 9,249

実施 建設課

JR酒々井駅自由通
路及び街路樹等の管
理業務内容の見直し

　・JR酒々井駅自由通路清掃
　　　特別清掃の減
・街路樹管理
　　　街路樹剪定本数の減等
・街路樹剪定、道路除草、排水管清掃の一
部について職員が実施

工事コストの縮減

　設計段階から照査を徹底し、関係各課や
機関と調整の上、発生土の工事間流用や新
工法・新資材の積極的利用を図り、工事コス
トの縮減を図る。

9,650 97,900
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 　まちづくり課

210 2310 2310 2310 2310 9450

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

実施 実施 実施 実施 実施 　まちづくり課

8064 10500 10500 10500 10500 50064

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

検討 実施 実施 実施 　まちづくり課

139 255 371 765

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

農業委員会だよりの 業者に印刷を依頼していたが、職員で印刷 検討 検討 実施 実施 実施 　農業委員会
発行の見直し を行い経費の削減を図る

61 61 61 183

総合公園球技場使
用料の見直し

総合公園球技場使用料を平成１９年度から
見直し

総合公園年間管理
業務の見直し

総合公園年間管理業務委託を平成１７年度
から見直し
（平成１６年度　４，７２５千円）

街区公園年間管理
業務の見直し

街区公園年間管理業務委託を平成１７年度
から見直し
（平成１６年度　１４，８０５千円）
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単位　％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

水道ビジョン策定 水道事業の現状分析及び評価をし、水道
事業における課題（水質の向上、災害対策 　　　　検討 　　　　検討 　　　　検討 　　　　実施 　　　　実施 　　水道課
の充実、合理的な施設の整備･更新、経営
健全化、技術の確保）から水道事業の目指
すべき方向を水道ビジョンとする。 20 50 50

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

町民体育祭の見直し 平成１７年度まで実施していた、地区対抗 検討 実施 実施 実施 実施 　社会教育課
戦による町民体育祭については、意向調
査の結果に基づき、平成１８年度からは廃
止し、だれでも気軽に参加できる自主参加
型のスポーツ・レクリエーション祭を実行委 1,643 1,566 1,478 1,478 6,165
員会を組織し、実施した。

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

町体育館
使用料の見直し 利用する人としない人との立場を考慮し、 検討 検討 検討 実施 実施 　社会教育課

受益者に対する負担の適正化と、財源の
確保を図る。

1,200 1,200 2,400

単位：％
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

検討 廃止・統合 廃止 廃止 社会教育課

100 100 100 100

委員会の統廃合 生涯学習推進委員会議を廃止し、議案等は
社会教育委員会議で扱うものとする。
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単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

業務委託見直し ・排水処理施設維持管理及び油脂汚泥 　　検討及び
産廃処理業務委託の回数の見直し 　　　　実施 実施 実施 実施 　給食センター
・害虫防除回数の見直し
・施設及び調理機器清掃内容の見直し

809 809 809 809 3,236

単位：千円
実施項目 実施内容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

公民館施設使用料の 公民館使用料減免及び免除規程の見直し
見直し 　　　　　検討 　　　　検討 　　　　実施 　　　　実施 　　　　実施 　中央公民館

2661 6084 6084 14829

単位：千円
実施項目 実施内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 効果額

プリミエール酒々井 平成２０年４月１日より文化ホールの使用
施設使用料の見直し 料を値上げする。 　　　　　検討 　　　　検討 　　　　実施 　　　　実施 　プリミエール

（ホール附帯設備費・諸室使用料は据置）

350 350 700

単位：千円
H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 全体効果額

　平成１７年度から平成２１年度までの各年
　　　　合　　　計 　度ごとの効果額 59,196 210,735 325,511 406,166 375,743 1,377,351

　全体効果額　＝　５年間（累計）効果額
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第５ 検証  
 
１ 各実施事項の進捗状況について、毎年度フォローアップを行い、改革の成果があがった

ものは、その取り組みを更に発展させていくとともに、改革が遅れているものについては、

改善策を検討し、解決を図るよう積極的な見直しを進めていきます。 
 
２ 中長期（１０年）計画をたて、５年ごとに見直すとともに目標を設定していきます。 
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