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Ⅰ 湯川行政改革大綱の見直しの基本方針 

 
 昨年来の世界的な金融危機や少子化による人口減少社会の到来など、行政を

取り巻く社会経済環境は国内的・国際的に大きく変わりつつあり、昨年の政権

交代により、国の政策は大きく転換し始めており、今後、地域主権の動きと相

俟って、湯川村の政策へも影響が及ぶものと予想されます。 
 このように、村政を取り巻く環境は、財政面、社会面等、様々の分野で大き

く変化をしており、行政ニーズの多様化もますます進んでいくことが考えられ

ます。 
 また、地方分権社会の進展の中で、自治体の自主的・自立的な運営も強く求

められているところです。 
 そのため、村政を取り巻く環境に合致した行財政運営が重要であることから、

昭和６０年、平成８年、平成１２年及び平成１７年に行いました「湯川村行政

改革大綱」のさらなる見直しを進め、新たな第５次湯川村行政改革大綱を策定

し、改革の継続に取り組むこととします。 
 新たな第５次湯川村行政改革大綱の基本方針は次のとおりとします。 
 
 

第５次行政改革大綱の基本方針 

     
        １ 行政改革の継続 
         
        ２ 効果的・効率的な改革の取り組み 
 
        ３ 成果の公表 
 
 なお、大綱の見直しの推進体制として、第４次湯川村行政改革大綱の策定時

と同じく、湯川村行政改革推進本部（以下「推進本部」という。）及び湯川村行

政改革推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置し、本村の現状及び将

来を見極めながら、行政改革の継続を基本とし全庁一体となって、関係機関と

の連携を図りながら、厳しい財政状況の中で効果的・効率的な行政サービスの

向上を目指すこととします。 
 計画期間としましては、平成２２年度からおおむね５カ年間としますが、社

会経済情勢の動向を見極めながら、必要に応じて見直し等の調整を図ることと

します。 



 
 

１ 行政改革の継続 
  行政改革の個々の取り組み内容については、既に目標を達成した内容や時 
限的な内容も考えられますが、行政改革という大きな取り組みについて「継 
続」が重要となります。湯川村では、これまで約２５年間の行政改革の継続 
を行っています。 
 新たな第５次行政改革大綱の策定にあたっても、継続が必要な取り組み内 
容については、中断することなく継続して取り組みます。 
 

２ 効果的・効率的な改革の取り組み 
  行政改革は、限られた人数・時間・経費の中で最大限の成果を達成するこ 
とが重要となります。 
 多くの改革に取り組んでも成果が見られない、改革の成果等の測定に時間 
や経費を要するといった状況は、本来の行政改革の趣旨とは異なります。 
 行政改革の取り組みは、実効性のある取り組みを中心に組み立て、進行管 
理や評価については、ＩＴを活用した手法を取り入れ、※ＰＤＣＡによる結果 
に基づく取り組みの見直しも検討し、効果的・効率的な取り組みを行います。 
 

３ 成果の公表 
  行政改革の取り組み状況や成果については、分かりやすい公表が重要とな 
ります。 
 平成１７年度から取り組んでいる※集中改革プランは、数値管理を行うこと 
で分かりやすい公表を目指した構成となっています。この集中改革プランの 
内、継続を必要とする内容は、第５次行政改革大綱に基づく行政改革の具体 
的な取り組みとなる行政改革プランの中心に位置づけます。また、他の取り 
組み内容も数値的な成果に表せる内容は表すようにし、その成果を積極的に 
公表していきます。 
 
 

※ＰＤＣＡとは、Ｐlan（計画）⇒Ｄo（実施）⇒Ｃheck（検証）⇒Action（改善）⇒Ｐlan
（計画）というサイクルで行う業務改善方法 

                                    

 ※集中改革プランとは、平成 16 年 12 月 14 日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」 
 を受け、総務省は「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな方針」を策定し、 
 全国の地方公共団体に対して、行政改革の成果を『集中改革プラン』としてまとめて公表す 

るように助言しました。湯川村も集中改革プランを策定し、その具体的な取り組みは、①事 
務事業等の見直し、②給与・定員管理の適正化、③財務構造の体質強化、④組織・機構の簡 
素合理化、⑤効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進、⑥行政情報化の推進、⑦公正の

確保と透明性の向上、となっています。 



Ⅱ　行政改革の体系

　　　　第５次行政改革大綱は、湯川村における行政改革の基本方針であり、行政

　　　改革の取り組みについての方向性を示しています。

この大綱に示された内容を実現するための方策が 継続して取り組む集中

‐３‐

　　　改革プランを根幹とした具体的な取り組みである行政改革プランです。

第５次行政改革大綱

　　　　この大綱に示された内容を実現するための方策が、継続して取り組む集中

基本方針

　　１　行政改革の継続

　　２　効果的・効率的な改革の取り組み

　　３　成果の公表

行政改革プラン

実効性のある取り組み

行政改革プラン実施計画

第５次行政改革大綱の体系

□行政改革の取り組みの具体的な項目

‐３‐
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Ⅲ　行政改革の推進体制

　１　推進体制

　　　社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政を実現するために

　　設置された、湯川村行政改革推進委員会を行政改革大綱の策定の中心的な組

　　　行政改革の推進は、職員一人ひとりの意識や取り組みが重要となりますが、

　　個々の取り組み項目は各所管課等を単位として整理し、村全体の進捗状況や

　　成果を取りまとめて行きます。

村　　　　長

　　織と位置づけ、村長の諮問に応じて、必要な事項に対し調査審議し、必要に

　　応じ村長に対し答申します。湯川村行政改革推進本部は行政改革実行の中心

　　的役割を担い、大綱等の計画策定や実施に関して各所管課等への必要な指示

　　や助言を行います。

行政改革推進委員会 行政改革推進本部
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第５次行政改革大綱の推進体制
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Ⅳ 行政改革の重点事項の基本的な考え方 

 

（１）事務事業の見直し 

多種多様化、複雑化、増加する事務に効果的・効率的に対応するため、 

その事務処理経費の均衡を検討・把握の上、事務処理の簡素合理化を図り、 

効果的・効率的な行政運営の手法を導入し、事務事業については、ＩＴを

活用して進行管理や検証を行い、ＰＤＣＡの結果による効果的・効率的な

見直しを全事務事業において検討し、急激に変化する時代の住民要望や行

政需要に対応する新しい村づくりを進めるため、次の事項の検討を行いま

す。 

  

ア 効率的な整備・運営手法の導入 

急激に変化する社会経済情勢に的確に素早く対応し、より効果的・効

率的な行政運営を行うため、ＰＤＣＡ等の結果による見直しと財政均衡

を保った年次計画により、全事務事業について改廃を含めた整備を行い、

時間と経費の削減を目的としてＩＴ等を活用した進行管理や検証を導入

し、簡素で効果的・効率的な行財政運営に努めます。 

  

  イ 事務手続の電子化の推進 

事務手続については、行政手続き制度の適正な運用により行政の公正

さ、透明性が確保され、許認可等の手続きも法的整備により簡素化が進

んでいるため、住民サービスの向上を目的として、申請書類の電子化を

進め、申請手続の電子化に向けた法的整備の検討を行います。 

  

ウ 文書管理の電子化の推進 

    情報公開については、個人情報制度及び情報公開制度が整備され、そ

の適正運用により、住民ニーズに対応した開かれた行政を行っておりま

すが、地方分権や地域主権による事務事業の国・県等からの移譲により

事務文書等の情報は、年々増加・多様化しておりますので、その種類、

増加量に対応するため文書管理の電子化を推進します。 

  

エ 委託料の見直し 

委託等の業務については、個々の業務内容を精査し、業務の効率性、

経済性等を十分に考慮した上で、住民サービスの向上と経費削減の均衡

によっては、民間委託の改廃も含めた委託料の見直しを検討します。  



  

オ 補助金の見直し 

  村単独の補助金については、基準等による審査だけでなく、第三者機

関による行政効果等も審査し、受益と負担の観点やその費用対効果によ

っては廃止も含めた整理合理化を検討します。また、新規の補助金の場

合は、その必要性を十分に精査し、類似した補助金との統合、基準等に

照らして受益と負担の適正化、終期等について十分な検討を加え、総額

の抑制を図り、より効果的・効率的な補助に努めます。 

    

カ 使用料・手数料の適正化 

  使用料・手数料については、公正な行政運営を推進するため、財政状

況や時代に対応した適正な料金が必要とされていますが、社会動向、経

済状況、村振興計画及び近隣市町村との均衡にも配慮した料金の適正化

に努めます。 

  

 

（２）財政構造の体質強化 

本村財政は、村税においては、所得税と住民税の課税比率の見直しによ

り増加傾向にありましたが、一昨年の経済危機により、法人及び個人住民

税とも減少傾向となる厳しい状況にあります。しかしながら、地方交付税

において、過去の減額のひずみと地域主権の導入により増加傾向となって

いますので、村振興計画にある各種の新たな施策を展開していくためには、 

歳入と歳出の均衡を年次計画により定めて、財政構造の体質強化に努めま

す。 

 

ア  歳入の確保 

歳入においては、村税及び使用料の滞納額が経済の低迷と雇用危機も

あり、増額傾向にありますので、一般財源の根幹となる村税等の確保の

ため、徴収体制の強化を図り、賦課客体及び受益者の的確な把握及び滞

納整理による徴収率の向上に努めるとともに、その他の収入についても

受益者負担の適正化に努めます。 

 

イ  歳出の抑制 

歳出においては、義務的経費が増大し、非常に厳しい財政状況にあり

ますので、今後、多様な住民の行政需要に対応した新たな施策を展開し

ていくためには、歳入に見合った歳出規模とするため、人件費の抑制、

管理経費の削減、適正な投資的経費の選択に努めます。 



  

ウ  公正な財政運営 

自らの行政運営についての透明性を高め、行政を取り巻く様々なリス

クに対し自律的に対応可能な体制を整備する観点から、行政の透明性や

コンプライアンスの確保、リスクに対応できる内部統制のあり方を研究

し、住民が信頼できる財政運営に努めます。 

 

 

（３）組織・機構の簡素合理化 

   村では、時代の要請に即応した行政組織、効率的な行政の実現を図るた

め、時期に応じた行政組織機構の改革を実施して、一定の効果を上げてお

り、これ以上の組織・機構の簡素化は難しい状況にありますが、社会情勢

の変化に伴い、行政需要や住民ニーズが複雑多様化、増大する中で、本村

を取り巻く環境は、依然厳しいものとなっておりますので、新しい行政需

要に柔軟に対応するための組織運営の構築を検討します。 

 

ア 協働による組織運営の構築 

    事業の実施にあたっての組織機構について、スクラップ・アンド・ビ

ルドによる見直しや協働による組織運営を検討し、新たな行政課題に的

確に効率的に対応し、住民サービスの向上が図られる組織・機構運営の

構築について検討します。 

 

  

（４）給与・定員管理の適正化 

    給与については、地方公務員法の趣旨に則り、適正運用、管理に努めて

おり、各種手当や旅費（日当）については見直しを図り、一定の成果を得

ており、定員管理については、行政需要が増加する中でこれまでたびたび

の組織機構の見直しを実施し、職員数を減少し、厳正な管理に努めてきて

いると認められます。最小の経費で最大の効果を上げるという自治行政運

営の原則に立ち、現に行っている事務事業を把握しながら、民間委託、Ｏ

Ａ化の推進、職員の配置転換及び職員の能力向上等により引き続き適正な

定員管理に努めます。   

  

 



  

ア 給与の適正化 

給与の適正化については、国・県等の勧告に準拠しながら、給与条例

の定めるところにより厳正な管理に努めます。 

    

イ 定員管理の適正化 

定員管理の適正化については、湯川村定員適正化計画（平成２２年度 
～平成２６年度）の数値目標を達成できるよう、年次的・計画的な定

員管理にあたり、また、民間委託やＯＡ化が可能な業務については研究

し、その費用対効果を検討した上で、積極的に推進します 
 

 
（５）効果的な行政運営のための職員の能力開発等の推進 

   研修機関である「ふくしま自治研修センター」において、県職員と市町

村職員が一体となった、密度の濃い体系的な研修が実施されている現状に

ありますので、今後も、地方自治の担い手として当事者能力を高め、行政

運営の効率化や的確かつ効果的な施策展開のため、職員の能力の開発を推

進し、その活用に努めます。 

 

ア 職員研修の充実 

       情報化等の社会経済環境の変化に適確に対応し、政策課題の把握、適 
 切な施策を立案する人材の育成を図り、職員の自己啓発、行政運営の改

善、政策課題を自発的に調査研究する活動の促進方策について検討しま

す。また、さまざまなクレームや不当要求等に対して柔軟な対応ができ

る対応能力の向上に努めます。 

   

イ 人事異動の実施 

定期的な人事異動による適材適所への配置と能力重視による人事管理 

と人事評価を行い、意欲的に仕事に取り組める環境づくりに努めます。 

 

 

（６）行政の情報化の推進 

 今日、情報通信技術が著しく進展していることから、住民サービスの向

上、住民のニーズに対応し、行政事務の高度化や事務処理の効率化、迅速

化を図るため、ＯＡ機器の導入更新を図り、機能強化に努め、村民が必要

とする行政情報の迅速な提供と効果的・効率的な行政運営に努めます。 



  

ア 行政情報のネットワーク化の活用 

  光ファイバーによる庁内ＬＡＮシステムの有効活用、インターネットな 

どの高度情報通信システムを活用して、高度な行政情報通信ネットワークを

住民サービス向上のため積極的に活用します。 

 

 

（７）窓口業務等行政サービスの向上 
    庁内における各課等の連絡体制を見直し、効率的な運用により住民への 
    暖かい配慮と対応に主眼をおき、申請手続等の正確かつ迅速な対応ができ

るよう研修等を通じて接遇等の向上に努めます。 
     また、予定される新庁舎建設においては、障がい者やお年寄りの配慮し 

た窓口業務の場所や設備を十分配慮するとともに、住民の視点に立った窓 
口業務等の整備に努めます。 

 

 

（８）公正の確保と透明性の向上 

行政の情報公開を積極的に推進し、住民に分かりやすく理解してもらえ

るよう公正性・透明性の向上を図り、村民の視点からの行政との対話が図

れる住民参加の行政に努めます。 

 

 

（９）公共施設の設置及び管理運営 

     公共施設整備については、近年の経済危機対策の交付金事業により、年 

   次計画を前倒しして整備したため、充実したものとなっておりますが、新 

規事業による大規模公共施設の計画もありますので、その設置及び運営に 

ついては、財政規律を十分に考慮しながら検討します。 

管理運営については、施設の維持管理経費等が増加しており、業務の内

容、活動・運営状況などを踏まえ、既存施設の改廃を含め、今後予定して

いる施設の管理運営については十分に検討・精査し、適切な管理運営を推

進します。 

 

 

   ア 施設の整備等 

施設の整備等については、村の振興計画との整合性を図りながら、他

の施設との機能、役割分担を明確にするとともに、必要に応じては、広

域的な観点からの整備も検討します。 



  

   イ 施設の効率的な運営 
施設の管理運営では、より効果的な管理運営方法を検討し、利用料金 

   については、施設の維持管理経費も含めた受益と負担の適正化を検討し、 
施設の効率的な運営を図ります。 
 

 

（10）広域行政 

   今後も行政サービスの向上、事務の効率化、経費の節減のため広域的に

処理することが望ましいものについては、広域行政を積極的に推進します。 

 

ア 広域行政の推進・拡充 
   広域行政の推進・拡充においては、現在、共同処理している業務の外、 

   水道業務の会津若松市への移管、下水道の徴収事務の会津若松市への委 
   託及び学校給食業務の会津坂下町への委託が検討・予定されていますの 
   で、その実施にあたっては、その費用対効果を十分精査しながら、住民 

への周知を図ります。 
 

イ 内部組織等の共同設置の研究 
現在の共同処理の仕組みでは処理できない行政機関（保健所等）、内部  

組織（課等）、委員会又は委員の事務局（監査委員事務局等）の事務を処

理するための制度の創設を国では検討しているため、どのような内部組

織の事務を、どの関係地方公共団体と規約を定めて共同設置すれば、ど

のような行政運営の効率化、経費削減及び専門性の向上が図れるかを研

究します。 
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