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は じ め に 

 
 平成１６年１０月に三町村の合併により邑南町が誕生して１４年が経過しよ

うとしています。合併前から推進されてきた地方分権施策では、組織機構・事

務事業のあり方も含めて基礎自治体としての自立が求められる一方、三位一体

改革により自治体の財政運営にも厳しい対応が求められました。本町は、合併

以前から地方債を財源とした社会資本の整備を積極的に推進したことにより、

地方債の償還に要する公債費の比率が高く、合併後の財政運営は危機的な状態

となっていました。 
 このような中、平成１８年３月には、「地域のことは地域で考え、地域で実

行する」という分権型社会に対応した行政システムへの転換をめざして「邑南

町行財政改革大綱」を策定しました。合わせて「邑南町集中改革プラン」「邑

南町定員適正化計画」を策定し、行財政の改善に取り組むこととなりました。 
また、平成１９年３月には、町民が主役のまちづくり・町民と町の協働のま

ちづくりを進めるための指針となる「邑南町まちづくり基本条例」も制定さ

れ、まちづくりの基本理念を町民が共有する基盤が整いました。 
 行財政の改善については、組織機構の改編や職員数の削減を含めた行政経費

の大幅な見直しを行うとともに、新規地方債の発行制限、地方債の繰上償還を

計画的に実施するなど、財政健全化の取り組みを進め、実質公債費比率・将来

負担比率の改善、基金積立額の増加など、一定の成果を上げてきました。 
 この間、国においては、急激な人口減少・少子高齢化による労働力の減少や

地域活力の低下、年金や医療費などの社会保障費の増加などが大きな社会問題

となってきました。邑南町においても、税収の減少とともに、社会保障関連経

費の増加が懸念されています。また、高度経済成長期に整備された道路、河川

等の社会資本の老朽化が同時に進んでおり、今後、これらの維持管理や更新に

多額の費用を必要とすることが見込まれています。さらに、行財政改革の一環

として、人件費の縮減を図るため、職員数を削減してきた一方で、住民ニーズ

の多様化や地方分権の推進により、地方自治体にはより多くの役割や創意工夫

による地方創生の取組が求められており、効率的・効果的な行政運営ととも

に、職員の人材育成が一層の重要性を増しています。 
 平成２６年１２月には、まち・ひと・しごと創生法が成立し、国において

は、人口減少社会に歯止めをかけるため、首都圏への人口集中を是正し、若い

世代が安心して就労・結婚・子育てを行うことができる社会の実現を目指して

長期ビジョン及び総合戦略が示されました。邑南町においても、人口ビジョン

を基に「明日（みらい）が見える・地域が輝く邑南戦略」をテーマに、邑南町

版の総合戦略を策定しました。この戦略では、町民の様々な立場の方との協働
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により、定住支援・地域づくり、結婚子育て支援・しごとづくりなどを推進す

ることとしています。また、１２の公民館エリアを単位として各地区で策定さ

れた地区別戦略に基づいて、地域の特色を生かした人口減少等の対策に積極的

に取り組んでいただいているところです。 
これらの取り組みによりＵＩターン者の増加など一定の成果は表れているも

のの、本町最大の収入源である地方交付税の算定基礎となる人口の減少傾向は

続いています。加えて平成２７年度から地方交付税の合併特例措置が段階的に

縮小され、平成３２年度から特例措置の無い額での交付（平成２６年と比較し

て平成３２年では約３億３千万円の歳入減）となるなど、更に厳しい財政状況

が予想されているところです。 
 こうした状況を踏まえ、平成２６年９月に邑南町行財政改善審議会を設置し

て審議していただくと共に、庁内の邑南町行財政改革推進本部での検討を始め

ました。邑南町行財政改善審議会では、以来、９回の会合を開き、細部にわた

る審議を重ねた結果、平成２７年７月１６日に答申をいただきました。この答

申とこれまでの邑南町行財政改革推進本部での協議、検討を踏まえて、この度

本町の行財政改善の指針となる「邑南町行財政改善計画」を策定いたしまし

た。 
 この改善計画の推進にあたっては、まず、組織・機構の見直しによる行政の

スリム化と人件費などの経費の是正を行うほか、老朽化する公共施設は管理計

画により整理・統合を含めた方針を決定し実行していきます。また、この改善

計画を推進していく中で、町民の皆さんには事業の見直しや利用料などの負担

についてご相談させていただくこともあると思っています。邑南町の夢ある未

来を展望するには、この改善計画の推進が不可欠です。職員一丸となってこの

改善計画に取り組んでまいります。どうか町民の皆さんのご理解とご協力をい

ただきますよう心からお願い申し上げます。 
 最後に、この改善計画の策定にあたり、長期にわたりご審議いただきました

邑南町行財政改善審議会委員の皆さんをはじめ、パブリックコメントで貴重な

ご意見をいただきました町民の方々、そして様々な面でご協力をいただきまし

た多くの皆さんに心からお礼申し上げますとともに、今後の行財政改善の推進

に向け、引き続きご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
  平成３０年９月 
 
                   邑南町長  石 橋 良 治 
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第１ 行財政改善の基本的姿勢 

 
 邑南町が進める行財政改善は、交付税をはじめとする財源が縮小していく中、

少子高齢化が進行しその対策経費が増加していくことが考えられること、また

一方では、町が所有する公共施設は 213 施設、延床面積は 143,691 ㎡、今後 40
年間の更新費用は公共施設 605 億円、インフラ 828.4 億円が見込まれる状況に

おいて平成２９年３月に策定した公共施設等総合管理計画において今後30年で

公共施設の 10％を削減するとしたこと、平成２９年５月の地方公務員法の改正

により平成３２年度から臨時・非常勤職員について会計年度任用職員制度（注１）

へ移行することにより組織・機構の見直しが必要となっていること、そうしたこ

とを踏まえ、懸念される財政の硬直化に対応するため行うものです。 
 行財政改善にあたっては、まちづくり基本条例に基づき、町民の皆さんと町が

互いの役割と責任のもと協働でまちづくりを進めていく、そうした考えにたち

町民の皆さんのご理解とご協力をいただきながら行っていきます。 
 この行財政改善においては次の５つの基本的姿勢に基づき進めていきます。 
 
（注１）会計年度任用職員制度 
     平成２９年４月の地方公務員法の改正により平成３２年４月から適

用される新しい制度です。これまで雇用しています臨時的職員や非常

勤職員については、１年度雇用（更新は可能）となり一般職に適用され

る各規定が適用されます。雇用の形態としてはフルタイムとパートタ

イムがあり、それぞれこれまでの賃金ではなく給料と報酬として支払

われます。例としては、通常の事務補助員のほか公民館長も該当します。 
 
 
（１）協働のまちづくりの推進 

  まちづくり基本条例に基づき、町民と行政の役割分担を明らかにし、町民と

行政が協働してまちづくりや福祉、環境、防災や防犯等の地域課題の解決を進

めていく必要があります。 
  町民に信頼される行財政運営を推進する視点から、町民と行政の連携を基

本として公正で透明な行財政運営を行い、町民参加の推進や十分な行政情報、

財政情報の提供のあり方について検証・研究し、情報の共有と理解のもと協働

のまちづくりを進めます。 
 
（２）財源の確保 

  適正な課税と税負担の公平性を確保し、収納率の向上を強化するなど、滞納
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対策を強化し、町税の確保に努めます。また、受益者負担を原則とし、使用料・

利用料・占用料などの税外収入については、適正化を図るとともに、統一した

収納対策により財源の確保に努めます。 
  利用されていない町有地の整理・活用をただちに検討し、町民サービスの向

上に努めます。また、自主財源以外にも、国、県の交付金・補助金や財団など

の外部資金の活用を積極的に進めるとともに、ふるさと納税なども含め、町外

からの新たな財源の確保に向けた検討に取り組みます。 
 
（３）歳出構造の見直し 

  将来にわたって安定した行財政運営を行うために、歳出構造を見直し、人口

減少を見据えた長期財政計画の策定を行います。また、各種事業・補助金等に

ついては、費用対効果や類似性、住民ニーズを踏まえた必要性など個々に検証

し見直しを行っていきます。 
  町債残高を計画的に削減するとともに、同様の業務をまとめて発注するな

ど、工事・委託・物品調達などに係るコストを、全体として縮減します。 
  事業の継続的な見直しは、効果や必要性を検証し、費用をかけるところと節

約するところを見定め、時代にあった見直しを推進するとともに、行政評価結

果を予算へ反映していきます。また、各種補助金制度の抜本的な見直しを行い、

透明性の確保を図ります。 
 
（４）公共施設等の適正管理と有効活用 

  公共施設等総合管理計画に基づき、少子高齢化による人口減少や年齢構成

の変化に応じた公共施設等の集約や廃止等を含めたあり方の検討を進めなが

ら、真に必要な施設の老朽化対策に取り組むとともに、未利用地の売却を含む

公共施設の有効活用に取り組みます。 
 
（５）人材育成・組織の見直し 

  組織の力を十分に発揮するためには、組織を構成する人の力を引き出し、行

政運営に携わる職員一人ひとりの質を向上させることが重要です。職務に対

する意欲の向上を図るような人事評価や研修を通じ、職員自ら意欲的に質の

向上を図るような組織を目指します。また、係長以上の職員は行政の運営管

理・組織管理を担う管理職として養成していきます。 
  人材育成については、職員育成基本計画を基本とし、職員レベルに応じ必要

とされる能力を明確に示し、方針に沿った研修計画のもと職員研修の充実を

図ります。特に、行政運営に必要不可欠なマネジメント能力や、専門性を高め

る能力向上のための研修を効果的に活用して人材育成を行います。 
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  人事評価については、職員の育成を基本とした業績評価、能力評価を確立し、

評価結果の本格的な運用を目指します。 
  組織については、行政が担うべき役割・権限・組織・財源などを見直し、町

民のニーズに迅速かつ的確に対応できる体制の構築に努めます。また、地方公

務員法改正に基づく会計年度任用職員制度を踏まえ組織機構を見直します。 
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第２ 行財政改善の重点事項 

 
 この行財政改善計画は、以下の重点事項の改善に関する基本的な考え方を明

記することとし、具体的な行動方針等については別に行財政改善実施計画を適

時作成し見直しを行いながら進めていきます。 
 なお、【求められている具体的な項目】は、邑南町行財政改善審議会の答申に

ある「具体的な提言」を記述したものです。 
 
１．事務事業の見直し 

 
（１）事務事業の整理合理化 

 
 すべての事務事業について、その必要性を精査し、優先度を見極め、厳選しな

がら整理統合を進めます。また、事務事業の費用対効果などについて分析・評価

を行い、社会情勢の変化に対応しきれていない事業や、当初の目的を達成した事

業、あるいは町の関与の必要性が薄らぎ関係団体等に委ねることが適当と考え

られる事業など、見直すべき事例については精査を行い不要な事業は廃止して

いきます。 
 
【求められている具体的な項目】 

 ①各住民サービスの継続、廃止については、財源の確保を前提とするとともに

優先順位を付けて対応する。 
 ②自治会の活動内容を考慮し補助金は均等割、戸数割、活動実績割などの支出

内容について再検討する。 
 ③生活交通については住民の利便性向上のため委託方法の一本化を含め、町

内交通体系の整備の見直しを検討する。 
 ④町から発信する情報は、利用できる媒体を最大限活用し、常に更新をして最

新のものを提供する。 
 
 
（２）民間委託等の推進 

 
 町民の利便性や信頼性及び費用対効果等を十分に勘案し、民間がもつ特性が

有効に機能すると判断される事務事業については、町民の意向を十分配慮し、行

政の果たすべき責任を担保した上で、指定管理者制度の活用など積極的な外部

資源の活用を進め効率性を追求します。 
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【求められている具体的な項目】 
 ①指定管理者制度を有効に活用し、より効率的・効果的な管理運営に努める。 
 ②民間企業と競合する業務にあっては、そのサービスの内容とコストを比較

検討し、民間委託、民営化など、様々な視点からその見直しを検討する。 
 ③指定管理料の見直しについて検討を行う。 
 
 
（３）補助金等の整理合理化 

 
 すべての補助金については、公平性の観点に基づき見直しを行い、施策を推進

する上で必要なものに限定します。 
 各種団体への補助金については、原点の戻り真に必要な額を積算するととも

に、慣例化することなく、団体の自立を促し、自主的な活動へと転換できるよう、

関係団体と協議し積極的な見直しを行います。 
 見直しの方向性は次のとおりです。 
 ア 公益性の観点から  公益性が認められないものや少ないものは廃止・

縮減を行います。 
 イ 公平性の観点から  著しく特定なものに有利なものや類似団体等との

均衡がとれないものは廃止・縮減を行います。 
 ウ 必要性の観点から  社会経済情勢に適合しないもの、目的を達成また

は達成しつつあるもの、一過性のものは廃止・縮

減・上限を５年以内し終期設定を行います。 
 エ 効果経済性の観点  補助額が少額で効果が低いもの、効果に比較し補

助額が多いものや自主運営が可能なものは廃止・

縮減を行います。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①生産振興に対する補助は、生産物の有利販売や加工による付加価値を付け

るなど補助金以外での支援も検討する。 
 ②新たな奨励的な補助は終期を定めるとともに、継続的補助事業の抜本的検

証を行う。 
 ③各種団体に対する補助・負担金について廃止を含めた見直しを行う。 
 ④保育料等の支援について政策補助制度であるが見直しについて検討する。 
 ⑤定住に繋げるための新たな補助制度について検討を行う。 
 ⑥魅力ある学校づくりのための応援を行う。 
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（４）自主財源の確保、受益者負担の適正化と収入未済額の解消 

 
 ふるさと寄附の推進など新たな取り組みによる自主財源の確保は硬直化が進

む財政状況から必要となっています。 
また、公共施設の維持・管理・更新費用は将来にわたる人口減少を踏まえると

財政負担の高騰が懸念されるため、公平性の確保も踏まえ、利用料等の見直しを

行うなど、受益者負担の適正化を行います。 
 収入未済額の解消については、税はもとより、その他の債権についても債権等

管理条例を制定し各課の連携した取り組みを行うことにより収入未済額の解消

に努めます。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①自主財源の確保と税負担の公平性確保の観点から、課税客体の的確な把握

や滞納整理に向け専門チームを作るなどし、収入未済額の早期解消に努め

る。 
 ②使用料及び手数料について、長期にわたり改訂していないものや減免また

は無料としているものの精査を行い、受益と負担の公平性確保の観点から

適正化を図る。 
 ③受益者負担を見直す際は、明確な根拠を示し、住民に理解を求めることとし、

安易な料金改定は行わない。 
 ④ふるさと寄附の取組みを強化する。 
 ⑤職員駐車場の料金徴収を行う。 
 ⑥目的を失った基金については解消するなど整理を行う。 
 
 
（５）公営企業等の経営合理化の推進 

 
 平成２９年度に地方公営企業法の適用となった水道事業はもとより、下水道

事業についても、計画的かつ適切な投資を行い、経営の一層の効率化、健全化を

図るとともに、経費節減や業務の合理化・効率化に努めながら、独立採算性の原

則に基づく経営の確立を目指します。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①農業集落排水・公共下水道の供用開始地区内における加入促進を図るとと

もに、未供用地区においても、完成後の早期加入を促進する。 
 ②水道事業会計、その他特別会計については、事務事業の効率化や経費の見直
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し、また、受益者負担の適正化により繰出金の抑制を図り、企業会計の独立

性の原則に基づいて一層健全な経営に努める。 
 ③公共的団体等については、団体と密接な連携を堅持し、常に情報の公開等、

透明性を確保されるよう適切な行政関与に努める。 
 ④公共的団体等の経営状況の分析及び評価を行い、健全な経営に向けた改革･

改善について指導する。 
 
 
２．公共施設の管理運営等の見直し 

 
（１）施設の整理合理化 

 
 公共施設等総合管理計画に基づき、維持管理及び更新費用が高騰することが

見込まれる多くの公共施設について、施設ごとの施設調査票（施設カルテ）に基

づき将来に向けての長寿命化措置や統廃合などを踏まえた個別計画を作成し、

公共施設の多角的な利用と効率的な運営を進めるため整理合理化を行います。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①公共施設の建て替えを行う場合には、古い施設を解体するのか、残して地域

で活用を考えるのか、事前に十分な検討を行う。 
 ②施設整備にあたっては既存施設の有効活用を基本とし、施設の老朽度、利用

状況、代替・複合の可能性を検討する。 
 ③公共施設の整理統合を推進する。 
 
 
（２）施設のあり方の見直し 

 
 新たな公共施設の設置にあたっては、住民の意見や要望を聞くなど住民のニ

ーズを十分把握し、利用頻度、利用方法等を検討し必要以上に華美、過大になら

ないように設計段階からコストの縮減を心がけ、維持管理費を念頭に料金の設

定、管理運営方法等多面的な検討を行い、効率的で質の高い公共サービスの提供

に努めます。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①施設建設の場合、完成後の利用が想定される団体等に呼びかけ、意見・要望

を聴取し、これに基づいた設計を行う。 
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 ②予算や施設規模の上限を示して、その中で自由なアイディアを出し合うこ

とができるようなかたちを検討する。 
 ③将来的に使用見込みのない未利用地などの公有財産については、売却を含

めた検討を行う。 
 ④現在使用している借地の解消に努めるとともに、借地料についての見直し

を行う。 
 ⑤遊休地の造成等により価値を高め、売却や利用の推進を図る。 
 
 
（３）管理運営方法の見直し 

 
 公共施設の管理運営については、指定管理の可能性を検討するとともに、民

間・地域住民等の協力も仰ぎ、利用者の立場に立った管理運営を進め、住民サー

ビスの向上と運営の効率化を進めます。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①利用者の利便性向上をめざし、需要に応じた開館時間の見直しや利用手続

の簡素化を図る。 
 ②公用車の一元管理、借上車両の活用を検討し、総車両台数の整理とコストの

削減を図り、効果的な活用を推進する。 
 
 
３．組織・機構の見直し及び定員管理・給与等の適正化 

 
（１）組織・機構の見直し 

 
 国の制度への対応や町の重点施策の実施のため拡大傾向にある組織の規模は、

その進捗に伴う平準化により既存事務に統合すること、住民の利便性に配慮し

た上で事務処理の効率化を行うことにより、組織のスリム化を図ります。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①庁内機構については住民の利便性も考慮しつつ事務処理の効率化、組織の 

スリム化を推進する。 
 ②課長会議や企画調整会議を定期的に行い情報の共有化を図る。 
 ③公民館は地域活動の重要な拠点であることを踏まえつつ在り方を検討する。 
 ④消防団の定数について地域の実情と照らし合わせて、活動しやすい組織づ
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くりを行うと共に、出動実態に合わせた報酬の支払いを行う。 
 ⑤各種委員会の委員の適正人員の見直しを行い、日当については開催時期、時

間等考慮し適正な支払いを行う。 
 
 
（２）定員管理の適正化 

 
 人件費は支出の中で大きな割合を占め財政硬直化の大きな要因であるため、

事務事業及び組織・機構の見直し等と、定員適正化計画の定期的な見直しにより

適正化を図ります。 
 なお、職員の採用についてはその計画を公表するとともに、採用試験の内容や

経過などについての公表を行います。 
 また、定員管理にあっては、職員の年齢構成について将来にわたる年代間のひ

ずみに配慮するとともに類似団体の状況を踏まえ計画的に行います。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①職員の能力・専門性及び業務の内容や量の的確な把握に基づき、少数精鋭主

義に徹した職員数の管理に努める。 
 ②事務の多様化、技術の専門化に対応できるエキスパートの育成や人事の複

線化を図る。 
 ③定年退職者の再任用と新規採用者については事務事業の適正化を考慮し配

置する。 
 ④議員定数については適時、適正定数を考慮する。 
 
 
（３）給与制度の適正化 

 
 町政を円滑かつ効率的に運営していくためには、職員の資質の向上と士気の

高揚に努めることが人事管理の急務となっています。そのためには、職員研修を

充実し研修機会を増やすことと、現在の人事評価制度の確立と安定した運用が

必要であり、その早期実現に努めます。 
 また、職員給与、諸手当については、他の地方公共団体の状況等も参考に適正

な水準の維持に努めるとともに、適正、合理性を欠くものについては是正を行い

ます。 
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【求められている具体的な項目】 
 ①公務職場になじむ成果主義の在り方を検討する。 
 ②職員の人件費は、年齢だけでなく業務の困難性などを考慮して決定する。 
 ③人事評価制度については、評価するものによって評価にぶれが生じること

がないよう、評価の基準を明確にする。 
 ④総人件費を抑制するため、課の統廃合を含め機構のスリム化に努める。 
 ⑤職員給料、諸手当について、国や他の地方公共団体の状況等も参考にし、適

正な水準の維持に努めるとともに、適正、合理性を欠くものについては是正

を行う。 
 
 
４．公正・信頼性の確保と透明性の向上 

 
（１）住民参加・協働の推進 

 
 町民と行政がそれぞれ主体となって対等な関係と的確な役割分担により、共

に力を合わせてまちづくりを進めていく視点から改善を進めます。 
 そのため、行政の広範な分野をカバーするような住民自治組織や審議会の設

置、町民の声を行政に伝える広聴の充実、町民の行政参加を促進するための仕組

みづくり、各種提言について町政に反映させる仕組みづくりなどを行い、町民と

行政が連携し、役割を分担しながらまちづくりを推進していきます。 
 また、限られた財源の中では、全ての事業を従前どおり実施しながら新たな需

要に対応していくことは困難であり、時代の変化やそれに応じた役割分担の明

確化などの視点から、全ての事業を総点検し、施策の再構築を図る必要がありま

す。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①行政の広範な分野をカバーするような住民自治組織や審議会の設置など、

地域の声を行政に伝えていく広聴の充実を検討する。 
 ②住民と行政はそれぞれ主体的に行動し、お互いにパートナーとして連携し、

役割を分担しながらまちづくりを推進する。 
 ③町民の行政参加促進のための仕組み作りを行う。 
 ④若手職員や高校生、町民、あるいは大学と地域との関わりにより提案された

提言について、町の政策へ反映させる仕組み作りを行う。 
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（２）公正の確保・透明性の向上 

 
 地方分権や地方創生が推進され、とりわけ地区別戦略の取り組みは住民のま

ちづくりへの参加意識が高まっています。こうした状況においては、行政に公

平・公正性、透明性が一層求められ、町民と行政との間に情報の共有化さらに必

要となります。 
 町民参加の開かれた町政を進めるためには、町政の情報は全て町民との共有

財産であるという認識のもと情報公開を推進するとともに、行政監査の充実や

政策立案過程での町民との情報共有、行政手続きの簡素化、町民に対する説明責

任能力の向上を図ります。 
 

【求められている具体的な項目】 
 ①公共事業の発注、物品購入、業務委託等にあたっては関係法令に基づき公平

性・透明性を確保する。 
 
 
（３）町民への情報提供 

 
 行財政改善の推進にあたっては、その内容や進捗についての情報を積極的に

町民にわかりやすく提供し、その理解と協力を得ることが重要です。 
 町民の「知る権利」を保障する「邑南町情報公開条例」の運用の充実に努め、

情報を公開するための方法等について整備に努めます。 
 
【求められている具体的な項目】 
 ①広報紙、防災行政無線等の媒体にインターネットによるホームページや、電

子メールといった多様な情報提供体制を整備する。 
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第３ 行財政改善の進め方 

 

 （１）推進期間 

   行財政改善の推進期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間と

します。ただし、状況の変化や進捗によっては延長します。 

 

 （２）推進方法 

 行財政改善の推進にあたっては、行財政改善の進捗・評価等を踏まえ、毎

年度ローリングを行います。 

   また、邑南町行財政改善計画及び邑南町行財政改善実施計画の進捗・評価

等については、必要に応じ第三者委員会等を設置し意見を伺います。 

 

 （３）推進体制 

 副町長を本部長とした行財政改革推進本部において専任職員を配置し、全

庁的な取り組みとして推進します。 

  また、町全体の取り組みであることを踏まえ、邑南町議会とも協力しなが

ら相互理解と責任をもって推進していきます。 

 

 （４）具体的な取り組み 

   邑南町行財政改善計画に基づきその各項目について邑南町行財政改善実

施計画（注２）を作成し具体的に実行します。 

   まず、初年度の取り組みとしては、平成３２年度が期限となっています

「公共施設の管理運営等の見直し」と「組織・機構の見直し」について、そ

の方向性と作業スケジュールなど、また既に着手が決定しているものは具

体的な内容を明記した邑南町行財政改善実施計画を作成します。 

   なお、この２つの項目など計画（案）ができた邑南町行財政改善実施計画

は、今年度中に議会と協議の上、計画書として公表し、実行します。 
 

（注２）邑南町行財政改善実施計画 

     この邑南町行財政改善計画を具体的に実行するための計画で、６ペー

ジからの「第２ 行財政改善の重点事項」に掲げた各項目について、そ

れぞれ実行する内容、スケジュールを明記し実行するものです。また、

この実施計画においては、まず方向性とスケジュールを示し、具体的な

内容が決まれば実施計画に記載し実行しますので、追加・修正されるこ

ともあります。実施計画は項目ごとに作成しますので、項目により実施
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計画の作成時期は異なります。 

 

 （５）進行管理 

   総務課、企画財政課において進捗状況を調査・把握し、調整を図ります。 

   また、邑南町行財政改善計画及び邑南町行財政改善実施計画を町広報、ホ

ームページに掲載するとともに、その後の状況についても町政座談会等で報

告し、町民の理解と協力を得ながら推進します。 

 


