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平成２７年２月１６日

輪之内町長 木 野 隆 之 様

輪之内町行財政改革推進審議会

会 長 森 島 誠 也

輪之内町行財政改革大綱答申書

平成２６年１１月２８日に、町長から「輪之内町行財政改革大綱」の策定について諮問を受け、輪

之内町が作成した輪之内町行財政改革大綱（案）をもとに慎重に審議を重ね、ここに一定の結論を得

ることができたので、以下の内容により答申する。

１．答申事項について

行財政改革大綱における大綱（案）は、輪之内町第五次総合計画に掲げる基本理念を実現させる

うえで各種行政計画及び施策、事務事業の執行において、有効性・効率性・妥当性求めるための横

断的（横軸）役割を担っているものと認識している。

昨今の経済情勢や急速に進む少子高齢化社会など、地方の行政運営や財政運営を取り巻く環境は

大きく変化している。その状況下、今回策定されようとしている大綱（案）は、その課題を整理さ

れ、かつ財政面をよりクローズアップし、その対応策について明確化しようとする姿勢は評価でき

る。

審議会としては、審議の過程において、大綱（案）、行財政改革実施計画（案）に掲げるその課

題への対応策を住民側からの視点で審議してきた。

今後、厳しい行財政運営を強いられる環境の下、自治体間の競争的共存関係を構築するうえで、

付帯意見を付した項目については格段の配慮をされるよう強く要望する。

＜付帯意見＞

○○○○ 輪之内町行財政改革大綱輪之内町行財政改革大綱輪之内町行財政改革大綱輪之内町行財政改革大綱（（（（案案案案））））

第２章 行財政改革大綱の体系及び計画期間

１．行財政改革大綱の体系 ３頁

（１）基本理念

「自治体間競争において、生き残る方向性を見いだす」

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： 第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画にににに掲掲掲掲げるげるげるげる基本理念基本理念基本理念基本理念をををを実現実現実現実現させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、行財政改革計画行財政改革計画行財政改革計画行財政改革計画をををを行行行行うとうとうとうと

いうスタンスでいうスタンスでいうスタンスでいうスタンスで、、、、このこのこのこの「「「「自治体間競争自治体間競争自治体間競争自治体間競争においてにおいてにおいてにおいて、、、、生生生生きききき残残残残るるるる方向性方向性方向性方向性をををを見出見出見出見出すすすす」」」」のののの前前前前にににに、、、、

第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。
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第４章 行財政改革の推進のために

１．大綱の公表と周知

３．実施計画の取り組み状況の報告及び公表 ６頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： 行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革をををを推進推進推進推進するためにはするためにはするためにはするためには、、、、町民町民町民町民にににに対対対対してしてしてして改革改革改革改革のののの必要性必要性必要性必要性をををを充分充分充分充分にににに説明説明説明説明するするするする必必必必

要要要要があるほかがあるほかがあるほかがあるほか、、、、併併併併せてせてせてせて具体的具体的具体的具体的なななな改革改革改革改革にににに対対対対するするするする町民町民町民町民のののの意見意見意見意見をもをもをもをも充分充分充分充分にににに聴取聴取聴取聴取するするするする必要必要必要必要がががが

あるあるあるある。。。。

このためこのためこのためこのため、、、、改革改革改革改革についてのについてのについてのについての町民町民町民町民へのへのへのへの広報広報広報広報とととと町民町民町民町民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく体制体制体制体制のののの一層一層一層一層のののの強化強化強化強化にににに

努努努努められたいめられたいめられたいめられたい。。。。

第５章 行財政改革を遂行した５年後の目指す姿 ６頁

答申意見答申意見答申意見答申意見： 「： 「： 「： 「今回今回今回今回のののの行財政改革大綱行財政改革大綱行財政改革大綱行財政改革大綱ではではではでは、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保にににに努努努努めることでめることでめることでめることで弾力弾力弾力弾力

的的的的なななな財政運営財政運営財政運営財政運営をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、５５５５年後年後年後年後もまたもまたもまたもまた目指目指目指目指すではすではすではすでは、、、、単単単単なるなるなるなる継続継続継続継続にににに

過過過過ぎずぎずぎずぎず、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも消極的消極的消極的消極的なななな印象印象印象印象をををを受受受受けるのでけるのでけるのでけるので、、、、「「「「自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保にににに努努努努めることでめることでめることでめることで

弾力的弾力的弾力的弾力的にににに運営運営運営運営できるできるできるできる財政体質財政体質財政体質財政体質にににに改善改善改善改善するするするする」」」」旨旨旨旨にににに修正修正修正修正されたいされたいされたいされたい。。。。

○○○○ 輪之内町行財政改革実施計画輪之内町行財政改革実施計画輪之内町行財政改革実施計画輪之内町行財政改革実施計画（（（（案案案案））））

２．輪之内町行財政改革実施計画

第１章 行財政改革について

４．実施計画の変更 ７頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： 実践活動実践活動実践活動実践活動においてにおいてにおいてにおいて変更管理変更管理変更管理変更管理はははは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。実施計画実施計画実施計画実施計画をををを進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理、、、、検証検証検証検証することはすることはすることはすることは

良良良良いことであるがいことであるがいことであるがいことであるが、、、、あくまであくまであくまであくまで到達目標到達目標到達目標到達目標をクリアーすることでをクリアーすることでをクリアーすることでをクリアーすることで効果効果効果効果をををを上上上上げることにこげることにこげることにこげることにこ

だわりだわりだわりだわり（（（（定性的定性的定性的定性的なななな行動目標行動目標行動目標行動目標とととと異異異異なりなりなりなり、、、、結果結果結果結果がががが大事大事大事大事のののの想想想想いをいをいをいを込込込込めてめてめてめて）、）、）、）、「「「「いわずもがいわずもがいわずもがいわずもが

なななな」」」」かもかもかもかも知知知知れないがれないがれないがれないが、、、、以下下線部分以下下線部分以下下線部分以下下線部分をををを追加記載追加記載追加記載追加記載されたいされたいされたいされたい。。。。

このこのこのこの実施計画実施計画実施計画実施計画についてはについてはについてはについては、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・検証検証検証検証していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

（（（（追加追加追加追加））））

特特特特にににに、、、、定量的定量的定量的定量的なななな目標目標目標目標のののの未達未達未達未達のののの項目項目項目項目についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその変更事項変更事項変更事項変更事項をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、変更後変更後変更後変更後

のののの目標目標目標目標をををを粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく取組取組取組取組みみみみ達成達成達成達成しますしますしますします。。。。

またまたまたまた、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ものとします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ものとします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ものとします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ものとします。。。。

併併併併せてせてせてせて、、、、評価指標評価指標評価指標評価指標においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、定量的定量的定量的定量的（（（（定額定額定額定額））））目標目標目標目標をををを設定設定設定設定されされされされ、、、、評価評価評価評価がががが数値化数値化数値化数値化

されるされるされるされる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを導入導入導入導入されたいされたいされたいされたい。。。。

第３章 行財政改革実施項目の内容

第１節 事務事業の選択と集中

（１）事務事業の再編・整理、廃止・統合

１．事務事業の見直し

① 事務経費（経常経費）の節減 １３頁
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答申意見答申意見答申意見答申意見： 【： 【： 【： 【これからのこれからのこれからのこれからの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】のののの（（（（１１１１））））についてについてについてについて、、、、経常費比率経常費比率経常費比率経常費比率を７５を７５を７５を７５．．．．００００％％％％にににに抑抑抑抑えるべえるべえるべえるべ

くくくく更更更更なるなるなるなる見直見直見直見直しをしをしをしを進進進進めますめますめますめます。。。。」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、背景背景背景背景にににに、、、、再任用制度再任用制度再任用制度再任用制度のののの導入導入導入導入などなどなどなど人件費人件費人件費人件費のののの

高騰高騰高騰高騰がががが見込見込見込見込まれるのであればまれるのであればまれるのであればまれるのであれば、、、、そのそのそのその背景背景背景背景をはっきりとをはっきりとをはっきりとをはっきりと示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

② 地方公営企業の経営改善の推進

○ 下水道事業の効率的な運営 １５頁

答申意見答申意見答申意見答申意見： 【： 【： 【： 【これからのこれからのこれからのこれからの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】のののの（（（（２２２２））））中中中中、、、、接続率接続率接続率接続率５０５０５０５０％（％（％（％（平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度））））をををを目標目標目標目標にににに設設設設

定定定定してあるがしてあるがしてあるがしてあるが、、、、第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画ではではではでは平成平成平成平成３３３３３３３３年度年度年度年度に７０に７０に７０に７０％％％％とととと掲掲掲掲げてあるげてあるげてあるげてある。。。。目標設定目標設定目標設定目標設定

値値値値をををを再考再考再考再考されたいされたいされたいされたい。。。。

③ 輪之内町土地開発公社の経営健全化の推進 １６頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： 町発展町発展町発展町発展にはにはにはには、、、、人口増加人口増加人口増加人口増加はははは不可欠不可欠不可欠不可欠でありでありでありであり、、、、転入増加転入増加転入増加転入増加のためののためののためののための施策施策施策施策をををを展開展開展開展開されたいされたいされたいされたい。。。。

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、土地利用計画土地利用計画土地利用計画土地利用計画にににに掲掲掲掲げるげるげるげる住居系住居系住居系住居系とととと商業系商業系商業系商業系のののの積極的積極的積極的積極的なななな誘誘誘誘致致致致をををを町町町町としてとしてとしてとして推推推推

進進進進しししし、、、、併併併併せてせてせてせて、、、、意意意意図図図図的的的的にににに特定地特定地特定地特定地域域域域へのへのへのへの住居人口住居人口住居人口住居人口集集集集中中中中をををを図図図図られたいられたいられたいられたい。

そのためにそのためにそのためにそのために、、、、【【【【これからのこれからのこれからのこれからの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】にににに以下以下以下以下のののの記載記載記載記載をををを追加追加追加追加されたいされたいされたいされたい。。。。

（（（（３３３３））））第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画にににに示示示示すすすす土地利用土地利用土地利用土地利用構構構構想実現想実現想実現想実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、住居系住居系住居系住居系、、、、商業系商業系商業系商業系のそれのそれのそれのそれ

ぞぞぞぞれれれれ土地利用土地利用土地利用土地利用がががが実現実現実現実現できるできるできるできるよよよようにうにうにうに誘導誘導誘導誘導するするするする。。。。

第２節 アウトソーシングの推進

（１）民間委託等の推進

１．民間委託、嘱託化の推進

① 民間への委託業務計画の策定、推進 １８～１９頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： 給食給食給食給食セセセセンターのンターのンターのンターの民間民間民間民間へのへのへのへの業業業業務委託務委託務委託務委託についてについてについてについて、、、、異異異異をををを唱唱唱唱えるものではないがえるものではないがえるものではないがえるものではないが、、、、事業事業事業事業のののの

規模規模規模規模やややや将来将来将来将来のののの発展性発展性発展性発展性などをなどをなどをなどを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、民間民間民間民間企企企企業業業業がががが手手手手をををを挙挙挙挙げるかというとげるかというとげるかというとげるかというと現実的現実的現実的現実的にににに難難難難

しいとしいとしいとしいと思慮思慮思慮思慮するするするする。。。。

そのそのそのその代替案代替案代替案代替案としてとしてとしてとして、、、、これからこれからこれからこれから再任用再任用再任用再任用されるされるされるされる職員職員職員職員のののの方方方方々々々々（（（（行政行政行政行政のののの内内内内部事部事部事部事情情情情にににに詳詳詳詳しいしいしいしい

人人人人））））にそういったにそういったにそういったにそういった施設施設施設施設のののの運営運営運営運営をアをアをアをアウトソウトソウトソウトソーーーーシシシシンンンンググググしていくしていくしていくしていく方方方方法法法法でもでもでもでも採採採採らないらないらないらない限限限限りりりり、、、、

民間事業民間事業民間事業民間事業者者者者がががが事業事業事業事業参参参参入入入入してくるしてくるしてくるしてくる状況状況状況状況はははは現現現現在在在在ではではではでは無無無無理理理理ののののよよよようなうなうなうな気気気気がするがするがするがする。。。。

導入導入導入導入にににに向向向向けてのけてのけてのけての検検検検討討討討するにはするにはするにはするには、、、、あるあるあるある程程程程度年数度年数度年数度年数をををを決決決決めてめてめてめて取取取取りかかられたいりかかられたいりかかられたいりかかられたい。。。。

ただただただただ、、、、冒頭冒頭冒頭冒頭にににに記載記載記載記載したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、給食給食給食給食セセセセンターのンターのンターのンターの民間民間民間民間委託委託委託委託についてについてについてについて異異異異をををを唱唱唱唱えるものえるものえるものえるもの

ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、実施実施実施実施されるときにはされるときにはされるときにはされるときには、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな意見意見意見意見はあはあはあはあろろろろうがうがうがうが、、、、覚悟覚悟覚悟覚悟をををを決決決決めてめてめてめて実実実実

施施施施するというするというするというするという強強強強いいいい意意意意志志志志をもってをもってをもってをもって推進推進推進推進されたいされたいされたいされたい。。。。

第３節 行政内部システムの整備

（１）行政評価制度の継続

１．庁内における行政評価制度の継続

② 外部評価制度の導入 ２２頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： ５５５５年間年間年間年間かけてかけてかけてかけて外外外外部評価制度部評価制度部評価制度部評価制度のののの導入導入導入導入をををを検検検検討討討討するするするする計画計画計画計画であるがであるがであるがであるが、、、、遅遅遅遅くてもくてもくてもくても第第第第１１１１年次年次年次年次

中中中中にはにはにはには組組組組織織織織体制体制体制体制をををを確確確確立立立立するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思慮思慮思慮思慮するするするする。。。。

またまたまたまた、、、、事業事業事業事業個別個別個別個別評価評価評価評価にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、結果結果結果結果をををを想定想定想定想定してのしてのしてのしての恣恣恣恣意的意的意的意的なななな評価評価評価評価にならないにならないにならないにならない
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よよよようううう充分充分充分充分留留留留意意意意するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、評価結果評価結果評価結果評価結果についてはについてはについてはについては真摯真摯真摯真摯にとらえにとらえにとらえにとらえ、、、、着着着着実実実実にににに実行実行実行実行（（（（特特特特

にににに、、、、廃止廃止廃止廃止・・・・休止休止休止休止、、、、縮小等縮小等縮小等縮小等））））されたいされたいされたいされたい。。。。

（３）公共施設の長寿命化

１．公共施設のストック管理・運用

① 公共施設等総合管理計画の策定 ２８頁

② 公共施設等総合管理計画の管理・運用 ２９頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： ２２２２年間年間年間年間でででで計画計画計画計画をををを策定策定策定策定するというするというするというするという計画計画計画計画になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、あるあるあるある程程程程度具体化度具体化度具体化度具体化したしたしたした計画計画計画計画でででで

議論議論議論議論されたいされたいされたいされたい。。。。（（（（概概概概念的念的念的念的なななな計画計画計画計画ではではではでは漠然漠然漠然漠然としてとしてとしてとしてピピピピンとこないとンとこないとンとこないとンとこないと思思思思うううう。。。。））））

きっきっきっきっちちちちりしたりしたりしたりした現現現現状把握状把握状把握状把握とととと具体的具体的具体的具体的なななな方策方策方策方策（（（（数数数数字等字等字等字等をををを示示示示してのしてのしてのしての今後今後今後今後のののの予予予予定定定定等等等等））））をををを示示示示ささささ

れたいれたいれたいれたい。。。。

よよよよくくくく住民住民住民住民ののののニニニニーーーーズズズズをををを捉捉捉捉えてえてえてえて云々云々云々云々とととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、良良良良いいいい格好格好格好格好してしてしてして総総総総花花花花的的的的なななな計画計画計画計画をををを創創創創るるるる

時代時代時代時代はははは完全完全完全完全にににに終終終終わっているわっているわっているわっている。。。。

今後今後今後今後はははは、、、、財政的財政的財政的財政的根拠根拠根拠根拠をををを明確明確明確明確にににに示示示示しししし、、、、「「「「選択選択選択選択とととと集集集集中中中中ででででややややるるるる」」」」ということをということをということをということを勇気勇気勇気勇気をもをもをもをも

ってってってって言言言言えるかがえるかがえるかがえるかが問問問問われているとわれているとわれているとわれていると思慮思慮思慮思慮するするするする。。。。

第４節 身の丈にあった財政運営

（２）歳入の確保

１．自主財源確保に向けた取り組み

⑤ その他の自主財源確保施策の導入 ３８頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： 各各各各自治体自治体自治体自治体がががが実施実施実施実施しているしているしているしている施策施策施策施策例例例例にはにはにはには、、、、輪之内輪之内輪之内輪之内町町町町とのとのとのとの「「「「規模規模規模規模」」」」とのとのとのとの関関関関係係係係でででで実行実行実行実行はもはもはもはも

ちろんちろんちろんちろん、、、、議論議論議論議論ののののテテテテーーーーブルブルブルブルにににに上上上上げることもげることもげることもげることも困難困難困難困難であるであるであるである内容内容内容内容もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、「「「「出出出出来来来来ないことないことないことないこと

のののの理理理理由由由由」」」」をををを考考考考えるのではなくえるのではなくえるのではなくえるのではなく、、、、「「「「どうすればどうすればどうすればどうすれば出出出出来来来来るかるかるかるか」」」」をををを考考考考えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない時時時時

期期期期にににに来来来来ているとているとているとていると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。

リスクがリスクがリスクがリスクが少少少少ないとないとないとないと思思思思われることからわれることからわれることからわれることから「「「「まずはまずはまずはまずはややややってみるってみるってみるってみる」」」」チャレチャレチャレチャレンンンンジジジジ精神精神精神精神をををを前前前前にににに

出出出出しししし、、、、「「「「元気元気元気元気あるあるあるある輪之内輪之内輪之内輪之内町町町町」」」」をををを出出出出しながらしながらしながらしながら実践実践実践実践されたいされたいされたいされたい。。。。

（３）受益者負担の適正化

１．使用料及び手数料の見直し

① 使用料及び手数料の見直し ４２頁

答申意見答申意見答申意見答申意見：：：： 使使使使用用用用料料料料についてはについてはについてはについては、、、、稼働時稼働時稼働時稼働時間間間間等等等等をををを勘案勘案勘案勘案することすることすることすることやややや、、、、各各各各施設施設施設施設毎毎毎毎ののののココココスススストトトト計計計計算算算算のうえのうえのうえのうえ、、、、

全全全全体的体的体的体的にににに見直見直見直見直しをしをしをしを図図図図られたいられたいられたいられたい。。。。

尚、付帯意見としては上記の通りであるが、審議会において出された意見・要望事項等（別添）に

ついては、財政的負担並びに費用対効果を考慮され、実行に向けて鋭意努力されたい。
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添付資料

輪之内町行財政改革審議会で出された意見・要望事項等

（答申における付帯意見以外）

平成２７年２月１６日

輪之内町行財政改革推進審議会
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○○○○ 輪之内町行財政改革大綱輪之内町行財政改革大綱輪之内町行財政改革大綱輪之内町行財政改革大綱（（（（案案案案））））

第４章 行財政改革の推進のために

４．推進体制 ６頁

意見意見意見意見：：：： 改革推進改革推進改革推進改革推進のためにはのためにはのためにはのためには、、、、町町町町議会議会議会議会のののの理理理理解解解解とととと協協協協力力力力がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。このためこのためこのためこのため、、、、町町町町議会内議会内議会内議会内にににに行行行行

財政改革財政改革財政改革財政改革にかかるにかかるにかかるにかかる推進推進推進推進やややや調査調査調査調査をををを担当担当担当担当するするするする委員会委員会委員会委員会（（（（仮称仮称仮称仮称））））をををを設設設設けけけけ推進体制推進体制推進体制推進体制のののの強化強化強化強化をををを図図図図るるるる必必必必

要要要要があるがあるがあるがある。。。。（（（（町町町町議会内議会内議会内議会内にににに行財政改革推進行財政改革推進行財政改革推進行財政改革推進委員会委員会委員会委員会（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの創創創創設設設設））））

○○○○ 輪之内町行財政改革実施計画輪之内町行財政改革実施計画輪之内町行財政改革実施計画輪之内町行財政改革実施計画（（（（案案案案））））

第３章 行財政改革実施項目の内容

第１節 事務事業の選択と集中

（１）事務事業の再編・整理、廃止・統合

② 上水道事業の今後の将来計画 １４頁

意見意見意見意見：：：： 取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をみるとをみるとをみるとをみると、、、、５５５５年間年間年間年間のののの計画計画計画計画にしてはにしてはにしてはにしては小規模小規模小規模小規模なななな計画計画計画計画ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。

予算予算予算予算のののの問題等問題等問題等問題等からからからから、、、、このこのこのこの程程程程度度度度のののの事業事業事業事業しかしかしかしか実施実施実施実施できないのかできないのかできないのかできないのか。。。。

またまたまたまた、、、、取組取組取組取組内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、第第第第１１１１年次年次年次年次○○○○○○○○○○○○、、、、第第第第２２２２年次年次年次年次△△△△△△△△△△△△、、、、ののののよよよようにうにうにうに具体的具体的具体的具体的にににに記載記載記載記載

できないかできないかできないかできないか。。。。

第２節 アウトソーシングの推進

（１）民間委託、嘱託化の推進

① 民間への委託業務計画の策定、推進 １８頁

意見意見意見意見：：：： アアアアウトソウトソウトソウトソーーーーシシシシンンンンググググのののの推進推進推進推進にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、賛賛賛賛成成成成するがするがするがするが、、、、業業業業者者者者にににに任任任任せっせっせっせっぱぱぱぱなしはなしはなしはなしはダメダメダメダメ。。。。

必必必必ずずずず役場職員役場職員役場職員役場職員がががが内容内容内容内容をををを知知知知っているっているっているっている必要必要必要必要がありがありがありがあり。。。。住民住民住民住民からからからから問問問問いいいい合合合合わせがあったわせがあったわせがあったわせがあった場場場場合合合合、、、、知知知知りまりまりまりま

せせせせんんんんとかとかとかとか業業業業者者者者にににに聞聞聞聞いてくださいはいてくださいはいてくださいはいてくださいは、、、、ダメダメダメダメ。。。。（（（（職員職員職員職員のののの意意意意識識識識改革改革改革改革ともともともとも関連関連関連関連しますがしますがしますがしますが））））

第３節 行政内部システムの整備

（４）未利用財産の有効活用・売却促進

１．未利用公共財産の洗い出し

① 普通財産における未利用財産の洗い出し ３０頁

② 未利用財産の有効活用・売却促進 ３２頁

意見意見意見意見： 「： 「： 「： 「実質未利用財実質未利用財実質未利用財実質未利用財産産産産、、、、用用用用途廃止途廃止途廃止途廃止可可可可能能能能財財財財産産産産」」」」のののの有有有有効活用効活用効活用効活用についてはについてはについてはについては、、、、第第第第三者機三者機三者機三者機関関関関のののの意見意見意見意見をををを取取取取

りりりり入入入入れることもれることもれることもれることも考考考考慮慮慮慮しししし、、、、期限期限期限期限をををを設設設設けけけけ議論議論議論議論・・・・実行実行実行実行していくしていくしていくしていく「「「「強強強強いいいい意意意意識識識識」」」」をまずをまずをまずをまず持持持持つことがつことがつことがつことが必必必必

要要要要ではないかではないかではないかではないか？？？？

他他他他自治体財自治体財自治体財自治体財産産産産活用活用活用活用例例例例のののの紹介紹介紹介紹介がががが記載記載記載記載されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、人口人口人口人口やイやイやイやインンンンフラフラフラフラ整備状況整備状況整備状況整備状況がががが大大大大きくきくきくきく異異異異

なるなるなるなる自治体自治体自治体自治体のののの成成成成功例功例功例功例をををを参参参参考考考考にするのはにするのはにするのはにするのは若干抵抗若干抵抗若干抵抗若干抵抗があるがあるがあるがある。。。。

輪之内輪之内輪之内輪之内町民町民町民町民をををを中中中中心心心心にににに活用活用活用活用させるのかさせるのかさせるのかさせるのか？？？？、、、、外外外外部部部部へのへのへのへの譲渡譲渡譲渡譲渡やややや貸付貸付貸付貸付でででで公有公有公有公有的的的的にににに活用活用活用活用させるのかさせるのかさせるのかさせるのか？？？？

のののの方向性方向性方向性方向性だけでもだけでもだけでもだけでも早急早急早急早急にまずはにまずはにまずはにまずは提起頂提起頂提起頂提起頂きききき、、、、そのそのそのその中中中中でででで議論議論議論議論をををを深深深深めてめてめてめて行行行行くことからくことからくことからくことから始始始始めるめるめるめる必要必要必要必要
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があるがあるがあるがある。。。。

意見意見意見意見：：：： 早期売却早期売却早期売却早期売却がががが困難困難困難困難なななな財財財財産産産産についてについてについてについて、、、、法令法令法令法令にににに反反反反しないしないしないしない範囲範囲範囲範囲でででで一一一一時時時時的的的的にににに有償貸付有償貸付有償貸付有償貸付しししし、、、、収収収収入入入入のののの確確確確

保保保保につなげるにつなげるにつなげるにつなげる方策方策方策方策はははは考考考考えれないかえれないかえれないかえれないか。。。。

意見意見意見意見：：：： 具体策具体策具体策具体策としてとしてとしてとして、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電事業事業事業事業者者者者へのへのへのへの売却売却売却売却、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは貸与貸与貸与貸与でででで検検検検討討討討できないのかできないのかできないのかできないのか？？？？

自動自動自動自動販売機販売機販売機販売機（（（（飲料飲料飲料飲料、、、、たばこなどたばこなどたばこなどたばこなど））））のののの設設設設置置置置をををを業業業業者者者者にににに提案提案提案提案できないかできないかできないかできないか？？？？

広広広広告看板告看板告看板告看板のののの設設設設置置置置（（（（賃料収賃料収賃料収賃料収入入入入））））

第４節 身の丈にあった財政運営

（１）財政の健全化

１．公債費の増嵩抑制

① 財政シミュレーションの継続 ３４頁

意見意見意見意見： 「： 「： 「： 「実質実質実質実質公債公債公債公債費比率費比率費比率費比率」」」」のののの「「「「意意意意義義義義」」」」についてのについてのについてのについての詳詳詳詳しいしいしいしい説明説明説明説明がががが必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。

「「「「予予予予想値想値想値想値１１１１８８８８％％％％未未未未満満満満」」」」をををを維持維持維持維持出出出出来来来来ないないないない場場場場合合合合のののの町政運営町政運営町政運営町政運営のののの問題点問題点問題点問題点をををを示示示示すなかですなかですなかですなかで、、、、１１１１８８８８％％％％をををを

超超超超過過過過しないためのしないためのしないためのしないための公債公債公債公債費抑制費抑制費抑制費抑制のののの必要性必要性必要性必要性・・・・重要性重要性重要性重要性をををを「「「「シミュレシミュレシミュレシミュレーーーーショショショションのンのンのンの継続継続継続継続」」」」のののの「「「「これかこれかこれかこれか

らのらのらのらの取組取組取組取組」」」」のなかにのなかにのなかにのなかに記載記載記載記載されたいされたいされたいされたい。。。。

意見意見意見意見：：：： 新新新新発発発発債債債債のののの発行発行発行発行をををを加加加加味味味味していないしていないしていないしていない数値数値数値数値のためのためのためのため、、、、実実実実態態態態とかけとかけとかけとかけ離離離離れたれたれたれた数値数値数値数値になっているのではになっているのではになっているのではになっているのでは

ないかないかないかないか。。。。新新新新発発発発債債債債をををを加加加加味味味味したしたしたした数値数値数値数値にににに修正修正修正修正されたいされたいされたいされたい。。。。

（２）歳入の確保

１．自主財源確保に向けた取り組み

③ 民間広告料の確保

意見意見意見意見：：：： 町町町町がががが作作作作成成成成するするするする「「「「封筒封筒封筒封筒」」」」にににに広広広広告告告告ススススペペペペースをースをースをースを設設設設けけけけ、、、、民間民間民間民間企企企企業業業業へのへのへのへの広広広広告募集告募集告募集告募集をををを検検検検討討討討されたいされたいされたいされたい。。。。

デマデマデマデマンンンンドバドバドバドバスのスのスのスのババババスススス停停停停、、、、町町町町所有所有所有所有施設施設施設施設へのへのへのへの広広広広告告告告ススススペペペペースースースース設設設設置置置置とととと「「「「広広広広告募集告募集告募集告募集」」」」のののの看板看板看板看板のののの設設設設置置置置

をををを検検検検討討討討されたいされたいされたいされたい。。。。

④ ふるさと応援寄附金制度の積極的なＰＲ

意見意見意見意見：：：： 町町町町ＨＰＨＰＨＰＨＰはははは、、、、文字情文字情文字情文字情報報報報ばかりのためばかりのためばかりのためばかりのため、、、、町町町町のののの魅魅魅魅力力力力をををを視覚視覚視覚視覚にににに訴訴訴訴えるつくりにできないかえるつくりにできないかえるつくりにできないかえるつくりにできないか。。。。

（（（（こここそこここそこここそこここそ輪之内輪之内輪之内輪之内町町町町らしさがらしさがらしさがらしさが表表表表現現現現できるのではできるのではできるのではできるのでは？？？？））））

意見意見意見意見：：：： バナバナバナバナーーーー広広広広告告告告のののの獲得獲得獲得獲得はははは、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと応援寄附金応援寄附金応援寄附金応援寄附金制度制度制度制度ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ効果効果効果効果にもにもにもにも繋繋繋繋がるとがるとがるとがると考考考考えるえるえるえる。。。。

ククククレジットカレジットカレジットカレジットカーーーードドドドがががが決済決済決済決済ができるができるができるができるよよよようにされたいうにされたいうにされたいうにされたい。。。。

比比比比較較較較ササササイトイトイトイトへのへのへのへの売売売売りりりり込込込込みなどのみなどのみなどのみなどのＰＲＰＲＰＲＰＲにににに努努努努められたいめられたいめられたいめられたい。。。。

景景景景品品品品のののの充実充実充実充実（（（（町町町町内内内内業業業業者者者者がががが扱扱扱扱うううう商商商商品品品品。。。。地地地地元産元産元産元産品品品品のののの PRにもなるにもなるにもなるにもなる））））にににに努努努努められたいめられたいめられたいめられたい。。。。

取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい業業業業者者者者のののの指定制度指定制度指定制度指定制度をををを創創創創設設設設できないかできないかできないかできないか。。。。

目標額目標額目標額目標額のののの設定設定設定設定（（（（５５５５年間年間年間年間で３００で３００で３００で３００万円万円万円万円））））をををを再考再考再考再考されたいされたいされたいされたい。。。。

（４）補助金・負担金の適正化
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１．補助金の見直し

① 団体補助金等の見直し

意見意見意見意見：：：： 補助補助補助補助金等金等金等金等のののの削減削減削減削減についてはについてはについてはについては、、、、相相相相当当当当のののの抵抗抵抗抵抗抵抗がががが予予予予想想想想されるされるされるされる。。。。従従従従ってってってって、、、、あらかあらかあらかあらかじじじじめめめめ補助補助補助補助対象対象対象対象とととと

しないしないしないしない事業事業事業事業内容内容内容内容をををを明確明確明確明確にしてにしてにしてにして、、、、事前事前事前事前にににに関関関関係係係係団団団団体体体体にににに知知知知らせることにらせることにらせることにらせることによよよよりりりり、、、、町町町町のののの補助補助補助補助にににに依存依存依存依存しししし

ないないないない団団団団体運営体運営体運営体運営をををを促促促促すすすす必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

またまたまたまた、、、、町町町町担当担当担当担当課課課課においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、補助補助補助補助対象対象対象対象としないとしないとしないとしない事業事業事業事業内容内容内容内容やややや決算状況等決算状況等決算状況等決算状況等をををを文文文文書書書書でででで徴求徴求徴求徴求しししし、、、、

的確的確的確的確なななな査査査査定定定定をををを実施実施実施実施するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

従従従従ってってってって、、、、以下下線部分以下下線部分以下下線部分以下下線部分をををを追加追加追加追加されたいされたいされたいされたい。。。。

（１１１１））））平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに策定策定策定策定した・・・・・・・・・・した・・・・・・・・・・した・・・・・・・・・・した・・・・・・・・・・財政財政財政財政担当担当担当担当課課課課でででで査査査査定定定定しますしますしますします。。。。

なおなおなおなお、、、、一一一一般補助般補助般補助般補助についてはについてはについてはについては、、、、次次次次のののの経費経費経費経費についてについてについてについて補助補助補助補助対象対象対象対象としないとしないとしないとしない。。。。

またまたまたまた、、、、補助補助補助補助率率率率についてはについてはについてはについては町町町町のののの財政財政財政財政状況状況状況状況にににに応応応応じじじじてててて毎毎毎毎年変更年変更年変更年変更するするするする。。。。

〈〈〈〈例例例例示示示示〉〉〉〉

①①①① 会議会議会議会議費費費費やややや事事事事務務務務費費費費等等等等のののの本本本本来来来来団団団団体体体体等等等等のののの自自自自己己己己財源財源財源財源でででで賄賄賄賄うべきうべきうべきうべき経費経費経費経費。。。。

②②②② 交際交際交際交際費費費費、、、、慶弔慶弔慶弔慶弔費費費費、、、、飲食飲食飲食飲食費費費費等等等等補助補助補助補助事業事業事業事業にににに直接関直接関直接関直接関係係係係しないしないしないしない運営経費運営経費運営経費運営経費。。。。

③③③③ 宿泊宿泊宿泊宿泊をををを伴伴伴伴うううう視視視視察察察察やややや慰労慰労慰労慰労的的的的なななな経費経費経費経費。。。。

④④④④ １００１００１００１００％％％％のののの高率高率高率高率補助補助補助補助についてはについてはについてはについては、、、、毎毎毎毎年年年年５５５５％％％％をををを削減削減削減削減しししし、、、、５５５５年間年間年間年間で７５で７５で７５で７５％％％％のののの補助補助補助補助率率率率

になるまでになるまでになるまでになるまで削減削減削減削減するするするする。。。。

⑤⑤⑤⑤ 内内内内部部部部留留留留保保保保（（（（預預預預金金金金やややや繰越繰越繰越繰越金等金等金等金等））））をををを有有有有しているしているしているしている団団団団体体体体についてはについてはについてはについては、、、、内内内内部部部部留留留留保額保額保額保額超超超超えなえなえなえな

いいいい事業費事業費事業費事業費。。。。

意見意見意見意見：：：： 老老老老人人人人ククククラブラブラブラブ加入年加入年加入年加入年齢齢齢齢をををを現行現行現行現行のののの６６６６００００歳歳歳歳以上以上以上以上からからからから６６６６５５５５歳歳歳歳以上以上以上以上にににに変更変更変更変更してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか

様様様様々々々々なななな地地地地域域域域でででで、、、、老老老老人人人人ククククラブラブラブラブへのへのへのへの団団団団体体体体補助補助補助補助金金金金がががが見直見直見直見直しされているしされているしされているしされている情情情情報報報報があるがあるがあるがある。。。。

（（（（民間民間民間民間企企企企業業業業のののの退退退退職職職職年年年年齢齢齢齢もももも６６６６００００歳歳歳歳～～～～→６→６→６→６５５５５歳歳歳歳にににに変更変更変更変更していくしていくしていくしていく企企企企業業業業もももも多多多多くなってきているくなってきているくなってきているくなってきている。。。。））））

意見意見意見意見：：：： 補助補助補助補助金金金金をををを含含含含めめめめ、、、、女女女女性性性性防火防火防火防火ククククラブラブラブラブのののの在在在在りりりり方方方方をををを検検検検討討討討してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。

現現現現在在在在、、、、若若若若いいいい女女女女性性性性のののの中中中中でででで一一一一番嫌番嫌番嫌番嫌なことはなことはなことはなことは、、、、女女女女性性性性防火防火防火防火ククククラブラブラブラブにににに入入入入ることがることがることがることが一一一一番嫌番嫌番嫌番嫌だとだとだとだと良良良良くくくく聞聞聞聞

くくくく。。。。もうもうもうもう少少少少しししし、、、、地地地地域域域域にににに密密密密着着着着したしたしたした女女女女性性性性防火防火防火防火ククククラブラブラブラブであってであってであってであって欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。

意見意見意見意見：：：： 輪之内輪之内輪之内輪之内町町町町議会議員議会議員議会議員議会議員のののの定数定数定数定数についてについてについてについて、、、、現行現行現行現行９９９９名名名名をををを８８８８名名名名にににに定数定数定数定数削減削減削減削減されたらどうかされたらどうかされたらどうかされたらどうか


