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平成 29 年 7 月 27 日 

府中町行政改革推進本部 

 

 

第４次行政改革大綱及び行政改革プランの総括について 

 

 

本町では、府中町第３次総合計画における府中町の将来像「ひとがきらめき まちが輝く 

オアシス都市 あきふちゅう」の実現に向けて、さらなる行政改革を進めるため、平成 23

年 2月に第４次府中町行政改革大綱を策定しました。 

この大綱では、「～さらなる改革～ 活力のあるまちを目指して」を目標とし、その目標

を実現するため、改革に向けた「３つの視点」と、３つの視点に基づき改革を着実に進め

るための「７つの重点事項」を掲げました。 

また、併せて、第４次府中町行政改革大綱の実行計画として、府中町行政改革プランを

策定しました。 

このプランにより、「３つの視点」と「７つの重点事項」に基づく年次ごとの具体的な取

組み・成果目標を明確にし、取組みを進めました。 

行政改革プランの取組期間は、平成 22年度から平成 27年度までの６年間とし、前期を

平成 22年度から平成 24年度までの３年間、後期を平成 25年度から平成 27年度までの３

年間としました。 

なお、前期終了時には、社会経済情勢や住民ニーズの変化を踏まえ、取組みの見直しを

行いました。 

 

目標 ３つの視点 ７つの重点事項 

～さらなる改革～ 

活力のあるまちを
目指して 

住民本位による行政サービス
の提供 

住民にとってよりよい 

行政サービスの提供 

積極的な情報提供と 

説明責任の遂行 

多様な主体との連携による 

まちづくりの推進 

民間活力の活用 

協働の推進 

効率的で柔軟な組織、体制の
確立と財政運営の健全化 

適正な事業計画と執行 

行政経営システムの整備 

経営視点に立った財政運営 
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１ 行政改革プランの取組結果 

 

（1）重点事項別達成率 

視点１ 住民本位による行政サービスの提供 

重点事項 項目数 
前期 

達成率 

後期 

達成率 

総括評価 

達成率 

１ 住民にとってよりよい 
行政サービスの提供 

10 
75.0％ 

（6/8） 

50.0％ 

（3/6） 

70.0％ 

（7/10） 

２ 積極的な情報提供と説明責任 
の遂行 

6 
66.7％ 

（4/6） 

100.0％ 

（3/3） 

100.0％ 

（6/6） 

視点２ 多様な主体との連携によるまちづくりの推進 

重点事項 項目数 
前期 

達成率 

後期 

達成率 

総括評価 

達成率 

３ 民間活力の活用 9 
85.7％ 

（6/7） 

100.0％ 

（7/7） 

88.9％ 

（8/9） 

４ 協働の推進 6 
50.0％ 

（2/4） 

50.0％ 

（3/6） 

50.0％ 

（3/6） 

視点３ 効率的で柔軟な組織、体制の確立と財政運営の健全化 

重点事項 項目数 
前期 

達成率 

後期 

達成率 

総括評価 

達成率 

５ 適正な事業計画と執行 11 
90.0％ 

（9/10） 

75.0％ 

（3/4） 

90.9％ 

（10/11） 

６ 行政経営システムの整備 23 
55.0％ 

（11/20） 

68.8％ 

（11/16） 

73.9％ 

（17/23） 

７ 経営視点に立った財政運営 15 
58.3％ 

（7/12） 

72.7％ 

（8/11） 

80.0％ 

（12/15） 

合計 

－ 項目数 
前期 

達成率 

後期 

達成率 

総括評価 

達成率 

合計 80 
67.2％ 

（45/67） 

71.7％ 

（38/53） 

78.8％ 

（63/80） 

※達成率の括弧書きは、（ 目的を達成した項目数 / 取組み項目数 ）です。 

※前期と後期を継続実施した取組みが 40項目あるため、前期と後期の項目数の合計は

総括評価の項目数と一致しません。 
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２ 財政効果 

 

（1）経費削減等の歳出削減 

取組み事項 財政効果額 備考 

南保育所（公立保育所）の廃止及び民設民営の認定
こども園の開園 

146,358  

学校給食調理等業務民間委託 84,759  

学校管理運営費の削減 17,408  

適正なＩＣＴ調達プロセスの確保 41,336  

持ち込みごみに係る業務の委託 31,586  

時間外勤務の縮減 76,988  

退職手当等の見直し 85,495  

敬老事業の見直し 46,947  

事業用地の活用による駐車場に対する減収補償金
の抑制 

19,980  

府中町児童手当の廃止及び府中町ひとり親家庭等
入学祝金支給制度の制定 

13,639  

定員管理の適正化 189,000  

ＩＣＴコストの削減 13,947  

ジェネリック医薬品の普及促進 68,095  

上記以外の歳出削減項目 25,468 10 項目 

合計 861,006 23 項目 

（単位：千円） 

（2）歳入確保等の歳入増額 

取組み事項 財政効果額 備考 

町税収納率向上対策の推進 110,815  

国民健康保険税収納率向上対策の実施 127,885  

公有財産の売却及び有効活用 1,012,204  

土地区画整理事業施行地区内の町有地売却 108,653  

国民健康保険税の税率改定 80,997  

上記以外の歳入増額項目 5,649 3 項目 

合計 1,446,203 8 項目 

（単位：千円） 
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3 総括評価 

 

前期取組みの評価は、67項目中 45項目の達成（達成率 67.2％）となりました。 

７つの重点事項のうち、過半の４事項が達成率 70％未満であり、後期取組みに向けて

さらなる取組みの強化が課題となりました。 

後期取組みの評価は、53項目中 38項目の達成（達成率 71.7％）となりました。 

取組みの強化により、達成率を前期から 4.5ポイント上昇させることができました。 

全期間の取組みの評価は、80項目中 63項目の達成（達成率 78.8％）となりました。 

前期で達成することができなかった取組みのうち９項目は、後期において取組みを強

化して実施した結果、達成となりました。 

重点事項ごとの達成率は、「積極的な情報提供と説明責任の遂行」及び「適正な事業計

画と執行」は 90％を超え、さらに４事項が 70.0～88.9％となりましたが、「協働の推進」

のみ 50.0％と低い結果でした。 

 

 

 

４ 「３つの視点」、「７つの重点項目」に基づく評価 

 

（1）住民本位による行政サービスの提供 

① 住民にとってよりよい行政サービスの提供 

【取組みの方向】 

住民の行政サービスに対する満足度を調査するなど、住民ニーズを的確に把握す

ることにより、住民の立場に立ち、住民が求める行政サービスを提供できるように

努めます。 

【主な取組み】（プラン番号、担当課） 

・研修等の実施により、職員の接遇マナーを向上させました。（№1-1 職員課） 

・つばきバスの年末年始の運行を開始し、利便性を向上させました。（№1-3 総務課） 

・ふちゅう情報プラザつばき館において、町税等の収納事務及び戸籍証明書の交付

事務を開始し、利便性を向上させました。（№1-4 住民課） 

・各種申請における住民の負担を軽減させるため、電子申請システムの活用を推進

しましたが、電子申請で完結する手続きが少ないなどの課題が明らかになりました。

（№1-5 総務課、関係課） 

・福祉事務所の設置により、生活保護等の事務の迅速な処理が可能となりました。

（№1-9 福祉課） 
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② 積極的な情報提供と説明責任の遂行 

【取組みの方向】 

町政の公正・透明性を確保するためには、行政に関する情報の公開・提供が不可

欠です。住民が町政に関する情報を気軽に得ることができるように、積極的な情報

提供に努めるとともに、説明責任を果たすような仕組みの構築を目指します。 

【主な取組み】（プラン番号、担当課） 

・町ホームページの更新や教育委員会ホームページの整理統合等を行い、行政情報

取得の利便性を向上させました。（№2-2 総務課） 

・マスコミ（新聞社等）への行政情報の提供に関するマニュアルを作成し、情報発

信と説明責任を果たすための仕組みを構築しました。（№2-3 総務課） 

・町の計画や条例を定めようとする際に住民から意見・情報を募集する手続き（パ

ブリックコメント制度）を導入しました。（№2-4 総務課） 

・教育委員会議の議事録をホームページに公開し、教育委員会の意思決定に係る透

明性を向上させました。（№2-6 教育委員会総務課） 

 

 

（2）多様な主体との連携によるまちづくりの推進 

③ 民間活力の活用 

【取組みの方向】 

行政が担うべき事業範囲の見直しを行い、民間の知識やノウハウを活用したサー

ビスの向上やコスト縮減につながるものについては、民間にゆだねるという考え方

のもと、民間活力の活用を推進します。 

また、民間委託を継続するものについても、事業の委託範囲や委託方法、費用な

ど委託内容の適正化を図ります。 

【主な取組み】（プラン番号、担当課） 

・公立保育所を廃止するとともに民設民営の認定子ども園を誘致し、保育所運営費

の削減と保育定員の確保を両立させました。（№3-1 子育て支援課） 

・小中学校の給食調理員の業務を民間委託し、給食調理業務に係る経費を削減しま

した。（№3-2 教育委員会総務課） 

・電話による滞納者への納付勧奨業務を民間に委託し、税務課職員は、高額滞納者

や悪質滞納者への対応に集中することにより、町税の滞納対策を強化しました。（№

3-3 税務課） 

・小中学校の学校業務員の民間委託及び事務嘱託員の減員を実施し、学校管理にか

かる運営費を削減しました。（№3-4 教育委員会総務課） 
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・環境センターへの家庭ごみの持ち込みに対応する業務員を、町職員からシルバー

人材センターによる派遣に切り替え、人件費を削減しました。（№3-6 環境センター） 

 

④ 協働の推進 

【取組みの方向】 

「協働」とは、「地域の住民と行政がそれぞれ果たす役割と責任を自覚し、相互に

補完しあって協力すること、又はともに行動すること。」を意味します。 

今後も、高度化・多様化する住民ニーズに対し、職員数の抑制、厳しい財政事情

など行政資源に限りがあるという条件のもと地域のニーズや実情に合った地域コミ

ュニティ（地域社会）を形成するためには、行政が担うべき事業範囲の見直しを行

い、住民やコミュニティ組織、ＮＰＯ（非営利活動法人）、市民活動グループ、民間

法人など多様な主体と行政が連携、分担、協働しながら住民と行政のパートナーシ

ップによるまちづくりを進めることが不可欠です。そのため、町から積極的な情報

提供、住民との情報の共有化と共通理解の促進を図り、信頼関係を深めるとともに、

地域と行政が一体となった取組みや住民参加と協働によるまちづくりを推進します。 

【主な取組み】（プラン番号、担当課） 

・朝パッ君ネットワークを組織し、健康づくり活動における町と関係団体等との相

互連携を強化しました。（№4-1 健康推進課） 

・府中町脱温暖化市民協議会を組織し、町と地域の連携により、環境に関する出前

講座や地球温暖化防止の実践活動を行いましたが、講師の育成や活動メニューの充

実が課題となりました。（№4-2 環境課） 

・防災・減災に関する出前講座を開催し、災害発生時における個人や地域での対応

（自助・共助）の重要性とその方法について、普及啓発を行いました。（№4-5 町民

生活課） 

 

 

（3）効率的で柔軟な組織、体制の確立と財政運営の健全化 

⑤ 適正な事業計画と執行 

【取組みの方向】 

人件費を含む経費の削減や事務事業の効率化に努めるとともに、中長期的な視点

を持った事業の選択と重点化を行います。予算の編成や執行に関しては、適正かつ

公正な財政運営となるよう取り組みます。 

【主な取組み】（プラン番号、担当課） 

・役場、生涯学習センター、小中学校等、町所有の 17施設について、電力供給事業 
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者を入札により決定し、年間約 1,000万円の電気料金を削減しました。（№5-1 総務

課） 

・職員の時間外勤務を 12.2％（年間約 15 時間／人）縮減しましたが、緊急・臨時

的な業務が発生した年度においては、目標が達成できませんでした。（№5-3 職員課） 

・職員の退職手当及び住居手当を民間の支給水準に引き下げ、官民格差を是正しま

した。（№5-4 職員課） 

・期日前投票所２カ所の内１カ所について、利用者の少ない期間の設置を取りやめ、

投票事務にかかる経費を削減しました。（№5-5 選挙管理委員会事務局） 

・目的の重複する制度（敬老年金及び長寿祝金）を整理統合し、事業の効率化と高

齢化に向けた財源の確保を行いました。（№5-6 高齢介護課） 

 

⑥ 行政経営システムの整備 

【取組みの方向】 

限りある行政資源を最大限に活用するため、制度や組織の運営について簡素化・

効率化という経営的視点に立ち、行政評価制度の導入による予算主義から成果主義

への変革、人事評価制度の充実による職員の育成やモチベーションの向上、定員管

理の適正化、住民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織機構の見直し等により、

スリムでありながらも柔軟性・機動性のある執行体制の実現を図ります。 

【主な取組み】（プラン番号、担当課） 

・府中町第３次総合計画の全事業を、指標により評価し、その結果を次年度以後の

事業や予算に反映させ、効果的な行政運営を図りました。（№6-1 企画課） 

・能力評価と業績評価による人事評価制度を導入し、職員の能力や意欲の向上を図

りました。（№6-2 職員課） 

・技能労務職員の事務職への転職、職員の適正配置等を計画的に行い、職員数を

6.3％（22人）減少させました。（№6-4 職員課） 

・サービスの向上や事務の効率化を図るため、子育て支援課（児童福祉）、安心安全

室（防災・危機管理）及び福祉事務所（生活保護等）の新設並びに建設部の再編（公

共施設の更新・耐震化等）を実施しました。（№6-6 総務課） 

 

⑦ 経営視点に立った財政運営 

【取組みの方向】 

少子高齢化の進行とそれにともなう生産人口の減少は地方公共団体に財政需要の

増大と歳入の減少という相反する状況をもたらそうとしており、歳出の削減と、歳

入の確保を図り、新たな行政需要にも十分に対応できるよう、財政の健全性をいか

に維持していくかが、今後の自治体経営の大きな鍵となっています。 
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これらのことを踏まえ、負担の公平性の観点から町税等の収納の強化など歳入確

保のための取組みを進めるとともに、事務事業のより一層の効率化や徹底的な見直

しによる経費削減を図りながら必要な分野には行政資源を重点的に配分していくな

ど、経営的視点に立ち、将来の財政負担を考慮した計画的・効率的で柔軟な財政運

営の推進を図ります。 

【主な取組み】（プラン番号、担当課） 

・町税の滞納者に対する電話、訪問、財産調査、差し押さえ等の対策を強化し、町

民税の収納率を 0.5ポイント、国民健康保険税の収納率を 2.9ポイント上昇させま

した。（№7-2・№7-3 税務課） 

・長期的に利用計画のない町有地の売却又は貸付けを実施し、約 10億円の財源を確

保しました。（№7-5 財政課・関係課） 

・ジェネリック医薬品の積極的な活用を推進し、国民健康保険にかかる医療費の歳

出を、３年間で約 6,800万円削減しました。（№7-11 保険年金課） 

 

 

 

５ まとめ 

 

第４次行政改革大綱及び行政改革プランの計画期間である平成 22～27年度は、世界的

な金融不安からの経済環境の悪化や、少子高齢化の進展など激動の期間でした。 

このような状況においても、府中町では、三大事業である向洋駅周辺土地区画整理事

業、公共下水道事業、学校施設耐震化事業とともに、府中北交流センター整備など、第

３次総合計画に掲げたまちづくりを着実に推進してきました。 

こうしたなか、第４次行政改革大綱を策定し、中長期視点に立った効率的で柔軟な行

政経営のための改善を進めました。 

行政改革プランの達成率は 78.8％であり、一定の成果があったものと考えます。 

今回の大綱及びプランによる取組みにおける評価を踏まえ、内容・実施方法を見直し、

引き続き行政改革の取組みを進めていきます。 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次行政改革大綱及び行政改革プランの総括について 

平成 29 年７月 府中町（行政改革推進本部） 

〒735-8686 

広島県安芸郡府中町大通三丁目５番１号 総務部総務課 

☎ 082-286-3131 FAX 082-286-3199 

府中町公式ホームページ http://www.town.fuchu.hiroshima.jp/ 

メールアドレス soumuka@town.fuchu.hiroshima.jp 

 


