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勝浦町行政改革の推進について（答申） 

 
 
平成 15 年 12 月 8 日に貴職から諮問のありました標記の件について、新行政

改革大綱の実績や財政指標、中期財政見通し等の検証を行ったうえで、勝浦町

行政改革推進プラン（大綱）案について協議を重ねた結果、別紙のとおりまと

めたので答申します。 
なお、勝浦町行政改革推進プラン及び実施計画の策定については、三位一体

の改革及び地方制度調査会の最終答申を踏まえながら、今後の国、地方の財政

状況に一層配慮し、勝浦町の未来を見越すとともに、本答申の趣旨を充分に尊

重され、新たなる行財政改革の推進に向けて、適切に対応されますよう希望し

ます。 
 

  
                        平成 16 年 2 月 23 日 
 
 
勝浦町長  川 口 幸 一 殿  
 
 
 
 
                     勝浦町行政改革調査会 
                     会長 山本 貞雄  
                     委員 横山 聖子 
                     委員 武田  京 
                     委員 滝花 恒子 
                     委員 高橋 嗣男 
 





 はじめに 
 
 勝浦町においては、平成 11 年 12 月に策定した新勝浦町行政改革大綱（以下

「行政改革大綱」という。）に基づく行政改革を実施してきており、その実績検

証においても一定の成果が認められるところであります。 
 しかしながら、地方自治体を取り巻く社会経済環境は、長引く景気の低迷や

地方分権の進展、さらには少子・高齢化など社会事情の変化により、今大きな

転換期を迎えています。 
 勝浦町の財政は、町税など自ら賄える自主財源に比べ、地方交付税など国・

県からの依存財源の割合が高く、県下の中でも財政基盤が脆弱です。地方交付

税については、勝浦町は平成 11 年度まで順調な伸びで交付されてきましたが、

国の財政の悪化や地方分権の動きが本格化する中で、地方交付税の見直しなど

により、以降、減少に転じております。また、三位一体の改革により、今後に

おいても先行きは不透明であり、現状を維持することは困難であります。 
 また、平成 15 年 11 月に出された、地方制度調査会の最終答申では、21 世紀

における基礎自治体の今後のあり方が示され、特例法失効後（平成 17 年 3 月以

降）においても、新たな法律により市町村合併を強力に推進することが示され

ております。 
 これからの行財政運営にあたっては、以上の状況を踏まえ、地方分権の時代

に対応できるよう、下記のとおり答申します。 
 
 

記 
 
 
１  市町村合併の推進 

平成 15 年 11 月 13 日に地方制度調査会から、最終答申が出されました。

答申では、平成 17 年 4 月以降も合併に関する新しい法律を制定し、さらに

強力に合併を推進することや、人口 1万人未満の小規模な町村については、

都道府県が市町村合併に関する構想を策定するなど、合併に関するあっせ

ん、勧告を実施するといった極めて厳しい内容となっております。 
こうしたことを踏まえ、勝浦町の置かれている状況を十分認識するとと

もに、昨年実施した住民アンケート結果等を尊重し、基礎自治体を目指し

た、合意形成可能な自治体と法期限内合併実現に向け最大限の努力をして

ください。 
 



２  人件費の削減 
   人件費については、義務的な経費であり財政運営に与える影響が大きく、 

適宜その適正化を図る必要があります。地方公務員については、地方公務 
員法の規定に基づき、均衡の原則等により給与が決定されてはいるものの、 
昨今の厳しい社会経済情勢の中で、町民の理解と納得が得られるよう、報 
酬及び給与制度の適正化について絶えず様々な角度から検討を行う必要が 
あります。 
① 期間を定めて報酬及び職員給料カットを行う（特別職報酬は 10％～

20％、職員給料は 3％～5％） 
② 議会議員報酬についても上記に準じた報酬減の検討 
③ 地方自治法第 203 条の規定による者の報酬及び費用弁償等の見直し 
④ 職員の勧奨退職制度を活用し、職員の新陳代謝を促進する 
⑤ 職員の欠員不補充等により、人件費の抑制を図る 

 
３  官・民の役割分担の再検討 

これまでの行政は、町民の様々な要望に応え事務事業を実施してきまし

た。今後も社会基盤の整備をはじめ、少子・高齢化時代に向けた教育、福

祉、医療、環境などの分野で新たなニーズが高まることが予想されます。 
しかし、これらの要望に全て応えることは、限られた財源の中では、不

可能と言わざるを得ない状況であり、我々町民も全て行政にまかせるので

はなく、行政、町民、各種団体、NPO、企業などのまちづくりにおけるそ

れぞれの役割を明確にしてゆくことが必要であると思います。 
また、今後の民間委託の推進の方法は、先に述べた役割分担により、行

政の守備範囲とするものであっても、公務員が直接行わなくても良いもの

や、民間に委託することによって効率的になるものなど、その基準を明確

にし、民間委託計画を策定するなどして推進すべきであると思います。 
各種団体等の補助金については、行政改革大綱により見直し、削減はさ

れていますが、さらに経費負担のあり方、行政効果等精査の上、再度総点

検を行い、整理・統合を行う必要があります。 
 

４  受益者負担の見直し 
 公共施設の利用者負担のあり方については、行政需要の多様化や増加に 
伴い、生涯学習等により公共施設の利用も増加をしております。しかし、 
それぞれの施設の設置目的や歴史的な背景の相違により、使用料を徴収し 
ていない場合もあります。今後、公平性の観点から利用者負担のあり方に 
ついて検討してください。 



 
５  情報公開による住民参加の促進 

情報公開制度の確立は、平成 13 年 3 月 28 日に制定された情報公開条例

により、公開請求権の保障がされるなど、一定の成果と見ることができま

す。 
しかし、開かれた行政を進めるうえでは、行政の積極的・能動的な情報

の公開や町民と行政の双方向の情報のやりとりが不可欠と思います。その

ためには 
① わかりやすい行政情報の整備 
② 多様な情報提供の方法の検討 
③ 広聴活動の充実 
④ 会議公開原則の遵守 

など、情報提供の様々なしくみを、条例などに明確に位置付けるなど、ル

ール化を図らなければなりません。 
 

６  課の統合の推進 
組織体制は、これまでも検討され、課の統廃合などが実施されてきてい

ますが、新たな行政課題や町民の多様なニーズに対応するためには、常に

組織・機構の見直しを行い、編成していかなければなりません。組織・機

構の簡素・合理化を引き続き推進するとともに、グループ制、チーム制な

ど先進自治体の取り組み状況を十分調査検討のうえ、可能な部署から実施

に向けて取り組むべきであると思います。また、広域での取り組みが可能

な部署についても検討する必要があります。 
 
７  特別職の体制の見直し 
   人件費を抑制のため収入役を廃止し、行政組織をスリム化している町村 

は、本県をはじめ他県でも多くなってきていますが、収入役は首長らの予 
算執行機関から独立した会計機関を担当し、ペイオフ対策、決算調整、基 
金管理等重要な役割を担っております。仮に収入役を廃止し、助役が兼務 
する場合については財務規則等において、会計事務を補助する職員、助役 
が不在の場合の代決者等を規定し、責任分野を明確にしておく必要があり 
ます。 
 また、教育長の事務局長兼務については、地方自治法により予算の調整 
及び執行することの権限を有しないことから、現実的にはむずかしいと思 
われます。 

 



８  小学校・保育所の統合についての検討 
少子化の影響から、平成 15 年度では小学校の児童数は 313 名ですが、平

成 20 年度においては 261 名まで減少し、その後においても減少の一途をた

どることが予想されます。こうしたことから今後においては、施設数、定

員規模への改善や、余裕教室の有効活用など抜本的な見直しが必要となり

ます。児童数に見合った施設・定員規模による効率的な施設運営を図るた

めには、統廃合は避けては通れないものと考えます。 
なお、統廃合に当たっては、計画書策定などにより児童家庭への影響に

配慮しながら、推進していく必要があります。 
また、幼児教育の一翼を担う保育所は、女性の就業率の向上、核家族化

等を要因として、その需要は多様化しています。こうしたことから、各保

育所においての延長保育等により、保育所管理運営経費も上昇の経過にあ

ります。これらの現状を考えると、効果性や効率性の視点から延長保育の

一本化や小学校への学びの連携など、保育所のあり方を見直す必要があり

ます。 
 
９  公営企業の健全化 

平成 13 年度決算における職員給与費対料金収入比率が 59.5 パーセント

を占めており、依然として勝浦病院の運営は厳しい状況にありますが、地

域医療を担う勝浦病院は存続をさせる必要があります。運営コスト削減の

ためには、民間に委託できる業務については民間委託など、各部門ごとに

経費削減をする必要があります。今後、高齢化する地域に対応するため、

近接する介護支援施設や保健組織などと連携し、地域の保健・医療・福祉

を確立しなければなりません。 
 
１０ 事務の効率化の促進及び経費節減 

事務事業の廃止、縮小、統合等といった見直しは、平成 11 年 12 月策定

の行政改革の取り組みでも実施してきておりますが、これまでのような既

成の制度、枠組みにとらわれた制度的思考のままでは困難と考えられます。 
新たな制度を創りだす政策的思考に転換し、徹底した見直しを行う必要

があります。聖域なく全事業を徹底的に見直し、事務事業改善計画等を策

定するなど、実施目標を明確に定め、事務事業の廃止、縮小、統合、再構

築を図らなければなりません。 
また、複雑、多様化する事務事業に対応するためには、事務事業マニュ

アルの作成などのよりスムーズな事務執行を行う必要があります。 
 



１１ 財政の改善 
勝浦町の財政状況は、中期財政見通しのとおり、平成 16 年度からは基金

を取崩さなければ実質収支が赤字になることが予想され、極めて厳しい財

政運営が懸念されており、計画的な財政運営が緊急な課題です。このよう

な状況は、非常事態と言っていいものであり、早急に中期財政収支の見通

しを以って、財政健全化計画を策定し、健全財政に向けた実行ある対策を

求めます。 
また、収入面での税や住宅料の徴収率向上に向けた体制づくりについて

も早急に取り組むべきであります。 
 
１２ 住民サービスの向上・IT 関連システムの有効利用 
   行政運営の円滑な推進は、町民の理解と協力が不可欠であります。住民 
  のニーズを的確に把握し、限られた資源のなかで、効率的で最良のサービ 
  スを提供することが求められています。そして、町が目指すべき「住民が 

納得するサービス」を提供するには、町政運営の視点を今までの「行政管 
理」から「行政経営」に転換し、住民サービス産業であるという立場・理 
念を取り入れることが不可欠であります。 
 また、行政と住民のより良い関係を構築することから、できる限りの情 
報提供が望まれます。そのためにはさらに地域情報化システムを構築し、 
住民への迅速かつ適切な情報の提供や事務の電算化とネットワーク化を促 
進し行政サービスの向上に努めなければなりません。 
   

１３ 行政評価システムの有効利用 
厳しい財政状況にあって、住民ニーズに対応してゆくためには、徹底し

た事務事業の簡素化・効率化を求めなければなりません。また、単に経費

削減を図るのではなく、必要な事務事業の取捨選択と、その選択にあたっ

ては、コストと効果だけでなく、住民の満足度が高まるといった評価を行

わなければなりません。そのためには行政評価システムを取り入れるなど、

より質の高い実効性あるシステムを構築していく必要があります。 
 
１４ 投資的経費及び政策的経費の削減 

投資的経費については、町財政の規模に見合った公共事業を行うなど、

真に必要な事業の選択とコストの縮減を行う必要があります。また、継続

中の事業であっても、事業の必要性について徹底した検証を行い、事業の

廃止、進展を判断すべきであると考えます。 
政策的経費についても、国の基準と比較し財政的に不相応な制度につい



ては住民に対して十分な説明を行い、廃止するなど勇気ある決断が必要と

考えます。 
 
１５ 人事制度の見直し 

組織の活性化を図るためには、行政課題を解決できる人材の開発が重要

であり、職員の向上心や仕事に前向きに取り組む意識を喚起する人事管理

を進めなければなりません。そのためには、職員自身が目標管理とその達

成度をもって新たな職務に望める環境が必要であり、人事制度の見直し、

高度・専門化する事務に対応する職員の確保など、様々なしくみを検討し、

公務能率の向上を図る人事管理制度を積極的に導入する必要があります。 
 

１６ 各種財産の見直し 
   遊休財産の現状を再点検し、行政需要に沿った利活用の推進を図るとと 

もに、不要なものについては、売却も含め貸付等についても検討を行う必 
要があります。 

 



 
おわりに 

国及び地方公共団体では、かつて経験したことのない厳しい状況下であり、

このような危機的状況を克服していくためには、町長がリーダーシップを発

揮され、市町村合併の取り組みをはじめ、事務事業の見直し、人件費の削減

などの実効性ある対策を早急に実施し、抜本的な対策を講じ、将来に責任を

持った行政運営を期待いたします。 
また、職員一人ひとりが本町の厳しい状況を十分把握し、理事者の下に一

致協力し、従来の制度、枠組みにとらわれない柔軟な発想や行動で、改革に

挑んでいただきたいと思います。 
我々町民も、行政だけにまかせたり、批判したりするのではなく、本町の

行政運営や厳しい財政状況に関心を持ち、今後、さらに進展する少子・高齢

社会、地方分権社会の中で、どのような役割を果たすべきか考え、その役割

を担い、協働のまちづくりを進めなければなりません。また、この機会に既

存産業の充実に加え、環境、福祉などの分野において、新しい産業の創造な

ど豊かさを実感できる魅力あるまちづくりの施策を着実に推進する責務が

あります。 
最後になりましたが、本調査会の委員であり審議途中で逝去されました山

本圭一氏に対し、ここに謹んで追悼の意を表すところであります。故人は本

調査会の冒頭で「今は決断のときである。町長が真に勝浦町の未来を考え英

断を下したならば、町民は反対しないであろう。今、町長の決断とリーダー

シップが求められている。」と発言されております。 
社会情勢が大きく変化し、自治体も大きな変革が求められている中で、町

民の期待に応えられる新たな行政システムの実現に向け、町長が強いリーダ

ーシップを発揮し、この答申が十分反映されるよう、町民、町議会、町職員

が一丸となって改革に取り組み、現在の厳しい状況を乗り越えられることを

切望します。 


