
第三次更別村行政改革大綱推進計画第三次更別村行政改革大綱推進計画第三次更別村行政改革大綱推進計画第三次更別村行政改革大綱推進計画    実績実績実績実績（（（（概要概要概要概要版版版版））））    

 

 

●計画の期間 

 平成１７年度から平成２１年度までの５年間 

 

 

●行政改革推進本部・行政改革推進委員会 開催結果・内容について 

 ①行政改革推進本部 

年 度 開 催 日 場  所 出席者 主な議題 

 ４月 ４日 １８名 計画変更 

８月 ９日 １８名 実績報告・計画変更 

平成１８年度 

１０月 ４日 １８名 

NPO 法人の検討報告 

計画変更 

 ７月 ３日 １７名 実績報告・計画変更 

 ７月１７日 １７名 計画変更 

 ８月 ６日 １７名 役場組織の見直し 

平成１９年度 

 ８月２３日 １５名 役場組織の見直し 

平成２０年度  ７月１７日 １８名 実績報告・計画変更 

平成２１年度 １０月１９日 １６名 実績報告・計画変更 

平成２２年度  ９月 ３日 

更別村役場 

（３階中会議室） 

１５名 実績報告・今後の計画 

   

 

 ②行政改革推進委員会 

年 度 開 催 日 場  所 出席者 主な議題 

平成１８年度 １１月１３日 

更別村役場 

（３階中会議室） 

９名 

会長互選 

推進状況・計画変更等 

平成１９年度  ８月２３日 

更別村役場 

（２階中会議室） 

 ４名 

会長互選 

実績報告・計画変更等 

平成２０年度  ８月１９日 

更別村役場 

（３階中会議室） 

 ８名 

会長互選 

実績報告・計画変更等 

平成２１年度 １２月１８日 

更別村役場 

（３階中会議室） 

 ７名 

実績報告・計画変更 

今後の計画等 

平成２２年度 １２月１３日 

更別村役場 

（３階中会議室） 

 ９名 

実績報告 

今後の計画等 

 

 

 

 



●行政改革推進項目の実績額について（実績額の出ているものを掲載） 

 ・詳細については、【第三次更別村行政改革大綱実施計画を参照ください。】 

 

 

（１）効率的な行政運営の推進 

   ①事務事業の見直し 

     

 目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                        ５４５４５４５４，，，，６３８６３８６３８６３８    千円千円千円千円                                                ２２２２２２２２，，，，３９５３９５３９５３９５    千円千円千円千円    

     

                  【【【【    差差差差    引引引引        △△△△    ３２３２３２３２，，，，２４３２４３２４３２４３    千円千円千円千円    】】】】    

 ②民間委託等の推進 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                            ３３３３，，，，９９９９９９９９９９９９    千円千円千円千円                                                ４４４４４４４４，，，，７４６７４６７４６７４６    千円千円千円千円    

 

  【【【【    差差差差    引引引引                ４０４０４０４０，，，，７４７７４７７４７７４７    千円千円千円千円    】】】】    

   ③協働の推進 

    

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                            ４４４４，，，，８５７８５７８５７８５７    千円千円千円千円                                                １２１２１２１２，，，，１１２１１２１１２１１２    千円千円千円千円    

 

                  【【【【    差差差差    引引引引                    ７７７７，，，，２５５２５５２５５２５５    千円千円千円千円    】】】】    

④効率的な施設運営 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                        ４３４３４３４３，，，，２６９２６９２６９２６９    千円千円千円千円                                                ２１２１２１２１，，，，３５８３５８３５８３５８    千円千円千円千円    

 

【【【【    差差差差    引引引引        △△△△    ２１２１２１２１，，，，９１１９１１９１１９１１    千円千円千円千円    】】】】    

    

 

 （２）時代に即応した組織・機構の見直し 

   ②議会の組織運営の合理化 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                        ６０６０６０６０，，，，３０６３０６３０６３０６    千円千円千円千円                                                ５６５６５６５６，，，，８９８８９８８９８８９８    千円千円千円千円    

        

                  【【【【    差差差差    引引引引        △△△△        ３３３３，，，，４０８４０８４０８４０８    千円千円千円千円    】】】】    

 

 

 



③委員会等の見直し 

   

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                        ２０２０２０２０，，，，１２２１２２１２２１２２    千円千円千円千円                                                １３１３１３１３，，，，９９０９９０９９０９９０    千円千円千円千円    

  

                  【【【【    差差差差    引引引引        △△△△        ６６６６，，，，１３２１３２１３２１３２    千円千円千円千円    】】】】    

 

（３）定員管理・給与の適正化 

   ①計画的な定員管理 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                    １６４１６４１６４１６４，，，，８３０８３０８３０８３０    千円千円千円千円                                            ３２３３２３３２３３２３，，，，６２５６２５６２５６２５    千円千円千円千円    

 

                  【【【【    差差差差    引引引引            １５８１５８１５８１５８，，，，７９５７９５７９５７９５    千円千円千円千円    】】】】    

   ②給与の見直し 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                    ２７５２７５２７５２７５，，，，３３８３３８３３８３３８    千円千円千円千円                                            ２２７２２７２２７２２７，，，，１３９１３９１３９１３９    千円千円千円千円    

 

                  【【【【    差差差差    引引引引        △△△△    ４８４８４８４８，，，，１９９１９９１９９１９９    千円千円千円千円    】】】】 

   ③福利厚生事業の点検・見直し 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                            １１１１，，，，９２０９２０９２０９２０    千円千円千円千円                                                    ２２２２，，，，７２０７２０７２０７２０    千円千円千円千円    

 

【【【【    差差差差    引引引引                            ８００８００８００８００    千円千円千円千円    】】】】    

  

 

（７）健全な財政運営の確保  

   ①積極的な財源の確保 

   

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                        ５５５５５５５５，，，，４３８４３８４３８４３８    千円千円千円千円                                                ４５４５４５４５，，，，７７６７７６７７６７７６    千円千円千円千円    

 

                  【【【【    差差差差    引引引引        △△△△        ９９９９，，，，６６２６６２６６２６６２    千円千円千円千円    】】】】    

②経費の節減と合理化 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                    １０６１０６１０６１０６，，，，０８２０８２０８２０８２    千円千円千円千円                                                ４３４３４３４３，，，，８５７８５７８５７８５７    千円千円千円千円    

 

                     【【【【    差差差差    引引引引        △△△△    ６２６２６２６２，，，，２２５２２５２２５２２５    千円千円千円千円    】】】】    



④計画的な財政健全化 

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績額実績額実績額実績額    

                            ８８８８，，，，７９４７９４７９４７９４    千円千円千円千円                                            １４５１４５１４５１４５，，，，３１９３１９３１９３１９    千円千円千円千円    

 

【【【【    差差差差    引引引引            １３６１３６１３６１３６，，，，５２５５２５５２５５２５    千円千円千円千円    】】】】    

 

 

 

 

※※※※全体全体全体全体    目標効果目標効果目標効果目標効果額額額額    

 

     目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額                                                            実績実績実績実績額額額額    

                    ８０１８０１８０１８０１，，，，６８１６８１６８１６８１    千円千円千円千円                                            ９５９９５９９５９９５９，，，，９３５９３５９３５９３５    千円千円千円千円 

 

 

  ◎◎◎◎当初当初当初当初、、、、目標効果額目標効果額目標効果額目標効果額からのからのからのからの差引差引差引差引きききき        １５８１５８１５８１５８，，，，２２２２５４５４５４５４    千円千円千円千円のののの効果額効果額効果額効果額増増増増    

    

    

●基金残高・地方債残高について 

 詳細については、【基金及び地方債残高の状況（別紙４）を参照ください。】 

    

    ①①①①基金残高基金残高基金残高基金残高    

                

策定時策定時策定時策定時            ２２２２，，，，１５８１５８１５８１５８，，，，６３５６３５６３５６３５    千円千円千円千円    （（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度））））    

            終了時終了時終了時終了時            ３３３３，，，，６８５６８５６８５６８５，，，，０８４０８４０８４０８４    千円千円千円千円    （（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度））））        

    

差差差差    引引引引            １１１１，，，，５２６５２６５２６５２６，，，，４４９４４９４４９４４９    千円千円千円千円    （（（（基金基金基金基金のののの増加増加増加増加額額額額））））    （Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）    

    

    ②②②②地方債残高地方債残高地方債残高地方債残高    

                

            策定時策定時策定時策定時            ３３３３，，，，６２３６２３６２３６２３，，，，７８６７８６７８６７８６    千円千円千円千円    （（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度））））    

            終了時終了時終了時終了時            ４４４４，，，，２１６２１６２１６２１６，，，，９８１９８１９８１９８１    千円千円千円千円    （（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度））））    

    

            差差差差    引引引引                    ５９３５９３５９３５９３，，，，１９５１９５１９５１９５    千円千円千円千円    （（（（地方債地方債地方債地方債増加増加増加増加額額額額））））    （Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）    

    

    

    ※※※※参参参参        考考考考    

５５５５年間年間年間年間のののの基金増加額基金増加額基金増加額基金増加額（Ａ）－（Ａ）－（Ａ）－（Ａ）－５５５５年間年間年間年間のののの地方債増加額地方債増加額地方債増加額地方債増加額（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）＝＝＝＝９３３９３３９３３９３３，，，，２５４２５４２５４２５４    千円千円千円千円        


