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１ 自主・自立のまちづくりに向けて 
 
（１）自主・自立推進プランの策定について 

景気低迷の長期化から国税等の落ち込みによる地方交付税の削減及び地方税の収入増

も見込めないなかで地方財政は極めて厳しい状況にあります。 
このような中で、平成１６年度を初年度とする三位一体改革が強力に推進、地方交付

税の大幅な削減がされ、更にまた、国庫補助負担金が廃止、縮減される一方で税源移譲

については十分な措置がなされなかったところであり、今後においても国の厳しい財政

運営から鑑みても厳しい状況を予測しなければならないところであります。 
大樹町との合併協議については、昨年７月に住民意向等を十分勘案しながら、自立を

目指す方向で任意合併協議会の休止を決定したところでありますが、自立のための財政

推計では、１０年間で８３億円の財政収支不足となる見込みであります。 
一方で少子高齢化対策をはじめ、産業振興、生活環境対策、教育振興、十勝港利活用

など、自主的、主体的に地域の課題や多様な行政ニーズに的確に対応していかなければ

ならないところであります。 
このような状況から、広尾町が自主自立を目指すためにそれを支える安定した財政運

営が急務の課題であり、そのために、「自主自立のまちづくり」を進めて行く上でその基

本方針を策定するものであります。 
今回の「広尾町自主自立推進プラン」（以下「推進プラン」という。）は、職員による

第３次行政改革推進事務事業プロジェクトの素案をもとに行政改革推進委員会、議会等

で協議をし策定するものですが、推進プランの計画的な実施により財政基盤の安定、行

政改革、住民と行政の協働、広域連携など心豊かにふれあう広尾町を創造していくこと

になります。 
 

（２）自主・自立推進プランの基本的な考え方 
①推進プランの期間 
平成１７年度～平成２６年度（１０カ年間） 

②推進プランの位置付け 
「第４次広尾町まちづくり推進総合計画」（平成１３年度～平成２２年度）をまち

づくりの「目標と基本方針」としますが、「第３次行政改革大綱」（平成１４年度～

平成１８年度）の推進及び実施計画の一部見直し（ローリング）をし、平成１７年

度から平成２６年度までの１０カ年の財政収支計画を策定します。 



 ２

２ 自主・自立推進プラン 
 
（１）自主・自立を支える行財政運営 

 
①特別職及び議員の報酬等 

特別職及び議員の報酬等について見直しをしました。 
②各種条例等委員 

各種条例等委員の定数及び報酬については、審議会等の整理統合を含めて見直し

をします。 
③職員数と給与 

平成５年度から平成１６年度まで５４人の職員が減少し２３８人となっています

が、これからの職員配置計画においても現下の財政状況下にあっては、退職不補充

が基本となり平成１７年度から平成２６年度までにはさらに３７人の減少を目指し

ます。また、給与水準などの人件費の見直しをします。 
④公共施設の維持管理等 

本町の公共施設は、老人福祉施設や社会教育施設及び地域型集会施設などがあり

ますが、これら施設の維持管理費の見直しをします。 
⑤補助金等 

当面補助金の一律カット及び補助制度の見直しをし、団体活動の自主自立を推進

します。 
⑥その他の事務事業 

１，４１１事務事業のうち、縮小及び廃止する事業の見直しをします。 
⑦住民負担の見直し 

公の施設の使用料や手数料については、十勝管内市町村の平均を基本として見直

します。 
 
（２）住民と行政の協働によるまちづくり 

住民主体のまちづくりを推進するため、町内会を核とした住民活動の展開を醸成し、

ボランティア活動、自主防災組織活動、生涯学習活動など活動実践の推進を図ります。 
 
（３）広域連携の推進 

広尾町は当面自立を目指すこととなりましたが、自立合併に関わらずより効率的な

行財政を推進するために広域連携を検討していきます。 
十勝管内の各市町村でも広域連携が今後の行政運営に必要不可欠な視点で認識され

ており、十勝圏複合事務組合を事務局として「十勝圏広域連携検討会」を組織し「消

防事務」「介護保険事務」「国民健康保険事務」「税滞納整理事務」の４つの専門部会で

それぞれ検討しているところです。 
また、その他の広域連携の可能性のある事業についても検討を進めていきます。 
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３ 具体的な行財政改革の推進 
 
（１）行財政改革の実施 

広尾町の自主自立のためには、行財政改革の断行が緊急の課題です。今回策定する

自主・自立推進プランは、今後１０カ年の財政収支状況を財政再建団体にならないよ

うな現実的な改革の方向性をまとめ、今後は、この方向性に基づき改革を進めていく

ことになります。 
 
①特別職及び議員の報酬等 

特別職の給料及び議員の報酬については、平成１６年１２月から次のように引き下げ

をしました。 
 
１）特別職の給料引き下げ 

町 長 ８３５，０００円 ７５０，０００円 
助 役 ６７０，０００円 ６２０，０００円 
教育長 ６００，０００円 

⇒ 
５６４，０００円 

 
平成１７年度の削減効果額 ３８１万３，０００円

 
２）議員等の報酬引き下げ 

議 長 ３２６，０００円 ２９４，０００円 
副議長 ２６１，０００円 ２３５，０００円 
常任委員長 ２３３，０００円 ２１０，０００円 
議 員 ２０５，０００円 

⇒ 
１８５，０００円 

 
平成１７年度の削減効果額 ６４７万４，０００円

 
②各種条例等委員 
 
（ア）各種条例等委員の報酬額を平成 17 年 4 月から引き下げをしました。 
（イ）法令等に基づくもの以外は、可能な限り類似審議会の統廃合または兼職を進めま

す。 
（具体例）活動内容が類似しており類似委員が兼ねる（社会教育委員、公民館審議

委員、図書館運営委員等） 
（ウ）委員数は特別なものを除き１０人以内を目指します。 

 
平成１７年度の削減効果額 １８２万７，０００円
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③職員数と給与 
 

行政改革を進める上で、人件費の削減は大きな課題であり、厳しい財政状況の中では

どうしても避けて通れない事項であります。給与水準の見直し、職員数減に伴う職員の

適性配置と組織の効率化、職員の資質向上を図る必要があります。 
１）職員数の削減目標 
２）職員給料、手当の見直し（引き下げ） 

 
１）職員数の削減目標 

平成２６年４月１日の目標職員数を２０１人とします。 
平成 ５年４月  ２９２人 
平成１６年４月  ２３８人（平成 ５年４月比 ５４人減） 
平成２６年４月  ２０１人（平成１６年４月比 ３７人減） 

 
（目標達成の手法） 
（ア）職員採用 

退職者の補充については、臨時職員等により対応し、新規採用については極力抑

制、必要最小限にとどめます。 
（イ）民間委託等 

平成１５年９月に地方自治法の一部改正により民間企業や団体、法人を指定管理

者として指名できるようになったことを受け、公の施設の管理運営については、指

定管理者制度の導入を目指します。 
併せて、施設等の一部民間委託を進めます。 

（ウ）組織、機構改革 
職員数の削減に対応するため課や係の統合を含め、機動的な組織づくりを目指し

ます。 
○平成５年度からの職員数の推移 

年 度 Ｈ５ Ｈ１０ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ 

職員数 ２９２人 ２７８人 ２５６人 ２４３人 ２３８人

Ｈ５対比 － △１４人 △３６人 △４９人 △５４人

 
○職員数の削減目標（推進プラン） 

年度 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 
職員数 ２３０人 ２２９人 ２２６人 ２２３人 ２１９人

Ｈ１６対比 △８人 △９人 △１２人 △１５人 △１９人

 
年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

職員数 ２１３人 ２１２人 ２０７人 ２０３人 ２０１人

Ｈ１６対比 △２５人 △２６人 △３１人 △３５人 △３７人

 
平成１７年度の削減効果額８，００７万６，０００円

＜平成１６年度退職者不補充分＞ 
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２）職員給料、手当の引き下げ 

 
○職員給料 

平成１７年７月から一律５％の引き下げをしました。 
 

○職員手当 
イ、特例加算の凍結 
 平成１７年７月から課長等１５％、課長補佐等１０％、係長等５％の特例加

算は凍結しました。 
ロ、特殊勤務手当 
 平成１７年４月から次のように引き下げをしました。 

区  分 現  行 改  正 
税務手当（賦課） ５，０００円 ２，５００円

税務手当（徴収） １０，０００円 ５，０００円

保健業務手当 ５，０００円 ２，５００円

保育業務手当 ５，０００円 ２，５００円

教育業務手当 ５，０００円 ２，５００円

放射線作業手当 ５，０００円 ２，５００円

薬剤業務手当 ５，０００円 ２，５００円

病理細菌業務手当 ５，０００円 ２，５００円

ハ、管理職手当 
 平成１７年７月から次のように引き下げをしました。 

課長等    １２％ ⇒ １０％ 
課長補佐等  １０％ ⇒  ８％ 

 
平成１７年度の削減効果額８，７１８万６，０００円
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④公共施設の維持管理等 
 

施設の整備等については、第４次まちづくり総合計画にあるものの中から財政状況と

勘案しながら実施するものとし、新規事業については原則認めないものとします。 
施設の維持管理運営について、指定管理者制度の導入を図るとともに、個別の業務委

託などの取り組みにより管理経費の削減に努めます。 
 
 
⑤補助金等 
 

補助金等については、平成１７年度より団体補助に限って原則１５％の削減をし、平

成１９年度以降については新たに定める補助金交付基準等により補助金の交付をし、団

体等の自主自立を推進します。 
 
１）補助金等の見直しをするため、性質別（６分類）に区分します 

①各種団体の公益事業を促進するための補助 
②条例、規則等による補助 
③公益的な法人等に対する補助 
④国及び道の補助事業に伴う補助 
⑤行政の補完的な性格を有する事業等に対する補助 
⑥各種大会の出場に対する補助 
 

２）補助金交付１１８団体のうち削減（１５％）を検討したもの７６団体、廃止を検討し

たもの６団体 

平成１７年度の削減効果額 １，３８１万３，０００円 

 
⑥その他の事務事業 
 

１，４１１事務事業のうち縮小、廃止するものなど事務事業の見直しを継続して実施

します。 
 １）各種団体の負担金の見直し（２１１団体のうち削減検討したもの２９団体、廃止を

検討したもの１５団体） 

              平成１７年度の削減効果額 １２６万７，０００円 

 

 ２）その他の事務事業の見直し（削減検討したもの８０事業、廃止を検討したもの６事

業） 

              平成１７年度の削減効果額 ２，４７１万９，０００円 



 ７

⑦ 住民負担の見直し 

 

広尾町では、自主財源である町税収入の割合は、収入全体の約１０％です。国からの

地方交付税や補助金の削減が急速に進んでいる中、自立を目指す本町としては、住民の

方々に一部を除き管内平均程度の負担をいただき、歳入確保に努め財政基盤の安定を図

らなければなりません。 

 

１）使用料、手数料、税等の改定                   （単位：千円） 

名    称 算定基準 改定年度 改定率 収入見込（年額）

簡易水道使用料 130 円⇒180 円 平成 19 年度 38.5% 5,000

下水道使用料 160 円⇒180 円 平成 19 年度 12.5% 11,000

ごみ袋売さばき証紙収入  平成 22 年度 50.0% 12,500

老人福祉センター浴場入

浴料 

7０歳以上（老

人クラブ入会

者含む）100 円

平成 19 年度  1,500

  

  

国民健康保険税※  

  

その他使用料等  平成 19 年度  2,519

検診等一部負担金  平成 19 年度  404

その他手数料等  平成 19 年度  606

 ※平成 19・20 年度の地方財政計画等の推移を見極め、改定時期及び改定率の判断をする。 

 

２）行政サービスの見直し 

・敬老祝金の見直し：条例本則では平成 21 年度から２２，０００円となりますが、22

年度から管内平均の１０，０００円とします。（※７０歳の古希の方には、２０，００

０円を給付します。） 

  

経過措置期間                            （単位：千円） 

年   度 受給対象者 受給者数 祝金額 削減額 

（Ｈ１６年度比）

平成１６年度 72 歳以上（70 歳） 1,316 人（117 人） 48,822 

平成１７年度       〃 1,377 人（125 人） 49,025 △203

平成１８年度 73 歳以上（70 歳） 1,256 人（127 人） 42,603 6,219

平成１９年度 74 歳以上（70 歳） 1,170 人（141 人） 37,800 11,022

平成２０年度       〃 1,209 人（142 人） 36,571 12,251

平成２１年度 75 歳以上（70 歳) 1,115 人（131 人） 31,495 17,327

 

改定                                （単位：千円） 

年   度 受給対象者 受給者数 祝金額 削減額 

（Ｈ１６年度比）

平成２２年度 75 歳以上（70 歳) 1,151 人（152 人） 14,550 34,272
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４ 「第４次まちづくり推進総合計画」実施計画の見直し（ローリング） 
 

本町の今後の財政収支計画を考慮した場合、第４次まちづくり推進総合計画（平成１３

年～平成２２年）で推進する実施計画は、見直しをせざるを得ない状況にあります。 

従って、行財政改革を鋭意進めていく中で平成１７年度以降のハード、ソフト事業共に

縮小及び後年次への先送り等をしなければならない状況にあります。 

また、現在「広尾町立小中学校等再編成計画（構想案）」に基づき、各学校関係者及び地

域との説明会等を開催しておりますが、「第４次まちづくり推進総合計画」の後期計画の中

で各地域との協議等の経過を勘案しながら見直しをするものです。 

 

５ 財政シミュレーション 
 

別紙「財政収支見込一覧表」よる。 

 


