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平成 20 年度市政運営方針 

国が発表した直近の月例経済報告によると、「日本の経済状況は、個人消費は

おおむね横ばいとなっており、雇用情勢は厳しさが残るなかで改善に足踏みが

みられる。また、企業収益は、改善に足踏みが見られるものの設備投資は緩や

かに増加し、生産は緩やかに増加しているとしていることから、景気は、一部

に弱さが見られるものの回復しいている。」としている。 
しかしながら地方財政状況は、平成 16 年度からの国の「三位一体の改革」

により 3 兆円の税源移譲は行われたものの、同時に 4.7 兆円の国庫補助負担金

の削減と 5.1 兆円の地方交付税の削減が行われ、地方の財源は結果として 6 兆

円を超える純減となり、財政力の弱い団体では大幅な財源不足を生じ、以前に

も増して厳しい状況に陥り、それによる地域間格差の問題も生じている。 
羽生市においても、平成 16 年度からの 3 年間で 10 億円余の一般財源が減少

しており、税源移譲により個人市民税の増収は見込まれるものの普通交付税は

減額されるなど、平成 20 年度の財政見通しは、平成 19 年度に比べ更に一般財

源は減少し、引き続き厳しい財政環境が続くものと考えている。 
以上のことを踏まえ、平成 20 年度予算については、平成 19 年度に引き続き

財政の健全化を最優先し、市債残高の減少、財政調整基金保有額の増加を目指

しつつ、「市民が主役のまちづくり」を基本理念として、限られた財源の中で「選

択と集中」により施策の展開を図るものとする。 
 

      市民が主役のまちづくり   
 
    市民との協働  地域力の向上  行政評価   
 

 ◎市民との協働によるまちづくり 
 ◎活力と賑わいのあるまちづくり 
 ◎安全で安心なまちづくり 
 ◎快適で住みよいまちづくり 
 ◎すこやか子育てやさしさ実感まちづくり 
 ◎輝きはなつ人づくり 心ゆたかな人づくり 
 ◎郷土の特色を生かしたまちづくり 
 ◎自立する財政基盤づくり 
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平成 20 年度 施 策 の 概 要 
（単位：千円） 

市民との協働によるまちづくり  
 
新地域活動センターの設置 
                 イメージ 
                地域活動センター 
                      
           公民館活動    協働による地域活動 
 
 
新地域活動応援プロジェクト 
  ・協働のまちづくり出前講座、地域懇談会  53 
  ・地域リーダー育成等  350 
  ・地域活動に対する支援  800 
  ・自主防災組織の活動促進 55 
 
○市政懇談会の開催  62 
 
新ボランティア総合窓口の設置 [地域振興課] 
 
○自治基本条例の制定 
 
○総合振興計画の策定 
 
新放課後こども教室推進事業の展開  1,029 
    [三田ヶ谷小、岩瀬小] 

 
○スクールボランティア活動事業の推進  420 
 
○学校における地域人材活用事業の推進  630 
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活力と賑わいのあるまちづくり 
 
１．羽生ブランドの確立と情報の発信強化  
 
新羽生ブランド確立事業の展開  1,143 
  ・新産品開拓等ブランドづくりの研究 
  ・販売促進組織の立ち上げ支援 
  ・インターネット市場の活用 
 
○キャラクター「ムジナもん」の運用拡大 

 
○「彩のかがやき」栽培拡大の支援  

 

○「いがまんじゅう」のさらなる情報発信 

 
○地場産品、推奨品の PR 促進 
 
２．拠点施設・中心市街地の賑わいづくり  
 
○三田ヶ谷農林公園「キヤッセ羽生」の充実 

・「キヤッセ祭り」等イベントの充実で集客力向上 
・観光果樹園等の整備支援と連携 

 
○「道の駅はにゅう」における地元農産物の販売促進 
 
〇中心市街地活性化の推進 

新商店街の賑わいづくり事業に対する支援 1,000 
・空き店舗対策事業の推進  2,400 
・市民プラザの設備改修  10,200 

 
○羽生駅周辺整備事業の推進 

・西口都市計画道路の整備  30,607 
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３．商工業の振興及び活性化策  
 
〇商工業の活性化を目指す各種支援事業の推進 

・中小企業向け融資制度の継続  160,000 
・中小企業近代化資金の利子助成  10,500 
・商工業団体活性化事業への支援  14,967 
・市内小規模事業者に対する公共発注の促進 
・市内業者による住宅リフォームへの助成  3,000 

 
４．農業経営・生産基盤の充実  
 
新農業振興地域整備計画の見直しに向けた基礎調査  3,000 
 
新環境保全型農業の推進  600 

（減農薬、減化学肥料による生産拡大に取り組むエコファーマーを支援） 
 
新畑作物転換対策支援事業の推進  1,000 
  （観光果樹園整備に対する支援 モデル地域：下川崎、三田ヶ谷） 
 
○新規就農者確保対策事業の推進  400 
 
○農業経営基盤強化資金等利子助成による営農支援  721 
 
○畜産経営振興対策事業の推進  2,505 
 
○安全・安心農産物生産推進事業の推進（地産地消推進事業）  350 
   
○手子林第 3 ほ場整備事業に対する支援（県営事業）  21,000 

[事業面積：132ｈa 総事業費：14 億円] 
 

○農地・水・環境保全向上対策事業の拡大（地域組織の設立支援）  1,900 
[埼玉県地域協議会連携事業] 
 

○用排水路整備等による生産基盤の充実  32,400 
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５．働く者の環境整備 

 

〇雇用対策の推進 

・ハローワークの羽生市地域職業相談の充実  （国・県事業） 

・彩の国仕事発見システムの活用による雇用情報等の提供  65 
・再雇用促進のための各種講座の開催  （地域振興センター事業） 
・シルバー人材センター事業に対する支援  14,885 
・企業誘致による新規雇用の創出 

 
〇産業労働者住宅資金融資制度の継続  174,000 
 
〇中小企業従業員退職金等共済制度の適正運営  11,000 
 
６．祭り・伝統文化など特長を生かした地域力向上  
 
〇旭町町内会おはやし道具の新調支援（コミュニティ補助） 2,400 

 
○「はにゅう夏祭り」など市民参加のイベント充実  6,400 
 
新郷土芸能振興事業の推進 [再掲]  260 
 
７．観光・交流人口 100 万人を目指す取組  
 
新畑作物転換対策支援事業の推進 [再掲]  1,000 
  （観光果樹園整備に対する支援 モデル地域：下川崎、三田ヶ谷） 
 
新葛飾ほくさいプロジェクト（都市と地方の交流事業）の推進 

 
新商店街の賑わいづくり事業に対する支援 [再掲]  1,000 
     
〇大天白公園の藤棚増設整備  2,000 
 
○「道の駅はにゅう」における地元農産物の販売促進 [再掲] 
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○三田ヶ谷農林公園「キヤッセ羽生」の充実 [再掲] 
・「キヤッセ祭り」等イベントの充実で集客力向上 
・観光果樹園等の整備支援と連携 

 
新スマートインターチエンジの研究（パーキングエリア内高速道路の出入口） 
 
 

安全で安心なまちづくり 
 
１．防犯、防災対策の充実  
 
○防犯・防災対策の拠点としての各地区地域活動センターの設置 [再掲] 
 
○防犯対策の推進 

・わんわんパトロール事業の推進  48 
・藍のまち防犯パトロール隊の活動支援 
・防犯リーダーの育成 
・防犯相談、防犯講習会、防犯啓発事業の推進 
・スクールボランティアによる児童下校時安全活動の推進 
・防犯灯の整備及び適正管理  17,722 
新青色防犯灯の設置 

  新下川崎地内（イオンモール羽生付近）交番設置の促進（県事業） 
 
○中川調節池整備・河道改修事業の促進  （県事業） 

[調節池：12ha、15 万㎥ 河川改修：3,300ｍ] 
 
○首都圏氾濫区域利根川堤防強化対策事業の促進  （国事業） 

[沿川住民に対する支援・国との調整] 
 
○内水害対策の充実   
  新岩瀬落排水機場維持管理適正化事業への対応  552 
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○防災対策の充実 
新合同防災訓練の実施  1,500 

  新防災ラジオのモニター制度の導入  600 
  ・自主防災組織の活動促進 [再掲]  55 
  ・木造住宅無料簡易耐震診断の支援 
  ・木造住宅耐震診断の支援  300 
  ・防災物資等の計画的備蓄  1,029 
  ・災害時要支援者への対応体制の確立 
  ・民間企業との災害時地域支援制度の推進 
 
○交通安全対策の推進   
  ・通学路の安全確保の充実 
  ・カーブミラー、警戒標識等交通安全施設の整備  11,000 
  ・放置自転車対策の推進 
  ・啓発活動の推進 
  ・交差点の信号設置の促進（県事業） 
 
２．消防・救急体制の整備・充実  
 
○広域消防行政の推進 
 
新村君消防センターの整備  20,000 
 
○消防設備の整備 

・消火栓の整備  2,100 
・消火栓等の維持管理  15,270 

 
○消防資器材の整備 
  ・防火ズボンの整備   4,000 
  ・消防ホース等の整備  1,500 
 
○救急・救命体制の整備等 

・救急救命士の養成（1 名）  3,334 
・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を使用した救命講習会の実施 
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   快適で住みよいまちづくり 
 
１．都市基盤の整備推進  
新まちづくり部の新設による土地利用の推進 
 
○幹線道路網の整備推進  347,800 

・羽生川崎産業団地周辺道路・主要幹線道路の整備   
・地区要望道路等の整備 
   [道路舗装 32,000 側溝整備 17,000]  

  ・道路維持補修工事  28,000 
新岩瀬土地区画整理事業見直しに係る地区外整備計画の推進 30,000 

   
○北部幹線の整備促進と昭和橋 4 車線化の促進（県事業） 
 
○羽生駅周辺整備事業の推進 [再掲] 

・西口都市計画道路の整備  30,607 
 
○岩瀬土地区画整理事業の整備促進（組合施行）  366,578 
  ・中央工区の道路築造、移転補償等 
  ・事業計画の変更手続き 
 
新都市計画道路原図の作成  3,000 
 
○街区公園の整備  
  新稲子前公園バリアフリー水洗トイレ等の整備  8,000 

・大天白公園の藤棚増設整備 [再掲] 2,000 
 
新公園遊具安全点検業務の実施  1,300 
 
新農村センター屋根改修工事  7,500 
   
２．市営住宅の整備  
 
新市営宮田団地給排水設備・地上波デジタル化改修等 14,900 
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新市営南羽生団地駐車場整備  6,700 
 
３．澄んだ空・清流をつなぐ対策  
 
○ゴミ減量化運動の展開 

・ゴミ減量協力店・事業所の指定の拡大   

・リサイクルセンターの運営  1,134 
・生ゴミ処理器購入の助成  230 
・資源ゴミ分別の徹底及び収集業務の充実  64,640 

  ・家庭ゴミ有料化の検討 

 

○ゴミ収集と処理体制の強化   

  ・適正で円滑なゴミ収集業務の徹底  141,987 
・不燃物等埋立処分の全量委託（4,400 トン） 146,561 

 
○清掃センターの延命化対策事業の推進 
  ・空気余熱設備、ガス冷却塔の更新事業（2 号炉）  280,000 
  ・その他燃焼施設、粗大ゴミ処理施設の改修事業  113,000 
 
○新たなゴミ処理方針の検討 
 
○汚泥再生処理センターの管理運営  148,509 
 
○公害防止対策の推進  6,178 

[ダイオキシン類検査、騒音､悪臭測定等の実施] 
 
〇不法投棄、土地の埋立て規制の監視活動の徹底 
 
〇地球温暖化対策市民運動の推進 

新（仮称）地球温暖化対策アクション会議の設置 
・地球温暖化防止対策講習会等の開催 
新家庭廃食油の回収によるバイオディーゼル再生燃料の活用 
・市役所エコ・オフィスの推進 
・グリーン購入の推進 
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〇合併処理浄化槽設置の促進  12,720 
 
〇公共下水道事業の整備推進 

・水質浄化センター大規模増改築事業の推進  554,000 
・汚水管渠布設工事の推進  35,000 
・下水道業務の一元化（下水道課を水質浄化センターへ移転） 

 
○上水道事業の推進 

・年次計画による老朽管布設替の推進 6.3ｋｍ  236,250 
・配水管の整備 1.4ｋｍ  42,000 
・水道料金コンビニ収納への準備（平成 21 年度導入） 1,218 

 
 

すこやか子育てやさしさ実感まちづくり 
 
１．子育て支援、少子化対策の推進  
 
新子育て支援課の新設による支援体制の充実 
 
○学童保育の充実 

・民間学童保育事業の支援  12,460 
[定員 南羽生学童クラブ 60 人 すかげ児童クラブ 60 人 

いずみ学童クラブ 40 人 ] 
 

・市立学童保育の運営充実（指導員の増員）  30,420 
   [羽生北学童 75 人、羽生南学童 50 人、岩瀬学童 30 人、新郷学童 40 人] 
 
○民間保育所助成事業の推進 

・民間保育所入所児童育成事業  2,328 
・１歳児担当保育士雇用事業  19,440 
・障害児保育事業  6,280 
・低年齢児途中入所促進事業  1,282 
・障害児保育円滑化事業  1,530 
・延長保育促進事業  26,152 
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・一時保育促進事業  810 
・保育所地域活動事業  1,000 
・地域子育て支援センター事業  19,978 
・アレルギー等対応特別給食提供事業  1,800 
・休日保育事業（日曜､祝日）  819 

 
○子ども医療費（旧乳幼児医療費）の支給対象の拡大  120,000 
    [通院を小学校卒業までに拡大] 
 
○ひとり親家庭等医療費の支給  12,000 
 

○不妊治療に対する助成事業  750 
 
○児童手当及び児童扶養手当の支給  612,600 
 
○民間保育園への保育委託  595,468 
 
○公立保育所の運営  109,912 
 
○ファミリーサポートセンターの運営 
 
○母子家庭自立のための教育訓練事業補助  600 
 
○子どものための施設短期利用事業の支援  200 
 
○幼稚園就園に対する支援  30,301 
 
○幼稚園児の育成支援  1,200 
 
２．高齢者を支える社会の推進  
 
○地域包括支援センターの体制充実  16,589 
 
○生活支援事業の推進  9,930 
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・配食サービス事業、軽度生活援助事業、日常生活用具給付事業、 
   貸おむつ事業、外出支援サービス事業、ふれあい交流事業 
 
○介護予防生きがい活動支援事業の推進  14,937 

・生きがい活動支援通所事業、敬老会事業、老人クラブ支援事業 
 
○緊急通報システムの運用継続  3,804 
 
○敬老祝金の支給  6,525 
 
○老人憩の家の運営  1,444 
 
○養護老人ホーム等への入所措置の扶助  76,188 
 
○グループホームの適正運営  2,113 
 
新後期高齢者医療特別会計の運営  827,230 
  ・保険料の適正賦課と徴収  354,996 
  ・後期高齢者医療費の負担  326,010 
  ・健康診査の実施  29,779 
  ・後期高齢者医療事業の安定化（一般会計繰出金）  448,469 
 
３．障害者福祉サービスの充実  
 
○自立支援給付及び地域生活支援事業の推進  458,187 

・障害者相談支援事業の推進  26,271 
・聴覚障害者のコミュニケーションサポート事業の推進  2,850 

（手話通訳者養成事業、コミュニケーション支援事業）   

・地域活動支援センター事業の推進  8,000 
・障害者在宅介護、施設訓練等の支援  418,402 

    （居宅介護、児童デイサービス、短期入所、生活介護、 

     施設入所、共同生活介護等） 

 

○障害者支援事業の推進  261,314 
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新障害者計画及び第 2 期障害福祉計画の策定  3,500 
新視覚障害者の情報基盤整備に係るモデル事業  1,000 
・心身障害者地域デイケア事業の充実  31,468 
・在宅重度心身障害者手当等の支給  56,637 
・重度心身障害者居室及び居宅整備資金の貸付  4,000 
・重度心身障害者医療費の助成  137,600 

  
新市庁舎オストメイト式トイレの整備  1,800 
 

４．介護保険サービスの充実 

 

○保険給付事業の推進  2,656,557 
・居宅介護サービス 

・施設介護サービス 

・地域密着型介護サービス 

  ・介護予防サービス 

  ・高額介護サービス 

 

○地域支援事業の推進  80,584 
・運動器機能向上事業  11,300 
・特定高齢者実態把握  11,263 
・介護予防地域活動組織支援事業  7,284 
  （いきいきサロン、筋力向上教室、水中運動教室） 

・閉じこもり予防事業 

・家族介護慰労金支給事業  4,700 
・家族介護用品支給事業  983 

  ・地域包括支援センターの体制充実 [再掲] 

 

○介護保険事業の安定化（一般会計繰出金）  353,732 
 
５．健康づくり・予防保健の推進  
 
新新たな保健予防に対応した保健医療課の新設 
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○生きがいのある健康づくりの推進   

・食生活改善、健康運動の普及、健康づくり教室の開催 

 

○予防健康診査の充実  113,904 
・基本健康診査の推進 

・がん検診（大腸、肺、胃、子宮、乳、前立腺がん等）の推進 

・予防接種（高齢者のインフルエンザ接種含む）の推進 

・麻しん対策の充実（中学 1 年生、高校 3 年生を新たに実施） 

・歯科保健の指導及び健診、８０２０運動の推進、フッ素塗布等の推進 

新成人歯科健診の推進  1,071 
 

○親と子の保健事業の推進   

・妊婦一般健康診査の充実（2 回⇒5 回）  23,363 
・乳幼児健康診査及び乳幼児健康相談・訪問の実施 

  ・発達指導の推進  1,500 
 
新生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導の推進 
 
○医療機関の確保事業の充実  8,751 

・在宅当番医、熊谷地区 2 次救急医療、小児 2 次救急医療 

・年末年始在宅歯科当番医 

 

○羽生総合病院の市内での診療継続の推進 

 

○不妊治療に対する助成事業 [再掲]  750 
 
○国民健康保険事業の安定化（一般会計繰出金）  355,100 
 
６．市民サービスの充実  
 
○あい・あいバス（羽生市福祉バス）運行補助事業  17,830 
 
○市民相談業務の推進  3,765 

・法律相談 月 3 回  消費生活相談 週 2 回 
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○増やそうカップル推進事業 
  ・結婚相談員、マリッジサポーターとの連携充実 
 

輝きはなつ人づくり 心ゆたかな人づくり 
 
１．強い意志、輝くこどもの育成を目指す学校教育  
 
新学校教育部の新設による学校教育のさらなる充実 
 
○小中学校への「市長エール訪問」の実施 
 
○基礎学力の向上実践活動の推進 

・｢学びあい・認め合い・高めあい｣実践活動事業の推進  840 
・いきいきコミュニケーターの配置  16,536 

[小学校：14 人 中学校：4 人] 
・スチューデント・ティーチャーの配置  300 

 
○学校支援の充実 

新指導主事 1 人当り 100 回学校訪問の推進 
 

新副読本「はにゅう」の作成  1,150 
 

○小学校英語教育の充実 ＡＬＴ3 人  10,800 
・スチューデント・ティーチャーの配置 [再掲]  300 
・拠点指定校における実践活動  348 
・英語教材の整備  550 

 

○教育相談の充実 

・適応指導教室の充実  2,877 
・いじめ・心の悩み相談の充実（放課後、土曜日相談）  653 
・さわやか相談室の充実（各中学校 2 人体制）  4,273 

 

○教職員研修の充実 

・羽生市教育研修センター研修事業の推進  24 
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・資質向上を図る研究奨励事業の推進  2,410 
 
○学習支援の充実と開かれた学校づくり 

・ふれあい講演会（進路対策）事業の推進  30 
・障害のある子の学習支援の強化  9,180 

[はつらつアシスタントの増員 8 人⇒12 人] 
・地域人材による学習及び部活動支援の推進 [再掲] 630 
・部活動に対する支援  4,300 
・中学生職場体験事業の推進  240 
・チャレンジ学習推進事業  1,050 
・地域に開かれた学校評議員制度の充実  560 
・スクールボランティア事業の推進 [再掲] 420   

  ・外国人児童生徒への日本語指導体制の充実  600 
 
新中学生海外派遣事業  840 
    [中学 1・2 年生各校 5 人 引率 2 人] 
 
２．学校教育施設等の整備促進  
 
新北小学校 2 号館屋根改修工事  10,000 
 
新井泉小学校非常用放送設備改修工事  7,800 
 
新村君小学校屋内運動場改修工事（H19 年度繰越事業）  92,800 
 
新東中学校給食搬送エレベーター改修工事  5,000 
 
○学校教育施設の充実 

 ・小中学校施設改善事業  13,600 
 ・小中学校備品整備事業  15,500 
 ・小中学校施設維持管理事業  18,385 
  

○安全・安心な学校給食の提供 
  ・地産地消の推進 
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  新冷蔵・冷風機器の整備  3,500 
  ・厨房機器の整備  498 
 
３．生涯学習で豊かな人づくりの推進  
 
新生涯学習部の新設による社会教育・生涯教育のさらなる充実 
 
○各種講座等公民館事業の推進  2,198 
 
○団塊世代支援事業の推進  181 
 
○青少年健全育成への取組み   
  新放課後こども教室推進事業の推進 [再掲] 1,029 
    [三田ヶ谷小、岩瀬小] 

  ・かるた大会の開催 
  ・成人式実施事業  425 
  ・仲よしクラブの運営  799 
 
○すこやか子育て・思春期子育て講座の開催  279 
 
新地域人権啓発活動活性化事業「人権の花運動」展開（国委託事業） 110 
 
○人権教育・啓発活動の継続推進  16,753 
 
○女性政策の推進 1,222 
  [子育て支援講座、家庭支援講座、生活支援講座、伝統文化講座、 
  再就職講座、資格取得講座、実技習得、女性センター祭り等] 
 
○第 2 次「はにゅう男女共同参画プラン」の策定 
 
４．文化活動・国際交流の推進  
 
○「ふるさとの詩」募集事業の展開  1,940 

・第 6 回全国募集「ふるさとの詩」表彰 
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・第 4 回小中学生「ふるさとの詩」募集・表彰 
 
新中学生海外派遣事業 [再掲]  840 
    [中学 1・2 年生各校 5 人 引率 2 人] 
 
○国際交流・姉妹都市交流等の推進  686 
 
○ムジナモの自生地保護・増殖活動の推進  5,015 
 
○図書館業務の充実   
  ・ブックスタート事業の推進 
  ・インターネット予約の充実 
  ・図書リサイクル事業の実施  
  ・視聴覚機器の更新 
  ・祝日開館の検討 
 
○郷土資料館企画展の開催   
  「端午の節句」「宮沢章二回顧展 校歌と宮沢章二」 
  「昭和 30 年代の羽生」「羽生市美術展 45 周年回顧展」 
 
○文化団体への活動支援 
 
○文化財の整理・保全、地域の歴史発掘活動の充実   

新大道遺跡発掘調査等各種報告書の作成 2,552 
  新地域史発掘事業の推進  100 
  新黒曜石原産地調査委託  72 
 
新文化ホールの整備（舞台吊りものワイヤー交換）  16,000 
 
５．市民スポーツの推進とレベルアップへの取組み  
 
新体力づくり市民運動の推進  100 
 
○ニュースポーツの普及（フロアーカーリング交流大会の開催） 276 
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○「藍
あい

・Love 家庭婦人バレーボール大会」の開催  306 

○外部指導者の活用（陸上講習会の開催） 
 
○各種スポーツスクールの開催 13 講座  1,555 
 
○岩瀬公民館グランドの整備（防球ネット） 4,500 
 
○体育館スポーツ備品の整備  1,000 
 

郷土の特色を生かしたまちづくり 
 
新郷土芸能振興事業の推進 [再掲]  260 
 
○市民団体による郷土の偉人の顕彰 
 
○「藍」に触れる事業の推進 
  ・「藍」染め体験コーナーの活用 
  ・ふれ藍ショップの展開 
 
○ムジナモ保存､増殖活動の推進 
  ・ムジナモ自生地の保全とムジナモ保存会活動の支援 
  ・「ムジナもん」を活用したムジナモＰＲの推進 
 
○「道の駅はにゅう」での郷土の歴史紹介 
 
○利根川を生かした事業の推進 

・バルーンフェスティバルの開催 
・「羽生ソアリングクラブ」によるグライダー体験搭乗、操縦指導 

 
○コスモスフェスティバル等景観形成事業の推進   
 
○「ふるさとの詩」募集事業の展開 [再掲]  1,940 

・第 6 回全国募集「ふるさとの詩」表彰 
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・第 4 回小中学生「ふるさとの詩」募集・表彰 
 
 

自立する財政基盤づくり 
 
新市税・保険料等の収納体制の強化（収納課の新設） 

新市税コンビニ収納の導入  2,206 
新差し押さえ物件のインターネット公売の導入  248 

 
○ＩＴを利用した市民サービスの充実 

・市ホームページの充実による行政情報の提供 
・各種申請手続きの電子化の推進 

 
新川崎産業団地商業地区緑地の管理協定による負担軽減  2,000 
 
○「道の駅はにゅう」の販売促進による利用料の増収  5,400 
 
○集中改革プラン、財政健全化計画の着実な取組み 

・事務事業評価の継続、公表 
・補助金の見直し（廃止 7 件、縮小 40 件） 7,619 
・使用料・手数料の見直しの継続  
・市債の繰上償還の実施  64,687 
・財政調整基金の残高確保  年度末比 300,000 増 
・未利用財産（土地）の処分 
・広告料等新たな財源の確保  5,847 
・基金、歳計現金の効率的運用（譲渡性預金による運用）  2,915 
・特別職（市長、副市長、教育長）の給料等減額の継続  △5,060 
・定員適正化に向けた人件費の減額  △67,479 
・指定管理者制度の拡大検討 
・市役所休日開庁業務の試行継続 
・公共施設の統廃合の検討 

  ・人事評価制度の導入 
  ・職員の人材育成の推進（企業訪問、講演会等への積極的参加） 
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○事務事業の見直し等により予算に反映した事項 
・合併処理浄化槽整備補助金の見直し  △6,549 
・老人慰安事業の廃止  △6,519 
・生きがい活動支援通所事業の見直し △2,194 
・重度心身障害者手当の見直し（市単 療育 B の廃止） △2,317 
・産業労働者住宅資金預託金の減額   △6,000 
・納税貯蓄組合補助金の段階的削減（補助金見直し額に含む△3,657） 

 


