
集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン進行管理進行管理進行管理進行管理シートシートシートシート実施項目表実施項目表実施項目表実施項目表

ページ 実項番号 項目名 部会名 主担当課

1 運転業務の見直し 保健福祉部会 社会福祉課

2 外部委託・民間委託（アウトソーシング）の活用 産業経済部会 産業経済部

1 3 公の施設に係る指定管理者制度への移行 市長公室部会 企画調整課

2 3 羽鳥保育所の運営方法の見直し 保健福祉部会 子ども福祉課

3 3 公の施設に係る指定管理者制度への移行（小川温泉寿荘） 保健福祉部会 福祉事務所小川支所

4 水道料金等の統一化 水道部会 水道局

4 5 水道料金関連業務の委託 水道部会 水道局

6 浄水場の管理業務並びに漏水時の当番制度 水道部会 水道局

7 病院事業の経営改革の推進 保健福祉部会 医療保険課

8 土地開発公社の解散検討 都市建設部会 都市整備課

9 パブリック・コメント手続制度の導入 市長公室部会 秘書広聴課

5 10 まちづくり活動支援等による協働の推進 市民生活部会 地域振興課

6 11 情報提供制度の確立 市長公室部会 企画調整課

7 12 ＮＰＯ・ボランティア活動支援等の推進 教育部会 生涯学習課

8 13 広聴機能の強化（市政モニター） 市長公室部会 秘書広聴課

9 14 市民に身近な公園の協働管理の推進 都市建設部会 都市整備課

15 市民協働推進ガイドライン策定 市長公室部会 秘書広聴課

10 16 市道の里親制度の推進 都市建設部会 管理課

11 17 出前講座の実施 市長公室部会 秘書広聴課

12 18 窓口サービスの向上 市民生活部会 市民課

13 19 新たな予算編成手法の導入 市長公室部会 財政課

14 20 狭あい道路及び後退敷地整備事業の見直し 都市建設部会 管理課

15 21 公共ホール自主文化事業の見直し 市民生活部会 生活文化課

22 生活排水対策の見直し 市民生活部会 環境課

22 生活排水対策の見直し 都市建設部会 下水道課

16 23 時差出勤制度の検討 総務部会 総務課

24 文書発送体制の改善 総務部会 総務課

17 25 合併に伴う事務事業の一元化の早期実現 市長公室部会 企画調整課

26 夏の「クールビズ」、冬の「ウォームビズ」の推進 総務部会 総務課

18 27 組織・機構改革の検討・実施 総務部会 総務課

28 プロジェクトチームの有効活用 保健福祉部会 介護福祉課

19 29 消防団組織の統合 消防部会 消防本部

20 30 嘱託職員、再任用職員、臨時職員の配置基準の整備 総務部会 総務課

21 31 定員管理の適正化 総務部会 総務課

31 定員管理の適正化 消防部会 消防本部

32 勧奨退職制度の活用 総務部会 総務課

33 給与構造の改革推進 総務部会 総務課

22 34 特殊勤務手当ての見直し 総務部会 総務課

23 34 特殊勤務手当ての見直し 消防部会 消防本部
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24 35 人事評価制度の構築 総務部会 総務課

36 職員定員･給与の公表 総務部会 総務課

37 人材育成基本方針の策定 総務部会 総務課

25 38 職員研修の充実 総務部会 総務課

26 39 行政評価システムの確立 市長公室部会 企画調整課

27 40 財務書類の作成及び公表 市長公室部会 財政課

28 41 入札契約制度の改善 総務部会 管財検査課

42 工事等の成績評定要領の見直し 総務部会 管財検査課

29 43 情報公開制度の適切な運用 総務部会 総務課

44 交際費の公表 市長公室部会 秘書広聴課

44 交際費の公表 教育部会 教育総務課

44 交際費の公表 行政委員会部会 議会事務局

30 45 市議会会議録の市のホームページへの掲載 行政委員会部会 議会事務局

31 46 広報部数の見直しと有料広告 市長公室部会 秘書広聴課

32 47 入札・契約に係る情報の公表 総務部会 管財検査課

33 48 公文書管理の徹底 総務部会 総務課

34 49 電子申請・届出の推進 市長公室部会 企画調整課

35 50 スポーツ施設、公民館、図書館のインターネット予約システムの拡充運用 教育部会 生涯学習課

36 51 受益者負担、使用料、手数料等の適正化の推進 市民生活部会 生活文化課

37 51 受益者負担、使用料、手数料等の適正化の推進 保健福祉部会 健康増進課

51 受益者負担、使用料、手数料等の適正化の推進 教育部会 学校教育課

51 受益者負担、使用料、手数料等の適正化の推進 教育部会 生涯学習課

38 52
 下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料の見直し 都市建設部会 下水道課

39 53 ごみ収集システムの統一とごみの減量化 市民生活部会 環境課

54 介護保険給付の適正化 保健福祉部会 介護福祉課

40 55 財政健全化計画の策定 市長公室部会 財政課

41 56 公用車の整理 総務部会 管財検査課

42 57 長期継続契約・包括委託の活用 総務部会 管財検査課

57 長期継続契約・包括委託の活用 都市建設部会 下水道課

43 58 地球温暖化防止実行計画の策定 市民生活部会 環境課

44 59 公立幼稚園の再編 教育部会 学校教育課

45 60 市税等徴収率向上 総務部会 税務課

46 61 市税等の納付機会の拡充 総務部会 税務課

47 61 市税等の納付機会の拡充 保健福祉部会 介護福祉課

62 水道料金のコンビニ収納業務委託 水道部会 水道局

48 63 税財源充実確保 総務部会 税務課

49 64 未利用地財産の活用と処分 総務部会 管財検査課

50 65 公営住宅使用料の徴収対策の強化 都市建設部会 都市整備課

51 66 補助金等の適正化 市長公室部会 財政課

52 67 公共工事のコスト縮減 総務部会 管財検査課

53 68 工事成績表の有効な活用 総務部会 管財検査課


