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第 1 取組全体の進捗状況及び財政効果

平成２８年度から３２年度までを実施期間としてスタートした戸田市行財政改革プラ

ン（第６次行政改革）における、平成２８年度の取組状況について評価を実施し、取り

まとめを行いました。

１ 進捗状況 

本プランでは、行財政改革推進計画を着実に推進し実効性の高いものとするため、年

度ごとに、中間評価及び最終評価の２回評価を実施することで取組を精査しています。 

平成２８年度における各取組事業の進捗状況は、以下のとおりとなります。

進 捗 状 況 取組数 

A 取 組 達 成  ２件 

B 躍 進 中  ７件 

C 計 画 通 り  ８５件 

D 概ね計画通り  ３６件 

E 遅 れ 気 味  ２件 

合 計 １３２件 

 

 

 

 

A 取 組 達 成：取組事業の目標を当該年度に達成したもの。

B 躍 進 中：取組事業の目標に対する年次別行動計画の進捗が、当初の予定より

も早く進んでいるもの。

C 計 画 通 り：取組事業の目標に対する年次別行動計画の進捗が、当初の予定通り

進んでいるもの。

D 概ね計画通り：取組事業の目標に対する年次別行動計画の進捗が、状況等の変化が

あったものの、概ね当初の予定通り進んでいるもの。

E 遅 れ 気 味：取組事業の目標に対する年次別行動計画の進捗が、状況等の変化に

より当初の予定よりも遅れているもの。
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２ 財政効果の状況  

取組数全１３２件のうち、３０件において財政的な効果が発生しました。

総額は、４億８，８６４万円です。 

行財政改革プランに掲げた「３つの柱*」ごとの財政効果は以下のグラフのとおりです。 

*３つの柱

１ 財源確保に向けた積極的な経営

歳出削減はもとより、公有財産の有効活用などによる新たな財源の創出や受益者負担

の見直しに取り組んでいきます。

２ 最適化を目指した行政経営

「ひと」や「もの」など既存の資源の潜在能力を最大限引き出す人材の育成、公共施

設の有効活用等を積極的に推進していきます。

３ 自治を育む地域経営

行政主導のまちづくりではなく、市民やＮＰＯ、市内企業も自治の担い手として、そ

れぞれの得意分野を活かして活躍することができる環境づくりを行うとともに、連携を

強化し、地域の活性化を図っていきます。

総額 

488,640 

千円 
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主な財政効果は以下のとおりです。

取組事業名 財政効果額 説明

公共工事コスト

縮減対策
151,494 千円 

民間のノウハウを活かすことにより、基本性

能や品質を確保しつつ、工事コストやライフサ

イクルコストなど、総合的なコストを縮減する

ことができました。

現年課税分の収納

率向上対策
130,886 千円 

納税コールセンターを設置し、税滞納者への

催告を積極的に行いました。

国保レセプト点検

の強化
17,454 千円 

一部業務の民間委託を導入し、レセプト点検

業務を行いました。

その他、民間活力の活用や女性活躍など、様々な視点から行政改革を進めまし

た。それらの取組の一例を紹介します。

●ふるさと納税に返礼品制度を導入！！

平成２８年１２月から返礼品制度を導入し、多くの方に寄附をいただくことが

できました。返礼品は市内産品を主にしているため、市内産業の活性化やシティ

セールスにも寄与しています。

●私立保育園３園の整備！！

私立保育園３園を整備し、計２２０名の定員を拡大しました。

なお、整備に当たっては民設民営方式を採用し、整備費用の縮減に努めました。 

●女性の活躍の場が増加！！

女性がさらに活躍する社会の実現のため、育児休業中等の女性が働きやすい企

業が進出し易い、環境整備を行っています。

また、市が運営する審議会等への女性委員の積極的な登用など、女性の意見が

行政に反映される取り組みを推進しました。
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第２　取組事業ごとの進捗状況及び財政効果
　　本編では、取組事業ごとの進捗状況及び財政効果を、行財政改革プランにおける取組の柱別、部局別にそれぞれ一覧にまとめました。

１　柱別にみる進捗状況及び財政効果

柱 取組 ＮＯ 担当部署 取組事業名 進捗状況 目標達成年度 財政効果（千円）

1 政策秘書室 ふるさと納税制度の活用に向けた取組 躍進中 -

2 危機管理防災課 通常時の防災器材貸出による使用方法の習得 計画通り -

3 危機管理防災課 防災服の利活用 計画通り 252

4 資産管理課 公有財産の有効活用 計画通り 27,738

5 資産管理課 ネーミングライツ活用の推進 概ね計画通り -

6 税務課 ふるさと納税制度の活用に向けた取組 計画通り -

7 防犯くらし交通課 トコバスを活用した新たな財源の確保 計画通り -

8 経済政策課 ふるさと納税制度の活用に向けた取組 躍進中 12,450

9 経済政策課 起業支援センターの充実 計画通り -

10 経済政策課 商工会等の各種団体等との連携拡大 計画通り -

11 経済政策課 経済分析システムの効果的な活用 概ね計画通り -

12 経済政策課 市内企業の転出抑制及び市外企業の転入増加の取組 計画通り -

13 経営企画課 受益者負担の見直し方針の見直し 計画通り -

14 協働推進課 笹目コミュニティセンターの使用料の見直し 計画通り 197

15 防犯くらし交通課 自転車駐車場利用料金の適正化 計画通り -

16 文化スポーツ課 文化会館使用料の見直し 計画通り -

17 文化スポーツ課 スポーツセンター使用料の見直し 計画通り -

18 環境課 粗大ごみ処理手数料の見直し 計画通り 8,578

19 みどり公園課 有料の公園施設の使用料の見直し（スポーツ施設） 概ね計画通り -

20 福祉総務課 福祉センター使用料減額･免除規定の見直し 概ね計画通り -

21 保育幼稚園課 保育料の適正化 概ね計画通り -

22 児童青少年課 学童保育料の見直し 概ね計画通り -

23 医）総務課 市民医療センター使用料・手数料の負担見直し 計画通り -

24 税務課 課税の公平性の確立 計画通り 6

25 収納推進課 収入未済額の圧縮 計画通り -

26 収納推進課 現年課税分の収納率向上対策 概ね計画通り 130,886

27 収納推進課 市税等の収納チャンネルの拡大 計画通り -

28 収納推進課 債権に係る未収金の回収 計画通り 5,077

29 長寿介護課 収入未済額の圧縮 計画通り -

30 保育幼稚園課 収入未済額の圧縮 概ね計画通り -

31 学校給食課 収入未済額の圧縮 概ね計画通り -

32 財政課 補助金等の適正化の推進 計画通り -

33 財政課 補助金の戦略的獲得 計画通り -

34 障害福祉課 にじの杜運営費補助金の適正化 計画通り 1,724

35 警防課 消防車両更新に伴う財源の確保 計画通り -

36 教育総務課 学校建替え事業 計画通り -

37 経営企画課 会議の開催に係る指針等の作成 概ね計画通り -

38 経営企画課 名刺台紙の在り方の見直し 計画通り -

39 経営企画課 庁内照会時における基準の作成 概ね計画通り -

40 財政課 枠配分予算制度の見直し 計画通り -

41 財政課 予算執行指針の作成及び実行 計画通り -

42 資産管理課 公共工事コスト縮減対策 概ね計画通り -

43 市民課 市民課窓口の改善 概ね計画通り -

44 市民課 デジタルサイネージを利用した総合的な窓口サービスの展開 計画通り 303

45 環境課 清掃手数料徴収業務の見直し 概ね計画通り -

46 みどり公園課 公共工事コスト縮減対策 計画通り 6,448

47 まちづくり推進課 公共工事コスト縮減対策 計画通り -

適化を目指し
た行政経営

（二つ目の柱）

財源確保に向
けた積極的な

経営
（一つ目の柱）

（１）新たな財源の創出

（２）企業誘致等による税収
の確保

（３）使用料・手数料等に係る
受益者負担の見直し

（４）税金等の積極的な徴収

（５）補助金の積極的な活用
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48 道路河川課 公共工事コスト縮減対策（河川） 計画通り 13,623

49 道路河川課 公共工事コスト縮減対策（幹線道路） 概ね計画通り 3,801

50 道路河川課 公共工事コスト縮減対策（生活道路） 計画通り 7,243

51 道路河川課 公共工事コスト縮減対策（橋梁） 概ね計画通り 1,003

52 土地区画整理事務所 公共工事コスト縮減対策 計画通り 21,493

53 会計課 出納事務の効率化 躍進中 -

54 会計課 不適正伝票改善のための研修会の実施 躍進中 -

55 会計課 不適正伝票過多の所属を対象とした会計管理者ヒアリングの実施 躍進中 -

56 消）総務課 予算編成及び予算執行事務の見直し 計画通り -

57 教育総務課 公共工事コスト縮減対策 計画通り 44,597

58 水道施設課 公共工事コスト縮減対策（配水管更新工事） 計画通り 36,726

59 水道施設課 公共工事コスト縮減対策（配水管布設工事） 計画通り 740

60 下水道施設課 公共工事コスト縮減対策 計画通り 15,820

61 政策秘書室 官民協働による生活便利帳の制作 計画通り -

62 経営企画課 各種計画等における印刷・製本量などの見直し 概ね計画通り -

63 資産管理課 ファシリティマネジメント施策に関する事業者提案制度導入に向けた取組 計画通り -

64 協働推進課 各種イベント等、全庁的な対応を要する事業への職員応援体制の抑制 概ね計画通り -

65 保育幼稚園課 保育所民設民営化の推進 躍進中 -

66 保育幼稚園課 保育事務の外部委託化への取組 概ね計画通り -

67 児童青少年課 学童保育室の管理運営に係る民間活力の導入 概ね計画通り -

68 学校給食課 学校給食センターの管理運営に係る民間委託の推進 計画通り -

69 上下水道経営課 包括民間委託のモニタリング 計画通り -

70 水道施設課 包括民間委託のモニタリング 計画通り -

71 下水道施設課 包括民間委託のモニタリング 計画通り -

72 資産管理課 各公共施設における新電力の導入 計画通り -

73 資産管理課 公共施設等総合管理計画の策定 計画通り 28年度 -

74 資産管理課 公共施設再編の推進 計画通り -

75 資産管理課 指定管理者制度の適正化 計画通り -

76 資産管理課 公共施設の維持管理や再編におけるＰＰＰ、ＰＦＩ導入の推進 概ね計画通り -

77 福祉総務課 福祉センターのあり方の見直し 概ね計画通り -

78 道路河川課 水銀灯道路照明に相当する灯具への効果的な更新 計画通り 207

79 生涯学習課 少年自然の家に係る施設維持管理・運営の適正化への取組 概ね計画通り -

80 図書館・郷土博物館 図書館・郷土博物館の指定管理者制度導入への取組 概ね計画通り -

81 下水道施設課 下水道施設の維持・修繕の技術基準の作成 計画通り -

82 人事課 育休等代替職員の制度の確立 概ね計画通り -

83 人事課 超過勤務時間の平準化と併せた定員適正化計画の実施 計画通り 17,072

84 人事課 複線型人事管理制度への取組 概ね計画通り -

85 人事課 人事評価制度の完成度の向上と普及 計画通り -

86 人事課 給与制度の適正化 計画通り 34,350

87 人事課 各種手当の見直し 計画通り -

88 人事課 旅費（支給要件・水準）の適正化 計画通り -

89 人事課 人材育成基本方針の改訂 計画通り 28年度 -

90 入札検査課 公共調達における公正な競争と効果的な予算執行 計画通り 19,309

91 財政課 戸田市土地開発公社の経営健全化 計画通り 1,824

92 保険年金課 ジェネリック医薬品の推進（国民健康保険被保険者） 計画通り 15,125

93 保険年金課 国保レセプト点検の強化 計画通り 17,454

94 保険年金課 特定健診受診率向上及び特定保健指導の受診率の向上 計画通り -

95 医）総務課 市民医療センター投薬業務の民間委託化、外部化 計画通り -

96 診療室 ジェネリック医薬品の推進 概ね計画通り -

97 介護老人保健施設 介護老人保健施設（ろうけん戸田）運営費の赤字解消対策 計画通り -

（６）事務事業等の見直し

（７）民間活力の活用と見直し

（８）ファシリティマネジメント
の推進

（９）人材の開発・組織環境の
整備

（１０）特別会計、地方公営企
業等の経営健全化
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98 上下水道経営課 水道事業の経営健全化 計画通り 3,840

99 上下水道経営課 下水道事業の経営健全化 計画通り -

100 危機管理防災課 被災者台帳の一元管理 計画通り -

101 危機管理防災課 システム化による備蓄品管理 概ね計画通り -

102 庶務課 行政文書の電子化の促進 概ね計画通り -

103 経営企画課 マイナンバーの利活用の推進 計画通り -

104 情報政策統計課 マイナンバーの利活用の推進 計画通り -

105 情報政策統計課 電子会議（ペーパーレス会議）の推進 概ね計画通り -

106 情報政策統計課 自治体クラウド等の推進 概ね計画通り -

107 財政課 財務会計システムの安定的な運営 計画通り -

108 議会事務局 会議運営の見直し 遅れ気味 -

109 学務課 就学援助事務に係る個人番号（マイナンバー）の独自利用の推進 計画通り -

110 教育政策室 会議資料・通知文書の電子化 計画通り -

111 教育政策室 ペーパレスシステムの構築 計画通り -

112 情報政策統計課 オープンデータの提供 計画通り -

113 財政課 統一的な基準による地方公会計の整備 計画通り -

114 財政課 財政公表の促進 計画通り -

115 みどり公園課 戸田ヶ原自然再生事業における協働の実践 躍進中 -

116 長寿介護課 総合事業の仕組みの構築 概ね計画通り -

117 都市計画課 地図情報（ＧＩＳ）を活用した都市計画情報の提供 遅れ気味 -

118 都市計画課 三軒協定の普及啓発 概ね計画通り -

119 生涯学習課 まちづくり出前講座の充実 計画通り -

120 みどり公園課 戸田ヶ原自然再生事業における企業等との連携 概ね計画通り -

121 生活支援課 生活困窮者等の就労・社会参加の促進 計画通り 40,448

122 福祉保健センター 保健事業等における企業等との連携 計画通り 306

123 協働推進課 国際交流の促進に係る人材の活用 計画通り -

124 協働推進課 市民活動者の育成 計画通り -

125 長寿介護課 シルバー人材センターの活用 概ね計画通り -

126 こども家庭課 地域の子育て支援人材の育成及び活用 計画通り -

127 都市計画課 市民まちづくり塾による人材の発掘・育成 概ね計画通り -

128 生涯学習課 戸田人材の森（戸田市生涯学習人材バンク）における活用等の見直し 計画通り -

129 行政委員会事務局 若年者が投票しやすい環境づくり 計画通り -

130 経済政策課 女性の就労・起業応援事業 計画通り -

131 環境課 環境審議会への女性委員の登用 計画通り -

132 保育幼稚園課 事業所内保育の拡充 計画通り -

自治を育む
地域経営

（三つ目の柱）

（１１）電子化への取組の見
直しと推進

（１２）地域経営の基盤構築

（１３）市内企業等との連携促
進

（１４）地域人材の発掘と育成

（１５）女性の参画の推進
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２　部局別にみる進捗状況及び財政効果

部局名 課（室）名 ＮＯ 取組事業名 進捗状況 目標達成年度 財政効果（千円）

1 ふるさと納税制度の活用に向けた取組 躍進中 -

61 官民協働による生活便利帳の制作 計画通り -

2 通常時の防災器材貸出による使用方法の習得 計画通り -

3 防災服の利活用 計画通り 252

100 被災者台帳の一元管理 計画通り -

101 システム化による備蓄品管理 概ね計画通り -

庶務課 102 行政文書の電子化の促進 概ね計画通り -

経営企画課 13 受益者負担の見直し方針の見直し 計画通り -

経営企画課 37 会議の開催に係る指針等の作成 概ね計画通り -

経営企画課 38 名刺台紙の在り方の見直し 計画通り -

経営企画課 39 庁内照会時における基準の作成 概ね計画通り -

経営企画課 62 各種計画等における印刷・製本量などの見直し 概ね計画通り -

経営企画課 103 マイナンバーの利活用の推進 計画通り -

人事課 82 育休等代替職員の制度の確立 概ね計画通り -

人事課 83 超過勤務時間の平準化と併せた定員適正化計画の実施 計画通り 17,072

人事課 84 複線型人事管理制度への取組 概ね計画通り -

人事課 85 人事評価制度の完成度の向上と普及 計画通り -

人事課 86 給与制度の適正化 計画通り 34,350

人事課 87 各種手当の見直し 計画通り -

人事課 88 旅費（支給要件・水準）の適正化 計画通り -

人事課 89 人材育成基本方針の改訂 計画通り 28年度 -

情報政策統計課 104 マイナンバーの利活用の推進 計画通り -

情報政策統計課 105 電子会議（ペーパーレス会議）の推進 概ね計画通り -

情報政策統計課 106 自治体クラウド等の推進 概ね計画通り -

情報政策統計課 112 オープンデータの提供 計画通り -

財政課 32 補助金等の適正化の推進 計画通り -

財政課 33 補助金の戦略的獲得 計画通り -

財政課 40 枠配分予算制度の見直し 計画通り -

財政課 41 予算執行指針の作成及び実行 計画通り -

財政課 91 戸田市土地開発公社の経営健全化 計画通り 1,824

財政課 107 財務会計システムの安定的な運営 計画通り -

財政課 113 統一的な基準による地方公会計の整備 計画通り -

財政課 114 財政公表の促進 計画通り -

資産管理課 4 公有財産の有効活用 計画通り 27,738

資産管理課 5 ネーミングライツ活用の推進 概ね計画通り -

資産管理課 42 公共工事コスト縮減対策 概ね計画通り -

資産管理課 63 ファシリティマネジメント施策に関する事業者提案制度導入に向けた取組 計画通り -

資産管理課 72 各公共施設における新電力の導入 計画通り -

資産管理課 73 公共施設等総合管理計画の策定 計画通り 28年度 -

資産管理課 74 公共施設再編の推進 計画通り -

資産管理課 75 指定管理者制度の適正化 計画通り -

資産管理課 76 公共施設の維持管理や再編におけるＰＰＰ、ＰＦＩ導入の推進 概ね計画通り -

入札検査課 90 公共調達における公正な競争と効果的な予算執行 計画通り 19,309

税務課 6 ふるさと納税制度の活用に向けた取組 計画通り -

税務課 24 課税の公平性の確立 計画通り 6

政策秘書室

危機管理防災課

総務部

財務部
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収納推進課 25 収入未済額の圧縮 計画通り -

収納推進課 26 現年課税分の収納率向上対策 概ね計画通り 130,886

収納推進課 27 市税等の収納チャンネルの拡大 計画通り -

収納推進課 28 債権に係る未収金の回収 計画通り 5,077

市民課 43 市民課窓口の改善 概ね計画通り -

市民課 44 デジタルサイネージを利用した総合的な窓口サービスの展開 計画通り 303

協働推進課 14 笹目コミュニティセンターの使用料の見直し 計画通り 197

協働推進課 64 各種イベント等、全庁的な対応を要する事業への職員応援体制の抑制 概ね計画通り -

協働推進課 124 市民活動者の育成 計画通り -

協働推進課 123 国際交流の促進に係る人材の活用 計画通り -

防犯くらし交通課 7 トコバスを活用した新たな財源の確保 計画通り -

防犯くらし交通課 15 自転車駐車場利用料金の適正化 計画通り -

文化スポーツ課 16 文化会館使用料の見直し 計画通り -

文化スポーツ課 17 スポーツセンター使用料の見直し 計画通り -

経済政策課 8 ふるさと納税制度の活用に向けた取組 躍進中 12,450

経済政策課 9 起業支援センターの充実 計画通り -

経済政策課 10 商工会等の各種団体等との連携拡大 計画通り -

経済政策課 11 経済分析システムの効果的な活用 概ね計画通り -

経済政策課 12 市内企業の転出抑制及び市外企業の転入増加の取組 計画通り -

経済政策課 130 女性の就労・起業応援事業 計画通り -

環境課 18 粗大ごみ処理手数料の見直し 計画通り 8,578

環境課 45 清掃手数料徴収業務の見直し 概ね計画通り -

環境課 131 環境審議会への女性委員の登用 計画通り -

みどり公園課 19 有料の公園施設の使用料の見直し（スポーツ施設） 概ね計画通り -

みどり公園課 46 公共工事コスト縮減対策 計画通り 6,448

みどり公園課 115 戸田ヶ原自然再生事業における協働の実践 躍進中 -

みどり公園課 120 戸田ヶ原自然再生事業における企業等との連携 概ね計画通り -

福祉総務課 20 福祉センター使用料減額･免除規定の見直し 概ね計画通り -

福祉総務課 77 福祉センターのあり方の見直し 概ね計画通り -

生活支援課 121 生活困窮者等の就労・社会参加の促進 計画通り 40,448

障害福祉課 34 にじの杜運営費補助金の適正化 計画通り 1,724

長寿介護課 29 収入未済額の圧縮 計画通り -

長寿介護課 116 総合事業の仕組みの構築 概ね計画通り -

長寿介護課 125 シルバー人材センターの活用 概ね計画通り -

保険年金課 92 ジェネリック医薬品の推進（国民健康保険被保険者） 計画通り 15,125

保険年金課 93 国保レセプト点検の強化 計画通り 17,454

保険年金課 94 特定健診受診率向上及び特定保健指導の受診率の向上 計画通り -

福祉保健センター 122 保健事業等における企業等との連携 計画通り 306

こども家庭課 126 地域の子育て支援人材の育成及び活用 計画通り -

保育幼稚園課 21 保育料の適正化 概ね計画通り -

保育幼稚園課 30 収入未済額の圧縮 概ね計画通り -

保育幼稚園課 65 保育所民設民営化の推進 躍進中 -

保育幼稚園課 66 保育事務の外部委託化への取組 概ね計画通り -

保育幼稚園課 132 事業所内保育の拡充 計画通り -

児童青少年課 22 学童保育料の見直し 概ね計画通り -

児童青少年課 67 学童保育室の管理運営に係る民間活力の導入 概ね計画通り -

環境経済部

福祉部

こども青少年部

市民生活部
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都市計画課 117 地図情報（ＧＩＳ）を活用した都市計画情報の提供 遅れ気味 -

都市計画課 118 三軒協定の普及啓発 概ね計画通り -

都市計画課 127 市民まちづくり塾による人材の発掘・育成 概ね計画通り -

まちづくり推進課 47 公共工事コスト縮減対策 計画通り -

道路河川課 48 公共工事コスト縮減対策（河川） 計画通り 13,623

道路河川課 49 公共工事コスト縮減対策（幹線道路） 概ね計画通り 3,801

道路河川課 50 公共工事コスト縮減対策（生活道路） 計画通り 7,243

道路河川課 51 公共工事コスト縮減対策（橋梁） 概ね計画通り 1,003

道路河川課 78 水銀灯道路照明に相当する灯具への効果的な更新 計画通り 207

土地区画整理事務所 52 公共工事コスト縮減対策 計画通り 21,493

医）総務課 23 市民医療センター使用料・手数料の負担見直し 計画通り -

医）総務課 95 市民医療センター投薬業務の民間委託化、外部化 計画通り -

診療室 96 ジェネリック医薬品の推進 概ね計画通り -

介護老人保健施設 97 介護老人保健施設（ろうけん戸田）運営費の赤字解消対策 計画通り -

53 出納事務の効率化 躍進中 -

54 不適正伝票改善のための研修会の実施 躍進中 -

55 不適正伝票過多の所属を対象とした会計管理者ヒアリングの実施 躍進中 -

消）総務課 56 予算編成及び予算執行事務の見直し 計画通り -

警防課 35 消防車両更新に伴う財源の確保 計画通り -

108 会議運営の見直し 遅れ気味 -

教育総務課 36 学校建替え事業 計画通り -

教育総務課 57 公共工事コスト縮減対策 計画通り 44,597

学務課 109 就学援助事務に係る個人番号（マイナンバー）の独自利用の推進 計画通り -

教育政策室 110 会議資料・通知文書の電子化 計画通り -

教育政策室 111 ペーパレスシステムの構築 計画通り -

学校給食課 68 学校給食センターの管理運営に係る民間委託の推進 計画通り -

学校給食課 31 収入未済額の圧縮 概ね計画通り -

生涯学習課 79 少年自然の家に係る施設維持管理・運営の適正化への取組 概ね計画通り -

生涯学習課 119 まちづくり出前講座の充実 計画通り -

生涯学習課 128 戸田人材の森（戸田市生涯学習人材バンク）における活用等の見直し 計画通り -

図書館・郷土博物館 80 図書館・郷土博物館の指定管理者制度導入への取組 概ね計画通り -

129 若年者が投票しやすい環境づくり 計画通り -

上下水道経営課 69 包括民間委託のモニタリング 計画通り -

上下水道経営課 98 水道事業の経営健全化 計画通り 3,840

上下水道経営課 99 下水道事業の経営健全化 計画通り -

水道施設課 58 公共工事コスト縮減対策（配水管更新工事） 計画通り 36,726

水道施設課 59 公共工事コスト縮減対策（配水管布設工事） 計画通り 740

水道施設課 70 包括民間委託のモニタリング 計画通り -

下水道施設課 60 公共工事コスト縮減対策 計画通り 15,820

下水道施設課 71 包括民間委託のモニタリング 計画通り -

下水道施設課 81 下水道施設の維持・修繕の技術基準の作成 計画通り -

教育委員会事務局

行政委員会事務局

上下水道部

都市整備部

会計課

市民医療センター

消防

議会事務局
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