
 
作成者 総務部長  山 本 義 幸 作成日 令和２年５月１２日 

■ 将来都市像 ■  
みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  
 

総務部は、行政分野それぞれの施策・事業が効率的かつ効果的に運営されるよう、支援する役割を担っています。 

庶務課、経営企画課、人事課及び情報政策統計課の４課で構成され、「第４次総合振興計画」に掲げる将来都市像の

実現に向け、市政の透明性の確保、人権意識の高揚、情報公開・個人情報の保護、経営体制の確立、地域力の向上、職

員の育成による組織の活性化、地域情報化などを推進しています。また、事業所管部に必要な執行体制を確保し、市民

との協働によるマネジメントシステムの推進、市民が利用しやすいと感じる市役所窓口を目指すとともに、統計調査事

業の効率的で円滑な実施、情報セキュリティ強化を基本とする ICTの利活用と、社会保障・税番号制度（マイナンバー

制度）による市民サービスの向上などに取り組んでいます。 

 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
 

【外部環境】 

・人口減少、少子高齢社会に対応する持続可能で活力あるまちづくりが求められており、若い世代、女性や高齢者

の活躍の場を増やすとともに、地域経済の活性化に取り組む必要があります。 

・市民や議会との協働を進め、開かれた行政を積極的に展開することが求められています。 

・市民の知る権利をより強固に保障するとともに、災害に備えた庁内文書の管理体制の整備が求められています。 

・スマートフォン等の伝達手段を用い、効果的なオープンデータの提供や分りやすい情報提供等に ICT を利活用す

ることが求められています。 

 

【内部環境】 

・戸田市第４次総合振興計画後期基本計画や戸田市行財政改革プラン（第６次行政改革）、定員管理計画、第２次情

報化推進計画後期計画、戸田市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づくアクションプランをより推進させると

ともに、的確かつ着実に実行されるように計画の進行管理を進めることが求められています。 

・令和３年度から計画期間が始まる戸田市第５次総合振興計画策定については、今後の潮流や戸田市を取り巻く情

勢を踏まえながら、分野横断的な施策を構築することが求められており、同じく令和３年度が初年度となる戸田

市行財政改革プラン（第７次行政改革）策定については、新たな総合振興計画における将来都市像の実現に向け

た推進力としての機能を担うため、総合振興計画と相互連携する仕組みの構築が必要となっています。 

・多様な分野において、民間と行政がそれぞれ持つ資源や特色、ノウハウを活かし、より一層の効果的・効率的な

行政サービスが実現できるよう、公民連携の更なる強化が求められています。 

・各業務システムの導入に当たっては、費用対効果や適正価格を考慮することが求められています。 

・個人情報保護など、情報セキュリティ対策を意識した業務の運用管理が求められています。 

・マイナンバーの利活用による市民サービスの向上と事務の効率化が求められています。 

・市民との協働を推進するため、パブリック・コメント制度の周知、市政情報コーナーの情報発信機能の拡充等に

よる市民との情報共有が求められています。 

・さまざまな差別の解消に向け、人権問題に対する関心を高めるための人権啓発活動が求められています。 

・主体的に行動できる職員の育成を図るとともに、多様な人材が活躍できる職場環境づくりが求められています。 

 

【問題点】 

・行政評価制度などの進行管理システムや人事評価制度について、職員の理解と自覚を促進する必要があります。 

・個人情報保護制度における要配慮個人情報や個人番号及び特定個人情報のより慎重かつ適切な取扱いが求められ

ています。 

・障がい者の雇用を、積極的に進める必要があります。 

・サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、更なる情報セキュリティの強化が求められています。 

 

令和２年度 総務部 方針書 
 



■ 令和２年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

 

・第４次総合振興計画は、１０年にわたるまちづくりの基本方針であり、市民と協働で実現に取り組みます。各施

策の効率的な実現及び第５次総合振興計画の策定については、行政評価制度（施策評価、事務事業評価、外部評

価）に基づき、施策の客観性及び透明性を一層確保するとともに、実施体制を構築します。 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略は、市民や産官学金労言等幅広い関係者と連携してアクションプランを実行す

るとともに、戸田市人口ビジョンの新たな将来展望に基づいた第２期総合戦略を策定します。 

・戸田市の創生につながる新規事業や既存事業の強化、市民窓口サービスを充実させるため、職員の発想力・提案

力が高まるように努めます。 

・人材の確保については、より良い人材の確保に向けた採用活動を進めるとともに、障がい者の雇用についても引

き続き積極的に取り組みます。 

・定員管理計画に基づき、限られた人員を、注力すべき分野に積極的に配置するよう、資源配分の視点を持って組

織体制を構築するとともに、採用手法の多様化を図り、より良い人材の確保に努めます。 

・職員一人ひとりの能力開発はもとより、仕事、研修など様々な場面を通じて協働を実践する機会を設けるなど、

自発的に協働を意識して行動できる職員の育成を進めるとともに、成果を意識した適正な評価実施を通じて人材

の育成に努めます。 

・現在、各所属が手処理により実施している勤怠管理業務について、システムを導入することで業務を効率的かつ

迅速に処理できる体制を整え、職員の負担軽減を図ります。 

・行財政改革については、社会情勢の変化や厳しい財政状況等を踏まえ、積極的な財源確保に取り組み、持続可能

な財政運営、資源の最適化による効果的・効率的な財政運営に努めます。 

・公民連携については、情報やノウハウの集約を行うとともに、専用相談窓口での民間事業者との対話や内外への

積極的な働きかけを行い、より効果的・効率的な行政サービスの実現を目指します。 

・第５次総合振興計画の将来都市像を実現するため、計画を確実に実現できる組織体制を構築していきます。 

・電子市役所を推進するシステムの導入については、クラウドなど最新の情報技術を取り入れ、適正価格での導入

が可能となるよう庁内の支援に取り組みます。 

・情報提供システムについては、安全性・信頼性を高め、利用者に分かりやすい情報提供と、様々な情報伝達手段

の活用を図るとともに、災害等、有事の際にも、安定した情報提供を目指します。 

・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の運用については、事務の効率化や市民サービスの向上に資するよ

う取り組みます。 

・市民共有の知的資源である文書の適正管理のため、文書の発生から歴史的公文書への移管、保存までの一元管理

に向けた環境整備に取り組みます。 

 

以上の経営方針のもと、限られた資源である「ひと」、「もの」、「かね」、「じょうほう」の各資源を効率的に配分し、

施策の最適化を行います。 

 



 

 

令和２年度 総務部が中心となる施策の方針 

施策

番号 
施 策 名 目 的 

令和２年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

３７ 人権意識の高揚 

一人ひとりの人権が尊重

された社会の大切さを理解

し、差別のない地域社会の実

現によって、暮らしやすいま

ちとなるよう、市民がお互い

の人権を尊重できる地域社

会の実現を目指します。 

 市民の人権問題に対する関

心がさらに高まるよう、女性、

子ども、高齢者、障がい者、外

国人、LGBT、同和問題など、テ

ーマごとの人権への関心の把

握などに努め、人権講座、人権

講演会その他の啓発活動をよ

り効果的に実施します。 

教育委員会事務

局 

７５ 
情報の公開・個人情

報の保護 

市民の知る権利に応えた

情報の提供及び市民の信頼

の得られる個人情報保護を

行い、市民が積極的に参画し

やすい開かれた市政を実現

します。 

 情報の公開に関して、「パブリ

ック・コメント制度」について

は、より多くの意見の提出を促

す工夫を行い、「市政情報コーナ

ー」については、情報発信の場

として市民の利用を引き続き促

進し、開かれた市政を推進しま

す。 

 また、個人番号及び特定個人

情報に係る安全管理措置の 

監査体制を強化し、慎重かつ適

正な管理及び適切な運用に取

り組みます。 

 

７７ 地域情報化の推進 

市民の誰もが行政情報の

入手などにおいて、利便性を

享受できるよう、情報化を進

めます。 

地域情報化の市民ニーズと

費用対効果を見極め、電子市役

所の推進に努めます。 

市民への情報提供について

は、第２次情報化推進計画後期

計画に基づき、普及が進むスマ

ートフォンなどモバイルデバ

イスを意識した情報提供を進

めるとともに、ＡＩ総合案内サ

ービス等により、多様な情報提

供に努めます。また、行政手続

きのオンライン化を推進し、利

便性の高いサービスの提供に

努めます。 

 



７８ 行政情報化の推進 

行政事務の効率化と市民

サービスの向上を目指し、情

報化を推進します。 

行政の情報基盤がインター

ネットと分離し、情報セキュリ

ティが強化された環境の中、セ

キュリティが確保されたモバ

イル端末等により、安全かつ効

率的な事務を遂行できるよう

努めます。 

さらに、ディザスタリカバリ

サイトを構築することにより、

災害時等によるネットワーク

等の障害発生時においても、業

務で使用している様々な情報

を参照可能とし、必要最低限の

業務継続を行える環境を構築

します。 

 

８２ 経営体制の確立 

首長のリーダーシップに

基づき、市政の目指すべき方

向を明確に定め、市民の意見

を適切に反映しながら、行政

計画に基づいた政策・事業の

展開を着実に進めます。 

また、市政課題の解決に向

け科学的な分析に基づく政

策形成を行うとともに、行政

内部の政策形成力の向上を

図ります。 

自立した経営体制の確立に

向け、経営トップ層の意思伝達

及び部局間調整の効率化を進

めるとともに、中長期的な視点

に立った組織の編成作業を行

います。 

また、政策秘書室では、戸田

市政策研究所による政策立案

機能の充実の取組を進め、経営

トップ層の政策意思決定への

更なる支援を行うとともに、調

査研究の成果に基づく解決策

について、具体的な施策・事業

化に向けた仕組みづくりを進

めます。 

政策秘書室 

８３ 
進行管理システム

の確立と実施 

戸田市第４次総合振興計

画を実現するために、計画を

確実に実現できるシステム

を構築します。 

第４次総合振興計画後期基

本計画の実現に向けて取り組

むとともに、計画の総括を行い

ます。また、第５次総合振興計

画の策定については、市民と議

会と共に創り上げるという方

針に基づき、策定に向けた取組

を進めます。 

さらに、行政評価を中心とす

る協働型マネジメントについ

ては、中長期的な視点によるＰ

ＤＣＡサイクルにて、適切な運

営に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８５ 民間活力の導入 

限られた経営資源の中で、

市民満足度の高いサービス

を実現するため、民間の持つ

ノウハウや技術を新たな活

力として行政サービスに導

入し、効率的かつ高品質な行

政運営を推進します。 

業務委託や指定管理者制度

など、事業内容から最適なもの

を選択し、民間活力を積極的に

導入するよう促していきます。 

また、公民連携専用窓口を通

じて、民間企業等との対話によ

って、より効果的・効率的な行

政サービスの実現を図ります。 

さらに、まちづくりにおいて

は、市民が積極的に活動できる

よう、各事業において行政情報

の充実化や活動の場が増える

よう促していきます。 

財務部 

８７ 
職員の育成による

組織の活性化 

戸田市の求める職員像で

ある「元気で果敢な職員」と

して、職員一人ひとりが主体

的に自己の能力開発に取り

組み、「住民福祉の増進」を

目指します。また、市民ニー

ズに対して、迅速かつ適切に

対応できるよう、少数精鋭の

組織形態を実現し、組織の活

性化を図ります。 

 人材育成基本方針に基づき、

職員個々の能力開発を促すと

ともに、人事評価を実施し、成

果をあげた職員のモチベーシ

ョンを高め、効果的・効率的な

組織運営の実施を目指します。  

また、協働の視点を持って行

動できる職員の育成に取り組

みます。 

 一方で、コミュニケーション

が盛んな職場風土の醸成に努

めるとともに、ワークライフバ

ランスを推進し、組織の活力向

上につなげます。 

また、障がい者の雇用を進め

るだけでなく、生き生きと働け

る環境を整備するためにも、職

員が障害への理解を深めるた

めの研修等に取り組みます。 

 

９０ 
市政の透明性の確

保 

市民の誰もが市政・議会の情

報について、いつでも知ること

ができる環境を整えます。 

また、市民の意思が市政に

正しく反映されるように、適

正な選挙の執行に努めます。 

市政に関する情報について、

市民の知る権利を保障するた

め、関係部局と積極的に連携

し、各種取組を行います。 

総務部においては、市民への

説明責任を果たすため、市民共

有の知的資源である文書の適

正管理の維持に努めます。ま

た、文書の安全を確保するた

め、文書の電子化に取り組みま

す。 

議会事務局においては、議会

に関する情報提供に取り組み、

行政委員会事務局においては、

適正な選挙の執行の取組を行

います。 

議会事務局 

 

行政委員会事務

局 

 



参 考 
令和２年度 総務部が関係する施策 

施策

番号 
施 策 名 目 的 

８１ 地域力の向上 

市民が市政に参加することにより、市民一人ひ

とりが培ってきた経験や能力を地域課題の解決

に活かす活動を通じて、「地域のつながり」や地

域の問題を市民自らが解決していく「地域力」を

高め、魅力と活気にあふれたまちを目指します。 

８６ 財源の確保 

行財政運営を賄う財源である市税の適正かつ

公平な賦課・徴収を図り、財源の確保を目指しま

す。 

また、納税義務者が電子申告及び自主納付を積

極的に行えるよう、利便性の向上を図ります。 

 
 

令和２年度 主要事務事業の環境配慮指針 

主要事務事業名 環 境 配 慮 指 針 

人材の育成 

職場研修 

○ 環境に配慮した事業をより効果的・効率的に進められるよう、「自ら学び、

考え、行動できる職員」の育成を図ります。 

○ 環境政策を実行性のあるものとするため、知識や企画力向上などを目的とし

た専門研修を実施します。 

○ 職場での環境学習の風土づくりを進めるため、職場研修を支援します。 

T-net管理運営事業 

○ 職員ポータル等の T-netを利用した庁内事務を行うことにより、紙の使用を

削減し、環境への負荷を低減します。 

○ セキュアプリント機能付きの複合機では紙使用量の管理を行います。 

○ サーバー機器の稼働時間の運用管理を推進します。 

○ 各システムのサーバー機器を仮想基盤へ集約し、電気使用量を低減します。 

 


