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■ 将来都市像 ■  

『このまちで良かった』 みんな輝く 未来共創のまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  

企画財政部は、総合振興計画で掲げる将来都市像の実現に向けて、「質の高い行財政運営」を推進するため、以

下の役割を担います。 

施策・事業が効果的に運営されるよう支援を行うとともに、公民連携の機能強化を図ることにより、行政と民

間がそれぞれ保有している資源やノウハウを活用し、行政課題の解決と市民サービスの向上に取り組みます。 

市民ニーズに即した的確な行政運営が実施できるよう、市税の適正かつ公平な賦課徴収により財源の確保に努

めるとともに、限られた財源を効果的に配分し、健全な財政運営を進めます。 

市民の利便性向上を図るため、ライフイベント手続きのナビゲーションシステム及び申請書作成支援システム

を導入して手続きを簡素化するとともに、庁内でのキャッシュレス化を進めます。また、公共施設予約システムと

スポーツ施設予約管理システムを統合して費用の削減を図るとともに、キャッシュレス決済の導入等を進めます。 

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

サービスの向上に取り組み、統計調査事業を円滑かつ効率的に実施します。 

市民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化を早期に実現するため、クラウド・コンピューティング・

サービス関連技術を活用して提供される標準準拠システムへの計画的かつ円滑な移行に努めます。 

市民が安心・快適に公共施設を利用できるよう、経営的な視点を取り入れた公共施設ファシリティマネジメン

トにより、施設の改修・更新、長寿命化を実施し、安全性の向上と財政負担の軽減・平準化を図ります。また、

施設の管理・再編については、社会状況や行政需要、市民ニーズの変化を捉えて計画の見直しを進めます。 

 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  

【外部環境】 

・ 「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す 2030年を期限とした国際目標「SDGs」の達成に向けて、経済・社

会・環境に関する地域課題の解決に取り組み、持続可能なまちづくりに取り組んでいくことが必要です。 

・ 新型コロナウイルスによる市民生活の変化、自然災害の激甚化、本格化する人口減少、少子高齢化等の様々な地

域課題に迅速かつ柔軟に取り組むことが必要です。 

・ 施策の優先度、緊急性に基づく事業選択を進め、財源の効果的な活用を図っていく過程において、市民の理解と

協力を得るために、市の財政状況を市民に分かりやすく伝えることが求められています。 

・ 新型コロナウイルスや原油価格・物価高騰の影響により社会経済の先行きは不透明であり、市の財政運営に与え

る影響が見通しづらい状況であることから、柔軟な対応が求められます。 

・ 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。 

・ 住民記録システムをはじめとした国が指定する２０業務について、法律により令和７年度（2025 年）までに標

準化が求められています。 

・ 今後更新が必要となる老朽化した公共施設が多く、その更新時期が同時に押し寄せてきます。 

・ 納税義務者や課税客体の増加、給与所得をはじめとした個人所得の増、企業業績の改善見込、新築住宅の増加な

どにより、前年度と比較して堅調な市税収入を見込んでいます。 

・ 市民等の納税手続の利便性を高めるため、納付手段の多様化が求められています。 

 

【内部環境】 

・ 第５次総合振興計画や戸田市まち・ひと・しごと創生総合戦略、行財政改革大綱等を着実に実行していくよう、

的確な計画の進行管理が求められています。 

・ 第５次総合振興計画では、分野横断的な施策を構築していることから、庁内連携がこれまで以上に必要です。 

・ より一層の効果的・効率的な行政サービスを進めるため、公民連携の更なる強化が求められています。 

・ 社会保障費等が増加していく中で、臨時・政策的経費に充当できる財源を確保するため、既存事業の抜本的な見

直し等によるコスト縮減を図るとともに、職員の意識改革や予算編成手法の見直しに取り組む必要があります。 
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・ 各業務システムの導入にあたっては、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。 

・ マイナンバーを含む個人情報の適切な取り扱いに努めるとともに、適正で公平な課税をより一層推進するため、

業務の改善やシステムの改修等を行っていく必要があります。 

・ 誤徴収等のないように、適正な収納管理を常に行う必要があります。 

 

【問題点】 

・ 今後見込まれる社会保障費のさらなる増加や公共施設改修の必要性、税制改正、新型コロナウイルスの感染状況

の動向等を踏まえて予算編成に取り組む必要があります。 

・ 第５次総合振興計画に合わせて改定している行政評価制度について、制度の趣旨等について職員への周知を徹底

するとともに、理解を促進する必要があります。 

・ 国による各種制度改正や DX 推進など新たな取り組みに対応するために、さらなる業務改善に取り組む必要があ

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。 

・ 公共施設の改修、更新等にあたっては莫大な財政負担が必要となります。 

・ 複雑化する税制改正や膨大な課税資料を決められた期間内に、迅速かつ的確に処理する必要があります。 

・ 市税の滞納を発生させないため、早期滞納整理の推進が必要です。 

■ 令和５年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

(1) 第５次総合振興計画の２年目を終えて、行政評価により施策・事業の進捗を振り返るとともに、引き続き、外部

評価委員会の開催により、内部評価に対して外部からの視点による評価を実施し、市民の意見を踏まえた改善等

を図ります。さらに、市政課題の解決に向けて科学的な分析に基づく政策立案（EBPM）を推進します。 

(2) 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

な行政運営、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。 

(3) 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、「とだラボ」において民間事業者が事業提案でき

るよう最新の行政情報を発信し、より効果的・効率的な行政サービスの実現を目指します。 

(4) 職員の主体的な業務改善を促進するとともに、各部局の業務改善に対して支援を行います。 

(5) 健全な財政運営を図るため、執行状況も含めた様々な観点からの事業等の見直しにより財源確保に努めるととも

に、適正かつ効果的な予算の配分を行います。また、土地開発公社の経営健全化を図るため、引き続き、国や県

の動向を注視しながら、事業化による買戻し等の取組みを推進します。 

(6) 市が導入する情報システムについては、デジタル市役所の実現に向け最新の情報技術を取り入れるとともに、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。 

(7) 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。 

(8) 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。 

(9) ライフイベントに伴う手続きは煩雑なものが多いことから、手続きの流れをわかりやすく提示するナビゲーショ

ンシステムを導入するとともに、申請書作成支援システムを導入することで各種手続きの簡素化に努めます。 

(10) 申請書作成支援システムを拡充することで、オンライン申請が難しい方の利便性向上や、市民が窓口で申請書を

記入する負担の軽減に取り組みます。 

(11) 決済手段の多様化が進むなか、市役所窓口でもコロナ禍で非接触の決済手段が求められていることから、キャッ

シュレス決済に対応したレジスターや端末機を導入し、庁内キャッシュレス化を進めます。 

(12) エビデンスに基づいた政策策定の実現や職員の働き方改革を進めるため、AI や RPA 等の最新の ICTを活用し、デ

ジタルトランスフォーメーションによる業務改革やデータ駆動型行政を推進します。 

(13) LINE の利用については、「粗大ごみの申込み」や「犬関連の申請」を開始し、LINE 上で決済可能な「LINEPay」

及び「クレジットカード」決済サービスを導入します。 

(14) 将来にわたって必要な公共施設を確実に維持していくために、経営的・長期的な視点から施設の最適化を図って

いく必要があります。施設の再編にあたっては、施設のあり方の検討やサービスの質の向上、安全性の確保、財

政コストの縮減を図る方策を検討・検証していきます。また、施設の改修、更新等にあたっては、計画的かつ効

果的に実施し、将来世代への負担を考慮しつつ、財政負担の軽減及び平準化を図ります。 

(15) 市税を適正・公正に賦課するとともに、税務知識や実務能力を有する人材の育成を推進します。 



令和５年度 企画財政部の施策及び考え方の方針 

施策番号及び考え方 関連のある SDGs 
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施策番号 

及び 

考え方 

施策名 

及び 

考え方 

目 的 
令和４年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

施策１２ 

国民健康保

険・後期高

齢者医療・

国民年金の

円滑な運営 

社会保険等に加入していない

市民が安心して医療サービスを

受けることができるように、埼玉

県や埼玉県後期高齢者医療広域

連合と連携し、国民健康保険制度

及び後期高齢者医療制度の健全

な運営や財政安定化に努めると

ともに、保健事業により保険加入

者の健康の保持増進に努めます。

また、国民年金の被保険者が将来

老齢基礎年金等を適切に受給で

きるよう、国民年金に関する身近

な窓口としての相談を行います。 

納税の公平性を保ち、滞納の解

消を図るため、早期滞納整理を推

進します。 

また、債権管理の適正化に向け

て、情報共有に努めます。 

 

健康福祉部 

考え方２ 
情報共有・

発信の強化 

「戸田市自治基本条例」では、

まちづくりの基本原則の一つに

「情報共有の大切さ」を掲げてい

ます。協働によるまちづくりを進

めていくためには、まずは「知る」

ことが大切です。そのため、これ

まで以上に行政情報を分かりや

すく市民や市外の方にも提供・共

有する必要があります。 

また、市民発信の情報提供や市

民同士の情報共有も大切な視点

となります。さらに、シティプロ

モーションの根幹をなす「まちの

魅力発信」についても、行政主導

だけではなく市民も自ら発信で

きる仕組みが重要となります。 

 第３次情報化推進計画に基づ

き、全ての市民が、デジタル技術

とデータ利活用の恩恵を享受し、

新たな生活様式の中で安全で安

心な暮らしや豊かさを実感でき

る「デジタル市役所」の実現を目

指します。 

・公式 LINE による情報発信及び

情報収集の拡充 

 

市長公室 



考え方３ 

質の高い行

財政運営の

推進 

質の高い行財政運営を進める

ための資源（ヒト・モノ・カネ）

には限りがあり、特に資源（モ

ノ・カネ）を扱う職員の質の向上

は重要であるため、中長期的な視

点に立った先行投資も含め、その

資源の適切な確保や配分、有効活

用は不可欠です。そのため、職員

の育成、組織の活性化や行政情報

化の推進による「効率的な行政運

営」と、安定した財源確保、計画

的な公共施設マネジメントの推

進などを通じた「健全な財政運

営」とともに、EBPM の推進や PDCA

サイクルによる施策・事業の改善

などがこれまで以上に求められ

ます。 

また、質の高い行政サービスに

必要な基盤整備として、様々な行

政サービスにつながる住民基礎

情報の適正な管理及び迅速な処

理体制の整備、条例等の整備、文

書管理を適切に行う必要があり

ます。 

戸田市第５次総合振興計画を

着実に進めるため、行政評価に取

り組みます。 

市民等の SDGs に対する理解促

進を図るため、イベントを開催し

ます。 

業務改善に取り組む組織風土

定着のため、業務量調査、ひとり

１カイゼンを中心とした職員提

案、職員研修、民間事業者のノウ

ハウを活用した伴走型支援によ

る業務改善に努めます。 

市民生活及び市政に関する市民

の意見や要望を把握するため、市

民意識調査を実施します。 

予算編成においては、中期的な

財政計画に基づき、真に必要な事

業の選択と見直しを行うととも

に、未来に向けたまちづくりを進

めていくため、計画的な市債借入

や基金の活用、国県支出金の積極

的確保等による健全で効果的な

財政運営を行います。また、ホー

ムページ等の電子媒体も活用し

て市の財政状況のわかりやすい

公表に努めます。さらに、土地開

発公社所有土地の買戻しや売却

を行うなど、公社の経営健全化を

図ります。 

 公共施設の最適な配置の実現

のため、戸田市公共施設等総合管

理計画及び戸田市公共施設再編

プランの見直しを行い、市民ニー

ズや社会情勢の変化等に柔軟に

対応していきます。 

公共建築物の安全性確保のた

め、利用実態や劣化状況等を把握

し、計画的かつ効果的に修繕を実

施していきます。 

行政のデジタル化の進展や税

制改正、基幹システムの標準化を

踏まえ、システムの導入・改修・

更新等を適切に行い、市民サービ

スと業務効率の向上を図ります。 

市長公室 

危機管理防災課 

総務部 

市民生活部 



参 考 

令和５年度 企画財政部が関係する施策 

施策番号 施策名 目 的 

   

   

 

令和５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 

電子計算システムの運

用委託事業 

○ 給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、令和６年度課税

分から電子的な送信・受取が開始される予定であることから、電子化に向け

て確実に準備を進めます。書面の通知ではなく、電子データで提供すること

により、通知書の作成に係る作業負担や印刷費・発送費の削減を目指します。 

〇 支払報告書の提出について、事業者側の事務負担の軽減や経費削減の観点も

踏まえて、紙媒体による提出ではなく、eLTAX(地方税ポータルシステム)を

はじめとした電子的方法による提出を促進します。 

税務事務費 

○ 森林環境税及び森林環境譲与税が、森林の有する地球温暖化防止や災害防止

等の公益的機能を維持・増進するために創設され、令和６年度に森林環境税

の賦課徴収が開始されることから、着実に準備を進めます。 

資産税賦課費 

○ 固定資産の現地調査において、住宅地図を移入した調査用タブレットを活用

して業務を効率化するとともに、これまで使用していた調査用図面の印刷を

廃止し、費用の削減を図ります。 

市税徴収管理事業 

○ 口座振替やコンビニ収納に加え、市民の利便性の向上と収納事務の効率化を図る

ため、パソコン、スマートフォンから簡単に納付できる電子収納（ペイジー、ク

レジットカード、地方税共通納税システム及びスマートフォン決済アプリ収納）

の利用推進を図ることで、納付手段の多様化と人や物の移動で生じる環境負荷の

軽減を図ります。 

 


