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行革取行革取行革取行革取りりりり組組組組みみみみ事項事項事項事項 所所所所　　　　　　　　管管管管

頁数頁数頁数頁数
((((通番通番通番通番))))

新規 ① ＮＰＯとの協働推進事業 市民産業部生活交流課 1
新規 ② （仮称）南部コミュニティセンター運営協議会の発足 市民産業部生活交流課 2
新規 ③ 自主防犯パトロール隊の育成・支援 環境交通部交通防犯課 3
継続 ④ ファミリーサポートセンター運営事業 健康福祉部子育て支援課 4
継続 ⑤ 市民と一体となったごみ減量の推進 環境交通部廃棄物対策課 5
継続 ⑥ 事業所と連携した環境改善の推進 環境交通部環境対策課 6
継続 ⑦ ポイ捨てによるごみの散乱防止の徹底 環境交通部廃棄物対策課 7
新規 ⑧ 市民との協働による環境保全の推進 環境交通部環境対策課 8
継続 ⑨ 市民と一体となった水害に強いまちづくりの推進 都市建設部河川課 9
継続 ⑩ 市民参加による公園の整備 都市建設部都市整備課 10
継続 ⑪ 学校評議員制の運営の充実 教育委員会事務局学校教

育課
11

継続 ⑫ 女性委員の参画の促進 教育委員会事務局まなび
創造館

12

新規 ⑬ 地域防災力の向上 消防本部防災課 13

新規 ① 指定管理者制度の活用 企画部企画課・関係各課 14
新規 ② 官民の役割分担の明確化 企画部企画課・関係各課 15
新規 ③ 保育園の管理・運営形態のあり方に関する検討 健康福祉部子育て支援課 16
継続 ④ ごみ収集業務の民間委託化 環境交通部リサイクルプ

ラザ
17

継続 ⑤ 学校給食業務の民間委託の実施 教育委員会事務局庶務課 18

新規 ① 市ホームページの充実・強化・バリアフリー化 企画部企画課・関係各課 19
継続 ② 事務事業評価の推進、施策評価の導入 企画部企画課 20
継続 ③ パブリックコメント制度の推進 企画部企画課 21

新規 ① 外郭団体等の改革に関する指針の作成 企画部企画課 22

新規 ① 情報セキュリティの強化 企画部情報システム課 23
継続 ② 公共工事のコスト縮減 総務部総務課 24
継続 ③ クリーンエネルギー自動車の導入の推進 総務部財政課 25
新規 ④ 共有者用納税通知書の導入 総務部資産税課 26
新規 ⑤ 滞納者データファイルの導入 総務部収税課 27
継続 ⑥ 環境マネジメントシステムの充実 環境交通部環境対策課 28
継続 ⑦ 資源回収の拡充 環境交通部廃棄物対策課 29
継続 ⑧ 小牧市環境基本計画の継続的改善による重点施策の推進 環境交通部環境対策課 30

継続 ① 補助金の見直し 総務部財政課 31

継続 ① 使用料、手数料の見直し 総務部財政課 32
新規 ② 連結バランスシートの作成 総務部財政課 33
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新規 ③ コンビニ収納等の導入、検討 総務部収税課 34

（（（（２２２２））））民間活力民間活力民間活力民間活力のののの導入導入導入導入
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（（（（１１１１））））市民協働市民協働市民協働市民協働のののの推進推進推進推進

（（（（１１１１））））事務事業事務事業事務事業事務事業のののの見直見直見直見直しししし

（（（（３３３３））））公正公正公正公正のののの確保確保確保確保とととと透明性透明性透明性透明性のののの向上向上向上向上

（（（（４４４４））））外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体のののの見直見直見直見直しししし

（（（（２２２２））））補助金等補助金等補助金等補助金等のののの見直見直見直見直しししし
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継続 ④ 口座振替利用促進 総務部収税課 35

新規 ① 中長期経営計画の策定 市民病院事務局
総務課 36

新規 ② 病院における経営改革の推進 市民病院事務局
総務課 37

新規 ③ 中長期経営計画の策定 水道部料金課･水道課 38

継続 ① 地域の共同利用施設等での子どもの育成 教育委員会事務局生涯学
習課

39

継続 ① 効果的・効率的な組織体制の整備 企画部企画課 40
継続 ② 窓口業務の改善 総務部総務課 41

新規 ① 定員管理の適正化 企画部人事課 42
新規 ② 給与の適正化 企画部人事課 43
新規 ③ 再任用職員の活用 消防本部総務課 44

新規 ① 職員提案制度の充実 企画部企画課 45
新規 ② 人材育成の推進 企画部人事課 46

新規 ① 市民の声等の庁内共有（データベース化） 企画部企画課・関係各課 47
継続 ② あいち電子自治体推進協議会によるインターネットサー

ビスの活用
企画部情報システム課

48

新規 ③ 統合型地理情報システムの充実 企画部情報システム課 49
新規 ④ 電子入札制度の導入 総務部総務課 50

（（（（３３３３））））人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進

（（（（４４４４））））地方公営企業等地方公営企業等地方公営企業等地方公営企業等のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化

（（（（５５５５））））公公公公のののの施設施設施設施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用
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（（（（１１１１））））組織体制組織体制組織体制組織体制のののの整備整備整備整備

（（（（２２２２））））定員管理定員管理定員管理定員管理・・・・給与給与給与給与のののの適正化適正化適正化適正化


