
坂井市第三次行政改革 取組状況

第三次行政改革大綱における「行政経営システムの構築」「市民との協働体制の強化」「持続可能な財政運営の確立」「人材育成・

組織の改革」の４つの基本項目を基に、現在５２項目の実施計画により、職員が一丸となって取り組んでおります。計画策定後４年

間の成果及び進捗状況については次のとおりです。

今後も、少子高齢化・人口減少社会の到来や老朽化する施設の更新問題、社会情勢や価値観の変化に伴う市民ニーズの多様

化・高度化などにより、厳しい財政運営が続くことが予想されています。この厳しい状況を乗り越え、市民満足度を高める質の高い

サービスを将来にわたり持続的に提供できる体制を構築することを目指して、行政改革の実施期間である令和３年度末までの目標

達成に向け、着実に改革を実行していきます。

９５０百万円
②＋④＋⑥＋⑧ 経費削減

352百万円
①＋③＋⑤＋⑦ 収益増

598百万円

令和２年度までの財政効果（達成済、取組中項目による）

①218百万円 ②61百万円

効 果 額

③147百万円 ④142百万円

Ｈ29年度計 279百万円

Ｈ30年度計 289百万円

実施期間：平成２９年４月～令和４年３月

1年目
(Ｈ29年度)

2年目
(Ｈ30年度)
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3年目
(Ｒ01年度) ⑤141百万円 ⑥119百万円 Ｒ01年度計 260百万円

4年目
(Ｒ02年度) ⑦92百万円 ⑧30百万円

Ｒ02年度計 122百万円



令和3年4月現在の進捗状況

【資料１】
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達成済 17件

取組中 35件
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【達成済】

目標を達成した項目

【取組中】

具体的な取組を実施中

の項目

【検討中】

構想・調整段階の項目
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第三次行政改革大綱実施計画体系図

基本項目 重点項目 実施項目 No. 実施計画名 取組状況 担当課 備考

1 行政運営システムの
構築

(1)経営思考の行政
運営

1 政策評価と業務評価の一
体的運用 1

事務事業評価と連動した総合戦略評価システムの
検討

H30達成 企画政策課

2 新評価システムの構築 H30達成 財政課

2 新たな総合計画の策定
3 総合戦略と総合計画の統合 R1達成 企画政策課

(2)民間活力の活用 3 マイナンバーカードの活
用 4

マイナンバーカード普及によるコンビニ交付利用件
数の向上

取組中 市民生活課

4 PPP/PFI制度の導入 5 PPP/PFI導入基本方針の策定 取組中 財政課

5 観光関連施策の効率化
6 観光客の増加対策 R2達成 観光交流課

観光団体の統合に
より

6 指定管理施設の充実
7 三国運動公園健康管理センターの指定管理検討 H30達成 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課

8 三国駅舎の指定管理検討 取組中 都市計画課

(3)公有資産の適切
な管理

7 公共施設の適正管理
9 公共施設マネジメント白書の進捗管理 取組中 財政課

10 地区集会施設の地元移譲 取組中 まちづくり推進課

11 キンダーホール三国の廃止 R2達成 教育総務課
施設の廃止・解体に
より

12 坂井障害者交流センターの民間への移譲 H30達成 社会福祉課

8 個別管理計画の策定 13 市営住宅長寿命化計画の見直し 取組中 都市計画課

14 小学校プール運用・整備計画の策定 取組中 教育総務課

15 体育施設管理計画の策定 R2達成 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課
施設マネジメント計
画の策定により

16 道路施設の適正な維持管理 取組中 建設課

2 市民との協働体制の
強化

(1)市民とのコミュニ
ケーションの充実

9 市民への情報提供
17 効果的・効率的な広報活動の推進 取組中 秘書広報課

(2)地域コミュニティ
の活性化

10 地域づくり活動の推進
18 地域づくり活動に対する支援事業の展開 取組中 まちづくり推進課

11 コミュニティセンターの機
能充実 19 コミュニティセンターの機能充実と柔軟な運営 取組中 まちづくり推進課

12 商店街の活性化 20 IICTによる商店街の活性化 R1達成 商工労政課

(3)市民活動の推進 13 自主防災組織の充実
21 自主防災組織の充実 取組中 安全対策課

14 環境団体の育成 22 環境団体の育成と基盤強化 取組中 環境推進課
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基本項目 重点項目 実施項目 No. 実施計画名 取組状況 担当課 備考

3 持続可能な財政
運営の確立

(1)歳出構造の見直
し

15 安定した財政運営 23 中期財政計画の策定と管理 R1達成 財政課

24 市債残高・財政指標の管理 取組中 財政課

16 歳出の合理化
25 地域介護予防活動（通所）事業委託料の見直し 取組中 健康長寿課

26 補助金の合理化 取組中 財政課

27 投票区等の見直し 取組中 総務課

28 文書配布業務の見直し R2達成 まちづくり推進課
配布業務見直しに
より

(2)長期的かつ安定
的な財源の確保

17 産業の活性化による自主
財源の確保 29 労働者の就業機会の確保と雇用の安定 取組中 商工労政課

30 企業誘致による税収等の確保 取組中 商工労政課

18 広告収入の推進
31 広告代理店を活用した有料広告の募集 取組中 秘書広報課

19 市税等収納率の向上
32 市税の収納率の向上と滞納繰越総額の縮減 取組中 納税課

33
税外債権の管理の適正化と徴収強化（税外未収債権の縮
減）

取組中 納税課

34 市営住宅使用料金の収納強化 取組中 都市計画課

20 安定した国民健康保険事
業の運営 35 国民健康保険基金の確保 R2達成 健康長寿課

目標年度での基
金確保により

21 受益者負担金の適正化
36 事業系一般廃棄物処理手数料の見直し R1達成 環境推進課

37 受益者負担の適正化 取組中 財政課

22 未活用財産の有効活用 38 市有財産の適正な管理 取組中 監理課

(3)公営企業等の経
営改善

23 病院事業の経営改善 39 病院事業の経営改善 取組中 三国病院事務局

24 水道事業の経営改善
40 経営戦略策定（上下水道事業） R2達成 上下水道課

経営戦略策定に
より

41 上下水道料金等の収納強化 取組中 上下水道課
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4 人材育成・組織の
改革

(1)効率的な組織体
制の確立

25 定員・人員配置の適正化 42 定員・人員配置の適正化 取組中 職員課

43 保育士人材バンクの設置と運用 H30達成 保育課

26 市民サービスの利便性向
上

44 窓口業務の改善 取組中 市民生活課

45 庁舎整備による組織体制の見直し R2達成 総務課
本庁機能集約と組
織見直しにより

46 ワンストップサービスを念頭に置いた庁舎建設 R2達成 監理課
庁舎建設完了に
より

27 内部事務手続きの簡素化 47 地銀ネットワークサービスの導入 取組中 会計課

48 事務決裁（財務関係含む）の見直し 取組中 総務課

49 RPAの導入促進 取組中 情報統計課

(2)新たな時代に対
応した人材育成の
推進

28 職員の意識改革と資質向
上 50 職員の意識改革と資質向上 取組中 職員課

29 ワークライフバランスの推
進 51 ワークライフバランスの推進 取組中 職員課

30 女性職員の活躍推進 52 女性職員の活躍促進 取組中 職員課

基本項目 重点項目 実施項目 No. 実施計画名 R2取組状況 担当課 備考
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