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　この報告書は、砺波市行政改革大綱に掲げられた

実施項目に関して、令和４年度に実施又は実施を予定

している事項について  記載しています。

　(基準日：令和４年８月３１日)

資料２



実施項目 取組事項 取組状況
（１）
市民や地域との協
働の推進

（新規）
剪定枝戸別回収実証実験
の受付業務一本化
（軽トラver.）

【農地林務課】
受付業務をシルバー人材センターのみの一本化

へ変更し、市民の利便性向上を図る。

（３）
情報の積極的な提
供と共有化の推進

（新規）
健康ガイドブック作成

【健康センター】
既存の健康カレンダーを健康ガイドブックとし

て内容を刷新し、市の健診（検診)情報をわかり
やすく周知し、受診率の向上を図る。

ＳＮＳ等を活用した観光
情報の発信

【商工観光課】
住所地、年代、性別を絞って掲載することが可

能なＳＮＳ等の広告に、観光情報を掲載すること
で、ターゲットを絞った効果的なＰＲを実施する
ととともに、職員による出向宣伝を減らし、職員
の業務負担と新型コロナウイルス感染症の感染リ
スクの軽減を図る。

（新規）
小中学校ホームページ作
成システムの統一

【教育総務課】
現在、各小中学校が個別に運用している学校

ホームページ作成システムを統一し、ページ構成
を同一化することにより閲覧しやすさを向上させ
た。

また、学校外からの更新が可能なシステムを採
用することにより、更新の即時性を高めた。

（新規）
校外活動用インターネッ
ト回線の整備

【教育総務課】
小中学校の校外活動先などでも学校ホームペー

ジの更新やインターネットの利用が可能となるよ
う、モバイル用Ｗｉ-Ｆｉルータで使用できるＳ
ＩＭを調達した。

実施項目 取組事項 取組状況
（１）
人材の育成と組織
機構の最適化

情報発信の向上につなげ
るための職員研修会の開
催

【広報情報課】
　昨年度に引き続き、全職員を対象に市民に伝わ
りやすい情報発信の方法を学ぶ研修会を２回開催
する。（7月11日63人受講、10月20日開催予定）

（２）
事務事業の効率化・
適正化と働き方改革
の推進

（新規）
基幹系、内部事務系シス
テムの富山県共同利用型
クラウドサービスへの参
加

【広報情報課】
現在庁内にある基幹系、内部事務系システムに

ついて、富山県共同利用型クラウドサービスへ参
加し、県内他自治体と共同のシステムを利用する
ことにより、経費節減及び事務効率化を図り、将
来の標準化に備える。（基幹系：令和４年１０月
より、内部事務系：令和５年４月より富山県共同
利用型クラウドサービスを使用予定）

（新規）
宿日直体制の見直し

【総務課・市民福祉課】
職員が行っていた本庁日直業務を令和４年４月

から業務委託することにより、市民サービスを維
持しつつ、職員の働き方改革と安全確保を図っ
た。

また、業務委託により宿日直業務を行っている
庄川支所については、無人下での機械警備業務委
託に移行し、警備の充実と委託料の削減を図っ
た。（令和４年８月１日実施）

令和４年度 行政改革・事務改善事項

１　市民の視点に立った協働の「まちづくり」の推進

２　時代の変化に対応した効果的で質の高い「行政サービス」の推進
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※　取組事項欄に「(新規)」と記載のものは、

令和４年度から新たに取り組む事項ああ
※　修正箇所は、網掛け・下線で表記あああ



実施項目 取組事項 取組状況
（２）
事務事業の効率化・
適正化と働き方改革
の推進

行政手続きにおける押印
の見直し

【総務課】
市民の負担軽減、行政サービスの効率的・効果

的な提供、さらには行政手続きのデジタル化への
取組推進を図り、行政サービスの向上に資するた
め、市への提出書類に係る押印について、引き続
き見直しを行う。

在宅型テレワーク制度の
実施

【総務課】
　令和２、３年度に実施したテレワーク制度試行
の実績等を検証し、本格実施に向けた検討を行
う。

時差出勤の実施 【総務課】
　令和２、３年度に実施したコロナ禍における時
差出勤の実績等を検証し、令和４年４月から新た
に職員の子育てや介護の支援など、ワークライフ
バランスの観点での試行導入を開始した。

ふれあいデイホームの
「ふれあい・いきいきサ
ロン事業」への移行

【社会福祉課】
高齢者の閉じこもり予防や参加者交流を目的に

「ふれあい・いきいきサロン事業」と「ふれあい
デイホーム事業」を実施している東山見「あすな
ろ」、青島「つわぶき」が、類似事業のため、
「ふれあいデイホーム事業」から「ふれあい・い
きいきサロン事業」への移行に向け調整を進め
る。

水道施設台帳システムの
導入

【上下水道課】
水道法改正により、令和４年９月末までに電子

化された水道施設台帳システムを構築する必要が
あるため、現在、構築に向けたデータ入力作業等
を進めている。

下水道受益者負担金（分
担金）台帳のデジタル化

【上下水道課】
　効率的な賦課事務を進めるため、下水道受益者
負担金（分担金）台帳をデジタル化し、下水道台
帳システム（下水道GIS）との連携を図る。

（新規）
開・閉栓申請の電子化に
よるサービスの向上

【上下水道課】
開・閉栓の申請が市ホームページから申し込め

るようにすることで、サービスの向上を図る。
（申込件数16件(7月末現在)）

（新規）
貯蔵品システムのデジタ
ル化

【上下水道課】
　企業会計の貯蔵品システムをデジタル化するこ
とにより、流動資産の適正管理と事務の効率化を
図る。（システム改修に向けて業者と協議中）

（新規）
スマートメーター導入に
よるメーター検針の効率
化

【上下水道課】
　山間地域の一部にスマートメーターを導入し、
通信によるメーター検針を行うことにより、検針
事務の効率化を図る。（実証実験として、13か所
に水道スマートメーターを設置済）

（３）
民間活力の更なる
活用

（新規）
開・閉栓業務の一部民間
委託

【上下水道課】
　開・閉栓業務の一部を民間委託することによ
り、作業効率の向上や漏水時の迅速な対応が可能
となる。（委託件数97件(7月末現在)）

公立保育所・幼稚園の施
設再編

【こども課】
　庄川地域の４保育所については、令和５年４月
の統合、民営化に向け、施設建設中。
　また、般若幼稚園を含む庄東地域における施設
のあり方について、引き続き民間認定こども園や
地元との協議を行っていく。
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実施項目 取組事項 取組状況
（４）
ＩＣＴ（情報通信技
術）の有効活用

（新規）
散居村型モビリティ
「チョイソコとなみ」の
運行エリア拡大に向けた
ＡＩ配車システムの導入

【企画政策課】
　散居村型モビリティ「チョイソコとなみ」の運
行エリアを市内全域に拡大するため、ＡＩ配車シ
ステムを導入することで、運行日当日の予約受付
を実現するなど、市民サービスの向上を図る。

（新規）
庁内オンライン会議・テ
レワーク推進事業

【広報情報課】
　市役所本庁の全ての課、会議室及び庄川支所市
民福祉課、健康センター執務室に無線ＬＡＮ環境
を整備し、課長以上の職員にタブレット端末を配
備することにより、ウェブ会議の推進、テレワー
クの推進を図る。

（新規）
スマート窓口（書かない
窓口）システムの導入

【広報情報課】
　住民票、印鑑証明書等の各種証明書の交付申請
や住所異動等の申請において、申請書への記入を
不要とするスマート窓口システムを導入し、利便
性の向上を図る。

軽自動車異動申告データ
入力のＲＰＡシステム導
入

【税務課】
　４月から軽自動車異動入力事務にＲＰＡシステ
ムを導入し、異動入力の自動化による事務の効率
化を図っている。

（新規）
軽自動車税関係手続の全
国一斉の電子化

【税務課】
　軽ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確認システム）の
導入に伴う納税証明書（車検用）の提示省略によ
り、納税者等の利便性向上や市民課窓口における
発行業務の省力化を図る。
（参考：Ｒ３年度発行実績　４，３７９件）

（新規）
地方税共通納税システム
の対象税目の拡大（QR
コードの活用）

【税務課】
　令和５年度課税分から地方税共通納税システム
に①固定資産税及び②軽自動車税（種別割）が追
加され、統一のQRコードが付与されることによ
り、納税者の利便性向上や収納事務の負担軽減を
図る。

（新規）
子育て支援アプリの導入

【健康センター】
　子育て支援アプリを導入し、妊娠期から子育て
期にわたり切れ目なく支援し、子育ての負担の軽
減、不安・孤立の解消、家族・地域のコミュニ
ティの活性化など市民サービスの向上を図る。
（令和４年８月末　登録者数現在　３８９人）

（新規）
各種証明書のコンビニ交
付サービスの導入

【市民課】
　住民票の写しなどの各種証明書について、コン
ビニ交付サービスを導入し、市民サービスの向上
を図る。

（新規）
ママの就活応援プロジェ
クト事業のオンラインセ
ミナーの実施

【商工観光課】
　コロナ禍における接触機会の減少、受講者数の
拡大及び託児施設の軽減を図るため、ズームなど
を活用したオンラインセミナーの実施を検討す
る。

（新規）
農林水産省電子申請手続
への移行

【農業振興課】
　農林水産省が進める共通申請サービス
（eMAFF）への移行に向けて準備し、手続のオン
ライン化と農業におけるデジタルトランスフォー
メーションを推進する。
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実施項目 取組事項 取組状況
（４）
ＩＣＴ（情報通信技
術）の有効活用

（新規）
教職員用グループウェア
の導入

【教育総務課】
　小中学校の校務用ＰＣに、教職員の出退勤管
理、電子掲示板、スケジュール管理、職員間メッ
セージ送受信、設備予約管理の各機能を備えた学
校用グループウェアを導入し、教職員の業務を効
率化した。

（新規）
オンラインを活用した指
導方法等の講習会の開催

【生涯学習・スポーツ課】
　子どもの体力向上とスポーツの推進を図るた
め、運動遊びの紹介や運動のねらいなど、オンラ
インを活用した講習会の実施を検討する。

実施項目 取組事項 取組状況
（１）
健全な財政運営の
推進

各種補助金の見直しによ
る削減

【財政課】
各種補助金については、補助金等交付基準に従

い順次見直しを行い、削減を図っている。

（新規）
高齢者入浴施設等利用券
配付事業の見直し

【社会福祉課】
受益者負担の考え方から、一枚当たりの利用者

負担額を100円から150円に変更する。

（２）
公共施設等の最適
化と計画的な更新

（新規）
公共施設管理体制の見直
し

【財政課】
　更新時期を迎える公共施設の現状把握を行い、
その維持管理体制を見直し、公共施設再編へ活用
していく。令和４年度は施設の管理業務委託を見
直し、今後の管理体制の検討を行う。

（新規）
農村環境改善湯山サブセ
ンターの廃止検討

【農業振興課】
　指定管理期間（R5.3まで）終了後は、地縁団体
となることを条件に地元へ譲渡または、施設を廃
止することになっており、地元との協議を進め
る。

都市公園の整備 【都市整備課】
　公園施設長寿命化計画(Ⅱ期)の作成及び不適格
遊具の更新を図る。

市営住宅の改善 【都市整備課】
　砺波市公営住宅等長寿命化計画に基づく市営住
宅の改善を図る。

（新規）
市営住宅（特定公共賃貸
住宅）の空き住戸対策

【都市整備課】
　一部空き住戸になっている市営住宅（特定公共
賃貸住宅）を地域優良賃貸住宅へ用途変更するこ
とにより、施設の有効利用を図る。

管口径のダウンサイジン
グによる経費の節減

【上下水道課】
　基幹配水管耐震化更新工事において、将来の水
需要を予測することにより、管口径のダウンサイ
ジングを行い経費節減を図る。

削減額　約20,000千円

（新規）
小中学校のＩＣＴを活用
した教育環境の整備

【教育総務課】
校務用ＰＣの一斉更新に合わせて、その通信方

式をＷｉ－Ｆｉ化し、ＧＩＧＡスクール構想に基
づいて整備したネットワーク回線と統合する。こ
れにより、小中学校のネットワーク回線の二重管
理を回避できるほか、職員室内のＬＡＮケーブル
やスイッチングハブの維持管理費を削減できる。

３　健全で持続可能な「財政運営」の推進
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実施項目 取組事項 取組状況
（２）
公共施設等の最適
化と計画的な更新

（新規）
小学校の児童用机・椅子
の更新

【教育総務課】
小学校の机・椅子のうち旧ＪＩＳ規格のものを

すべて（1,780組）、天板が大きく収納容量が大
きい新ＪＩＳ規格のものへ更新し、児童の学習環
境を改善する。（中学校の机・椅子はすべて、令
和３年度までに新ＪＩＳ規格化を完了。）

【再掲】
公立保育所・幼稚園の施
設再編

【こども課】
　庄川地域の４保育所については、令和５年４月
の統合、民営化に向け、施設建設中。
　また、般若幼稚園を含む庄東地域における施設
のあり方について、引き続き民間認定こども園や
地元との協議を行っていく。

児童センター・児童館の
あり方

【こども課】
　出町児童センターについては、児童館機能のあ
り方について継続して検討を進めていく。
　また、庄川地域の４館については、保育所の跡
地利用を含め、統合に向けて協議を行っていく。

庄川美術館及び庄川水資
料館の機能移転

【生涯学習・スポーツ課】
　令和３年４～１０月に砺波市美術館運営協議会
ワーキンググループ「庄川美術館等のあり方検討
委員会」で機能移転方針を検討し、計画を策定し
た。令和４年度から移転先の改修工事等を順次
行っている。

（新規）
かいにょ苑のあり方検討

【生涯学習・スポーツ課】
　茅葺き屋根の葺き替え時期（Ｒ７頃）まで、か
いにょ苑のあり方について検討を進めていく。

（３）
自主財源の確保と
創出

ガバメントクラウドファ
ンディングの活用

【財政課】
　令和４年１月から、となみっ子応援基金事業へ
の寄附を募っており、今後新たに取り組む個別の
基金事業のうちふさわしいものについてガバメン
トクラウドファンディングの活用を検討する。
　商工観光課では、KIRAKIRAミッションの資金調
達に活用を継続予定であり、こども課では、庄下
保育所サクラ樹勢回復プロジェクトに活用予定で
ある。

コンビニ収納及びスマホ
決済の実施

【税務課・上下水道課】
　コンビニ収納及びスマホ決済を実施し、更なる
利用者サービスと収納率の向上を図っている。

納付件数　市税等　　      15,500件
　　　　　　　　上下水道料金等   3,500件

（新規）
口座振替の推進

【税務課】
　キャッシュレス納付の主である口座振替を推進
するため、口座振替申込等のオンライン手続きを
導入する。

マイクロ水力発電による
売電収入

【上下水道課】
　上中野配水場マイクロ水力発電所において発電
を実施し、電力会社に対して売電することで収入
を確保する。

売電収入額 3,455千円

（４）
公営企業等の経営
戦略の推進

病院事業の経営戦略の推
進

【砺波総合病院】
市立砺波総合病院新改革プランに基づく病院経

営の実施及び検証を行うとともに、国から示され
たガイドラインに基づく経営強化プランの策定に
向け検討を進める。
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※　取組事項欄に「(新規)」と記載のものは、

令和４年度から新たに取り組む事項ああ
※　修正箇所は、網掛け・下線で表記あああ


