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 平成27年度の取組概要 

 

・直方市経営戦略プランの計画期間は、平成27年度から平成32年度の6年間としており、今回の報告

は計画初年度である平成27年度（平成28年3月31日現在）の進捗状況についての経過報告になります。 

 

 1 経営戦略プランの進捗状況について 

《 進捗状況の内容 》 

全実施項目数：４４項目 

うち、計画以上      （Ｓ評価）： １項目（  ２．３％ ） 

計画どおり     （Ａ評価）：１７項目（ ３８．６％ ） 

やや遅れている   （Ｂ評価）：１４項目（ ３１．８％ ） 

ほとんど進んでいない（Ｃ評価）： ９項目（ ２０．５％ ） 

（未評価）： ３項目（   ６．８％ ） 

 

・平成27年度の目標値に対して、実績値が大幅に上回る場合はＳ評価、同等もしくは上回ればＡ評価、

少しでも下回ればＢ評価、大幅に下回るかほとんど取り組めていないものはＣ評価としました。また、

平成27年度に取組めない理由があるものは未評価としています。実施項目のうち、「4 ふるさと納税

制度の活用、推進」では、目標をはるかに上回る実績値のためＳ評価とした。重点項目１財政の改革

では、約半数がＡ評価以上となったが、ほとんど取り組めていない３項目については、Ｃ評価としま

した。重点項目２行政経営手法の改革では、「17 経営管理システムの見直し」及び「20 行政評価の

再構築」はＣ評価ですが、「15 予算編成改革の推進」と合わせて取り組むようにしています。また、

危機管理体制の構築である「35 業務継続計画「地震編」の作成」及び「36 リスク管理基本方針の策

定」は計画策定が遅れているため、Ｃ評価としています。今後は経営戦略プランの推進強化を図りな

がら、特に低い評価の実施項目を推進重点化し、計画全体の向上を図っていきます。 

 

重点項目 
実施項

目数 
Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 未評価 

Ａ評価以上

の割合 

1 財政の改革 16 1 6 5 3 1 43.8％ 

2 行政経営手法の改革 20 0 8 7 5 0 40.0％ 

3 職員力の向上 5 0 2 2 1 0 40.0％ 

4 組織力の向上 3 0 1 0 0 2 33.3％ 

計 44 1 17 14 9 3 40.9％ 

 



直方市経営戦略プラン一覧

No 経営戦略プラン（実施項目）

1 財政運営方針の策定

2 公会計基準モデルによる財務4表(※1)の活用

3 特別会計運営方針の策定

4 ふるさと納税制度の活用、推進

5 債権管理の更なる適正化

6 市税収納体制の充実

7 保育料等の児童手当からの引き去り

8 受益者負担の適正化方針策定

9 市有地の整理、活用

10 国、県補助金等の活用

11 まち・ひと・しごと創生総合戦略(※2)の策定

12 上頓野産業団地等への企業誘致、産業の振興

13 商店街の振興、新規創業者の支援

14 伝統的建造物を活用した「のおがたレトロタウン」(※3)の魅力向上

15 予算編成改革の推進

16 直方市補助金交付基準の運用の徹底、検証

18 業務改善運動の充実

19 ＩＣＴ(情報通信技術)を活用した業務改善

20 行政評価の再構築

21 民間委託基本方針の作成

22 総務事務センター（※5）の活用

23 パークゴルフ場維持管理業務の見直し

24 ＰＦＩ（※6）の活用など民間資金や経験を活かした手法の導入

25 入札・契約業務の効率的な運用

26 公契約条例の積極的な運用の検討

27 公共工事のコスト適正化

28 公共施設等管理計画の策定

29 広域連携の推進

30 文書管理システムを活用した情報公開

31 シティプロモーション（※7）手法の検討

32 広聴および相談員業務の連携体制強化

33 地域コミュニティの再構築と協働によるまちづくり

34 住民に有用なデータの公開

（10） 危機管理体制の構築

35 業務継続計画「地震編」の作成

36 リスク管理基本方針の策定

オ　定住化の促進

直方市行政改革大綱（具体的な取組方針）

１　財政の改革

（1）中長期的な財政計画

ア　財政運営方針の策定

イ　新公会計制度（発生主義、複式簿記）の活用

ウ　特別会計の計画的な運営

（2）歳入

ア　市税収入等の確保

イ　受益者負担の適正化

ウ　財産の有効活用

エ　国、県補助金等の活用

（4）事務事業の整理、再編及び効率化

カ　企業の誘致、育成

キ　交流人口の増加

（3）歳出

ア　予算編成改革の推進

イ　補助金交付の適正化

２　行政経営手法の改革

（1）PDCAサイクル(※4)による行政経営の徹底
17 経営管理システムの見直し

（2）可視化の促進

（3）業務改善の推進

イ　日常的なリスク管理体制の充実

（5）外部資源の活用

（6）コスト適正化

（7）公共施設の適正な配置

（8）広域的な連携の推進

（9）市民との情報共有

ア　情報公開の推進

イ　情報発信による市の活性化

ウ　サービス向上に活かす広聴制度

エ　市民と共に作る情報

オ　オープンデータ(※8）の取組

ア　非常時の業務継続に関する計画づくり



直方市経営戦略プラン一覧

No 経営戦略プラン（実施項目）直方市行政改革大綱（具体的な取組方針）

38 職員研修事業の充実

39 給与適正化の推進

40 メンタルケア対策の推進

41 残業時間の縮減等による職員の健康増進

42 組織定員管理計画の策定

43 組織、職員間の協力体制の構築

44 目標管理を活用した更なる情報共有の推進

まち・ひと・しごと創生総合戦略

のおがたレトロタウン

ＰＤＣＡサイクル

総務事務センター

ＰＦＩ

シティプロモーション

オープンデータ

トータル人事制度

※1 公会計基準モデルによる
財務4表

統一的な基準による財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）。基
準を設定することで、発生主義・複式簿記の導入や固定資産台帳の整備、団体間での比較可能性の確保を
促進する。

３　職員力の向上

（1）職員採用
37 トータル人事制度（※9）の導入と運用

（2）職員の育成

（3）給与制度

（4）職員の健康管理・ワークライフバランスの充実

４　組織力の向上

（1）基本的な組織体制

（2）組織、職員間の協力体制の構築

（3）組織目標及び情報の共有の推進

※2 まち・ひと・しごと創生法により、市町村の実情に応じて定める基本的な計画。まち（夢や希望を持ち、潤いの
ある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成）、ひと（地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確
保）、しごと（地域における魅力ある多様な就業の機会の創出）を一体的に推進する。

※3 炭鉱隆盛の名残をとどめる歴史的建造物群が集積している殿町を中心とした地区。この歴史的建造物群を
整備し、歴史的・文化的な都市の魅力の発掘を目指している。

※4 Plan(計画）、Do(実施）、Check(評価）、Action(見直し）の頭文字。1周(サイクル）した後、螺旋（らせん）を描く
ようにサイクルを向上させて、行政経営の最適化を進める。

※5 行財政改革の一環として、総務部門（人事・給与）の核となる業務以外を運営する部門として「総務事務セン
ター」を設立し、外部委託している。

※6 正式名称はPrivate-Finance-Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）。公共事業を実施するため
の手法の一つで、民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更
新や維持管理・運営を行う公共事業の手法。

※7 まちの魅力を磨き上げ、まちが持つ様々な地域資源を外に向けてアピールすることなどで、自らのまちの知
名度や好感度を上げ、地域そのものを全国に売り込む取組。

※8 インターネットなどを通じて誰でも自由に入手し、利用・再配布できるデータの総称。ふつう政府・自治体・研
究機関・企業などが公開する統計資料・文献資料・科学的研究資料を指し、図画や動画などのデジタルコン
テンツも含む。

※9 人事評価、適性把握、昇任、給与、人事異動、能力開発、能力再開発支援という7つの仕組みを連動させな
がら運用していく人事制度。職員の採用から退職に至るまで、きめ細かな人財育成・能力開発を図る。



目標 実績

実質赤字比率
発生しな
いこと

発生しな
い

発生しな
いこと

H32

実質公債費比率
（3ヵ年平均）

- 10.7 10.0 H32

将来負担比率 - 66.8 80.0 H32

経常収支比率 - 96.1 92.1 H32

2
公会計基準モデルによる財
務4表の活用

財政課　財政係
平成26年度決算から導入された「公会計基準モデル」の財務4表から得ら
れる情報を有効に活用し、財政運営に関するマネジメント力を高め、財政
の効率化・適正化を図る。

総務省より、統一的な基準による地方公会計の整備が要請され、新たな基
準による地方公会計の整備を余儀なくされた。平成27年度は、従来の基準
ﾓﾃﾞﾙによる財務4表整備を行い、完全実施までのスケジュールを作成し
た。

・ｼｽﾃﾑ及び支援業者
選定
・財務4表作成
・財務状況分析

スケ
ジュール
作成

100% 完全実施 H30 Ａ 0%

3 特別会計運営方針の策定
特別会計所管課
（財政課　財政係）

　特別会計においても、一般会計と同様の財政の安定化に向けた取組を
求めるものとする。
　中長期の経営計画の策定、およびそれに基づく施策の実施。
　・特別会計の根幹となる保険料や使用料等について、収納率の向上や受
益者負担の適正化。
　・各特別会計における国・県補助金などの積極的な確保。
　・その他、健全な経営を実現するための各種方策。

平成27年度以降10年間に渡って、一般会計から各特別会計への繰出金を
試算して、本市の財政状況を推計した。現状のままだと、本市財政をかな
り逼迫する可能性が大きく、特に公共下水道事業及び農業集落排水事業
において行っている基準外繰出を抑制する必要がある。この2事業につい
ては平成31年度より公営企業会計を適用させ、経営基盤の強化及び財政
マネジメントの向上に取り組む予定であり、基準外繰出の抑制を図る。

- -
１０年見
通し作成

指標設定 H30 Ａ 0%

4
ふるさと納税制度の活用、
推進

企画経営課　企画経営係
ふるさと納税専用サイトを利用したPRをすると共に、クレジット決済を活用
するなど寄附しやすい環境を構築する。また、寄附をして頂いた方へ返礼
品を行う。

平成27年9月より寄附をしていただいた方への返礼品を開始した。それに
あわせ、全国に広くアピールするため、ふるさと納税専用サイトから申し込
めるようにした。さらに、県外で市内高等学校の同窓会が行われる際に
は、パンフレットを配布し、本市に縁のある人にポイントを絞って強力にア
ピールした。クレジット決済も導入し、寄附しやすい環境を整えた。これらの
取組が功を奏し、目標を大幅に上回る成果があった。・平成２７年度の寄
附額：61,267,887円・収益（寄附額-経費）：　33,178,561円（61,267,887円－
28,089,326円）

ふるさと納税者数
（人）

100 4,241 5,000 H32 Ｓ 84.8%

5 債権管理の更なる適正化
各債権所管課
（企画経営課　企画経営係）

各債権所管課の債権管理について現状把握を行い、運用について協議す
る。その上で、債権管理に関するマニュアル整備および条例の策定の検討
を行う。

債権所管課の一部担当課と協議したのみで、関係課全体の協議まで至っ
ていない。今後は、債権管理に関するマニュアル整備および条例内容の検
討を行い、平成29年度の債権管理条例制定を目指して取り組んでいく。

債権管理条例の制定 - 0% 条例策定 H29 Ｃ 0%

6 市税収納体制の充実 税務課　納税係

徴収職員として専門研修を受けたり、知識を習得する。その職員が受講内
容を内部で活用できるような体制づくりを行う。また、税務署、県税事務
所、他市町村等で実績を残した徴収職員ＯＢを非常勤職員として新規に雇
用し、アドバイザーとして機能してもらう。

平成27年9月に県税事務所職員、また平成27年10月に東京税務協会から
経験のある講師を外部から迎え研修会を行った。

市税徴収率（％）
(現年度＋過年度)

95.0 95.80% 95.0 H32 Ａ 100%

7
保育料等の児童手当からの
引き去り

こども育成課　家庭支援係

児童手当は申立てにより学童保育料、保育所保育料、学校給食費につい
ては直接市に収納できる制度であることを利用し、入所受付時に申請者全
員から口座振替と合わせて児童手当からの引去り申立書を提出してもら
う。

徴収率はほぼ目標を達成できた一方で、８名の自主退所者がでた。滞納
が増えないよう初期段階での催告を強化する必要がある。

学童保育料徴収率 99 98.88 99 H32 Ｂ 99.9%

8
受益者負担の適正化方針
策定

使用料手数料所管課
（財政課　財政係）

・新公会計制度による財務諸表のうち、行政コスト計算書を用いて、各施
設・設備の減価償却費を含めた経常コストを算定する。
・抜本的な算定方法の見直しによる大幅な金額の改定は、市民生活に与
える影響も大きくなるため、増額においては近隣市等の料金も考慮しなが
ら上限を定めるなど、無理のないものとする。

平成28年度に、27年度決算に係る公会計基準モデルによる財務4表を作
成することとしており、財務4表作成後、行政コスト計算書等を用いて、各施
設のコストと費用負担の分析を行う予定である。

- - なし
適正額測
定

H31～32 未評価 -

9 市有地の整理、活用
市有地所管課
（企画経営課　企画経営係）

各主管課が管理している市有地について、現在の利用状況を改めて把握
する。利用されていない土地については、今後の事業計画等を精査する中
で、計画等の無い土地については用途変更をし、売却または賃貸など有
効活用を行う。

各主管課が管理している市有地について、現在の利用状況等を把握でき
ていない。今後は、主管課への調査等を行い、市有地を全庁的に把握す
る。その上で、まちづくりに活用できるか検討し、不要な土地は売却または
賃貸など有効活用を行うようにする。

- - 0%
調査後
指標設定

H29 Ｃ 0%

10 国、県補助金等の活用 企画経営課　企画経営係
各所管に通知される補助金について、庁内で情報の共有化を図り、事業
実施計画および予算査定の際に国、県等の補助事業を活用できないか検
証する。

補助金の情報については、全て関係課には合議を回すなど、情報の共有
を図ることで、補助金の活用を推進してきた。それにより、地方創生交付金
の先行型４事業、消費喚起型８事業、加速化交付金２事業について獲得す
ることができた。

補助金活用事業数
補助金の
積極的な
活用

１４事業
補助金の
積極的な
活用

H32 Ａ 100%

総合戦略の中で、重
要業績評価指標を設
定する事業数

70 70 70 H27

新規事業で実施に着
手する事業数

- - 37 H31

重要事業評価指数を
達成した事業数

- - 70 H31

最終目標
達成率

0%

0%

Ａ

Ａ

平成27年
度評価

11
まち・ひと・しごと創生総合
戦略の策定

平成28年2月に直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定が完了してい
る。平成28年度から平成31年度までの5年間で実施する具体的施策として
70事業を掲載しており、その全ての事業において、重要業績評価指標を設
定している。また、新規事業として37事業を掲載している。

定住の促進(人口増加)のためには、UターンIターン等による若者の増加、
子育て支援や教育環境の充実等によるまちの魅力向上、未婚晩婚者の減
少など、子どもの数が増える地域社会の構築、さらには、雇用環境の充実
など、多面的に取り組む必要がある。平成27年度に5ヵ年を計画期間とす
る人口減少問題の克服と地域の活性化に向けた市の取組を明記した地域
総合戦略を策定する。計画内容について着実に取り組み、定住人口の増
加に務める。

企画経営課　企画経営係

平成27年度　直方市経営戦略プラン実施状況

財政課　財政係1 財政運営方針の策定

・当年度を含めた10年間の財政見通しを作成し、これを基本として財政運
営方針（案）を組み立てる。
・財源の裏づけにこだわったものとする。状況により特定目的基金の積立
も検討する。
・歳入見通しについては、近年の国の動向から歳入見込みが非常に難しい
ことが信頼性を薄めている部分がある。地方交付税等の財源的に重要な
ものは算定が決定次第、年度中途であっても適宜修正を行う。
・運営方針については、緊急に着手すべき事業着手や歳入見通しの精緻
化を常時反映することを基本とする。方針改定は期間を定めず、必要に応
じて適宜行う。

前年同様に、当年度を含めた10年間の財政見通しを作成した。28年度以
降に運営方針（案）作成・試行を目指す。

平成27年度シート
No

経営戦略プラン 担当課（取りまとめ課） 成果指標実施内容 平成27年度実施状況 目標年度最終目標
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平成27年度シート
No
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12
上頓野産業団地等への企
業誘致、産業の振興

商工観光課　工業振興係

福岡県との情報交換、県外を含む企業訪問、有力企業数社とのトップセー
ルス、市内企業との情報交換等を実施。区画分割誘致方針の再検討を行
う。また、産業振興ビジョンに基づいたアクションプランを作成し、産業の振
興を図る。

福岡県や県東京事務所と連携を密にし、県内外92ヵ所の企業訪問をし、市
長自ら企業へのトップセールスも行った。区画分割による誘致についても
再検討をしているが、区画分割に多額の費用が必要になるため、暫くの間
は区画分割をしない方向で誘致を進めていく。

上頓野産業団地
誘致数

1 0

実施項
目、成果
指標見直
し

H32 Ｂ 0%

13
商店街の振興、新規創業者
の支援

商工観光課　商業観光係
空き店舗利用者に対する補助金交付事業や商店街振興事業を継続して
行いつつ、まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の中で効果的な事業や前
述の事業の見直しを行っていく。

商店街を対象とした空き店舗対策補助金利用事業者数は1、平成27年から
開始した商店街対象の商店リフォーム補助金の新規事業者0、既存事業
者8であった。商店リフォーム補助金については、次年度からは対象区域を
アーケード内から中心市街地商業区域内に広げ、商店街振興と中心市街
地の活性化につなげていきたい。

新規創業者・空き店
舗補助金利用者数

5 1 5 H32 Ｃ 20%

14
伝統的建造物を活用した
「のおがたレトロタウン」の魅
力向上

商工観光課　商業観光係
観光基本計画を策定し、それに基づく事業を検討および実施を行う。伝統
的建造物群保存地区の認定を目指すと共に、観光物産振興協会と連携を
図りつつ、伝統的建造物のPRに努める。

観光基本計画については、基礎調査を行い素案を作成した。また、観光物
産振興協会と連携してガイドボランティアによる殿町レトロ地区まちあるき
（体験型プログラム）に取り組んだ。伝統的建造物群保存地区認定につい
ては、次年度以降もひきつづき検討を実施する。

伝統的建造物群保存
地区の認定

- 0 認定 H32 Ｂ 0%

15 予算編成改革の推進 財政課　財政係

・経常経費部分：予算編成が硬直化して見直しの余地がなくなってきてい
る。まずは経常経費枠の妥当な設定を行うことに取り組み、最終的に義務
的経費を除く経常経費全体に予算の枠配当を適用する。
・臨時経費部分：政策判断によるところが大きく見通しが立たない。投資的
経費をまず見直しの対象とするが、今後老朽化施設の更新に取り組むこと
が喫緊の課題となるため、これに該当する事業を重点項目として各年次の
配当枠設定を組み立てる。（事業の性質上、単年度ではなく、複数年で枠
を決定することが実情にあう。）
・妥当な枠配当を設定し、試行を行って制度の調整を行う。（概ね3年程
度、平成30年度までを目標）
・枠配当にメドが立った時点で、当初予算編成業務を各部局に業務移管
し、部局の予算規模に応じて組織要員を検討する。

平成29年度予算からの枠配当実施に向け、近隣市町村の状況調査や、実
施事例を確認し、視察対象となる団体を2団体ほど抽出した。28年度より実
際に対象団体を訪問して、編成手法を習得し、29年度当初予算編成にお
いて枠配当を実施する予定。

各担当課による
予算編成の達成

（導入）
近隣調査
（訪問予
定：2）

実施 H32 Ｂ 0%

16
直方市補助金交付基準の
運用の徹底、検証

財政課　財政係

　直方市補助金交付基準付属チェックシートにより、以下の各段階で補助
金の評価を行う。
・予算要求時
・執行を行おうとする時（執行伺・支出負担行為書起票段階）
・支出を行おうとする時（支出命令書起票段階）
　また、全ての補助金に要綱を制定、もしくは要領等内規を作成すること
で、補助の目的を明確にする。

本市で支出する補助金については、補助金の目的、補助対象事業、補助
対象経費、補助額を明確に規定すると同時に、補助金の終期を決定する
ことで、全要綱の見直しを行った。全て平成28年4月1日からの施行とし、28
年度より補助金の適正かつ公正な執行を図る。

-
各要綱の
内容見直
し

106件
各要綱の
改正

H28 Ｂ 50%

17 経営管理システムの見直し 企画経営課　企画経営係
第5次直方市総合計画後期基本計画の見直しに合わせて、行政評価（施
策評価および事務事業評価）の再構築を行い、それに伴い経営管理シス
テムをより活用できるよう見直しを行う。

行政評価の再構築を目的として、事務事業評価を予算編成等に活用でき
るよう変更を行う予定であったが、実施までには至っていない。そのため、
次年度には経営戦略プランにある実施項目「予算編成改革」にあわせ行政
評価の再構築を行い、経営管理システムの見直しを行う予定。

新経営管理システム
実施

- 0% 完全実施 H29 Ｃ 0%

18 業務改善運動の充実 企画経営課　企画経営係
引き続きマニュアルの作成は行いつつ、現在作成しているマニュアルの見
直しを呼びかける。

平成24年度から「事務処理マニュアルの作成」を統一テーマとして取組を
進めている。平成27年度は、業務改善通信の発行や、行政経営係職員の
職場派遣等が功を奏してマニュアル数が増加した。今後は、これまで以上
の成果を求めて、様式の変更等行う。

作成済みの
マニュアル数
（全庁）

600 620 1,000 H32 Ａ 62%

19
ＩＣＴ(情報通信技術)を活用し
た業務改善

人事課　情報管理係
・「業務特化型プロジェクト」の遂行(年間2テーマ程度)
・原課からのＧＩＳコンテンツ作成要望等への対応

ＧＩＳデータカタログ化プロジェクト「ＧＩＳデータの再構築とカタログ化」を遂
行し、過去5年間に蓄積したＧＩＳデータの整理方法等について検討を行っ
た。

主題地図の数 42 42 47 H32 Ａ 89%

20 行政評価の再構築 企画経営課　企画経営係
第5次直方市総合計画後期基本計画の見直しに合わせて、施策評価およ
び事務事業評価（行政評価）の再構築を行う。

事務事業評価について、180事業の担当課･経営3課の評価を実施し、HP
で公表を行っているが、予算編成等にうまく活用できなかった。そのため、
次年度には経営戦略プランにある実施項目「予算編成改革」にあわせ行政
評価の再構築を行い、位置づけを改めて見直す。

行政評価の再構築 - 0% 完全実施 H29 Ｃ 0%

21 民間委託基本方針の作成 企画経営課　企画経営係 民間委託基本方針を作成し、それに基づいて民間委託を検討する。

民間委託基本指針については、原案等を検討している。策定にあたり、総
合計画の施策の一つである「効率的な行政運営の推進」を実現するため、
行政が行うべき事業かどうかを見直し、公益性と必需性が共に高いサービ
ス以外は、民間の力を借りて市民サービスを提供していくことを基本に策
定する方針である。

民間委託基本指針の
作成

- 0%
基本方針
の策定

H29 Ｂ 0%

22 総務事務センターの活用 人事課　職員係

臨時職員・非常勤職員の賃金支払業務、福岡県市町村共済組合の手続き
業務を見直しを行い、外部に委託することによって、人事課として重点化す
べき労務管理の徹底及び費用対効果を図る。また、総合政策部内の定型
的な業務の委託化を検討する。

定型業務委託の第一次委託(共済組合手続業務及び臨時職員・非常勤職
員の支払業務)については、事務の移行がほぼ達成できたため、平成28年
度の目標である職員数1名減が可能な状況となっている。
第一次委託業務以外の定型業務の委託(給与事務)に向けて順調に事務
の移行を進めている。

総務課
人事研修係・職員係
職員数

7 7
成果指標
見直し

H31～32 Ａ 100%
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No
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23
パークゴルフ場維持管理業
務の見直し

都市計画課　公園街路係
指定管理者制度の導入の可能性を調査するために、芝・樹木維持管理業
務等の各種委託業務の内容を検証し、指定管理者制度の導入を図る。直
方パークゴルフ協会との連携強化により利用者へのサービス向上を図る。

福岡県下のパークゴルフ場における指定管理者制度の導入状況等の情
報収集を行った。

利用者数（人） 13,000 12,342 14,000 H32 Ｂ 88.2%

24
ＰＦＩの活用など民間資金や
経験を活かした手法の導入

企画経営課　企画経営係
PFI事業導入指針を策定し、今後行われる施設整備の際には、PFI等の導
入の可能性について検討を行う。

民間の経営ノウハウ等の活用により、コスト削減とサービスの向上が見込
まれるなど導入効果が高い場合を基本に導入指針を検討している。今後
は、可能な限り説明会や研修会等に参加し、PPP/PFI事業のノウハウ取得
や案件形成能力の向上を図る。

PFI事業導入指針の
作成

- 0%
PFI事業
導入方針
の作成

H29 Ｂ 0%

25
入札・契約業務の効率的な
運用

財政課　契約係
委託業務の件数や内容を調査し、指名基準や運用要領などを作成する。
契約担当部署で集約する業務を検討し、それに応じた組織要員体制を協
議する。

平成27年度中に、簡易競争入札等をはじめとする現行制度の検討・見直し
が必要となった。そのため、委託業務の内容調査等については、公契約条
例対象業務委託のみ調査を実施した。
【 調査対象：環境整備課・学校教育課・教育総務課・市民・人権同和対策
課・下水道課・こども育成課・総務課 】

- 内部調査 一部実施 基準検討 H28 Ｂ 30%

26
公契約条例の積極的な運
用の検討

財政課　契約係
公契約条例の目的である、地域経済および地域社会の活性化に寄与する
ため、対象範囲の拡大・労務報酬下限額の引き上げを「直方市公契約審
議会」で議論する。

平成27年12月議会にて、対象範囲の拡大等を含む条例の一部改正を提
案・議決を得た。

- 条例改正 100% 完全実施 H28 Ａ 50%

27 公共工事のコスト適正化 国・県対策課　工事検査係
設計監督に必要な技術や知識を身につけるため、技術職員研修計画を作
成・実施する。また、設計時に精査を行い、職員の技術力を常に把握し、指
導・助言する。

　総検査件数は約２００件（中間検査含む）であるが、受検業者の体制強化
と書類作成の指摘事項減少及び設計監督職員の技術向上連絡会議を継
続して行っている。
　技術職員における適切なルール作成により業者指導徹底をすることに努
めた結果として成果を出す事ができた。

成績評定総合点の
65点未満件数

10 3 0 H32 Ａ 0%

28
公共施設等管理計画の策
定

財政課　公会計等担当
平成26年度決算から導入された「公会計基準モデル」による財務4表を活
用し、所有施設の老朽化率、事業別・施設別のコストを把握したうえで、
「公共施設等管理計画」の策定を行う。

平成27年度中に、公共施設調査報告書の作成を終え、公共施設等総合管
理計画の策定に着手する予定である。

- 課題抽出 100% 完全実施 H29 Ａ 0%

29 広域連携の推進 企画経営課　企画経営係
単独の自治体での取組が困難な事業やスケールメリットにより市民サービ
スの充実または効率化が図れる事業については、直鞍地域をはじめ同じ
課題を抱える近隣自治体との広域連携推進について検討する。

新たな連携事業として、北九州市を中心として近隣の16市町において北九
州圏域を形成し、連携中枢都市圏として連携協約を結ぶことを目指して取
組を行った。

-
新たな連
携の検討

100% 連携実施 H28 Ａ 50%

30
文書管理システムを活用し
た情報公開

総務・コミュニティ推進課
総務法制係

公文書の検索を容易にできるようにするために文書目録のデータ化を行
う。
文書のライフサイクル（収受から廃棄までの一連の流れ）がスムーズに行
えるように文書管理システムの導入を行う。
文書に対する職員の意識の向上を図り、必要な文書は作成・保存し、不要
な文書は廃棄を行うように促す。

書庫の文書目録及びファイル整理票のデータ化を行った。他市の文書管
理システムの情報公開の状況について視察を行った。

文書管理システムを
利用した情報公開請
求件数

- 0% 50件 H32 Ｂ 0%

31
シティプロモーション手法の
検討

企画経営課 ふるさと情報係

明るく活発で透明性の高い情報を、市から積極的に発信する手法を検討
する。
市民にとって身近な話題・問題について頻繁に情報発信し、施策の内容や
進捗状況についても許される範囲内で積極的に報告・問題提起する仕組
みづくりを考える。

HPの再構築は、当初の計画では平成30年度運用開始としていたが、平成
28年10月を目処に前倒しで準備を進めてきた。平成27年度では、閲覧件
数(/PV)を分析し、市内外の人に見ていただけるようなHPとなるよう職員一
人ひとりがスポークスマンとなるべく説明会を行った。

HP新規・更新件数

HP中心と
した
情報発信
検討

162万
/PV

210万
/PV

H32 Ｂ
77.1%

ＨＰのみ

32
広聴および相談員業務の連
携体制強化

広聴・相談員業務所管課
（企画経営課　企画経営係）

広聴の本来の目的を再確認し、更なるサービス向上に向けて協議を行う。
その中で、広聴および相談業務の連携について整理を行い、組織および
業務の所管を検討する。

庁内の相談業務を把握するため、庁内相談業務一覧表を作成した。今後
は、相談員業務の連携へ向けて、体制作りを検討していきたい。

- - 10% 連携開始 H29 Ｂ 10%

33
地域コミュニティの再構築と
協働によるまちづくり

総務・コミュニティ推進課
安全安心まちづくり係

地域社会における多様な担い手と共通の理解や認識を持った地域づくり
が推進できるよう、既存の自治区公民館はもとより、地域において活動して
いる社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会、青少年育成会、老人
会、PTA、消防団などで構成される新たな枠組みの構築を目指していく。

平成27年度は自治区公民館連合会専門委員会は開催せず、翌年度以降
の方向性について検討を行った。平成28年度は自治区の区割りと高齢者
福祉の専門委員会を立ち上げる予定である。

自治区連合会の
専門委員会開催回数
（回）

6 0 10 H31 Ｃ 0%

34 住民に有用なデータの公開 人事課　情報管理係

平成25年度より、北九州市に事務局を置く「北九州地区電子自治体推進
協議会(通称：KRIPP)」において、北九州市等5自治体にて、統合型ＧＩＳの
共同利用を行っている。これに関連し、北九州市に拠点を置く地図メーカー
「㈱ゼンリン」の協力により、地域情報ポータルサイト「Ｇ－ｍｏｔｔｙ(ジモッ
ティ)」を開設し、共同利用参加自治体の目的別地図情報を掲載できるよう
になった。
既に掲載している地図は、◆防災情報マップ、◆土砂災害警戒区域図、◆
予定避難所等マップ、◆都市計画図、◆道路路線網図、◆消防団区域図
等があり、今後も「直方市ＧＩＳ活用推進委員会」活動を通じ、データ主管部
署と協議し、公開地図を増やしていく。

平成27年度に、◆選挙時ポスター掲示マップを追加掲載した。 公開地図数 7 7 12 H32 Ａ 58.3%
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平成27年度　直方市経営戦略プラン実施状況

平成27年度シート
No

経営戦略プラン 担当課（取りまとめ課） 成果指標実施内容 平成27年度実施状況 目標年度最終目標

35
業務継続計画「地震編」の
作成

総務・コミュニティ推進課
安全安心まちづくり係

福智山活断層の被害想定結果により、市内での被害想定基準を定める。
総務・コミュニティ推進課内の非常時優先業務等を選定し、平成29年度ま
でに、業務継続計画を作成する予定である。
※被害想定結果が出なければ、計画作成時期は遅れる。

国・県より福智山活断層の被害想定結果が出ていないため計画作成は遅
れている。

- - 0% 作成予定 H29 Ｃ 0%

36 リスク管理基本方針の策定 人事課　人事研修係

リスク管理基本計画を策定する。その上でリスク管理の体制を構築し、庁
内の他部署で起こった事例を教訓として共有化し、既に存在するルールや
体制に、リスク事案の予防・抑制策や発生時の対応策を加え、継続的に検
証・改善する。

リスク管理基本計画の策定委員会での検討まで行うことができなかった。
平成28年度には検討を開始したい。

リスク管理基本計画
の策定
リスク管理体制の運
用

検討 未着手 運営 H32 Ｃ 0%

37
トータル人事制度の導入と
運用

人事課　人事研修係

新たな人事評価制度の開発、改良、運用を通して、採用、育成・能力開発
等の人事諸制度が有機的に連携する「トータル人事制度」の開発・改善を
行う。当該制度を人事・各所属長が連携して、強力に人材育成を進める。
また職員採用については、①応募者数の拡大②人物を重視した多彩な試
験の実施という2つの視点から見直しを進める。

平成27年度は、新たな人事評価制度の本格導入を行うことができた。一
方、成果指標としては、目標の30％に到達していないため、一層の人材育
成に努めたい。推進に専門職を対象とする採用試験については、SPI方式
を安定運営することができ、全国主要都市での一次試験を受験できる体制
を構築した。現時点においては、当初スケジュールどおりに順調な進捗状
況といえる。

人事評価における優
秀評価取得率（％）

30 17 30 H32 Ｂ 56.7%

38 職員研修事業の充実 人事課　人事研修係

若手職員の育成を促進させるために基礎的な研修はもとより、政策形成力
向上に向けて企画系研修（政策研修）に力を入れる。新規採用職員につい
ては、育成を支援するメンター制度の充実を図り、業務に対する目標管理
や考え方を身につけるようにする。また、若手職員を対象に自らのキャリア
をデザインできる研修や仕組みを構築する。管理職については、組織経理
力、評価力、人材育成力の向上を目指すマネジメント研修に力を入れる。
女性の管理職育成の一策として、中堅女性職員を対象にしたメンター制度
の導入について検討を進める。

政策研修、管理職研修、新採アドバイザーの運用等の当初計画どおりの
研修を行い、研修の有効度も一定水準は保つことができている。企画系研
修が複数存在することを受け、これらを統合する検討も行った。今後も効果
的な研修が行えるよう、研修企画・実施に努める。

研修の有効度（％）
（「所属からの研修効
果に関する評価報告
書」）

50 87 75 H32 Ａ 116%

39 給与適正化の推進 人事課　人事研修係

国家公務員の給与についての人事院勧告、福岡県職員の給与について
の福岡県人事委員会勧告で示された給与改定方法を参考にしながら、さら
には近隣自治体の状況を踏まえて、本市の給与の見直しを進める。加え
て、より正確に、職責に応じた給与体系となるような制度改正を進める。

給与の総合的見直し等の人事院・福岡県人事委員会勧告を参考にした給
与の適正化を実施することができた。

ラスパイレス指数 100.3 100.2 100.0 H32 Ｂ 99.8%

40 メンタルケア対策の推進 人事課　人事研修係
メンタルケア対策として、発症を未然に防ぐための事前予防、管理職による
ライン・ケアの充実、休職者の円滑な復職を支援する制度の運用という3点
の対策を実施する。

平成27年度は、メンタルヘルス不調による長期休業者が6名生じた。セルフ
ケア・ラインケアの強化に向けた新たな取組に着手することはできなかった
が、ストレスチェックの効果的な運用に向けた企画を平成27年度に終え、
平成28年度から実施することになった。

メンタルヘルス不調
による長期休暇者数
（人）
メンタルヘルス不調
による30日以上の病
気休暇取得者数

2 6 0 H32 Ｃ 0%

残業時間率
(24.2時間/月超の月
が4月以内の係数)

98% 98.70% 100% H32 98.7%

年次休暇取得率
(新規付与日数の
50％以上の職員数の
率)

65% 65.70% 70% H32 93.9%

42 組織定員管理計画の策定 人事課　人事研修係
各課とヒアリングを行い、次年度以降（3ヵ年）の組織定員について計画を
策定する。策定した計画を検証し、翌年度以降の計画に反映させる。

効率的・効果的な組織構築を推進することができた。加えて、市政戦略室・
任期付弁護士の配置等、戦略的な組織を構築することができた。

- 実施 実施 実施 H32 Ａ 100%

43
組織・組織間の協力体制の
構築

市政戦略室　政策秘書係

新たに対応が必要な業務については、事務量及び対応が必要な期間等を
十分に勘案し、組織および職員体制について協議する。基本の考え方は、
新たな組織、職員の体制を構築せず、関係課によるプロジェクトチームや
協力体制等により可能な限り対応をする。そのため、組織間、職員間の十
分な情報共有を図り、組織および職員間の協力体制の構築を目指す。

平成28年度からの組織体制見直しに向け、平成27年度中に協議を進め平
成28年度から「市政戦略室」を設置した。いくつかの部課に横断する課題
について、情報共有を図り、組織および職員間の協力体制の構築を目指
す。

- - -
現状把握
後指標設
定

H28～29 未評価 -

44
目標管理を活用した更なる
情報共有の推進

市政戦略室　政策秘書係

目標管理の仕組みを活用し、年度当初（５月頃)、中間期(１０月頃)、期末(２
月頃)に、市長と担当者が、今後の業務の進め方、課題等について協議
し、当該年度の方針と業務の進め方について情報共有を図り、業務に取り
組む。

年度当初、中間期、期末と年間３回、担当部長以下担当者と市長が協議を
実施した。担当課が政策として重点的に進めるべきと考えている課題につ
いて、市長と情報を共有し、方針や成果について協議ができた。

- - - - - 未評価 -

Ａ41
残業時間の縮減等による職
員の健康増進

労働時間等改善委員会で検討された残業時間の縮減の促進策を全庁的
に順次展開する。これらの対策については、実施・評価・改善というＰＤＣＡ
サイクルを回しながら、粘り強く取組を継続していく。

平成27年度は、残業時間率・年次休暇取得率ともに目標値は達成すること
ができたが、残業時間縮減や年次休暇促進に向けた新たな一手を講じる
ことはできなかった。今後は、労働時間等改善委員会での検討を継続し、
更なる取組に着手したい。

人事課　人事研修係
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