
 

 

 

平成２平成２平成２平成２９９９９年度年度年度年度    

    

    

直方市行政改革実施計画直方市行政改革実施計画直方市行政改革実施計画直方市行政改革実施計画((((経営戦略プラン）経営戦略プラン）経営戦略プラン）経営戦略プラン）    

進捗状況報告進捗状況報告進捗状況報告進捗状況報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年８８８８月月月月    

    

    



平成平成平成平成 29292929 年度の取組概要年度の取組概要年度の取組概要年度の取組概要    

    

    

・・・・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

の報告は平成 29 年度（平成 30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、 

（Ｓ評価）：  ０項目（   ０．０％ ） 

（Ａ評価）：  ８項目（ １８．２％ ） 

（Ｂ評価）：２４項目（ ５４．５％ ） 

（Ｃ評価）：１１項目（ ２５．０％ ） 

（未評価）：  １項目（   ２．３％ ） 

 

・ 平成 29 年度の目標値に対して実績値が大幅に上回る場合、又は 29 年度の事業への取り組み

が計画に対して大幅に進んでいる場合はＳ評価Ｓ評価Ｓ評価Ｓ評価、実績値が目標値と同等以上で取り組みが 

計画通りに進んでいる場合はＡ評価Ａ評価Ａ評価Ａ評価、実績値が目標値をある程度下回る場合、実績値が目標

値を上回っていても改善の余地が多い場合、又は取り組みが計画に対してやや遅れている 

場合はＢ評価Ｂ評価Ｂ評価Ｂ評価、実績値が目標値を大幅に下回る場合、又はほとんど取り組めていない場合は

Ｃ評価Ｃ評価Ｃ評価Ｃ評価としています。また、成果指標の設定がないものについては未評価未評価未評価未評価としています。 

・ 全実施項目のうち、半数以上がＢ評価となっており、ほとんど取り組めていないＣ評価も  

全体の 4 分の 1 を占める等、全体的に見ても進捗があまり芳しくないのが現状です。今後も

経営戦略プランの推進強化を図ると同時に、特に評価の低い項目については、計画通りに  

進んでいない要因等を踏まえながら、職員一人ひとりが真剣に取り組み、計画全体の向上を

目指していきます。 

    

重点項目重点項目重点項目重点項目    
実施実施実施実施    

項目数項目数項目数項目数    
Ｓ評価Ｓ評価Ｓ評価Ｓ評価    Ａ評価Ａ評価Ａ評価Ａ評価    Ｂ評価Ｂ評価Ｂ評価Ｂ評価    Ｃ評価Ｃ評価Ｃ評価Ｃ評価    未評価未評価未評価未評価    

Ａ評価以上Ａ評価以上Ａ評価以上Ａ評価以上    

の割合の割合の割合の割合    

1111....財政の改革財政の改革財政の改革財政の改革    16161616    0000    5555    8888    3333    0000    31.331.331.331.3％％％％    

2222....行政経営手法の改革行政経営手法の改革行政経営手法の改革行政経営手法の改革    20202020    0000    3333    9999    8888    0000    15151515.0.0.0.0％％％％    

3333....職員力の向上職員力の向上職員力の向上職員力の向上    5555    0000    0000    5555    0000    0000    0.00.00.00.0％％％％    

4444....組織力の向上組織力の向上組織力の向上組織力の向上    3333    0000    0000    2222    0000    1111    0.00.00.00.0％％％％    

計計計計    44444444    0000    8888    24242424    11111111    1111    18.218.218.218.2％％％％    

    



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

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

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

（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

（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

（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

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



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

※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。

※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。

※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。

（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

※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



目標 実績

実質赤字比率
発生しない

こと
（見込）
 発生しない

発生しない
こと

達成

実質公債費比率
（3ヵ年平均）

8.4
（見込）

           8.0
11.0
10.0

達成

将来負担比率 65.0
（見込）

       58.9 80.0 達成

経常収支比率 97.0
（見込）

       98.8
98.0
95.0

未達成

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が義務付けられた。平成29年度は、統一的
な基準による財務書類（平成28年度決算分）の作成を行った。今後は予
算編成や行政評価との連携等活用について検討していく。

システム及び
支援業者選定
財務4表作成
財務状況分析

一部実施 一部実施 完全実施 H30 AAAA A －

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29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。各特別会計への繰出金は、平
成29年度決算においてすでに本市財政をかなり逼迫しており、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。

- - - 指標設定 H30 BBBB B －

4
ふるさと納税制度の活用、
推進

企画経営課　ふるさと情報係
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29年4月、総務省から返礼割合を3割以内にするようにとの通知を受
け、それに従い準備を進めていたところ、自治体間の競争は激化し寄附
件数は対前年度比38％と激減した。この状況を踏まえて平成30年3月から
返礼割合の見直し、受付サイトの増設、返礼品の数を増やす等取り組み
を行った。
・平成29年度の寄附額：31,647千円
・収益（寄附額-経費）：9,725千円（31,647千円－21,922千円）

ふるさと納税者数
　　　　　　　　　（人）

4,700 1,916 5,000 H32 CCCC B 38.3%

5 債権管理の更なる適正化
各債権所管課
（企画経営課　行政経営担当）

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。

今年度、プロジェクトチームによる検討会を計6回実施。債権管理条例の
案を固めて、12月議会で上程し、条例制定された。しかしながら、実際に
運用していくには規則やガイドラインの策定、債権管理委員会の設置、議
会への報告方法等詳細に決定しなければならない事項が多数あり、今年
度からの運用は断念せざるを得なかった。来年度からの運用に向けて詳
細を詰めていく。

債権管理条例
の制定

条例策定 条例策定
条例運用
 条例策定

H30
H29

BBBB B －

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。

市町村アカデミーを受講した職員を中心として、相続人不在の滞納案件解
消のため相続財産管理人選任の申出を行った。また、福岡県への徴収引
継を2件行い、内1件は完納となった。

市税徴収率 （％）
(現年度＋過年度)

95.0% 97.1% 95.0% H32 AAAA A 102.2%

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、昨年より若干下がったが、平成３０年６月の児童手当てからの
引去りでほぼ１００％の徴収率を達成することが出来ている。

学童保育料徴収率 99.0% 98.2% 99.0% H32 AAAA A 99.2%

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。

統一的な基準による財務4表を用いて分析を行うこととしていたが、事業
別・施設別のコストと費用負担の分析までには至っていない。使用料・手
数料の見直しについては、前回見直しの平成20年度から10年が経過して
おり、見直しを実施する必要がある。平成31年10月の消費税引き上げに
合せて、平成30年度中に簡易的な行政コスト計算書（各施設・設備の減価
償却費を含まないもの）で見直しを実施する予定。

- - -
適正額
測定

H31～32 CCCC 未評価 未達成

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。

財産台帳の整理・補正に取り組み、未補正（所管不明財産）の解消に着手
した。用途廃止された住宅用地3件について、売却手続きに着手した。（地
元団体に説明、了承取付）

- - 調査実施

用地売却

手続き

 調査後
 指標設定

H30～32
H27

BBBB C －

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。

平成28年度に獲得した地方創生拠点整備交付金１事業、及び地方創生
推進交付金３事業（単独２事業・広域１事業）を実施した。また、平成29年
度に地方創生推進交付金１事業（広域１事業）を獲得した。獲得した地方
創生推進交付金については平成30年度も継続して事業を行う。地方創生
に係る補助金以外のものについても、庁内で複数の部署にまたがるもの
については、情報共有を図っている。

補助金活用事業数
補助金の
積極的な

活用

補助金の
積極的な

活用
（4事業）

補助金の
積極的な

活用
H32 BBBB B －

新規事業で実施に
着手する事業数

37 32 37 86.5%

重要事業評価指数を
達成した事業数

35 16 70 22.9%

実施内容 平成29年度実施状況
最終目標
達成度

平成29年
度評価

（参考）前
年度評価

H32 B

B

目標年度

BBBB

BBBBH31

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。

平成29年度末の段階で未実施の事業が5事業。今後は平成31年度までに
重要業績評価指標を達成すべく事業を推進していく。また、事業の進捗状
況及び今後の方針について報告する「直方市まち・ひと・しごと創生総合
戦略検証委員会」を年２回開催。外部有識者を含めた検証委員から事業
に関する意見等をいただき、翌年度以降に反映させていく。本検証委員会
では、一部に関して総合戦略のKPIの見直しも行った。

財政課　財政係

・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が、自主財
源の少ない本市にとっては収見込みの信頼性が薄く、結果として全体見
通しの精度が低下する結果となっている。30年度以降に運営方針（案）作
成・試行を目指す。また、財政硬直化の改善に向け30年度以降、経常収
支比率を中心に現状分析を行い、改善に向けての方策等を明らかにし、
運営方針（案）に反映させる。

平成29年度　直方市経営戦略プラン実施状況

取組
方針

財財財財
　　　　
政政政政
　　　　
のののの
　　　　
改改改改
　　　　
革革革革

11
まち・ひと・しごと創生総合戦
略の策定

企画経営課　企画経営係

1 財政運営方針の策定

最終目標
平成29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



目標 実績
実施内容 平成29年度実施状況

最終目標
達成度

平成29年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度

平成29年度　直方市経営戦略プラン実施状況

取組
方針

最終目標
平成29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

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。

平成29年12月に製造業を担う企業と売買契約を締結。区画分割は行わず
Ｃ用地総面積59,400㎡全て売却。現時点における市有地の工業用地はこ
れをもって完売となる。新たな税収と雇用の確保、消費に伴う地域経済の
活性化に期待している。

上頓野産業団地
誘致数

1 1

実施項
目、成果

指標
見直し

H32 AAAA B 達成

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。

中心市街地を対象とした商店リフォーム事業を利用した新規の事業者数
は2、既存の事業者は2であった。また、商業振興対策事業の実施により
五日市の開催支援、商店街でのイベント（囲碁大会、ファッションショー）に
よる賑わいの創出を行った。

商店リフォーム事業
における新規創業者

の数
 新規創業者・空き店
 舗補助金利用者数

3
5

2
3
5

H32 BBBB C 66.7%

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。

伝統的建造物群については、4月に専門家を講師として招聘して地域住民
との意見交流会を実施した。住民合意の手法についての課題が浮かび上
がった。観光基本計画については、まず「福智山ろく花公園」の方向性に
ついての検討を開始した。「ちょっくらふれ旅」など、観光物産振興協会と
連携して新たなコースを選定するなどして、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
保存地区の認定

- - 認定 H29 CCCC B 未達成

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30年度当初予算編成において、歳出総額の圧縮と担当課のマネジメ
ント推進を目的として、前年度予算から4％削減して枠配当を実施した。今
年度実施の課題を踏まえ、平成31年度当初予算編成では事務事業評価
と当初予算編成を連携させる予定。

各担当課による
予算編成の達成

-
実施

（4％削減）
実施 H32 BBBB B －

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
として、全要綱について平成28年4月1日から施行した。29年度には、全補
助金を対象に事務事業評価シートやチェックシートにて効果検証を実施し
た。30年度以降は終期到来の補助金を対象に効果検証を行い、補助金
の延長の可否を判断することとしている。

-
効果検証
ヒアリング

97
各要綱の

改正
H28 AAAA A －

17 経営管理システムの見直し 企画経営課　行政経営担当
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。

PDCAサイクルを基本とした本市の経営管理システムの中でも、事務事業
評価はチェックの機能を果たす重要な取り組みである。今年度は、担当
課･経営3課の評価を実施する事業を95事業まで絞り込んで事務事業評
価を実施したが、今まで同様、大きな効果を得ることはなかった。そこで、
現在の事務事業評価について問題点を洗い出し、解決する施策の一つと
して、来年度より外部評価の実施を決定した。

新経営管理
システム実施

一部実施 - 完全実施 H29 CCCC C 未達成

18 業務改善運動の充実 企画経営課　行政経営担当
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29年9月に、事務処理マニュアルについて新規作成、及び既存のマ
ニュアルの見直し、更新を全庁的に依頼した。その結果、新規・更新合わ
せて117件と、目標を上回ることができた。しかし、職場間で取り組みに大
きな差が見受けられるため、今後も取り組めていない部署への呼びかけ
を強化する。

作成済みの
マニュアル数

（全庁）
800 834 1,000 H32 BBBB C 83.4%

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活用推進委員会を通して二つのテーマの検討をおこない、「のおがた
enjoy!マップ」として5つの主題図を作成。その中の「ちょっくらふれ旅MAP」
が冊子に掲載され市民に公開された。
もう一つは「浸水被害継承MAP」として、水害時に想定される、被災家屋、
災害ごみ等の試算を行った。災害発生時後の有用なデータとして報告書
としてまとめた。

主題地図の数 44 44 47 H32 AAAA A 91.0%

20 行政評価の再構築 企画経営課　行政経営担当
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。

担当課･経営3課の評価を実施する事業を95事業まで絞り込んで事務事
業評価を実施したが、今まで同様、大きな効果を得ることはなかった。そこ
で、現在の事務事業評価について問題点を洗い出し、解決する施策の一
つとして、来年度より外部評価の実施を決定した。

行政評価の再構築 - - 完全実施 H29 CCCC C 未達成

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。

平成29年度においても、具体的な協議・検討には至っていない。なお、平
成27年度に国が策定した「PPP/PFI手法導入を優先的に検討するための
指針」において、人口20万人以上の地方公共団体において「優先的検討
規定」を定めるよう要請されているが、本市を含む人口20万人未満の地方
公共団体においても、現在予定している公共施設等の整備や公共施設等
個別施設計画の策定を行う際など必要に応じて同規定の策定が求められ
ていることから、平成30年度に同規定の策定を視野に入れた協議・検討を
行う。

民間委託基本
指針の作成

指標設定 -
基本方針
の策定

 指標設定

H30
 H28～29

CCCC C 未達成

財財財財
　　　　
政政政政
　　　　
のののの
　　　　
改改改改
　　　　
革革革革

行行行行
政政政政
経経経経
営営営営
手手手手
法法法法
のののの
改改改改
革革革革



目標 実績
実施内容 平成29年度実施状況

最終目標
達成度

平成29年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度

平成29年度　直方市経営戦略プラン実施状況

取組
方針

最終目標
平成29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

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。

前回の契約期間が終了し、平成29年度下期から委託業者が変わったが、
大きな問題なく移行が行えた。また、その際、総務・コミュニティ推進課が
行っていた郵便業務を追加し、若干ではあるが委託範囲の拡大を行って
いる。

人事課
人事研修係・職員係

職員数
6 6

成果指標
見直し

H31～32 AAAA A －

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。

H31年度からの指定管理制度導入に向け、引き続き他自治体のパークゴ
ルフ場を視察し、コース管理状況や指定管理者導入に関するヒアリングを
行った。
また、指定管理者制度の導入を可能とする公園条例及び公園条例施行
規則の改正を行った。

利用者数 （人） 13,000 12,508 14,000 H32 BBBB B 89.3%

24
ＰＦＩの活用など民間資金や
経験を活かした手法の導入

市政戦略室　戦略室担当
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。

民間の資金や経験・ノウハウを活かした手法導入について、サウンディン
グ調査を3件実施した。また、官民連携に向く事業の種別や応募が見込め
る募集案件とするため、民間金融機関との情報交換を進め、福岡県北部
地域での自治体も加入した官民金が気軽に情報交換できる地域プラット
フォームの構築に向け関係機関との連携を行っている。

ＰＦＩ事業導入
指針の作成

導入指針
の作成

-
導入方針
の作成

H29 CCCC C 未達成

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。

業者選定や入札手順、契約保証等についての取扱マニュアルを作成して
いるため、これを指名基準・運用要領の代わりとする。
また、組織体制に関しては、平成30年度中に、周辺市町村の状況を調査
し、メリットとデメリットを踏まえ、総合的に方向性を判断する。

- - -
組織体制
の協議

 基準検討

H30
H28

BBBB B －

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。

『工事又は製造の請負契約』及び『業務委託・指定管理協定』に係る労務
報酬下限額についても引き上げ実施した。

- - - 完全実施 H28 AAAA A 達成

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）あり、受検業者の体制強化と検
査書類作成の指摘等を行い、業者指導を行ってきたが、平成２９年度の達
成率は７９％にとどまった。今後は、設計監督職員の技術向上連絡会議を
再開して、職員の技術力向上を図るとともに、業者指導の徹底を図ってい
く。

成績評定総合点の
65点未満件数

3件 14件 0件 H32 CCCC A 0%

28
公共施設等管理計画の策
定

企画経営課　企画経営係
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。

具体的な長寿命化計画等については、補助事業を活用できる長寿命化計
画等から優先して各所管課において対応した。その他の公共施設等に係
る個別行動計画については、費用体効果を鑑み、200㎡以上の施設等に
限定した上で平成30年度に策定する。

- 完全実施 一部実施 完全実施 H29 BBBB B －

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。

平成29年度も前年に引き続き連携中枢都市圏として、単独では実施が難
しい大規模イベントへの参加により、効率的に直方市をPRした。また、政
策立案研修の合同実施などの人材育成及び職員交流事業も実施。その
他にも、直鞍地区と県との合同事業である「ちょっくらふれ旅」の開催、直
方宗像線沿線自治体連絡会議では各市町特産の肉を用いた「肉フェス」
の開催、筑豊地区と県との合同事業である「筑豊フェア」の開催、遠賀川
流域の市町村と県との合同事業である「遠賀川物語」ではバスツアーを実
施し、交流人口の増加を図った。

- 連携実施
連携実施
（9事業）

連携実施 H28 BBBB B －

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。

平成29年5月に文書規程の改正・全係長対象研修を実施。また、システム
仕様書作成及び予算化。
平成30年度にシステムの導入及び操作研修等を実施し運用開始は平成
31年4月。

文書管理システムを
利用した情報公開

請求件数
- - 50件 H32 BBBB 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。

チューリップフェア等イベントＰＲのため、ホームページのトップ画像を作成
したり、市民から投稿のあった場所や風景等をホームページに掲載した。
また、平成29年10月からSNS(インスタグラム)を始め、直方市の魅力を発
信した。

HP新規・更新件数
180万
/PV

223万
/PV

210万
/PV

H32 BBBB B 106.2%

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。

平成29年10月から11月にかけて市民意識調査を実施した。集計結果につ
いては、平成30年度に各所管課にて分析を行い、事業への反映を図る。
ただし、相談員業務の連携については、相談員業務を有する部署間での
協議ができなかったため、平成30年度中に協議の実施を図る。

- 連携開始 - 連携開始 H29 CCCC C 未達成

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。

今年度は自治区公民館連合会補助金の運営費補助の見直しによる協議
のため時間を要し、区割等専門委員会が開催されていない。分かる範囲
で自治区の地図をGISにて作成した。概ね7～8割程度作成したものの、各
自治会に確認できていない。次年度以降はこの地図を活用した取組を行
いたい。また、自治区公民館連合会事務局についても設置場所等、協議
を進める予定である。

自治区連合会の
専門委員会開催

回数　（回）
10 0 10 H31 CCCC C 0%
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目標 実績
実施内容 平成29年度実施状況

最終目標
達成度

平成29年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度

平成29年度　直方市経営戦略プラン実施状況

取組
方針

最終目標
平成29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

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29年度に、◆AED設置施設マップを追加掲載した。 公開地図数 9 9 12 H32 BBBB B 66.7%

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。

県及び他市町の計画を参考に直方市業務継続計画の案を作成した。今
後、各課の非常時優先業務の調査等を行い、平成３０年度の計画策定を
目指す。

- - - 作成予定 H30 BBBB C －

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。

先行事例である姫路市のリスク管理基本計画を元に検討をしたが、基本
計画策定に取り組むことができなかった。

リスク管理基本
計画の策定

リスク管理体制
の運用

策定 - 運営 H30 CCCC C 未達成

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29年度は能力及び実績に基づく人事管理を徹底するため、昇任、降
任、昇給、勤勉手当の処遇反映を実施した。制度運用結果の優秀評価対
象者は35％で昨年を上回ったが、評価基準のバラつきや自己評価の甘さ
等、評価するにあたっての課題も見受けられた。職員の採用については、
技術職員の受験者数が少なかった事や人材が確保できなかったことが課
題となった。

人事評価における優
秀評価取得率（％）

20 20 20 H32 BBBB B 100%

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。

平成29年度は、管理・監督職に世代交代が行われることから、管理・監督
職の人財育成への意識向上を目的とした研修の充実に努めた。また、29
年度中は職員9名を総務省、農林水産省をはじめ、庁外の他機関に派遣
しており、中間報告会として当該派遣職員が他機関の取組を報告すること
で、本人のスキルアップだけでなく、他職員との情報共有を図った。

研修の有効度（％）
（「所属からの研修効果
に関する評価報告書」）

60 79 75 H32 BBBB B 105.3%

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 100.2 100.7 100.0 H32 BBBB B 99.3%

40 メンタルケア対策の推進 人事課　職員係
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。

休職者と定期的に連絡を取り合い、産業医、健康支援員と連携しながら２
名が復職した。高ストレス者に対して更に不調に陥らないために臨床心理
士及び産業医による面談を実施した。また、管理職を対象に職員のモチ
ベーションを上げるような面談方法の研修を行った。

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

1 2 0 H32 BBBB B 50.0%

残業時間率
(24.2時間/月超の月
が4月以内の係数)

99% 96.2% 100% 96.2%

年次休暇取得率
(新規付与日数の50％
以上の職員数の率)

67% 66.0% 70% 94.3%

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。

組織・定員管理計画については、実施計画及び予算編成と連携をとりな
がら進めてきた。29年度は職員からの法律相談・例規整備の強化などの
法的な支援強化のため弁護士を２名採用した。

- 実施 実施 実施 H32 BBBB B －

43
組織・職員間の協力体制の
構築

企画経営課　行政経営担当

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。

財政状況の逼迫、及び地方公務員法及び地方自治法の一部改正（会計
年度任用職員への対応）を見据えて、事務事業のアウトソーシングを積極
的に取り組む中で、地域包括支援センターや母子を対象とした発達相談、
療育教室の外部委託を検討するために、地域包括支援センター担当参事
補及びこども発達支援担当参事補を新たに設置。関係部署と連携しなが
ら柔軟な対応が取れるような組織体制を整えた。

- 実施 実施 実施 H32 BBBB B －

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　戦略室担当

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、期末に担当部長以下担当者と市長が協議を実施した。特に、
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
長と情報を随時共有し、方針や成果について協議ができた。ただ、より円
滑な情報共有に向けて課題は残る。

- - - - - 未評価未評価未評価未評価 未評価 -
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41
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。

残業時間率・年次休暇取得率ともに目標値を達成することができなかっ
た。残業時間が増加傾向にある部署に立ち入り調査したが、要因を特定
できなかった。

H32人事課　人事研修係



行政改革推進委員会における意見・質問事項行政改革推進委員会における意見・質問事項行政改革推進委員会における意見・質問事項行政改革推進委員会における意見・質問事項

開催日時 ： 平成30年8月22日（水）10：00～12：20

開催場所 ： 直方市役所　502会議室

審議内容 ： 経営戦略プラン全44項目のうち、委員会において特に意見を伺いたい7項目について審議。

シート№ 経営戦略プラン 担当課（取りまとめ課） 委員会での意見・質問事項 左記に対する回答

 ・一般会計における決算の推移についての説明で、民主党政権
時に黒字となり、自民党では赤字になったとあったが、そのような
外的要因によって決算状況が変わるのも問題であり、国に頼らな
い財政運営を市として目指しているのか。

 ・市の一般財源約130億円のうち、その40％弱が市で調達できる
自主財源であり、主なものは市税である。その部分を上げていか
ないと安定した財政運営は難しい。そのために移住・定住施策や
企業誘致に現在取り組んでいる。平成22～24、27年度は国からの
財源によって黒字を達成しているが、それ以外は1億3,000万から2
億円の財源不足が慢性的に発生している。それらを解消するため
にも、行政改革に力を入れているところである。

 ・プランに掲げている財政運営方針については、慢性的な赤字解
消のため、2億円の歳出削減または歳入の確保といった計画が盛
り込まれると考えてよろしいか。

 ・財政収支の均衡が一番大きな目標であるが、その他にも市債残
高の削減や経常収支比率の改善等について目標設定した運営方
針を策定しなければならないと考えている。

 ・例えば、自民党から地方交付税のさらなる削減方針が打ち出さ
れた場合、それに合わせて財政運営方針の内容も変わってくるの
か。

 ・自民党政権においては、地方交付税はすでに減額基調にある。
地方交付税は、市が必要とする需要額と、市が調達できる収入額
との差額分として交付されるものであるが、近年は需要額を国が
抑制・削減している結果、交付税が年々減額されている傾向であ
る。そのような国の動向も見据えながら、方針の策定に取り組んで
いく必要がある。

 ・29年度末の時点での財政調整基金の残高はいくらあるのか。  ・約31億円である。

 ・平成27年度の決算においては、消費税の増税による増額が影
響して黒字決算になったということだが、28年度も消費税率は同率
であるはずなのに、赤字に反転しているのはなぜか。

 ・扶助費や特別会計への繰出金等の増額により、歳出総額が毎
年増加傾向であることも関係するが、27年度は消費税の賦課期日
の関係で、通年よりも多く歳入されたことが大きな要因である。

 ・今度また消費税が10％に増税される予定であるが、そのときも
歳入増が見込まれるのか。

 ・ 前回の増税で約4億円の増だった。今回も増額が見込まれる
が、その財源については社会福祉経費に充てなければならないこ
とになっている。

 ・筑豊圏内の周辺自治体とは同じ条件下にありながら、ふるさと
納税の件数・金額ともに差をつけられているのはなぜか。また返礼
品を出品している立場から見ても、直方市がふるさと納税の額を
増やしたいのかどうか、方向性がはっきりとしない。納税額を増や
したいのなら、今の手法を改めなければならないのでは。

 ・今までは、返礼品に頼らずにふるさと納税していただく、という方
向性を持って取り組んでいた。しかし本市の財政状況、また近隣
市町村に遅れを取っている状態を踏まえ、現在はふるさと納税を
増やすことを目標として取り組んでいるところである。しかし、本市
は、一部の自治体のように全国の様々な品を取り扱うのではなく、
本市に縁のある商品を返礼品とすることで納税額を伸ばしていき
たいと考えている。

 ・市内の業者に返礼品出品の依頼をしているだろうが、今の市の
状況ではかなり限られてしまうと思われる。そこで、直方のブランド
となるものを確立させて、それを歳入に繋げるような取り組みが必
要ではないか。

 ・本市の主な返礼品はイチゴや農産物であり、納税者からの需要
は高いが、今あるものだけを考えると、確かに限界がある。長期的
な取り組みにはなると思われるが、他の部署とも連携を取りなが
ら、検討していきたいと思う。

 ・ふるさと納税をする側からの意見だが、納税額を伸ばしたいな
ら、一部の自治体のように全国あるいは九州の様々な品を取り扱
うべきだと思う。直方市は、全国的にも良質な米を生産している
が、ほとんど知られていない。例えば、ゆるキャラを活用して売り出
すのも一つの手法だと思う。モノだけでは見ている人に響かない
し、特に直方の場合は返礼品の一覧を見ても魅力がない。返礼品
の割合ではなく、もっと売り出す手法を見直すべきである。

 ・別の視点からのご意見ありがたく思う。ご指摘のとおり、いいモノ
があっても売り出せていないし、パンフレット等でも伝えることがで
きていない。他市の取り組み等を参考にしながら検討していきた
い。

財政運営方針の策定 財政課　財政係1

ふるさと納税制度の活用、推進4 企画経営課　ふるさと納税係



シート№ 経営戦略プラン 担当課（取りまとめ課） 委員会での意見・質問事項 左記に対する回答

 ・直方市を知らない人が直方市の返礼品一覧を見ても響かないと
思うし、なぜ直方に縁のある品については直方市に住んでいたこ
とのある人をターゲットにしてアピールしないのか。資料にあるよう
に、直方市に住んでいたからふるさと納税をした人の割合が15％
に過ぎないのは、そのアピールが足りなかった結果ではないか。
単に納税額を増やしたいなら、魅力的な品を全国から取り寄せる
べきだが、市に縁のある商品を返礼品とする方針でいくならば、そ
の割合をもっと伸ばすように取り組まなければならない。直方市は
ブランディングするには弱い部分があり、特産物のようなモノを売
り出していくのは難しいので、視点をモノからコトに変え、例えば工
場見学会の実施や、お墓を掃除するサービス等を返礼品として考
えてみるのもよいのではないか。また、地元の同窓会の場等を活
用して、久しぶりに帰ってくる人たちを対象に、市がふるさと納税を
アピールするなど、取り組みを重ねることで、直方市に住んでいた
からふるさと納税をしたという割合を増やせると思う。

 ・市としても、最初は直方市の出身者や、縁のある人をターゲット
としてふるさと納税に取り組んでいたところだが、制度自体が高額
納税者の節税対策になってしまっている。そこで方向性を変え、返
礼品もより魅力のあるものを集めたところ、寄付額は増額しつつあ
る。関東や近畿での同窓会の場に赴いてふるさと納税のアピール
を試みているが、ほとんど効果はない。そのようなことから、今は
直方市を知らない人に、ふるさと納税を通じて直方市を知ってもら
おうという考え方で取り組んでいる。

 ・全国から見ると、直方が地名だと知っている人は少ないが、言葉
としてはインパクトがある。ただ直方市としての知名度を上げるた
めには、相当な戦略がないと難しい。

 ・提案だが、この委員会の中でも、ふるさと納税についていろいろ
な意見が出ていることを踏まえ、ふるさと納税を専門とした外部委
員会を立ち上げてはどうか。

 ・仕事上、全国で講演することが多いが、直方のことで一番わかっ
てもらえるのが魁皇関である。他には筑豊という地名も知られてい
る。直方市のチューリップ祭りも思ったよりも全国で知られている。
それ以外はほとんど無関心である。そこで、アンケート等を実施す
ることで、今直方市の売りは何なのかを常に把握してピンポイント
で活用していくのか。あるいは、なりふり構わず納税額で全国NO.1
を目指すのであれば知名度も上がるだろうが、どちらにしても中途
半端になるのはよくない。

 ・今回、新しく誘致した企業の創業はいつからか。  ・平成31年4月創業予定である。事業所は8月20日に既に着工済
みであって、翌年3月までの工期となっている。

 ・従業員の数は。  ・全体で25人程度での創業を目指しており、うち新規雇用で10人
ほど確保したいとのこと。

 ・現在、企業にとって人材の確保は非常に難しくなっていることに
ついては、直方市としても考慮してほしい。

 ・企業訪問の際に、人材が不足しているという話をよく耳にしてお
り、近隣市町村の大企業による雇用等が影響していることは、市と
しても課題として認識している。

 ・従業員の方が、企業には勤めるが、直方市には居住しないと思
われないようにしてほしい。そのためには子育て支援、直方市のブ
ランド確立、税金や家賃の優遇措置等、市の魅力を向上させてい
かないと、人口も増えないし、歳入にも結びつかない。企業を誘致
したことは非常に評価できるが、企業を誘致したから全てがうまく
いくというわけでもなく、その後の取り組みも重要だと思う。

 ・企業の誘致に関しては商工観光課が担当だが、移住・定住施策
については企画経営課が取り組みを進めている。確かに市内企業
に勤めながら市内に居住しないケースも多いため、両課で連携し
て、その要因を調査しつつ、課題解消に努めたい。

ふるさと納税制度の活用、推進 企画経営課　ふるさと納税係4

12
上頓野産業団地等への企業誘致、産業の振興に
ついて

商工観光課　工業振興係



シート№ 経営戦略プラン 担当課（取りまとめ課） 委員会での意見・質問事項 左記に対する回答

 ・災害対策についての取り組みは浸水に対するハザードマップま
でしか対応していないが、土砂崩れ等の二次災害の可能性がある
危険地域についてまでフォローアップされているか。二次災害のた
めに移動ルートが確保できず、避難所までたどり着けないケースも
想定される。災害だけでなく、災害後の二次災害に備えた対応ま
で考えなければならない中、ハザードマップの作成で止まっている
のは問題がある。直方市の災害対策は非常に遅れている。

 ・災害対策については、自治区を通して様々な意見を収集してお
り、それらの改善に向けて取り組んでいるところである。

 ・災害に関する推計はやっておかなければならないことであり、民
間のコンサルタント業者に依頼すると数百万円はかかってしまうと
思われるが、GISを活用することによって市で対応でき、職員の人
材育成や職場間のコミュニケーションの活性化にもつながっている
ことから、一定の成果があったと言える。しかしGISでできることに
も限界があり、実際には職員が現地に赴いて確認し、対応しなけ
ればならないことも多い。

 ・ＩＣＴの活用によって業務が改善するとしても、職員がそれに頼っ
て何もしないでよいということではなく、現地に出向いての調査や、
市民の意見の収集は別にやらなければならない。ＩＣＴは活用すべ
きだが、それで補えない部分は職員がしっかりと対応しなければな
らない。

 ・フェイスブックはやっていないとのことだが、インスタグラムだけ
に絞る必要はないと思う。私は市がインスタグラムやっていること
は知らなかったが、どのような告知をしているのか。

 ・インスタグラムをやっていることは、毎月市報の1日号の欄外、及
びホームページで案内している。

 ・私は、自分の会社を撮影してもらっているときに、インスタグラム
をしていることを教えてもらった。直接教えてもらわないとわからな
い状況であり、もっと広げる手法を考えないと、フォロワー数は増
えない。

 ・インスタグラムはすぐに拡散すると思っていたが、うちに限らず
他の取り組みを見てもなかなか伸びていない。ポスターやチラシに
よる告知も効果があまりない。

 ・若い人たちが集まるようなお店に、自然と手にできるようなカード
を置くなど、アクセスが増えるような手法を検討していただきたい。

 ・市報の案内を見ても最後に記載されていて、目立っていない。

 ・市内に在住している人にとってはあまり必要性がないのかもしれ
ないが、例えば市民が遠くへ転出した際に、直方市を懐かしく見れ
るような、遠くにいる人をターゲットにした内容にすればその価値
が上がると思う。ただ、その人たちにどうやって知らせるかは、また
工夫が必要になってくるが。

市民と市外の人とそれぞれをターゲットにしなければならないた
め、その手法については今後も検討していかなければならない。

 ・ＳＮＳにも年齢層があり、若い人たちはインスタグラムをする人が
多いが、40～50代はフェイスブックをする人が多く、特定の分野や
モノにこだわる人はツイッターが多い傾向にある。そこで、一つに
投稿したら全てに反映するような仕組みを作ってはどうか。

本市はフェイスブックもツイッターしていない。今の人員でまずはで
きることから、というスタンスでインスタグラムを開始しており、やっ
と1年になろうとしている。

 ・インスタグラムは過去にやったことしか投稿することができない
が、フェイスブックやツイッターは今後やることをフォロワーに呼び
かけるような投稿が可能である。市報やホームページではどうして
も固い表現になるし、フェイスブック等は対象も広いので遠くにいる
人にも呼びかけることができる。うまくいけば、それがふるさと納税
に繋がるかもしれない。

37
38

トータル人事制度の導入と運用
職員研修事業の充実

人事課　人事研修係

 ・現在、直方市は災害に関するアンケートを実施しており、その中
で避難所の運営に関する項目があったが、避難所を適切に運営し
ていくためにも、市の職員自身が避難所運営についての研修を受
けるような取り組みを提案したい。

 ・近隣の市町村で災害があった場合は職員を派遣して、避難所等
の支援だけでなく、その取り組み・手法を学んできて、こちらでも活
かせるように取り組んでいるが、派遣する職員も少ないので、委員
が言われるように、避難所の運営については職員の育成が必要だ
と思う。

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した業務改善 人事課　情報管理係

企画経営課　ふるさと納税係シティプロモーション手法の検討31
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シート№ 経営戦略プラン 担当課（取りまとめ課） 委員会での意見・質問事項 左記に対する回答

 ・各プランに対する評価の基準がはっきりしない。特にB評価、C評
価、未評価の違いが不明確。これらの評価基準は各担当課におい
てそれぞれ設定しているのか。

 ・評価の基準については事務局で設定している。プランの進捗状
況について、ほとんど着手できていないものはC評価、取り組んで
はいるが成果が伴っていないもの、または改善の余地が見受けら
れるものはB評価としている。その中でB評価と判断する範囲が広
いことは認識している。

 ・C評価については、自己採点した上で落第点だった、という考え
方でよいか。

 ・その通り。

 ・昨年度の報告ではC評価が11項目あったが、今回についても、
評価の入れ替わりはあるが、結果としてC評価の数は同じ11項目
となっている。C評価が全体の25％を占めている状況を事務局は
どのように捉えているか。

 ・経営戦略プランを作成したのが平成26年度になるが、その当時
から社会情勢や市の方向性の変化によって、今となっては着手す
べきでないプランもある。今後、市として着手しないと決定したもの
についてはC評価とするのではなく、項目自体の見直しを図りたい
と考えている。

 ・全体のプランを含めた上で、その進捗状況についての自己採点
はどのくらいか。

 ・全体的に見ても、取り組んではいるが結果に結びついていない
ものが多い。全44項目あるが、その中には方向性自体が変わって
いるものもあれば、取り組みを進めることでさらなる成果が見込め
るものもある。そういったことから、全体でＢ評価だと私は思う。

 ・私は戦略プランの策定には携わっていないので、プランそのもの
よりも、その進捗状況についてチェックする立場ではあるが、落第
点であるＣ評価が全体の25％あることはいかがなものか。評価基
準がはっきりしない部分はあるが、評価については甘くならないよ
うに気をつけてほしい。とはいえ、自己評価なので多少甘くなって
いるとは思うが、全体の進捗状況としては計画通りにいっているの
か、いないのか。

 ・実際に着手できていないものもあり、できていない。

 ・今日は29年度の実施状況についての進捗確認であるが、30年
度になり半年近くなる中で、Ｃ評価のうち現在着手できているもの
がどのくらいあるのか。

 ・Ｃ評価の中には、取り組んでいるが成果がない項目と着手でき
ていない項目が混在している。特に関係する部署が多数あり、そ
れを取りまとめなければならないような項目は着手できていない場
合が多い。また方向性が変わってしまい、実現が困難なものもあ
る。それらを踏まえると、Ｃ評価が来年度の報告でＡ・Ｂ評価に変
わるようなものはほとんどないと言える。

 ・Ｃ評価の割合を減らすことが目的ならば、市として力を入れる項
目を絞って取り掛かるべきである。計画期間が残り2年半しかない
ことを考えると、現在取り組んでいる項目よりも、できていない項目
をどこまでやるのかに集中して、Ｃ評価の割合をせめて15％までに
するべきだと思う。その検討内容を来年度予算編成に早急に反映
させなければならない。

 ・今後力を入れて取り組んでいくものと、方向性が変わったため見
直すものについて、一度整理する。

 ・見直した結果、取り組まないものについては「未評価」とすべき。

- 経営戦略プラン全般を通して -
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