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・・・・直方市経営戦略プランの計画期間は、平成 27年度から令和 2 年度の 6 年間としており、今回の

報告は平成 30年度（平成 31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）： ５項目（ １１．４％ ） 

（未評価）：  ７項目（ １５．９％ ） 

 

・ 平成 30 年度の目標値に対して実績値が大幅に上回る場合、又は 30 年度の事業への取り組み

が計画に対して飛躍的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。 

・ 計画に取り組んでから 4 年間が経過し、残期間も 2 年間しかないことから、今後力を入れて

取り組む項目と、実施を見直す項目とに整理しました。その結果、未だ着手できてなくて  

計画期間中での達成が難しい、又は市としての方向性が変わってしまって取り組んで   

いない 7777 項目項目項目項目については未評価未評価未評価未評価とし、今後の進捗管理からは除外します。（9 ページ「経営   

戦略プランの中で見直す項目」参照） 

・ 計画期間も残り少ない中、全実施項目数 44項目のうち、Ｂ評価及びＣ評価が６～７割を占め

ており、当初の目標を達成するためにも、今後、迅速な取り組みが求められます。事務・      

事業の選択と集中を発揮しながら、限られた経営資源を有効活用することに努めるとともに、

良質な市民サービスを提供できる安定した行政経営を目指します。 

 

 

重点項目重点項目重点項目重点項目    実施項目数実施項目数実施項目数実施項目数    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    4444    9999    1111    2222    25.025.025.025.0％％％％    

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    4444    9999    2222    5555    20202020.0.0.0.0％％％％    

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    1111    2222    0000    0.00.00.00.0％％％％    

計計計計    44444444    0000    8888    24242424    5555    7777    18.218.218.218.2％％％％    
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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

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

（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

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
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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。

※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
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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）

（Ｈ29）

          8.4
（見込）

          6.7
11.0
10.0

達成

将来負担比率
（Ｈ29）

        65.0
（見込）

      55.8 80.0 達成

経常収支比率
（Ｈ29）

        97.0       96.4
95.0
92.1

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30年度は、統一的
な基準による財務書類（平成29年度決算分）の作成を行ったが、予算編
成や行政評価との連携等の活用には至っていない。
今後は、予算編成や行政評価との連携に限らず、本市が抱える課題を解
決するにあたって、参考となる客観的な根拠の１つとしての活用ができな
いか、活用事案の検討をしていきたい。

システム及び
支援業者選定
財務4表作成
財務状況分析

完全実施 一部実施 完全実施 H30 BBBB 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。

（見直し）（見直し）（見直し）（見直し） - - - 指標設定 H30 未評価未評価未評価未評価 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こと及び石炭記念館の国史跡指定応援ワインが
ヒットしたため、寄附額が大幅に増え１２月議会で２億円の追加補正を計
上した。さらに、１２月限定で家電製品を返礼品に加えたところ、大幅に寄
附額が増え1,538,383（千円）になり、寄附者も大幅に増えた。
しかし、これは令和元年度からの新制度ではすべて認められないため、今
後につながらない内容である。今後は、地元産の返礼品を開拓していく必
要がある。
　・平成30年度の寄附額：1,538,383千円
　・収益（寄附額-経費）：560,398千円（1,538,383千円－977,985千円）

ふるさと納税者数
　　　　　　　　　（人）

4,800 21,477 5,000 H32 BBBB C 429.5%

5 債権管理の更なる適正化
各債権所管課
（税務課　納税係）

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。

債権管理条例の運用にあたり、特に債権放棄について慎重な運用を行う
ため、債権管理条例施行規則・債権管理委員会設置要綱・債権放棄ガイ
ドラインを12月に策定した。これに伴い、審議の手順、及び今後の運営方
針確認のため第１回債権管理委員会を２月に開催した。
今年度は各債権管理担当課による債権放棄の案件はなく、実際の審議
は来年度以降となる。また、債権管理のガイドラインについては今後策定
に向けて取り組んでいく。

債権管理条例
の制定

条例運用 条例運用
条例運用
 条例策定

H30
H29

AAAA B 達成

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。

福岡県への徴収引継については新たに２件行った。完納には至らなかっ
たが、遠方地に赴いての捜索など単独では実現しにくい調査結果を得るこ
とができた。相続財産管理人選任についても新たに１件申請し、困難案件
の更なる解消を図る。

市税徴収率 （％）
(現年度＋過年度)

95.0% 97.4% 95.0% H32 AAAA A 102.5%

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。

滞納の早期段階での催告で徴収率の目標を達成できた。令和元年６月の
児童手当てからの引去りで１００％以上の徴収率を達成する。

学童保育料徴収率 99% 99.2% 99% H32 AAAA A 100.2%

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。

使用料・手数料の減価償却費を含まない簡易コスト計算書による見直しを
実施した。実際に使用料・手数料の改定となったものはないが、令和元年
度以降の検討事項として再検討していく。
財務4表を活用した事業別・施設別のコスト計算を活用するよう検討してい
たが、作成が進んでおらず、これを用いた受益者負担割合の検討までに
は至っていない。

- - -
適正額
測定

H31～32 BBBB C 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。

旧植木支所用地売却を実施。用途廃止された住宅用地3件は、売却未実
施。

-
用地売却
手続き

用地売却

用地売却
手続き
 調査後

 指標設定

H30～32
H27

BBBB B 未達成

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令和元年度
も継続して事業を行う。なお。令和元年度で単独２事業の交付期間が終了
となるため、今後の事業の継続及び継続する場合において新たに申請を
するかなどの検討も必要となる。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 －

最終目標
達成度

平成30年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度

B財政課　財政係

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

実施内容

BBBB

担当課（取りまとめ課）

・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ている。
令和3年度から10年間の計画期間となる第6次総合計画と連動したものと
するため、第6次総合計画の策定と合わせて令和元度以降に運営方針
（案）作成・試行を目指す。

成果指標

H32

平成30年度実施状況

平成30年度　直方市経営戦略プラン実施状況

取組
方針

1 財政運営方針の策定

最終目標
平成30年度シート

No
経営戦略プラン

01242
テキスト ボックス
-4-



目標 実績

最終目標
達成度

平成30年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度実施内容担当課（取りまとめ課） 成果指標平成30年度実施状況

平成30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30年度シート

No
経営戦略プラン

新規事業で実施に
着手する事業数

37 34 37 91.9%

重要事業評価指数を
達成した事業数

55 19 70 27.1%

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。

上頓野産業団地については、平成29年12月を以て、3区画全ての分譲用
地の売却が完了した。そのため、市有地の工業用地は完売となった。今
後は、上頓野産業団地に立地した企業が、令和元年10月に操業の本稼
働を開始するため、新規雇用と設備投資に伴う税収の増加を見込んでい
る。また、新たな工業団地について、植木地区において、造成の可能性を
探る調査を行った。調査内容は、造成した場合の事業費の概算、企業
ニーズの有無を調べ、そのような調査結果から、事業として採算が取れ、
成立するのかの検討を行った。

上頓野産業団地
誘致数

新規産業
団地造成
の検討・
方針決定

検討

新規産業
団地造成
の検討・
方針決定

 実施項目、
 成果指標
 見直し

H32 BBBB A 未達成

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0、既存の事業者は1であった。本事業については、年々需要が減退し
ているものと思われ、制度の抜本的見直しをおこなう必要がある。また、
商業振興対策事業については、五日市及び商店街でのイベント（明治町
七夕イベント、健康講座、クリスマス装飾、須崎町スサキハイカライチな
ど）開催支援による賑わいの創出をおこなうとともに、商店街組織と、実質
的なイベントの企画・運営を担う外部の若者との交流ならびに連携の促進
を図った。

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 0
3
5

H32 CCCC B 0.0%

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。

（見直し）（見直し）（見直し）（見直し）
伝統的建造物群
保存地区の認定

- - 認定 H29 未評価未評価未評価未評価 C 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31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
ントの推進を目的として、前年度予算から4％削減して枠配当を実施した。
また、事務事業評価の評価結果が当初予算編成へ反映するよう予算編
成時の資料として事務事業評価シートを活用した。
導入から3年が経ち、予算編成の手法としては各所属に浸透してきてい
る。今後は、担当課でのマネジメントがより推進するよう、財政運営につい
て理解を深めてもらう説明会を実施していく。

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。

平成30年度に終期を迎える補助金について、令和元年度以降の継続を
判断するための効果検証ヒアリングを事務事業評価シートにより実施し
た。
検証結果は、維持継続45件、改善11件、拡大1件、廃止16件、抜本的見
直し3件となった。

-
効果検証
ヒアリン

グ
76

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。

（見直し）（見直し）（見直し）（見直し）
新経営管理

システム実施
- - 完全実施 H29 未評価未評価未評価未評価 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。

事務処理マニュアルの作成・更新について、平成30年度は全庁的な呼び
かけはしなかったが、作成・更新件数が67件と、必要に応じて活用されて
いる。取組を開始してから7年が経過しており、今後の方向性を踏まえな
がら整理しなければならない時期に来ている。

作成済みの
マニュアル数

（全庁）
900 901 1,000 H32 CCCC B 90.1%

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

前年度同様、GIS活用推進委員会を通して二つのテーマ「統計データの活
用術」及び「3Dマッピングプロジェクト」の検討を行った。e-stat等から提供
されるデータを通じ、どのようなデータが公開されているかを確認、統計
データを可視化したDID（人口集中地区）を作成、公開予定。３Dマッピング
はオルソの高さ情報をもとに作成、浸水地区や土砂災害マップと組み合
わせ危険地区を可視化を行った。
どちらのプロジェクトも報告書としてまとめた。

主題地図の数 45 45 47 H32 AAAA A 95.7%

B

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

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30年度末の段階で未実施の事業が3事業。今後は令和元年度までに
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1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。

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

01242
テキスト ボックス
-5-



目標 実績

最終目標
達成度

平成30年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度実施内容担当課（取りまとめ課） 成果指標平成30年度実施状況

平成30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30年度シート

No
経営戦略プラン

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。

近年の、事務事業評価に対する職員の意識低下や、取組が停滞している
現状を踏まえ、事務事業評価実施方針を改定し、評価するに当たって担
当職員の自主性を持たせるような取組を進めると同時に、行政改革推進
委員会による外部評価を実施して、第三者の視点からの検証を行った。
しかし、本市行政経営システムの中で、事務事業評価の役割がうまく機能
しているとは言いがたく、事務事業評価の必要性がまだ十分に職員に伝
わっていないため、今後も本市に合った事務事業評価の手法を検討す
る。

行政評価の再構築 - 一部実施 完全実施 H29 BBBB 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。 （見直し）（見直し）（見直し）（見直し）
民間委託基本
指針の作成

- -
基本方針
の策定

 指標設定

H30
 H28～29

未評価未評価未評価未評価 C 未達成

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。

平成29年度下期から委託業者変更、郵便業務の追加を行っている。概ね
順調に業務遂行されているが、郵便業務追加の影響、委託先の人員の入
れ替わり等、委託業務の安定化については危惧される面もある。

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。

H30年10月に指定管理者制度導入に係る指針の改訂が行われたことによ
り、新指針に沿った募集要項等への修正作業を行った。その結果、当初
の導入スケジュールが大幅に遅れたが、引き続き令和元年度からの指定
管理者制度導入に向け内部協議を続けた。最終的には内部協議が整わ
なかったことにより、H31年度からの指定管理制度導入は見送りとなった。
事後処理として、令和2年度からの指定管理者制度の導入に向け、新しい
スケジュールの作成やH30年度の実績のとりまとめを行った。

利用者数 （人） 13,000 12,610 14,000 H32 BBBB B 90.1%

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。

（見直し）（見直し）（見直し）（見直し）
ＰＦＩ事業導入
指針の作成

- -
導入方針
の作成

H29 未評価未評価未評価未評価 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。

筑豊7市に対して、別紙「調査票」による調査を行い、集計を行った。
契約係の結論としては、メリットとデメリットを踏まえ、現状のままがいいと
判断する。

-
組織体制
の協議

実施
組織体制
の協議

 基準検討

H30
H28

BBBB B 達成

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130件（中間検査等含む）あった。検査体制の強化を引き
続き検討・実施し、受注者および監督員の技術向上を行った。平成２７年
度より段階的に目標値を下げていることなどから、達成率は９３％にとど
まった。この結果は、職員の監督力や技術力が向上し、工事成績がより厳
しく評価され始めたとも考えられる。今後も更なる体制強化を行う。

成績評定総合点の
65点未満件数

3件 8件 0件 H32 BBBB C 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。

平成31年3月に、公共施設のうち200㎡以上のものを対象とする個別施設
計画を策定した。（なお、公共施設等のうち庁舎、学校施設、市営住宅に
ついては、各担当部署にて作成。）来年度、計画内容を各施設の担当部
署と共有し、計画を基に施設の長寿命化等に取り組むよう促す。

- - 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30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SNS（インスタグラム・ツイッター・フェ
イスブック）を用いたフォトコンテストの実施、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。なお、筑豊地区と県との合同事業である「筑豊フェア」は台風
接近により中止となった。

- 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30年6月に公募型プロポーザルにて業者決定の後、導入作業を開
始。10月に文書分類表およびファイル整理票の見直しを実施。3月に文書
規程の改正を行い、全職員を対象に新システムの操作研修および文書規
程の改正の説明会を実施。平成31年4月から文書管理システムの運用を
開始。

文書管理システムを
利用した情報公開

請求件数
- - 50件 H32 AAAA B 0%
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目標 実績

最終目標
達成度

平成30年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度実施内容担当課（取りまとめ課） 成果指標平成30年度実施状況

平成30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30年度シート

No
経営戦略プラン

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。

インスタグラムのフォロワーが1,054人となり、当初目標の千人を超えた。
また、直方宗像線沿線自治体と連携して、インスタグラムを使ったフォトコ
ンテストを実施し、直方市の魅力を発信した。また、JR九州と協力して、SL
人吉の客車を利用したラウンドトレインを直方駅発で実施し、鉄道のまち
直方を発信した。さらに、博多大丸とアンバサダー協定を締結し、パサー
ジュ広場で物産販売及びチューリップフェアの宣伝を行った。
ページビューが大幅に増えたが、水害やふるさと納税返礼品問題等によ
るものと思われる。

HP新規・更新件数
190万
/PV

492万
/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。

市民満足度調査等、市が主体となって聴取する市民の意見・ニーズは、
企画経営課において管理・集計して各担当にフィードバックしているが、市
民からの相談については担当課に配置する専門相談員が対応するだけ
でなく、庁内各窓口においても日常的に相談があり、これら多種多様な相
談に対して、ワンストップで対応できるような組織体制を構築することは困
難である。
しかし、市民の意見・ニーズを共有することは非常に重要であるため、相
談窓口をある程度統合・集約した組織体制を検討する。

- - - 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。

（見直し）（見直し）（見直し）（見直し）
自治区連合会の
専門委員会開催

回数　（回）
- - 10 H31 未評価未評価未評価未評価 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30年度に、◆犯罪情報マップを追加掲載した。 公開地図数 10 10 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。

各課に非常時優先業務の調査を行い、調査結果を基に直方市業務継続
計画案の見直しを行い、平成３１年３月に計画を策定をした。

- - 計画策定 計画策定 H29 BBBB B 達成

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。

（見直し）（見直し）（見直し）（見直し）

リスク管理基本
計画の策定

リスク管理体制
の運用

- - 運営 H30 未評価未評価未評価未評価 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。

人事評価制度はある程度定着しているが、評価者の判断にばらつきが見
受けられる。「何を評価するか」を明確にし研修等を通し共通認識を持つ
必要がある。当該年度は管理職研修を実施しなかったが、次年度は実施
する予定。職員の採用についてはＳＰＩ試験を実施し総合的に判断できる
ようにした。再任用職員を希望する職員が増え、新陳代謝が進んでいない
状況である。

人事評価における優
秀評価取得率（％）

20 24 20 H32 BBBB B 120%

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。

昨年に引き続き総務省の派遣を実施した。また、その他の機関としてはト
ヨタ自動車九州へ派遣した。外部研修（市町村職員研修所等）は計画どお
り実施したが、庁内研修についてはほとんど実施できなかった。次年度は
庁内研修を実施する。また、研修の成果については自己スキルのみや一
時的な効果に留まらないよう留意したい。

研修の有効度（％）
（「所属からの研修効果
に関する評価報告書」）

65 81 75 H32 BBBB B 108.0%

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。

国・県の人事院勧告を参考にしているが、僅かに目標数値を上回った。結
果を分析し今後も給与適正に努めていく。

ラスパイレス指数 100.0 100.3 100.0 H32 BBBB B 99.7%

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1
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。

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 4 0 H32 BBBB B 0%
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目標 実績

最終目標
達成度

平成30年
度評価

（参考）前
年度評価

目標年度実施内容担当課（取りまとめ課） 成果指標平成30年度実施状況

平成30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30年度シート

No
経営戦略プラン

残業時間率
(24.2時間/月超の月
が4月以内の係数)

99% 89.0% 100% 89.0%

年次休暇取得率
(新規付与日数の50％
以上の職員数の率)

67% 73.6% 70% 105.1%

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。

所属長のヒアリングや増員要求の資料提出を求め適切な人員配置に努
めた。福祉部門については組織を見直すと共に、所属長が管理しやすい
配置に変更した。

- 実施 達成 実施 H32 CCCC 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。

移住・定住施策、公共交通の構築、空き家・空き地の草刈問題等、近年の
社会情勢の変化に伴って本市事務事業も多様化・高度化しており、担当
部署が多岐に渡ったり、曖昧だったりするケースが増加している。それら
事務事業について、関係部署を集めて協議するも、効果的な解決策を見
出せていない。
来年度も引き続き関係部署と協議を継続すると同時に、全庁的な調査を
実施して、他にも同じような事案がないか洗い出す。

- 実施 - 実施 H32 CCCC 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。

年度当初に政策目標を定め、適時進捗に応じて、担当部長以下担当者と
市長が協議を実施した。各部・課の目標の設定については、数を求める
のではなく、市の戦略として重点的に進めるべき課題に絞り込みを行い、
担当部と市長とがスピード感をもって情報共有と対応を行うことができた。
ただ、市長と担当部・課のみの共有に留まり、企画経営や財政担当部署
など市全体との共有は必ずしも十分でなく、組織全体としての目標設定や
情報共有に向けての課題は残る。

- - - - - BBBB 未評価 -

職職職職
員員員員
力力力力
のののの
向向向向
上上上上
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組組組組
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向向向向
　　　　
上上上上

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。

残業時間率は目標値を達成することができなかった。限られた予算・人員
の中で仕事の優先順位を共有するなど働き方を工夫することで職員の健
康管理及び経費削減に努めたい。

H32人事課　人事研修係 BBBB
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◆　経営戦略プランの中で見直す項目◆　経営戦略プランの中で見直す項目◆　経営戦略プランの中で見直す項目◆　経営戦略プランの中で見直す項目

1 財政の改革 評　価 理　　　由

（1） 中長期的な財政計画

ウ 特別会計の計画的な運営

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））

H27：未
H28：未
H29：Ｃ

　特に本市財政を逼迫していた公共下水道事業及び農業集落排水事業については、令和元年度から公営企業へ移行し、本市の特別会計
ではなくなった。他5事業については、地方債の償還のみが残っている上頓野産業団地造成事業特別会計を除き、基本的に独立採算の事
業運営がなされており、財政主管課で特別会計全体の運営方針を策定する必要はなくなったと考えている。

（2） 歳入

キ 交流人口の増加

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）

H27：Ｂ
H28：Ｂ
H29：Ｃ

　レトロ地区エリアのここ10年間の歩行者・自転車通行量の推移をみると、平成21年度を100とした平成30年度の指数は26.23となっている。
同様に中心市街地の主要5地点での指数が51.4であることからも、その減少が顕著である。したがって、レトロ地区の活性化については相当
な困難をともなうものと思われ、もはや「面」として取り組むべき課題とは言えず、歴史的価値がある建造物を「個」として捉え、次世代へと残
すことを検討すべきであると考えている。

2 行政経営手法の改革

(1) PDCAサイクルによる行政経営の徹底　 (2) 可視化の促進

17
経営管理システムの見直し
（企画経営課　企画経営係）

H27：Ｃ
H28：Ｃ
H29：Ｃ

　本市経営管理システムの見直しに当たっては、行政評価（施策評価および事務事業評価）の再構築を行った後に、システム全体を見直す
としている。事務事業評価については、取り組みが停滞している現状を踏まえ、より効果的な手法を研究しているところではあるが、経営管
理システムそのものを見直すにはまだ時間を要するところであり、第6期総合計画の策定に合わせたところでの検討を考えている。

（5） 外部資源の活用

21
民間委託基本方針の作成
（企画経営課　企画経営係）

H27：Ｂ
H28：Ｃ
H29：Ｃ

　本市の場合、民間委託については、全庁的な基本方針を作成しないまま各案件を個別で進めてきた経緯があり、市民窓口における住民
票等の交付、総務事務センター、自治体情報システムのクラウド化等、委託可能な事務・業務については大部分が委託済である。また、民
間委託コストの高騰によって大きな経費削減効果も見込めなくなってきており、今後、従来のような民間委託に力を入れていくよりも、新しい
手法によって業務の効率化及び市民サービスの向上を考えなければならない時期に来ている。

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）

H27：Ｂ
H28：Ｃ
H29：Ｃ

　PFI等の導入について調査・研究は行っているものの、本市の規模でPFIを活用できるような大規模施設の建設は考えにくく、また民間事業
者の参画の見込みも不透明なことから、本市にとっても導入指針の必要性は薄く、本市に合った別の手法・取組を検討する。

（9） 市民との情報共有

エ 市民と共に作る情報　

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）

H27：Ｃ
H28：Ｃ
H29：Ｃ

　地縁型住民自治組織も含んだ協議会型地縁組織での地域づくりを担うコミュニティの再構築を目指しており、その構成組織はボランティア
団体、ＮＰＯ、学校、ＰＴＡ、企業等の多様な主体による地域課題の解決のための組織で構成されている。
　各課の担当が地域に入って行っている事業がそれぞれあるが、どの課がどの地域に入って何を行っているかなど、市内部での情報共有が
全くできていない状況である。
　まずは、市全体で情報共有して共通認識を持ちたいが、全庁にまたがるため、どこの課がどう先導するか、市の体制整備をどう行っていく
か、市内部で協議できていない状況であり、進捗の見込みがない。
　また、成果指標について、市が主体で実施するものでなく、任意団体が主体となり実施する内容である。それを実施するか否かは、その任
意団体の裁量になるため、指標とすることはそぐわないと思われる。

（10） 危機管理体制の構築

イ 日常的なリスク管理体制の充実

36
リスク管理基本方針の策定
（人事課　職員研修係）

H27：Ｃ
H28：Ｃ
H29：Ｃ

　平成29年の地方自治法の改正により、都道府県及び指定都市において、内部統制に関する方針の策定及び必要な体制整備が義務付け
られている。リスク管理基本方針については内部統制に関する方針に盛り込むこととなるが、この策定については現在市町村については努
力義務となっている。内部統制に関しては、内容も広範囲であるため主管課の検討を含めその取り組みにあたっては庁内で検討する必要が
あり、現段階で指標とすることにはそぐわないと思われる。
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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 ： 令和元年8月22日（木）10：00～11：35

開催場所 ： 直方市役所　502会議室

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

 ・財政の改革という点について委員として意見すべきだと思うが、
全体の指標や効果が見えてこないので、改革が進んでいるのか、
どのような効果が出ているのか、全体的な判断ができない。

 ・個々の項目に成果指標や達成率はあるが、それらを踏まえて、
財政の改革全体としてはどこまで達成しているのかが必要なので
は。

 ・財政の改革全体において、どのように改善しているのか、あるい
はどのような問題点があるのか、何かあれば事務局から説明して
ほしい。

 ・本市の財政について全体的な話をすると、平成17年度の国の三
位一体の改革によって本市も財源が大幅に減少した結果、大きな
行政改革に取り組んでいる。平成21年度までは実質収支も赤字
で、基金を取り崩しながら収支の均衡を保っていたが、行革の効果
もあって、22年度より28年度までは基金を取り崩すことなく黒字決
算となった。29年度に若干の実質収支赤字となったが、30年度は
黒字を達成している。その点から考えると、経営戦略プランの各項
目へ取り組むことによる成果が出ていると思われる。

 ・ふるさと納税について、今回納税額が多かったが、市として失っ
た信用も大きかったと思う。返礼品目の見直しは、財政の改革とし
ても大きな決断をしたと思うが、寄付額が見込めないから方向性を
変えたといったような無計画な印象を受ける。今後、ふるさと納税
に限らず、財政改革全体においても長期的な計画がしっかりと組
まれているのか。

 ・今後、新市長のもとで、活発に意見交換しながら、方針をしっか
りと定め、行き当たりばったりの取組にはならないよう計画的に政
策に取り組んでいく。

 ・今回5億円ほどの収益があり、それでプライマリーバランスの均
衡を保っていると思われるが、次年度の決算見込みはどうなるの
か。

 ・ふるさと納税の収益はふるさと応援基金へ積み立てているた
め、決算の収支には影響しない。積み立てた基金については、こ
どもの育成等必要な事業に対して例年支出している。

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

 ・まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について計画期間を1年
間延長するということだが、国の取組との関係性については特に
問題ないということでよいか。

 ・国の総合戦略は今年の12月頃に策定される予定であり、それに
合わせて市町村も第二次総合戦略を策定するように周知があった
が、国に確認したところ１年程度の延長は問題ないという回答を得
ている。

 ・市にとっても必要性があって計画が立てられ、地元住民との協
力も必要とされるところだが、この計画の見直しは地元の了解を得
た上での方向性の転換ということでよいか。

 ・見直しについて地元のコンセンサスを得たというわけではない
が、これまで伝統的建造物群保存地区の認定を進めるため地元
説明会等行ってきたが、反対意見もあって地元としても盛り上がら
ないところがあった。また、中心的な施設となる旧篠原邸の保存に
ついても当初の予定を大幅に上回る経費が必要となる。そのよう
なことから判断して、計画期間中の実施は見送ることで内部決定し
ている。

・地元としては要望があるところ、市の財政状況から見送るというこ
とではなく、市と地元の総意としてこの取組にはあまり効果がない
と考えているということか。

・そのとおり。

・市はレトロ地区のＰＲ活動としてボランティアによる案内を実施し
ていたと思うが、今もやっているのか。

・市内にある史跡の案内等については、現在も地元のボランティア
団体にお願いしている。

・予算がかかるものについては見送るが、地元ボランティアの活動
等は依頼を続けていくということか。

・市としては、個々の史跡の保存・案内は今までどおり続けるが、
伝統的建造物群保存地区認定のためのエリアの整備は、費用の
面もあるが、地元住民にもいろいろな面で制約がかかることもあっ
て、実施を見送るべきと判断している。

財政課　財政係財政運営方針の策定1

 ・戦略プランのつくりとしては、個々の取組を達成することで全体を
改善していこうというものであって、全体的な成果指標はプランの
中では定めていない。

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

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　商工観光係
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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

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

・指定管理者制度について、竜王峡のキャンプ村も地域の自治会
が指定管理者として運営しているが、竜王峡の建物が古くなった
り、バーベキュー広場がない等の課題がある中、自治会としても利
用者が利用しやすい施設になるように工夫しているところであり、
その点については市としても方策を立て、施設が今後も継続できる
ようにしてほしい。

・建物の老朽化やバーベキュー広場がないという課題については
認識しており、直方市の観光スポットとして継続させるため、主管
課としても地元との協議が必要としている。

・見直す項目がいくつかあるが、全庁的な取組や抜本的な取組に
ついて軒並み棚上げになった印象を強く受ける。特に、全庁的な体
制が構築できていないため、という説明が見受けられるが、そもそ
もこの経営戦略プランは全庁的に取り組んでいくためのものであ
り、その体制ができていないため、というのは見直す理由にはなら
ないと思う。例えば、「33地域コミュニティの再構築と協働によるま
ちづくり」において、「どの課がどの地域に入って何を行っているか
など、市内部での情報共有が全くできていない」とか、「どこの課が
どう先導するか、市の体制整備をどう行っていくか、市内部で協議
できていない」等、そもそもそれらをやっていこうというのがこのプラ
ンの目的であって、それが見直す理由にはならないのでは。

・ご指摘のとおりで、本来は全庁的に連携しながら取り組んでいか
なければならないものではあるが、個別の各業務に追われて取り
組めていないのが現状である。また、この経営戦略プランについて
は、行革として考えられるものを全て盛り込んだため、まんべんなく
取り組めていない部分もある。

・状況はよくわかる。良い点としては、直方市はできていないことを
包み隠さずにストレートに報告しているところであり、この戦略プラ
ンの実施状況報告についても正直に示している点は評価できる。

・庁内の連携を強化するための枠組みをいつまでに構築すると
か、そのために各部署の部・課長で協議をいつするのか等を早い
段階で計画すべきであり、さらに、市民に対する「見える化」として、
取組内容をＳＮＳ等のツールを使って市民に報告するといったとこ
ろまで踏まえて、課題解消に取り組んでいくべきだと思う。

・各所管個別の取組は取り組めているものが多いが、庁内連携が
必要なものについては取り組めていないため、各部署の部・課長
が中心になって進めていきたいと考えている。

・本来は市長がまずトップダウンで決定して、いつまでにどのように
するのかを協議するべきであり、これは行政手法の改革だけでな
く、全ての施策において市長が部・課長の前で意向を示し、市の方
向性を打ち出して取り組んでいくべきである。

・管理職のマネジメント能力は重要な部分であるが、それを踏まえ
た上での人事異動、あるいは研修・教育に取り組めているのか。

・職員が人事異動で管理職になった場合は、市町村職員研修所で
管理職研修を受けてもらい、そこで管理職としてのベースを習得し
ながら、後は自分で学ぶ等で自己研鑽してもらっている。実態とし
ては、管理職になったばかりの職員は経験が伴わないため、そこ
をどのように補っていくのかが課題である。部・課長のマネジメント
が組織力に大きく影響するとともに、この課題は、人材育成や職員
研修事業にも関わってくるため、トータル的に組織力を向上させる
施策は考えていかなければならない。

・とても重要なことなので、これからやっていくではなく、早急にプラ
ンを立てて、取り組まなければならないと思う。自分も市と関わるこ
とが多いので、部署によってマネジメントができている、できていな
いというのがよくわかる。市としても戦略的な計画を持って取り組ん
でいかなければならない。

・最終的な目標は質の高い行政運営であるので、その部分は重点
的に取り組んでいきたい。具体的な計画は現在検討しており、お示
しできる時期がきたらお知らせしたい。

・職員が管理職になるにあたって、一定の人が納得するような指標
が人事担当部署にあるのか。

・本市は人事評価を取り入れているので、その人の能力及び業績
の評価を基に、管理職を含めて人事異動を実施しているが、さらに
全体の底上げとして職員研修や外部への派遣等を行っているとこ
ろである。ご指摘のような組織が停滞している部分が見られるのな
らば、さらに見直す必要がある。

・人事評価の評価基準に誤りがあるために、管理職にふさわしくな
い職員が管理職になるということはないのか。

・本市の人事評価については能力評価と業績評価があり、それぞ
れが点数化されることで評価されているが、管理職への昇任はそ
の点数だけで判断されるのではなく、今までの業務経験の他いろ
いろな要素が加味されている。しかし、もう一つ大きな問題として、
団塊の世代が一斉に退職することで管理職ポストが空いてしま
い、人材育成が追いついていない状況で経験の浅い職員が管理
職にならざるを得なくなっている、ということが現状としてある。

・他の自治体では、能力があっても本人が管理職になりたがらない
ということもよくあるが、直方市ではそのようなケースはないのか。

・そのような声はよく聞くが、なりたくなければならなくてよい、という
ルールはない。

37 トータル人事制度の導入と運用 人事課　職員研修係

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

33
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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

・経営戦略プランの中でも、今後検討していかなければならないこ
とが多々あると思うが、スケジュールとしてはどのように進めていく
のか。

・経営戦略プランについては、年度が終わったところで進捗状況と
今後の方向性を各担当部署に提出してもらい、委員会への報告後
は、委員の皆様の意見を担当部署に下ろして、来年度以降の計画
に反映させている。しかし、行政改革への取組意識が全庁でも薄
れている部分もある。今回、プランの中で継続して取り組むものと
見直すものに分けたので、取り組むものについては計画年度まで
に実施できるように進めていきたい。また、プランの中でもすでに
取組済で運用しているものも多いため、未実施のものについて、委
員の皆様の意見を下ろして、現場と共通認識を持って取り組んで
いきたい。

・プランの進捗について責任を持って管理し、定期的にチェックでき
る体制になっているのか。

・進捗管理は企画経営課が全庁的に管理して取りまとめており、各
担当部署では意識が薄い部分もあるため、個々のプランについて
は各係長が適切に進捗管理するように指導しなければならない。

・この委員会で、行政改革への取組について検証しているが、委員
会が近づいてあわてて形だけ整えるようでは、委員会の意味がな
い。担当部署との定期的な報告・連携の仕組みが必要だと思う。

・昨年度の委員会は担当部署を出席させて、直接委員の皆様の意
見を聞いているが、今回は事務局での説明に戻っており、委員の
意見は担当部署にしっかりと伝える。また行政改革の進捗につい
ては全庁的に取り組んでいけるように、庁内で提案したい。

・この経営戦略プランについては計画期間も定めており、継続して
進めていただくが、そのために実行性を高めることも重要である。
それに加えて、今日の報告の中でも出てきたとおり、直方市におい
ては総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略をあと1～2年のうち
に策定しなければならないが、その中に行政改革への取組、及び
行政改革の実行性を高めるための仕組みについても盛り込んでい
くことで、今日委員の皆様から出た意見が、次の行政改革プランに
おいて改善されていくと思われる。

・行政改革に取り組まなければならないためにこのプランがあるこ
とを踏まえ、必要なことは、まず全庁的に取り組んでいくということ
と、その中で部・課長を中心に意識改革しながら、協力・連携でき
るような体制を構築することが、行政改革を進める上での肝だと思
う。さらに、５Ｗ1Ｈを明確にした工程表を活用しながら行政改革を
進めていくことで、我々委員としても評価しやすくなると思う。

- 経営戦略プラン全般を通して -

01242
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