
八女市重点改革プラン（平成２３～２７年度） 

取組項目 （１）定員の適正管理 
○ 取組の要旨 
合併後の組織機構及び事務事業の見直し等による職員数の適正化を図り、簡素で効率
的かつ効果的な執行体制を確立するとともに、複雑、多様化する市民ニーズに的確に応
え、諸課題を解決することができる人材の育成を図ることにより、住民福祉の向上に資
する。 

 
○ 現状と課題 
 地方行財政を取り巻く環境は依然として厳しく、景気の回復の兆しが見えない中、税
収の伸びも見込めず、将来的には合併算定替の終了に伴う地方交付税の減収が予想され
るなど今後も厳しい財政運営を強いられることが予想される。また、少子高齢化の進展
及び合併に伴う行政区域の広域化に対応した生活基盤の整備拡充、複雑多様化する市民
のニーズ、国及び県からの権限移譲等により、行政需要はますます増加している。 
 
○ 取組の方向 
行政課題や社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応するためには、一層の効果的で効率
的な行財政運営の取組が必要であり、特に義務的経費である人件費は、合併効果と相ま
って、抑制していくことは不可避の状況にある。このことを踏まえ、定員の適正管理を
進める。 
 
○ 具体的取組 
１ 組織・機構の見直し 
  合併後２年を目途に行政の組織・機構の見直しを行い、簡素で効率的かつ効果的な
行政組織を構築する。 
２ 事務事業の見直し 
  本庁、総合支所及び支所における事務事業を見直すとともに、業務量及び業務分担
の検討を行い、効果的かつ効率的な事務の執行を推進する。 
３ 職員採用の抑制 
  職員の年齢構成の平準化に配慮しつつ、新規採用を抑制することにより、全体の職
員数の削減に取り組む。 
４ 保育所業務のあり方に関する方針決定 
  直営保育所については、一部の保育所の指定管理者制度又は民営化を実施してお
り、これらの検証を踏まえて、今後の施設及び業務のあり方に関する方針決定を行い、
保育士等の適正配置を目指す。 
５ 技能労務職のあり方に関する方針決定 
  学校給食業務及び清掃業務については、民間委託の状況を検証し、今後の業務の在
り方に関する方針決定を行い、調理員等の適正配置を目指す。 
６ 人材育成 
  複雑、多様化する住民ニーズ並びに国及び県からの権限移譲に伴う高度な専門性が
要求される業務等に、柔軟かつ的確に対応できる職員を育成するために、職員研修の
充実を図る。 

 
○ 目標 
平成２３年度当初の職員数６２７人を平成２７年度当初５８０人にする。 
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八女市定員適
正化計画

取組内容

①組織・機構及び
事務事業の見直し
②職員採用の抑制
③人材育成

①事務事業の民営
化及び民間委託化

数値目標 638 616 603 586 580

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値
※削減効果数値欄には、取組みの効果が数値で表せる場合に記入すること。(できるだけ)
※具体的取組み結果において成果物があれば、添付する。
※スケジュールと取組み結果に差異が生じた場合は、その理由を必ず明記すること。
※本報告書は、行革審議会、HP等で公表することとする。

①機構改革研究委員会を６回開催し、平成２７年４月１日付けで機構改革及び事務事業の見直しを実施した。
②定員適正化計画に基づき計画的な定員管理に努め、平成２７年度当初の職員数を５７７人（教育長含む）と
し、年度目標を達成した。職員採用については、退職者の一部補充として計画的に実施し、平成２７年４月１日
付けで一般職１５人、専門職３人を採用した。＝上記の計画目標達成
③平成２６年度人材育成実施計画に基づき、集合研修として全職員研修、役職者研修、新規採用職員研修等
を実施した。派遣研修では、福岡県市町村職員研修所が実施する階層別研修及び選択研修の６１課程に１０
３人が参加し、職員の資質向上及び意識改革を図った。

H２７年度取組み結果及び効果
①新しい教育委員会制度への移行に合わせ、機構改革研究委員会を開催し、平成２８年４月１日付けで小規
模な機構改革を実施した。
②平成27年度に既に行革の定員目標は達成しているが、新たに定員適正化計画（H28～H32）を策定した。
これに基づき27年度末退職予定者22人に対して19人の新規採用を行った。平成27年度は派遣職員の増等に
より、28年４月１日現在で575人。
③平成27年度人材育成実施計画に基づき、集合研修として全職員研修、役職者研修、新規採用職員研修等
を実施した。派遣研修では、福岡県市町村職員研修所が実施する階層別研修及び選択研修の６４課程に９９
人が参加し、職員の資質向上及び意識改革を図った。

H２６年度取組み結果及び効果

実施スケジュール

実施区分

H２３年度取組み結果及び効果
①機構改革研究委員会を５回開催し、平成２４年４月１日付けで機構改革及び事務事業の見直しを実施した。
②定員適正化計画に基づき計画的な定員管理に努め、平成２４年度当初にして平成２５年度当初職員数６０３
人（教育長含む）を達成した。職員採用についても計画的に実施し、平成２４年４月１日付けで１５人採用した。
③平成２３年度人材育成実施計画に基づき各種職員研修を実施するとともに、人材育成施策研究委員会を２
回開催し「改訂八女市人材育成計画（案）」をとりまとめた。

H２４年度取組み結果及び効果
①新たな事務事業の民営化及び民間委託について実施に向けた検討を行った。
②定員適正化計画に基づき計画的な定員管理に努め、平成２５年度当初５９４人（教育長含む）とし、年度目
標を達成した。職員採用についても計画的に実施し、平成２５年４月１日付けで２０人採用した。
③平成２４年度人材育成実施計画に基づき、集合研修として全職員研修、役職者研修、新規採用職員研修等
を実施した。派遣研修では、福岡県市町村職員研修所が実施する階層別研修及び選択研修の４６課程に９７
人が参加し、職員の資質向上及び意識改革を図った。

H２５年度取組み結果及び効果
①公立保育所の民営化について協議を進め、平成２７年４月に１か所、平成２８年４月に２か所民営化するこ
とを決定した。
②定員適正化計画に基づき計画的な定員管理に努め、平成２６年度当初の職員数を５８４人（教育長含む）と
し、年度目標を達成した。職員採用については、退職者の一部補充として計画的に実施し、平成２６年４月１日
付けで一般職２０人、専門職４人を採用した。
③平成２５年度人材育成実施計画に基づき、集合研修として全職員研修、役職者研修、新規採用職員研修等
を実施した。派遣研修では、福岡県市町村職員研修所が実施する階層別研修及び選択研修の６１課程に１０
６人が参加し、職員の資質向上及び意識改革を図った。

八女市重点改革プラン実施計画書兼成果報告書
(1)定員の適正管理

担当課 担  当  係

人事課 人  事  係



八女市重点改革プラン（平成２３～２７年度） 

取組項目 （２）公共施設のあり方検討 
○ 取組の要旨 
新八女市は、旧市町村毎に保有していた施設をそのまま継承しているため、ひとつの市とし

て考えた場合に、類似の施設を多く保有している。 

新市としての施設の適正配置を進めるとともに、施設の統廃合や使用料の見直しを図り、必

要な利用者サービスを維持しながら経費の削減を目指す。 

 

○ 現状と課題 
公共施設の中には、設置後長い年月を経過し、社会情勢や経済環境等も大きく変化してい

る中で、設置の意義が薄れたり、民間施設等と競合していることなどから利用率が低下している

施設や、設置目的や施設内容が同一又は類似している施設が近隣地域に存在する施設、地

域等への譲渡や民間等に管理委託を行った方が利便性の向上等が図られる施設などが見ら

れ、時代に即応した見直しが求められている。また、地方行財政を取り巻く環境は依然として厳

しく、景気の回復の兆しが見えない中、税収の伸びも見込めないことや合併６年後から５年間

で段階的に地方交付税交付金が減少することを考慮し、新市として必要な施設数を検討する

とともに、合併後の適正な施設配置についても検討を進める必要がある。 

 

○ 取組の方向 
合併後５年間を計画期間とし、それぞれの施設の現状にあわせた段階的な公共施設のあり

方を示した方針を策定し、公共施設の統廃合や管理体制の見直しを進める。 

 
○ 具体的取組 
合併による余剰施設や利用者数の低い施設については、施設の統合や民営化等も含めて

施設の有効活用の具体策を検討する。また、老朽化が進んでいる施設については、維持補修

や大規模改修の所要経費の増加が予想されることから、住民の理解を得ながら、廃止を含め

た検討を行う。 

庁内組織である「公共施設あり方検討委員会」により、市有施設を施設毎に調査分類した上

で、具体的な見直しの方向を「公共施設見直し実施計画」として策定する。この計画の策定に

あたっては、地域への説明会やパブリックコメント等を活用し、住民の意見を反映させる。 
 
○ 目標 
平成２３年度 あり方検討委員会で抜本的見直し方針に基づき協議し整理する。 
平成２４年度 地域への説明会の開催、パブリックコメントの実施 
       公共施設見直し実施計画の策定 
平成２５～２６年度 実施計画に基づき統廃合や管理体制の見直しを進める。 
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検討 計画策定 実施

取組内容
あり方検討委員
会を開催

地域説明会の開
催、パブリックコメ
ントの実施、見直し
実施計画の策定

統廃合や管理体
制の見直し

数値目標

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値
※削減効果数値欄には、取組みの効果が数値で表せる場合に記入すること。(できるだけ)
※具体的取組み結果において成果物があれば、添付する。
※スケジュールと取組み結果に差異が生じた場合は、その理由を必ず明記すること。
※本報告書は、行革審議会、HP等で公表することとする。

・二次判定により抽出した施設の所管課の意見を聴取したうえで、各施設ごとの分類区分について協議した。
その後、議会や行政区長に内容を報告して、各課に見直しに係る事務作業を促している。

H２７年度取組み結果及び効果
・公有財産利活用検討委員会を計2回開催し、公共施設の見直しを最終決定した公共施設については、廃止
条例等の対応を行った。
・また、同時に総務省指針に基づく公共施設等総合管理計画（H28完成予定）の策定に向けて、固定資産の現
況調査と所管課へのヒアリングを実施し公共施設白書を作成した。

H２６年度取組み結果及び効果

実施スケジュール

実施区分

H２３年度取組み結果及び効果
・公共施設現況調査（現地調査）を216施設において実施した。
・一次判定（採算性と必需度で分類し、二次判定137施設を選抜した。）
・二次判定（代替施設の有無等の７項目を採点した。）
・見直し分類（統廃合等の６分類に整理協議中である。）
・第三セクター及び関連公共施設の見直し（診断結果に基づき協議し、関連公共施設の見直し方針を庁議に
提案した。）

H２４年度取組み結果及び効果
・見直し分類（統廃合・一部廃止・廃止（休止）・地域又は公共団体への移譲・民間移譲（民営化）・現状維持の
６分類）の整理協議中である。

H２５年度取組み結果及び効果
・二次判定137施設について、各担当部長監修の下、所管課から各施設の見直し分類区分について意見を聴
取し、現地調査を行ったうえで検討委員会の分類区分を決定した。

八女市重点改革プラン実施計画書兼成果報告書
(２)公共施設のあり方検討

担当課 担  当  係

企画財政課 企画政策係



八女市重点改革プラン（平成２３～２７年度） 

取組項目 （３）市補助金の総点検 
○ 取組の要旨 
補助金等の見直しについては、第６次八女市行政改革大綱の中で「補助金交付基準を
策定し、これに基づいて個々の補助金を総点検する。」と掲げている。また、１市２町
２村合併協議の中で「合併後、新市において、補助金等を審査する第三者機関で、公益
性、必要性及び有効性等の交付基準を基にして、健全な財政運営を推進するため適正化
の見直しを行うものとする。」としている。 
 
○ 現状と課題 
補助金等の財源の一部は市民の税金によって賄われており、その内容・金額等は、市
民が納得できるものでなければならない。 
市の補助金等のさらなる適正化を図っていくためには、以下のような方策が必要であ
る。 
① 統一的な交付基準の作成 
② 終期の設定 
③ 市民のチェック機能と情報の共有 
④ 補助金の整理統合 
⑤ 行財政改革と定期的な検証 
 
○ 取組の方向 
補助金については、その目的に照らして行政の責任分野、経費負担のあり方、必要性、
緊急性及び効果の観点から見直しを行い、事業継続の適否を検討し、廃止・縮小・統合
等により整理合理化を図るとともに、市民への公開性と透明性を高めることなどの観点
から、見直しの基本的な考え方とする。  
 
○ 具体的取組 
補助金の効果的・効率的かつ適正な運用を図るため、事業の効果性、団体等の適格性、
補助対象経費の明確化、補助金の適正化、終期の設定を視点とした「補助金交付基準」
に基づいて見直す。 
 
○ 目標 
平成２３～２５年度 補助金交付基準に則り、既存補助金を適合するように見直す。 
          新規補助金については、補助金交付基準による。 
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実施

取組内容
交付基準に適合
するように見直す

数値目標

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値

削減効果数値
※削減効果数値欄には、取組みの効果が数値で表せる場合に記入すること。(できるだけ)
※具体的取組み結果において成果物があれば、添付する。
※スケジュールと取組み結果に差異が生じた場合は、その理由を必ず明記すること。
※本報告書は、行革審議会、HP等で公表することとする。

八女市重点改革プラン実施計画書兼成果報告書
(３)市補助金の総点検

担当課 担  当  係

市長公室 企画政策係

H２６年度取組み結果及び効果

実施スケジュール

実施区分

H２３年度取組み結果及び効果
　　適正化へ向けた取り組みの2年目となり、平成24年度予算要求のあった市単独補助金210本（既存補助金194本、新規
補助金16本）について補助金交付基準との適合性についてヒアリングを行い、予算計上した。各課の取り組みにより、適
合する補助金は１１３本（58.85%）となった。また、不適合の補助金については、見直し期間である25年度末までに適正化
が図られるよう、課題の整理と取り組み状況の確認を行った。また、市民への公開性と透明性を図る観点から事業費補助
金については要綱の整備状況を確認した。整備済みの補助金は106本であった（整備率56.08％）。

H２４年度取組み結果及び効果

平成２５年度で完了

H２７年度取組み結果及び効果
平成２５年度で完了

　　適正化へ向けた取り組みの3年目となり、平成25年度予算要求のあった市単独補助金209本（既存補助金204本、新規
補助金5本）について補助金交付基準との適合性についてヒアリングを行い、予算計上した。各課の取り組みにより、適合
する補助金は１５９本（76.10%）となった。また、不適合の補助金については、見直し期間である25年度末までに適正化が
図られるよう、課題の整理と取り組み状況の確認を行った。また、市民への公開性と透明性を図る観点から事業費補助金
については要綱の整備状況を確認した。整備済みの補助金は1２９本であった（整備率73.71％）。

H２５年度取組み結果及び効果
 取り組みの最終年度となるため未整備であった事業費補助金の要綱について整備した。また、交付基準と不適合であっ
た補助金および終期を迎え延長する補助金については効果の検証確認を行い予算計上した。来年度以降は終期到来し、
延長する補助金および新設の補助金については予算編成ヒアリングと同時に効果検証を行うこととする。


