
第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
（428-002）

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果

ア　地域コミュニ
ティの育成と連
携の推進

  本市の２１校区・地区で活動する「まちづくり団体」
を、市との対等なパートナーとして、市と協働してま
ちづくりや地域づくりを推進する市民側の相手先と
位置づける必要がある。今後、まちづくり団体の自
主的活動の推進支援を図るとともに、市の各業務と
まちづくり団体の地域活動が、必要に応じて連携
し、又は共催するなど、協働関係を構築できる環境
づくりを進める必要がある。
  さらに、まちづくり団体において、住民意識の温度
差や活動の地域差が出ないよう、「八女市未来づく
り協議会」を活用し、住民の意識高揚とレベルアッ
プを図るとともに継続可能な組織づくりを進め、地域
分権制度の研究を行う。

地域づくり・
文化振興
課

・市とまちづくり団体が連携し、協働によるまち
づくりを推進するための基本方針や推進体制な
どを明らかにする。

・地域の現状を明らかにし、将来の地域ビジョン
を定め、住みよい地域づくりを進める指針となる
「地域振興計画」を、各まちづくり団体が策定で
きるよう環境づくりをすすめる。

・地域振興計画に定める地域づくり活動を、市
民自らの手で実践できるよう、市民提案助成事
業を拡充する。

・２１のまちづくり団体の意識高揚と持続可能な
組織づくりを進めることを目的に、未来づくり協
議会が実施する様々な活動を支援する。

・23年3月に「市とまちづくり団体との協働によるまちづくり基本
方針」を策定した。

・まちづくり協議会において、地域振興計画を策定する意義や
目的を理解していただくため、研修会を８回開催した。23年度
は、2協議会で地域振興計画策定の準備組織が立ちあがって
いる。地域振興計画策定を支援するため、2名のまちづくり指導
員を配置した。

・まちづくり協議会を対象とした提案助成事業「地域づくり提案
事業」の要綱を策定し助成金を予算化した。6月と10月の2回募
集を行い19団体の企画が実施された。

・未来づくり協議会が必要な事業を主体的に実施できるよう「未
来づくり協議会補助金」の交付要綱を定め、補助金の予算化を
図った。

・市民やまちづくり協議会に対し、まちづくり基本方
針の趣旨や内容について周知する。

・地域振興計画を策定しようとするまちづくり協議会
に対し支援を行う。

・地域づくり提案事業の活用を推進することで、まち
づくり協議会の実践活動を支援する。

・未来づくり協議会活動について人的（まちづくり指
導員）及び資金（補助金）の両面から支援する。

・未来づくり協議会主催の行政執行部との懇談会時に、まちづ
くり基本方針を議題として協議をした。
　また、黒木地区行政区長会について、基本方針の説明を実施
した。

・地域振興計画策定に向けた策定委員会設置をしていただくた
めにチラシを作成し、指導員等とともに説明会を実施した。
　また、計画策定を始めた団体に対しては、アンケート調査の集
計等については、指導員が協力している。また、会議にも随時
参加している。今年度、２１団体中、２団体が地域振興計画の策
定を終え、４団体が策定中である。

・今年度は、地域づくり提案事業として、１９事業が実施され、地
域振興計画の策定をはじめ、地域の憩いの場の整備や伝統行
事等への財政支援を行った。

・補助金７５万円を、未来づくり協議会に事業費として交付し、地
域づくり講演会や先進地視察研修等を実施した。未来づくり協
議会の事務局として、指導員２名が協力した。

イ　行政の透明
性向上

(ｱ)　市民協働の前提となる市民の行政に対する信
頼を確立するためには、市の政策や動向に関する
情報を積極的に公開していく必要がある。このた
め、広報紙やホームページ等を有効に活用しなが
ら、市民が必要な情報を欲しい時に取得できるよう
な仕組みづくりを進める。

秘書広報
課

・外部に発信すべき情報の洗い出し整理をし、より
内容の充実を図りながら、迅速な情報の更新を徹
底する。また、ホームページに対し職員の意識を高
め、より良いホームページの作成に取り組む。

・ホームページ訪問件数 年間７０万件を目標とす
る。
・ホームページを見ている人の割合
          35％以上をめざす。（市民アンケートより）

・広報紙を読むと答えた人の割合
          90％以上をめざす。（市民アンケートより）

  (22年度実績)
   ホームページ訪問件数    605,486件
   ホームページを見ている人の割合  29.4％
   広報紙を読むと答えた人の割合     84.2％

・ホームページ訪問件数  　622,335件
・ホームページを見ている人の割合 28.9％

・広報紙を読むと答えた人の割合　84.4％

・外部に発信すべき情報の洗い出し整理をし、より
内容の充実を図りながら、迅速な情報の更新を徹
底する。また、ホームページに対し職員の意識を高
め、より良いホームページの作成に取り組む。

・ホームページ訪問件数 年間７５万件を目標とす
る。
・ホームページを見ている人の割合
　　45％以上をめざす。（市民アンケートより）

　・広報紙を読むと答えた人の割合
　　90％以上をめざす。（市民アンケートより）

・ホームページ訪問件数  　579,347件
・ホームページを見ている人の割合 22.8％

・広報紙を読むと答えた人の割合　86.7％

・ホームページ上で市民が必要な情報を迅速に探
すことの出来る効果的なシステム構築を検討する。

・トップページに分かりやすいアイコンを作成したり、コンテンツ
を翻訳ソフトでも翻訳できるようにテキストに変えた。

・ホームページ上で市民が必要な情報を迅速に探
すことの出来る効果的なシステム構築を検討する。

・市民が市の情報をより迅速に取得しやすい方策について検討
した。

第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

⑴　市民と行政との協働のまちづくりの推進
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実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
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改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

(ｲ)　 財政健全化法に基づく各指標の公表をはじめ
とする市の財政状況を広報紙・ホームページにより
市民に分かりやすい形で情報公開し、財政運営の
透明性を高め、市民によるチェック機能を向上させ
る。

企画財政
課

・財務4表等から財政状況を分析し、市の財政状況
を分かりやすいかたちで市民に公表する。

・公表することを通して、持続可能な財政運営を目
指す。

・財政健全化法に基づく各指標の（市の）目標値
は、（下記に示す同法に定められた）早期健全化基
準値以下とする。（ただし、特に重視される実質公
債費比率は、地方債の発行に際し許可が必要とな
る基準値１８％以下とする。）
   「実質赤字比率」         11.25％
   「連結実質赤字比率」   16.25％
   「実質公債費比率」      25％
   「将来負担比率」         350％

  (21年度決算)
   「実質赤字比率」       (実質収支が黒字のため数
値なし)
   「連結実質赤字比率」  (実質収支が黒字のため
数値なし)
   「実質公債費比率」      12.5％
   「将来負担比率」         77.6％

・法的に義務付けられた年２回（５月と１１月）の財政事情の公表
とは別に、次の事項をホームページに掲載した。
　　①財政運営効率が日本一の評価を受けたこと
　　②公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画など
　　③総務省方式改訂モデルによる平成２１年度財務書類

・わかりやすい表現で公表するように努め、また、公表することで
将来に亘る健全な財政運営を行った。

・２２年度決算における各指数は、国の経済対策による普通交
付税の増額と、臨時財政対策債の増額、及び元利償還金の減
額により改善した。

（２２年度決算）
　「実質赤字比率」　　　　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「連結実質赤字比率」　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「実質公債費比率」　　　11.6％
　「将来負担比率」　　 　　36.8％

・財政状況については市民に関心を持っていただく
ために、できるだけ多くの情報をホームページに掲
載する。

・公表することを通して、持続可能な財政運営を目
指す。

・財政健全化法に基づく各指標の目標値は早期健
全化基準以下とするのは必須であり、特別な事情が
ない限り、前年度の数値を改善する。

・法的に義務付けられた年２回（５月と１１月）の財政事情の公表
とは別に、次の事項をホームページに掲載した。
　　①公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画など
　　②総務省方式改訂モデルによる平成２２年度財務書類

・わかりやすい表現で公表するように努め、また、公表することで
将来に亘る健全な財政運営を行った。

・２３年度決算における各指数は、国の経済対策による普通交
付税の増額と、臨時財政対策債の増額、及び元利償還金の減
額により改善した。

（２３年度決算）
　「実質赤字比率」　　　　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「連結実質赤字比率」　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「実質公債費比率」　　　10.6％
　「将来負担比率」　　 　　14.7％

企画財政
課

・第４次八女市総合計画の３４基本施策における、
八女市の様々な取り組みについて、市民の納得
度、重要度または意見を伺い、業務改善情報として
活用するため市民アンケートを実施する。

・市民２０歳以上無作為抽出による２５００人に対し総合計画の
基本施策における、八女市のさまざまな取り組みについて、市
民の納得度、重要度及び意見を伺う市民アンケートを実施し、
政策形成過程での業務改善情報として活用を図った。
  総合納得度は、６段階評価で４．０５であった。

・第４次八女市総合計画の３４基本施策における、
八女市の様々な取り組みについて、市民の納得
度、重要度または意見を伺い、業務改善情報として
活用するため市民アンケートを実施する。

・市民２０歳以上無作為抽出による2,500人に対し総合計画の基
本施策における、八女市のさまざまな取り組みについて、市民
の納得度、重要度及び意見を伺う市民アンケートを実施し、政
策形成過程での業務改善情報として活用を図った。
  総合納得度は、４段階評価で2.98であった。

農委事務
局

・耕作放棄地の保全管理と意向調査アンケートの実
施。

・農業委員会の適正な事務実施について、毎年、活動計画の
作成や点検、法令業務の厳格化と農地の監視活動の強化など
報告を求められている。その様式を約１ヵ月間、インターネットで
公開し、地域の農業者等から寄せられた意見等を集約して作成

・農業委員会の適正な事務実施については、イン
ターネットで公開し、意見を集約し、反映する。

・平成２４年４月５日に市ホームページに掲載し、意見集約を
行った。

人権・同和
教育課

・スマイルフェスタ、人権セミナー等事業の開示とと
もにアンケートを実施し、事業内容の改善に努める
とともに、地域リーダーの育成等による各種講座の
講師としての協力体制の構築に努める。

・スマイルフェスタ、人権セミナー等事業終了後は　アンケート調
査を実施し、市のホームページで情報公開を行なうなど事業内
容の改善に努めた。
　また、各種事業を地域リーダーの育成等に位置づけ、各種講
座の講師として活用するなど市民との協力体制の構築に努め
た。

・スマイルフェスタ、人権セミナー等事業実施後は、
アンケート調査を実施し、市民の人権問題に対する
志向を把握し事業内容の改善に努める。
　また、関係団体との連携強化を図り、今後とも地域
リーダーの育成に努める。

・人権セミナーでは前年度のアンケート結果や地域の要望を基
に、住民のニーズを考慮して講師・テーマの選定を行った。
・スマイルフェスタ、人権セミナー等事業終了後は　アンケート調
査を実施し、市のホームページで情報公開を行なうなど事業内
容の改善に努めた。
　また、各種事業を地域リーダーの育成等に位置づけ、各種講
座の講師として活用するなど市民との協力体制の構築に努め
た。

人権同和
政策課

子育て支
援課

福祉課

介護長寿
課

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた
めの関係法律の整備に関する法律(第１次一括法）及び介護
サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する
法律に基づき、これまで国が定めていた指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地
域密着型サービス事業者の指定に関する基準のうち「申請者の
法人格の有無に係る基準」等を市が自らの責任で条例で定める
こととされたため、八女市指定地域密着型サービスの事業等の
人員、設備及び運営の基準等に関する条例を制定するにあた
り、市内の地域密着型サービス事業者との連携会議を設置し意
見を聴取した。

ウ　政策形成過
程への市民参
画

  市民の生活に影響を与える制度や施策を決定す
る過程において、市民志向を把握し、市政に反映さ
せるため、市民アンケートやパブリック・コメント等を
積極的に活用し、政策形成過程や事業実施などに
おける市民参画の機会を保障する。
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改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

男女共同
参画・生涯
学習課

　○「生涯学習基本構想・計画（仮称）」の策定 ・「社会教育計画」の策定にあたり平成25年1月4日～2月4日ま
でパブリックコメントを行った。市民からの意見、提案等は無かっ
た。

防災安全
課

・地域住民自らの災害に対する備えや市民の防災
意識を高めるとともに、市民と行政の協働に基づく、
地域力を活かした自主防災組織の強化、育成に努
める。また、人材の育成や防災訓練などの防災活
動を支援する。
  特に、平成２３年度（～２５年度まで）から、自主防
災組織支援整備事業補助金を活用し、組織の立ち
上げを促進するとともに、日頃行う訓練についても
支援する。
  更に、洪水・土砂崩れ・危険箇所や避難所、緊急
時の避難先等を記載した防災ハザードマップを各
世帯に配布し、避難に対する広報周知に努める。

・八女地区総合防災訓練
　水縄活断層を震源としたマグニチュード７．２の大地震を想定
し、防災機関と地域住民が一体となって、実効性のある総合訓
練を開催した。　参加者　関係機関４２団体　９００人

・自主防災組織の立ち上げ
　新規　２０組織（２５行政区）
  訓練　総合防災訓練への参加の他、八女市星野村・八女市黒
木町大渕地区・八女市上陽町横山地区等で防災訓練に取り組
んだ。

・ハザードマップを全戸に配布した。

・地域住民自らの災害に対する備えや市民の防災
意識を高めるとともに、市民と行政の協働に基づく、
地域力を活かした自主防災組織の強化、育成に努
める。また、人材の育成や防災訓練などの防災活
動を支援する。
  特に、平成２３年度（～２５年度まで）から、自主防
災組織支援整備事業補助金を活用し、組織の立ち
上げを促進するとともに、日頃行う訓練についても
支援する。

・自主防災組織支援整備事業補助金の活用の実績
　２５組織（行政区）で事業実施　補助金交付額2,780,000円
　避難訓練、防災訓練等の実施及び資機材の購入
・自主防災組織の未結成地域に出前講座・地元説明会の実施
・広報誌、コミュニティＦＭ放送により、気象情報や防災情報など
を周知した。特に、毎月防災ワンポイントアドバイスのコーナー
を設け、放送した。

秘書広報
課

・市の行政情報、防災情報等を一体的に発信する
仕組みとして、コミュニティFM放送整備に向け、財
団法人設立、放送免許申請、設備工事、開局準備
を実施する。

・財団法人ＦＭ八女を7月20に設立、放送免許は24年5月末に
取得予定である。放送スタジオについては、黒木総合支所内に
放送設備の整備を終えている。

・コミュニティFM放送を開始し、市民へ受信機を無
料配付する。

・コミュニティＦＭ局「ＦＭ八女」を開局し、放送を開始した。ま
た、市内約２４，０００世帯に個別受信機（防災ラジオ）を配付、
並びに市内の福祉施設、教育施設等に個別受信機を配付し
た。災害時には個別受信機が自動起動し、避難勧告等を流す
ことができるようになった。

・予算事業単位を洗い出し評価事業単位との接合
を図る。

・今年度からは総合支所、支所の事務についても行

・予算の事業単位と行政評価施策体系における事業単位との
接合を図り、総合計画、行政評価、予算編成の連動性を図っ
た。

・行政評価　事務事業評価を総合支所及び支所の事務につい
て評価を行い、全庁的な取り組みとした。

・全庁横断的で機動的な意思決定を可能とするトッ
プマネジメント機能の強化や組織マネジメント強化
の体制づくりを図るとともに、総合計画、行政評価、
予算編成がより有機的に連動するシステムを構築
するため、政策課題の整理や、今後の取り組む方
策（活動）を明確化するためのツールとして活用で
きるよう行政評価システムの改善を図る。

・事務事業評価を休止し、主要施策評価のみとしたが、市として
のマネジメントを強化するため、、施策評価表の様式を変更する
とともに、翌年度重点施策の策定に向けて体制構築を図った。

・八女市行財政運営(マネジメント)システム構築基
本方針に基づき、各部及び各課(室・局)が重点的
に取り組む主要事業や、具体的な課題・対応方針
を、「方針書」として作成し、政策実現と運用管理の
プロセスを意識した業務の進捗管理を行う。最高意
思決定機関である庁議については、より戦略的な政
策決定の場としての「経営会議」の機能をさらに強
化し、全庁横断的で機動的な意思決定を可能とす
るトップマネジメント機能の強化を図る。また、行政
評価の実施により、各部の使命と責任を明確化する
とともに、各部の経営方針の策定公表等により、部
マネジメントの強化を図る。

・八女市行財政運営(マネジメント)システム構築基本方針に基
づき、市長の経営方針を踏まえ、翌年度重点施策方針、部施策
方針、課施策方針を作成。また行政評価の全庁的な取り組み
で、各部の使命と責任を明確化し、行財政運営（マネジメント）
の強化を図った。

・八女市行財政運営(マネジメント)システム構築基
本方針に基づき、各部及び各課(室・局)が重点的
に取り組む主要事業や、具体的な課題・対応方針
を、「方針書」として作成し、政策実現と運用管理の
プロセスを意識した業務の進捗管理を行う。最高意
思決定機関である庁議については、より戦略的な政
策決定の場としての「経営会議」の機能をさらに強
化し、全庁横断的で機動的な意思決定を可能とす
るトップマネジメント機能の強化を図る。また、行政
評価の実施により、各部の使命と責任を明確化する
とともに、各部の経営方針の策定公表等により、部
マネジメントの強化を図る。

・各課において市長の経営方針を踏まえ、翌年度重点施策方
針、部施策方針、課施策方針を作成。また行政評価の全庁的
な取り組みで、各部の使命と責任を明確化し、行財政運営（マ
ネジメント）の強化を図った。

全課 ・行政評価結果に基づく施策の優先順位付けや事
務事業の見直し等の改善を行う中で、業務の外部
委託についても検討する。また、既存の委託業務に
ついても再点検しながら、最適な手法を検討してい
く。

・行政評価結果に基づく施策の優先順位付けや事務事業の見
直し等の改善を行う中で、業務の外部委託についても検討し
た。

・行政評価結果に基づく施策の優先順位付けや事
務事業の見直し等の改善を行う中で、業務の外部
委託についても検討する。また、既存の委託業務に
ついても再点検しながら、最適な手法を検討してい
く。

・行政経営の効率化の観点から下記の事業において外部委託
を進めた。また、従来からの外部委託事業についても契約見直
し等の改善を行った。

ウ　政策形成過
程への市民参
画

  市民の生活に影響を与える制度や施策を決定す
る過程において、市民志向を把握し、市政に反映さ
せるため、市民アンケートやパブリック・コメント等を
積極的に活用し、政策形成過程や事業実施などに
おける市民参画の機会を保障する。

エ　防災意識の
高いまちづくり

  各地域の人口減少による消防団員の定員不足や
昼間の消防力低下に対応するため、地域住民が連
携した自主防災組織の重要性が高まっている。災
害時に迅速な防災体制が組めるよう、市民の防災
意識を高め、自主防災組織の育成、避難体制の確
立をめざしていく。また、防災情報についても一体
的に発信できる仕組みづくりを行う。

⑵　持続可能な行政基盤の構築
ア　行政評価シ
ステムの見直し
と活用

  今後、地方自治体の自己決定、自己責任の度合
いが高まっていく中で、住民ニーズや新しい施策を
達成していくためには、限られた資源（ヒト、モノ、カ
ネ）を効率的、効果的に投入していくことが重要とな
る。行政評価制度の抜本的な見直しを行い、新たな
八女市のマネジメントシステムを再構築し、主要施
策や各種の事務事業を戦略的な視点で評価・点検
しながら重点化や集約化等を図る。

企画財政
課

イ　業務の外部
委託等の更なる
推進

  行政経営の効率化、住民サービスの向上等を図
るため、既存の委託業務を再点検するとともに、外
部委託の実施が適当な業務については引き続きア
ウトソーシングの諸手法（業務委託、指定管理者制
度、民営化、市民や市民団体等による事業協力 な
ど）の中から最適な手法を検討し、外部委託化の推
進を図る。
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実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

税務課

子育て支
援課

・「公立保育所再編計画」を策定する。その中で、公
立保育所として存続する施設と民営化する施設を
明確にする。

・「八女市公立保育所再編計画」を策定し、その中で、公立保育
所の役割を引き続き担う保育所を、「福島・長峰・北山」の３園と
し、「岡山・三河・八幡・光友」の４園を民営化することにした。岡
山保育所については移管予定先の法人も決定した。

・「公立保育所再編計画」に基づき、岡山保育所は
移管する時期を平成２５年４月に定め、移管予定先
の法人と事務手続きを進める。一方、公立として存
続させる保育所の施設改修などを検討する。

・岡山保育所の完全民営化に向けた事務手続きを行い、存続さ
せる保育所の内、長峰保育所の駐車場がなかったため用地買
収を行い、約３０台分の駐車場を整備した。

学校教育
課

・学校給食民間委託計画を策定する。 ・民間委託校の検証委員会を実施した。委託内容については、
良好に推進されていた。
・八女市立小・中学校の給食調理業務の見直しに係る実施計
画の協議を行った。

・学校給食民間委託計画を策定し、計画に沿って
進める。

・民間委託校の検証委員会を実施した。委託内容については、
良好に推進されていた。
・八女市立小・中学校の給食調理業務の見直しに係る実施計
画を策定した。

環境課 ・旧八女市区域(上陽地区を除く)の可燃ごみ収集
運搬業務の一部(半分)民間委託が３年目をむかえ
るにあたり、民間委託を検証する。

・民間委託による問題点（課題）は発生していない。 ・旧八女市区域(上陽地区を除く)の可燃ごみ収集
運搬業務の一部(半分)については、民間委託検証
結果を受け、今後の民間委託について検討する。

・民間委託の検証を行った。問題点は発生していない。

福祉課 ・障害者総合支援法に基づくサービス等利用計画作成業務の
外部委託に向け、「八女市障害者総合支援法に基づく指定特
定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障
害児相談支援事業者の指定等に関する要綱」の整備を行っ

介護長寿
課

・介護予防事業の委託にあたり、１社による随意契約を見直すこ
ととし、２５年度実施に向けて手法を検討した。

市民課 前年度に引き続き、レセプト点検業務の民間委託を
行う。

・平成２０年度から外部委託によるレセプト点検作業を行ってい
る。平成２４年度の実績については、点検による効果額として
５５，０００千円の見込である。また、委託業者を変更するなど最
適と思われる手法で検討を行った。

ウ　公共施設の
あり方検討

企画財政
課

総務課

・公共施設の今後のあり方について基本方針に基
づき協議し整理する。

・指定管理料について基準を設定する。

・公共施設現況調査（現地調査）を２１６施設において実施し、
採算性と必需度で分類し、１３９施設を選抜し、代替施設の有無
等の７項目を採点した。見直し分類の６分類に整理協議中であ
る。第三セクター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。

・「指定管理料積算の基本的な考え方」を定め、当初予算査定
時に指定管理料積算書を各課から提出してもらい、基準に適合
しているかヒアリングを行い予算計上した。

・公有財産利活用検討委員会を設置し、公共施設
を含めてすべての市有財産の利活用について引き
続き協議する。

・基準・（「指定管理料積算の基本的な考え方」）に
基づいて指定管理料を整理する。

・公有財産利活用検討委員会を計５回開催し、透明性のある利
活用を確保するため「公有財産り利活用にかかる取扱い基本方
針」を策定し、市有財産の利活用について協議した。

・指定管理料については、適正基準に従い、これに基づき予算
編成を行った。

イ　業務の外部
委託等の更なる
推進

  行政経営の効率化、住民サービスの向上等を図
るため、既存の委託業務を再点検するとともに、外
部委託の実施が適当な業務については引き続きア
ウトソーシングの諸手法（業務委託、指定管理者制
度、民営化、市民や市民団体等による事業協力 な
ど）の中から最適な手法を検討し、外部委託化の推
進を図る。

  平成２２年２月の合併により公共施設の数が増加
し、維持管理経費の増大、施設配置の不均衡等の
課題があり、現状分析によるあり方検討が急務と
なっている。
  このため、公共施設の状況やコストに関する情報
を一元化し、施設の配置基準、有効活用等に関す
る基本方針を定め、 この方針に基づき、市が保有
する公共施設について総合的な視点から、有効活
用、再配置、処分等に関する取り組みを進める。
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実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

環境課 ・ごみ処理施設は、現在２カ所あり、旧八女市、旧立
花町は八女西部清掃工場、東部地区(旧黒木町、
旧上陽町、旧矢部村、旧星野村)は八女市環境セン
タ-で処理している。住民の利便性を維持し、ごみ
処理コストを削減する効率的なごみ処理体制の構
築のため、「八女市ごみ処理基本方針」を平成22年
10月22日に策定した。この方針により、東部地区の
ごみについても八女西部で処理することとした。環
境センターの跡地は中継点として活用する。平成22
年11月22日、八女西部に平成25年4月1日からの加
入申し込みを行った。併せて、東部地区の収集体
制の改善、分別の徹底、ごみ袋料金統一に向けて
の準備等を行う。

・し尿処理施設は、現在４カ所あり、旧八女市、旧立
花町は八女中部衛生施設、旧黒木町、旧矢部村は
八女市衛生センター、旧上陽町、旧星野村はそれ
ぞれの自給肥料供給施設で処理している。人口動
態及び下水道認可区域の供用による処理量の中
長期的な見込み、各施設の耐用年数等を踏まえた
改修内容の精査などのデーター収集作成を行い、
調査研究に慎重に取り組む。

・火葬場については、現在５カ所あり、旧八女市、旧
立花町は八女西部斎場、東部地区は、それぞれの
斎場で火葬を行っている。昨今における葬儀の態
様等の変遷や、交通体系の整備により、統合に向
けた方針策定に取り組みたい。

※これらの施設の統廃合については、「八女市循環
型社会推進事業整備庁内検討委員会」を立ち上げ
ており、今後も協議を重ねて、方針を策定していく。

・八女西部広域事務組合に東部２町２村の加入について申し入
れを行う。
　平成２３年度中は結論が出ず、引き続き検討を行っている。

・施設の状況確認を実施した。

・施設の状況確認を実施した。

・八女西部清掃工場への平成25年4月1日からのご
み搬入に向けて、東部地区の収集体制の改善、分
別の徹底、ごみ袋料金統一の準備等を行う。

・し尿処理施設および火葬場の統廃合について
は、「八女市循環型社会推進事業整備庁内検討委
員会」にて協議を重ねて、方針を検討する。

・平成２４年１２月議会で八女市及び八女西部構成市町の議会
で八女東部地区の八女市西部広域事務組合加入について議
決された。
　ごみの収集運搬及び分別の体制整備については、住民周知
を図りながら、円滑に移行できた。
　ごみ料金の統一については、北部九州豪雨災害の影響もあ
り、次年度以降に検討することとした。

・八女市循環型社会推進事業整備庁内検討委員会を開催し、
し尿処理施設及び火葬場の統廃合について、平成２５年度秋ま
でに基本的方針を策定することを確認し、検討を継続している。

  平成２２年２月の合併により公共施設の数が増加
し、維持管理経費の増大、施設配置の不均衡等の
課題があり、現状分析によるあり方検討が急務と
なっている。
  このため、公共施設の状況やコストに関する情報
を一元化し、施設の配置基準、有効活用等に関す
る基本方針を定め、 この方針に基づき、市が保有
する公共施設について総合的な視点から、有効活
用、再配置、処分等に関する取り組みを進める。
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実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

農業振興
課

エ　市補助金の
総点検

  市補助金については効果的・効率的かつ適正な
運用を図るため、事業の効果性、団体等の的確性、
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「八女市補助金交付基準」を策定
し、これに基づいて個々の補助金を総点検する。ま
た、規則・要綱等を整備することにより、透明性を高
める。

企画財政
課

・平成２２年度に引き続き、全ての市補助金につい
てヒアリングを行い、補助金交付基準に適合するよ
うに見直す。並行して要綱・規則の見直しを行う。

・平成24年度予算要求のあった補助金２１０本（既存補助金１９
４本、新規補助金16本）について補助交付基準との適合性につ
いてヒアリングを行い、課題の整理と、今後の取り組み状況を確
認し、予算計上を行った。交付基準に適合する補助金１１３本
（58.85％）である。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を行うこととしており、整
備状況の確認を行った。要綱整備済み補助金は106本
（73.03％）であった。

・平成２３年度に引き続き、全ての市補助金につい
てヒアリングを行い、補助金交付基準に適合するよ
うに見直す。並行して要綱・規則の見直しを行う。

・予算要求のあった市単独補助金209本（既存補助金205本、新
規補助金4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。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128本であった（整備率
73.03％）。オ　小規模な基

礎行政単位（行
政区）の統合

  今後とも「行政上の組織」としての行政区のあり方
について、関係行政区との協議を進めながら組織
の再編を進める。

地域づくり・
文化振興
課

・小規模行政区の再編統合の趣旨や目的等につい
て、市民や行政区に対する説明を行う。

・推進実績なし ・現在行政区の統合が行われていない旧八女市、
旧黒木町では、１行政区５０世帯未満の小規模行政
区がそれぞれ１７区と２０区存在しており、再編推進
地区と位置付ける。

・推進実績なし

・合併後の組織機構について検証を行い、機構改
革研究委員会で検討し、簡素で効率的、効果的な
組織機構を構築する。

・機構改革研究委員会を5回開催し、簡素で効率的な行政組織
の構築、合併市の一体性の確保、住民の行政サービスの利便
性の維持確保、を基本方針に、平成24年4月1日付けで機構改
革を実施した。

・新たな組織機構を実施する。 ・２４年４月から新たな組織機構を実施した。                          ・
７月の九州北部豪雨災害の発生に伴い、建設経済部内に土木
災害復旧室を８月に新設した。
・平成２５年度からの権限移譲に伴い、市民福祉部福祉課内に
福祉総務係を２５年４月に新設した。

・証明窓口の一元化に関しての検討を行う。 ・機構改革研究委員会の中で検討を行った。 ・窓口業務の連携により市民サービス向上に努め
る。

引き続き検討が必要。

・迅速にかつ効果的に対応できる仕組みづくりを検
討、実施する。
(庁内公募制度、プロジェクトチーム等)

・機構改革研究委員会の中で検討を行った。 ・迅速にかつ効果的に対応できる仕組みづくりを引
き続き検討する。
(庁内公募制度、プロジェクトチーム等)

引き続き検討が必要。

ア　定員の適正
管理

  将来的に厳しい財政状況が予測される中で、行政
課題や社会情勢の変化に的確に対応し、持続可能
で安定した公共サービスを維持していくという視点
から、中長期的な視点に立った計画的な人員確保
が必要となっている。
  平成２２年度に新たに策定した定員適正化計画を
基本に、合併後の組織機構や事務事業の見直しな
どによる職員数の適正化を図り、簡素で効率的、効
果的な執行体制を確立する。

人事課 ・定員適正化計画に基づき、計画的な人員確保を
進める。
・年度当初の職員総数６２７人を次年度当初に６１６
人とする。

・定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に努めた。
・平成２４年度当初の職員数(教育長含む)は６０３人であり、定員
適正化計画に基づく平成２５年度当初職員数６０３人を既に達
成した。

・定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に
努める。
・定員適正化計画の平成２４年度職員数当初目標６
０３人は達成しているが、さらなる目標として職員総
数６０３人を次年度当初に５９６人とする。

・定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に努め、２４年
度末退職３０人に対して２０人の新規採用を行い、２５年度当初
では５９３人となり、年度目標を達成した。

イ　給与の適正
管理

　職員の給与については、地方公務員法の給与の
根本基準の規定に基づき、生計費並びに国及び他
の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者
の給与その他の事情を考慮し、適正な運用を図る。

人事課 ・人事院給与勧告に基づく給与制度の見直しを行
う。

・人事院給与勧告に基づき給与改定を実施した。 ・人事院給与勧告に基づく給与制度の見直しを行
う。

・人事院勧告では、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支
給措置による減額前並びに減額後の官民較差がいずれもマイ
ナスとなり、月例給の改定は見送りとなった。人事院勧告を踏ま
え、本市給与条例の改正は見送りとした。

ウ　時間外勤務
の縮減と事務の
平準化

　時間外勤務の多い職場の業務分析を行い、時間
外勤務の縮減及び事務量偏在を解消するための
適切な人員配置を行う。時間外勤務の縮減により、
職員の健康保持と人件費の抑制を図り、厳しい財
政状況の中で、業務の能率向上を図る。

人事課 ・業務分析に基づく職員の適正配置を行う。

・ノー残業デーを推進するとともに、時間外勤務の
縮減についての啓発を行う。

・職員の適切な人事配置に向け、各所属長より詳細な業務内容
ヒアリング等を実施した。
・時間外勤務実態把握と解消に向けて、時間外勤務実績を毎
月所属長へ通知し、啓発を行った。

・業務分析に基づく職員の適正配置を行う。

・ノー残業デーを推進するとともに、時間外勤務の
縮減についての啓発を行う。

・職員の適切な人事配置に向け、各所属長より詳細な業務内容
ヒアリング等を実施した。
・時間外勤務実態把握と解消に向けて、時間外勤務実績を毎
月所属長へ通知し、啓発を行ってきた。
・７月の九州北部豪雨災害の発生に伴い、災害対応、災害復旧
事業により担当部署の時間外勤務が大幅に増大する結果と
なった。

・新たな人材育成基本方針を策定する。 ・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。・平成２３年度人材育成実施計画を策定し、研修を

進める。
・平成２３年度人材育成実施計画に基づき、各種職員研修を２５
回開催した。

・平成２４年度人材育成実施計画を策定し、研修を
進める。

・平成２４年度人材育成計画に基づき、集合研修として全職員
研修、階層別研修、特別研修及び人権・同和問題研修を実施
した。

・市町村職員研修所で研修を受ける職員の目標数
を９５人とする。
(22年度実績  ９１人)

・市町村職員研修所研修の実績　１０６人 ・市町村職員研修所で研修を受ける職員の目標数
を１００人とする。

・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４
６課程に９７人が参加した。

企画財政
課

・職員政策形成研修事業により研修を受けた職員
による「職員政策形成研修報告書」を作成し、職員
に研修報告を広く周知することにより、研修内容を
共有・全体化する。

・参加者３４名　　研修先２０箇所
　　研修内容を共有・全体化するため、「職員政策形成研修報
告書」を作成し、職員に研修報告を広く周知した。

・職員政策形成研修事業により研修を受けた職員
による「職員政策形成研修報告書」を作成し、職員
に研修報告を広く周知することにより、研修内容を
共有・全体化する。

・参加者２３名　　研修先１１箇所
　　研修内容を共有・全体化するため、「職員政策形成研修報
告書」を作成し、職員に研修報告を広く周知した。

(ｲ)　職場における人材育成等の機能を更に高める
ため、管理職の人事マネジメント、組織マネジメント
能力を強化する研修を充実する。

人事課 ・管理職のマネジメント能力を向上させるための研
修を実施する。

・管理職のマネジメント能力向上をテーマとした部課長研修を１
回実施した。

・管理職のマネジメント能力を向上させるための研
修を実施する。

・階層別研修として防災と危機管理能力を高めることを目的に、
役職者研修を実施し、２４５人が参加した。

イ　人事管理制
度の改革

(ｱ)　職員の能力や実績を客観的に把握するために
公平性・透明性・納得性を基本とし、職員の意欲を
高め仕事への使命感を持たせ、さらには、組織力を
高めることにつながる新たな人事評価制度の導入
を検討する。

人事課 ・人事評価制度の構築を検討する。 ・人事評価制度の構築に向けて先進事例等の研究を行った。 ・八女市にふさわしい人事評価制度の制度設計を
行う。

・人事評価制度の構築に向けて先進事例等の研究を行った。

⑷　定員及び給与の適正管理

ア　組織・機構
の見直し

  現行の本庁・総合支所及び支所での所管事務や
組織のあり方、地域における行政サービスの提供体
制についての現状を検証し、また、社会経済情勢の
変化に対応した新たな行政課題や、市民の多様な
ニーズに対応した施策を展開するための組織・機
構の見直しは必要に応じ、柔軟に行うこととし、機構
改革研究委員会で検討し改革を進める。
  また、組織を横断する課題や、従来の組織では対
応が困難な新たな課題に対しては、縦割りによる弊
害を抑制し、迅速にかつ効果的に対応できる仕組
みづくりを検討する。

⑶　柔軟で機動的な組織体制の構築

人事課

⑸　人材育成の推進
(ｱ)　今後、地域主権改革により、様々な課題を地方
自治体自らの責任において自主的、主体的に解決
していくことが求められていく中で、本市を分権型社
会にふさわしい組織に変容させていくために、組織
の担い手である職員の意識改革と能力開発を効果
的に推進していく必要がある。
  そのため、人材育成基本方針に基づき職員研修
等を通して、スピード感、確実性、使命感を持ち、市
民からの信頼感を得る市職員の育成を図るととも
に、政策形成能力や法務能力等の向上を図る。

人事課ア　職員の意識
改革と能力開

発
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第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
（428-002）

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

(ｲ)　高度化・多様化する行政ニーズに対応しながら
少数精鋭による効率的な行政運営を行うための人
員配置と組織の活性化を図るため、多様な任用制
度・勤務形態の職員の活用等の取り組みを検討す
る。

人事課 ・多様な任用形態を検討する。 ・多様な任用形態のひとつとして、平成２４年４月１日付けで再
任用職員を３名任用した。

・引き続き多様な任用形態について検討し、実施で
きるところは実施する。

・多様な任用形態のひとつとして、平成２５年４月１日付けで再
任用職員を８名任用した。

(ｳ)  市町村合併、高度情報化、市民の多様なニー
ズ等の社会情勢の変化等により病休者（身体・メン
タル疾患等）が増加傾向にある。限られた人員の中
で執務能力の向上を図るためには、職員の安全及
び健康の確保並びに快適な職場環境の実現に向
けて、労働安全衛生管理体制の充実を図る。

人事課 ・労働安全衛生管理体制の充実を図るため、労働
安全衛生委員会(仮称)を設置する。
（ソフト面、ハード面での職場環境改善に取り組
む。）
（メンタルヘルス相談体制、方法の検討）
（より実践的な研修の実施やストレス度の把握）

・「八女市職員労働安全衛生管理規則」を制定、平成２４年４月
１日付けで施行した。

・八女市職員労働安全衛生管理規則に基づき、労
働安全衛生委員会を効果的に運営し、職員の安全
及び健康を確保し、快適な職場環境の促進に努め
る。

・衛生委員会及び健康管理チーム会議をを４回開催した。
・職員のメンタルヘルス対策の推進として臨床心理士によるカウ
ンセリングを５回実施した。
・産業医による健康相談を１２回実施した。

ア　職員提案制
度の推進

　職員提案制度の活性化により、すべての職場で
“仕事のやり方”を見直し、行政運営の効率化と市
民サービス向上を図っていく。併せて、施策、事務
事業に対する改善等の提案の機会を制度として設
けることで、職員の潜在能力を引き出し、企画力、
問題解決力等の育成へつなげる。

企画財政
課

・職員提案を募集する。
　　提案者数 15人を目標とする。
       (22年度実績   個人10人、団体5グループ)
　　提案件数 15件を目標とする。
       (22年度実績  26件)
・採択提案については、提案内容所管課及び提案
者と実現に向け具体的検討を行う。

・採択提案の進捗管理を行う。

・職員提案を募集した。
 　 提案者数  個人10人、団体4グループ
 　 提案件数  32件
　審査結果は、採択２件（優秀賞）、実行検討提案採用１２件（う
ち奨励賞１件）、不採択１８件であった。

提案の実行を担保する仕組みづくりを行った。具体的には、審
査を市の最高意思決定機関である庁議で行うこととし、庁議が
関係課に実施についての指示を行うことした。

・職員提案を募集する。
　　提案者数 ２０人を目標とする。
     提案件数 ３５件を目標とする。

・採択提案については、提案内容所管課及び提案
者と実現に向け具体的検討を行う。

・採択提案の進捗管理を行う。

・職員提案を募集した。
 　 提案者数  個人８人、団体２グループ
 　 提案件数 １６件
　審査結果は、採択２件（優秀賞）、実行検討提案採用４件、不
採択１０件であった。

・前年度採択提案については進捗管理を行った。
実施状況は実施済み　８件、内容を一部変更し実施予定４件、
検討結果実施しないもの３件となった。

総務課 ・インターネットを通じて申請・届出等ができる電子
申請システムの拡充に取り組む。

・平成18年度より共同利用していた簡易版電子申請システム使
用期限切れに伴い、新システム「ふくおか電子申請サービス」の
運用を開始し,5項目10件の申請があった。

・インターネットを通じて申請・届出等ができる電子
申請システムの拡充に取り組む。

・７月の豪雨災害によるイベント等の中止、縮小及び前年度に
実施した業務で参加人員数の満足度確保済等による申請無の
項目発生等の要因により、電子申請項目数が４件にとどまった。

税務課 ・市民税の電子申告を導入（電子納税は除く）する。 ・市民税については、法人・個人で７２４件、償却資産では７５件
の電子申告がなされており、当初の予定より多くの活用がされて
いることでサービス向上の効果があらわれた。

総務課 ・行政情報化施策・課題等について調査・整理を進
め、行政情報化計画の策定に着手する。

・平成24年3月31日に内部情報系の契約期間の終了に伴い、
計画に着手する予定であったが、機構改革により、内部情報系
システムの1年延長計画を図ったので、調査・整理を平成24年
度に1年先延ばしにした。

・内部情報システム導入後、平成24年3月31日に5
カ年間の契約期間が一応経過し、平成2４年度から
25年度にかけて更新等の関係課との協議に入るの
で、各課導入システムとの連携を行い、調査・整理
に着手する。

・内部情報システムの再構築・入替と同時に行政情報化計画の
策定のための調査・整理に7月から着手する予定であったが、７
月の豪雨災害により、内部情報系システムの再構築のための導
入業者決定が年度末になったため、情報化計画の調査、整理
への着手ができず、平成２５年度以降の対応となった。

ウ　職員の接遇
能力の向上

　接遇マニュアルに基づき、職員一人ひとりがサー
ビスの提供者であることを常に自覚し、より親切で丁
寧な対応に向け、職員の総合的な接遇能力向上を
図る。

人事課 ・接遇マナー向上週間を設け接遇能力の向上に努
める。

・総合窓口案内業務の実施により、接遇能力の向上に努めると
ともに、新規採用職員への接遇研修を実施した。

・接遇マナー向上週間を設け接遇能力の向上に努
める。

・総合窓口案内業務の実施により、接遇能力の向上に努めると
ともに、新規採用職員への接遇研修を実施した。

エ　業務マニュ
アル等を活用し
た業務の標準
化

　業務マニュアルの更なる整備と活用により、本庁・
各支所においての業務の標準化を進め、公平な住
民サービスの提供と質の維持を行う。

企画財政
課

・全ての職場において作成されている事務処理マ
ニュアルの見直しおよび拡充を定期的に行う。（特
に窓口業務）

・各課においてマニュアル見直しと追加の作成を依頼通知し
た。

・全ての職場において作成されている事務処理マ
ニュアルの見直しおよび拡充を定期的に行う。（特
に窓口業務）

・推進実績なし

ア　投資的事業
の計画的、重点
的実施

企画財政
課

・第４次八女市総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施する。
  部長は、市長の経営方針(マニフェスト)を踏まえ、
第４次八女市総合計画との整合性を考慮した上
で、次年度の部内各課における行政執行の指針と
なる「部方針書」を作成する。「部方針書」は次年度
の予算編成に反映させ、最高意思決定機関である
庁議において政策決定し、健全な行財政運営を行
う。

・投資的事業については、総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施した。
  市長の施策方針を踏まえ、「翌年度重点施策方針」及び「部施
策方針」、「課施策方針」を作成し、予算編成とリンクした計画的
かつ重点的な事業管理を行った。

・第４次八女市総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施する。
  部長は、市長の経営方針(マニフェスト)を踏まえ、
第４次八女市総合計画との整合性を考慮した上
で、次年度の部内各課における行政執行の指針と
なる「部方針書」を作成する。「部方針書」は次年度
の予算編成に反映させ、最高意思決定機関である
庁議において政策決定し、健全な行財政運営を行
う。

・投資的事業については、総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施した。
  市長の施策方針を踏まえ、「翌年度重点施策方針」及び「部施
策方針」、「課施策方針」を作成し、予算編成とリンクした計画的
かつ重点的な事業管理を行った。

企画財政
課

・起債については交付税算入率の高い過疎債と辺
地債を中心に借り入れ、一般会計の借入額(発行
額)を元金償還額より１０億円少なくする。

・起債については、臨時財政対策債（交付税算入率１００％）、
辺地債（同８０％）、過疎債（同７０％）、一般会計出資債（同５
０％）、災害復旧債（同１００％）を借り入れた。
　借入額（発行額）が約２４億９００万円に対して、元金償還額が
約４３億５，９００万円であった。借入額（発行額）が、元金償還額
を約１９億５，０００万円下回った。

・起債については交付税算入率の高い過疎債と辺
地債を中心に借り入れ、一般会計の借入額(発行
額)を元金償還額より１０億円少なくする。

※２４年度当初予算においては、臨時財政対策債、
辺地債、過疎債を借り入れる予定である。
　　また、借入予定額約２２億６，９００万円に対して
元金償還予定額が約３７億１，７００万円であり、借
入予定額が元金償還予定額を１４億４，８００万円下
回っている。

・起債については、臨時財政対策債（交付税算入率１００％）、
辺地対策事業債（同８０％）、過疎対策事業債（同７０％）、緊急
防災・減災事業債（補助分８０％、単独分７０％）、災害復旧事業
債（補助分９５％、単独分４７．５％）を借り入れた。
　借入額（発行額）が約２８億２，０８１万円に対して、元金償還額
が約３７億１，７９３万円であった。災害復旧事業債借入が増大し
たものの、借入額（発行額）が、元金償還額を約８億９，７１１万
円下回った。

イ　財源の確保 ・関係機関との連携を強化しながら課税客体の完全
把握に努める。

・県下一斉に平成２３年度から５年計画で特徴事業所の拡大に
取り組み、安定した税収の確保と滞納者の防止に努めた。

・関係機関との連携を強化しながら課税客体の完全
把握に努める。

税務署との情報交換を図り、未申告者への対応及び関係機関
との連携をとることで、可能な限り公平かつ適正な課税に務める
ことができた。

⑹  行政サービスの向上

イ　電子市役所
の推進による行
政サービスの向
上

　新たな行政情報化計画を策定し、情報技術の便
益を最大限に活用するとともに、行政の簡素・効率
化とサービスの質的な向上を図るため電子市役所
を推進していく。市民サービスの向上を図るため、
利便性の高い窓口業務の実現やインターネットを活
用した電子申請の拡大を検討する。

⑺ 　健全な財政運営
　投資的事業については、第４次八女市総合計画
及び過疎地域自立促進計画等に基づき総合的視
野に立ち、財政負担、効果等を見極めて効率性を
重視しながら、必要性と緊急性の高いものから計画
的かつ重点的に実施する。
  また、投資的事業に係る起債については、交付税
措置のあるものを厳選し、財政運営上、基本的には
発行額を元金償還内に抑制する。

(ｱ) 　市税等の賦課に当たっては、関係機関との連
携を強化しながら現地調査等を徹底して、課税客
体の完全把握に努める。

税務課
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第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
（428-002）

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

納税課 ・市税等の口座振替加入率57.5％を目標とする。
  （22年度末実績　57.03％）

・市税等の口座振替加入率　５６．８３％ ・市税等の口座振替加入率58.0％を目標とする。 ・市税等の口座振替加入率56.04%

納税課・税
務課・上下
水道局

・コンビニエンスストアでの納付について調査・研究
する。

・市税等のコンビニエンスストアでの納付実施自治体での調査・
研修を実施した。

・コンビニエンスストアでの納付導入を研究を継続
し、納税者からの要望も高いので、収納対策委員会
で市税及び各種料金などとの調整に向け協議す
る。

平成26年度に軽自動車税のコンビニ納付を導入することを決定
した。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」こと
は、市民の税務行政に対する信頼に繋がることとな
る。このため公平で厳正な滞納整理を進めていく。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の指示を図る」ことを重視し滞
納者との納付折衝に対処した。結果、預貯金・不動産など39１
件の差押を実施、158,642千円の差押に対して、17,716千円を
換価した。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」こと
は、市民の税務行政に対する信頼に繋がることとな
る。このため公平で厳正な滞納整理を進めていく。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」ことを重視し、
滞納者との納付折衝を強化した。又本年度より、新たに滞納整
理指導員の配置により、滞納事案の内、長期になるもの及び高
額になる事案の滞納改善を進めると共に、職員の徴収能力向
上に努めた。

  現年分（目標収納率）   市　税　98.00 ％
                         国保税　94.00 ％

            22年度       市　税　97.79 ％
                    　   国保税　93.32 ％

  滞納分（目標収納額）   市　税  92,000千円
                         国保税  80,000千円
                         合　計 172,000千円

           22年度        市　税  89,542千円
                         国保税  76,815千円

　現年分　　　　　　　   市　税　97.70 ％
                         国保税　93.81 ％

 
 

  滞納分　　　　　　　   市　税  94,455千円
                         国保税  83,005千円
                         合　計 177,460千円

　現年分（目標収納率）
　　　　　　　　　　　市　税　98.50 ％
                        国保税　95.00 ％

　滞納分（目標収納額）
　　　　　　　　　　　市　税   95,000千円
                        国保税   85,000千円
                        合　計  180,000千円

　現年分　　　　　　　　  市　税　98.06 ％
    　                  　　　  国保税　93.84 ％

　滞納分　　　　　　　　市　　税   95,355千円
      　　　                   国保税  101,851千円
             　　　            合　　計  197,206千円

・「行政サービス制限」を継続して実施する。 ・「行政サービス制限」を継続して実施する。対象項目の各申請
に対して、滞納の無い旨の確認を実施した。

・「行政サービス制限」を継続して実施する。 ・「行政サービス制限」については、各種補助申請に対して、公
平・公正な調査を実施し適正な処理をした。

子育て支
援課

・保育料の目標収納率             現年分 97.60％
                                 滞納分 20.00％
　（22年度　現年分98.56％、滞納分33.52％）

・保育料の収納率　　　　　　　 現年分 98.33％
                　             滞納分 29.70％

・保育料の目標収納率 現年分97.70％
   　　　　　　　　　滞納分27.00％

・保育料の収納率 現年分98.07％
   　　　　　　　滞納分40.26％

介護長寿
課

・介護保険料の目標収納率         現年分99.10％
                                 滞納分15.00％
　（22年度　現年分99.35％、滞納分21.24％）

・介護保険料の実績収納率       現年分 99.27％
                               滞納分 24.90％

滞納繰越した保険料については、滞納者宅を個別訪問し、制度への理
解を求め、保険料の納付を促した（偶数月訪問）

・介護保険料の目標収納率 現年分99.20％
   　　　　　　　　　　　滞納分20.00％

・介護保険料の実績収納率 現年分99.22％
   　　　　　　　　　　　滞納分19.10％

滞納繰越した保険料については、滞納者宅を個別訪問し、制
度への理解を求め、保険料の納付を促した（偶数月訪問）

建設課 ・道路・水面使用料の目標収納率   現年分98.53％
                                 滞納分 2.34％
　（22年度　現年分98.51％、滞納分 0.74％）

・道路・水面使用料の収納率    現年分 98.66％
                              滞納分  1.57％

・道路・水面使用料の目標収納率　現年分98.53％
　　　　　　　　　　　　　　　　滞納分 2.34％

・道路・水面使用料の収納率 現年分99.27％
   　　　　　　　滞納分12.26％

都市計画
課

・市営住宅使用料の目標収納率     現年分93.18％
                                 滞納分13.57％
　（22年度　現年分95.67％、滞納分16.67％）

・市営住宅使用料の収納率      現年分 97.07％
                              滞納分 17.94％

・市営住宅使用料の目標収納率    現年分95.00％
　　 　　　　　　　　　　　　　 滞納分15.00％

・市営住宅使用料の目標収納率    現年分97.39％
　　 　　　　　　　　　　　　　 滞納分17.35％

福祉課、男
女共同参
画・生涯学
習課

・社会教育・文化施設(公民館)の使用料は、旧１市
２町２村の料金制度を継続し、統一されていない状
況である。このため、使用料金と減免制度について
見直しを行う。

・公立公民館使用料減免実態調査（H23.1.1現在）を行った。
　公立公民館が利用している施設の設置条例は公民館条例を
含めて４つあり、それぞれに減免規定が設けられている。取り扱
い（条文）の統一が可能か調査中。

・公立公民館の部屋毎の面積調査を行い、使用料
金の見直しが必要か検討する。

・公立公民館の部屋毎の面積調査を行った。

スポーツ振
興課

・体育施設(体育館、体育施設)の減免制度を見直
し、適用する。

・平成２３年4月１日より適用した。 ・中学生・高校生の体育施設使用料について、減免の内規を検
討中である。

男女共同
参画・生涯
学習課

・旧２町２村の保健福祉センターに関して、合併未調整であった
利用料金の減免基準の統一を図るため、Ｈ２４年３月議会で関
係条例の改正を行った。

市民課 ・市民課の各種申請書については、使用料・手数料・減免につ
いて、他自治体の状況を調査した。住民票コードについては、
従来住民票の交付で対応していたが、平成２４年度より住民票
コード通知の再発行で対応することで住民負担を軽減すること
とした。

(ｲ) 　市税等の口座振替加入率の増加を促進すると
ともに収納率の向上及び市民の利便性の向上につ
ながるための新たな納付手段を研究する。

(ｳ) 　市税等の徴収については、引き続き滞納者の
財産調査に基づく滞納処分（差し押さえ）を強化す
るとともに、差し押さえ物件の公売も実施していく。
また、滞納者に対する「行政サービスの制限」につ
いても継続して実施する。

納税課

(ｴ) 　各種使用料についても組織の横断的な取り組
みにより滞納整理に関するノウハウの共有を図りな
がら収納率の向上を図る。

(ｵ) 　受益者が特定される行政サービスの提供につ
いては、公平性の観点から負担のあり方について
検討し、適正化を図る。
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第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
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実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

上下水道
局

・合併に伴い立花上水道を経営統合したが、料金
については経過措置をとっており、料金の統一を図
るための例規の整備や説明会等を行う。

・立花町町内の２ケ所において住民向けに、又町内の各事業所
において、２４年度からの料金統一の説明会を行った。

・経営統合した立花上水道との料金の統一を実施
する。(6月賦課分（4月5月分）から統一）

・料金統一を行った。

子育て支
援課

総務課 ・遊休地・長狭物の活用と処分を進める。 ・普通財産の活用を図り、地域の福祉の向上、地域経済への効
果及び財源の確保を図った。
　（平成２４年３月３１日現在貸付状況）
　　普通財産総面積　35,062.32㎡、貸付面積　30,237.13㎡
　　貸付率　86.24％、貸付料総額　6,861,900円

・公有財産利活用検討委員会を設置し、遊休地を
含めてすべての市有財産の利活用について協議
する。

・公有財産利活用検討委員会を計５回開催し、今後の公有財
産の利活用にかかる取扱いについて協議した。
（平成２５年３月３１日現在貸付状況）
　　普通財産総面積　35,062.32㎡、貸付面積　34,885.72㎡
　　貸付率　86.24％、貸付料総額　9,792,780円

・分譲を進めている黒木町築山定住促進団地1区画を売却し
た。
　　　４０３．８７㎡　　３，５６７千円

・分譲を進めているいちょうの杜1区画、黒木町築山定住促進団
地1区画を売却した。
　　　いちょうの杜　　 ２４１．８５㎡　　１０，４２３千円
　　　築山定住団地　３９７．４１㎡　     ３，３６６千円

・不要となった物品については、インターネットオー
クション等を通じて売却することで収入の増加を図
る。

・不要となった公用車１台について、インターネット公有財産売
却を行った。売却額45,000円

・不要となった物品については、インターネットオー
クション等を通じて売却することで収入の増加を図
る。

・不要となった公用車１台について、インターネット公有財産売
却を行った。売却額45,000円

・今福工業団地に企業を誘致する。
  (残地 ２．３８ha)

・企業の誘致はできていない。 ・今福工業団地については、企業からの分譲申請
がある予定なので、年度中に立地協定に至るよう協
議を調える。

・今福工業団地については、平成２５年度に用地分譲を行うよう
対象企業と覚書を取り交わした。

・前古賀工業団地(仮称)については、農工法計画
等、関係機関との協議を進め、基本計画方針をまと
める。

・関係機関との協議を進めたが、農地開発の見込みが厳しく実
施計画までいたっていない。

・前古賀工業団地(仮称)の基本計画方針を作成し、
それを基に実施計画（条件等整理業務）を策定す
る。

・前古賀工業団地（仮称）については、民間からの企業進出の
動きがあり、これを見守ることにした。これにより、条件等整理業
務については、策定を見合せた。

(ｸ) 　広告事業の拡大を検討し、自主財源の拡充を
図る。

総務課 ・封筒等への広告掲載について調査研究をする。 ・封筒の在庫があり次回作成時に検討する。 ・封筒等への公告掲載について導入について検討
する。

・広告入り庁用共通封筒の作製及び無償提供について協議し
た。

・水道ビジョンを策定する。 ・簡易水道事業において、廃止届・変更認可申請と合わせて、
県と協議中

・水道ビジョンを策定する。 ・災害対応等により策定できなかった。

・上水道の給水普及率の向上　82.90％
  （22年度　82.13％）

・上水道の給水普及率　82.50％
　八女県土事務所内の建築士会事務局及び都市計画課に加
入案内のチラシを配布した。

・上水道の給水普及率の向上　83.70％ ⇒83.0%
　人口減少（旧八女市97人減、旧立花183人減、旧上陽134人
減）に伴う自然減

・上水道料金の目標収納率　　　現年分 98.50％
　                            滞納分 57.00％
  （22年度　現年分98.30％、滞納分58.39％）

・上水道料金の収納率　　現年分　98.23％
　　　　　　　　　　　　滞納分　53.01％
　夜間徴収等を行った。

・上水道料金の目標収納率　 現年分　99.00％
   　　　　　　　　　　　　滞納分　58.00％

⇒現年度分 98.38%
　滞納分   48.52%
　夜間の戸別訪問等により納付を促した。また、前々回分からの
滞納者で、訪問後も納付がない場合は、給水停止を行った。

・上水道台帳管理システムを整備する。
   (５か年計画４年度)。
  給水台帳・配管図の打ち込み整備

・給水台帳・配管図の打ち込みを行った。
  平成25年度立花地区整備に向け、検討中
  総務係・工務係で活用している。

・上水道台帳管理システムを整備する。
   (５か年計画５年度)
  給水台帳・配管図の打ち込み整備(終了)

・旧八女市の創設事業及び第１次拡張事業個所の管理システ
ムが完了し、今後、業務の効率化が図られる。

・新八女市としての中長期経営計画を含む公共下
水道全体計画を策定する。
   (中期経営計画については、検討・策定)

・平成24年度計画策定に向け、現在調査検討中 ・新八女市としての中長期経営計画を含む公共下
水道全体計画を策定する。
   (中期経営計画については、検討・策定)

・新八女市公共下水道全体計画の策定に向けて、現在調査検
討中。

・下水道加入率の促進  65.2％
　　(22年度 64.53％)

・下水道加入率  64.9％ ・下水道加入率の促進　65.5％ ・下水道加入率　67.2％

　戸別訪問や文書送付により、下水道事業への理解を促進する
とともに、改造工事助成金制度等の説明を丁寧に行うことによ
り、下水道への早期加入を促した。

(ｷ) 　企業誘致を積極的に推進し、定住人口の増加
と雇用の拡大を図り、税収確保につなげる。

商工観光
課

ウ　公営企業の
経営健全化

　 公営企業については、事務事業の減量・効率化
を推進するとともに、中長期経営計画の策定を行い
ながら健全な経営に努める。

上下水道
局

(ｵ) 　受益者が特定される行政サービスの提供につ
いては、公平性の観点から負担のあり方について
検討し、適正化を図る。

(ｶ) 　市有地の貸付や処分等を行うとともに不要物
品等についても利活用策を検討し、不用なものに
ついては売却等適正な処分を図る。
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第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
（428-002）

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

・下水道事業の受益者負担金の目標収納率
                         現年度分   95.0％
                      (現年度賦課分 99.3％)
                      (過年度賦課分 79.4％)
                        滞納繰越分  11.0％

            22年度      現年度分    95.0％

・下水道受益者負担金の収納率
                  　現年度分　94.51％
         (うち、現年度賦課分　99.44％)
         (うち、過年度賦課分　78.24％)
                  滞納繰越分　15.63％

　電話及び戸別訪問等により、制度への理解を求める等により

・下水道事業の受益者負担金の目標収納率
       現年度分  95.0％
  (現年度賦課分  99.4％)
  (過年度賦課分  79.0％)
     滞納繰越分  15.0％

・下水道事業の受益者負担金の収納率（3月末）
   　　現年度分  95.10％
  (現年度賦課分  98.82％)
  (過年度賦課分  76.27％)
   　滞納繰越分  19.11％

　戸別訪問や電話催告により、負担金制度への理解を求める等
・下水道使用料の目標収納率　　現年分  97.8％
                            　滞納分  55.0％
  (22年度  現年分97.7％、滞納分66.7％)

・下水道使用料の収納率　現年分　97.38％
                        滞納分　30.92％

　電話及び戸別訪問等により、納付を促した。

・下水道使用料の目標収納率 現年分  97.8％
   　　　　　　　　　　　　滞納分  55.0％

・下水道使用料の収納率（3月末） 現年分  97.51％
   　　　　　　　　　　　　　　 滞納分  18.50％

　戸別訪問や電話催告により、早期の納付を促した。

エ　一部事務組
合、第三セク
ターへの関与

(ｱ)　一部事務組合の効率的・効果的な経営につい
ては、構成市町村の立場から情報の提供を求める
等、引き続き関わりを強化する。

企画財政
課等

・一部事務組合の効率的・効果的な経営について
は、構成団体の立場から情報の提供を求める等、
引き続き関わりを強化することで、歳出を抑制する。
特に八女地区消防組合については、通信の広域化
等により将来的にも多額の負担金が見込まれるた
め、財政担当課も含めて長期財政計画に基づき協
議していく。

・各所管課を通して構成市町村の立場から情報の提供を求め、
事務内容の精査を行う等の働きかけを行った。

・一部事務組合の効率的・効果的な経営について
は、構成団体の立場から情報の提供を求める等、
引き続き関わりを強化することで、歳出を抑制する。
特に八女地区消防組合については、通信の広域化
等により将来的にも多額の負担金が見込まれるた
め、財政担当課も含めて長期財政計画に基づき協
議していく。

・財政担当課長及び消防担当課長が出席する幹事会により、協
議を行った。

健康推進
課

環境課 一部事務組合の効率的・効果的な経営について
は、構成市町村の立場から情報の提供を求める
等、引き続き関わりを強化することで、歳出を抑制す
る。

八女西部？（社会環境課）一般管理費について議論を行った。 ・一部事務組合の効率的な経営については、担当課長会にお
いて予算編成時にチェックしている。
　また、施設統廃合に関する内部検討において、財政的メリット
を含めて、財政担当課を交えた検討を行っている。

(ｲ)　第三セクターについては、経営改革等の指導・
助言を行い、経営基盤の強化を進める。

全課 ・八女市が出資(出捐)する第三セクター(土地開発
公社を除く)について専門コンサルタントによる経営
診断を実施する。この診断結果に基づき、今後のあ
り方について検討、見直し方針を決定する。

・八女市が出資(出捐)する８つの第三セクターについて、専門コ
ンサルタントによる経営診断を実施し、結果の報告を受けた。第
三セクター及び関連公共施設の見直し方針を検討中である。

・経営診断の結果に基づき、経営状況の悪化など
の課題を抱えた団体について、その解消に向けた
施策を検討する。

企画財政
課・商工観
光課

・株式会社 道の駅たちばな ・財団法人 秘境杣の
里・財団法人 星のふるさと が三セクの対象となって
おり、行財政改革推進課の経営診断を待って経営
改革にあたる方針。一般財団への移行についても
指導・助言を行っていく。

 ・財団法人 秘境杣の里・財団法人 星のふるさとの 一般財団へ
の移行について指導・助言を行った。

・星のふるさと及び秘境杣の里を一般財団法人へ移行し、経営
の健全化に努めた。

健康推進
課

 ・クリニックくろきについては、人件費の削減（ボーナスの減
額）、ジェネリック薬品の利用による経費の削減を行った。

商工観光
課

・財団法人　八女伝統工芸館では、「皮白竹」「もんぺ博」等の
自主イベントの企画運営により、来訪者が増大した。また、八女
伝統工芸館に併設して八女観光物産館を整備し、㈶八女伝統
工芸館に指定管理委託した。

・財団法人 八女伝統工芸館 については、施設の
有効利用、自主イベントの企画運営等を進め、来訪
者の増大により経営基盤の強化を図る。八女伝統
工芸館のリニューアルにより、八女観光物産館との
集客の相乗効果を図る。

・財団法人 八女伝統工芸館 については、施設の有効利用、自
主イベントの企画運営等を行い、来訪者の増大により経営基盤
の強化を図った。また、八女観光物産館が4月14日にグランド
オープンしたことで、4月・5月においては、前年度を上まわる入
館者数を達成した。このほか、八女伝統工芸館の基金を活用し
て照明器具のLED化と天井・壁面部分のリニューアルを行った。

ウ　公営企業の
経営健全化

　 公営企業については、事務事業の減量・効率化
を推進するとともに、中長期経営計画の策定を行い
ながら健全な経営に努める。

上下水道
局
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第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
（428-002）

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
第６次八女市行政改革大綱

改革推進の主要事項
計画実施
担当課

２３年度 ２４年度

オ　物件費等の
節減

　八女市役所環境方針に基づき物件費の節減を推
進する。

総務課、環
境課

・環境方針に基づく光熱水量を平成２２年度実績以
下に抑制し、節減を促進する。

（平成23年度実績）
・電気使用量　574,431Kwh,6～10月全庁舎　774,928Kwh
・水使用量      　4,739㎥
・ＬＰガス使用量　695.8㎥

・環境方針に基づく光熱水量を平成２３年度実績以
下に抑制する。

・環境方針に基づく光熱水量を平成２３年度実績以下の抑制に
努めたが、九州北部豪雨の影響で達成できなかった。

（平成24年度実績）
・電気使用量　612,103Kwh
・水使用量      　4,722㎥
・ＬＰガス使用量　600.6㎥

※計画実施担当課は平成28年3月31日現在の名称となっています。
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第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
（428-002）

ア　地域コミュニ
ティの育成と連
携の推進

  本市の２１校区・地区で活動する「まちづくり団体」
を、市との対等なパートナーとして、市と協働してま
ちづくりや地域づくりを推進する市民側の相手先と
位置づける必要がある。今後、まちづくり団体の自
主的活動の推進支援を図るとともに、市の各業務と
まちづくり団体の地域活動が、必要に応じて連携
し、又は共催するなど、協働関係を構築できる環境
づくりを進める必要がある。
  さらに、まちづくり団体において、住民意識の温度
差や活動の地域差が出ないよう、「八女市未来づく
り協議会」を活用し、住民の意識高揚とレベルアッ
プを図るとともに継続可能な組織づくりを進め、地域
分権制度の研究を行う。

地域づくり・
文化振興
課

イ　行政の透明
性向上

(ｱ)　市民協働の前提となる市民の行政に対する信
頼を確立するためには、市の政策や動向に関する
情報を積極的に公開していく必要がある。このた
め、広報紙やホームページ等を有効に活用しなが
ら、市民が必要な情報を欲しい時に取得できるよう
な仕組みづくりを進める。

秘書広報
課

第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

⑴　市民と行政との協働のまちづくりの推進
実施計画 実施結果 実施計画 実施結果

・市民やまちづくり協議会に対し、まちづくり基本方
針の趣旨等について講演会等で住民の理解を深
める。

・地域振興計画の必要性を研修会等で周知し、過
疎化の進む八女東部のまちづくり協議会を重点的
に推進する。

・地域づくり提案事業の活用を推進することで、まち
づくり協議会の実践活動を支援する。

・未来づくり協議会活動について人的（まちづくり指
導員）及び資金（補助金）の両面から支援する。

・未来づくり協議会主催の行政執行部との懇談会時に、まちづ
くり基本方針を議題として協議をした。
　また、黒木地区行政区長会について、基本方針の説明を実施
した。

・地域振興計画策定に向けた策定委員会設置をしていただくた
めにチラシを作成し、指導員等とともに説明会を実施した。
　計画策定を始めた団体に対しては、アンケート調査の集計等
については、指導員が協力している。また、会議にも随時参加し
ている。今年度、２１団体中、２団体が地域振興計画の策定を終
え、４団体が策定中である。

・今年度は、地域づくり提案事業として、１７事業が実施され、地
域振興計画の策定をはじめ、地域の憩いの場の整備や伝統行
事等への財政支援を行った。

・補助金７５万円を、未来づくり協議会に事業費として交付し、地
域づくり講演会や先進地視察研修等を実施した。未来づくり協
議会の事務局として、指導員２名が協力した。

・市民やまちづくり協議会に対し、まちづくり講演会
や先進地視察研修を時開催し、市民との協働によ
るまちづくりに対する住民の理解を高める。

・地域振興計画の必要性を手引き等を作成し、まち
づくり指導員とともに、八女地区のまちづくり協議会
に説明する。

・地域づくり提案事業の活用を推進することで、まち
づくり協議会の実践活動を支援し、情報紙等で住
民へ活動の報告を行う。

・未来づくり協議会活動について人的（まちづくり指
導員）及び資金（補助金）の両面から支援し、組織
の事務局や女性リーダーの育成を図る。

・未来づくり協議会主催の情報交換会、地域づくり提案事業活
動報告、講演会及び視察研修を行い住民の理解を高めた。

・地域振興計画策定を始めた団体に対しては、指導員がアン
ケート調査をサポートした。また、策定委員会にも随時参加して
いる。
※計画策定実績　八女地区1団体（八女地区の全8団体中、2団
体が策定済み）。

・今年度は、地域づくり提案事業として、13事業に助成し、地域
振興計画の策定をはじめ、地域の憩いの場の整備や植林・植
栽事業等への財政支援を行った。

・未来づくり協議会活動に対して、人的・資金の支援を行った。
　補助金：75万円交付
　地域づくり講演会や先進地視察研修等を実施
　指導員2名が協力（事務局）

・外部に発信すべき情報の洗い出し整理をし、より
内容の充実を図りながら、迅速な情報の更新を徹
底する。また、ホームページに対し職員の意識を高
め、より良いホームページの作成に取り組む。

⇒年間７５万件を目標とする。
⇒45％以上をめざす。（市民アンケートより）

　
⇒90％以上をめざす。（市民アンケートより）

・ホームページ訪問件数  　538,968件
・ホームページを見ている人の割合 21.5％

・広報紙を読むと答えた人の割合　82.8％

・外部に発信すべき情報の洗い出し整理をし、より
内容の充実を図りながら、迅速な情報の更新を徹
底する。また、ホームページに対し職員の意識を高
め、より良いホームページの作成に取り組む。

（目標）
・ホームページ訪問件数
　年間60万件を目標とする。
・ホームページ見ている人の割合
　45％以上をめざす。（市民アンケートより）
・広報誌を読むと答えた人の割合
　90％以上をめざす。（市民アンケートより）

・ホームページ訪問件数  590,915  件

・ホームページを見ている人の割合 22.2％

・広報紙を読むと答えた人の割合　82.2％

・多くの市民が携帯を利用しているため、スマート
フォンをはじめとするモバイル端末からのホーム
ページへのアクセスが増加している。このためモバ
イル端末によるアクセスに対応するサイトを増設す
る。

・スマートフォンからのアクセスに対応するサイトを増設した。

・コミュニティＦＭ放送の緊急及び一斉放送の充実
を図るとともに、市民が親しみをもてる放送局となる
よう放送を行う。

・コミュニティFM放送の自動起動を活用し、朝7：00、昼12：20、
夜20：00に八女市のお知らせを実施した。

・難聴対策工事を実施し充実を図った。
なお、大雨や台風などの災害情報も緊急放送としてお知らせ
し、住民に避難を促した。

・ＦＭ聴者実績（市民アンケートより）
　全く聞かない人　23%

２５年度 ２６年度
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

(ｲ)　 財政健全化法に基づく各指標の公表をはじめ
とする市の財政状況を広報紙・ホームページにより
市民に分かりやすい形で情報公開し、財政運営の
透明性を高め、市民によるチェック機能を向上させ
る。

企画財政
課

企画財政
課

農委事務
局

人権・同和
教育課

人権同和
政策課

子育て支
援課

福祉課

介護長寿
課

ウ　政策形成過
程への市民参
画

  市民の生活に影響を与える制度や施策を決定す
る過程において、市民志向を把握し、市政に反映さ
せるため、市民アンケートやパブリック・コメント等を
積極的に活用し、政策形成過程や事業実施などに
おける市民参画の機会を保障する。

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・財政状況については市民に関心を持っていただく
ために、できるだけ多くの情報をホームページに掲
載する。

・公表することを通して、持続可能な財政運営を目
指す。

・財政健全化法に基づく各指標の目標値は早期健
全化基準以下とするのは必須であり、特別な事情が
ない限り、前年度の数値を改善する。

・法的に義務付けられた年２回（５月と１１月）の財政事情の公表
とは別に、次の事項をホームページに掲載した。
　　①公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画など
　　②総務省方式改訂モデルによる平成２３年度財務書類

・わかりやすい表現で公表するように努め、また、公表することで
将来に亘る健全な財政運営を行った。

・２４年度決算における各指数は、元利償還金の減額、及び充
当可能な基金の増額等により改善した。

（２４年度決算）
　「実質赤字比率」　　　　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「連結実質赤字比率」　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「実質公債費比率」　　　9.5％
　「将来負担比率」　　 　　─
    *将来負担比率は、実質的な将来負担額(将来負担額－充
当可能財源額等)がマイナスになり、バー表示となる。

・財政状況については市民に関心を持っていただく
ために、できるだけ多くの情報をホームページに掲
載する。

・公表することを通して、持続可能な財政運営を目
指す。

・財政健全化法に基づく各指標の目標値は早期健
全化基準以下とするのは必須であり、特別な事情が
ない限り、前年度の数値を改善する。

・法的に義務付けられた年2回（5月と11月）の財政事情の公表
とは別に、次の事項をホームページに掲載した。
1公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画など
2総務省方式改訂モデルによる財務書類

・わかりやすい表現で公表するように努め、また、公表することで
将来に亘る健全な財政運営を行った。

・25年度決算における各指数は、元利償還金の減額、及び充
当可能な基金の増額等により改善した。

（25年度決算）
　「実質赤字比率」　　　　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「連結実質赤字比率」　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「実質公債費比率」　　　9.0％
　「将来負担比率」　　 　　─
    *将来負担比率は、実質的な将来負担額(将来負担額－充
当可能財源額等)がマイナスになり、バー表示となる。

・第４次八女市総合計画の３４基本施策における、
八女市の様々な取り組みについて、市民の納得
度、重要度または意見を伺い、業務改善情報として
活用するため市民アンケートを実施する。

・市民２０歳以上無作為抽出による2,500人に対し総合計画の基
本施策における、八女市のさまざまな取り組みについて、市民
の納得度、重要度及び意見を伺う市民アンケートを実施し、政
策形成過程での業務改善情報として活用を図った。
  総合納得度は、４段階評価で3.01であった。

・第4次八女市総合計画の34基本施策における、八
女市の様々な取り組みについて、市民の納得度、
重要度または意見を伺い、業務改善情報として活
用するため市民アンケートを実施する。

・市民20歳以上無作為抽出による2,500人に対し総合計画の基
本施策における、八女市のさまざまな取り組みについて、市民
の納得度、重要度及び意見を伺う市民アンケートを実施し、政
策形成過程での業務改善情報として活用を図った。
  総合納得度は、4段階評価で2.97であった。

・農業委員会の適正な事務実施については、イン
ターネットで公開し、意見を集約し、反映する。

・平成２５年４月５日に市ホームページに掲載し、意見集約を
行った。特に意見等は無かった。

・農業委員会の適正な事務実施については、イン
ターネットで公開し、意見を集約し、反映する。

・農業委員会の適正な事務実施については、インターネットで
公開し、意見の募集をおこなった。

・スマイルフェスタ、人権セミナー等事業実施後は、
アンケート調査を実施し、市民の人権問題に対する
志向を把握し事業内容の改善に努める。
　また、関係団体との連携強化を図り、今後とも地域
リーダーの育成に努める。

・昨年のアンケート結果を基に、実行委員会にて人権セミナー、
スマイルフェスタの研修内容を協議して実施した。研修会参加
者アンケートから、人権問題に対する理解が少しずつではある
が見られる。人権・同和問題に対する正しい理解と人権感覚の
習得は、学びによりが得られるものである。このため、研修に参
加していない市民への参加を広げていくよう場の設定を検討し
ていく。
・各種事業を地域リーダーの育成の場とし、各種講座等への講
師としての活用を図った。

・スマイルフェスタ、人権セミナー等事業実施後は、
アンケート調査を実施し、市民の人権問題に対する
志向を把握し事業内容の改善に努める。
　また、関係団体との連携強化を図り、今後とも地域
リーダーの育成に努める。

 ・市民の人権に対する関心を高め人権意識の向上を図るため
人権セミナーをはじめスマイルフェスタを継続して開催してい
る。市民が気軽に参加でき関心を寄せる事業内容とするため、
前年度のアンケートを基に事業の充実に努め人権教育・啓発の
推進を図り、多数の市民の参加（人権セミナー13回：1,193名、
スマイルフェスタ：1,245名）が得られた。
また、平成22年度に実施した人権問題に関する市民意識調査
結果の課題等に基づき、取り組みの充実に努めた。

・同和問題啓発強調月間の講演会参加者にアン
ケートを実施し、事業の効果を図るとともに、次年度
の開催計画に活かす。

・7月に八女、黒木の2会場で実施した同和問題啓発強調月間
の講演会時に参加者にアンケートを実施した。講演会の形式、
内容、講師、会場等についての市民の志向や、同和問題に関
する理解度と考えが把握できた。事業の継続要望は高く、コン
サートや著名な講師の希望も多かったことを踏まえて、平成27
年度の事業を計画した。・子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ

調査を実施する。
・平成２６年度末に子ども・子育て支援事業計画を策定するた
め、就学児（小学１年生～小学５年生）及び未就学児の保護者
を対象にニーズ調査を実施し集計を行った。

・子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ
調査を実施する際にパブリックコメントを活用する。

・子ども・子育て支援事業計画策定の際に、パブリックコメントを
実施した（数件の意見あり）。

・民生委員、行政区長、老人クラブ等の代表者や社会福祉施設
の経営者、保健医療、高齢者支援、障害者支援、子育て支援
に従事する市民等から委員を任命し、八女市地域福祉推進委
員会を立上げ、会議を開催した。この委員会では、地域福祉計
画に掲げた４８項目の数値目標を確認しながら２５年度の進捗
状況を報告し、委員からの助言を得ることができた。

・地域福祉計画に係る事業の推進に関して「八女市
地域福祉推進委員会」を開催し、進捗状況等につ
いて審議する。委員には、地域福祉に関連する各
団体からの代表者（市民）等を任命し、地域の実情
を把握しながら、より地域に根差した計画となるよ
う、取り組みを進める。

・民生委員、行政区長、老人クラブ等の代表者や社会福祉施設
の経営者、保健医療、高齢者支援、障害者支援、子育て支援
に従事する市民等から委員を任命し、八女市地域福祉推進委
員会を開催した。この委員会では、地域福祉計画に掲げた48項
目の数値目標を確認しながら26年度の進捗状況を報告し、委
員からの助言を得ることができた。

・高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定
に伴い、日常生活圏域ニーズ調査を実施する。
・指定地域密着型サービスの充実を図るため、引き
続き市内の地域密着型サービス事業者で組織する
連携会議の意見を聴取していく。

・高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画策定に先立ち、高
齢者の健康づくりや福祉・介護に関する考えをうかがい、結果を
踏まえて、高齢者が暮らしやすい街づくりを進めるために、居宅
サービス・小規模多機能型居宅介護利用者全員と介護保険を
利用していない高齢者を無作為抽出し５，２０７人にアンケート
調査を実施し、回収率61.1％となった。また、市内の全居宅介
護支援専門員を対象に市内の高齢者や介護サービスに関する
アンケートを実施し、分析を行った。また、介護保険事業計画推
進委員会において、各委員の意見を伺った。これらの意見を２６
年度計画策定に反映していく。
・地域密着型サービス事業者連携会議を開催し、八女市の介
護保険事業並びに地域密着型サービスに関する意見を聴取し
た結果、地域密着型サービス事業所研修会を５回開催し、介護
サービスの質の向上を図ることができた。

・高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画策定
に伴い市民の多様な意見を把握するため策定委員
会を組織するとともにパブリックコメントを実施する。
・指定地域密着型サービスの充実を図るため、引き
続き市内の地域密着型サービス事業者で組織する
連携会議の意見を聴取していく。

・高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画策定に伴い各方
面より選出した策定委員会を組織し、市民の多様な意見を把握
するとともに、矢部地区、星野地区において民生委員・児童委
員との懇談会に参加し意見を聴取した。
　また、全ての民生委員、児童委員、市内の介護事業所並びに
居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターの介護支援
専門員に対してアンケートを実施した。計画原案については、
パブリックコメントを実施し、広く市民の意見を求めた。

・地域密着型サービス事業者連携会議を開催し、八女市の介
護保険事業並びに地域密着型サービスに関する意見を聴取し
た結果、地域密着型サービス事業所研修会を5回開催し、介護
サービスの質の向上を図ることができた。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

男女共同
参画・生涯
学習課

防災安全
課

秘書広報
課

全課

ウ　政策形成過
程への市民参
画

  市民の生活に影響を与える制度や施策を決定す
る過程において、市民志向を把握し、市政に反映さ
せるため、市民アンケートやパブリック・コメント等を
積極的に活用し、政策形成過程や事業実施などに
おける市民参画の機会を保障する。

エ　防災意識の
高いまちづくり

  各地域の人口減少による消防団員の定員不足や
昼間の消防力低下に対応するため、地域住民が連
携した自主防災組織の重要性が高まっている。災
害時に迅速な防災体制が組めるよう、市民の防災
意識を高め、自主防災組織の育成、避難体制の確
立をめざしていく。また、防災情報についても一体
的に発信できる仕組みづくりを行う。

⑵　持続可能な行政基盤の構築
ア　行政評価シ
ステムの見直し
と活用

  今後、地方自治体の自己決定、自己責任の度合
いが高まっていく中で、住民ニーズや新しい施策を
達成していくためには、限られた資源（ヒト、モノ、カ
ネ）を効率的、効果的に投入していくことが重要とな
る。行政評価制度の抜本的な見直しを行い、新たな
八女市のマネジメントシステムを再構築し、主要施
策や各種の事務事業を戦略的な視点で評価・点検
しながら重点化や集約化等を図る。

企画財政
課

イ　業務の外部
委託等の更なる
推進

  行政経営の効率化、住民サービスの向上等を図
るため、既存の委託業務を再点検するとともに、外
部委託の実施が適当な業務については引き続きア
ウトソーシングの諸手法（業務委託、指定管理者制
度、民営化、市民や市民団体等による事業協力 な
ど）の中から最適な手法を検討し、外部委託化の推
進を図る。

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・九州北部豪雨の教訓を生かすとともに、防災意識
の向上のため、各地の自主防災組織を中心に、防
災訓練、避難訓練、図上訓練などの訓練の実施及
び避難所の見直しを行い、安全に避難できる体制
の確立を行う。
自主防災組織の強化のため、自主防災組織支援
整備事業補助金を活用し、引き続き、資機材購入
費及び、訓練費の一部を補助する。
八女市地域防災計画及び初動マニュアルなどの見
直しを行い、防災体制の強化を図る。

・九州北部豪雨の教訓を生かすとともに、防災意識の向上のた
め、各地の自主防災組織を中心に、防災訓練、避難訓練、図上
訓練などの訓練を実施し、延べ約7,000人の住民が参加した。
また、避難所の見直しを各地域で行い、安全に避難できる体制
を確保に努めた。
自主防災組織の強化のため、自主防災組織支援整備事業補
助金を活用し、引き続き、資機材購入費及び、訓練費の一部を
補助し、23団体が活用した。
さらに、八女市地域防災計画及び初動マニュアルなどの見直し
を行い、防災体制の強化を図った。

・引き続き、自主防災組織の活動支援及び、未結成
地域の結成の働き掛けを行う。
市では、自主防砂組織の研修会や、各地で防災講
習会、出前講座等を実施し、自主防災組織の強化
と住民の防災意識の高揚に努める。
さらに、災害対策基本法の見直しや国のガイドライ
ンの改正に併せて、避難判断基準の見直しや、ハ
ザードマップ改訂版の発行を行い、住民の安全安
心の確保と、防災意識の向上に努める。

平成26年4月に自主防災組織研修会を実施したほか、各地で
出前講座を開催した。また、自主防災組織未設置の地域で説
明会や講座、話し合いなどを行い、設立の支援を行った。
また、土砂災害警戒区域などの情報を記載した八女市防災ハ
ザードマップを作成し、全世帯へ配付した。さらに、行政区ごと
に図上訓練用地図を作成し、行政区へ配付した。
この他、広報誌に定期的に防災知識の高揚を図る記事を掲載
した他、毎月、地元コミュニティＦＭ放送で、防災アドバイスの
コーナーを通じて、住民の安全の確保や防災意識の向上に努
めた。

・コミュニティＦＭ放送の緊急及び一斉放送の充実
を図るとともに、市民が親しみをもてる放送局となる
よう放送を行う。

・コミュニティFM放送の自動起動を活用し、朝７：００、昼１２：２
０、夜２０：００に八女市のお知らせを実施した。
なお、大雨や台風などの災害情報も緊急放送としてお知らせ
し、住民に避難を促した。

（(1)イ(ア)再掲）
・コミュニティＦＭ放送の緊急及び一斉放送の充実
を図る。

・大雨や台風などの災害情報も緊急放送としてお知らせし、住
民に避難を促した。

・全庁横断的で機動的な意思決定を可能とするトッ
プマネジメント機能の強化や組織マネジメント強化
の体制づくりを図るとともに、総合計画、行政評価、
予算編成がより有機的に連動するシステムを構築
するため、政策課題の整理や、今後の取り組む方
策（活動）を明確化するためのツールとして活用で
きるよう行政評価システムの改善を図る。

・行政評価　事務事業評価を総合支所及び支所の事務につい
て評価を行い、全庁的な取り組みとした。

・全庁横断的で機動的な意思決定を可能とするトッ
プマネジメント機能の強化や組織マネジメント強化
の体制づくりを図るとともに、総合計画、行政評価、
予算編成がより有機的に連動するシステムを構築
するため、政策課題の整理や、今後の取り組む方
策（活動）を明確化するためのツールとして活用で
きるよう行政評価システムの改善を図る。

・行政評価　事務事業評価を総合支所及び支所の事務につい
て評価を行い、全庁的な取り組みとした。

・八女市行財政運営(マネジメント)システム構築基
本方針に基づき、各部及び各課(室・局)が重点的
に取り組む主要事業や、具体的な課題・対応方針
を、「方針書」として作成し、政策実現と運用管理の
プロセスを意識した業務の進捗管理を行う。最高意
思決定機関である庁議については、より戦略的な政
策決定の場としての「経営会議」の機能をさらに強
化し、全庁横断的で機動的な意思決定を可能とす
るトップマネジメント機能の強化を図る。また、行政
評価の実施により、各部の使命と責任を明確化する
とともに、各部の経営方針の策定公表等により、部
マネジメントの強化を図る。

・各課において市長の経営方針を踏まえ、翌年度重点施策方
針、部施策方針、課施策方針を作成。また行政評価の全庁的
な取り組みで、各部の使命と責任を明確化し、行財政運営（マ
ネジメント）の強化を図った。

・八女市行財政運営(マネジメント)システム構築基
本方針に基づき、各部及び各課(室・局)が重点的
に取り組む主要事業や、具体的な課題・対応方針
を、「方針書」として作成し、政策実現と運用管理の
プロセスを意識した業務の進捗管理を行う。最高意
思決定機関である庁議については、より戦略的な政
策決定の場としての「経営会議」の機能をさらに強
化し、全庁横断的で機動的な意思決定を可能とす
るトップマネジメント機能の強化を図る。また、行政
評価の実施により、各部の使命と責任を明確化する
とともに、各部の経営方針の策定公表等により、部
マネジメントの強化を図る。

・各課において市長の経営方針を踏まえ、翌年度重点施策方
針、部施策方針、課施策方針を作成。また行政評価の全庁的
な取り組みで、各部の使命と責任を明確化し、行財政運営（マ
ネジメント）の強化を図った。

・行政評価結果に基づく施策の優先順位付けや事
務事業の見直し等の改善を行う中で、業務の外部
委託についても検討する。また、既存の委託業務に
ついても再点検しながら、最適な手法を検討してい
く。

・行政評価結果に基づく施策の優先順位付けや事
務事業の見直し等の改善を行う中で、業務の外部
委託についても検討する。また、既存の委託業務に
ついても再点検しながら、最適な手法を検討してい
く。

・業務の外部委託のほか、既存の庁舎営繕に関する委託業務
等についても、効率化や公平性を鑑み適正な業務内容となるよ
う再点検を行った。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

税務課

子育て支
援課

学校教育
課

環境課

福祉課

介護長寿
課

市民課

ウ　公共施設の
あり方検討

企画財政
課

総務課

イ　業務の外部
委託等の更なる
推進

  行政経営の効率化、住民サービスの向上等を図
るため、既存の委託業務を再点検するとともに、外
部委託の実施が適当な業務については引き続きア
ウトソーシングの諸手法（業務委託、指定管理者制
度、民営化、市民や市民団体等による事業協力 な
ど）の中から最適な手法を検討し、外部委託化の推
進を図る。

  平成２２年２月の合併により公共施設の数が増加
し、維持管理経費の増大、施設配置の不均衡等の
課題があり、現状分析によるあり方検討が急務と
なっている。
  このため、公共施設の状況やコストに関する情報
を一元化し、施設の配置基準、有効活用等に関す
る基本方針を定め、 この方針に基づき、市が保有
する公共施設について総合的な視点から、有効活
用、再配置、処分等に関する取り組みを進める。

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・市民税では、特別徴収の賦課事務において、業務の外部委
託について検討を行い、平成27年度より特別徴収の個別の税
額通知封入れ作業を外部委託することとした。

・岡山保育所は、平成２５年４月から民営化する。
「三河・八幡・光友」３園の民営化に向けて、地元説
明会の開催や移管先事業所の選定を行う。
・存続させる公立保育所の内、福島保育所を地域
子育て支援施設と併せた複合施設して新築し、北
山保育所については、改修を行う。

・岡山保育所は、平成２５年４月１日に園舎を引き渡し完全民営
化した。
・三河・八幡・光友の３保育所について保護者や民生委員・児
童委員への説明会を実施するとともに、移管先保育事業者の選
考に向け、委員会の立ち上げ、法人の公募、プロポーザル審
査。現地審査を行った。
・公立保育所として残す福島保育所は、新築する子育て支援総
合施設内への移転に向けた準備を行い、北山保育所について

・民営化する3保育所に対して移管先選考委員会か
ら出された答申を受け、移管先法人を決定し、保護
者・移管先法人・市との三者協議を行いながら円滑
な移管に向け取り組む。
　特に平成27年度4月から民営化する三河保育所
については、10月から合同保育を実施し、併せて必
要な事務手続きも進める。

・民営化する3保育所に対して移管先選考委員会から出された
答申を受け、移管先法人を決定し、保護者からのアンケートを
取り、移管先法人・市との三者協議を重ね、移管に向けた取組
を行った。
・特に平成27年度4月から民営化する三河保育所については、
10月から合同保育を実施し、法人との契約関係、財産に関する
手続き等必要な事務手続きを行った。

・学校給食民間委託計画に沿って進める。 ・八女市立小・中学校の給食調理業務の今後のあり方につい
て、協議を重ねた。

・学校給食調理業務の具体的な民間委託校等につ
いて、協議を重ねる。

・今後、市立中学校においては、退職者数等を勘案して順次民
間委託について協議・検討していくこととした。

・収集運搬業務に係る民間委託の是非を決定し、
併せて平成２６年度からのごみ収集運搬体制を検
討する。

・今後新たに不燃物の分別細分化等を実施していくことから、市
民へのごみ減量、分別指導及び災害時の機能性確保の観点よ
り、平成26年度も、現状通りの収集運搬体制を継続していくこと
に決定した。

・ごみ減量のために、更なる分別の細分化を推進す
る。その中で収集運搬業務に係る民間委託の是非
を決定し、今後のごみ収集運搬体制を検討する。

・不燃ごみに新たな分別品目（小型廃家電、小金属類等）を加
えることにより、前年度に比べその排出量を半減することができ
た。

・「八女市障害者総合支援法に基づく指定特定相
談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく
指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要
綱」に基づき障害者総合支援法に基づくサービス

・左記サービス等利用計画作成業務をリーベル、蓮の実団地、
蓮の実園、陽だまりの里、筑水会病院、夢工房に委託した。

・「八女市障害者総合支援法に基づく指定特定相
談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく
指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要
綱」に基づき障害者総合支援法に基づくサービス

・左記サービス等利用計画作成業務をリーベル、蓮の実団地、
蓮の実園、陽だまりの里、筑水会病院、夢工房に委託し、サー
ビス等利用計画の作成を行なった。

・介護予防事業の委託にあたり、プロポーザル方式
による随意契約とし、より効果的で効率的な介護予
防事業を目指していく。

・一次介護予防事業並びに二次介護予防事業のうち、通所型
介護予防教室について、プロポーザル方式による随意契約に
取り組んだ。このことで、介護予防事業の拡充が図られ、併せて
当初予定額よりも、委託料が削減できた。

・介護予防事業委託に関しては、平成25年6月から
の事業委託で、事業評価のためにある一定期間の
同じ委託先で事業委託契約を締結する。（平成25
年度プロポーザルを実施した際に、応募事業所が
少なかったことからも随意契約とする。）

・平成26年度に実施した委託事業の通所型介護予防事業に
あっては、平成25年度プロポーザルにより決定した事業所と引
き続き随意契約を締結し、事業の実施効果点検や評価に基づ
き、更なる事業の充実を図った。

・平成２０年度から外部委託によるレセプト点検作業
を行っているが、平成２３年度と２４年度は業者を変
える等その時点での最適と思われる手法を検討す
る。

・平成２０年度から外部委託によるレセプト点検作業を行ってい
る。平成２５年度の実績については、点検による効果額として
６６，４００千円の見込である。２４年度に委託先の業者を変更し
てからは、２年連続で伸び続け、県平均の倍以上の実績をあげ
ている。

・平成20年度から外部委託によるレセプト点検作業
を行っているが、平成23年度と24年度は業者を変え
る等その時点での最適と思われる手法で検討。

・平成20年度から外部委託によるレセプト点検作業を行ってい
る。平成26年度の実績については、点検による効果額として
55，000千円を見込んでいる。24年度に委託先の業者を変更し
てからは、25年度速報値による効果率として県平均0．31を大き
く上回る0．52の実績をあげている。

・公共施設見直し実施計画を策定し、統廃合や管
理体制の見直しを進める。

・基準（「指定管理料積算の基本的な考え方」）に基
づいて指定管理料を整理する。

・公有財産利活用検討委員会を計10回開催し、その中で公共
施設の見直しについて、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。

・指定管理料については、適正基準に従い、これに基づき予算
編成を行った。

・公有財産利活用検討委員会において、公共施設
の見直しについて各施設ごとの分類区分を決定し、
それぞれ当該施設の所管課へ説明したうえで、市
議会及び行政区長会等へ公表し、その後、各施設
の所管課が分類区分に従って処分を行っていくよう
指導し、進捗状況等についても管理する。

・基準（「指定管理料積算の基本的な考え方」）に基
づいて指定管理料を整理する。

・公有財産利活用検討委員会を計4回開催し、その中で公共施
設の見直しについて、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、各課に事務作業
を促した。

・全75施設の指定管理料予算について、適正基準に基づき精
査を行った。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

環境課

  平成２２年２月の合併により公共施設の数が増加
し、維持管理経費の増大、施設配置の不均衡等の
課題があり、現状分析によるあり方検討が急務と
なっている。
  このため、公共施設の状況やコストに関する情報
を一元化し、施設の配置基準、有効活用等に関す
る基本方針を定め、 この方針に基づき、市が保有
する公共施設について総合的な視点から、有効活
用、再配置、処分等に関する取り組みを進める。

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・八女西部清掃工場へのごみ搬入を開始する。

・「八女市循環型社会推進事業整備庁内検討委員
会」にて基本方針を策定する。

・八女東部地区のごみについて、八女西部清掃工場への搬入
を開始した。
　ごみ処理料金は、平成２６年度から移行期間を設定し統一す
る。

・火葬場の統廃合については、八女市循環型社会推進事業整
備庁内検討委員会において検討した結果、東部地区の４斎場
を一括して運転管理業務を委託することで決定し、平成２６年度
から５年間一括して４斎場を委託する。

・中継点として整備した環境センターについては、
市民の利用状況を見ながら、今後の運営のあり方を
検討する。

・し尿処理施設の統廃合についても、現在最も処理
量の多い八女中部衛生施設事務組合への統廃合
を視野に入れつつ本施設の更新等について詳細
な検討を行っていく。

・中継点として、搬入ごみの受け入れを行った。また、今後の運
営について搬入の状況や地元の意見を聞きながら検討を行っ
た。

・本年度より東部地区4斎場の運転管理業務を一括して委託し
たことにより、経費を削減することができた。

・八女中部衛生センターの更新等について、関係機関と検討を
行った。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

農業振興
課

エ　市補助金の
総点検

  市補助金については効果的・効率的かつ適正な
運用を図るため、事業の効果性、団体等の的確性、
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「八女市補助金交付基準」を策定
し、これに基づいて個々の補助金を総点検する。ま
た、規則・要綱等を整備することにより、透明性を高
める。

企画財政
課

オ　小規模な基
礎行政単位（行
政区）の統合

  今後とも「行政上の組織」としての行政区のあり方
について、関係行政区との協議を進めながら組織
の再編を進める。

地域づくり・
文化振興
課

ア　定員の適正
管理

  将来的に厳しい財政状況が予測される中で、行政
課題や社会情勢の変化に的確に対応し、持続可能
で安定した公共サービスを維持していくという視点
から、中長期的な視点に立った計画的な人員確保
が必要となっている。
  平成２２年度に新たに策定した定員適正化計画を
基本に、合併後の組織機構や事務事業の見直しな
どによる職員数の適正化を図り、簡素で効率的、効
果的な執行体制を確立する。

人事課

イ　給与の適正
管理

　職員の給与については、地方公務員法の給与の
根本基準の規定に基づき、生計費並びに国及び他
の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者
の給与その他の事情を考慮し、適正な運用を図る。

人事課

ウ　時間外勤務
の縮減と事務の
平準化

　時間外勤務の多い職場の業務分析を行い、時間
外勤務の縮減及び事務量偏在を解消するための
適切な人員配置を行う。時間外勤務の縮減により、
職員の健康保持と人件費の抑制を図り、厳しい財
政状況の中で、業務の能率向上を図る。

人事課

企画財政
課

(ｲ)　職場における人材育成等の機能を更に高める
ため、管理職の人事マネジメント、組織マネジメント
能力を強化する研修を充実する。

人事課

イ　人事管理制
度の改革

(ｱ)　職員の能力や実績を客観的に把握するために
公平性・透明性・納得性を基本とし、職員の意欲を
高め仕事への使命感を持たせ、さらには、組織力を
高めることにつながる新たな人事評価制度の導入
を検討する。

人事課

⑷　定員及び給与の適正管理

ア　組織・機構
の見直し

  現行の本庁・総合支所及び支所での所管事務や
組織のあり方、地域における行政サービスの提供体
制についての現状を検証し、また、社会経済情勢の
変化に対応した新たな行政課題や、市民の多様な
ニーズに対応した施策を展開するための組織・機
構の見直しは必要に応じ、柔軟に行うこととし、機構
改革研究委員会で検討し改革を進める。
  また、組織を横断する課題や、従来の組織では対
応が困難な新たな課題に対しては、縦割りによる弊
害を抑制し、迅速にかつ効果的に対応できる仕組
みづくりを検討する。

⑶　柔軟で機動的な組織体制の構築

人事課

⑸　人材育成の推進
(ｱ)　今後、地域主権改革により、様々な課題を地方
自治体自らの責任において自主的、主体的に解決
していくことが求められていく中で、本市を分権型社
会にふさわしい組織に変容させていくために、組織
の担い手である職員の意識改革と能力開発を効果
的に推進していく必要がある。
  そのため、人材育成基本方針に基づき職員研修
等を通して、スピード感、確実性、使命感を持ち、市
民からの信頼感を得る市職員の育成を図るととも
に、政策形成能力や法務能力等の向上を図る。

人事課ア　職員の意識
改革と能力開

発

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・健康増進施設（ベンガラ村）については、コンサル
に委託し経営分析を行う。

・各課において補助金交付基準に基づいて評価
し、毎年度の予算に反映するシステムを構築する。

・全ての市補助金について要綱の整備を図った。また、指針に
従い、終期を３年としているため、終期到来し延長する補助金に
ついては次年度予算編成と併せて適合性を確認した。

・終期が到来した補助金で延長すべきものについて
は各課において補助金交付基準に基づいて評価
し、ヒアリング後毎年度の予算に反映する。

・全ての市補助金について要綱の整備を図った。また、指針に
従い、終期を3年としているため、終期到来し延長する補助金に
ついては次年度予算編成と併せて適合性を確認した。

・小規模行政区については、再編について住民に
その機運が高まるよう啓発をしていく。

・推進実績はないが、校区変更を求める地縁団体等の相談等を
受けた。

・小規模行政区については、再編について住民に
その機運が高まるよう啓発をしていく。

・行政区長業務説明資料の中に「行政区再編推進特例奨励
金」を記載し、全行政区長へ配布して周知・啓発を行った。

・平成26年度機構改革に向けて、平成24年度機構
改革の検証を行い、機構改革研究委員会で効率的
組織機構の構築に向けて検討する。

・全体的な機構改革は平成２７年度に向けて検討継続とした
が、子育て支援総合施設の開設に伴い、子育て支援課に「こど
も未来係」を２６年４月に新設した。

・平成27年度機構改革に向けて、組織機構につい
て検証を行い、機構改革研究委員会で効率的組織
機構の構築に向けて検討する。

・八女市機構改革研究委員会を開催し、合併5年経過後の組織
機構について、検証・検討を行い、27年4月からの見直しを行っ
た。
主な内容は、市長公室を廃止して企画振興部を新設、市長公
室及び各部からの移管・統合により秘書広報課、企画財政課、
地域づくり・文化振興課を新設、総務部に防災安全課を新設、
観光振興課と商工振興課を統合して商工観光課に変更、黒木
総合支所を黒木支所に変更した。

・窓口業務の連携により市民サービス向上に努め
る。

引き続き検討が必要。 ・窓口業務の連携により市民サービス向上に努め
る。

引き続き検討が必要。

・迅速にかつ効果的に対応できる仕組みづくりを引
き続き検討する。
(庁内公募制度、プロジェクトチーム等)

引き続き検討が必要。 ・迅速にかつ効果的に対応できる仕組みづくりを引
き続き検討する。
(庁内公募制度、プロジェクトチーム等)

引き続き検討が必要。

・定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に
努める。

・定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に努め、２５年
度末退職３４人に対して２４人の新規採用を行い、２６年度当初
では５８３人となり、年度目標を達成した。

・定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に
努める。

・定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に努め、26年
度末退職25人に対して18人の新規採用を行い、27年度当初で
は576人となり、計画目標（580人）を達成した。

・人事院給与勧告に基づく給与制度の見直しを行
う。

・人事院勧告では、前年に引き続き、月例給の改定は見送りと
なった。人事院勧告を踏まえ、本市給与条例の改正は見送りと
したが、国からの要請を踏まえ、平成２５年７月から平成２６年３
月までの間、職員の職務の級に応じて４．７７％から９．７７％の
範囲において給料月額の減額を行った。

・人事院給与勧告に基づく給与制度の見直しを行
う。

・人事院勧告では、7年ぶりに引き上げ勧告となり、月例給につ
いて平均0．3％の引き上げ、一時金について勤勉手当が0．15
月分引き上げとなった。また、交通用具使用者にかかる通勤手
当について距離区分に応じて引き上げとなった。国の勧告を踏
まえ、給与改正を行った。

・業務分析に基づく職員の適正配置を行う。

・ノー残業デーを推進するとともに、時間外勤務の
縮減についての啓発を行う。

・職員の適切な人事配置に向け、各所属長より詳細な業務内容
ヒアリング等を実施した。
・時間外勤務実態把握と解消に向けて、時間外勤務状況に基
づき、啓発を行った。

・業務分析に基づく職員の適正配置を行う。

・ノー残業デーを推進するとともに、時間外勤務の
縮減についての啓発を行う。

・職員の適切な人事配置に向け、各所属長より詳細な業務内容
ヒアリング等を実施した。
・時間外勤務実態把握と解消に向けて、時間外勤務状況に基
づき、啓発を行った。

・平成２５年度人材育成実施計画を策定し、研修を
進める。

・平成２５年度人材育成計画に基づき、集合研修として全職員
研修、階層別研修、特別研修及び人権・同和問題研修を実施
した。

・平成26年度人材育成実施計画を策定し、研修を
進める。

・平成26年度人材育成計画に基づき、集合研修として全職員研
修、階層別研修、特別研修及び人権・同和問題研修を実施し
た。

・市町村職員研修所で研修を受ける職員の目標数
を１００人とする。

・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６
１課程に１０６人が参加した。

・市町村職員研修所で研修を受ける職員の目標数
を100人とする。

・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103人が参加した。

・職員政策形成研修事業により研修を受けた職員
による「職員政策形成研修報告書」を作成し、職員
に研修報告を広く周知することにより、研修内容を
共有・全体化する。

・参加者２３名　　研修先１１箇所
　　研修内容を共有・全体化するため、「職員政策形成研修報
告書」を作成し、職員に研修報告を広く周知した。

・職員政策形成研修事業により研修を受けた職員
による「職員政策形成研修報告書」を作成し、職員
に研修報告を広く周知することにより、研修内容を
共有・全体化する。

・参加者16名　　研修先10箇所
　　研修内容を共有・全体化するため、「職員政策形成研修報
告書」を作成し、職員に研修報告を広く周知した。

・管理職のマネジメント能力を向上させるための研
修を実施する。

・階層別研修として防災と危機管理能力を高めることを目的に、
役職者研修を実施し、１７５人が参加した。

・管理職のマネジメント能力を向上させるための研
修を実施する。

・メンタルヘルス不調に対するラインケアについての研修を行
い、管理監督者としての役割、行動について意識付けを図っ
た。

・人事評価制度の試行に向けて制度内容や評価方
法等の研修を行う。

・人事評価制度の導入に向けて、「組織マネジメントと職員の能
力開発」研修を全職員に行った。さらに、評価者となる管理職を
対象に「人材育成と人事評価制度」研修を行った。

・人事評価制度の試行に向けて制度内容や評価方
法等の研修を行う。

・人事評価制度の導入に向けて、県内全市を対象した情報交
換会議に参加、また、総務省開催の人事評価制度説明会に参
加し、動向把握、情報収集を行った。
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第６次八女市行政改革大綱に基づく実施計画および実施結果
（428-002）

第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

(ｲ)　高度化・多様化する行政ニーズに対応しながら
少数精鋭による効率的な行政運営を行うための人
員配置と組織の活性化を図るため、多様な任用制
度・勤務形態の職員の活用等の取り組みを検討す
る。

人事課

(ｳ)  市町村合併、高度情報化、市民の多様なニー
ズ等の社会情勢の変化等により病休者（身体・メン
タル疾患等）が増加傾向にある。限られた人員の中
で執務能力の向上を図るためには、職員の安全及
び健康の確保並びに快適な職場環境の実現に向
けて、労働安全衛生管理体制の充実を図る。

人事課

ア　職員提案制
度の推進

　職員提案制度の活性化により、すべての職場で
“仕事のやり方”を見直し、行政運営の効率化と市
民サービス向上を図っていく。併せて、施策、事務
事業に対する改善等の提案の機会を制度として設
けることで、職員の潜在能力を引き出し、企画力、
問題解決力等の育成へつなげる。

企画財政
課

総務課

税務課

総務課

ウ　職員の接遇
能力の向上

　接遇マニュアルに基づき、職員一人ひとりがサー
ビスの提供者であることを常に自覚し、より親切で丁
寧な対応に向け、職員の総合的な接遇能力向上を
図る。

人事課

エ　業務マニュ
アル等を活用し
た業務の標準
化

　業務マニュアルの更なる整備と活用により、本庁・
各支所においての業務の標準化を進め、公平な住
民サービスの提供と質の維持を行う。

企画財政
課

ア　投資的事業
の計画的、重点
的実施

企画財政
課

企画財政
課

イ　財源の確保

⑹  行政サービスの向上

イ　電子市役所
の推進による行
政サービスの向
上

　新たな行政情報化計画を策定し、情報技術の便
益を最大限に活用するとともに、行政の簡素・効率
化とサービスの質的な向上を図るため電子市役所
を推進していく。市民サービスの向上を図るため、
利便性の高い窓口業務の実現やインターネットを活
用した電子申請の拡大を検討する。

⑺ 　健全な財政運営
　投資的事業については、第４次八女市総合計画
及び過疎地域自立促進計画等に基づき総合的視
野に立ち、財政負担、効果等を見極めて効率性を
重視しながら、必要性と緊急性の高いものから計画
的かつ重点的に実施する。
  また、投資的事業に係る起債については、交付税
措置のあるものを厳選し、財政運営上、基本的には
発行額を元金償還内に抑制する。

(ｱ) 　市税等の賦課に当たっては、関係機関との連
携を強化しながら現地調査等を徹底して、課税客
体の完全把握に努める。

税務課

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・引き続き多様な任用形態について検討し、実施で
きるところは実施する。

・経験知識を活かした多様な任用形態として、平成２６年４月１
日付けで再任用職員を１３名任用した。

・引き続き多様な任用形態について検討し、実施で
きるところは実施する。

・経験知識を活かした多様な任用形態として、平成27年4月1日
付けで再任用職員を20名任用した。

・八女市職員労働安全衛生管理規則に基づき、労
働安全衛生委員会を効果的に運営し、職員の安全
及び健康を確保し、快適な職場環境の促進に努め
る。

・衛生委員会及び健康管理チーム会議をを６回開催した。
・職員のメンタルヘルス対策の推進として臨床心理士によるカウ
ンセリングを１２回実施した。
・産業医による健康相談を１２回実施した。

・八女市職員労働安全衛生管理規則に基づき、労
働安全衛生委員会を効果的に運営し、職員の安全
及び健康を確保し、快適な職場環境の促進に努め
る。

・衛生委員会及び健康管理チーム会議をを4回開催した。
・職員のメンタルヘルス対策の推進として臨床心理士によるカウ
ンセリングを12回実施した。
・産業医による健康相談を12回実施した。

⇒(同左)
　　２０人を目標とする。
　
    ３５件を目標とする。
 

・採択提案については、提案内容所管課及び提案
者と実現に向け具体的検討を行う。

・採択提案の進捗管理を行う。

・職員提案を募集した。
 　 提案者数  個人１２人、団体６グループ
 　 提案件数  １８件
　審査結果は、採択０件（優秀賞）、実行検討提案採用４件、不
採択１３件、周知１件であった。

・前年度採択提案については進捗管理を行った。
実施状況は実施済みまたは実施予定　４件、内容を一部変更し
実施予定１件、検討結果実施しないもの１件でとなった。

・職員提案を募集する。
　　提案者数20人を目標とする。
　　提案件数35件を目標とする。
 

・採択提案については、提案内容所管課及び提案
者と実現に向け具体的検討を行う。

・採択提案の進捗管理を行う。

・職員提案を募集した。
 　 提案者数  個人8人、団体2 グループ
 　 提案件数   20件
　審査結果は、採択2件（優秀賞）、要実行検討8件、不採択10
件（うち周知1件）であった。

・前年度採択提案については進捗管理を行った。
実施状況は実施済みまたは実施済2件、内容を一部変更し実
施予定2件、検討結果実施しないもの0件となった。

・インターネットを通じて申請・届出等ができる電子
申請システムの拡充に取り組む。

・電子申請項目の拡充を図るべく、関係課に事例の紹介を行っ
たが、個人と直接やり取りができる方法を選択したことにより、電
子申請項目数が４件にとどまった。

・インターネットを通じて申請・届出等ができる電子
申請システムの拡充に取り組む。

・5項目の行政申請手続きのオンライン化（総務省基準）が可能
となった。
（図書貸出予約、地方税申告手続、お茶の入れ方コンテスト、
住民票の写しの交付申請、ふるさと納税）

⇒(同左) ・市民税については、法人７５６件、個人４６０１件、固定資産税
の償却資産では１２６件の電子申告がなされており、サービスの
向上につながった。

・市民税および固定資産税（償却資産）の電子申告
（電子納税は除く）を行う。

・市民税については、法人904件、固定資産税の償却資産では
187件の電子申告がなされており、サービスの向上につながっ
た。

・内部情報系の年度内導入、税や保険料等の基幹
系システムの再構築検討会の開催をのための関係
各課との協議と連携を通じて、行政情報化計画の
策定に取り組む。

・平成２５年５月３１日に行政手続きにおける特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律、いわゆる「マイナン
バー法」の制定に伴い行政情報化計画への抜本的な影響調査
が必要となり国の具体的な指針や要綱等との整合性を図る必要
から平成２６年から平成２７年度に計画の策定を引き延ばした。

・行政情報化施策・課題等について調査・整理を進
め、行政情報化計画の策定に着手する。

・行政情報化計画については、基幹系システム再構築とマイナ
ンバー制度の対応もあったため、マイナンバーに伴う行政情報
化計画への影響を調査しながら、平成27年度で策定に着手す
る。

・接遇マナー向上週間を設け接遇能力の向上に努
める。

・総合窓口案内業務の実施により、接遇能力の向上に努めると
ともに、新規採用職員への接遇研修を実施した。

・接遇マナー向上週間を設け接遇能力の向上に努
める。

・総合窓口案内業務の実施により、接遇能力の向上に努めると
ともに、新規採用職員への接遇研修を実施した。

・全ての職場において作成されている事務処理マ
ニュアルの見直しおよび拡充を定期的に行う。（特
に窓口業務）

・推進実績なし ・全ての職場において作成されている事務処理マ
ニュアルの見直しおよび拡充を定期的に行う。（特
に窓口業務）

・推進実績ないが、機構改革に伴いマニュアル等の引継ぎを促
した。

・第４次八女市総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施する。
  部長は、市長の経営方針(マニフェスト)を踏まえ、
第４次八女市総合計画との整合性を考慮した上
で、次年度の部内各課における行政執行の指針と
なる「部方針書」を作成する。「部方針書」は次年度
の予算編成に反映させ、最高意思決定機関である
庁議において政策決定し、健全な行財政運営を行
う。

・投資的事業については、総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施した。
  市長の施策方針を踏まえ、「翌年度重点施策方針」及び「部施
策方針」、「課施策方針」を作成し、予算編成とリンクした計画的
かつ重点的な事業管理を行った。

・第4次八女市総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施する。
  部長は、市長の経営方針(マニフェスト)を踏まえ、
第4次八女市総合計画との整合性を考慮した上で、
次年度の部内各課における行政執行の指針となる
「部方針書」を作成する。「部方針書」は次年度の予
算編成に反映させ、最高意思決定機関である庁議
において政策決定し、健全な行財政運営を行う。

・投資的事業については、総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施した。
  市長の施策方針を踏まえ、「翌年度重点施策方針」及び「部施
策方針」、「課施策方針」を作成し、予算編成とリンクした計画的
かつ重点的な事業管理を行った。

・起債については交付税算入率の高い過疎債と辺
地債を中心に借り入れ、一般会計の借入額(発行
額)を元金償還額より１０億円少なくする。

・起債については、昨年同様、交付税算入率の高い地方債の
借入を行った。
　借入額（発行額）が２４億９，７４９万円に対して、元金償還額が
約３５億５，４５４万円であった。災害復旧事業債等が減少したた
め、借入額（発行額）が、元金償還額を約１０億５，７０５万円下
回り、一般会計の市債残高が約３００億３，７５０円となった。
  これにより、将来の負担額を減らすことが出来た。

・起債については交付税算入率の高い過疎債と辺
地債を中心に借り入れ、一般会計の借入額(発行
額)を元金償還額より10億円少なくする。

※26年度当初予算においては、臨時財政対策債、
辺地債、過疎債、災害復旧事業債、水道事業一般
会計出資債を借り入れる予定である。
　　また、借入予定額約23億160万円に対して元金
償還予定額が約35億6，203万円であり、借入予定
額が元金償還予定額を12億6，043万円下回ってい
る。

・起債については交付税算入率の高い過疎債と辺地債を中心
に借り入れ、一般会計の借入額(発行額)を元金償還額より10億
6,696万円下回った。

※26年度決算においては、臨時財政対策債、辺地債、過疎
債、災害復旧事業債、水道事業一般会計出資債、緊急防災・
減災事業債を借り入れた。借入額約24億9,883万円に対して元
金償還額が約35億6,579万円であり、借入予定額が元金償還
予定額を10億6,696万円下回っている。

・関係機関との連携を強化しながら課税客体の完全
把握に努める。

税務署との情報交換を図り、未申告者への対応及び関係機関
との連携をとることで、可能な限り公平かつ適正な課税に務める
ことができた。

・関係機関との連携を強化しながら課税客体の完全
把握に努める。

・三者税務協議会や八女地区税務協議会等との各種協議会や
関係機関と連携を強化しながら課税客体の完全把握に努め
た。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

納税課

納税課・税
務課・上下
水道局

子育て支
援課

介護長寿
課

建設課

都市計画
課

福祉課、男
女共同参
画・生涯学
習課

スポーツ振
興課

男女共同
参画・生涯
学習課
市民課

(ｲ) 　市税等の口座振替加入率の増加を促進すると
ともに収納率の向上及び市民の利便性の向上につ
ながるための新たな納付手段を研究する。

(ｳ) 　市税等の徴収については、引き続き滞納者の
財産調査に基づく滞納処分（差し押さえ）を強化す
るとともに、差し押さえ物件の公売も実施していく。
また、滞納者に対する「行政サービスの制限」につ
いても継続して実施する。

納税課

(ｴ) 　各種使用料についても組織の横断的な取り組
みにより滞納整理に関するノウハウの共有を図りな
がら収納率の向上を図る。

(ｵ) 　受益者が特定される行政サービスの提供につ
いては、公平性の観点から負担のあり方について
検討し、適正化を図る。

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

⇒59.0％を目標とする。 ・市税等の口座振替加入率　55.59% ・市税等の口座振替加入率59.0％を目標とする。 ・市税等の口座振替加入率55.05％
口座振替への案内チラシと申請用紙を送付し推進したが、口座
振替にされている方で、死亡により振替不納となった口座を整
理したこともあり、結果的に加入率の増加にはつながらなかっ
た。
新規（変更含）加入数　　2,442件

・コンビニエンスストアでの納付導入を研究を継続
し、納税者からの要望も高いので、収納対策委員会
で市税及び各種料金などとの調整に向け協議す
る。

軽自動車税のコンビニ納付を平成26年度に導入するための準
備をした。また、市県民税・固定資産税および国民健康保険税
についても27年度よりコンビニエンスストアでの納付導入を決定
した。

・軽自動車税のコンビニエンスストアでの納付開始
する。また、平成27年度から予定している市県民税
（普徴）、固定資産税、国民健康保険税（普徴）のコ
ンビニ納付導入のための準備を行う。

市民の利便性確保のため、軽自動車税のコンビニエンスストア
での納付を開始した。。また、市県民税（普徴）、固定資産税、
国民健康保険税を平成27年度に導入するための準備を行っ
た。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」こと
は、市民の税務行政に対する信頼に繋がることとな
る。このため公平で厳正な滞納整理を進めていく。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」ことを重視し、
現年度のみ滞納者には納付のお知らせの送付回数を増やし、
新たな滞納者とならないように努め、繰越滞納者には、滞納整
理指導員からの指導や、国保年金係との連携を密にした納付
折衝を行い、制度に応じ的確適切な滞納整理を行うよう努め
た。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」こと
は、市民の税務行政に対する信頼に繋がることとな
る。このため公平で厳正な滞納整理を進めていく。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」ことを重視し、
滞納者に対して、督促状、納付のお知らせ、催告書等を送付し
自主納付を促しながら納付折衝を行った。その上で、納付しな
い滞納者に対しては、財産調査に基づく滞納処分（差し押さえ）
を行うなど法に基づいた的確適切な滞納整理を実施し、効果を
得ている。

　現年分（目標収納率）
　　　　　　　　市　税　98.50 ％
                国保税　95.00 ％

　滞納分（目標収納額）
　　　　　　　市　税   94,000千円
                国保税   82,000千円
                合　計  176,000千円

　 現年分             市　税　98.07 ％
                           国保税　94.71 ％

　滞納分               市　税  102,882千円
                            国保税  109,311千円
                            合　計  212,193千円

　現年分（目標収納率）
　　　　　　　　市　税　98.50 ％
                  国保税　95.00 ％

　滞納分（目標収納額）
                市　税  103,000千円
                国保税  110,000千円
                合　計　213,000千円

　現年分　　　　　　　　　  市　税　98.11 ％
                     　 　  国保税　94.76 ％
　

　滞納分　　　　　　　　　市　税  113,913千円
                     　   国保税  104,674千円
                     　   合　計　218,587千円

・「行政サービス制限」を継続して実施する。 ・「行政サービス制限」については、各種補助申請に対して、公
平・公正な調査を実施し適正な処理をした。

・「行政サービス制限」を継続して実施する。 ・「行政サービス制限」については、各種補助申請に対して、公
平・公正な調査を実施し適正な処理をした。

⇒ 現年分97.70％
   滞納分30.00％

・保育料の収納率 現年分98.15％
   　　　　　　　滞納分33.58％

・保育料の目標収納率
　現年分98.00％
   滞納分31.00％

・保育料の収納率 現年分97.82％
   　　　　　　　滞納分32.20％

⇒ 現年分99.20％
   滞納分20.00％

・介護保険料の実績収納率 現年分99.17％
   　　　　　　　　　　　滞納分23.91％
滞納者宅を個別訪問（偶数月)し、制度への理解を求め、保険
料の納付を促したが、現年分については普通徴収の割合増に
より目標に達しなかった。

・介護保険料の目標収納率
　現年分99.20％
   滞納分20.00％

・介護保険料の実績収納率 現年分99.15％
   　　　　　　　　　　　滞納分23.35％
65歳到達者(普通徴収)への通知時に口座振替依頼書を同封し
口座振替による納付により普通徴収の収納率向上に努めた。。
滞納者宅を個別訪問（偶数月)し、制度への理解を求め、保険
料の納付を促した。

⇒　現年分98.53％
　　滞納分 2.34％

・道路・水面使用料の収納率 現年分99.23％
   　　　　　　　滞納分2.62％

・道路・水面使用料の目標収納率
　現年分98.53％
　滞納分 2.34％

・道路・水面使用料の収納実績
　現年分99.23％
　滞納分 2.62％

⇒   現年分95.00％
　　 滞納分15.00％

・市営住宅使用料の目標収納率
現年分97.45％
　　 　　　　　　　　　　　　　 滞納分16.62％

・市営住宅使用料の目標収納率
　現年分95.00％
　 滞納分15.00％

・市営住宅使用料の実績収納率
　現年分98.00％
　滞納分16.97％

・公立公民館の部屋毎の面積がそのまま使用料金
に反映しているとは言い難く、公立公民館のその地
域での役割、利用頻度等考慮すべき点もあるが、公
平性な負担の在り方という観点からしても、使用料
金の見直しが必要か検討する。

・見直しの検討は行ったが、使用料については施設設置時に十
分検討して算出された料金であることを鑑み現行どおりとした。

・各種施設の使用料および減免基準の見直しを行
い受益者負担の適正化を図る。

・各種施設の使用料および減免基準の見直しを行い受益者負
担の適正化に努めた。
また、公民館の使用料については、Ｈ25年度に結論済み。

・引続き各施設の減免基準の検討を行い、受益者
負担の適正化及び公平性を図る。

・受益者負担の適正化を図るために、施設使用料の減免基準
等の見直しを行いながら、各旧町村間の施設の使用料等の検
討を進めてきている。

・体育施設の減免等についての見直しは行っていない。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

上下水道
局

子育て支
援課

総務課

(ｸ) 　広告事業の拡大を検討し、自主財源の拡充を
図る。

総務課

(ｷ) 　企業誘致を積極的に推進し、定住人口の増加
と雇用の拡大を図り、税収確保につなげる。

商工観光
課

ウ　公営企業の
経営健全化

　 公営企業については、事務事業の減量・効率化
を推進するとともに、中長期経営計画の策定を行い
ながら健全な経営に努める。

上下水道
局

(ｵ) 　受益者が特定される行政サービスの提供につ
いては、公平性の観点から負担のあり方について
検討し、適正化を図る。

(ｶ) 　市有地の貸付や処分等を行うとともに不要物
品等についても利活用策を検討し、不用なものに
ついては売却等適正な処分を図る。

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の開始に伴い幼
稚園も市が定める利用者負担金を徴収することとなり、併せて保
育所の保育料についても見直しを行い、H27年度から低所得者
階層を中心に保育料を減額することとした。
（現在国基準の17％減を37％減とした。）

・公有財産利活用検討委員会を設置し、遊休地を
含めてすべての市有財産の利活用について協議
する。

・公有財産利活用検討委員会を計10回開催し、今後の廃校施
設等の公有財産の利活用にかかる取扱いについて協議した。

・遊休地・長狭物の活用と処分を進める。
（平成25年3月31日現在貸付状況）
　　普通財産総面積　35,062.32㎡、貸付面積
34,885.72㎡
　　貸付率　86.24％、貸付料総額　9,792,780円

（平成27年3月31日現在の貸付状況）
　　普通財産総面積　　　95,658.01㎡
　　貸付面積　　　　  　　 86,886.97㎡
　　貸付率　　　　　　　　　90.83％
　　貸付料総額　　　　　　8,772,890円
　（旧八女市分のみ）

（平成26年度実績）
　・立花町下辺春定住促進分譲宅地（Ｃ区画）　1区画を売却
　面　　　積　414.16㎡
　売却金額　2,500,000円

・不要となった物品については、インターネットオー
クション等を通じて売却することで収入の増加を図
る。

・不要となった環境センターのペットボトル減容器をインターネッ
ト公売で公売した。売却額2,000千円

・不要となった物品については、インターネットオー
クション等を通じて売却することで収入の増加を図
る。

・インターネット公有財産売却等を行い、動産（車）3件を売却し
た。
平成26年度実績
　・物品名　平成8年式消防車（三菱キャンター）　他2件
　・売却価格　1,640,840円（合計額）

・今福工業団地に企業誘致を行い、固定資産税を
はじめとする税収の増加を図る。あわせて、地元雇
用拡大に努める。

・今福工業団地の最終分譲地を民間企業に分譲売却し、工場
が立地することになった。これにより、税収の増加と地元雇用拡
大に努めることができた。

・工業用地確保事業を推進すると同時に、民間地
への工場等企業立地のあっせんを行う。

・民間企業の立地に係るあっせん等については、実施をみな
かった。

・前古賀工業団地(仮称)への企業誘致を進める。
民間企業の立地に向けた動向を見極める。

・申し出があっていた民間企業の立地ができないことになった。
仮称前古賀工業団地地区については、市または開発公社で先
行造成を行うか検討していかなければならない。

・前古賀工業団地(仮称)への企業誘致を進める。 ・適地として位置付けている前古賀工業団地（仮称）について、
進展していない。

・公告掲載封筒を導入する。 ・広告入り庁用共通封筒の作製及び無償提供について契約を
締結し、定型封筒7万枚、定型外3万枚を利用した。

・公告掲載封筒を導入する。 ・広告入り庁用共通封筒の作成及び無償提供に関する協定書
を締結し、広告入り封筒を使用することにより予算節減を行っ
た。
また、広告入り庁舎案内板を設置することにより、広告収入の増
加を図った。

・星野村の統合計画の策定及び「新水道ビジョン」
に対応するため、H25年度は水道ビジョンの策定は
行わず、準備期間とする。

・黒木地区簡易水道事業（９地区）及び星野地区簡易水道事業
（５地区）の統合計画を実施し、「新水道ビジョン」策定に向けて
の準備を図った。

・上水道事業を主体とした「新水道ビジョン」を策定
する。

・新水道ビジョン策定に当たって、基礎資料作成に時間を要し
たため、平成27年度への策定変更を行った。

⇒　83.5% ⇒　84.3% ・上水道の給水普及率の向上　目標85.3% ・上水道の給水普及率の向上　実績85.8％

⇒ 現年分　99.00％
   滞納分　58.00％

⇒ 現年分　98.30％
   滞納分　43.08％
  給水停止予告通知書を発送後に夜間の戸別訪問を行い、納
付を促した。また、前々回分からの滞納者で、訪問後も納付が
ない場合は、給水停止を行った。

・上水道料金の目標収納率
　現年分　99.00％
   滞納分　58.00％

・上水道料金の実績収納率
　現年分　98.48％
　滞納分　42.74％
・現年分については、前々回分からの滞納者を対象に、夜間の
戸別訪問を行い、それでも納付がない場合は給水停止を行っ
ている。また、以前からの滞納分については、分納誓約をとり、
約束の期日に納付がない時はその都度催促をした。

・建設改良及び前年度給水台帳分の管理システム
更新作業を行う。

・建設改良及び前年度給水台帳分の管理システム更新作業を
行った。

・建設改良及び前年度給水台帳分の管理システム
更新作業を行う。

・建設改良及び前年度給水台帳分の管理システム更新作業を
行った。

・新八女市としての中長期経営計画を含む公共下
水道全体計画の策定に向けて、調査検討を進め
る。

・新八女市公共下水道全体計画の策定に向けて、現在調査検
討中。

・新八女市としての中長期経営計画を含む公共下
水道全体計画の策定に向けて、調査検討を進め
る。

・新八女市公共下水道全体計画の策定に向けて、調査及び関
連市町との協議を進めた。

・下水道加入促進　目標加入率  68.2％ ・下水道加入率　68.1％

　戸別訪問や文書送付により、下水道事業への理解を促すとと
もに、改造工事助成金制度等の説明を丁寧に行うことにより、下
水道への早期加入を促進した。

・下水道加入促進　目標加入率　69.1％ ・下水道実績加入率　68.9％

　戸別訪問や文書送付により、下水道事業への理解を促すとと
もに、改造工事助成制度等の説明を丁寧に行うことにより、下水
道への早期加入を促進した。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

エ　一部事務組
合、第三セク
ターへの関与

(ｱ)　一部事務組合の効率的・効果的な経営につい
ては、構成市町村の立場から情報の提供を求める
等、引き続き関わりを強化する。

企画財政
課等

健康推進
課

環境課

(ｲ)　第三セクターについては、経営改革等の指導・
助言を行い、経営基盤の強化を進める。

全課

企画財政
課・商工観
光課

健康推進
課

商工観光
課

ウ　公営企業の
経営健全化

　 公営企業については、事務事業の減量・効率化
を推進するとともに、中長期経営計画の策定を行い
ながら健全な経営に努める。

上下水道
局

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・下水道事業の受益者負担金の目標収納率
       現年度分  95.0％
  (現年度賦課分  99.4％)
  (過年度賦課分  79.0％)
     滞納繰越分  15.0％

・下水道事業の受益者負担金の収納率
   　　現年度分  98.23％
  (現年度賦課分 100.00％)
  (過年度賦課分  83.73％)
   　滞納繰越分  15.93％

　戸別訪問や文書及び電話での催告により、負担金制度への

・下水道事業の受益者負担金の目標収納率
　現年度分  96.0％
　 　(現年度賦課分  99.4％)
　　 (過年度賦課分  79.0％)
 　 滞納繰越分  15.0％

・下水道事業の受益者負担金の実績収納率
　現年度分  98.4％
　　 (現年度賦課分  99.8％)
　 　(過年度賦課分  78.9％)
   滞納繰越分  26.6％

・下水道使用料の目標収納率
　 現年分  97.8％
   滞納分  50.0％

・下水道使用料の収納率　現年分  97.67％
  　　　　　　　　　　　滞納分  21.61％

　戸別訪問や文書及び電話での催告により、納付意識の向上と
早期の納付を促した。

・下水道使用料の目標収納率
 　現年分  97.8％
   滞納分  23.3％

・下水道使用料の実績収納率
　現年分  98.45％
　 滞納分  17.3％

　戸別訪問や文書及び電話での催告により、納付意識の向上と
早期の納付を促した。

・一部事務組合の効率的・効果的な経営について
は、構成団体の立場から情報の提供を求める等、
引き続き関わりを強化することで、歳出を抑制する。
特に八女地区消防組合については、通信の広域化
等により将来的にも多額の負担金が見込まれるた
め、財政担当課も含めて長期財政計画に基づき協
議していく。

・八女地区消防組合については、財政担当課長及び消防担当
課長が出席する、幹事会により、協議を行った。

・一部事務組合の効率的・効果的な経営について
は、構成団体の立場から情報の提供を求める等、
引き続き関わりを強化することで、歳出を抑制する。
　特に八女地区消防組合については、通信の広域
化等により将来的にも多額の負担金が見込まれる
ため、財政担当課も含めて長期財政計画に基づき
協議していく。

・八女地区消防組合については、財政担当課長及び消防担当
課長が出席する、幹事会により、協議を行った。

・公立八女総合病院は、地方公営企業法全部適用を採用し、
病院経営の収益を上げる工夫をしているが、医師の確保が難
題である。公立八女総合病院からは、年1回各市町それぞれで
決算報告の説明を受けている。

・一部事務組合の効率的な経営については、担当課長会にお
いて予算編成時にチェックしている。
　また、施設統廃合に関する内部検討において、財政的メリット
を含めて、財政担当課を交えた検討を行っている。

・一部事務組合の効率的・効果的な経営については、構成団体
の立場から情報の提供を求める等、引き続き関わりを強化する
ことで、歳出抑制に努めた。

・課題解消に向けた施策の検討を継続し、経営基
盤の強化を図る。

・課題解消に向けた施策の検討を継続し、経営基
盤の強化を図る。

・一般財団法人星のふるさと及び一般財団法人杣の里におい
て、理事会等を通じ財団のあり方について検討を行った。

・一般財団法人星のふるさとの経営を整理する。 （財）星のふるさとの施設目的ごとに分類し、営利事業は民間へ
移管することを決めた。

・クリニックくろきについては予防接種の積極的な勧奨の中止等
により、医業収益が大幅減となった。
また、燃料費は原油価格の上昇により増加したが、ジェネリック
薬品の利用により経費の削減を行った。

クリニックくろぎに対して、受診者にアンケートを実
施。その結果改善点等を検討する。
木屋診療所の廃止により、患者数が月100名程増
加しており、外来収益も増えると見込んでいる。

平成26年8月から10月の3か月間受診者134名にアンケート実
施。アンケート結果については理事会で報告。
木屋診療所の廃止により、木屋診療所にあった機器等の無料
譲渡を行い、診療の充実を図った。外来患者数月平均100名以
上の増となっている。

・財団法人 八女伝統工芸館 については、施設の
有効利用、自主イベントの企画運営等を進め、来訪
者の増大により経営基盤の強化を図る。また、前年
度に引き続き八女伝統工芸館のリニューアルを行う
とともに、八女観光物産館における独自イベント等
の開催により来場者の相乗効果を図る。

・約２６年が経過した八女伝統工芸館については、天井・壁面を
中心とした建築改修工事と照明器具等のＬＥＤ化に向けた電気
設備改修工事を実施した。リニューアル工事により実演体験
コーナーや展示スペースを確保したことで、常設展示の充実を
図ると共に各種企画展等の開催により前年度を上回る入館者と
なった。このほか、八女観光物産館前において、４月から八女軽
トラック市を開催（第２・４日曜日）したことで、固定客の増加や観
光物産館における客単価の向上につなげることができた。

・財団法人 八女伝統工芸館 については、リニュー
アルした施設の有効活用と各種企画展・イベント等
を開催し、入館者の増大による経営基盤の強化を
図る。
　また、八女観光物産館については、前年度に引き
続き、軽トラック市を中心に固定客の増加や観光物
産館における取扱い商品のＰＲ及び販売を強化し
て、八女伝統工芸館との相乗効果を図る。
　このほか、イベント時における駐車場の利便性と
確保を目的に民有地を購入し、駐車場の増設を図
ることで、伝統工芸館・手すき和紙資料館・民俗資
料館・観光物産館における回遊性も高める。

一般財団法人八女伝統工芸館については、施設リニューアル
オープンによる展示スペースの改善と各種企画展の開催ならび
に伝統工芸等の実演を実施したことで、入館者数については、
前年度比8,500人の増となり成果につながった。
　また、八女観光物産館については、八女軽トラ市による集客を
図るとともに商品展示の改善や「ふるさと納税」による返礼品の
取扱いにより販売額は前年度を上回ることができた。
　このほか、イベント時における駐車場の利便性と確保を目的に
民有地2筆を購入し、八女伝統工芸館前に駐車場を増設し112
台の駐車スペースを確保するとともに伝統工芸館・手すき和紙
資料館・民俗資料館・観光物産館の4施設への回遊性が高まっ
た。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

オ　物件費等の
節減

　八女市役所環境方針に基づき物件費の節減を推
進する。

総務課、環
境課

※計画実施担当課は平成28年3月31日現在の名称となっています。

実施計画 実施結果 実施計画 実施結果
２５年度 ２６年度

・前年度実績以下に抑制する。 ・使用量については、平成24年度実績以下に抑制できたが、電
気料金の値上げにより使用料金については平成24年度を上
回った

・環境方針に基づく光熱水量を平成25年度実績以
下に抑制する。

光熱水量を前年度以下に抑制した。
（平成25年度実績）
・電気使用量　　　 585,958Kwh
・水使用量           4,869㎥
・ＬＰガス使用量　　660.2㎥

（平成26年度実績）
・電気使用量　　　 573,092Kwh
・水使用量      　　 4,708㎥
・ＬＰガス使用量　　612.1㎥

※計画実施担当課は平成28年3月31日現在の名称となっています。
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ア　地域コミュニ
ティの育成と連
携の推進

  本市の２１校区・地区で活動する「まちづくり団体」
を、市との対等なパートナーとして、市と協働してま
ちづくりや地域づくりを推進する市民側の相手先と
位置づける必要がある。今後、まちづくり団体の自
主的活動の推進支援を図るとともに、市の各業務と
まちづくり団体の地域活動が、必要に応じて連携
し、又は共催するなど、協働関係を構築できる環境
づくりを進める必要がある。
  さらに、まちづくり団体において、住民意識の温度
差や活動の地域差が出ないよう、「八女市未来づく
り協議会」を活用し、住民の意識高揚とレベルアッ
プを図るとともに継続可能な組織づくりを進め、地域
分権制度の研究を行う。

地域づくり・
文化振興
課

イ　行政の透明
性向上

(ｱ)　市民協働の前提となる市民の行政に対する信
頼を確立するためには、市の政策や動向に関する
情報を積極的に公開していく必要がある。このた
め、広報紙やホームページ等を有効に活用しなが
ら、市民が必要な情報を欲しい時に取得できるよう
な仕組みづくりを進める。

秘書広報
課

第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

⑴　市民と行政との協働のまちづくりの推進
実施計画 実施結果

・市民やまちづくり協議会に対し、まちづくり講演会
や先進地視察研修を時開催し、市民との協働によ
るまちづくりに対する住民の理解を高める。

・地域振興計画の必要性を手引き等を作成し、まち
づくり指導員とともに、八女地区のまちづくり協議会
に説明する。

・地域づくり提案事業の活用を推進することで、まち
づくり協議会の実践活動を支援し、情報紙等で住
民へ活動の報告を行う。

・未来づくり協議会活動について人的（まちづくり指
導員）及び資金（補助金）の両面から支援し、組織
の事務局や女性リーダーの育成を図る。

・未来づくり協議会主催の情報交換会、地域づくり提案事業活
動報告、地域づくり講演会及び先進地視察研修を行い、住民の
理解を高めた。

・地域振興計画の策定及び推進を呼びかけ、計画策定中の団
体に対しては、まちづくり指導員が会議に随時参加し、アンケー
ト調査やワークショップ開催を支援した。
※平成27年度計画策定実績　八女地区２団体、黒木地区１団
体。

・今年度は、地域づくり提案事業として、15事業が実施され、地
域振興計画の策定をはじめ、山林の公園化事業や史跡整備事
業等への財政支援を行った。

・未来づくり協議会活動に対して、人的・資金の支援を行った。
　補助金：75万円交付
　地域づくり講演会や先進地視察研修等を実施
　指導員2名が協力（事務局）

・市とまちづくり団体との協働によるまちづくりを推進するための
基本方針を示し、協働を推進する仕組みづくりを行う。

・まちづくり団体毎に「地域振興計画」が策定されるよう支援す
る。

・地域団体や市民グループが、地域の現状と自らの意思に基づ
き、自らの手で地域づくりやまちづくりを進める助成制度を拡充
する。

・構成団体であるまちづくり団体の組織強化と持続可能な組織
づくりを進める未来づくり協議会活動を支援する。

・外部に発信すべき情報の洗い出し整理をし、より
内容の充実を図りながら、迅速な情報の更新を徹
底する。また、ホームページに対し職員の意識を高
め、より良いホームページの作成に取り組む。

（目標）
・ホームページ訪問件数
　年間60万件を目標とする。
・ホームページ見ている人の割合
　45％以上をめざす。（市民アンケートより）
・広報誌を読むと答えた人の割合
　90％以上をめざす。（市民アンケートより）

・広報誌のページ数の増加を抑制するために、掲
載の必要性や代替方法の有無を精査する。

「広報やめ」「八女市ホームページ」「防災ラジオ」等を通して、
迅速に必要な情報を市民へ発信した。

・ホームページ年間訪問件数
　578,640PV（月平均48,220PV）
・ホームページを見ている人の割合
　（ホームページ閲覧環境を持つ人のうち、見たことがある人の
割合）　62.0％
・広報紙を読むと答えた人の割合　93.1％
※広報やめに関しては、見やすいレイアウト、わかりやすい文章
に留意した。
・掲載の原稿内容については、引き続き各課と調整が必要。

・外部に発信すべき情報の洗い出し整理をし、より内容の充実
を図りながら、迅速な情報の更新を徹底する。また、ホームペー
ジに対し職員の意識を高め、より良いホームページの作成に取
り組む。

（目標）
・ホームページ訪問件数
　年間60万件を目標とする。
・ホームページ見ている人の割合
　45％以上をめざす。（市民アンケートより）
・広報誌を読むと答えた人の割合
　90％以上をめざす。（市民アンケートより）

ＨＰに掲載する情報を各課で掲載できるシステム（Ｃ
ＭＳ）を導入し、災害情報などに迅速に対応できる
ようにする。

平成27年度の末にＣＭＳ（ウェブコンテンツを構成するテキスト
や画像などのデジタルコンテンツを統合・体系的に管理し、配
信など必要な処理を行うシステム）を導入などに取り組んだ。市
ＨＰ、市議会ＨＰ、岩戸山歴史文化交流館、田崎廣助美術館、
げんき館おおぶちのＨＰを同システム上で運営開始。

・ホームページ上で市民が必要な情報を迅速に探すことの出来
る効果的なシステム構築を検討する。

・コミュニティＦＭ放送の緊急及び一斉放送の充実
を図るとともに、市民が親しみをもてる放送局となる
よう放送を行う。

・ＦＭ聴者実績について、全く聞かない人を20%以
下にする。

・コミュニティFM放送の自動起動を活用し、7時、12時20分、20
時に八女市のお知らせを実施した。
 
・難聴対策工事を実施し充実を図った。
　なお、大雨や台風などの災害情報も緊急放送としてお知らせ
し、住民に避難等を促した。

・ＦＭ聴者実績（市民アンケートより）
　全く聞かない人（H26年度＝23.9%）
　　平成27年度アンケート結果（23.2%）
　　FMラジオを聞く以前に、聞ける状態にしていただくため、広
報紙をはじめ八女消防本部や社会福祉協議会の広報紙などで
もラジオ設置のPRを実施。

・市の行政情報、防災情報等を一体的に発信する仕組みとし
て、コミュニティFM放送を実施する。

計画期間中(平成23～27年度)の目標
２７年度
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

(ｲ)　 財政健全化法に基づく各指標の公表をはじめ
とする市の財政状況を広報紙・ホームページにより
市民に分かりやすい形で情報公開し、財政運営の
透明性を高め、市民によるチェック機能を向上させ
る。

企画財政
課

企画財政
課

農委事務
局

人権・同和
教育課

人権同和
政策課

子育て支
援課

福祉課

介護長寿
課

ウ　政策形成過
程への市民参
画

  市民の生活に影響を与える制度や施策を決定す
る過程において、市民志向を把握し、市政に反映さ
せるため、市民アンケートやパブリック・コメント等を
積極的に活用し、政策形成過程や事業実施などに
おける市民参画の機会を保障する。

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・財政状況については市民に関心を持っていただく
ために、できるだけ多くの情報をホームページに掲
載する。

・公表することを通して、持続可能な財政運営を目
指す。

・財政健全化法に基づく各指標の目標値は早期健
全化基準以下とするのは必須であり、特別な事情が
ない限り、前年度の数値を改善する。

・法的に義務付けられた年2回（5月と11月）の財政事情を広報
やホームページに掲載した。具体的に市の事業がわかるよう主
要施策の実績等を掲載した。

・わかりやすい表現で公表するように努め、また、公表することで
将来に亘る健全な財政運営を行った。

・26年度決算における各指数は、元利償還金の減額、及び充
当可能な基金の増額等により改善した。

（26年度決算）
　「実質赤字比率」　　　　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「連結実質赤字比率」　（実質収支が黒字のため数値なし）
　「実質公債費比率」　　　8.6％
　「将来負担比率」　　 　　─
    *将来負担比率は、実質的な将来負担額(将来負担額－充
当可能財源額等)がマイナスになり、バー表示となる。

・・財務4表等から財政状況を分析し、市の財政状況を分かりや
すいかたちで市民に公表する。

・公表することを通して、持続可能な財政運営を目指す。

・ 平成27年度における各指標の目標値
   「実質公債費比率」   11.5％
   「将来負担比率」      70.0％
 (実質収支黒字を目標とし、「実質赤字比率」および「連結実質
赤字比率」については黒字の場合は数値がないため設定しな
い。)

・第4次八女市総合計画の34基本施策における、八
女市の様々な取り組みについて、市民の納得度、
重要度または意見を伺い、業務改善情報として活
用するため市民アンケートを実施する。

・市民20歳以上無作為抽出による2,500人に対し総合計画の基
本施策における、八女市のさまざまな取り組みについて、市民
の納得度、重要度及び意見を伺う市民アンケートを実施し、政
策形成過程での業務改善情報として活用を図った。
  総合納得度は、4段階評価（Ｈ27年度アンケート実施分）で
3.03ポイントであった。
・総合計画後期基本計画及び行政改革大綱についてパブリック
コメントを実施した。

・第4次八女市総合計画の34基本施策における、八女市の様々
な取り組みについて市民アンケートを実施し、市民の納得度、
重要度または意見を伺い、業務改善情報として活用する。

・農業委員会の適正な事務実施については、イン
ターネットで公開し、意見を集約し、反映する。

・農業委員会の適正な事務実施については、インターネットで
公開し、意見の募集をおこなった。

 ・市民の生活に影響を与える制度や施策を決定す
る過程において、市民志向を把握し、市政に反映さ
せるため、市民アンケートやパブリック・コメント等を
積極的に活用し、政策形成過程や事業実施などに
おける市民参画の機会を保障する。また、人権教
育・啓発の検証を行うため5年毎の人権問題に関す
る市民意識調査を実施する。

・研修会等開催時には参加者アンケート、実行委員会で実施す
るものについては実行委員アンケートを実施し、市民ニーズの
把握に努めた。意見を取り入れながら次年度計画を検討する。
　人権セミナー（全１１回）930名
　スマイルフェスタ　　　　462名
・人権問題に関する市民意識調査を実施した。今回の結果を踏
まえ、啓発・教育の方法を検討していく。

・同和問題啓発強調月間の講演会について、前年
度実施したアンケート結果に基づき開催計画を行う
とともに、引き続き参加者にアンケートを実施し、事
業の効果を図るとともに、次年度の開催計画に生か
す。

・7月の同和問題啓発強調月間に前年度の事業のアンケートの
結果を踏まえて、八女と黒木の２会場で講演会と映画会を実
施。600名と280名の参加者を得た。次年度についてもアンケー
トの結果を踏まえて、朗読会と映画会を計画している。

子ども・子育て支援事業計画の推進については、
「八女市子ども・子育て会議」を引き続き開催し、事
業計画の見直し及び進捗状況について審議する。
審議した内容については、ホームページにおいて
公表する。

子ども・子育て支援事業計画の推進については、「八女市子ど
も・子育て会議」を引き続き開催し、事業計画の見直し及び進捗
状況について審議した。審議した内容については、ホームペー
ジにおいて公表した。

・地域福祉計画に係る事業の推進に関して「八女市
地域福祉推進委員会」を引き続き開催し、進捗状況
等について審議する。委員には、地域福祉に関連
する各団体からの代表者（市民）等を任命し、地域
の実情を把握しながら、より地域に根差した計画と
なるよう、取り組みを進める。

・民生委員、行政区長、保健医療・高齢者支援・障害者支援・子
育て支援に従事する市民等を委員とした八女市地域福祉推進
委員会を開催した。地域福祉計画に掲げた48項目の数値目標
を確認しながら27年度の進捗状況を報告し、委員からの助言を
得ることができた。また、25年度から取り組んできた地域福祉
コーディネーター設置モデル事業の活動報告や地域福祉の研
究者を講師に講義を行い、第2次計画策定方針案についても委
員の助言を得ることができた。

・市民アンケートやパブリックコメントの積極的な活
用
・指定地域密着型サービスの充実を図るため、引き
続き市内の地域密着型サービス事業者で組織する
連携会議の意見を聴取していく。

・第6期介護保険事業計画については、介護保険制度改正に
対応しつつ、市民アンケートやパブリックコメント等に沿った内容
での事業の進捗状況について、推進委員会を開催し報告を
行った。

・地域密着型サービス事業所連携会議を開催し、八女市の介
護保険事業並びに地域密着型サービスに関する意見を聴取し
た結果、連携会議研修会を5回開催し、介護サービスの質の向
上及び事業所との連携強化を図ることができた。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

男女共同
参画・生涯
学習課

防災安全
課

秘書広報
課

全課

ウ　政策形成過
程への市民参
画

  市民の生活に影響を与える制度や施策を決定す
る過程において、市民志向を把握し、市政に反映さ
せるため、市民アンケートやパブリック・コメント等を
積極的に活用し、政策形成過程や事業実施などに
おける市民参画の機会を保障する。

エ　防災意識の
高いまちづくり

  各地域の人口減少による消防団員の定員不足や
昼間の消防力低下に対応するため、地域住民が連
携した自主防災組織の重要性が高まっている。災
害時に迅速な防災体制が組めるよう、市民の防災
意識を高め、自主防災組織の育成、避難体制の確
立をめざしていく。また、防災情報についても一体
的に発信できる仕組みづくりを行う。

⑵　持続可能な行政基盤の構築
ア　行政評価シ
ステムの見直し
と活用

  今後、地方自治体の自己決定、自己責任の度合
いが高まっていく中で、住民ニーズや新しい施策を
達成していくためには、限られた資源（ヒト、モノ、カ
ネ）を効率的、効果的に投入していくことが重要とな
る。行政評価制度の抜本的な見直しを行い、新たな
八女市のマネジメントシステムを再構築し、主要施
策や各種の事務事業を戦略的な視点で評価・点検
しながら重点化や集約化等を図る。

企画財政
課

イ　業務の外部
委託等の更なる
推進

  行政経営の効率化、住民サービスの向上等を図
るため、既存の委託業務を再点検するとともに、外
部委託の実施が適当な業務については引き続きア
ウトソーシングの諸手法（業務委託、指定管理者制
度、民営化、市民や市民団体等による事業協力 な
ど）の中から最適な手法を検討し、外部委託化の推
進を図る。

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・「第4次八女市男女共同参画行動計画」の策定に
おけるパブリックコメントの活用

第4次男女共同参画行動計画策定にあたり、市民アンケート及
びパブリックコメントを実施し市民の意向を調査し反映した。

・引き続き、自主防災組織の活動支援及び、未結成
地域の結成の働き掛けを行う。
市では、自主防砂組織の研修会や、各地で防災講
習会、出前講座等を実施し、自主防災組織の強化
と住民の防災意識の高揚に努める。
さらに、災害対策基本法の見直しや国のガイドライ
ンの改正に併せて、避難判断基準の見直しや、ハ
ザードマップ改訂版の発行を行い、住民の安全安
心の確保と、防災意識の向上に努める。

・消防団の統一を行い、指揮系統の一本化と組織再編を行っ
た。
・機能別消防団員などの制度化を行い、団員増につなげた。
（昨年比１６２人増）
・八女市防災講演会を４月24日に実施
・出前講座を３回開催
・自主防災組織未結成地域への働きかけの実施⇒2地域で新
規に結成
・避難判断基準の見直しの実施
・毎月、FM八女に出演し、防災ワンポイントのコーナーを通じて
防災意識の高揚に努めた。
・各地で行われた防災訓練の支援を行った。

・平成27年度末までに自主防災組織218箇所の設置を目指すと
ともに、日頃の訓練等についても推進する。
  (22年度末組織数 171箇所)
 (23年度末組織数　193箇所）
 (24年度末組織数　202箇所）　未設置16箇所

（(1)イ(ア)再掲）
・コミュニティＦＭ放送の緊急及び一斉放送の充実
を図る。

大雨や台風に備える情報を緊急情報でお知らせし、住民に避
難を促すとともに、火災についてもエリア別放送で情報提供す
るなど、きめ細やかな消防・防災に関するお知らせを充実した。
また、ラジオの自動起動システムを利用し、消防団各詰所等の
サイレンを連動させるなど、防災情報の周知方法を拡充した。

（(1)イ(ア)再掲）
・市の行政情報、防災情報等を一体的に発信する仕組みとし
て、コミュニティFM放送を実施する。

・全庁横断的で機動的な意思決定を可能とするトッ
プマネジメント機能の強化や組織マネジメント強化
の体制づくりを図るとともに、総合計画、行政評価、
予算編成がより有機的に連動するシステムを構築
するため、政策課題の整理や、今後の取り組む方
策（活動）を明確化するためのツールとして活用で
きるよう行政評価システムの改善を図る。

・行政評価　事務事業評価を総合支所及び支所の事務につい
て評価を行い、全庁的な取り組みとした。

・行政評価を中核に据え、総合計画、予算、組織・定員管理が
有機的に連動するシステムとして行財政運営システムを構築
し、運用する。

・八女市行財政運営(マネジメント)システム構築基
本方針に基づき、各部及び各課(室・局)が重点的
に取り組む主要事業や、具体的な課題・対応方針
を、「方針書」として作成し、政策実現と運用管理の
プロセスを意識した業務の進捗管理を行う。最高意
思決定機関である庁議については、より戦略的な政
策決定の場としての「経営会議」の機能をさらに強
化し、全庁横断的で機動的な意思決定を可能とす
るトップマネジメント機能の強化を図る。また、行政
評価の実施により、各部の使命と責任を明確化する
とともに、各部の経営方針の策定公表等により、部
マネジメントの強化を図る。

・各課において市長の経営方針を踏まえ、翌年度重点施策方
針、部施策方針、課施策方針を作成。また行政評価の全庁的
な取り組みで、各部の使命と責任を明確化し、行財政運営（マ
ネジメント）の強化を図った。

・八女市行財政運営(マネジメント)システム構築基本方針に基
づき、各部及び各課(室・局)が重点的に取り組む主要事業や、
具体的な課題・対応方針を、「方針書」として作成し、政策実現
と運用管理のプロセスを意識した業務の進捗管理を行う。最高
意思決定機関である庁議については、より戦略的な政策決定
の場としての「経営会議」の機能をさらに強化し、全庁横断的で
機動的な意思決定を可能とするトップマネジメント機能の強化を
図る。また、行政評価の実施により、各部の使命と責任を明確
化するとともに、各部の経営方針の策定公表等により、部マネジ
メントの強化を図る。

・行政評価結果に基づく施策の優先順位付けや事
務事業の見直し等の改善を行う中で、業務の外部
委託についても検討する。また、既存の委託業務に
ついても再点検しながら、最適な手法を検討してい
く。

・水道事業等の業務について包括外部委託等の可能性を検討
するため先進地視察を行った。

・行政評価結果に基づく施策の優先順位付けや事務事業の見
直し等の改善を行う中で、業務の外部委託についても検討す
る。また、既存の委託業務についても再点検しながら、最適な
手法を検討していく。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

税務課

子育て支
援課

学校教育
課

環境課

福祉課

介護長寿
課

市民課

ウ　公共施設の
あり方検討

企画財政
課

総務課

イ　業務の外部
委託等の更なる
推進

  行政経営の効率化、住民サービスの向上等を図
るため、既存の委託業務を再点検するとともに、外
部委託の実施が適当な業務については引き続きア
ウトソーシングの諸手法（業務委託、指定管理者制
度、民営化、市民や市民団体等による事業協力 な
ど）の中から最適な手法を検討し、外部委託化の推
進を図る。

  平成２２年２月の合併により公共施設の数が増加
し、維持管理経費の増大、施設配置の不均衡等の
課題があり、現状分析によるあり方検討が急務と
なっている。
  このため、公共施設の状況やコストに関する情報
を一元化し、施設の配置基準、有効活用等に関す
る基本方針を定め、 この方針に基づき、市が保有
する公共施設について総合的な視点から、有効活
用、再配置、処分等に関する取り組みを進める。

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

（市民税では、特別徴収の賦課事務において、平
成27年度より特別徴収の個別の税額通知封入れ作
業を外部委託する。）

・市民税では、特別徴収の賦課事務において、平成27年度より
特別徴収の個別の税額通知書圧着作業の外部委託を行った。

・平成２８年４月からの移管先法人・保護者・市との
三者協議や合同保育等を行い、円滑に民営化を行
う。

平成２８年４月から民営化する八幡保育所及び光友保育所にお
いて、保護者・法人・市による三者協議を３回開催し、１０月から
は法人との合同保育を実施した。また、法人との契約関係及び
財産に関する手続き等、必要な事務手続きを行った。

・「公立保育所再編計画」を策定し、民営化を進める一方で、公
立保育所として存続する施設は、新築も含め改修計画を立て
る。
 民営化は平成25年度から順次進め、H25年度に1園、H27年度
に1園の民営化を実施する。
また、平成２８年４月に移行する２園については、平成２７年度に
民営化に向けた準備を行う。

・平成27年4月1日から、一部の市立中学校の学校
給食調理等について、新たに民間委託を進める。

平成27年4月1日から市立南中学校及び立花中学校の給食調
理において、一部民間委託を実施した。
委託学校の調理員、栄養士及び市教委で反省点や日程等を
確認する会議を毎月実施し検証を図っている。特段の問題もな
く、業務遂行出来ている。

・市立中学校の学校給食調理等について、民間委託を進める。

・ごみ減量のために、更なる分別の細分化を推進す
る。その中で収集運搬業務に係る民間委託の是非
を決定し、今後のごみ収集運搬体制を検討する。

・更なるごみ減量を目指し、不燃ごみとして処理しているガラス・
陶器類の資源化に向けて研究調査をおこなった。
・分別品目拡大に向け、直営及び委託業者の収集運搬に係る
業務内容及び業務の効率化についての検討をおこなった。

・旧八女市区域(上陽地区を除く)の可燃ごみ収集運搬業務の
一部(半分)民間委託を検証し、今後の民間委託について検討
する。

・障害者総合支援法に基づく相談支援事業を実施
することで、障害のある方およびその家族の各種相
談について対応する。

・リーベル、蓮の実団地、筑水会病院、陽だまりの里に業務委託
し、障害のある方およびその家族の相談支援を行った。

・介護保険法の一部改正と、第6期介護保険事業計
画に基づき、更なる介護予防事業の充実に努める。

介護予防事業における二次予防事業においては、更なる事業
の充実を図るため、全日コースのプロポーザルを実施し、新た
な事業所と委託契約を締結した。また、一次予防事業で実施し
ている運動機能向上教室も実施会場を増やし、より多くの方が
介護予防に取り組める環境づくりに努めた。

・介護予防事業のすべてにおいて委託先については、一部の
特殊な事業を除き、プロポーザル方式による随意契約を検討す
る。また、第6期介護保険事業計画に基づき、長期契約を検討
していく。

・外部委託によるレセプト点検作業を行っているが、
その時点での最適と思われる手法を検討する。

・平成20年度から外部委託によるレセプト点検作業を行ってい
るが、平成23年度と24年度は業者を変える等その時点での最
適と思われる手法を検討する。

・公有財産利活用検討委員会を開催し、公共施設
総合管理計画の策定について協議する。

・基準（「指定管理料積算の基本的な考え方」）に基
づいて指定管理料を整理する。

・公有財産利活用検討委員会を計2回開催し、その中で公共施
設の見直しについて、最終決定した公共施設につては廃止条
例等を行った。

指定管理料の算定については平成23年度に基本的な考え方を
まとめており、これに沿った対応をした。

・公共施設見直し実施計画を策定し、平成26年度末までに統
廃合や管理体制の見直しを進める。

・指定管理料については、適正基準を定め、これに基づき予算
編成を行う。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

環境課

  平成２２年２月の合併により公共施設の数が増加
し、維持管理経費の増大、施設配置の不均衡等の
課題があり、現状分析によるあり方検討が急務と
なっている。
  このため、公共施設の状況やコストに関する情報
を一元化し、施設の配置基準、有効活用等に関す
る基本方針を定め、 この方針に基づき、市が保有
する公共施設について総合的な視点から、有効活
用、再配置、処分等に関する取り組みを進める。

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・中継点として整備した環境センターについては、
市民の利用状況を見ながら、今後の運営のあり方を
検討する。

・引き続き一括委託による経費の削減に努めなが
ら、大規模改修が必要になった時や委託契約を終
える平成30年度末へ向けて、統廃合等の方針を検
討する。

・し尿処理施設の統廃合を視野に入れながら、関係
機関と施設整備について検討を進める。

・中継点として、市民が利用しやすい場所及び今後の運営につ
いて検討を行った。

・平成２６年度より東部地区4斎場の運転管理業務を一括して委
託したことにより、経費を大幅に削減することができている。引き
続き大規模改修の時期を見計らい、費用対効果と市民の利便
性等を鑑みながら検討する。

・八女中部衛生センターの更新等について、東部地区し尿処理
３施設の統廃合も含め関係機関と検討を行った。

・八女市のごみ処理を平成25年4月1日から八女西部清掃工場
へ集約し、ごみ処理のコスト削減を行う。

・し尿処理施設および火葬場の統廃合については、「八女市循
環型社会推進事業整備庁内検討委員会」にて協議を重ねて、
方針を策定し、方針に沿って進める。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

農業振興
課

エ　市補助金の
総点検

  市補助金については効果的・効率的かつ適正な
運用を図るため、事業の効果性、団体等の的確性、
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「八女市補助金交付基準」を策定
し、これに基づいて個々の補助金を総点検する。ま
た、規則・要綱等を整備することにより、透明性を高
める。

企画財政
課

オ　小規模な基
礎行政単位（行
政区）の統合

  今後とも「行政上の組織」としての行政区のあり方
について、関係行政区との協議を進めながら組織
の再編を進める。

地域づくり・
文化振興
課

ア　定員の適正
管理

  将来的に厳しい財政状況が予測される中で、行政
課題や社会情勢の変化に的確に対応し、持続可能
で安定した公共サービスを維持していくという視点
から、中長期的な視点に立った計画的な人員確保
が必要となっている。
  平成２２年度に新たに策定した定員適正化計画を
基本に、合併後の組織機構や事務事業の見直しな
どによる職員数の適正化を図り、簡素で効率的、効
果的な執行体制を確立する。

人事課

イ　給与の適正
管理

　職員の給与については、地方公務員法の給与の
根本基準の規定に基づき、生計費並びに国及び他
の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者
の給与その他の事情を考慮し、適正な運用を図る。

人事課

ウ　時間外勤務
の縮減と事務の
平準化

　時間外勤務の多い職場の業務分析を行い、時間
外勤務の縮減及び事務量偏在を解消するための
適切な人員配置を行う。時間外勤務の縮減により、
職員の健康保持と人件費の抑制を図り、厳しい財
政状況の中で、業務の能率向上を図る。

人事課

企画財政
課

(ｲ)　職場における人材育成等の機能を更に高める
ため、管理職の人事マネジメント、組織マネジメント
能力を強化する研修を充実する。

人事課

イ　人事管理制
度の改革

(ｱ)　職員の能力や実績を客観的に把握するために
公平性・透明性・納得性を基本とし、職員の意欲を
高め仕事への使命感を持たせ、さらには、組織力を
高めることにつながる新たな人事評価制度の導入
を検討する。

人事課

⑷　定員及び給与の適正管理

ア　組織・機構
の見直し

  現行の本庁・総合支所及び支所での所管事務や
組織のあり方、地域における行政サービスの提供体
制についての現状を検証し、また、社会経済情勢の
変化に対応した新たな行政課題や、市民の多様な
ニーズに対応した施策を展開するための組織・機
構の見直しは必要に応じ、柔軟に行うこととし、機構
改革研究委員会で検討し改革を進める。
  また、組織を横断する課題や、従来の組織では対
応が困難な新たな課題に対しては、縦割りによる弊
害を抑制し、迅速にかつ効果的に対応できる仕組
みづくりを検討する。

⑶　柔軟で機動的な組織体制の構築

人事課

⑸　人材育成の推進
(ｱ)　今後、地域主権改革により、様々な課題を地方
自治体自らの責任において自主的、主体的に解決
していくことが求められていく中で、本市を分権型社
会にふさわしい組織に変容させていくために、組織
の担い手である職員の意識改革と能力開発を効果
的に推進していく必要がある。
  そのため、人材育成基本方針に基づき職員研修
等を通して、スピード感、確実性、使命感を持ち、市
民からの信頼感を得る市職員の育成を図るととも
に、政策形成能力や法務能力等の向上を図る。

人事課ア　職員の意識
改革と能力開

発

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・終期が到来した補助金で延長すべきものについて
は各課において補助金交付基準に基づいて評価
し、ヒアリング後毎年度の予算に反映する。

・指針に従い、終期を3年としているため、終期到来し延長する
補助金については次年度予算編成と併せて適合性を確認し
た。

・全ての市補助金について平成25年度末までに 「八女市補助
金交付の見直し指針(補助金交付基準)」に適合するように見直
しを図る。また、新規補助金については、補助金交付基準によ
るものとし、市補助金の適正化を図る。

・小規模行政区については、再編について住民に
その機運が高まるよう啓発をしていく。

・行政区長業務説明資料の中に「行政区再編推進特例奨励
金」を記載し、全行政区長へ配布して周知・啓発を行った。

・小規模行政区の再編統合の趣旨や目的等について、市民や
行政区に啓発する。

・新たな組織機構について実施後の状況を検証す
る。

・平成27年度からの機構に大きな問題はなかったが、教育委員
長の任期満了に伴い、新しい教育委員会制度に移行する方針
が決まり、八女市機構改革研究委員会を開催。（平成28年4月
からの見直し実施）
主な内容は、教育委員会を学校教育課と人権・同和教育課の2
課とするとともに教育部を廃し、教育次長を置くこととした。文化
課の事務は新社会推進部に移管し、文化に関する事務を地域
づくり文化振興課の文化振興係と統合して文化振興課を設置し
た。図書館係は男女共同参画・生涯学習課の係とした。地域づ
くり文化振興課を地域振興課に改称した。

・効率的行政運営につながる組織の統合再編を行う。

・窓口業務の連携により市民サービス向上に努め
る。

引き続き検討が必要。 ・証明窓口の一元化に関しての検討を行う。

・迅速にかつ効果的に対応できる仕組みづくりを引
き続き検討する。
(庁内公募制度、プロジェクトチーム等)

引き続き検討が必要。 ・迅速にかつ効果的に対応できる仕組みづくりを構築する。

・新たな定員適正化計画（平成28年度～32年度）の
策定を行う。策定後は、計画に基づき、適正な職員
の定員管理に努める。

・新たな定員適正化計画（H27年7月）の策定を行った。
定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理に努め、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。27年度
は派遣職員の増等により、28年４月１日現在で575人となり、計
画目標（574人）の達成には至らなかった。

・定員適正化計画に基づき、計画的な人員確保を進め、平成27
年度当初の職員総数を580人とする。(平成23年度当初比47人
減)

・人事院給与勧告に基づく給与制度の見直しを行
う。

人事院勧告は、官民較差解消のため、月例給について平均０．
４％、勤勉手当０．１月分の引き上げとなった。また、給与制度の
総合的見直しに伴い、給与体系の見直しを行った。

・人事院給与勧告に基づく給与制度の見直しを行う。

・業務分析に基づく職員の適正配置を行う。

・ノー残業デーを推進するとともに、時間外勤務の
縮減についての啓発を行う。

・職員の適切な人事配置に向け、各所属長に対して詳細な業
務内容ヒアリング等を実施した。
・時間外勤務実態把握と解消に向けて、時間外勤務状況に応じ
て、啓発を行った。

・各年度の時間外勤務手当等の支給額について、平成 22年度
決算比10％減を目指す。

・平成27年度人材育成実施計画を策定し、研修を
進める。

・平成27年度人材育成計画に基づき、集合研修として全職員研
修、階層別研修、特別研修及び人権・同和問題研修を実施し
た。

・市町村職員研修所で研修を受ける職員の目標数
を100人とする。

・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人が参加した。

・平成27年度の研修職員数を110人とする。

・職員政策形成研修事業により研修を受けた職員
による「職員政策形成研修報告書」を作成し、職員
に研修報告を広く周知することにより、研修内容を
共有・全体化する。

・参加者22名　　研修先12箇所
　研修内容を共有・全体化するため、「職員政策形成研修報告
書」を作成し、職員に研修報告を広く周知した。

・職員の意識改革および資質向上を図る。

・管理職のマネジメント能力を向上させるための研
修を実施する。

・人事評価制度の試行の一環として、一次評価者による面談を
実施する上で、公正な評価とともに適切な指導ができるよう研修
を実施した。

・職員の意識改革および資質向上を図る。

人事評価制度の試行を行い、平成28年度からの本
格的な導入を目指す

・人事評価制度の試行にあたり、制度の概要及び行動評価に
関する研修を実施し、自己評価から最終評価まで一連の評価
作業を実施した。

・人事評価制度の試行をしながら、本格的な人事評価制度の導
入を目指す。

・求められる職員像や能力要件に基づき中長期的な人材育成
の方向性を定める新たな人材育成基本方針を策定し、職員の
意識改革を図り、多様なニーズに対応する専門性の向上と総合
性の確保に努める。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

(ｲ)　高度化・多様化する行政ニーズに対応しながら
少数精鋭による効率的な行政運営を行うための人
員配置と組織の活性化を図るため、多様な任用制
度・勤務形態の職員の活用等の取り組みを検討す
る。

人事課

(ｳ)  市町村合併、高度情報化、市民の多様なニー
ズ等の社会情勢の変化等により病休者（身体・メン
タル疾患等）が増加傾向にある。限られた人員の中
で執務能力の向上を図るためには、職員の安全及
び健康の確保並びに快適な職場環境の実現に向
けて、労働安全衛生管理体制の充実を図る。

人事課

ア　職員提案制
度の推進

　職員提案制度の活性化により、すべての職場で
“仕事のやり方”を見直し、行政運営の効率化と市
民サービス向上を図っていく。併せて、施策、事務
事業に対する改善等の提案の機会を制度として設
けることで、職員の潜在能力を引き出し、企画力、
問題解決力等の育成へつなげる。

企画財政
課

総務課

税務課

総務課

ウ　職員の接遇
能力の向上

　接遇マニュアルに基づき、職員一人ひとりがサー
ビスの提供者であることを常に自覚し、より親切で丁
寧な対応に向け、職員の総合的な接遇能力向上を
図る。

人事課

エ　業務マニュ
アル等を活用し
た業務の標準
化

　業務マニュアルの更なる整備と活用により、本庁・
各支所においての業務の標準化を進め、公平な住
民サービスの提供と質の維持を行う。

企画財政
課

ア　投資的事業
の計画的、重点
的実施

企画財政
課

企画財政
課

イ　財源の確保

⑹  行政サービスの向上

イ　電子市役所
の推進による行
政サービスの向
上

　新たな行政情報化計画を策定し、情報技術の便
益を最大限に活用するとともに、行政の簡素・効率
化とサービスの質的な向上を図るため電子市役所
を推進していく。市民サービスの向上を図るため、
利便性の高い窓口業務の実現やインターネットを活
用した電子申請の拡大を検討する。

⑺ 　健全な財政運営
　投資的事業については、第４次八女市総合計画
及び過疎地域自立促進計画等に基づき総合的視
野に立ち、財政負担、効果等を見極めて効率性を
重視しながら、必要性と緊急性の高いものから計画
的かつ重点的に実施する。
  また、投資的事業に係る起債については、交付税
措置のあるものを厳選し、財政運営上、基本的には
発行額を元金償還内に抑制する。

(ｱ) 　市税等の賦課に当たっては、関係機関との連
携を強化しながら現地調査等を徹底して、課税客
体の完全把握に努める。

税務課

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・引き続き多様な任用形態について検討し、実施で
きるところは実施する。

・経験知識を活かした多様な任用形態として、平成28年4月1日
付けで再任用職員を22名任用した。

・即戦力の人材の確保、早期の人材育成に資するための有為
な人材の確保を目指す。既存の組織の枠組みでは対応困難な
課題に対して臨機にプロジェクト・チームを設置し、対応する。

・八女市職員労働安全衛生管理規則に基づき、労
働安全衛生委員会を効果的に運営し、職員の安全
及び健康を確保し、快適な職場環境の促進に努め
る。

・衛生委員会及び健康管理チーム会議を3回開催した。
・職員のメンタルヘルス対策の推進として臨床心理士によるカウ
ンセリングを12回実施した。
・産業医による健康相談を12回実施した。

・病休者数を平成22年度の数値の50％以下とする。
  （22年度延べ人数50人）

・職員提案を募集する。
　提案者数　20人を目標とする。
　提案件数　35件を目標とする。
 

・採択提案については、提案内容所管課及び提案
者と実現に向け具体的検討を行う。

・採択提案の進捗管理を行う。

・職員提案を募集した。
 　 提案件数   29件
　審査結果は、採択1件（優秀賞）、要実行検討13件、不採択15
件であった。前年度から提案年数が増加し、職員の企画力等の
育成につながった。

・前年度採択提案については進捗管理を行った。

・職員提案を募集する。
　　提案者数毎年20人を目標とする。
　　提案件数毎年35件を目標とする。

・採択提案については、提案内容所管課及び提案者と実現に
向け具体的検討を行う。

・採択提案の進捗管理を行う。

・インターネットを通じて申請・届出等ができる電子
申請システムの拡充に取り組む。(目標10項目）

・5項目の行政申請手続きのオンライン化（総務省基準）が可能
となった。
（図書貸出予約、地方税申告手続、お茶の入れ方コンテスト、
住民票の写しの交付申請、ふるさと納税）
国による事業例の紹介は、関係課へ随時行う。

・インターネットを通じて申請・届出等ができる手続き数を10項
目程度にする。

・マイナンバー制度導入に伴い、市民税および固定
資産税（償却資産）の電子申告（電子納税は除く）
を積極的に推進する。

・市民税については、法人1,014件、固定資産税の償却資産で
は264件で増加傾向で電子申告がなされており、サービスの向
上につながった。

・行政情報化施策・課題等について調査・整理を進
め、行政情報化計画の策定に着手する。

・行政情報化計画については、マイナンバー制度の対応に多く
の事務量を取られたため、策定作業に取掛かることができな
かった。

・行政情報化計画を策定し、計画に基づき電子市役所の推進
に取り組む。

・接遇マナー向上週間を設け接遇能力の向上に努
める。

・総合窓口案内業務の実施により、接遇能力の向上に努めると
ともに、新規採用職員への接遇研修を実施した。

・職員の接遇に関する市民からの苦情を0件にする。
  (22年度  2件)

・全ての職場において作成されている事務処理マ
ニュアルの見直しおよび拡充を定期的に行う。（特
に窓口業務）

・推進実績ないが、機構改革に伴いマニュアル等の引継ぎを促
した。

・全ての職場において作成されている事務処理マニュアルの見
直しおよび拡充を定期的に行う。（特に窓口業務）

・第4次八女市総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施する。
  部長は、市長の経営方針(マニフェスト)を踏まえ、
第4次八女市総合計画との整合性を考慮した上で、
次年度の部内各課における行政執行の指針となる
「部方針書」を作成する。「部方針書」は次年度の予
算編成に反映させ、最高意思決定機関である庁議
において政策決定し、健全な行財政運営を行う。

・投資的事業については、総合計画、過疎地域自立促進計画
等により、計画的かつ重点的に事業を実施した。
  市長の施策方針を踏まえ、「翌年度重点施策方針」及び「部施
策方針」、「課施策方針」を作成し、予算編成とリンクした計画的
かつ重点的な事業管理を行った。

・第4次八女市総合計画、過疎地域自立促進計画等により、計
画的かつ重点的に事業を実施する。
  部長は、市長の経営方針(マニフェスト)を踏まえ、第4次八女
市総合計画との整合性を考慮した上で、次年度の部内各課に
おける行政執行の指針となる「部方針書」を作成する。「部方針
書」は次年度の予算編成に反映させ、最高意思決定機関であ
る庁議において政策決定し、健全な行財政運営を行う。

・起債については交付税算入率の高い過疎債と辺
地債を中心に借り入れ、一般会計の借入額(発行
額)を元金償還額より少なくする。

・起債については交付税算入率の高い過疎債と辺地債を中心
に借り入れ、一般会計の借入額(発行額)を元金償還額より8億
5,952万円下回った。

※26年度決算においては、臨時財政対策債、辺地対策事業
債、過疎対策事業債、災害復旧事業債、防災対策事業債、全
国防災事業債、水道事業一般会計出資債、緊急防災・減災事
業債、公共事業等債を借り入れた。すべて交付税算入がある起
債である。

・平成27年度末の一般会計の市債残高を300億円以下にする。
   (平成21年度末一般会計市債残高 約348億円)

・関係機関との連携を強化しながら課税客体の完全
把握に努める。

・三者税務協議会や八女地区税務協議会等との各種協議会や
関係機関と連携を強化しながら課税客体の完全把握に努めた

・関係機関との連携を強化しながら課税客体の完全把握に努め
る。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

納税課

納税課・税
務課・上下
水道局

子育て支
援課

介護長寿
課

建設課

都市計画
課

福祉課、男
女共同参
画・生涯学
習課

スポーツ振
興課

男女共同
参画・生涯
学習課
市民課

(ｲ) 　市税等の口座振替加入率の増加を促進すると
ともに収納率の向上及び市民の利便性の向上につ
ながるための新たな納付手段を研究する。

(ｳ) 　市税等の徴収については、引き続き滞納者の
財産調査に基づく滞納処分（差し押さえ）を強化す
るとともに、差し押さえ物件の公売も実施していく。
また、滞納者に対する「行政サービスの制限」につ
いても継続して実施する。

納税課

(ｴ) 　各種使用料についても組織の横断的な取り組
みにより滞納整理に関するノウハウの共有を図りな
がら収納率の向上を図る。

(ｵ) 　受益者が特定される行政サービスの提供につ
いては、公平性の観点から負担のあり方について
検討し、適正化を図る。

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

市税等の口座振替加入率57.0％を目標とする
（コンビニ収納サービス開始を考慮して下方修正）。

・市税等の口座振替加入率54.47％
口座振替への案内チラシと申請用紙を送付し推進したが、口座
振替にされている方で、死亡により振替不納となった口座を整
理したこともあり、結果的に加入率の増加にはつながらなかっ
た。
新規（変更含）加入数　　2,246件

・平成27年度末の口座振替加入率60％を目標とする。

・市県民税（普徴）、固定資産税、国民健康保険税
のコンビニエンスストアでの納付開始

市民の利便性確保のため、平成２６年度の軽自動車税に引き
続き、今年度から市県民税（普徴）、固定資産税、国民健康保
険税、上下水道料金のコンビニエンスストアでの納付を開始し
市民の利便性確保に努めた。

・コンビニエンスストアでの納付を目指す。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」こと
は、市民の税務行政に対する信頼に繋がることとな
る。このため公平で厳正な滞納整理を進めていく。
　また、ファイナンシャル・プランナーによる、滞納者
の家計見直しや返済計画の相談を行う。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」ことを重視し、
滞納者に対して、督促状、納付のお知らせ、催告書等を送付し
自主納付を促しながら納付折衝を行った。その上で、全ての滞
納者を対象に確認を行い、納付しない滞納者に対しては、財産
調査に基づく滞納処分（差し押さえ）を行うなど法に基づいた的
確適切な滞納整理を実施し、滞年繰越額が９千万円程度圧縮
するなど効果を得ている。
 また、ファイナンシャルプランナーによる納税相談を実施し、滞
納者の家計や返済計画の見直しなど、総合的な診断と助言を
行い、過払い金の請求や自主的、計画的な納付につなげること
ができた。

・「税負担の公平性」と「納税秩序の維持を図る」ことは、市民の
税務行政に対する信頼に繋がることとなる。このため公平で厳
正な滞納整理を進めていく。

　現年分（目標収納率）　  市　税　98.70 ％
                      　  国保税　95.20 ％

　滞納分（目標収納額）　市　税  110,000千円
                        国保税  110,000千円
                        合　計　220,000千円

　現年分　　 　　   市　税　98.39 ％
                  　 　  国保税　95.01 ％
　

　滞納分　　  　 　市　税   143,357千円
                     　   国保税  101,105千円
                     　   合　計　244,462千円

　27年度末目標収納率
　　　　　　　　　市　税　99.00 ％
                  国保税　 96.00 ％

　23～27年度の目標収納額の累計額
           市　税  480,000千円
           国保税  420,000千円
           合　計  900,000千円

・「行政サービス制限」を継続して実施する。 ・「行政サービス制限」については、各種補助申請に対して、公
平・公正な調査を実施し適正な処理をした。

・「行政サービス制限」を継続して実施する。

・保育料の目標収納率
　 現年分98.00％
   滞納分32.50％

保育料の収納率
１．現年分　　９７．９８％
２．滞納分　　２９．４９％

・27年度末目標収納率　　現年分97.70％
                          滞納分30.00％

・介護保険料の目標収納率 現年分99.20％
   　　　　　　　　　　　滞納分22.00％

・介護保険料の実績収納率 現年分99.18％
   　　　　　　　　　　　          滞納分25.21％
普通徴収者へ口座振替を奨励し収納率向上に努めた。滞納者
宅を個別訪問（偶数月)し、制度への理解を求め、保険料の納
付を促した。Ｈ２９年度からコンビニ納付に対応するためシステ
ム改修し納付しやすい環境を整備した。

・27年度末目標収納率　　現年分99.20％
                          滞納分22.00％

・道路・水面使用料の目標収納率
　現年分98.53％
　滞納分 2.34％

・道路・水面使用料の収納実績
　現年分99.38％
　滞納分13.63％

・27年度末目標収納率    現年分98.53％
                          滞納分 2.34％

・市営住宅使用料の目標収納率
　現年分95.00％
　 滞納分15.00％

・市営住宅使用料の実績収納率
　現年分97.82％
　滞納分15.78％

・27年度末目標収納率　　現年分95.00％
                          滞納分15.00％

・各種施設の使用料および減免基準の見直しを行
い受益者負担の適正化を図る。

各種施設の使用料および減免基準の見直しについては、他の
社会教育施設との統一性を図る必要もあり、平成２７年度は実
施できていない。

・各種施設の使用料および減免基準の見直しを行い受益者負
担の適正化を図る。

（市内33の体育施設の使用料について、現在の料
金設定を施設の規模や照明器具等を精査したなか
で類似施設における料金設定などが適切な受益者
負担や公平性が保たれるように努めていく。併せ
て、今後消費税率の引き上げ等の状況をみながら
体育施設の使用料についてはすべての施設で均
衡のとれた料金設定を検討していきたい。）

体育施設使用料の料金設定についての見直しは行っていない
が、２０１９年の消費税引き上げなど、今後の状況を見ながらす
べての施設で均衡のとれた料金設定について検討していく。

・各種施設の使用料および減免基準の見直しを行い受益者負
担の適正化を図る。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

上下水道
局

子育て支
援課

総務課

(ｸ) 　広告事業の拡大を検討し、自主財源の拡充を
図る。

総務課

(ｷ) 　企業誘致を積極的に推進し、定住人口の増加
と雇用の拡大を図り、税収確保につなげる。

商工観光
課

ウ　公営企業の
経営健全化

　 公営企業については、事務事業の減量・効率化
を推進するとともに、中長期経営計画の策定を行い
ながら健全な経営に努める。

上下水道
局

(ｵ) 　受益者が特定される行政サービスの提供につ
いては、公平性の観点から負担のあり方について
検討し、適正化を図る。

(ｶ) 　市有地の貸付や処分等を行うとともに不要物
品等についても利活用策を検討し、不用なものに
ついては売却等適正な処分を図る。

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・上水道料金を統一する。

(子ども・子育て支援新制度のスタートと同時に、幼
稚園、保育所、認定子ども園、地域型保育事業の
保育料については、教育・保育施設等利用者の公
平性を保つため、昨年度見直した保育料により運
用を行う。)

子ども・子育て支援新制度のスタートと同時に、改定（保育料の
国基準額からの軽減率を従来の平均１７％から平均３７％へ引
き上げ）した保育料により運用し、保護者の経済的な負担軽減
を行った。

・遊休地・長狭物の活用と処分を進める。 （平成28年3月31日現在の貸付状況）
　　普通財産総面積　　　96,075.21㎡
　　貸付面積　　　　  　　 92,219.69㎡
　　貸付率　　　　　　　　　95.98％
　　貸付料総額　　　　　　8,014,000円
　（旧八女市分のみ）

・計画期間中に、2件の売却を目指す。

・不要となった物品については、インターネットオー
クション等を通じて売却することで収入の増加を図
る。

・インターネット公有財産売却等を行い、動産(車)1件を売却し
た。
平成27年度実績
・物品名 平成8年式消防車(三菱キャンター)
・売却価格 397,000円(合計額)

・不要となった物品については、インターネットオークション等を
通じて売却することで収入の増加を図る。

・工業用地確保事業を推進すると同時に、民間地
への工場等企業立地のあっせんを行う。

・民間企業の賃貸物件に対して、他企業からの立地相談あっせ
んを2件行った。次年度以降2社立地の見込み。

・今福工業団地に企業誘致を行い、固定資産税をはじめとする
税収の増加を図る。あわせて、地元雇用拡大に努める。

・前古賀工業団地(仮称)への企業誘致を進める。 前古賀工業団地（仮称）は、平成28年度から工業団地化へ向け
て、事業を開始する。

・前古賀工業団地(仮称)への企業誘致を進める。

・広告事業の拡大による収入の増加を図る。 ・広告入り庁用共通封筒の作成及び無償提供に関する協定書
を締結し、広告入り封筒を使用することにより予算削減を図っ
た。
(長3封筒…8万枚、角2封筒…4万枚)
・また、広告入り庁舎案内板を設置することにより、広告収入の
増加を図った。
・新規の広告事業は行っていない。広告入り庁用共通封筒の使
用枚数を再調査し、さらなる予算削減に着手する。

・広告事業の拡大による収入の増加を図る。

・上水道事業及び簡易水道事業全体の「新水道ビ
ジョン」を策定する。

・「八女市水道ビジョン」の策定にあたっては、八女市水道事業
全体の事業運営・施設整備等の適切な計画を図っていく必要
があるため、簡易水道事業の資産評価策定が出来上がる、平
成30年度へ変更する。

・水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、目指すべ
き方向性や実現性を明示した水道事業全体の「新水道ビジョ
ン」を平成27年度までに策定する。

・上水道の給水普及率の向上　目標86.0% ・上水道の給水普及率の向上　実績86.0％ ・27年度末目標　  86.0％

・上水道料金の目標収納率
　 現年分　99.00％
   滞納分　58.00％

・上水道料金の実績収納率
　　現年度分　98.54％
　　滞納分　　41.63％
  ２か月ごとに、前々回からの滞納者を対象として、個別に訪問
し、料金の徴収又は給水停止を行っている。
　また、分納誓約をしても守られていない場合も、状況を把握し
たうえで、給水停止を行っている。

・27年度末目標収納率   現年分　99.00％
     　　　 　　　　　　 滞納分　58.00％

・北川内地区の管理システムの構築及び建設改良
及び前年度給水台帳分の管理システム更新作業を
行行う。

・北川内地区の管理システムの構築及び建設改良及び前年度
給水台帳分の管理システム更新作業を行い事務の効率化を
図った。

・上水道台帳管理システムを整備し、配水系統・各種資料を一
元管理することにより業務の効率化を図る。

・新八女市としての中長期経営計画を含む公共下
水道全体計画の策定に向けて、調査・検討を行う。

・新八女市の汚水処理について調査・検討し、下水道計画区域
の縮小、将来人口及び計画汚水量の見直し等を行い、新八女
市の公共下水道全体計画の基礎となる、汚水処理構想を策定
（見直し）した。

・新八女市としての中長期経営計画を含む公共下水道全体計
画を策定する。

・下水道加入促進　目標加入率　70.0％ ・下水道加入促進　実績加入率　68.6％

　戸別訪問や文書送付により、下水道事業への理解を促すとと
もに、改造工事助成制度等の周知を図り、早期加入を促した。
供用１年目の区域における加入率が３９％と低調だったため、
全体加入率が低下したが、引き続き粘り強く加入促進に取り組
んで行きたい。

・27年度末目標加入率　70.0％
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

エ　一部事務組
合、第三セク
ターへの関与

(ｱ)　一部事務組合の効率的・効果的な経営につい
ては、構成市町村の立場から情報の提供を求める
等、引き続き関わりを強化する。

企画財政
課等

健康推進
課

環境課

(ｲ)　第三セクターについては、経営改革等の指導・
助言を行い、経営基盤の強化を進める。

全課

企画財政
課・商工観
光課

健康推進
課

商工観光
課

ウ　公営企業の
経営健全化

　 公営企業については、事務事業の減量・効率化
を推進するとともに、中長期経営計画の策定を行い
ながら健全な経営に努める。

上下水道
局

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・下水道事業の受益者負担金の目標収納率
       現年度分  96.0％
  (現年度賦課分  99.4％)
  (過年度賦課分  79.0％)
     滞納繰越分  15.0％

・下水道受益者負担金の実績収納率
       現年度分  98.5％
  (現年度賦課分  100％)
  (過年度賦課分  74.3％)
     滞納繰越分  22.8％

・27年度末目標収納率
              現年度分　96.0％
         (現年度賦課分　99.4％)
         (過年度賦課分　79.0％)
            滞納繰越分　15.0％

・下水道使用料の目標収納率
　現年分  97.8％
  滞納分  25.0％

・下水道使用料の実績収納率
　現年分  98.47％
  滞納分  12.1％

　戸別訪問や電話催告により、納付意識の向上と自主納付を促
した。また、分納誓約不履行や催告書に応じないなど納付が見
込めない場合は、やむを得ず滞納処分を行うなどにより収納率
の改善を図った。

・27年度末目標収納率　現年分  97.8％
                        滞納分  25.0％

・一部事務組合の効率的・効果的な経営について
は、構成団体の立場から情報の提供を求める等、
引き続き関わりを強化することで、歳出を抑制する。
　特に八女地区消防組合については、通信の広域
化等により将来的にも多額の負担金が見込まれる
ため、財政担当課も含めて長期財政計画に基づき
協議していく。

・八女地区消防組合については、財政担当課長及び消防担当
課長が出席する、幹事会により、協議を行った。

・一部事務組合の効率的・効果的な経営については、構成団
体の立場から情報の提供を求める等、引き続き関わりを強化す
ることで、歳出を抑制する。

・公立八女総合病院の効率的・効果的な経営につ
いては、構成団体の立場から情報の提供を求める
等、引き続き関わりを強化することで、歳出を抑制す
る。今後は、八女市・広川町・公立八女総合病院3
者が集まって、決算の報告説明を受け意見交換が
出来るようにしていく。
 また、平成26年12月に地域医療支援病院の承認
を受けたことにより、診療報酬の加算が出来る。そ
のためには、地域医療支援病院運営委員会開催が
必要で、年5回程度開催される予定となっている。委
員会終了後、八女市・広川町と企業団において、経
営状況や運営状況について意見交換し、安定的な
運営が図れるよう協議する。

・公立八女総合病院は、地方公営企業法全部適用を採用し、
病院経営の収益を上げる工夫をしているが、医師の確保が難
題である。なお、久留米大学病院より産婦人科医師の派遣が厳
しい状況でＨ２７年７月から初診の妊婦受付を中止した。公立八
女総合病院のホームページに掲載し、市広報で市民へ周知を
図った。
公立八女総合病院からは、年1回各市町それぞれで決算報告
の説明を受けているほか、 地域医療支援病院運営委員会が年
３回開催され、八女市・広川町と企業団において、経営状況や
運営状況について意見交換し、安定的な運営が図れるよう協議
した。

・一部事務組合の効率的・効果的な運営に向けて、構成市町村
の立場から施策の提言及び情報の提供を求める等、引き続き
意見・要望を強め、歳出抑制に努めた。

・第三セクターについては、今後のあり方について統廃合を含
めたところで整理し、経営基盤の強化を進める。

星の文化館・茶の文化館の改修を図り、経営基盤
の強化を図る。

・星のふるさと財団の経営改善に向けてのヒアリングを行い、適
宜サービスや宣伝などの見直しを促した。Ｈ27年度決算は経営
改善している（黒字・資金繰り問題なし）

・財団の2か所については23年度中に一般財団移行の申請を
行う。

（財）杣の里の経営については、矢部地区地域間交
流施設構想の中で経営基盤の強化を図る。

杣の里財団の経営については、不採算施設の整理縮小により、
収益が減少し経営状況が悪化している。今後は八女市矢部地
区観光物産交流施設「杣のさと」 （H28年3月オープン）と地域
間交流施設構想により経営改善を図る。

黒木地域の医療を確保するとともに、、黒木地域に
ない耳鼻科や眼科を継続して診療科目に入れ実
施。独立採算による運営が出来る経営基盤強化を
図る。

クリニックくろぎの患者数は１日の平均患者数４５名で前年度と
比較すると年間患者数は４０４名の増となった。診療収入も昨年
度より、2，314千円の増となった。

・前年度をもってハード面の整備がひとまず完了し
た。
　今後は、ソフト面の充実が重要であるため、伝統
工芸館においては、年間を通した各種企画展やイ
ベント等を開催する共に、仏壇組合・提灯組合等と
の連携を図りながら実演コーナーの定着による八女
市における伝統工芸の魅力を市内外に発信してい
く。
　観光物産館においては、引き続き八女軽トラック
市を開催すると共に観光物産館における売れ筋商
品の発掘と商品ＰＲにより、経営の安定化を図る。

財団法人 八女伝統工芸館では、精力的にイベントや企画展を
開催した。またふるさと支援寄附の返礼品等の受注の増加によ
り、前年度から経営が改善している。

・財団法人 八女伝統工芸館 については、施設の有効利用、自
主イベントの企画運営等を進め、来訪者の増大により経営基盤
の強化を図る。また、平成24年4月にグランドオープンした八女
観光物産館との来場者との相乗効果を図る。
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第６次八女市行政改革大綱
改革推進の主要事項

計画実施
担当課

オ　物件費等の
節減

　八女市役所環境方針に基づき物件費の節減を推
進する。

総務課、環
境課

※計画実施担当課は平成28年3月31日現在の名称となっています。

実施計画 実施結果
計画期間中(平成23～27年度)の目標

２７年度

・環境方針に基づく光熱水量を平成26年度実績以
下に抑制する。

環境方針及び地球温暖化防止実行計画に基づき、電気使用
量、ＬＰガス使用量を前年度以下に抑制した。
（平成26年度実績）
・電気使用量　　　 573,092Kwh
・水道使用量      　　 4,708㎥
・ＬＰガス使用量　　612.1㎥
（平成27年度実績）
・電気使用量　　　 543,092Kwh
・水道使用量      　　 4,935㎥
・ＬＰガス使用量　　579.8㎥
増加した水道使用量に関しては、節水の周知を行う。

・環境方針に基づく光熱水量を抑制し、節減を促進する。

（平成２３年８月２６日決裁）
（平成２４年７月１０日改訂）
（平成２５年７月１０日改訂）
（平成２７年３月　３日改訂）
（平成２７年７月１６日改訂）
（平成２８年８月26日改訂）

※計画実施担当課は平成28年3月31日現在の名称となっています。
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