
資料４ 第５次行政改革大綱に係る積み残し案件

通番 目標期限・活動期間など 担当課 抽出理由

2 知識の共有 1 ナレッジ・バンクの構築

⑵
導入効果の向上を目的とし筑豊地域の各自治体へ呼びかけを行い、広域で「ナレッジ・バンク」を構築する。なお、内部情報の流出に配慮し、
情報セキュリティ対策を十分に図る。

4 平成28年度末 総務課、財政課 広域ナレッジバンク未整備

1 組織機構 2 業務のアウトソーシング推進
⑴

業務そのものをマネジメントする機能は市役所内に残しつつも、時代の変化に合わせ、業務のアウトソーシング（外部委託）を全体的に推進
し、民間活力を活用して、より効果的、効率的な行政サービスの提供を推進する。

8 平成25年度末 全課、財政課 アウトソーシング停滞

3 管理職のあり方
⑴

人事の透明性確保や職員としての総合的なスキルと知識を身に付けることを目的とし、「マネジメント能力」を重視した、「管理監督職資格試
験」を実施する。

9 平成28年度末 総務課 検討中

2 定員管理 4 人件費総額のスリム化
⑴

市職員（再任用・臨時・嘱託職員を含む）の人件費について、平成２２年度決算を基準とし、平成２６年度決算に係る削減目標値（割合）を速や
かに設定し、スリム化を図る。

18 平成26年度決算
全課、総務課、財政
課

取組中

3 人材育成 1 人材育成基本計画の推進と
進捗管理の徹底 ⑴

人材育成基本計画においては、未達成の部分が多く見られる。また、実際の運用状況や成果が容易に確認できない状態となっている。この
状況を改善するために、取組の進捗管理を行いながら、人材育成基本計画そのもののＰＤＣＡを推進する。

19
平成24年度以降毎年度
実施

総務課、財政課 人材育成計画作成中

⑵
人材育成基本計画は、管理職や担当職員だけではなく、一般職員に浸透しているかどうかが、計画の成果を左右するポイントとなることから、
職員への浸透活動を十分に図る。

20
平成24年度以降毎年度
実施

総務課、財政課 人材育成計画作成中

⑶ 人材育成上、高い効果が認められる「年単位の民間企業研修」に１～２名の規模で派遣する。 21
平成25年度以降毎年度
実施

総務課 検討中

⑷
民間企業研修に係るメリット、デメリットと「本市の業務にどう活かしているか」といった成果を検証し、研修で得られた情報・知識・スキルの共
有化を市役所全体で行う。

22 平成24年度末 総務課 検討中

2 「地域担当職員」制度の導入

⑴
人材育成上、他自治体で有効に機能している例のある、「地域担当職員」制度を導入する。これは、地域ごとに複数名の若手中堅職員を「地
域担当職員」として兼任させ、その職員が担当地域への情報提供や地域づくりへの支援・調整活動を行い、地域住民と共に地域の課題を掘り
起こし、その解決方策の検討を行う制度である。

23 平成26年度末
総務課、安全安心ま
ちづくり課、文化生涯
学習課

検討中

3 OJTを徹底する仕組みの構
築 ⑴

「業務時間確保」の観点から、「ＱＣ活動等による標準化」や「ナレッジ・バンク等による『見える化』」が馴染まない部分の見極めを行い、そうし
た業務について、「ＯＪＴ」の仕組みを構築し、スキルの伝承を図る。

24 平成25年度末
総務課、財政課、全
課

ＯＪＴの仕組み未整備

1 事務事業のあり方 6 予算削減ルールの設定
⑴

事務事業評価において、「『現行どおり』の自己評価結果であっても、常に業務改善やコスト縮減を行うことにより、一定程度の予算削減を図
る」との予算反映ルールを導入する。

31 平成24年度末 財政課
予算の一律削減方式導入
見送り

8 評価結果の迅速な実行
⑴ 試行を含め、行政評価に取り組んで数年を経過していることから、予算への反映や重複事業の統廃合等を早急に行う。 33

平成24年度以降毎年度
実施

全課、財政課、総合
政策課

予算反映額尐額に留まる

11 内部会議のスリム化
⑴

内部会議については、出席者数を厳選するとともに、同じ職員がメンバーで構成されている複数会議の統合や結論の先送りを避けるための工
夫を図ることで、業務時間の有効活用に繋げる。

36 平成24年度末 財政課 ルール化不十分

2 公の施設のあり方 2 ファシリティマネジメント方針
の策定と実行 ⑴

本市施設については、今後、膨大な維持管理経費や建替え費用が見込まれることから、施設の維持管理、選択と集中、市民協働を絡めた施
設の長寿命化、受益者負担額の将来像等についての「ファシリティマネジメント（施設等に関する維持管理等）に係る基本方針」を策定のうえ
実行する。

38 平成25年度末
施設所管課、財政
課、総合政策課

計画作成中

3 水道事業 1 計画的な施設等の更新およ
び広域化の推進 ⑵ 将来的には、広域で水道事業に取組む方向で検討を進める。 46 平成28年度末 水道課 実施時期未到来

4 田川市立病院 7 外部委員会設置による検証
の実施 ⑴ 外部委員により構成される組織を市役所内に設置し、市立病院への基準外繰出の成果、経営形態および事業自体のあり方を検証する。 57 平成25年度末 財政課 検証未実施

1 「新しい公共」時代に
おけるまちづくりのあり
方

1 自治基本条例の必要性検討

⑴
いわゆる自治基本条例の策定に関して、本市における自治の基本原則を定め、市民と市の協働によるまちづくりを進める観点から、条例化に
対する市民の機運の状況等を十分勘案しつつ必要性等の検討を進める。

58 平成28年度末
総合政策課、安全安
心まちづくり課、総務
課

取組中

2 外部委託のあり方 1 外部委託の適正化推進
⑴

「Activity Based Costing（アクティビティ・ベースド・コスティング：活動基準原価計算）」を導入し、業務ごとに詳細な原価計算を行い、外部委託
額についての検証を行う。

59 平成26年度末 全課、財政課 取組不完全

⑵ それぞれの委託額が本当に適正なのか、そもそも必要なのか常にチェックし、是正する仕組みを構築する。 60
平成24年度中に設置の
うえ実施

全課、財政課 仕組み不完全

⑶ 「ごみ収集業務」等、労務職を有する職場については、職員の安全性確保の観点も踏まえ、外部委託の第一歩を踏み出す。 61 平成26年度末
労務職を有する課、総
務課、財政課

アウトソーシング停滞

⑷
コンサルタントへの委託業務については、費用が増大する傾向があり、職員のスキル向上に繋がっていない状況が伺えることから、委託内容
の適正化を図る仕組みを構築する。

62
平成24年度以降毎年度
実施

全課、財政課 仕組み不完全

2 「サンセット方式」の導入
⑴ 「サンセット方式」を導入し、「必要、必要はあるけれど何年以内にやめる、この際やめる」等についての評価を実施する。 65 平成24年度末 財政課 評価未実施

1 1 ⑴ 第５次総合計画の財政面を担保し、実行可能性を向上させることを目的とした「財政健全化条例」の策定に向けて検討する。 67 平成28年度末 財政課 取組中

⑵
財政健全化条例に掲げる目的達成のため、３年から５年程度を推進期間とし、数値目標等を明記した「財政健全化計画」の策定に向けて検討
する。

68 平成28年度末 財政課 取組中

⑶ 「財政健全化条例および財政健全化計画」策定後、市民の皆様に策定の趣旨等について分かりやすい説明を行い、理解と協力を得る。 69 平成28年度末 財政課 取組中

2 予算編成方法の変更
⑴

総合計画経費を含めた全ての経費を対象とし、「枠配分による予算編成方式」に変更する。その際、予算削減額の一部を人材育成に充てる等
のメリットシステム導入を視野に入れる。

70
平成28年度当初予算よ
り

財政課、総合政策課 枠配分予算未導入

⑵ 第５次総合計画における施策ごとに評価を行う「施策評価」を導入し、「枠配分による予算編成方式」と連動させる仕組みを構築する。 71 平成27年9月末 財政課、総合政策課 枠配分予算未導入

合計（項目数） 27

基本方針 大項目 中項目 小項目（目標）

1　市民満足度を高めるた
めに行政の「仕事の質」を
変える

2　人材を適切にマネジメ
ントする

3　事務事業を検証しなが
ら選択と集中を行う

4　多額の財政負担を要
する事業の検証と再構築

5　「新しい公共」の観点
により、役割分担を明確
化する

6　上記を踏まえたうえ
で、「田川市経営改革の
方向性」を示す

財政健全化に向けた
取組

財政健全化条例および計画
等の策定



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

4 1

2

1

１　これまでの取組状況

No

1

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 ナレッジ・バンクの構築 目標期限等 平成28年度末 担当課 財政課、総務課

通番 基本方針 市民満足度を高めるために行政の「仕事の質」を変える
小項目

⑵ 導入効果の向上を目的とし筑豊地域の各自治体へ呼びかけを行い、広域で
「ナレッジ・バンク」を構築する。なお、内部情報の流出に配慮し、情報セキュリ
ティ対策を十分に図る。

大項目 知識の共有

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
・平成28年5月に改めて筑豊3市へ打診を行い、共有する情報を協議～確定させる。合意が得られた情報に係る本市分を集約のうえ、先方と
情報のやり取りを行う。

取組を実施しない 左記の理由

備考

24
広域的なナレッジバンク
構想を

総合政策課が 平成24年11月に
筑豊地域の4市（飯塚市、直方市、嘉麻市、本市）で構成
する行政評価連絡会議の際に紹介した

異論は出ず

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ ・平成28年9月末

完了しない 左記の理由と完了見込時期



空白ページ 



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

8 2

1

2

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

5

6

7

8

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする
小項目

⑴ 業務そのものをマネジメントする機能は市役所内に残しつつも、時代の変化に
合わせ、業務のアウトソーシング（外部委託）を全体的に推進し、民間活力を
活用して、より効果的、効率的な行政サービスの提供を推進する。大項目 組織機構

備考

24 各部署の業務を 総合政策課が 平成24年12月に
ルーチンワーク（定常業務）とそれ以外に
分類した

大まかな分類は完
了

委託仕様書作成に耐えるだけ
の精緻な分類には至らず

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 業務のアウトソーシング推進 目標期限等 平成25年度末 担当課 全課、財政課

会議体における検討結果は「労
務職の人員増」となったため、
該当業務（労務職が担う業務）
の委託に係る検討は一旦終了
した

25 窓口業務の外部委託を
社会保障・税番号制度
検討組織（事務局は総
務課）が

平成25年7月以降
において

平成26年1月26日に実施した社会保障・
税番号制度推進委員会にて、業務を所管
する市民課へ業務改善モデルを提供し
た。

外部委託の実施に
は至らず

導入及び維持管理に係る経費
が高額であるため、現時点で
は、実施により削減される人件
費等以上の効果を見込むこと
ができない。

25
他自治体における外部委託
実施例や仕様書を

総合政策課が 平成25年5月に
集め、外部委託検討（労務職の人員体制
検討）に資する会議体を所管する総務課
に提供した

外部委託の実施に
は至らず

24
BPR（ビジネスプロセスリエン
ジニアリング）実施部署の業
務を

総合政策課が 平成25年3月に
ルーチンワーク（定常業務）とそれ以外に
分類した

BPR実施内容に
沿った分析は完了

24
労務職の定員管理に関し今
後の方向性を見出すため

総務課と総合政策課が 平成24年12月に
関係部署からなる外部委託検討（労務職
の人員体制検討）に資する会議体を設置
した

特になし

27
労務職の定員管理計画の進
捗状況を

総合政策課が
平成27年10～11月
に

調査を行い把握した

25
労務職の定員管理計画原案
を

総務課と総合政策課が 平成25年7月に
外部委託検討（労務職の人員体制検討）
に資する会議体において示し、今後10年
の一定の方向性を定めた

労務職の定員管理
計画を策定

25
労務職場の実態把握及びア
ウトソース化による費用対効
果等について

総務課と総合政策課が
平成24年１月～平
成25年7月まで

外部委託検討（労務職の人員体制検討）
に資する会議体において示し、労務職の
組織体制及び任用の方向性について議
論した

特になし



２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○

⑴ 平成28年5月に非正規職員が半数以上を占める部署を洗い出し、アウトソース化の判定を行い、実施可能性があるものは以降において仕
様書等を作成し、原課及び事業者との折衝を行い、次年度予算及び定員管理計画へ反映させる。
⑵ 平成28年5月に窓口のアウトソース化に向けた段取の確認を行い、以降において実施案及び仕様書等を作成し、次年度予算及び定員管
理計画へ反映させる。

取組を実施しない 左記の理由

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年10月
⑵ 平成28年10月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

9 2

1

3

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする
小項目

⑴ 人事の透明性確保や職員としての総合的なスキルと知識を身に付けることを目的とし、
「マネジメント能力」を重視した、「管理監督職資格試験」を実施する。

大項目 組織機構

備考

25
管理監督職資格試験を含め、
複線型人事制度の他団体の
事例を

総務課が 平成26年１月に 収集し、複線型の制度設計と併せて検討 特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 管理職のあり方 目標期限等 平成28年度末 担当課 総務課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ 平成２８年度中に策定する人材育成基本計画の策定過程で検討する。

取組を実施しない 左記の理由

27
管理監督職資格試験を含め、
複線型人事制度の他団体の
事例を

総務課が
平成28年3月まで
に

参考に、複線型の制度設計と併せて検討 特になし

26
管理監督職資格試験を含め、
複線型人事制度の他団体の
事例を

総務課が
平成27年2月まで
に

参考に、複線型の制度設計と併せて検討 特になし

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 平成29年3月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



空白ページ 



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

18 2

2

4

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする
小項目

⑴ 市職員（再任用・臨時・嘱託職員を含む）の人件費について、平成２２年度決
算を基準とし、平成２６年度決算に係る削減目標値（割合）を速やかに設定し、
スリム化を図る。大項目 定員管理

備考

24
臨時・嘱託職員を対象とした
定員管理計画を

総務課が 平成24年8月に 策定するための各課ヒアリングを行った 特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 人件費総額のスリム化 目標期限等 平成26年度決算 担当課 全課、総務課、財政課

25
臨時・嘱託職員を対象とした
定員管理計画を

総務課と総合政策課が 平成26年2月に
策定のため、臨時的任用職員等の適正任用検討委
員会を設置した

特になし

25
平成26年度に限定した任用
計画を

総務課が
平成25年11月から
12月に

各部署に照会し、査定を行った 特になし

25
平成25年度の臨時・嘱託職員
の人員配置を

総務課が 平成25年4月に
任用計画の調査結果及び原課折衝に基づき、人員
配置を行った。

特になし

24
平成25年度に限定した任用
計画を

総務課が
平成24年11月から
12月に

各部署に照会し、8月に実施したヒアリング内容に基
づき査定を行った。

特になし

26
臨時・嘱託職員等の適正任用
についての中間報告を

検討委員会の委員長、総
務課及び総合政策課が

平成27年3月に 副市長に対して行った。 特になし

26
平成27年度に限定した任用
計画を

総務課が
平成26年11月から
12月に

各部署に照会し、査定を行った 特になし

26
臨時・嘱託職員等の適正任用
についての検討委員会を

総務課と総合政策課が
平成26年4月から
平成27年2月に

開催し、各課を対象とする現状把握や今後の任用
形態について協議を行った。

特になし

26
平成26年度の臨時・嘱託職員
の人員配置を

総務課が 平成26年4月に
任用計画の調査結果及び原課折衝に基づき、人員
配置を行った。

特になし

27
平成28年度に限定した任用
計画を

総務課が
平成27年11月から
12月に

各部署に照会し、査定を行った 特になし

27
臨時・嘱託職員等の適正任用
についての検討委員会を

総務課と総合政策課が 平成27年11月に 開催し、今後の任用形態等について協議を行った。 特になし

27
平成27年度の臨時・嘱託職員
の人員配置を

総務課が 平成27年4月に
任用計画の調査結果及び原課折衝に基づき、人員
配置を行った。

特になし



２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○

⑴ 平成28年5月以降において、臨時・嘱託職員等の適正任用に係る計画でアウトソース化の方向性が定められたものについては、原課ととも
に企画案及び仕様書等を作成し、次年度予算に反映させる。
⑵ 平成28年4月に非正規職員が半数以上を占める部署の洗い出しを行い、アウトソース化の判定を行い、原課とともに企画案及び仕様書等
を作成し、次年度予算に反映させる。

取組を実施しない 左記の理由

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年10月
⑵ 平成28年10月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

19 2

3

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする
小項目

⑴ 人材育成基本計画においては、未達成の部分が多く見られる。また、実際の
運用状況や成果が容易に確認できない状態となっている。この状況を改善す
るために、取り組みの進捗管理を行いながら、人材育成基本計画そのものの
ＰＤＣＡを推進する。

大項目 人材育成

備考

25
現在の人材育成基本計画の
検証及び新たな人材育成基
本方針及び計画を

総務課が 平成27年3月時点 調査・研究中

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 人材育成基本計画の推進と進捗管理の徹底 目標期限等 平成24年度以降毎年度実施 担当課 総務課、財政課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ ⑴ 平成28年5月以降において、総務課及び財政課で人材育成基本計画素案を作成し、庁議等に諮り、組織決定する。

取組を実施しない 左記の理由

27
現在の人材育成基本計画の
検証及び新たな人材育成基
本方針及び計画を

総務課及び総合政策課
が

平成28年3月時点 調査・研究中

26
現在の人材育成基本計画の
検証及び新たな人材育成基
本方針及び計画を

総務課が 平成27年3月時点 調査・研究中

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ ⑴ 平成29年3月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

20 2

3

1

１　これまでの取組状況

No

1

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 人材育成基本計画の推進と進捗管理の徹底 目標期限等 平成24年度以降毎年度実施 担当課 総務課、財政課

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする

小項目

⑵ 人材育成基本計画は、管理職や担当職員だけではなく、一般職員に浸透しているか
どうかが、計画の成果を左右するポイントとなることから、職員への浸透活動を十分
に図る。

大項目 人材育成

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ ⑴ 策定した基本計画に係る職員説明会を実施する。

取組を実施しない 左記の理由

備考

取組実績なし（計画に対する
遅れ発生）

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ ⑴ 平成29年3月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

21 2

3

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする
小項目

⑶ 人材育成上、高い効果が認められる「年単位の民間企業研修」に１～２名の規模で派遣
する。

大項目 人材育成

備考

24 受入企業を 総務課が
平成24年12月まで
に

打診し検討を実施したが、平成25年度に九国博及び内閣府等
への派遣研修が予定されていること、限られた職員数の中か
ら派遣職員への活用が困難なこと、及び「見える化」への取組
みの優先から、今回は見送ることとした

特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 人材育成基本計画の推進と進捗管理の徹底 目標期限等 平成25年度以降毎年度実施 担当課 総務課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ 平成28年度に見直しを行う定員管理計画において民間企業を含めた派遣研修が実施可能とする目標職員数を検討する。

取組を実施しない 左記の理由

27 受入企業を 総務課が 平成27年12月に

検討した結果、限られた職員数の中から職員を派遣すること
が困難であるため、各課の適正人員を把握し、新たな定員管
理計画を策定の上、今後の派遣職員ついて思料することとし
た。

特になし

26 受入企業を 総務課が
平成26年12月まで
に

検討した結果、限られた職員数の中から派遣職員への活用が
困難なこと及び「見える化」への取組みの優先から見送ること
とした

特になし

25 受入企業を 総務課が
平成25年12月まで
に

平成26年度に文化庁への派遣研修が予定されていること、限
られた職員数の中から派遣職員への活用が困難なこと、及び
「見える化」への取組みの優先から、今回は見送ることとした

特になし

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 平成２８年１１月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

22 2

3

1

１　これまでの取組状況

No

1

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 人材育成基本計画の推進と進捗管理の徹底 目標期限等 平成24年度末 担当課 総務課

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする

小項目

⑷ 民間企業研修に係るメリット、デメリットと「本市の業務にどう活かしているか」
といった成果を検証し、研修で得られた情報・知識・スキルの共有化を市役所
全体で行う。

大項目 人材育成

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

取組を実施しない 左記の理由

○
現状では、限られた職員数の中から職員を派遣することが困難であるため、平成２８年度において民間を含めた派遣研修を可能とする職員
の定数の検討を行うため。

備考

取組実績なし（計画に対する
遅れ発生）

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

23 2

3

2

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする

小項目

⑴ 人材育成上、他自治体で有効に機能している例のある、「地域担当職員」制度を導
入する。これは、地域ごとに複数名の若手中堅職員を「地域担当職員」として兼任さ
せ、その職員が担当地域への情報提供や地域づくりへの支援・調整活動を行い、地
域住民と共に地域の課題を掘り起こし、その解決方策の検討を行う制度である。大項目 人材育成

備考

24 他自治体の先進事例を
安全安心まちづくり課と
生涯学習課が

平成24年12月末ま
でに

調査、比較分類する。 調査中 八戸市など

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 「地域担当職員」制度の導入 目標期限等 平成29年度末 担当課
総務課、安全安心まちづくり課、文化
生涯学習課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
8月にボランティアセンター準備室を立ち上げた後、総務課、安全安心まちづくり課、文化生涯学習課職員で、先進地に導入のための事例研
究に行く。3カ所予定。その後、田川市の導入方法について検討する。

取組を実施しない 左記の理由

27
地域担当職員の導入に
ついて

安全安心まちづくり課と
総務課が

平成28年度に
先進地に導入のための事例研究に行くための予算を計
上した。

調査中 中間市・那珂川町

25
地域担当職員の業務・
活動内容を

安全安心まちづくり課と
生涯学習課が

平成26年1月末現
在

検討を行う。 検討中

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 9月～10月先進地視察。11月～2月田川市の形態を検討し案をまとめる。3月案を庁内で検討。

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

24 2

3

3

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 人材を適切にマネジメントする
小項目

⑴ 「業務時間確保」の観点から、「ＱＣ活動等による標準化」や「ナレッジ・バンク等によ
る『見える化』」が馴染まない部分の見極めを行い、そうした業務について、「ＯＪＴ」
の仕組みを構築し、スキルの伝承を図る。

大項目 人材育成

備考

24
係長および主任を対象とした
「OJTトレーナー養成研修」を

総務課と総合政策
課が

平成24年8月～11
月の間で

4セット（1セット：2時間×2回）実施した。 54名参加

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 OJTを徹底する仕組みの構築 目標期限等 平成25年度末 担当課 総務課、財政課、全課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ ⑴ 新たな人材育成基本計画中において、ＯＪＴの仕組みを構築し、周知を図る。

取組を実施しない 左記の理由

27
メンター制度におけるメンター
（指導教育担当者）を対象とし
た研修を

総務課が 平成27年7月に
実施し、OJTによる新規採用職員への指導育成手法等
の向上を図った。

14名参加

26
メンター制度におけるメンター
（指導教育担当者）を対象とし
た研修を

総務課が 平成26年6月に
実施し、OJTによる新規採用職員への指導育成手法等
の向上を図った。

15名参加

25
係長および主任を対象とした
「OJTトレーナー養成研修」を

総務課と総合政策
課が

平成25年9月～11
月の間で

2セット（1セット：2時間×2回）実施する 26名参加

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ ⑴ 平成29年3月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

31 3

1

6

１　これまでの取組状況

No

1

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 予算削減ルールの設定 目標期限等 平成24年度末 担当課 財政課

通番 基本方針 事務事業を検証しながら選択と集中を行う

小項目

⑴ 事務事業評価において、「『現行どおり』の自己評価結果であっても、常に業務改善やコス
ト縮減を行うことにより、一定程度の予算削減を図る」との予算反映ルールを導入する。

大項目 事務事業のあり方

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年4月において先進地（宗像市）への聴取を実施。
⑵ 平成28年5月以降において、総合政策課との協議を行い、事務事業単位ではなく、施策単位の仕組みとして検討し、「枠配分予算の仕組
み」に組み込む（宗像市では毎年度、経常経費を△3％しているとのこと）等についての枠配分予算方式導入に係る素案を作成する。

取組を実施しない 左記の理由

備考

24 「予算反映ルール」を 総合政策課が 平成25年1月に
採用している自治体に実施内容と注意点等につい
てのヒヤリングを実施した。

現場のモチベーションが低下
し、新たな事業が企画されなく
なった状況を確認したため、
採用を見送ることとした。

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年4月
⑵ 平成28年8月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

33 3

1

8

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

5

6

7

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 事務事業を検証しながら選択と集中を行う
小項目

⑴ 試行を含め、行政評価に取り組んで数年を経過していることから、予算への反映や
重複事業の統廃合等を早急に行う。

大項目 事務事業のあり方

備考

24 各事務事業の目的、対象を 総合政策課が 平成24年7月に 行政評価結果を基に整理し、重複状況をチェックした 特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 評価結果の迅速な実行 目標期限等 平成24年度以降毎年度実施 担当課 全課、財政課、総合政策課

25
施策評価実施に伴い可視化
された改善の方向性を

総合政策課が 平成25年5月に
第5次総合計画実施計画の毎年のローリング（見直し）に
反映させるための作業（庁内推進会議）を実施した

特になし

24
施策評価実施に伴い可視化
された改善の方向性を

総合政策課が 平成24年11月に
踏まえ、第5次総合計画実施計画のローリングを実施し
た

目的重複の40事業を統
合

24
施策評価を含めた外部評価
結果を

総合政策課が 平成24年10月に
踏まえたうえで、行政改革推進本部会議を開催し、予算
への反映方針等を示した

予算反映事業無し

24
第5次総合計画実績を施策ご
とに評価する「施策評価」を

総合政策課が 平成24年8月に
実施し、各事務事業の目的、対象の重複状況を把握した
うえで評価を行った

特になし

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年10月において、実施計画事業についての次年度予算を評価する「事務事業の外部評価」を実施する。
⑵ 平成28年11月において、事務事業の外部評価結果を踏まえた市の方針を決定し、翌年度予算に反映させる。

取組を実施しない 左記の理由

27
施策評価を含めた外部評価
結果を

総合計画課と財政
課が

平成27年11月～28
年1月に

踏まえ、第5次総合計画後期基本計画に係る実施計画の
ローリング及び予算調整に反映させた。

特になし

26
第5次総合計画実施計画の
ローリングを

総合政策課が 平成27年3月に 実施し、目的重複の1事業を統合した。 1事業を統合

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年10月
⑵ 平成28年11月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

36 3

1

11

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 内部会議のスリム化 目標期限等 平成24年度末 担当課 財政課

通番 基本方針 事務事業を検証しながら選択と集中を行う
小項目

⑴ 内部会議については、出席者数を厳選するとともに、同じ職員がメンバーで構成されてい
る複数会議の統合や結論の先送りを避けるための工夫を図ることで、業務時間の有効活
用に繋げる。大項目 事務事業のあり方

27
第5次総合計画後期基
本計画の策定作業を

総合政策課が 平成27年7月に
別途会議を設けず、庁議の中で実施するものとして、策
定時間の短縮を図った。

備考

24～26
取組実績なし（計画に対

する遅れ発生）

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ ⑴ 平成28年4月

完了しない 左記の理由と完了見込時期

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年4月において、庁議における議論の促進（結論の先送り化の防止等）をめざし、議事提案課が板書することとなり、それに併せて
「板書のコツ」を整理して庁議事務局に提供した（その後、庁議事務局が全課に提供した）。

取組を実施しない 左記の理由

27 削減可能な内部会議を
部長意見交換会に
おいて

平成28年3月に
洗い出したが、現に休眠状態である会議体ばかりである
ことが判明した。

休眠状態の会議体について
は、効果が見込めないので統
合等はせず

27
定例会時の部課長会議
を

総務課と総合政策
課が

平成27年9月に

部課長会議を開催せず、庁議を開催するとともに、掲示
板を活用し、全所属長に情報提供を行うことにより、部課
長会議開催に伴う準備作業等に係る職員の工数を大幅
に削減した。

・総合計画策定：別途会議→
庁議化（▲45時間）
・議会定例会前部課長会議→
庁議化（▲95.3時間）
H27年度合計：▲140.3時間



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

38 3

2

2

１　これまでの取組状況

No

1

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 ファシリティマネジメント方針の策定と実行 目標期限等 平成25年度末 担当課 施設所管課、財政課、総合政策課

通番 基本方針 事務事業を検証しながら選択と集中を行う

小項目

⑴ 本市施設については、今後、膨大な維持管理経費や建替え費用が見込まれること
から、施設の維持管理、選択と集中、市民協働を絡めた施設の長寿命化、受益者負
担額の将来像等についての「ファシリティマネジメント（施設等に関する維持管理等）
に係る基本方針」を策定のうえ実行する。大項目 公の施設のあり方

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
ファシリティマネジメントの要素を含めた公共施設等総合管理計画を総合政策課が平成28年10月末までに策定する。
公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画について、総合政策課が施設所管課に策定要請を行う。（策定時期は所管課と協議して決
定）

取組を実施しない 左記の理由

備考

27
ファシリティマネジメントの要
素を含めた公共施設等総合
管理計画を

総合政策課が
平成27年8月～同
12月において

素案について作成中。 特になし
平成２８年度中に公共施設等
総合管理計画を策定予定

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

完了しない 左記の理由と完了見込時期

○ 公共施設等総合管理計画は平成28年度から平成37年度までの10年間を計画期間としており、平成29年度以降も継続して実施する。



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

46 4

3

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

5

6

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 計画的な施設等の更新および広域化の推進 目標期限等 平成28年度末 担当課 水道課

通番 基本方針 多額の財政負担を要する事業の検証と再構築
小項目

⑵ 将来的には、広域で水道事業に取組む方向で検討を進める。

大項目 水道事業

進捗率61％(事業費ベース)

H25 伊良原ダム本体工事進捗 田川市 年度末時点 工事(県実施)進捗確認 進捗率68％(事業費ベース)

H24 伊良原ダム本体工事進捗 田川市 年度末時点 工事(県実施)進捗確認

備考

H24 伊良原ダム本体工事進捗 田川市 11月末 工事(県実施)進捗確認

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

進捗率78％(事業費ベース)
（平成27年11月総事業費改定後）

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
工事完成が間近なことから、引き続き田川地区水道企業団を通じて、年度末時点における工事の進捗状況について確認を行う。
また、1市3町で広域統合に向けた基本計画の策定に着手する。

取組を実施しない 左記の理由

H27 伊良原ダム本体工事進捗 田川市 年度末時点(見込) 工事(県実施)進捗確認

進捗率72％(事業費ベース)

H26 伊良原ダム本体工事進捗 田川市 年度末時点 工事(県実施)進捗確認
進捗率65％(事業費ベース)
（平成27年11月総事業費改定後）

H26 伊良原ダム本体工事進捗 田川市 年度末時点(見込) 工事(県実施)進捗確認

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 進捗(事業費ベース・見込)について、年度内に確認できる。

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

57 4

4

7

１　これまでの取組状況

No

1

2

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 外部委員会設置による検証の実施 目標期限等 平成25年度末 担当課 財政課

通番 基本方針 多額の財政負担を要する事業の検証と再構築
小項目

⑴ 外部委員により構成される組織を市役所内に設置し、市立病院への基準外繰
出の成果、経営形態および事業自体のあり方を検証する。

大項目 田川市立病院

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年4月に検証に係る会議体を設置する。
⑵ 平成28年6月以降、検証を実施し、その結果を市長に報告する。

取組を実施しない 左記の理由

27
外部委員で構成する組織の
役割、構成委員等を

総合政策課が
平成27年8月～平成27
年12月に

経営評価改革推進委員長および総合行政アドバイ
ザーと改めて協議中。

備考

25
外部委員で構成する組織の
役割、構成委員等を

総合政策課が
平成25年7月～平成26
年2月に

経営評価改革推進委員長および総合行政アドバイ
ザーと協議のうえ、実施内容を検討したが実施には
至らず

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 実施済
⑵ 平成29年2月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

58 5

1

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

中項目 自治基本条例の必要性検討 目標期限等 平成２８年度末 担当課 総合政策課、安全安心まちづくり課、総務課

通番 基本方針 「新しい公共」の観点により、役割分担を明確化する

小項目

　⑴　 いわゆる自治基本条例の制定に関して、本市における自治の基本原則を定め、市
民と市の協働によるまちづくりを進める観点から、条例化に対する市民の機運の
状況等を十分勘案しつつ必要性等の検討を進める。

大項目 「新しい公共」時代におけるまちづくりのあり方

25 検討組織について 総合政策課が 平成25年6月末現在 9月議会で事務報告を行うための作業を実施中 特になし

24
市民条例等庁内検討委員会及
び市民条例等庁内作業部会を

総合政策課が 平成25年6月末現在 副市長と協議中 特になし

備考

24
自治基本条例の策定経緯や策
定方法等を

総合政策課が 平成25年6月末現在 副市長と協議中 特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

25
田川市協働のまちづくり市民検
討会議を

安全安心まちづくり課が 平成26年2月 第一回会議を開催した 特になし

25
田川市協働のまちづくり市民検
討会議委員を

安全安心まちづくり課が
平成25年10月から
11月

公募委員を選定した 特になし

25
田川市協働のまちづくり市民検
討会議設置条例を

総合政策課が 平成25年9月 条例（案）を9月議会に提案し、施行された 特になし

25
田川市自治基本条例等庁内検
討委員会を

総合政策課と安全安心ま
ちづくり課が

平成25年7月 設置した 特になし

27
田川市協働のまちづくり市民検
討会議を

安全安心まちづくり課が
平成27年4月～28年
3月

第六・七回検討会議を開催した。9月市長へ中間報告
を行った。広報たがわ10月15日号に1ページ掲載。条
例素案の検討のための班会議を15回、班長会議を3
回、第八～十回検討会議を開催した。3月市長へ条例
素案答申を行った。

9月中間報告
3月条例素案答申

26
田川市協働のまちづくり市民検
討会議を

安全安心まちづくり課が
平成26年4月～27年
2月

第二～五回会議を開催した 特になし



２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○

広報たがわ4月15日号で答申を1ページ、5月15日号で条例素案と軌跡展・意見募集を3ページ掲載。4月区長会理事会、6月区長会総会、4月
校区活性化協議会会長事務局長会議、4月～6月8校区の校区活性化協議会総会で、条例素案と軌跡展・意見募集を紹介する。要望に応じ
て区などで説明を行う。5月20日～6月29日まで市役所で条例素案と軌跡展・意見募集を開催する。7月～8月8カ所開催の市政報告会で、条
例素案と軌跡展・意見募集を説明する。7月～9月提出された意見を検討、12月議会予定。

取組を実施しない 左記の理由

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
要望に応じて区などで説明を行うとしており、4月奈良区、5月鎮西校区活性化協議会理事会から依頼を受け条例素案を説明した。12月議会
に提出するまでを予定している。

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

59 5

2

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 外部委託の適正化推進 目標期限等 平成26年度末 担当課 全課、財政課

通番 基本方針 「新しい公共」の観点により、役割分担を明確化する
小項目

⑴ 「Activity Based Costing（アクティビティ・ベースド・コスティング：活動基準原価計算）」を
導入し、業務ごとに詳細な原価計算を行い、外部委託額についての検証を行う。

大項目 外部委託のあり方

改めて資料の分析を行ったが、工程
軸での業務集約はできなかった。

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

取組を実施しない 左記の理由

○
2度に渡り取り掛かったが、BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）の資料に基づく、仕様書に転用することができ、アウトソース促進に資
するような活用が出来なかったため。

27
汎用システム利用部署
における原価計算を

総合政策課が
平成27年10月～平
成28年1月に

以前、実施した資料を基に改めて実施した。 作業自体は完了

備考

24
汎用システム利用部署
における原価計算を

総務課と総合政策
課が

平成24年9月～平
成25年3月に

BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）の
実施に合わせて実施した。

BPR実施内容に
沿った分析は完了

個々の業務単位での1人役以上（業
務委託可能レベル）の工数確保はで
きなかった。部署横断的な同内容業
務（→「業務軸」ではなく「工程軸」の
委託）についても検討したが、外部
委託可能なレベルまでの業務集約
はできなかった。

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

60 5

2

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 外部委託の適正化推進 目標期限等 平成24年度中に設置のうえ実施 担当課 全課、財政課

通番 基本方針 「新しい公共」の観点により、役割分担を明確化する
小項目

⑵ それぞれの委託額が本当に適正なのか、そもそも必要なのか常にチェックし、
是正する仕組みを構築する。

大項目 外部委託のあり方

平成28年2月開催

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年4月に平成27年度の委託料支払い実績の全件を把握する。
⑵ 平成28年5月以降の経営評価改革推進委員会において、上記支払実績を確認し、対象を抽出のうえ検証を行う。

取組を実施しない 左記の理由

27
平成26年度における外部委
託実績額の全件を

総合政策課が
平成27年10月～同12月
に

洗い出し、整理したうえで、経営評価改革推進委員
長及び総合行政アドバイザーとともに確認し、対策
についての協議を行った。

事務の質向上に資
する研修を企画し
た（計45名参加）

備考

25
平成24年度における外部委
託実績額の全件を

総合政策課が 平成25年7月に 洗い出し、整理した。 特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年4月
⑵ 平成28年11月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

61 5

2

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

5

6

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 外部委託の適正化推進 目標期限等 平成26年度末 担当課 労務職を有する課、総務課、財政課

通番 基本方針 「新しい公共」の観点により、役割分担を明確化する
小項目

⑶ 「ごみ収集業務」等、労務職を有する職場については、職員の安全性確保の観点も
踏まえ、外部委託の第一歩を踏み出す。

大項目 外部委託のあり方

24
労務職が行っている業務の内
容、人役数等を

検討委員会が 平成24年12月に 労務職を有する所管課の協力のもと、把握した 特になし

24
労務職を有する課と総務課と
行政改革推進室からなる検
討委員会を

総務課と総合政策
課が

平成24年12月に 設置した 特になし

備考

24
労務職を有する課と総務課と
行政改革推進室からなる検
討委員会を

総務課と総合政策
課（当時は行政改
革推進室）が

平成24年11月に 設置するための素案を策定した 特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
平成28年4月以降において、次期定員管理計画の策定に伴せ、労務職の職域についても見直しを行い、アウトソース化を含めた労務職の在
り方についての方向性を組織決定する。

取組を実施しない 左記の理由

25
作成した方針案および実施計
画案を

総務課と総合政策
課が

平成25年8月に 取りまとめの上、組織決定をした 特になし

25
調査結果等をふまえ、方針案
および実施計画案を

検討委員会が 平成25年7月に 職員組合との協議を経たうえで作成した 特になし

25
今後に向けた方針案および
実施計画案を

検討委員会が 平成25年7月に
作成するため、費用対効果や他市の実施状況を調
査・分析した

特になし

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 平成28年12月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

62 5

2

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 「新しい公共」の観点により、役割分担を明確化する
小項目

⑷ コンサルタントへの委託業務については、費用が増大する傾向があり、職員のスキ
ル向上に繋がっていない状況が伺えることから、委託内容の適正化を図る仕組みを
構築する。大項目 外部委託のあり方

備考

27
地域に潜在する外部委託先
を

総合政策課が
平成27年8月～同9
月に

地域のNPO団体及びボランティア団体のリストを基
にコンサルタント業務に係る委託可能性について検
討した。

地域団体への委託可能性が
高くないことを確認した

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 外部委託の適正化推進 目標期限等 平成24年度以降毎年度実施 担当課 全課、財政課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年4月以降において、男女共同参画プラン及び教育振興基本計画に係る策定支援及び実行に係る支援を行う。
⑵ 予算ヒヤリング時等において、各課が予定する事務系コンサルタント業務を把握し、直接的支援を行う仕組みを構築して実施する。
⑶ 平成29年1月または2月において、委託内容、委託費用の妥当性向上に資する見積の精査、交渉術に関する職員研修を実施する。

取組を実施しない 左記の理由

（平成27年度末
現在）

27
委託内容、委託費用の妥当
性向上に資する見積の精査、
交渉術に関する職員研修を

総合政策課が 平成28年2月に 企画し、2回にわたり実施した。 計45名参加

27
（事務系）計画策定費用の低
減を

総合政策課が
平成27年12月～28
年3月に

図るため、教育部及び市民生活部における計画等
策定業務に係る直接的な支援を行った。

・男女共同参画プランは検証
まで終了
・教育福祉連携方針は体制づ
くりまで終了

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年12月
⑵ 平成29年3月
⑶ 平成29年2月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

65 5

3

2

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 「新しい公共」の観点により、役割分担を明確化する
小項目

⑴ 「サンセット方式」を導入し、「必要、必要はあるけれど何年以内にやめる、この際や
める」等についての評価を実施する。

大項目 補助金、負担金のあり方

備考

25
外部委員で構成する組織の
役割、構成委員等を

総合政策課が
平成25年7月～平
成26年2月に

経営評価改革推進委員長および総合行政アドバイザー
と協議のうえ、実施内容を検討中

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 「サンセット方式」の導入 目標期限等 平成24年度末 担当課 財政課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年5月以降において、補助金等適正化方針の進捗状況把握を行い、外部評価対象を抽出する。
⑵ 平成28年8～9月に、対象補助金（事務事業）についての外部評価を実施する。

取組を実施しない 左記の理由

27
「補助金等の検証に関する提
言書」を

総合政策課が
平成27年8月～同
12月に

ふまえ、サンセット方式を盛り込んだ「田川市補助金等の
適正化方針」を策定し、周知するとともに所属長説明会を
開催した。

31名説明会参加

26
サンセット方式が盛り込まれ
た「補助金等の検証に関する
提言書」を

総合政策課が 1月に 部課長説明会を開催して周知した 特になし

26 整理した各補助金、負担金を
外部有識者や市民
により構成する組
織が

12月に
検証作業を行い、「補助金等の検証に関する提言書」を
市に提出した

特になし

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年7月
⑵ 平成28年9月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

67 6

1

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

5

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 上記を踏まえたうえで、「田川市経営改革の方向性」を示す

小項目

⑴ 第５次総合計画の財政面を担保し、実行可能性を向上させることを目的とした「財政
健全化条例」の策定に向けて検討する。

大項目 財政健全化に向けた取組

備考

24 策定済み団体の状況を 財政課が 平成24年5月
ホームページで条例や解説を確認し、特徴の分析を
行った

3市
現在1市増え4市となって
いる

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 財政健全化条例および計画等の策定 目標期限等 平成28年度末 担当課 財政課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ これまで行ってきた視察等を踏まえ、財政健全化条例の制定によるメリット及びデメリットを整理し、制定の可否について結論を出す。

取組を実施しない 左記の理由

26
策定済み団体における課題と
実務を

財政課が 平成26年10月 確認するために、先進地視察を行った。 2市

25
条例の骨組みと判断指標の
案を

財政課が 平成25年11月 作成した 11の指標を想定

25 策定済み団体の状況を 財政課が 平成25年4月
副市長報告し、本市で導入する場合の指標等につ
いて引き続き検討するよう指示を受けた

4市

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 平成29年3月末

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

68 6

1

1

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

5

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

通番 基本方針 上記を踏まえたうえで、「田川市経営改革の方向性」を示す
小項目

⑵ 財政健全化条例に掲げる目的達成のため、３年から５年程度を推進期間とし、数値
目標等を明記した「財政健全化計画」の策定に向けて検討する。

大項目 財政健全化に向けた取組

備考

24 策定済み団体の状況を 財政課が 平成24年5月
ホームページで条例や解説を確認し、特徴の分析を
行った

3市
現在1市増え4市となって
いる

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

中項目 財政健全化条例および計画等の策定 目標期限等 平成28年度末 担当課 財政課

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ これまで行ってきた視察等を踏まえ、財政健全化条例の制定によるメリット及びデメリットを整理し、制定の可否について結論を出す。

取組を実施しない 左記の理由

26
策定済み団体における課題と
実務を

財政課が 平成26年10月 確認するために、先進地視察を行った。 2市

25
条例の骨組みと判断指標の
案を

財政課が 平成25年11月 作成した 11の指標を想定

25 策定済み団体の状況を 財政課が 平成25年4月
副市長報告し、本市で導入する場合の指標等につ
いて引き続き検討するよう指示を受けた

4市

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 平成29年3月末

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

69 6

1

1

１　これまでの取組状況

No

1

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 財政健全化条例および計画等の策定 目標期限等 平成28年度末 担当課 財政課

通番 基本方針 上記を踏まえたうえで、「田川市経営改革の方向性」を示す

小項目

⑶ 「財政健全化条例および財政健全化計画」策定後、市民の皆様に策定の趣旨等に
ついて分かりやすい説明を行い、理解と協力を得る。

大項目 財政健全化に向けた取組

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○ これまで行ってきた視察等を踏まえ、財政健全化条例の制定によるメリット及びデメリットを整理し、制定の可否について結論を出す。

取組を実施しない 左記の理由

備考

24 策定済み団体の公表状況を 財政課が 平成24年5月 調査した 3市とも逐条解説あり

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○ 平成29年3月末

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

70 6

1

2

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

4

5

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 予算編成方法の変更 目標期限等 平成28年度当初予算より 担当課 財政課、総合政策課

通番 基本方針 上記を踏まえたうえで、「田川市経営改革の方向性」を示す
小項目

⑴ 総合計画経費を含めた全ての経費を対象とし、「枠配分による予算編成方式」に変
更する。その際、予算削減額の一部を人材育成に充てる等のメリットシステム導入
を視野に入れる。大項目 財政健全化に向けた取組

25
「総合計画の組み立て・指標
のあり方勉強会」を

総合政策課が 平成25年10月に 2回開催した。 40名参加

24
「総合計画の組み立て・指標
のあり方勉強会」を

総合政策課が 平成24年11月に 2回開催した。 47名参加

備考

24
第5次総合計画実績を施策ご
とに評価する「施策評価」を

総合政策課および
全課が

平成24年8月に
外部評価も含めて実施し、指標・目標の整合性や事務事
業の必要性に係る優先順位付け等を行った。

特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○

⑴ 平成28年5月以降において、他市事例等を参考とし、予算区分ごとの枠配分による予算編成方式について、メリットシステムを含めての素
案作成を行い承認を得、予算と事務事業の紐付け作業を実施して「枠」の形を定める。
⑵ 平成28年10～11月に枠配分予算方式の試行を含めた次年度予算に係る評価を実施し、各施策における経費レベルの確認及び調整等を
実施する。

取組を実施しない 左記の理由

26 時間外勤務手当を 財政課と総務課が 平成27年1月に 各課から予算要求することとした。 特になし
以後、毎年度、各課にて
予算計上を行う。

25 時間外勤務手当を 財政課と総務課が 平成26年1月に
各課予算化について検討を行い、平成27年度から枠配
分方式への移行に向けた検討をすることとした

特になし

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年8月
⑵ 平成28年10月

完了しない 左記の理由と完了見込時期



第５次行政改革大綱に係る進捗見込票

71 6

1

2

１　これまでの取組状況

No

1

2

3

２　Ｈ28年度における取組内容

３　上記２のＨ28年度中の完了見込み

中項目 予算編成方法の変更 目標期限等 平成27年9月末 担当課 財政課、総合政策課

通番 基本方針 上記を踏まえたうえで、「田川市経営改革の方向性」を示す
小項目

⑵ 第５次総合計画における施策ごとに評価を行う「施策評価」を導入し、「枠配分による
予算編成方式」と連動させる仕組みを構築する。

大項目 財政健全化に向けた取組

26 時間外勤務手当を 財政課と総務課が 平成27年1月に 各課から予算要求することとした。 特になし

25 時間外勤務手当を 財政課と総務課が 平成26年1月に
各課予算化について検討を行い、平成27年度から枠配
分方式への移行に向けた検討をすることとした

特になし

備考

24
第5次総合計画実績を施策ご
とに評価する「施策評価」を

総合政策課および
全課が

平成24年8月に
外部評価も含めて実施し、指標・目標の整合性や施策内
の事務事業の必要性に係る優先順位付け等を行った。

特になし

実施年度 何を 誰が いつ どのようにした 成果実績等

あてはまる項目に
「○」

全て完了する 左記の完了時期（見込み）

○
⑴ 平成28年5月
⑵ 平成28年5月
⑶ 平成28年11月

完了しない 左記の理由と完了見込時期

あてはまる項目に
「○」

取組を実施する 左記の具体的内容（いつ、何を、どのように）

○
⑴ 平成28年4月に、機構改革後の事務事業担当部署を把握のうえ、施策ごと、部署ごとの事務事業との紐付けを行う。
⑵ 平成28年5月に、施策ごとの進捗管理体制及びその手法についての承認を得、各施策ごとの進捗管理を実施する。
⑶ 平成28年10～11月に枠配分予算方式の試行を含めた次年度予算に係る評価を実施し、施策ごとの予算「枠」を確定する。

取組を実施しない 左記の理由


