
Ｈ29/3　財政課

1 トップランナー
を目ざした取組

⑴ 財政運営指針に基
づく行政運営

　将来にわたる財政安定を担保するための１０年程度先の財政運営指針を目標として
掲げ、その達成手段として本大綱を位置付け、進捗管理を行うことにより実行と実効
性を担保します。

1 　10年程度を期間として作成した「財政見通し」を基に、政策経費（総合計画実施計画事業費）へ配
分する一般財源額を毎年決定し、それに合わせて総合計画実施計画を調整する仕組みを構築しま
す。

財源調整可能基金
の取り崩し額

0千円

財政課 1

⑵ 1 　現在、田川市第５次総合計画実施計画事業の内容を変更する、又は事業を新たに追加するに当
たっては、変更又は追加する内容を田川市第５次総合計画庁内推進委員会に諮り、その結果を計
画及び予算に反映させることとしています。
  この推進委員会における審議過程において、既存の審議体制をベースに新たな審議手法の検
討・試行・見直しを行い、財政運営に係るシミュレーションなどを踏まえた上で、事業選択（実施の可
否の決定）ができる仕組みを構築していきます。

田川市第５次総合
計画庁内推進委員
会における事業選
択の仕組みの構築

完了

総合政策課 2

2 　固定経費事業、修繕経費事業、その他経費事業に係る新規事業や大規模事業については、行政
改革推進本部会議において、事前に事業実施の可否を審査した上で、審査結果に基づき予算要求
する仕組みを構築し、運用します。

仕組みの構築 完了

財政課 3

⑶ 1 　現在、田川市第５次総合計画実施計画事業については、事業実施に当たってそれぞれ個票を作
成し、「手段（活動）」及び「予算額（事業費）」をはじめ、「担当部署における自己評価」及び「議会等
（外部）による意見」の見える化も行っています。また、３年間を１期とする実施計画を毎年策定し、
公開することによって、外部にも事業内容の見える化を行っています。
  引き続き当該取組を実施し、今後、外部組織等による行政評価と組み合わせる（財政課との連
携）ことによって、事業の妥当性を判断する仕組みを構築し、予算要求に反映させていきます。

外部組織等による
行政評価を組み合
わせた実施計画事
業の評価の仕組み
の構築

完了

総合政策課 4

2 　全ての事務事業について点検を行い、行政改革推進本部会議において妥当性等の審議を行い、
あり方の見直し等の方針を決定します。

見直し等の方針の
決定

完了

財政課 5

⑷ 1 　削減に向けた方向性を示した公共施設等総合管理計画を策定しましたので、今後は公共施設の
適正規模について検討します。
　まず公共施設実態調査を実施し、調査結果を踏まえて施設評価を行います。次に、その施設評価
に基づき、公共施設再編プランを決定します。
　また、施設所管課は施設評価を踏まえて、個別施設計画の検討を行います。

公共施設再編プラ
ン策定の進捗度

100%

総合政策課 6

2 　人権・同和対策課において所管している地区施設（集会所、納骨堂）について、今後公共施設とし
て維持・管理していくことが妥当であるかどうか検討し、施設の地元への移管、または廃止が可能
なものについてはその実施を進めていきます。

地区施設の維持管
理方針

決定

人権・同和
対策課

7

2 事業及び予算
の新陳代謝

⑴ 1 　田川市第５次総合計画実施計画事業の新規追加（又は拡充）する場合においては、ハード事業な
どの継続事業を除き、基本的に実施期間を３年間とするサンセット方式を採用します。
  また、「財政見通し」を基に算出（財政課）される、政策的経費（実施計画事業）に配分可能な一般
財源額に合わせて実施計画事業を精査（事業継続の可否又は廃止等）する仕組みを構築していき
ます。

実施計画事業を精
査する仕組みの構
築

完了

総合政策課 8

2 　固定経費事業、修繕経費事業、その他経費事業における、今後、新たに追加される新規事業（自
治事務）については、基本的に3年間実施したのちに自動的に廃止するものとします。この中で、事
業継続の可否に係る検討を要するものについては、その時点までの実績をもとに「事業手法が目
的に沿っているか」、「対象者が少ない等のために目標達成に係る寄与度が低い状況はないか」、
「対象外の市民を勘案すると対象者一人あたりの事業費が高い状況はないか」、「単なる前例踏襲
により実施していないか」等の観点による検証作業を行い、従前どおり継続するか、内容を再構築
した上で実施するか、廃止するかについて判断するものとします。

①仕組みの構築

②事務事業の審査
回数

①完了

②年1回

財政課 9

⑵ 1 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（本庁夜間警備業務）
※業務委託を行った場合、埋火葬許可等の委託を行うことができない業務の処理について職員が
行う必要が想定されることから、当該人件費等及び市民サービスの観点から新たな実施方法を検
討します。

新たな実施方法の
決定

完了

総務課 10

2 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（電話交換）
　電話交換は平成１２年度から民間委託を行っていますが、平成２９年４月から庁舎等電話のダイ
ヤルイン化が行われることから、このダイヤルイン化により電話交換の業務量の減少が見込まれる
ため、その傾向を把握し、より費用を低減できる委託内容の検討を行います。

電話交換業務量の
把握及び分析

100%

総務課 11

3 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（庶務業務）
※トップランナーに掲げる業務の集約及びシステム化は、ほぼ完了しており、更なる集約化、システ
ム化、個別業務ごとの外部委託の可否を検討します。

委託の可否の決定 完了

総務課 12

4 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（情報システムの運用）
　総務省が進める自治体の情報システム共同化である「自治体クラウド」の実現に向け、たがわ情
報センターにて本市の情報システムを共同で調達、導入及び運用が実現できるよう、他自治体や事
業者と検討・協議し、更なるコストの削減に努めます。

共同化が実現して
いるシステム数

2システム

総務課 13

5 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（庁舎清掃） 庁舎清掃のあり方
に係る方針

決定
財政課 14

第６次行政改革実施計画に係る俯瞰表

【第６次行政改革大綱】
【第６次行政改革大綱第１期実施計画】 指標名

平成30年度末
成果目標

担当課 通番
取組方針 取組の方向性

　本市の人口減少傾向を踏まえ
た上で、これからの事業選択と
人的資源配分を行う必要があり
ます。そのため、１０年程度先に
現在と比較して、１課１人程度の
正規職員を削減したとしても、職
場を回すことができる水準へ向
けて、以下の観点で業務量の削
減を推進します。また、これとあ
わせて業務の質を担保した正規
職員数と非正規職員数のバラン
ス調整、正規職員数の年齢的な
ムラの解消、職員のスキル育成
等も推進します。

事業を削る、やめ
る、シンプルにする

　新規事業（自治事務）に係るサンセット方式と以降における当該事業の継続判定に
資する検証の仕組みを導入し、事業の自然増を防止します。

直営廃止、民間委
託等の推進

　現に民間で実施している場合、あるいは民間でも実施できるものを行政が行ってい
る場合は、直営廃止、民間委託化等の取組を進めます。また、既に民間委託化した案
件についても費用面の精査を行い、必要であれば低減に取り組みます。
　なお、これにあたっては、将来にわたる人口推移や民間事業者の動向等を勘案しな
がら進めることとしますが、前述のトップランナー方式の中で定められている民間委託
化等の取組については、特に重点的に推進します。

事業選択の仕組み
構築

　新規事業を追加する際や大規模事業に係る前提条件が変更される際には、トップラ
ンナーとの比較及び財政運営指針におけるシミュレーションをその都度行った上で、
実施の可否が判断されるといった、事業選択の仕組みを構築します。

適切な予算管理手
法の構築

　適切な予算管理手法を構築するため、事務事業に係る予算区分の見直しを適宜行
い、総合計画における目標体系に沿った事務事業の手段及び予算額の見える化を促
進します。
　また、それと並行して、事業の実施意義や費用の妥当性や効率性を検証する「事務
事業の総点検」を行政評価制度と組み合わせて実施し、詳細項目まで確認した上で
の予算額の妥当性に係る判断を行います。

公共施設の適正規
模の検討

　本市は、人口１５万７千人規模の公共施設（延べ床面積ベース）を有していますが
（出典：田川市公共施設等総合管理計画）、当該施設に係る維持管理費が過大である
とトップランナー方式の中で認定され、すでに地方交付税への影響が生じています。
　このことから、ごみ処理場及びし尿処理場等の建設をはじめとした、広域連携と共同
化に向けた一連の流れの中で将来の人口規模に見合った公共施設の適正規模につ
いての検討も始め、削減に向けた方向性を見定めます。
　なお、今後の公共施設のあり方については、「公共施設等総合管理計画」において
検討を進めることとしていますが、前述のトップランナー方式との関連が強いことから、
両者に係る俯瞰的な視点に基づく議論を本市行政改革推進本部等において行い、方
針決定につなげるものとします。

【参考資料】

　トップランナー（行政改革の進
んだ上位団体）を目ざし、将来的
な目標を定めた上で、規律ある
財政運営を行います。
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【第６次行政改革大綱】
【第６次行政改革大綱第１期実施計画】 指標名

平成30年度末
成果目標

担当課 通番
取組方針 取組の方向性

6 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（公用車運転） 人員配置のあり方
に係る方針

決定
財政課 15

7 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（案内・受付） 民間委託化 完了
市民課 16

8 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（一般ごみ収集） 労働組合との民間
委託合意

完了
環境対策課 17

9 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（公園管理）
　公園等管理について、人件費を含めたフルコストでの削減を行います。
１．公園等の種別・性質に適応した所管部署への再配置を行います。
２.　政策部門（事務）については、係の統廃合で対応します。
３．市職員によるボランティア清掃の実施。
なお、公共施設の一元管理が想定される平成３２年度に成果の検証を行います。

再配置 完了

都市計画課 18

10 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進(道路維持補修・清掃等） 人員配置のあり方
に係る方針

決定
土木課 19

11 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（学校用務員事務（小学校、中学
校））

人員配置のあり方
に係る方針

決定
教育総務課 20

12 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（学校給食（調理・運搬）） 人員配置のあり方
に係る方針

決定
教育総務課 21

13 　トップランナー方式に規定する直営廃止、民間委託等の推進（体育館管理、競技場管理、プール
管理）

委託管理料の削減 達成
文化生涯学
習課

22

14 　指定管理者制度導入施設については、経費等の精査を行い、管理委託料の適切な支出に努め
ます。

見直し及び予算へ
の反映

完了
財政課、
施設所管課

23

15 　保健・介護事業においては、今後さらなる取組の充実が求められていますが、業務量が増大する
と、現行のスタッフでは限界が生じます。そこで、現在、介護予防事業として地区公民館において実
施している「生きいき健康教室」と、平成29年度より新規事業として実施する予定の「太極拳教室」
の外部委託をさらに推進し、アウトソーシングの拡大を図ることを通して、予算の低減及び職員の業
務量の軽減を図ります。

民間委託の推進 達成

地域福祉課 24

16 　地域包括支援センターの業務を整理し、民間委託できる業務は委託の実施を行います。 地域包括支援セン
ター業務の一部委
託

実施

高齢障害課 25

17 　現在、嘱託職員として手話通訳者を任用して実施している窓口での手話通訳業務やその他の窓
口業務の一部を、平成29年度から外部委託します。人材確保が困難な手話通訳者を安定的に確
保することで、聴力言語障害者が安心して窓口で相談ができるようになります。

委託による手話通
訳者の設置割合
（設置日／開庁日）

90%

高齢障害課 26

18 　公立保育所及び病児病後児保育室の管理運営の見直しを行います。西、北保育所は、これまで
培ってきた同和保育所としての取組を大切にしながら、民間保育所への移行に向けて、職員配置
及び入所定員の見直しも含めた見直しを進めます。また、中央保育所は、子育て支援の拠点施設
として機能の充実を図りますが、通常の保育業務については、職員配置及び入所定員の見直しも
含めた見直しを図ります。

管理運営方針 決定

子育て支援
課

27

19 　トップランナー方式以外の直営廃止、民間委託等の推進（窓口業務） 民間委託化(証明
発行・郵便・住民異
動・年金窓口）

完了

市民課 28

20 　トップランナー方式以外の直営廃止、民間委託等の推進（公営住宅管理） 費用面の精査結果 取りまとめる
建築住宅課 29

21 　トップランナー方式以外の直営廃止、民間委託等の推進（伊田浄水場運転業務） 人員配置の在り方
に係る方針

決定
水道課 30

22 　現在、公設公営で運営している放課後児童クラブ（９クラブ）について、複雑化・多様化するニーズ
により効果的、効率的に対応するため、民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、サービスの向
上に資するとともに、コストの節減等を図ることを目的に、社会福祉法人やＮＰＯ法人等民間事業者
への委託に取り組みます。

民間委託等の基本
方針の策定

100%

学校教育課 31

23 　田川市石炭・歴史博物館（以下「博物館」という。）において、指定管理者制度の導入又は博物館
運営の一部（来館者受付、管内巡視、展示監視等）について民間業者への委託を検討します。ま
た、先進・近隣博物館等において民間業者への具体的な委託内容、費用や課題等を調査し、本市
並びに博物館の実情に沿った運営形態を検討・決定します。

博物館運営形態 運営形態決定

文化生涯学
習課

32

直営廃止、民間委
託等の推進

　現に民間で実施している場合、あるいは民間でも実施できるものを行政が行ってい
る場合は、直営廃止、民間委託化等の取組を進めます。また、既に民間委託化した案
件についても費用面の精査を行い、必要であれば低減に取り組みます。
　なお、これにあたっては、将来にわたる人口推移や民間事業者の動向等を勘案しな
がら進めることとしますが、前述のトップランナー方式の中で定められている民間委託
化等の取組については、特に重点的に推進します。
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【第６次行政改革大綱】
【第６次行政改革大綱第１期実施計画】 指標名

平成30年度末
成果目標

担当課 通番
取組方針 取組の方向性

2 事業及び予算
の新陳代謝

⑶ 負担金補助及び交
付金の適正化

　負担金補助及び交付金に関しては、平成２７年１２月に「田川市補助金等適正化方
針」を定め、補助対象経費及び補助率の適正化、団体運営費補助から事業費補助へ
の移行、補助対象者の要件の厳格化、サンセット方式の導入等の取組を進めていま
す。
　今後においては、補助金等適正化方針に基づき、負担金補助及び交付金の精査を
行う仕組みを構築した上で、予算への反映を推進します。

1 　予算ヒヤリングにおいて補助金等適正化方針等の遵守状況や繰越金額のチェックを行い、運用
や補助額の是正を求めます。また、チェック結果については、行政改革推進本部に報告し、各部課
におけるマネジメントの促進を図ります。これらの進捗状況をふまえ、必要に応じて各補助金等の
個別検証や上記適正化方針の見直し等に係る検討を行い、適宜実施します。

補助金等適正化方
針の進捗率（進捗
項目数/全項目数）

80%

財政課 33

⑷ 1 　事務事業の総点検とあわせて事務量を把握し、公共施設、公用車、土地の一元管理に係る方針
を決定します。

一元管理に係る結
論

決定

財政課 34

2 　建設工事等及び物品・役務等の競争入札参加資格審査申請の受付時期が、12月に一斉実施し
ているため、12月から1月にかけて事務が集中します。物品・役務等の受付時期を建設工事等と分
離して前倒しで実施し、事務を分散することによってそれぞれの受付業務に余裕を持たせ、確認漏
れ等を防止するとともに、効率化に努めます。また、物品・役務等の申請状況等を見ながら、必要に
応じ受付時期の再変更の要否について検討します。

実施状況の検証 １回

契約管理課 35

3 　日々の収入及び支出帳票で発生する各課への「差戻し」や指導内容の傾向を把握し、発生件数
の多いものからピックアップし実務者研修において、重点的な指導項目とし、前記「差戻し」等に関
連する時間のロスを軽減します。

重点的な指導項目
としたものの発生
件数

80%

会計課 36

4 　施設の管理及び部落差別をはじめとする様々な人権問題に関する啓発と教育を効果的に行うた
めに、一課への統合を視野に入れた事業及び組織の見直し行います。

事業及び組織の統
合

達成
文化生涯学
習課

37

3 先行投資によ
る後年度負担
の予防

⑴ 1 　隂山メソッド・小河式による授業改善、個の学力向上を行い、学力の二極化を克服します。 全国学力調査のＡ
問題(基礎学力）の
点数が全国平均を
上回る児童生徒数
/全児童生徒数

60%

学校教育課 38

2 　青山学院大学との包括連携に基づく、英語教育の充実を図ります。 標準学力調査（中
１、中２）の平均点

全国平均値

学校教育課 39

3 　土曜数・英まなび塾を教育と福祉の連携事業として位置付け、学習支援に取り組みます。 まなび塾への平均
参加率（出席生徒
数/申込登録生徒
数）
※ただし、参加率
算出の際、学校行
事に因る欠席生徒
分は申込登録生徒
数（分母）から差し
引く

新規に校区単位で
開催される土曜数・
英まなび塾の数

70%

２校区

学校教育課 40

4 　本市の生活保護世帯、生活困窮世帯及びその他支援が必要な世帯で育つ子どもの貧困が、今
後世代を超えて連鎖することのないよう、学習機会の提供及びその他必要な支援を行うため、学校
教育課と生活支援課の連携により「土曜数学・英語まなび塾」を実施します。また、居場所づくりを
含め、将来的に地域で子どもの支援が行えるよう、「土曜数学・英語まなび塾」の拡充を推進しま
す。

土曜数学・英語ま
なび塾の拡充

校区単位での実施
（目標：３校区）

夏季・冬季受験対
策講習の実施（中

学３年生対象）

生活支援課 41

⑵ 地域担当職員制度
の推進

　人口が減っても安全安心で住みやすいまちであり続けるためには、行政区の存在や
活動が欠かせません。しかし、行政区に加入することのメリットの曖昧さや高齢者の脱
退等により、現在の行政区加入率は７割を切る状況となっており、自主防災や見守り
といった、共助として地域にお願いしたい分野の将来が危うくなっています。
　そこで、職員の人材育成及びコミュニティ活動に係る支援の促進を目的とした地域
担当職員制度を導入し、行政区における問題の早期発見や対策の実施につなげると
いった取組の推進を図ります。

1 　職員の人材育成及びコミュニティ活動に係る支援の促進を目的とした地域担当職員制度を導入
し、校区（行政区）における問題の早期発見や対策の実施につなげるといった取組の推進を図りま
す。

地域担当職員制度
の実施校区数

２校区

安全安心ま
ちづくり課

42

⑶ 小学校のあり方の
検討

　本市は、幸いにも子どもの極端な減少傾向は見受けられず、将来的に複式学級に
なることも想定されてはいませんが、市内小中学校の一部には１クラスの学年も存在
します。
　小学校の統合を考えた場合、広範囲での学校統合は、特に低学年の児童に係る通
学の不安が残ります。また、地域コミュニティや災害時の避難拠点としての機能が近
年、学校に求められていることから、小学校が地域から無くなるリスクやデメリットも考
えられます。
　一方で、小学校課程から中学校課程までの義務教育を一貫して行う学校である義
務教育学校については、一つ目は猪位金学園の小中一貫校の成果を生かすことがで
きること、二つ目は、複数の学校の児童が集まることで、様々な形で一緒に活動や勉
強することができ、子ども達もよい刺激を受けるなど、高い教育効果が期待できると
いったメリットが想定されます。
　今後においては、複数の小学校が存在することの成果や経費等も踏まえながら、中
学校と小学校における施設分離型義務教育学校としての環境整備等を含めて、慎重
な検討を進めます。

1 - - -

学校再編・
中学校給食
推進室

　いわゆるトータルコストの考え
方に基づき、目先ばかりを追うこ
となく事務事業や公共施設の開
始から終わりまでの間において、
どの段階にいくらの費用を掛け
ることで、全体の費用を抑えると
いった、長期的なシミュレーショ
ンに基づく事業運営の仕組みを
構築した上で、以下のような懸案
事項の解決に向けて取り組みま
す。

学力向上取組の推
進

　これまでも様々な工夫により生活保護費の低減に取り組んできましたが、若年層の
失業者や引きこもりといった新しいタイプの生活保護が、この先において増加すること
も予想されることから、更なる取組を進めます。
　相談や支援による就労の実現、過剰な医療費の抑制といった現状への対処と並行
して、陰山メソッド、小河式、青山学院との連携の推進、まなび塾を各校区に拡大した
上で、就学支援事業との連携を構築する等の学力向上に係る取組や教育部と市民生
活部の連携による0～18歳までの支援等の先行投資の取組強化により、後年の生活
保護費増大リスクの抑制を図ります。

　本市の人口減少傾向を踏まえ
た上で、これからの事業選択と
人的資源配分を行う必要があり
ます。そのため、１０年程度先に
現在と比較して、１課１人程度の
正規職員を削減したとしても、職
場を回すことができる水準へ向
けて、以下の観点で業務量の削
減を推進します。また、これとあ
わせて業務の質を担保した正規
職員数と非正規職員数のバラン
ス調整、正規職員数の年齢的な
ムラの解消、職員のスキル育成
等も推進します。

事業や事務をまと
める

　業務を細かく分け過ぎると、スケールメリットが働かずに無駄が生じ、費用や業務量
が増えてしまうことになりますが、本市においては目的が同じであるのに別々の事業と
なっているケース、同一事業の中であっても相手方に合わせて別々の手法を採用して
いるケースや詳細過ぎる分割発注を行っているケース等が散見されます。
　このような、まとめると市民サービスの水準は落ちずに安価におさまると考えられる
ケースは、事務レベルまで広げれば、相当数にのぼるものと考えられることから、事業
費のみでなく事務のやりやすさの観点も含めた検証を各職場で行い、より安価で業務
負荷が軽減される方向への改善を推進します。
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【第６次行政改革大綱】
【第６次行政改革大綱第１期実施計画】 指標名

平成30年度末
成果目標

担当課 通番
取組方針 取組の方向性

⑷ 1 　本年１月に締結した定住自立圏形成協定を踏まえ、今後、具体的取組事項を記載した「共生ビ
ジョン」を策定し、公表を行います。

共生ビジョンの公
表

完了
(H29.10

完了予定)
総合政策課 43

2 　平成27年度に田川地区水道企業団（以下　企業団）を構成する1市3町の首長間により企業団及
び構成団体の水道事業の統合を目指すことを合意しました。平成28年度に企業団内に統合準備
室、また統合の検討を行う組織として関係団体水道事業担当部課長による統合準備会を設置しま
した。平成28年度に統合の可否を判断するための資料を作成し、平成29年度において構成団体に
おいて統合の可否を判断します。

水道事業統合の可
否の判断

100%

水道課 44

3 　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第１７条に規定される、障害者差別解消支援
地域協議会を広域で設置し、関係機関や他市町村との連携強化、情報共有、必要な協力関係の構
築を行うことで、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行います。

田川地区障害者差
別解消支援地域協
議会設置

設置済

高齢障害課 45

4 　地域における障害福祉に係る関係者の連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議であ
る障害者自立支援協議会について、平成２９年４月現在、田川地域では、田川市総合支援協議会
と７町村で広域設置している田川地区自立支援協議会があります。
　協議会の目的を勘案して、田川地区における障害者自立支援協議会の一本化について検討しま
す。

障害者自立支援協
議会の一本化に係
る方向性

決定

高齢障害課 46

5 　田川地域８市町村の交通担当部署の課長からなる「田川広域公共交通体系再編検討会議」を組
織し、定住自立圏形成協定に基づき、推進する具体的取組を記載した「定住自立圏共生ビジョン」
（地域公共交通網再編事業の部分）の策定に向けた検討を進めます。
策定後は、その共生ビジョンに掲げる具体的取組を実施及び進行管理を行います。

地域公共交通網再
編事業（定住自立
圏共生ビジョンに掲
げる具体的取組）

実施

たがわ魅力
向上課

47

⑴ 計画類に係る進捗
管理の徹底

　本市の計画類に「実施計画の工程表」を添付した上で、部署内における月１回程度
の進捗確認を実施した上で計画の遅れ進みを確認し、その状況を上司等に報告する
ことをルール化し、本市行政運営の確実な遂行を担保することとします。

1 　各課の計画類を把握し、計画類の進捗管理に係るルールを決め、ルールに基づく管理を行い、進
捗状況を本部会議で報告し、計画の確実な遂行を促します。

計画の進捗管理を
している計画の割
合
（進捗管理を行って
いる計画数/全計
画数）

100%

財政課 48

⑵ 調達に係る精度の
向上

　調達ガイドラインを整備した上で定期的な研修を行う等の契約額を適切な水準にお
く機能構築に係る取組を進めます。

1 　随意契約の事務等に係る問題点を把握し、調達ガイドラインや業務チェックシート等の整備を行
い、職員研修を実施します。
　各課における適切な事務の遂行を促進し、契約実績の把握を行います。

毎年同様に行って
いる随意契約金額
に係る対前年度比

100%未満

財政課 49

⑴ 市税の徴収強化 　トップランナー方式における市税徴収率の達成に向け、税収の増加に努めます。 1 　効果的な滞納整理に向けた仕組みを構築するとともに、困難案件の整理を行います。また納期内
納付に繋がる周知及び市民が納付しやすい方法を費用対効果を踏まえて検討します。

基準財政収入額の
算定に用いる徴収
率98.3％

達成

税務課 50

⑵ 事業費捻出に係る
工夫の促進

　ふるさと納税の増加に向けた取組を進めるとともに、クラウドファンディング等の寄附
の仕組み等の活用も含めた事業費捻出に係る工夫を促進します。

1 　寄附者の利便性向上を図るため、ポイント制の導入や決済手段を増やします。返礼品について
は、市内の事業者から新たな返礼品を提供してもらえるよう交渉します。返礼品は、ふるさと納税の
恩恵を最も受けやすい富裕層向けを特に強化します。年末の繁忙期に照準を合わせた広告活動を
展開します。

寄附金額 3億円

たがわ魅力
向上課

51

⑶ 使用料手数料の見
直し

　「費用対効果」の観点による現行の使用料手数料についての妥当性に係る検討を
行い、必要と判断された場合は見直しを図ります。

1 　事務事業の総点検とあわせて全ての使用料手数料を把握し、「費用対効果」の観点に基づき、行
革本部会議において金額の妥当性の判断を行います。
また、平成３１年１０月の消費税改正に伴う見直しについても検討を行います。

妥当性の検証回数 １回

財政課 52

⑷ 土地の売却促進 　中学校再編等で行政財産の用途が廃止される土地等、一定規模以上の土地につい
ては、積極的な売却を推進します。

1 　売却可能な市有地の売却を推進します。 ①一般競争入札の
実施
②先着順による売
却の実施
③売却促進のため
の体制づくりの検
討・要望

完了

財政課 53

⑸ 用途廃止施設の活
用策検討

　用途が廃止される学校施設についても多様な視点による速やかな活用策の検討を
進めます。

1 　既存不適格建築物の大規模な増改築、用途変更に伴う対応や学校施設の施設特性による柔軟
な活用の困難性等の課題整理を行います。
　他自治体における用途が廃止された学校施設の活用事例の調査研究を行います。
　学校基本計画決定後は、個別の学校施設を想定した活用策の検討を行います。

活用案の進捗率
（活用案決定学校
数/廃校予定学校
数）

80%
（審議会の最終答
申のスケジュール

に記載のH29.9まで
に学校再編基本計
画が決定した場合）

総合政策課 54

5 歳入増加策の
推進

　トップランナー方式において、
市税徴収率の段階的な引き上
げが求められたこともあり、税収
の増加に努めるとともに、本市運
営に資する事業費や歳入のあり
方について、寄附の仕組みを活
用する等の工夫や見直しを推進
します。

広域行政のあり方
の検討

　本市は田川広域定住自立圏の形成に向けた最初のステップとなる、「中心市宣言」
を行い、「定住自立圏形成協定」を田川郡７町村と締結した上で、ごみ処理・し尿処理
施設の広域運営、地域公共交通網の再編等、計２０もの事業を進めています。今後に
おいては、広域化することで効率化の促進が期待される水道事業等についても、その
あり方に係る検討を進めます。

4 取組に係る遂
行方法の構築

　本市が策定した計画類につい
ては、これまでにおいても実施計
画等を策定し、都度、進捗管理
を行ってきたところです。しかしな
がら、実施計画の内容自体が抽
象的で進め方や段取り等の具体
策が定まっていなかったり、進捗
管理の頻度が年度終了後の年１
回であったりという要因により、
実行につながっていない状況も
見受けられます。
　また、物品等の調達を行う際、
契約額を適切な水準におく機能
が構築されていないために、市
場価格に沿った価額による業務
遂行を担保しているとは言い難
い状況があることから、こういっ
た取組に係る遂行方法の構築を
進めます。

4/4ページ


