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１ 診断の実施状況 

(1) 施策マネジメント診断について 

住民サービスを向上させるためには、業務の効率化などによる業務改善、効果を踏まえた

事業の開始・廃止・重点化等を行うことが必要です。このためのツールである事務事業評価

として、大野城市では平成 15 年度から決算データを基に収支をまとめたシートを利用した
事後評価であるフルコスト計算書診断が活用されてきました。また、令和元年度からは、事

業そのものの廃止、縮小、重点化などを行い、全体の最適化を図るために、施策マネジメン

ト診断（施策評価）を導入しています。事業所管部署による事務事業評価と、公共サービス

ＤＯＣＫ事業による施策評価を実施することで、将来を見据えたあるべき姿の実現に向けて、

事務事業の選択と集中による経営資源の最適化を図ります。また、この将来を見据えたある

べき姿については、平成 31 年３月に策定した第６次大野城市総合計画に掲げる目標や将来
像ですので、施策マネジメント診断は、総合計画を進捗管理するツールとしても活用するこ

とが望まれます。

【あるべき姿実現に向けた流れ】 

総合計画における
目標達成度

作業レベルの廃止・省力化等

効率化・集約化・ＩＣＴ活用等

外部委託化・業務委譲等

事業等の廃止、縮小、重点化

新規事業の開始による住民サービス
の拡充

手法改善による住民サービスの拡充

事務事業評価（診断）
による改善

施策評価（診断）による
マネジメント

③

①
現状

②

組織体制の見直し

現
状
に
お
け
る

最
適
な
姿

あ
る
べ
き
姿

総合計画の
目標年度（2023）

毎年度実施する
事務事業評価及び
施策評価による改善
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(2) 施策マネジメント診断（施策評価）に期待される効果 

事務事業評価や施策評価などの行政評価に期待される効果は、評価を実施することによる

効果と、評価結果を活用することによる効果に分かれます。 

今回実施する施策マネジメント診断（施策評価）に期待される効果は、次のとおりです。 

【行政評価に期待される効果】 

【総合計画体系と行政評価体系】 

事務事業評価（診断） 施策評価（診断）

評価実施により期
待できる効果

 事務事業の目的明確化
 成果・活動量・コストの把握

 妥当性・有効性・効率性評価に
よる改善案・事業費の方向性の
提示

 施策指標の達成度、参考指標
の動向把握

 施策に対する事務事業貢献度
把握と優先順位付け

 新規事業の事前評価

評価結果の活用
により期待できる
効果

 決算報告・予算要求資料
 事務事業の説明資料

 総合計画の進捗管理
 予算の枠配分
 定員管理・組織マネジメント
 新規事業の立案
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(3) 診断対象 

第６次大野城市総合計画における施策体系は次のとおりで、公共サービスＤＯＣＫ事業に

よる施策評価が位置づけられています。施策マネジメント診断の対象は、総合計画における

小施策単位となります。 

初年度（令和元年度）及び２年目（令和２年度）の対象は、第６次大野城市総合計画で重

点施策としている小施策とします。３年目（令和３年度）については、施策の実施状況だけ

ではなく、診断の実施状況、新型コロナウイルス感染症の影響による業務内容の見直し等を

踏まえて、決定すべきと考えます。 

【総合計画の施策体系】 
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(4) 診断スケジュール 

診断のスケジュールについて、２年目（令和２年度）は、実施計画の策定や予算編成等の

スケジュールを考慮し、次のようなスケジュールで実施しました。 

診断に関して、初年度は、所管課による自己評価、書面での質疑応答、ヒアリングを経て、

公共サービス改革委員会による外部評価を行うという流れで行いました。今回、２年目につ

いては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、施策マネジメント診断部会によ

るヒアリングは実施せず、コンサルタント（第五期公共サービスＤＯＣＫ事業支援業務受託

者）によるヒアリング・診断を実施しました。 

なお、次年度についても、今年度と同様に、実施計画の策定や予算編成等のスケジュール

を考慮しながら実施することが望ましいと考えます。 

【スケジュール】 

期日 内容 

４月 各課による評価シートの作成

７月 コンサルタントによる質疑通告及び各課回答

８月４日～

８月６日

ヒアリング実施（１３小施策対象）

コンサルタントによる診断結果の作成

10月６日 第３回公共サービス改革委員会（報告）
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２ 診断結果（総括） 

実施した施策マネジメント診断に関し、全庁的な事項は、概ね次のとおりです。

(1) 内部管理（マネジメント）の最適化 

ア 職員（ヒト）のマネジメント 

ヒアリングにおいて、課員の業務状況の把握が十分とはいえない部分が見受けられました。

現在使用している評価シートにおいては、業務量について、年間業務量をシート作成者が

記載することとしています。この方法では、小施策における相対的な業務量の概数を把握す

ることはできますが、年度内における繁閑や職員ごとの状況について把握することは困難で

す。今後、更なる業務量の増加が見込まれる中、限られた職員数で市民サービスの維持向上

を図るためには、業務の棚卸しや業務の見える化により、業務量の詳細を明らかにすること

が必要と考えます。

イ 目標管理（指標管理） 

総合計画において、小施策ごとに指標及び目標を設定していますが、その指標は必ずしも

その小施策全体を網羅しているものだけではなく、一部の事務事業に関する指標となってい

る場合があります。

そのため、一部の事務事業について、主要な事務事業にもかかわらず、指標による管理が

不十分な事例が見受けられます。

したがって、小施策の目的を明確に表現する指標、市が関与できる指標、長期的に使える

指標を意識して設定するとともに、小施策によっては、小施策ごとの指標に加え、必要に応

じて事務事業にかかる指標を個別に設定し、それらを管理する取組が必要と考えます。

ウ コールセンターの情報の活用 

現在、市では、市外部からの電話対応をコールセンターでまず受けた上で、必要に応じ、

各所管部署へ取り次いでいます。そのため、簡単な問合せについては、コールセンターで完

結し、特に必要がない限り、全体的な問合せ状況が所管部署に連携されることはない状況に

あります。

市民からの問合せの状況は、市が各種事業を実施する上で、貴重な生の声であることから、

問合せ内容のとりまとめや傾向分析などを行うことで、施策の展開に役立てることができる

と考えます。
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(2) 市役所外部も含めた最適化 

ア 担い手の確保 

事務事業において、事業主体を実行委員会形式とし、市のほか各種団体等が参加して事業

を実施する場合があります。その目的は、行政主導ではなく、広く関係者が主体的に活動す

ることで、企画において知見を集め、実行において関係者が連携することで、事業の効果を

高めることにあると考えます。しかしながら、その課題として、その担い手が確保できない

場合があることが挙げられます。また、コミュニティ活動や市民公益活動等の担い手に関し、

高齢化が進み、新たな担い手の確保及び継承が難しくなることが予想されます。

また、市職員に関しても、その業務量に合わせた技術職や専門職の確保が難しい状況にあ

ります。

そのため、担い手の確保に向けて、広域連携の推進や国・県・民間も含めた専門的な知見

と経験を有する退職者の活用等の方策を検討し、確保のための方策をとることが必要と考え

ます。

(3) ＥＢＰＭ（Evidence-based Policy Making、証拠に基づく政策立案）の推進 

ア データ等に基づく政策立案及び事務事業の取捨選択 

小施策の目標達成に向け、新たな事務事業の立案、既存の事務事業の取捨選択及び優先順

位の設定については、所管部署における主観ではなく、客観的なデータ等に基づくことが求

められます。

市で所有する各種データや九州大学、企業などと連携し得られたデータを活用し、新規事

業の立上げ、既存事業の統廃合を行うことが必要と考えます。

また、データに基づく政策及び施策立案を行うことで、政策、施策の適切な指標を設定す

ることができます。
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３ 各小施策別の診断結果 
各小施策別の診断結果は、次のとおりです。この診断結果を踏まえた課題や次年度に向けた検討事項を、１１ページ以降に記載しています。

03 誰もが自分
らしくすこ
やかに生活
できるまち
づくり

03 高齢者の生
きがいづく
り

01 高齢者の生
きがいづく
り

長寿支援課 ・

・

・

基本的な施策展開についてはこのままで問題ないと
考えられる。
高齢者数、特に後期高齢者数の増加が見込まれる
中、限られた人材（特に専門職）を有効に活用する
ためにも、敬老祝金、シニア大学、シニアクラブ活
動支援事業等市の独自事業については、より効果的
な実施等、細部の見直しが必要である。＜作業レベ
ルの廃止・省力化等＞
短期的な事業内容等の見直しに加え、令和２年度か
ら実施されている九州大学と連携したコホート分析
（一定の条件で対象者を分類して行動や傾向を分析
するもの）の結果も活用し、中長期的な施策体系の
見直し等検討することが望ましい。＜事業等の廃
止、縮小、重点化＞

要検討 ・

・

・

貢献度を「高」としているシニア大学事業について、当
初の事業目的である「得られた知識を地域へ活用」する
までに至っておらず、学びの機会の確保という講座受講
でとどまっている。例えば、人材バンクに登録をし、学
校の総合学習の時間に教えるといったような他施策との
連携を検討する必要がある。＜手法改善による住民
サービスの拡充＞
令和２年度から実施されている、九州大学と連携したコ
ホート分析について、高齢者の生きがいづくりに対する
各事業の効用分析（どのような働きかけが行動変容との
関係にあるか等）等、分析結果の活用も視野に入れ、中
長期的な視点をもって、小施策全体の展開について検討
することが望ましい。＜事業等の廃止、縮小、重点化
＞
大野城市いこいの里や老人憩いの家等の老人福祉施設の
施設運営に関し、現在、指定管理者制度を導入し、市と
しての業務負担を軽減した運営がなされているが、利用
者は固定化が進んでいることから、上記コホート分析結
果も踏まえながら、小施策の目的である高齢者の学びの
場や活躍できる機会の創出に資する施設運営となるよ
う、施設のあり方や運営方法についても検討することが
望ましい。

その他 ・

・

・

優先順位の設定については、特に問題ないと考え
る。
貢献度が「低」とされている敬老祝金事業につい
て、現時点でも支給に係る事務負担が大きく、さら
に、令和２年度は、新型コロナウイルス対策もあ
り、振込手続きの実施等によりさらに負担が増大し
ているとのことである。今後、高齢者数、特に後期
高齢者数の増加が見込まれる中、祝金そのものの支
給規模が増大し、それに伴う事務負担も増大するこ
とが見込まれることから、支給基準、支給額及び支
給方法の見直しの余地が大きいと考える。なお、支
給方法の見直しに当たっては、事務の外部委託（企
業、団体、地域組織等）や支給頻度の見直し（支給
対象を分割し、２年や３年に一度支給する方法等）
の観点から検討を進めることが望ましい。＜外部委
託化・業務委譲等><効率化・集約化・ＩＣＴ活用
等＞
貢献度が「低」のシニアクラブ活動支援事業につい
て、補助金支給基準などの見直しが長期間されてお
らず、他団体との比較分析もされていない。また、
シニアクラブの登録人数は、ほぼ横ばいで推移して
おり、高齢者数が増加していることを考えると、新
たに対象年齢となる層に対し魅力的な価値を十分に
提供できていない、又は周知が十分できていないこ
とが考えられる。子どもの見守り活動等地域に必要
な担い手の維持という観点からも、他自治体の状況
も踏まえ、必要に応じて事業内容や支給基準等の変
更についても検討することが望ましい。＜手法改善
による住民サービスの拡充＞

要検討 ・ 現在、高齢者を対象とした施策は、すこやか長寿課
と長寿支援課で実施されている。事業によって所管
が異なっているが、介護予防事業など両課で実施さ
れている事業もある。配置されている保健師等の専
門職を最大限有効に活用するためには、専門性が必
要な業務とそれ以外の業務を区別し、また、各担当
の果たすべき役割を明確にする必要がある。保健師
の配置数にもよるが、高齢者保健福祉に関する政策
立案、介護予防事業の実施、地域包括ケア体制の運
営の3つの柱を明確にしつつ、双方連携できる仕組み
を構築するなど、組織体制の見直しについても検討
されることが望ましい。＜手法改善による住民サー
ビスの拡充＞

・ 成果指標について、「生きがいづくり事業への参加
人数」を採用しているが、この人数の多くは、いこ
いの里や老人福祉施設の延べ利用者であり、これら
の施設はリピーターが多いことから、利用実人数と
のかい離が大きい。したがって、この指標では基本
目標の達成状況が把握できないと考える。本質的な
成果は「社会活動に参加している高齢者」「趣味等
の生きがいを持っている高齢者」がどの程度いるか
にあり、このどちらかに「YES」と回答した人の割合
を上げるための働きかけをすることが成果につなが
る。したがって、次期総合計画の策定に当たって
は、「趣味や社会活動等の生きがいをもっている高
齢者の割合」などの指標の設定を検討することが望
ましい。現在、介護保険事業計画等策定時に実施す
る３年に１度のアンケート調査では、把握可能との
ことである。アンケート調査を実施しない年度にお
ける数値の把握については、市政モニター制度（登
録制のWeb回答者）を活用したり、毎年の全庁的に実
施する世論調査（企画や行革部門等所管のアンケー
ト）を活用したりするなど工夫し、状況をモニタリ
ングすることで施策方針の柔軟な変更につなげるこ
とが可能となる。

02 後期高齢者
医療制度の
適正運営

長寿支援課 ・

・

法定の事業であり、施策展開や優先順位等について
はこのままで問題ない。
事務負担が一時期に集中するなど、改善の余地はあ
ることから、事務改善を常に意識して引き続き外部
委託範囲の見直しや広域での共同処理等について検
討することが望ましい。＜外部委託化・業務委譲等
＞

そのま
ま

そのま
ま

要検討 ・ 保険証発送、保険料通知が７月に集中し、事務負担
が大きい中、封入・封緘業務については委託してい
るとのことである。今後、既存業務の中での委託範
囲の見直し（委託範囲を広げられないか）やさらな
る委託の推進（窓口、徴収など）の余地があれば検
討する必要がある。＜外部委託化・権限委譲等＞

・ 成果指標について「窓口での職員説明に対する市民
理解度」（アンケートで「大変よく理解した」とい
う選択をした割合）としているが、アンケート内容
が不満足となった要因や傾向を分析するためのもの
になっていない。説明の仕方、待ち時間等、もう少
し細かなアンケート質問にすることで今後の事業改
善につなげることが望ましい。

05 地域包括ケ
ア体制と介
護予防の推
進

01 地域包括ケ
ア体制と介
護予防の推
進

すこやか長
寿課

・

・

基本的な施策展開・優先順位等についてはこのまま
で問題ない。
この小施策に関しては、制度が複雑かつ改正も多
く、市民ニーズに合わせて事業目的を勘案しながら
軽重をつける必要がある。介護予防をさらに重点的
に実施すること、サロン活動を活発にしたいという
方針であるため、地域（NPO、地域団体）への事業の
移管、事業者への委託および既存事業の委託方法の
見直し（ＰＦＳ（Pay For Success、成果連動型の契
約）を先駆的に実施する等）を検討することが望ま
しい。なお、今後は根拠（データ、数値化）に基づ
いた施策立案のための分析事業等に注力することに
ついて検討することが望ましい。＜外部委託化・権
限委譲等＞

要検討 ・

・

・

現状の本施策の展開や事業の組み合わせについては、他
市町における取組と相違なく、大きな課題は見当たらな
い。
個別の事業を見ると、介護予防事業については、委託範
囲を見直す（集客部分も仕様に入れ、行政負担を軽減さ
せる等）ほか、新しい契約手法であるＰＦＳを先駆的な
実施等についても検討することが望ましい。また、既存
の直営実施の事業に関し、地域やＮＰＯへの移管等も検
討する必要がある。＜外部委託化・権限委譲等＞
コホート分析の活用だけでなく、健康ポイント事業と介
護予防の成果の関係を分析する等、介護予防事業参加者
をモニタリングできる仕組みを検討することが望まし
い。

要検討 ・

・

この小施策を構成する事務事業の優先順位として
は、地域包括支援及び介護予防事業が高く設定され
ており、施策目的とも整合していることから、優先
順位の考え方については問題が見られない。
フレイル（加齢により心身が衰えた状態）予防や介
護予防の重要性が一層高まっている中、教室参加者
個人の効果や成果（身体機能の状況）は的確に把握
されている。しかし、今後、高齢者数、特に後期高
齢者数が増加する見込みであることから、各事業ご
との効果把握だけでなく、施策全体の効果等を把握
する必要がある。特に、経営資源（財源や人材等）
は限られていることから、増加する市民ニーズに対
応し、市全体としてより大きな効果を上げるために
は、今以上に施策内の取組における優先順位付け及
び事業の取捨選択の重要性が高まる。他自治体にお
いては、根拠(データ、数値化)に基づいた施策立案
に向けた取組を進めているところもあり、今後、令
和２年度から取り組まれている九州大学と連携した
コホート分析等により、事業の優先順位付けに活用
することが求められる。＜事業等の廃止、縮小、重
点化＞

要検討 ・ 「高齢者の生きがいづくり」にも記載しているとお
り、事業によって所管が異なっているが、介護予防
事業など両課で実施されている事業もある。配置さ
れている保健師等の専門職を最大限有効に活用する
ためには、専門性が必要な業務とそれ以外の業務を
区別し、また、各担当の果たすべき役割を明確にす
る必要がある。保健師の配置数にもよるが、高齢者
保健福祉に関する政策立案、介護予防事業の実施、
地域包括ケア体制の運営の3つの柱を明確にしつつ、
双方連携できる仕組みを構築するなど、組織体制の
見直しについても検討されることが望ましい。＜効
率化・集約化・ＩＣＴ活用等＞

07 障がい者
（児）の社
会参加の支
援

障がい者
（児）の社
会参加の支
援

福祉課 ・

・

・

基本的な施策展開・優先順位等についてはこのまま
で問題ない。
障がい者（児）福祉に関し、サービス水準を向上さ
せるためには、多様な制度の理解や高齢者福祉、児
童福祉、教育等との連携が必要である。例えば、保
育施設や教育施設における障がいに応じた配慮やサ
ポート体制の整備などが挙げられる。＜手法改善に
よる住民サービスの拡充＞
現在、地域活動支援センターは広域処理されている
が、サービスの窓口となる相談体制は、市単独であ
り、会計年度任用職員で主に対応しており、人材の
確保が難しい状況にある。今後、相談、訪問、サー
ビスの実施と関係機関との連携を効果的かつ効率的
に行うとともに、それらに必要な人材を確保するた
め、市内部の組織人員体制及び広域処理体制を含め
検討することが望ましい。＜外部委託化・権限委譲
等＞

要検討 ・

・

障がい者（児）福祉に関しては、国の制度の変更も多
く、また、サービス対象者の多様化も進む中、サービス
水準を向上させるためには、多様な制度の理解や高齢者
福祉、児童福祉、教育等との連携が今まで以上に必要に
なっている。
そのような中、市職員において業務量の増加や専門性の
確保などの課題がある。また、現在、地域活動支援セン
ターは広域処理されているが、サービスの窓口となる相
談体制は、市単独であり、会計年度任用職員で主に対応
しており、待遇の面から人材の確保が難しい状況にあ
る。今後、相談、訪問、サービスの実施と関係機関との
連携を効果的かつ効率的に行うとともに、それらに必要
な人材を確保するため、市内部の組織人員体制及び広域
処理体制を含め検討する必要がある。＜外部委託化・
権限委譲等＞

そのま
ま

要検討 ・

・

「小施策の展開・対応策」に記載しているとおり、
現在、地域活動支援センターは広域処理されている
が、サービスの窓口となる相談体制は、市単独であ
り、会計年度任用職員で主に対応しており、待遇の
面から人材の確保が難しい状況にある。今後、相
談、訪問、サービスの実施と関係機関との連携を効
果的かつ効率的に行うとともに、それらに必要な人
材を確保するため、市内部の組織人員体制及び広域
処理体制を含め検討する必要がある。＜外部委託
化・権限委譲等＞
人的資源配分や組織体制について、介護と障がい福
祉の連携や障がい児・特別支援教育と障がい福祉と
の連携など、切れ目のない支援が求められている。
現在は３つの部にまたがった施策展開となってお
り、これらを統括する仕組み・組織がないため、統
括課や施策立案部署の設置や主導的に横連携を促す
部署を事務分掌上に位置付ける等、切れ目のない支
援の施策展開に向けて組織体制の充実を検討するこ
とが望ましい。＜手法改善による住民サービスの
拡充＞

・

・

現時点では独自事業を中心とした事務手続きの職員
負担は問題ないこと、さらに広域で連携すべき業務
領域は今のところないとのことである。
課員の業務状況の把握は十分といえない部分もある
とともに、制度変更がある際には業務のやり方や流
れが変更されることも予想されることから、事務軽
減策を検討する余地はないか、広域化を進める余地
はないかを引き続き検討することが望ましい。

優先順位の設定 経営資源の配分
担当課

総括

診断結果（意見及び指摘事項等）

その他（次期総合計画策定に向けて）

施策体系

政策 大施策 小施策 小施策の展開・対応策
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04 都市と自然
が共生した
安全で安心
なまちづく
り

02 西鉄連続立
体交差事業
の推進と高
架下空間の
活用

01 西鉄連続立
体交差事業
の推進と高
架下空間の
活用

連立・高架
下活用推進
室

・ 施策展開としては、福岡県施行の事業進捗状況に
よって左右される部分が大きく、市では直接コント
ロールできない部分が大きい。
今後、市において、当該施策と同様の大型ハード事
業の状況等を踏まえ、組織のあり方として、広域や
県との連携も見据えつつ技師の採用や配置数のあり
方等を現場の意見を聴取しながら検討する必要があ
る。＜外部委託化・業務委譲等＞

そのま
ま

・ 施策展開としては、福岡県施行の事業進捗状況によって
左右される部分が大きく、市ではコントロールできない
部分が大きい。

そのま
ま

その他 ・ 現在は１部署５名体制で対応しているが、事業の
ピーク時には業務量が相当程度増加することが見込
まれている。市における他の大型ハード事業の状況
等を踏まえ、組織のあり方として、広域や県との連
携も見据えつつ技師の採用や配置数のあり方等を現
場の意見を聴取しながら検討する必要がある。＜組
織体制の見直し＞

03 幹線道路の
整備と公園
の管理

01 幹線道路の
整備

公園街路課 ・ 幹線道路の整備の全体計画によると、令和５年度頃
に道路工事のピークとなることが予測され人員（特
に土木技師）確保が必要となる。他課に所属してい
る職員（技師）の活用だけではなく民間委託や民間
事業者からの出向などの外部人材の活用も含めて対
応策を検討する必要がある。＜外部委託化・業務委
譲等＞

その他 ・ 全体計画の進捗状況などを勘案しながら各種工事の業務
量を平準化し、必要な人員（特に土木技師）を確保でき
るよう計画的に進めていくことが望ましい。＜効率
化・集約化・ＩＣＴ活用等＞

そのま
ま

その他 ・ 「西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活
用」と同様に、今後、幹線道路の整備の全体計画か
ら考えると、令和５年度頃に道路工事のピークとな
ることが予測され人員（特に土木技師）確保が必要
となる。他課に所属している職員（技師）の活用だ
けではなく民間委託や民間事業者からの出向などの
外部人材の活用も含めて対応策を検討することが必
要である。＜組織体制の見直し＞

02 公園の整備
と維持管理

公園街路課 ・ 公園に関しては、新規の施設整備から既存施設の維
持・活用に重点を置く方針である。公園の維持管理
は直営で実施している（ただし、小規模公園の草刈
等は地元）ため、年3回の点検に係る業務量が多い。
今後は、公園の適正配置だけではなく、維持管理の
方法も公共施設全体の維持管理を包括委託するな
ど、より効率的・効果的な維持管理をしていく必要
がある。＜外部委託化・権限委譲等＞

要検討 ・

・

今後は、新規の施設整備から既存施設の維持及び活用に
重点を置く方針とされている。現在、遊具等の設備の点
検・管理に関する業務量が多くなっているが、今後は、
行政が担うべき業務を整理し、さらなる地元や民間事業
者の活用を検討する必要がある。＜外部委託化・業務
委譲等＞
公園の活用に当たり、利用者のニーズを把握した上で、
民間企業等とも連携した取組を検討することが望まし
い。＜手法改善による住民サービスの拡充＞

そのま
ま

そのま
ま

・

・

現在、公園の点検に多くの業務量を要している。小
規模の公園は、地元区が日常管理しているが、設備
等に関しては市で直営管理している。今後は、公園
点検業務の委託や市民、郵便局、その他企業や団体
と連携した点検方法の検討、道路等も含めた点検業
務の包括的委託など、安全で安心して利用できる公
園の維持管理に向けた取組についても検討すること
が望ましい。＜外部委託化・業務委譲等＞
緑化推進事業は、自然・生活環境を所管している部
門への移管も含め、一体的に事業実施出来る体制と
することも検討することが望ましい。＜組織体制の
見直し＞

・ 次期総合計画の策定に向けては、整備から維持・活
用が中心となることから、小施策の基本目標の達成
状況を把握できる指標の設定を検討することが望ま
しい（例えば、保守・点検実施率など）。

05 自然や生活
環境の保全
と循環型社
会の構築

01 自然との共
生

環境・最終
処分場対策
課

・

・

当該施策の関係事業は他市町と比較し、かなり幅広
く多様な取組を行っている。
基本的に直営での事業展開が多いため、市の負担
（業務量や補助金など）が大きい。専門性と柔軟性
をもった公益財団法人おおのじょう緑のトラスト協
会（以下「トラスト協会」）という財政援助団体が
存在するメリットを活かし、事務の委託や連携を一
層推進するとともに、近年企業で取組が進められて
いるＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals、持
続可能な開発目標）とも関連し、企業との連携につ
いても推進することが望ましい。＜外部委託化・業
務委譲等＞

要検討 ・ トラスト協会に対し、市が補助し、多くの事業を行って
いるが、今後、市が直営で実施している業務の委託や民
間企業との連携により、更にトラスト協会の自立的な運
営を促進する必要がある。例えば、現在、市で多くの業
務量を要している太陽光発電システムの補助金受付や森
からつながる水環境の保全等に関する取組の委託や、水
を大量に使用する企業や工場と連携した事業の実施等検
討することが望ましい。現在、トラスト協会の事務所移
転に伴い、活動の拡大についても議論されているという
ことであるので、このような事例を参考に、地域や範囲
の拡大について検討することが望ましい。＜外部委託
化・業務委譲等＞

そのま
ま

要検討 ・

・

「小施策の展開・対応策」にも記載しているとお
り、太陽光発電システム補助事業に関し、事務手続
き等に多くの業務量を要していることから、事務の
外部委託や事業そのものの見直しについて検討する
ことが望ましい。
トラスト協会との連携範囲の拡大等も含め、市が直
接実施する範囲を検討することが望ましい。＜外部
委託化・業務委譲等＞

02 生活環境の
保全および
公衆衛生の
向上

環境・最終
処分場対策
課

・

・

福岡県内において、政令指定都市以外で唯一迷惑行
為防止に関する条例を有するなど他自治体にない取
組を行っている。
本施策について、行政主導で担っている範囲が大き
いため、地域への移管やトラスト協会への委託、移
管など、既存の団体・活動を活かした展開を行うこ
とが望ましい。＜外部委託化・業務委譲等＞

要検討 ・ 小施策の目的達成のためには、市民や事業者の意識や行
動をいかに促すかが重要である。そのためには、市だけ
でなく、トラスト協会等の団体やＳＤＧｓに取り組む企
業、地域団体等との連携が必要となる。市が直接実施、
運営する事業をできるだけ、これらの活動に取り組む企
業や団体主体の活動とし、市は、全体の調整や連携など
に注力する必要がある。＜外部委託化・業務委譲等＞

そのま
ま

要検討 ・

・

各種の啓発活動については、「自然との共生」にも
記載しているトラスト協会との連携や業務委託に
よって対応できるものがあると思われる。トラスト
協会の安定経営に向けても事業の多角化が重要であ
ることから、委託等の可能性のある事業を検討する
必要がある。＜外部委託化・業務委譲等＞
そのほかの事務事業においても、事業主体を実行委
員会形式とし、市のほか各種団体等が参加して事業
を実施する場合がある。その目的は、行政主導では
なく、広く関係者が主体的に活動することで、企画
において知見を集め、実行において関係者が連携す
ることで、事業の効果を高めることにあるが、実態
を見ると、実行委員会の事務局業務と実働の大部分
を所管課が担い、行政が主導せざるを得ない状況と
なっている事例も見受けられる。＜外部委託化・業
務委譲等＞

・ 施策の進捗を計測する指標について、市民がどの程
度活動に参加しているかという本質的なものとする
べきではないか。例えば、「まちぴか運動や地域で
の清掃活動に年に1度以上参加している市民の割合」
など、市民の生活環境保全や公衆衛生保全意識に関
するものを定期的なアンケートで聴取することで、
施策の進捗を管理することが望ましい。

03 循環型社会
の構築

環境・最終
処分場対策
課

・

・

ごみ処理に関しては、広域で処理されており、市と
しては、減量化やリサイクル及び意識啓発を担って
いる。
家庭系ごみに関しては、生ごみと紙ごみの減量に重
点的に取り組まれており、これ以上の減量化は難し
いところまで来ていると考える。今後、粗大ごみ搬
出サービスといった高齢者支援やごみ処理に係る財
源確保の観点から、ごみの収集方法について、検討
する必要がある。＜手法改善による住民サービス
の拡充＞

要検討 ・

・

ごみ袋の色が事業系・家庭系で類似しているため一部、
混乱がある。次回の変更に向けて事業者と調整する必要
がある。また、不燃ごみの戸別収集への切り替えに関し
ては中期的な課題であるが、コスト負担を勘案し、収集
曜日の変更（収集日の回数減）を含め慎重に調整してい
く必要がある。＜手法改善による住民サービスの拡
充＞
コールセンターがごみ関係の軽微な問い合わせに対応し
ていることで、職員の業務軽減に結びついているが、そ
の一方で、市民からの具体的な質問内容や質問パターン
が把握できていない状況であることから、今後の施策展
開の検討や啓発活動等に大きく影響するため、コールセ
ンターが受けた質問内容の提出を受け、分析することで
新たな施策展開に結びつけることが望ましい。＜手法
改善による住民サービスの拡充＞

そのま
ま

そのま
ま

施策体系

政策 大施策 小施策 小施策の展開・対応策 優先順位の設定 経営資源の配分
担当課

総括

診断結果（意見及び指摘事項等）

その他（次期総合計画策定に向けて）
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04 都市と自然
が共生した
安全で安心
なまちづく
り

11 安全安心な
まちづくり
の推進

01 地域防災力
の充実強化

安全安心課 ・ 近年、災害が頻発する中、地域防災力の充実強化対
策は、重要度が上昇している。災害発生直後は、行
政の動きは取りづらいことから、自助や共助の重要
性は高い。市全体としての防災意識の底上げを図る
ためにも、学校教育との連携に取り組むとともに、
若年層や女性等も含めた消防団の団員確保や地域の
自主防災活動への幅広い世代の参加などに取り組む
必要がある。＜手法改善による住民サービスの拡
充＞

要検討 ・

・

・

小施策は大きく分けると、防災のソフト事業、防災の
ハード事業、消防団（水防を含む）及び消防施設の運
営・維持管理に分けられる。防災のソフト事業では、市
全体の防災意識の向上をはじめとする地域防災力の向上
が目的であるが、若年層や集合住宅の住民の意識向上や
訓練への参加が課題となっている。そのため、学校やＰ
ＴＡとの連携を一層進める必要がある。＜手法改善に
よる住民サービスの拡充＞
防災のハード事業では、急傾斜地崩壊対策工事等は工事
費もかかり、必要な箇所すべての整備には、コストと時
間を要することから、費用対効果を勘案した事業の取捨
選択を行うとともに、技術職員の有効活用の観点から建
設環境部との業務分担についても検討する必要がある。
＜組織体制の見直し＞
消防団等の運営に関しては、本市がベッドタウンである
ことなどから、活動可能な消防団員の確保が困難であ
り、女性消防団員も確保が難しい状況にある。本市だけ
の課題ではないが、若年層や女性の加入促進のため、若
年層や女性が担う役割を整理した上で、消防団のあり方
について検討することが望ましい。＜手法改善による
住民サービスの拡充＞

そのま
ま

そのま
ま

・ 現総合計画においては、地域防災力の充実強化事業
への参加者数を指標とされているが、防災訓練につ
いて実施方式が、地域ごとに輪番で開催する方式か
ら全市一斉で実施する方式に変更されているため、
数値にかい離が見られる。
次期総合計画に向けては、この指標のほか、市民の
災害備蓄状況や防災意識に関するアンケート調査の
実施などについても検討することが望ましい。

02 地域防犯の
強化

安全安心課 ・

・

・

基本的な施策展開・優先順位等についてはこのまま
で問題ない。
防犯運動に関しては、地域防犯活動の担い手が高齢
化しており、担い手の確保が必要である。多様な世
代が参加できる方策について学校や企業などとの連
携も踏まえ検討することが必要である。＜手法改善
による住民サービスの拡充＞
防犯灯の維持管理事業には、多くの事務作業を要し
ており、道路や公園等の電灯と併せ一括して対応す
るなど、市全体としての業務効率化についても検討
が必要である。＜組織体制の見直し＞

要検討 ・ 春日警察署設置以降、犯罪認知件数は減少傾向であった
が、下げ止まりの状況であるため、今後の手法・方針を
再考する必要がある。例えば、これまでの取組を継続・
拡充、防犯パトロールの強化地区の設定、犯罪発生デー
タのマップ化・情報発信、市民への啓発による意識の醸
成などが考えられる。＜手法改善による住民サービス
の拡充＞

そのま
ま

要検討 ・

・

防犯灯の維持管理事業に関し、約6,000台の電気代の
支払い業務が毎月あり業務量も多い状況である。他
の課でも発生している同様の事務と合わせて総務事
務センターで一括して対応するなど事務改善を検討
する必要がある。＜効率化・集約化・ＩＣＴ活用
等＞
防犯カメラが警察からの要望もあり増加傾向にある
が、それに伴い、業務負担も増加することが予想さ
れる。また、設置費用は県からの補助があるが、更
新費用や維持管理費用は市の負担となるため、防犯
カメラの運用体制についても今後検討することが望
ましい。＜組織体制の見直し＞

03 生活安全の
推進

安全安心課 ・ 本施策の事業に関し、所管している安全安心課の職
員は、危機管理課とともに、各種危機管理事業の対
応にも当たっていることから、生活安全に関する問
題の未然防止と発生後の対策の面から、これらの注
力方法や、担当部署について、再検討することが望
ましい。＜組織体制の見直し＞

要検討 ・ 青少年対策事業や交通安全、消費者問題等に関し、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、街頭啓発や
キャンペーンの実施は難しいため、今後は非接触型の啓
発方法など新たな手法による取組を検討する必要があ
る。＜手法改善による住民サービスの拡充＞

要検討 ・ 空き家対策に関し、空き家実態調査の結果を見る
と、空き家件数は減少しており、市域の特性上、市
と関係団体が連携して取り組んでいることから空き
家発生の予防ができているものと考えられる。今後
は、高齢化の進展に伴い、空き家の増加が予想され
るため、空き家発生予防の観点からの取組に重点を
移すことも必要である。＜手法改善による住民サー
ビスの拡充＞

要検討 ・ 青少年対策事業に関し、非行の防止という観点から
みると、青少年の健全育成に関する事業を所管して
いる部門への移管も含め、一体的に事業実施出来る
体制とすることも検討することが望ましい。＜組織
体制の見直し＞

優先順位の設定 経営資源の配分
担当課

総括

診断結果（意見及び指摘事項等）

その他（次期総合計画策定に向けて）

施策体系

政策 大施策 小施策 小施策の展開・対応策
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（ 余 白 ）
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４ 施策マネジメント診断の進め方について 

昨年度及び今年度と実施した施策マネジメント診断に関する主な課題などを整理すると、概ね

次のとおりです。

(1) 評価シートの作成について 

施策マネジメント診断の評価シートは、必要な情報が簡潔にまとめられた様式です。そのた

め各項目には、必要な情報を具体的かつ分かりやすい内容で記載することが重要となります。

今年度の状況を踏まえ、今後、注意すべき点は、次のとおりです。

ア 評価シートについて 

(ｱ) 小施策における客観的成果（主な指標） 

評価シートに記載する指標については、平成 31 年３月に策定した第６次大野城市総合
計画において設定されたものです。

小施策における目標を達成したあるべき姿を示す指標であるべきと考えますが、今回、

診断を行う中で、見直しが必要と思われる指標が見受けられました。

次期総合計画策定に向けて、適切な指標の設定が必要であり、また、目標値の設定につ

いても再設定が必要になります。次期総合計画策定時に考えるのではなく、見直しが必要

となった時に、考えておき、次期計画に反映させるのが適切と考えます。

(ｲ) 小施策の展開 

小施策の課題及び対応策に関し、抽象的な表現にとどまっていたり、構成する事務事業

の課題や対応策が記載されていたりするものや、重要な視点が記載されていないものが見

受けられました。

課題とは、目標と現状（実績）のギャップであり、対応策はそのギャップを埋めるため

に実施する具体的な方策です。したがって、目標と現状（実績）を具体化されている必要

があります。このことは、(ｱ)で述べた適切な指標の設定にもつながるものです。

イ 別紙① 構成事務事業一覧表について 

(ｱ) 優先順位の設定 

優先順位の設定に当たり、貢献度について、昨年度は、「高」、「中」、「低」を同じ割合で

設定することとしました。そのため、小施策に対する貢献度が低くない事業についても「低」

と設定しているものが見受けられました。

今年度は、何ら制限を設けず、貢献度を設定することとしたため、優先順位の設定は、

概ね妥当な判断がされていたと考えます。

(ｲ) 業務量 

今年度から、会計年度任用職員分を計上することとしたため、業務量が大きく変化した

事務事業が見受けられました。個別診断結果にも記載しているとおり、業務の内容に比し、
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業務量が大きいと考えられるものに関しては、業務そのものの見直しや、ＩＣＴの活用、

民間活力（企業、ＮＰＯ及び地域団体等）の活用などを考える必要があります。

また、それらの検討のためにも、業務量を可視化し、その状況を管理職が把握すること

が必要です。

ウ 別紙② 構成事務事業の概要について 

(ｱ) 各記載項目の考え方及び理解の促進 

別紙②小施策構成事務事業各概要では、目的、対象、手段、成果、成果の達成状況、課

題及び方向性について記載することとしています。「目的」を達成するために、「対象」に

対してなんらかの「手段」で事務事業を実施し、受益者にもたらされるべきものが「成果」

となります。その「成果」に関し、現時点でどの程度達成させているかが「成果の達成状

況」であり、「成果」と「成果の達成状況」の差（ギャップ）が「課題」であり、「課題」

解決のために行うことが「方向性」となります。

この点に関し、昨年度に引き続き、理解が不十分な事例が見受けられましたので、事前

の研修や説明会において理解を促す必要があります。

(ｲ) 具体的な記載の徹底 

別紙②小施策構成事務事業各概要の記載状況を見ると、昨年度に引き続き、手段が一部

しか記載されていないものや、成果達成状況に具体的な数値が記載されていないもの、ま

た、事業の結果（アウトプット）は記載されているが、受益者にもたらされる成果（アウ

トカム）に関しては記載がないものなどが見受けられました。

これらの情報は、感覚値ではなく、客観的な成果等をみて、相対的な評価を行うために

必要な情報であることから、具体的な記載が求められます。
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(2) 次年度の診断に向けた検討事項 

施策マネジメント診断を、大野城市の行政経営に活用していくために、次年度の診断に向けた

検討事項をまとめます。

ア 総合計画に記載されている内容の具体的な理解の促進 

施策マネジメント診断では、小施策を対象に、構成する事務事業に対する経営資源の配分

を検討することが目的です。そのためには、小施策の目標（あるべき姿）を明確にし、現状

を把握した上で、そのギャップを分析し、埋めるための対応策を考えることが必要です。

総合計画では、抽象的な表現になっていることも少なくないため、各所管部署としては、

その表現を具体化していく必要があります。また、指標がもつ意味や目標値が示すものにつ

いても具体的に理解しておくことが必要です。

イ 施策体系におけるロジックモデルの把握 

小施策における構成事務事業の貢献度を評価するには、各事務事業が小施策の目標達成に

どの程度貢献しているかを把握する必要があります。そのためには、小施策と構成事務事業

を目的と手段の関係で整理するとともに、関係者や、直接の対象者と受益者の関係などを整

理しておく必要があります。

＊ロジックモデルとは、ある施策が、その目的を達成するに至るまでの論理的な因果関係

を明示したものです。ヒト、モノ、カネといった経営資源を投入して、直接の対象者にサー

ビスを提供し、その結果、どのような成果が期待され、受益者にどのような変化がもたらさ

れるかを図式化したものです。

ウ 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた診断の実施 

今般の新型コロナウイルス感染症対策に伴い、今後、事業所業績の悪化や住民の所得の低

下等により、税収が伸び悩む一方、事業所の経営の維持強化や感染拡大防止対策等のコスト

が増大することにより、市の財政運営は厳しくなることが想定されます。

そのため、これまで以上に、施策マネジメント診断等の手段を活用し、限られた経営資源

を有効に活用することともに、市民の暮らしを守るための事務事業の取捨選択が求められま

す。

以上


