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１ 施策マネジメント診断について 

(1) 施策マネジメント診断の目的 

第６次総合計画（計画期間：令和元年度～令和10年度）に掲げる都市将来像「未来

をひらく にぎわいとやすらぎの コミュニティ都市」を実現するため、施策マネジ

メント診断は、総合計画の進捗管理と事務事業の選択と集中による経営資源の最適化

を行うことを目的としています。 

施策マネジメント診断 
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(2) 診断の視点 

診断に当たっては、次の３つの視点に基づいて行いました。 

① 事務事業の選択と集中、経営資源の最適化の視点 

小施策の目標を達成するため、事務事業の貢献度・達成度を確認し、今後の

方向性が適正かをチェック 

② 個別事務事業の効率化の視点 

義務的な事務事業で構成されている小施策については、業務が効率化できる

余地はないかチェック 

③ 市民ニーズの把握、行政との認識ギャップの把握の視点 

所管部署の現状認識、課題及び解決の方向性は市民の目線とあっているか、

また、目標達成に向けた要望や提案はないかをチェック 

【最適化を考えるステップ】 

(3) 診断の実施体制 

市関係団体からの推薦を受けた委員（７名）、公共サービス改革委員会市民公募委

員（２名）、コンサルタント（１名）、市職員（４名）で構成する「施策マネジメント

診断部会」によるヒアリングを実施しました。 

ヒアリングをもとに施策マネジメント診断部会が作成した診断結果を、公共サービ

ス改革委員会が審議し、講評を行いました。 
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(4) 診断対象 

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した。３年目となる令和３年度については、め

ざそう値が設定されている大施策を構成する小施策のうち、既に診断が終えた小施策

（令和元年度及び令和２年度実施分）を除いた28小施策（160事務事業）を対象に診

断を実施しました。 

(5) 診断スケジュール 

施策マネジメント診断は、次のスケジュールのとおり、所管課による１次評価、書

面での質疑応答、施策マネジメント診断部会によるヒアリングを経て、公共サービス

改革委員会による審議を行いました。 

【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（１次評価）

６月10日～６月24日 質疑通告回答（所管課）

６月25日～７月20日 論点整理（自治戦略課・コンサルタント）

７月20日 第１回施策マネジメント診断部会

８月２日～８月11日 部会によるヒアリング

９月15日 第２回施策マネジメント診断部会

11月２日 公共サービス改革委員会において審議
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２ 施策マネジメント診断の診断結果 

今年度、１(2)で示した診断の視点に基づき実施した施策マネジメント診断の結果につ

いては、「別紙 各小施策診断結果一覧」に記載しています。

また、各小施策及び構成事務事業に関する診断結果として多く見られた内容は、次のと

おりです。

【小施策全体に関する診断結果】 

(1) 適切な指標の設定 

評価シートに記載されている「小施策の客観的成果（主な指標）」は、平成31年３

月に策定した第６次大野城市総合計画前期基本計画において設定されたものです。 

小施策の目標を達成した姿を示す指標であるべきと考えますが、見直しが必要と思

われる指標が見受けられます。 

民間企業のように、利益やスピードで測ることが難しい行政の仕事だからこそ、市

民にわかりやすい指標で数値化することが求められます。 

見直しが必要な指標については、速やかに検討を開始し、次期計画策定まで十分な

検討を重ねて反映させるのが適切と考えます。 

【事務事業に関する診断結果】

(2) 根拠に基づく手段の決定 

今回、診断対象とした小施策の中には、小施策の目標と現状のギャップを解消す

る手段である事務事業について、その費用対効果が明確でないものや実施規模の根

拠が明確でないものが見受けられました。

設定した目標を達成するには、現状を把握し、目標と現状のギャップを埋めるた

め、何をどのくらい実施すべきか、また、そのために要するコストや業務量はどの

程度となるかについて客観的なデータや市民ニーズに基づき分析し、具体的な手段

及びその規模を決定することが求められます。

(3) 新しい生活様式やデジタル化を踏まえた手法の変化 

令和２年（2020年）以降、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、人が集ま

るイベント等の中止や、施設の休館を余儀なくされています。事業の実施にあたって

は、いわゆる新しい生活様式を踏まえ、実施手法を変化させることが求められていま

す。 

同時に、新型コロナウイルス感染症を契機に進展しているデジタル化により、オン

ラインを活用した、参加する場所を問わないイベント等の実施など、新しい事業実施

手法が可能となっています。 

そのような新しい手法は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するだけでなく、

活用次第で費用対効果を高めることが可能であり、経営資源の最適化にも資するもの

であるため、一時的な手法として捉えるのではなく、事業を実施する上で検討すべき

手法の一つとして考える必要があります。 
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(4) ICT活用による業務量の削減 

上記(3)で述べたとおり、社会のデジタル化が進展する中、国はデジタル庁を設置

し、地方自治体においてもDX（デジタル・トランスフォーメーション）が進められて

います。 

その中で、定例的に発生する単純な入力作業等に関し、AI-OCRやRPA等を活用する

ことで、事務を効率化し、小施策の目標達成に向けた既存事業の見直しや新規事業の

立案等にかける業務時間を確保することが求められます。 

ただし、紙ベースの処理と併用したままでは、効率化につながらず、反対に業務が

煩雑になる可能性もあるため、活用する作業は慎重に検討することも必要です。 

(5) 市関係団体への業務の移管 

大野城市には、公益財団法人大野城市スポーツ協会や、公益財団法人大野城まどか

ぴあ、社会福祉法人大野城市社会福祉協議会などの関係団体があります。

このような市の関係団体は、年度間での柔軟な財源配分や専門的人材の育成が可能

であり、中長期的な視点からの事業実施ができる点にメリットがあります。

市が直接実施している事業のうち、第三者に財政的な支援を行う業務や事業に必要

な専門的人材を中長期的な視点から育成する業務を関係団体に移管することにより、

効果的かつ効率的な事業実施が可能となることが考えられます。

その結果、市は、関係団体の事業実施を後方から支援しつつ、実施結果を次年度以

降の事業にフィードバックして、改善につなげるという企画の役割に徹することがで

き、さらに効果的な事業実施が可能となると考えます。

(6) 近隣自治体との連携・広域化 

現在、各自治体で作成している印刷物などは、近隣自治体で共通化し、持ち回りで

作成することにより、業務量の削減が期待できます。 

また、大野城市は筑紫地区の中でも、その地形的特徴から、多くの市と接しており、

市境近くの住民にとっては、住所地に近いところで行政サービスを受けることで利便

性が高まることも考えられます。 

さらに、広域化により規模が拡大し、専門的人材の配置が可能となることで、住民

サービスの向上につながることも期待できます。 

なお、広域化の検討に当たっては、その事業内容や地域住民のニーズ等を踏まえ、

広域化した場合の効果と課題を整理することが必要です。  
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３ 事務事業の診断結果（診断視点別による分類） 

施策マネジメント診断結果において、診断視点別に分類した場合、小施策を構成する事

務事業は次のとおりに分類されます。 

(1) 事務事業の選択と集中、経営資源の最適化の視点 

次の(2)で示す義務的な事務事業で構成されている小施策（8小施策）を除く20の小

施策（129事務事業）については、小施策の目標の妥当性、指標設定の妥当性、小施

策に対する事務事業の貢献度等を確認したうえで、事務事業の選択と集中及び経営資

源の最適化の視点により、診断を実施しました。 

その結果は、次のとおりです。 

まず、廃止や見直しにより生み出した経営資源（財源や業務量）を、拡充すべき取

組に充てるとともに、移管や広域化のための調整や準備にも充てることで、その後の

必要な取組に充てる経営資源をさらに生み出します。その結果、市民サービスの質及

び量の向上につなげ、各小施策の目標及び市が目指す将来都市像の実現を図ります。 

【今後の方向性別事業数（20小施策129事務事業）】 

今後の方向性 事業数 主な事務事業（数が多い項目は内容のみ記載）

廃止を求めるもの １ 視聴覚教育推進事業 

見直しを求めるもの 43

民間委託の活用、ICTの活用、事業内容や制度の

見直し、他自治体事例を基にした手法や内容の見

直し 等 

移管を求めるもの 15 市関係団体への移管、市役所内の他部署への移管

広域化を求めるもの ７
人権等に関する広報や啓発活動の広域での実施、

公共交通・子育て支援・文化財整備の広域処理 

拡充を求めるもの ８

青少年の居場所及び小学生の放課後の居場所の

確保、高齢者の保健・介護予防の一体的実施、特

定健診・保健指導事業、民生委員・児童委員の活

動支援 等 

維持 50

終了・統合等 ５ 他の事務事業と統合するもの等 

計 129

(2) 個別事務事業の効率化の視点 

法令等を根拠に実施されている事務事業や公共施設の維持管理運営事業等の義務

的な事務事業で構成されている小施策は、(1)で示した小施策と異なり、事務事業の

選択と集中が困難です。そのため、個別事務事業の効率化に向け、「２ 各小施策の

診断結果」に記載しているようなICTの活用等により、一定の成果を維持しつつ投入

する経営資源を削減することが必要となります。 

そこで、次の表の小施策では、業務効率化の視点から診断を実施しました。診断結

果は、「２ 各小施策の診断結果」で記載しているとおりです。個別事務事業の効率
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化により削減された業務量は、同じ小施策内の事務事業や他の小施策に再配分するこ

とで、経営資源の最適化を図ります。 

【義務的な事務事業で構成されている小施策（８小施策31事務事業）】 

小施策名 概要 

情報公開の推進 条例に基づく事務事業 

個人情報の保護 条例に基づく事務事業 

児童手当・（特別）児童扶養手当関係事務

の適正な実施 
法令に基づく事務 

教育施設の維持管理と計画的な更新 施設の維持管理及び改修に関する事業 

教材教具等の整備 設備・備品の維持管理事業 

生活保障と自立支援 法令に基づく事務 

水道施設の整備と維持管理 施設の維持管理及び改修に関する事業 

下水道施設の整備と維持管理 施設の維持管理及び改修に関する事業 

(3) 市民ニーズの把握、行政との認識ギャップの把握の視点 

施策マネジメント診断部会を構成する委員のうち、市関係団体からの推薦を受けた

委員（７名）及び公共サービス改革委員会市民公募委員（２名）から小施策別に各1

名がヒアリングに参加し、事前に配布した資料及び当日の所管部署の説明を踏まえ、

質疑応答を行いました。 

その結果、次のような意見、要望、提案がなされました。これらの要望や提案を踏

まえ、事業の見直し等の検討を行うことが必要となります。その意見等を踏まえた診

断結果は、「２ 各小施策の診断結果」に記載しているとおりです。 

【主な市関係団体推薦委員及び市民公募委員からの意見等】 

小施策名 事務事業名 意見等

生涯学習活動

の振興

生涯学習支援事

業等（生涯学習

まちづくり出前

講座）

出前講座は、市民が情報を得るうえで効果的

であるが、講座の申込方法等あまり知られて

いない。さらなる広報の充実などにより、利用

促進を図ることが求められる。

まどかぴあ管理

運営事業等

まどかぴあの施設利用に当たり、通信環境が

不十分であるため、オンライン会議等で利用

しようとしても使えない場合がある。早急に

環境を整備することが必要である。

スポーツの普

及啓発と施設

の維持管理

全般

スポーツを行う人口を拡大したり、小中学生

の体力を向上させたりする場合、どのような

事業を行えば効果があるのか、費用対効果の

根拠（エビデンス）をもって、施策に取り組む

必要がある。

計画的な都市

空間の整備

安全安心に暮ら

せるまちづくり

耐震改修の促進に関し、戸別訪問や啓発で目

標達成できるのか検討する必要がある。不動
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事業 産の有効活用とか、今の生活を守るために必

要なことといった観点から市民にアプローチ

することが求められる。

家庭教育と社

会教育の推進

小学生読書リー

ダー養成事業

子どもの読書離れ、活字離れが進む中、このよ

うな活動は重要である。学校を巻き込んで推

進するとともに、成果を一般市民にも見える

ようにしていただきたい。
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４ 施策マネジメント診断の課題及び解決策 

施策マネジメント診断の今後の課題及び解決策を整理すると、次のとおりです。

(1) 職員の評価能力向上 

職員が適切に施策評価を行い、事務事業の選択と集中、経営資源の最適化を図って

いくためには、目標達成に向けてその進捗管理に必要な指標を適切に設定、把握し、

改善していくといった、施策評価及び評価結果の活用に必要な能力を向上させること

が必要です。

現状を見ると、指標の設定が適切でないものが見受けられ、また、目標達成に向け

て、何をどのくらい実行すべきか、また、そのコストはどのくらいかなどといった経

営資源の配分に関する認識が不十分なものも見受けられました。

市職員は、全庁的な視点から、評価、改善する能力を高めることが必要であり、こ

れらの能力は一朝一夕に獲得できるものではなく、段階的に蓄積していく必要があり

ます。

したがって、全庁的な視点をもって施策マネジメントができるよう、先に述べた評

価能力の向上に向けた研修を継続的に実施する必要があります。あわせて、特に管理

職に対しては、全庁的な視点から施策の取捨選択や優先順位を議論する機会を設け、

予算編成等に反映させることも必要です。

例えば、佐賀県では統計データ利活用研修を、兵庫県豊岡市では市職員がファシリ

テーターとなり、利害関係者と一緒に市民ワークショップを行っています。また、和

歌山県紀の川市や静岡県焼津市などでは、管理職で構成する会議において、全庁的な

視点から重要施策の検討や協議を行っています。その結果、行政評価に関する専門的

な知識を習得する研修、その習得した知識を活かした実践型の研修やワークショップ

の実施という取組を継続することにより、評価能力及び政策立案能力の向上が図られ

ています。また、管理職で構成する会議において、全庁的な視点で、施策や事務事業

に関し、所管課の枠を超えて議論することにより、政策立案能力やマネジメント能力

の向上が図られ、施策のブラッシュアップにつながっています。

大野城市職員においても、継続的にこれらの研修を実施することによって、事業の

目的・目標を数値等で明確にし、それを活動レベルに落とし込み、実行して、改善し

目標を達成するといった一連の流れを身につけることが期待でき、事務事業の選択と

集中、経営資源の最適化を目的とした施策マネジメント（行政評価）を効果的に実施

することができます。また、政策立案能力やマネジメント能力の向上と施策のブラッ

シュアップも期待できます。

(2) 行政運営サイクルへの組み込み 

施策マネジメント診断をさらに実効性のあるものにするためには、施策マネジメン

ト診断の結果が予算編成や人員計画と連動することが必要です。

令和３年度は、４月に評価シートの作成、８月にヒアリングを実施しており、この

スケジュールでは、講評を受け、所管課が予算や人事への反映を検討する時間を確保

することが難しいと考えられます。
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大野城市では、診断結果を予算編成や人員計画に反映させるための手順や体制を整

理する必要があり、診断スケジュールもそれに沿って組む必要があります。特に、施

策を構成する事務事業への経営資源の配分の変更や、事業内容の見直し等について利

害関係者がいる場合は早期に取り組む必要があり、その時間を確保する必要がありま

す。

したがって、施策マネジメント診断のスケジュールを現在より早期化する必要があ

ります。具体的には、評価シートを前年度決算数値は見込みで作成し、それをもとに

ヒアリングを行った上で、次年度予算・人員要求時の資料とすることが考えられます。

なお、大野城市では、令和４年度の当初予算編成に向け、Ｓ＆Ｂ（スクラップアン

ドビルド）方式を取り入れるほか、人員についても一体的な議論を行い、経営資源の

最適化を図っております。 

施策マネジメント診断の早期実施により、診断結果を行政運営サイクルに組み込む

ことで、所管課の診断への取り組み意欲を高めるとともに、（１）に記載した評価能

力の向上に加え、政策立案能力の向上が図られます。また、全庁的な視点からの施策

の協議や検討を行う場を設定し、予算編成に活用できる準備期間を確保することで、

行政評価・予算編成・人事が連動した仕組みが構築されます。

(3) 根拠に基づく施策実施のための体制整備 

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、方法の見直し等については、所管部署における主観だけではなく、

客観的なデータ、市民ニーズ等に基づくことが求められます。

また、市が所有する各種データや大学、企業などと連携して得られたデータを活用

するとともに、データを公開し、企業や団体が社会課題の解決に活用することが必要

です。

現状を見ると、今回診断した事務事業の中には、利用実績が少ないものが複数見受

けられました。また、（１）にも記載しているように、指標の設定、目標達成に向け

て、根拠を持った取組が不十分である事例が見受けられました。

支援を必要としている市民が必要なサービスを受けるためにも、市民ニーズの把握

は必要であり、市で所有する各種データや大学、企業などと連携し得られたデータを

活用し、新規事業の立案や既存事業の見直しを行うことも必要と考えます。さらに、

そのデータを公開し、企業や団体が社会課題の解決に活用できるようにすることも必

要です。

したがって、必要な情報の収集や分析、政策への反映、部局間での共有のための一

元化等を担う部門を設置するとともに、データを活用できる状態で公開する仕組みを

構築することが必要です。

例えば、滋賀県大津市では、企画部門内に、「イノベーション戦略室」を設置し、

デジタルイノベーション戦略の推進、EBPM（証拠に基づく政策立案）の推進及びオ

ープンデータの推進を担当しています。この取組により、データ分析と活用から、そ

れを市民生活の利便性の向上や行政事務の効率化を含め一元的に実施する組織体制

を構築するとともに、協力企業や協力団体を募集し、市全体としての取組に拡大して
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います。

大野城市においても、情報の収集・分析に係る業務量の削減や効率的な情報の共有

ができ、部局をまたいだ組織横断的な経営資源の最適化が期待できます。また、デー

タを活用可能な形で公開し、企業や団体等がそれを社会課題の解決に活用することに

より、市民サービス及び市民生活の利便性の向上にもつながります。

(4) 小施策と事務事業の関係整理 

施策マネジメント診断を適切に実施し、経営資源の最適化を図るためには、施策と

事務事業が目的と手段の関係で整理され、事務事業の目的達成が施策の目的達成につ

ながっていることが求められます。 

現状を見ると、平成31年（2019年）３月に第６次総合計画を策定した後、市役所内

部の組織改編や事務分掌の変更等が発生しています。また、大野城市の総合計画は、

組織単位での行動が実施しやすいように組織と小施策が対応するように構成されて

います。しかし、現時点において既に、所管変更等により、１つの小施策を複数が所

管したり、同様の目的に関する事業が複数の小施策にまたがっていたりするなど、組

織と小施策が１対１で対応していない状況が発生しています。 

施策マネジメント診断は、小施策の目標達成に向けた事務事業の選択と集中による

経営資源配分の最適化を目的としていることから、上記の状況は適切ではないと言え

ます。 

後期基本計画の策定に向け、小施策と事務事業を目的と手段の関係で整理すること

が必要です。また、関係整理に当たっては、最も事務事業を熟知している実務担当者

をはじめとする庁内全体で今回診断対象となった小施策以外の小施策についても同

様に検討することが必要です。 

したがって、後期基本計画の策定を待たず、小施策と事務事業を目的と手段の関係

で整理する必要があります。この取組により、策定時の作業軽減が図られるとともに、

事務事業の目的が明確にされることで、事務事業の選択と集中につながり、経営資源

の最適な配分が可能となります。 

以上


