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第五期公共サービスＤＯＣＫ事業及び当事業における施策評価の実施について
資料　１



施策評価 所管課年間フロー

４月 ３月

①の３月末時点の更新分

※所管課で作成・管理し、４月提出に備える

次年度４月

通常年度

施策評価（シート作成）の効果

毎年、課単位での組織マネジメントが行われるようになる

総合計画と連動できる

人事評価と連動できる

事務引継に利用できる

小施策構成事務事業の整理・管理ができる

予算編成資料に活用できる

（増減調や枠配分の根拠等）

第三者評価年度

４月

※（人事評価の）部・課の組織目標と同時提出

所管課が作成するもの

上記、通常年度の①と同じ

以後繰り返し

第三者評価
７月～９月

自治戦略課作成

◆小施策評価シート（外部評価用）

◆小施策構成事務事業一覧表（別紙①）

◆小施策構成事務事業 各概要（別紙②）

※（人事評価の）部・課の組織目標と同時提出

所管課が作成するもの

小施策評価シート

小施策構成事務事業一覧表（別紙１－１）

小事業構成事務事業 各概要（別紙２）   

等

・・・① 

初年度は、９月～11月

初年度は、８月

・・・・Ｐ４①

・・・・Ｐ４④

・・・・Ｐ４②

・・・・Ｐ４③

・・・・Ｐ４②③を外部評価用に加工
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施策マネジメント診断対象（案）

政策 所管部・局

診断年度 施策 所管課・室

小施策 所管担当

政策01　地域と行政の共働による魅力輝くまちづくり　【地域づくり】 地域創造部

施策01 地域と行政の共働【重点施策】 コミュニティ文化課・地域行政センター

小施策01 パートナーシップによるまちづくり 地域共働担当 ●

小施策02 都市内分権の推進 地域行政センター ●

施策02 産業の振興【重点施策】 ふるさとにぎわい課

小施策01 農業の振興 にぎわいづくり担当 ●

小施策02 商工業の振興 にぎわいづくり担当 ●

施策03 地域資源の活用【重点施策】 ふるさとにぎわい課

小施策01 地域資源の活用によるまちの魅力向上 にぎわいづくり担当 ●

小施策02 多文化共生と国際交流の推進 にぎわいづくり担当 ●

小施策03 生涯学習施設の計画的な更新 ふるさと施設担当 ●

施策04 心のふるさと館を核としたふるさと意識の醸成【重点施策】 心のふるさと館運営課

小施策01 心のふるさと館の活用 管理担当・事業担当 ●

政策02　未来を担う子どもたちが心豊かに育つまちづくり　【子育て】 こども部

施策01 妊娠・出産・子育てに関する切れ目ない専門的支援の充実【重点施策】 こども健康課

小施策01 子育て世代への包括的な相談・支援体制の充実 母子保健担当 ●

小施策02 親子の健康支援の推進 こども家庭担当 ●

施策03 待機児童の解消と安全で安心な保育環境の維持【重点施策】 子育て支援課

小施策01 保育定員の拡充と保育所・幼稚園等関係事務の適正な実施 保育所・幼稚園担当 ●

小施策02 安全で安心な保育環境の維持と教育・保育の質の向上 市立３保育所 ●

政策02　未来を担う子どもたちが心豊かに育つまちづくり　【教育】 教育部

施策09 児童生徒の総合的な支援の充実【重点施策】 教育指導室

小施策01 確かな学力と豊かな人間性の醸成 教育指導担当 ●

小施策02 いじめ対策や不登校支援の実施 教育指導担当 ●

令和元年度 対象小施策数 14

政策03　誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり　【健康長寿】 長寿社会部

施策03 高齢者の生きがいづくり【重点施策】 長寿支援課

小施策01 高齢者の生きがいづくり 長寿支援担当 ●

小施策02 後期高齢者医療制度の適正運営 長寿支援担当 ●

施策05 地域包括ケア体制と介護予防の推進【重点施策】 すこやか長寿課

小施策01 地域包括ケア体制と介護予防の推進 地域包括支援センター ●

政策03　誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり　【福祉】 市民福祉部

施策07 障がい者（児）の社会参加の支援【重点施策】 福祉課

小施策01 地域資源の活用によるまちの魅力向上 障がい福祉担当 ●

政策04　都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり　【都市環境】 建設環境部

施策02 西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用【重点施策】 連立・高架下活用推進室

小施策01 西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用 事業推進担当 ●

施策03 幹線道路の整備と公園の管理【重点施策】 公園街路課

小施策01 幹線道路の整備 用地担当・整備担当 ●

小施策02 公園の整備と維持管理 公園緑化担当 ●

施策05 自然や生活環境の保全と循環型社会の構築【重点施策】 環境・最終処分場対策課

小施策01 自然との共生 環境政策担当 ●

小施策02 生活環境の保全及び公衆衛生の向上 生活環境担当 ●

小施策03 循環型社会の構築 廃棄物・最終処分場担当 ●

政策04　都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり　【安全安心】 危機管理部

施策11 安全安心なまちづくりの推進【重点施策】 安全安心課

小施策01 地域防災力の充実強化 消防・防災担当 ●

小施策02 地域防犯の強化 生活安全担当 ●

小施策03 生活安全の推進 生活安全担当 ●

令和２年度 小施策数 13

２年間の小施策数 27

● 令和元年度、令和２年度は、総合計画前期基本計画の重点施策とされている小施策を診断する。

● 令和３年度～令和５年度は、小施策毎に設定している目標の達成度が低いものから診断する

　  （ただし、診断済の小施策は除く）。

令和
元年度

令和
２年度

対象
小施策

施策マネジメント診断対象
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01 － 09 － 0２

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

対応策

公共施設の利活用に関すること 事業12

評価結果を踏まえた、改善取組状況を把握する。
事業４ 内部統制制度の確立 事業10
事業５ 事務改善委員会の運営 事業11

事業２ ふるさと納税推進事業 事業８

事業６

行政組織に関すること
事業３ 総合教育会議運営事業 事業９ その他

課題
事業所管課にとって、評価されただけで終わるのではなく、活用されるよう
にしなければならない。２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙１、２参照） 

事業１ 公共サービスＤＯＣＫ事業 事業７ 行政改革・地方分権改革に関すること

大施策の
基本目標

 自主性・自立性の高い行政運営の推進に向け、民間企業の経営視点と市民の満足度を
向上させる最適な手法を用い、行政サービスを効率的に提供するための仕組みづくりを
行います。
 また、自治体のトップマネジメントとして、市の重要施策および重点事業に関する庁
内の連絡・調整体制を充実させるとともに、経営資源の活用と最適な配分のための計画
を作り、事業を着実に実行に移します。

指標名 単位 目標値

行政評価を踏まえた施策の業務改
善実行率

小施策 0２ 行政改革の推進
成果の達成・
未達成の原因等

施策評価を2019年度から行うため、現時点で達成値は計測できない。

小施策の
基本目標

 公共サービスＤＯＣＫ事業による行政評価を進め、経営資源の最適化を進
めるほか、将来を見据えた戦略的な事業を展開します。

４．小施策の展開＜Action＞

80.0
-

％ 80.0
- 50.0 60.0 70.0

事業費 21,447 58,716 95,985
現状と課題

 地方に対する権限移譲や規制緩和が推進され、自治体間競争の激化や人口
流出入の加速化が進む中、地方自治体が担う行政サービスの範囲が拡大し、
自治体の主体性と責任が強く求められています。
 今後も、評価改善を進めながら経営資源の最適化を行うとともに、将来を
見据えた新たな施策を展開していく必要があります。

合計（=事業費） 21,447 58,716 95,985

2017年度実績（決算） 2018年度見込（決算見込） 2019年度計画（予算）

（職員人数） 3.5人 4.5人 4.5人

（単位：千円）

0
大施策 09 戦略的自治体経営と行政改革の推進 一般財源 21,447 58,716 95,985
政策 01 地域と行政の共働による魅力輝くまちづくり 特定財源 0 0

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 2017年度実績（決算） 2018年度見込（決算見込） 2019年度計画（予算）

2019年度 小施策評価シート 小施策 行政改革の推進

作成日 作成課 作成者
（単位：千円）

別紙１－1＿小施策構成事務事業一覧表 小施策 ＯＫ ＯＫ ＯＫ

2017年度 2018年度 2019年度
【前々年度】 【前年度】 【現年度】

3.5人 4.5人 4.5人 ←職員人数
100.0% 100.0% 100.0%

1 公共サービスＤＯＣＫ事業 実施計画事業 高 職員 増加 8点 1 20.0% 20.0% 20.0%

2 ふるさと納税推進事業 実施計画事業 高
一部市民
(含市外者)

維持 6点 3 20.0% 20.0% 15.0%

3 総合教育会議運営事業 経常事業 高 職員 減少 4点 7 15.0% 15.0% 15.0%

4 内部統制制度の確立 その他 中 職員 増加 7点 2 15.0% 15.0% 15.0%

5 事務改善委員会の運営 その他 中 職員 維持 5点 5 10.0% 10.0% 15.0%

6 公共施設の利活用に関すること その他 中 全市民 減少 5点 6 5.0% 5.0% 5.0%

7 行政改革・地方分権改革に関すること その他 低 職員 増加 6点 4 5.0% 5.0% 5.0%

事業
番号

事務事業名 事業区分
貢献度 公平性

計

所管部署による評価 職員従事割合

備考
重点化 合計点 優先順位

①
別紙２＿小施策構成事務事業　各概要 小施策
事業
番号

事務事業名 目的（何のために） 対象（何・誰を対象に） 手段（どんな事業を実施して）
成果（誰にどのような成果がもたらさ

れることを期待するか）
現時点の成果達成状況（どのような

成果がでているか）
課題及び方向性（今後どのようにす

るのか）

1 公共サービスＤＯＣＫ事業

公共サービスの質の向上と行政経営の効率

化を図るため、市民満足度、財務、業務プ
ロセス、人財の育成と活用の面から市の業

務の検証を行う

（根拠法令　大野城市公共サービス改革委
員会設置要綱）

施策実施者（市職員）

・施策マネジメント診断→施策評価

・民間活用のあり方診断→指定管理者サービスチェック

・人財の育成と活用診断→市民ニーズに対応できる職員の育成

・地方創生事業診断→地方創生関連事業の評価

公共サービスの質の向上と行政経営の効率

化

評価されるだけで終わっている状況が見受

けられる。

事業所管課にとって、評価されただけで終
わるのではなく、活用されるようにしなけ

ればならない。

2 ふるさと納税推進事業

返礼品を希望する寄附者のニーズに応え、
本市への寄附の増額を図るとともに、寄附

を通じて本市の魅力や市内事業者・商品を

広くＰＲし、地域イメージの向上や市内産

業の振興に繋げていく。

大野城市へ寄附を希望する者

インターネットによる寄附受付、返礼品配

送及び寄附の決済を行う。また、パンフ

レットや広告等によるＰＲを行う。

本市への寄附の件数及び寄付金額の増加

平成29年分実績として、市民税控除額

66,602千円であるのに対し、寄附額は

27,263千円、実収入額は13,537千円であ
る。

市民税控除額相当を実収入で取り戻すべ

く、返礼品の品目増加に取り組み、効果的

なＰＲを実施する。

3 総合教育会議運営事業

市長と教育委員会が教育行政に関する事項

を協議・調整するための会議を設け、運営
する（地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１条の４、大野城市総合教育会議

運営要領）。

総合教育会議構成員７名（市長、教育長、

教育委員）

事務局が会議の構成員の日程調整及び議題

の集約をし、会議を開催する。また、会議

の開催後、会議録を作成し、市ホームペー

ジで公表する。

市長部局と教育委員会が大野城市としての

教育政策に関する事項を協議、調整する。
また、会議を公開し、会議録を市ホーム

ページで公表することにより、教育行政へ

の市民からの理解と協力を求める。

提案議題数　平成30年度12件
総合教育会議が活性化するよう、提出議題

について、定期的に各部局と協議を行う。

4 内部統制制度の確立

行政を取り巻くさまざまなリスク（事務処

理上のミスや情報漏洩、職員の不祥事な

ど）を未然に防止するとともに、その被害

を最小限にとどめ、市民から信頼される市
役所であり続ける（大野城市組織リスクマ

ネジメント基本方針）。

市職員

令和元年度から、全庁共通業務は、「業務
手順書ファイル（共通業務編）」の活用に

よる適正な事務処理を推進する。また、各

課個別業務は、不適切な事務処理を防止す
るための予防策を検討する。

事務処理上のミスや情報漏洩、職員の不祥

事など、行政を取り巻くさまざまなリスク

を未然に防止する。

各課個別説明及び職員研修等を通じて、職

員への周知を行い、意識改革を進めた。

リスクに着目した組織マネジメントの確立

及び職員研修等を通じて、職員一人一人の

更なる意識改革を進める。

5 事務改善委員会の運営

大野城市行政の円滑な推進と多様化する行

政需要に対応した行政の近代化を図り、

もって住民福祉の向上の実現を期するため

設置する事務改善委員会の運営を適切に行

う（大野城市事務改善委員会設置規程）。

事務改善委員会委員15名（副市長、教育

長、各部長、上下水道局長、議会事務局

長、総務課長及び財政課長）

自治戦略課（事務局）が委員の日程調整及

び審議事項の集約をし、委員会を開催す
る。また、委員会の開催後、会議録を作成

し、市長へ報告する。

大野城市行政の円滑な推進と多様化する行

政需要に対応した行政の近代化を図り、

もって住民福祉の向上を実現する。

審議事項数　平成30年度4件

審議事項を早めに把握し、時期を逸するこ

となく、委員会を開催し、適切な事務改善

を行う。

6 公共施設の利活用に関すること

地域の実情に応じて、集約・複合化による

共有スペースの規模の適正化や用途変更等
の有効活用を検討する。

将来的な施設の統合や転用等の見込みを十 公共施設
公共施設の用途廃止・変更等の情報を把握

し、庁内で利活用に向けての調整を図る。

長期的かつ経営的な視点を持って、財政負

担の軽減・平準化を図るとともに、施設の

下筒井公民館移転新築に伴う既存施設の利

活用方針の決定（青少年「心」の居場所、

公共施設の用途廃止・変更等の情報を早め

に把握し、時期を逸することなく、庁内で

行政改革の推進

②

01 － 09 － 02

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

評価結果を踏まえた、改善取組状況を把握する。
事業４ 内部統制制度の確立 事業10
事業５ 事務改善委員会の運営 事業11
事業６

事業３ 総合教育会議運営事業 事業９ その他

対応策

公共施設の利活用に関すること 事業12

課題

60.0 70.0

事業所管課にとって、評価されただけで終わるのではなく、活用されるよう
にしなければならない。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 公共サービスＤＯＣＫ事業 事業７ 行政改革・地方分権改革に関すること
事業２ ふるさと納税推進事業 事業８ 行政組織に関すること

大施策の
基本目標

 自主性・自立性の高い行政運営の推進に向け、民間企業の経営視点と市民
の満足度を向上させる最適な手法を用い、行政サービスを効率的に提供する
ための仕組みづくりを行います。
 また、自治体のトップマネジメントとして、市の重要施策および重点事業
に関する庁内の連絡・調整体制を充実させるとともに、経営資源の活用と最
適な配分のための計画を作り、事業を着実に実行に移します。

指標名 単位 目標値

行政評価を踏まえた施策の業務改
善実行率

小施策 02 行政改革の推進

成果の達成・
未達成の原因等

施策評価を2019年度から行うため、現時点で達成値は計測できない。
小施策の
基本目標

 公共サービスＤＯＣＫ事業による行政評価を進め、経営資源の最適化を進
めるほか、将来を見据えた戦略的な事業を展開します。

４．小施策の展開＜Action＞

80.0
％ 80.0

- 50.0

総事業費 34,982 75,816 113,172
 うち人件費 13,435 17,000 17,087

現状と課題

 地方に対する権限移譲や規制緩和が推進され、自治体間競争の激化や人口
流出入の加速化が進む中、地方自治体が担う行政サービスの範囲が拡大し、
自治体の主体性と責任が強く求められています。
 今後も、評価改善を進めながら経営資源の最適化を行うとともに、将来を
見据えた新たな施策を展開していく必要があります。

合計（=総事業費） 34,982 75,816 113,172

2017年度実績 2018年度見込 2019年度計画

（職員人数） 3.5人 4.5人 4.5人

（単位：千円）

0
大施策 09 戦略的自治体経営と行政改革の推進 一般財源 34,982 75,816 113,172
政策 01 地域と行政の共働による魅力輝くまちづくり 特定財源 0 0

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 2017年度実績 2018年度見込 2019年度計画

2019年度 小施策評価シート（外部評価用） 小施策 行政改革の推進

作成日 作成課 作成者
（単位：千円）

④

その他（次期総合計画策
定に向けて等）

優先順位の設定

経営資源の配分

５．公共サービス改革委員会診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

小施策の展開・対応策

表面

裏面

③
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小施策評価シート　イメージ



● ● ●

●

●

● 診断意義及びシート作成方法の説明

年度当初を基準として提出依頼。次年度からは人
事評価の期首提出時期と同時に行う予定

● 概要、ヒアリングの進め方の説明等を行う

半日を６日程度

●

●

●

● 次年度に改善状況調査を行う予定

第２回施策マネジメント診断部会（講評案まとめ）

公共サービス改革委員会での講評審議・作成

各課講評内容通知及びHP等公表

診断ヒアリング

シート提出依頼及び集約

公共サービス改革委員会

施
策
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
診
断

経営会議（６月中旬）

課長研修（７月中）

市長講評報告

第１回施策マネジメント診断部会

令和元年度 施策マネジメント診断スケジュール

業務名 H31.4 R1.5 R1.6 R2.2 R2.3R1.7 R1.8 R1.9 課題・備考R2.1

評価シート及びフロー等確定

受注業者（トーマツ）との診断シート及びフロー等協議

R1.10 R1.11 R1.12

第五期公共サービスＤＯＣＫ事業
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