
施策・基本事業一覧表

優先度：成果＝高。財源＝低。●企画財政課、総務広報課、税務課、会計契約課

施策の対象 施策の意図 区分施策の成果指標（単位） 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

成果 経常収支比率（％） 92 8 92 9 92 8 90 1 90 1 85 1 89 2 94 2 不調

　経常収支比率は前年比5ポイント悪
化し、94.2％となった。
　地方交付税減少（184,895千円減）や
市税収入の減少（111,527千円減）など
により経常的一般財源収入全体が
343,326千円減少したことと、繰出金の
増加（94,608千円増）や扶助費の増加
（70,672千円増）などにより経常的一般
財源歳出全体が210,517千円増加した
ことが、悪化の要因となった。

　今後も扶助費や繰出金など経常的
一般財源は増加していくことが予想さ
れるほか、公共施設の維持補修費や
長寿命化対策に要する経費も確実に
増加していく見込みである。一方、市
税については、景気動向により、今後
若干の増加が期待できるものの、国の
財政状況も厳しい中で、中長期的に地
方の一般財源が伸びていくことは期待
しがたいとも思われる。予算の重点化
や事業の再構築など、歳出面での取り
組みが不可欠であり、行政評価を最
大限に活用しながら、歳入に見合った
歳出構造への転換を進めていく必要
がある。

成果
市全会計の連結ベー
スでの長期債務残高
（億円）※将来負担額

337 312 308 287 277 282 292 286 - 順調

　将来負担すべき債務等の額は、前
年度に比べ6億円減少した。一般会計
の地方債残高の減少（1.9億円）や一
部事務組合負担金の減少（4.1億円）
によるものである。公営企業債につい
ては0.4億円程度であるが、下水道事
業債の増加により微増している状況に
ある。
　なお、健全化法による将来負担比率
は前年と比べ7ポイント改善し56.2％と
なった。

　下水道整備は進行中であり、今後も
下水道事業債の残高は増加する見込
みであるため、一般会計等ではできる
限りの起債発行抑制に努めていく。
　平成25年度は病院改築が大きな起
債となるので、市全体の発行額を抑え
るために、年度末の収支状況を確認し
ながら、他メニューの起債借入を最小
限に抑えていく。

成果
市の行政運営や税金
の使い方に納得して
いない市民の割合

- 38 8 37 9 32 4 16 3 15 3 13 6 - 13 1 順調

　市政運営や税金の使途に納得して
いない市民の割合は、13.1％となり調
査を開始した平成19年度以降順調に
減少している。
　年齢別には、40歳代が16.2％、50歳
代が17.0％と他の年代と比較して不満
度が高くなっている。推測であるが、働
き盛りで情報量や活動量も多いため
要求水準が高くなっているのが要因で
はないかと思われる。
　地域別には、下妻校区、古川校区の
納得度が高く、地域コミュニティに早く
から取り組んでいる地域は行政に対す
る不満度が低いという興味深い傾向
が現れている。
　判断できない割合は13.9％と前年度
の15.1％から1.2ポイント改善しており、
積極的な広報広聴の成果と捉えられ
る。

　指標は順調に推移しているため施策
を構成する事務事業の本数及び投資
コストは現状を維持する。
　税金の使い方に納得できない理由
は、新幹線筑後船小屋駅設置に関す
るものが最も多く、次いで市職員の給
与や処遇に関するものとなっている。
　市民ニーズは千差万別であり全市民
の納得度を100％満たすのは困難で
あるが、なぜこの事業を優先的に実施
しているのか？どのように工夫、努力
して経費を抑えているのか？などを丁
寧に説明することで理解は得られる。
投資に見合う成果が出ていないものを
「ムダ」と酷評されるのは当然であり、
行政評価による成果のチェックや手法
改善は行政運営の納得性を高めるう
えで極めて重要である。

前期
目標値

28年度
（目標値）

19年度17年度 18年度 20年度 21年度 22年度 23年度

7-2
効率的な行財政
運営の推進

市の財政
行政運営

効率的な行財政
運営がなされ、市
の行政運営に納
得する市民が増え
ている。

24年度



番号 基本事業の対象基本事業の意図 区分基本事業成果指標（単位） 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

成果
施策目標の達成率
（％）

- 45 6 39 0 45 6 63 6 58 2 55 4 70 0 61 5 80 0 横ばい

　施策の成果指標である「施策目標の
達成率」は61.5％となり、前年度と比べ
て6.1ポイント向上し、「横ばい」と判定
したものの、目標値の80.0％より18.5
ポイント低い成果にとどまった。なお、
前期基本計画初年度の平成19年度の
39.0％からは22.5ポイント向上してい
る。
　政策別の目標達成率をみると、政策
１「都市基盤」（77.8％）や政策３「産業
振興」（75.0％）が高い一方、政策５「教
育・文化」（36.4％）は低調であった。
「教育・文化」のうち、青少年や伝統文
化に関する施策はすべて「横ばい」ま
たは「不調」という結果に終わった。

　成果指標の多くは市民への意識調
査（まちづくりアンケート）により取得し
ているが、市民の意識を高め、成果指
標を向上させることは一朝一夕ででき
ることではない。
　そこで、「積極的に成果向上を目指
す施策群」（８つの重点施策）を中心
に、各施策担当部署において、早い時
期から後期基本計画の最終年度（平
成28年度）の目標を強く意識しながら
各施策に取り組み、計画を着実に実
行するように働きかける。各施策の取
組みに当たっては、意識調査の結果を
細かく分析し、市民ニーズの把握に努
める。

成果

成果が前年度と比較
して維持向上した事
務事業の件数（該当
件数/総件数）

178/246
（72.4%）

43/50
（86.0%）

143/199
（71.9%）

150/221
（67.9%）

76/118
（64.4％）

134/169
（79.3％）

135/173
（78.0％）

225/250
（90.0％）

196/285
（68.8％）

225/250
(90.0%)

横ばい

　前年度と比べ成果が向上または維
持した事業の割合は68.8％となり、前
年度対比で9.2ポイント低下しており、
また、目標値である90％には程遠い結
果となった。
　成果の内訳をみると、向上が
49.1％、維持が19.6%、低下が31.2%と
なっている。前年度の内訳（向上
27.7%、維持50.3%、低下22.0%）と比較
すると、「維持」の割合が減少し、「向
上」に21.4%、「低下」に9.2%の割合が増
加したことがわかる。指標は低下して
いるものの向上している事務事業は低
下よりも大きく伸びたので、横ばいとし
た。

　「事務事業の成果向上が、各施策の
めざす姿の実現につながる」ことを、職
員一人ひとりが強く認識するとともに、
目標を意識しながら日々の業務に当
たることが、成果向上にとって不可欠
である。
　このような高い意識を持った職員を
育成することを目的に、平成25年度
は、若手職員を中心とした実践型の
ワークショップを実施したところであ
る。若手職員以外に対しても、折にふ
れて上位の施策のねらいや目標を意
識するための働きかけを行う。

成果
市税収納率（現年度
分）（％）

97 8 97 9 97 6 97 6 97 7 98 3 98 3 98 0 98 3 98 5 順調

現年度の市税の収納率は、前年度と
比較し固定資産税で収納率が0.07ポ
イント伸びたものの、市民税及び軽自
動車税で収納率が落ちたため、全体
的には0.06ポイント落ちる結果となっ
た。ただし、平成20年度から取り組ん
でいる徴収技術の向上策と滞納処分
の実践、また、市税コールセンターに
よる納税案内の取り組みの結果、一
定水準（Ｈ23県都市平均：98.2％）は確
保しているものと思われる。ことに加
え、過年度分を含めると0.35ポイント向
上（92.89％→93.24％）していることな
どから「順調」と判断した。

平成20年度から22年度で行われた県
の地方税収対策本部の実務研修によ
り徴収技術はレベルアップしている
が、引き続き徴収技術を維持向上をさ
せる。景気が回復傾向にあるとはいう
ものの、依然として地域経済は厳しい
が、滞納処分や市税コールセンターに
よる納税案内など、前年同様の徴収
活動を地道に実践し、徴収率の向上
に努める。また、県の地方税収対策本
部の取り組みとして進めている「特別
徴収制度の実施促進の取組」につい
ては、昨年度に続き、本年度も未実施
事業所への訪問による実施促進を実
践する。

成果
実質的単年度収支額
（百万円）

-300 02 986 08 -31 03 518 78 91 69 470 67 733 86 9 00 407 80 黒字 順調

　普通会計の平成24年度決算におけ
る実質単年度収支額は407百万円の
黒字となった。これは、歳入全体で予
算額を108百万円上回る収入があった
ことに加え、歳出では1,218百万円の
執行残があったことによるもの。歳入
増のうち地方交付税が予算額を290百
万、繰越金が439百万円上回ったこと
が大きな要因である。

　全体では予算を上回る歳入であった
が、市税は予算額を36百万下回って
おり、地域経済の影響があるとはい
え、効率的・計画的な財政運営という
観点からすれば、予算編成時に、より
正確な課税客体の把握を行い、執行
段階での財源不足にならないような予
算を編成する必要がある。

成果
人口千人あたり職員
数（人、４月１日現在）

6 93 6 71 6 55 6 28 6 11 6 00 5 96 6 55 6 00 6 00 順調

集中改革プラン（H17～H21)の取組み
による民間委託の推進等の結果、職
員数は40人以上減員している。加え
て、人口も微増であるため人口当たり
の職員数は順調に減ってきている。

少子化等により日本が人口減少期に
あるため、今後は筑後市の人口も減
少していく可能性は高い。人口あたり
職員数の目標値を維持していくために
も、引き続き民間委託の推進を図って
いく必要がある。また一方で、権限移
譲による業務の拡大も想定されるた
め、適正な人員配置に努める必要が
ある。

成果

組織が、意思決定や
対応などに対して迅
速であると思う職員の
割合（％）

15 6 19 8 26 4 38 5 37 9 26 9 31 6 31 5 横ばい

計画当初と比較すると成果向上してい
るが、ここ数年は横ばいである。どちら
とも言えないが52.9％と半分以上であ
り、15.6％が（どちらかと言えばを含
む）迅速でないと回答している。対応
が迅速でない理由としては、人員体制
が不十分であることが理由として挙げ
られている。

人員体制の面で迅速に対応できてい
ない一面もあると思えるが、課題の重
要性や緊急性を検証して、人員増につ
いては慎重に対応すべきである。ま
た、意志決定の迅速化については、職
制や各種会議の役割を全体で再確認
し、効率的な運営を心掛けるよう周知
する。

前期
目標値

28年度
（目標値）

22年度

03
効率的な組織運営の
推進

市の組織

行政機構や意思
決定システムを改
革することで、組
織運営が効率的
で機能的になって
いる。

02
収支均衡のとれた財
政運営の推進

市の財政

効率的で計画的
な財政運営が行
われることで、プラ
イマリーバランス
が保たれている。

01
成果志向型行政運営
の推進

行政運営

行政評価の活用
などで、市民に
とって費用対効果
の高い施策や事
業が展開されてい
る。

基本事業名称 20年度17年度 18年度 19年度 24年度21年度 23年度


