
 第４次宗像市行財政改革大綱(案)に関する市民意見提出手続の意見及びその回答 

 箇所 意    見 対応 回     答 

1 P2 

１．これまでの行政改革の取組み 
第３次では過年度より取組み件数が大幅に減少

（第１次：298 件 第２次：114 件 第３次：21
件）し且つ効果額も低下しているが、取組みが限界
に来ていると考えてよいのか。 
第３次に於ける行財政改革の取組みに対する総

括と今後の展望を記述して欲しい。また、取組みと
効果額について付表等で詳細を情報開示して欲し
い。 

原案どおり 取組み件数の減少については、
第３次の大綱策定時点で取組みの
分類方法を変更しており、同様の
取組みをまとめたことが主な要因
です。 
取組みとしては、第１次、第２

次では合併によるスケールメリッ
トを生かした費用の削減を行いま
したが、ご指摘のとおり経費の削
減だけでは取組みが限界となって
きたため、第３次では収入確保の
取組みも行い、大きな効果を生ん
でいます。今後はＩＣＴの活用に
よる業務の効率化など新たな取組
みにも着手し、引き続き効果を上
げていきたいと考えており、「（３）
②基本方針」「（４）新たな取組み」
に今後の方針を示しています。 
第３次の取組みの効果額と詳細

については、毎年度有識者や市民
から構成させる外部委員会である
「宗像市行財政改革推進委員会」
で報告しており、市ホームページ
にて閲覧が可能です。 
「トップページ」⇒「市政情報」
⇒「行財政改革」⇒「行財政改革
推進委員会」 

2 P5,6 

②本市の人口推移と人口比率の変化（下記グラフよ
り） 
「ア 総人口の減少」の人口減少の見込みにおい

ては、平成２７年の実績値と比較した人数を記載し
ているが、「イ 年少人口と生産年齢人口の減少」に
おける、見込み値は令和２年と比較した人数を記載
している。比較すべきデータ元が異なりこのような
誤解を与える記述は修正すべきと判断するため、実
績値である平成27年を基準に統一して算出すべき
ではないか。 
 
また令和７年の総人口は 96,117 人であるが、第

２次総合計画後期基本計画では 92,987人と情報開
示しており同時期に発表するデータに差異が発生
している。データ値が異なるのは信頼性を損なうも
のであるため、データを最新版に差し替え文言の修
正を図るべきである。なお、該将来人口推移を正と
仮定するならば、後期基本計画の「人口と高齢化率
の推移」で記述している文言及びデータの修正が必
要となるため、精査の上対応して欲しい。 

一部修正 ご指摘のとおり、本文中に記載
している人口の減少見込みについ
ては、比較する基準を統一すべき
であるため、修正します。基準に
ついては、今後の減少の見込みを
示していくため、平成 27 年ではな
く、見込み値ではありますが、現
在の実績値と最も近いと考えられ
る令和２年との比較で統一しま
す。 
また、第２次総合計画後期基本

計画で示している人口との差異に
ついては、総合計画後期基本計画
では平成２７年の前期基本計画策
定時の人口推計と５年間の様々な
施策による人口の推移の実績を示
しているのに対し、第４次行財政
改革大綱では令和元年の実績値を
もとに算出した将来推計人口を示
しています。それぞれのグラフで
は、示している意図が異なること
から原案どおりとします。 



3 P6 

②本市の人口推移と人口比率の変化 
ウ 高まる高齢化率 
高齢者人口増加は解決手段なし。健康寿命を延ば

す施策しか思いつかない。この「健康寿命を延ばす
施策」を目玉に据え活動すれば、社会保障関連費用
の抑制につながると考える。是非検討して欲しい。 
 
人口減の対応は第２次宗像市まち・ひと・しごと

創生総合戦略に期待する。平成 30 年実績（個別プ
ラン）では多くの事業が目標を達成できていない。 
第２次については現状でのデータ分析をきっち

り実施し PDCA を回しながら目標を達成できるよ
う奮起を望む。KPI 指標は目的を達成するための方
策であり適切な数値を選定すべき。 
（甘めの数値では目標は達成できない。） 
（まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画では甘い
目標が目立った。） 

原案どおり 第２次総合計画後期基本計画に
おいて、「高齢者の健康づくり 生
きがいづくり 場づくり」を施策の
一つとして掲げており、様々な事
業に取り組んでいくこととしてい
ます。 
また、第２次宗像市まち・ひと・

しごと総合戦略においても、過去
の実績を踏まえ、しっかりと取り
組んでまいります。 

4 P6,7 

（２）伸び続ける社会保障関連経費 
人口推移と同様に５～10 年後の歳入・歳出の予

測値をデータ開示し、このデータを各部門で共有し
施策立案すべき。（データにより捉え方が変わって
くる） 
文書ではどうにでも書けるので、数値データをグ

ラフ化しインパクトを明確に表示することで、危機
感の共有化に繋がると考える。（データの見せ方の
工夫） 
少子・高齢化の進展に伴うインパクトを（児童福

祉、社会保障等）数値で描く必要がある。 
今後財政調整基金の減少で市の運営が回らなく

なることを、もっとアピールすべき。 
今後社会保障制度と財政の持続可能性は維持で

きるのか。大変危惧している。 
５～10 年後の未来図から逆算して今取るべき戦

略を定めて行動に移して欲しい。 
対応としては一般的には①効率的な行政運営の

推進②既存事業の見直しとなろうが、一歩踏み込ん
だ具体的な方策を提案する。例として 
・TOP が歳出予算 30%減の指示を出す。 
・この指示に基づき CFT（ｸﾛｽ・ファンクショナル・
チーム）を立ち上げる。 
・各職員に改善提案を募らせ机上で PDCA を回しな
がら既存事業にムダがないか見直しを図る。尚見直
しでは公共事業といえども、費用対効果を踏まえた
議論が必要。 
・またコミュニティ等への交付金で年度内に消化で
きないお金については、市に返納させる等の強い施
策が必要と判断する。 
・同時に市税（現状 100 億円）推移についてもデ
ータ開示が必要と判断する。 
高齢者人口増・生産年齢人口減で現状の市税 100
億円が確保できるとは信じがたい 
① 歳入・歳出の数値目標を記載し業務改善願いた

い。⇒ KPI 指標で管理 

原案どおり ご指摘については、令和元年 11
月 8 日に開催いたしました第２回
行財政改革推進委員会開催時の案
についてのご意見とお見受けいた
しますが、パブリックコメント時
点での案については、財政状況の
課題を市民の方にも分かりやすい
よう財政状況を表す指標の一つで
ある経常収支比率の上昇値で示
し、さらにその主な原因である社
会保障関連経費の増加とともに示
しています。この社会保障関連経
費の増加による財源不足が大きな
課題であることから、ここでは端
的にそれを示し、各取組みにより
財源確保を目指すという構成とし
ています。 
具体的な取組みについては、第

４次行財政改革アクションプラン
に目標値などとともに定めてお
り、本市の行財政改革の推進組織
である行財政改革推進本部を中心
とし、随時内容の見直しを行いな
がら進捗を図っていくものとして
います。 



5 P8 

（３）公共施設等への対応 
早急に公共施設の総量圧縮の数値目標を提示の

こと。また同時にコンセッション方式の導入可否に
ついても検討して欲しい。 

原案どおり  公共施設の総量圧縮の目標につ
いては、別途策定している宗像市
公共施設アセットマネジメント推
進計画において定めており、その
目標の実現に向けて、取組みを進
めます。 
 また、各公共施設の有効活用を
検討する上では、コンセッション
方式の導入も含め、可能性を検討
します。 

6 P9 

（４）事務負担の増加 
平成17年～平成26年までの10年間行財政改革

の取り組みで76名の正職員を削減し職員数は全国
771 市のうち３番目に少ない市との記載があるが、
本当に生産性の高い市なのか。データベースの開示
をして欲しい。 
実態は非正規社員増で対応しているのでは。最新

版での非正規比率は 32.7%まで上昇している。正職
員 76 名減しても非正規は 44 名増しており実質は
32 名の減少に留まる。 

 
正職員 17 年：515 人 ⇒ 26 年：439 人 ⇒ 29 年：439 人 

非正規 17 年：169 人 ⇒ 26 年：198 人 ⇒ 29 年：213 人 

非正規比率    24.7%          31.1%          32.7% 

宗像市定員管理の指針資料より 
 
現在「同一労働同一賃金」が推進されているが同

じ業務で正職員対比の賃金が半額以下ではモチベ
ーションは期待できないし、職場環境も悪化する。
今後は非正規が賃金増となり財政への負担増が懸
念され早急なる改善が必要ではないか。 
各々の業務分析を行い定例業務は数値目標・成果

指標を明確化し早急に RPA 等に業務移管すべき。 
行政の生産性を上げ人員のスリム化を図ると共

に住民へのサービス向上を望む。 

原案どおり これまでは正規職員数を最小限
に抑え、非正規職員を雇用するこ
とで人件費の抑制を図ってきてお
り、ここでは事務負担の増加を表
す指標の一つとして、正規職員数
の少なさを示しています。 
取組みにあたっては、RPA など

の導入による業務改善を行いなが
ら、生産性の向上による人件費の
圧縮を行っていきたいと考えてい
ます。 

7 P11 

P11 は必要か？もしもこのページで行財政大綱
策定の必要性を説明するのであれば、策定により
「何がどうなるか」策定によるビジョンを示した方
が我々市民は理解しやすいのではないか。 

原案どおり 本市の総合計画において、教
育・子育て施策の充実を図り、定
住促進や企業誘致なども実施して
いくものとしており、ここで将来
人口９万６千人の維持と、本市が
目指す明るい将来像を示していま
す。その実現のために行財政改革
の取組みを進めるということを示
しており、原案どおりといたしま
す。 



8 P12 

４．第４次行政改革 
（３）基本理念・基本方針 
①生産性を高め活力ある組織へ：具体的な目標を記
述すべき 30%向上等 
②行政サービスの効率化と質的向上：具体的な目標
を記述すべき 30%向上等 
③持続的な健全財政の堅持：具体的な目標を記述す
べき  コスト 30%減等 

原案どおり 本大綱は、今後の行財政改革の
方針を示したものであるため、具
体的な目標設定をしていません
が、第４次宗像市行財政改革アク
ションプランにおいて、基本方針
に基づく具体的な取組みを示して
います。アクションプランにおい
ては、目標を設定しており、取組
みの推進に当たっては、本部長を
市長とする「宗像市行財政改革推
進本部」で進捗管理を行い、市ホ
ームページにて情報を開示してい
ます。 
「トップページ」⇒「市政情報」
⇒「行財政改革」⇒「行財政改革
推進員会」 

9 P16 

５．行財政改革の推進 
（２）推進体制 
実施計画・進捗管理の情報開示（２回/年）、キ

ッチリした KPI 指標に基づく実施計画を作成し適
切な管理を要望する。 
各所管部長の適切なマネジメントに期待する（業

務のスピード感含め） 
（KPI 指標のない実施計画は所管課に差し戻し等） 

原案どおり 

10 P12 

P12「取り組んでいきます」「取り組むものとし
ます」「取り組みます」は「取り組みます」に一本
化した方がよいのではないか。 

一部修正  ご指摘のとおり表現を変更しま
す。 

11 P12 

P12「様々な課題を解決するためには、様々な手
法を用いて」様々が重なっていますが、表現を工夫
すべきではないか。 

一部修正 言葉が重ならないよう、表現を
変更します。 

12 P12 

P12「ICT を積極的に導入して効率化を図ったり
するなどして」「たり」「して」の使い方が気になる
ため、確認して欲しい。 

一部修正 ご指摘を受け、表現を変更しま
す。 

13 P13 

P13「アセットマネジメント推進計画に基づ
く・・・図っていきます」とあるが、アセットマネ
ジメント推進計画の中では「行財政改革アクション
プランの中で・・・検討する」となっている。どち
らが優先なのか、どちらともが同列なのか、我々市
民が理解しやすいように示して欲しい。 

原案どおり 公共施設アセットマネジメント
推進計画では、公共施設管理に関
する基本方針を定めており、その
方針に基づき、行財政改革アクシ
ョンプランの中で公共施設に関す
る個別の取組みを示しています。 
各計画の関連性については、行

財政改革アクションプランに記載
することとしています。策定後、
４月にはホームページにて公開す
る予定です。 

14 P13 

宗像市の事務処理状況「監査指摘事項」をみれば
分かると思うが、その杜撰な事務処理には、ただ呆
れるばかりである。管理職のチェック機能は全くと
言ってよい程機能していない。また、管理職の職務
権限意識の欠如、決裁権限が市長である案件が課長
決裁で済ませているなど一般企業では到底考えら
れないことである。現状の事務処理の実態を見れ
ば、管理業務のスリム化など言えるものではないと
思うが。 
また、監査報告をみて感ずることは、管理職がチ

ェックすれば、殆ど防げる問題である。もう少し現
場の実態を把握した上で改革に取り組んで欲しい。 
以上のことから、私としては、まず取り掛からね

ばならないことは、事務管理体制の整備それと、管
理者意識、事務規定順守意識等の意識改革が何より

一部修正 取組分類として示している「管
理業務の見直しとスリム化」にお
いては、文書保存管理コストの削
減や公用車管理の効率化などを想
定していましたが、誤解を招く恐
れがあることから、「内部事務の見
直しとスリム化」に表現を変更し
ます。 
ご指摘いただきました事務管理

体制の整備や管理者意識の強化、
事務規定の遵守については、引き
続き取り組んでまいります。 



も求められるのではないか。基盤が整備されてこそ
のスリム化である。 

15 P13 

継続的な健全財政堅持について 
収入確保の方策に企業誘致、定住化推進を挙げて

いるが、今後増加はあまり見込めないと思う。歳出
削減も、しっかり考えるべきではないか。建築や土
木に関する事業費は大きく、この経費の削減は、健
全財政維持に、大きく寄与すると思う。宗像市の落
札率は、周辺自治体に比べ、高値で推移しているの
ではないか。入札監視委員会を設置している自治体
では、落札率が低く抑えられている。宗像市も事業
費削減のために、入札監視委員会を設置すべきでは
ないか。 

原案どおり ご指摘のとおり、収入確保の取
組みだけでは、大きな効果は見込
めないため、事務の効率化などに
よる人件費の削減や事務事業の見
直しなどによる経費の削減に取り
組んで行くものとしています。 
削減にあたっては、「表２ 取組

み分類 事務事業及び経費の適正
化」において取り組んでまいりま
す。 

16 P13 

継続的な健全財政堅持について 
公共施設のアセットマネジメント推進計画にお

いて、公共施設の面積圧縮進めるとある。総量圧縮
も必要だと思うが、施設の廃止に当たっては、市民
との十分な意見交換を行うことを、大綱に盛り込む
必要があると思う。 

原案どおり  アセットマネジメントの推進に
おける市民参画については、アセ
ットマネジメント推進計画に記載
しています。本大綱では、取組み
の方針として公共施設アセットマ
ネジメント推進計画と整合を図
り、公共施設の総量圧縮に取り組
むものとしています。 

17 P14 

P14「全体的なコストの削減を狙います。」の「狙
う」という表現を「行います」としなければ大綱を
策定する意味がないという誤解を生じないか。 

原案どおり 「削減を行う」と明確に表現す
べきとのご指摘かと思いますが、
本市の行財政改革においては、削
減一辺倒でなく、業務の効率化等
による生産性の向上による取組み
も行っていくものとしています。
ご指摘箇所においては、主に生産
性向上の取組みについて記載をし
ており、あわせてコスト削減も図
るという意図であるため、原案ど
おりとします。 

18 P14 

ＩＣＴ化を用いた一体改革について 
ＩＣＴ化に伴う経費、情報漏洩などのデメリット

を検証すべきでないか。市の広報紙に関しても、「詳
しくはホームページで」が増えている。ネット環境
がない人について、市は把握しているのか。ＩＣＴ
化の課題と対策をもっと検討すべきではないか。 

原案どおり  具体的な取組みを進める上で
は、導入経費や情報漏洩などのデ
メリットやＩＣＴ化による課題な
ども十分検証しながら進めていき
ます。 

19 P15 

P15 PFI の説明文を解説欄ではなく本文に含め
ている（P3 では解説欄にある）、市民が理解しやす
いように配慮されたのであれば、そもそも PPP、PFI
ではない表現にするなど、工夫の余地があるのでは
ないか。 

原案どおり 分かりにくい語句に関しては、
基本的に解説欄に記載をすること
で統一していますが、官民連携の
分野においては PPP/PFI という表
現が一般的になっているため、表
現を変更せず、本文中で説明する
方針のため、原案どおりとします。 

20 P15 

P15 「具体的には～が想定されます」は「具体的
には～を想定しています」の方が明快ではないか。 

一部修正 ご指摘のとおり表現を変更いた
しました。 



 

21 P15 

官民連携による改革について 
経費の高騰が原因で、委託業者が事業を放棄した

ことがあると聞いている。民間業者は利益がないこ
とはしないと思う。行政が事業で利益を上げること
は難しい。民間との連携で経費削減、サービス向上
を目指すのではなく、市民の力を活用することを提
案する。宗像市には様々な仕事に携わり、専門的知
識、経験を持った元気な高齢者が少なくないと思
う。このような方々に、政策立案、事業の実施に参
画してもらう機会を作ることは、市の財政、高齢者
の生きがいに貢献するのではないか。 

原案どおり  官民連携においては、企業や大
学に限るものではなく、市民やＮ
ＰＯ法人など幅広く連携しながら
進めるものと考えています。 
実施に当たっては、経費の削減

だけを目的に行うのではなく、大
幅な経費の削減にはつながらずと
も住民サービスの向上につなげる
という視点も含め実施していきま
す。 

22 P15 

官民連携による改革について 
高齢者に限らず、政策策定段階からの市民参画を

進めることは、市民のやる気につながり、「自分た
ちにできることは、自分たちで」という意欲を引き
出すことになるのではないか。 

原案どおり 


