
豊前市第３次行財政改革推進プランの進行管理

取組事項 実施内容 所管課 改革の目標
取組
状況

内容と成果 28 29 30 元 2

№1 Ⅰ　市民協働の推進
（１）市政運営へ
の市民参加促進

地域の自発的取
組の支援

「豊前市生涯学習推進基本計画」に従い、公民
館を中心に地域ごとの課題の解決に向け行政
に頼らない活動の実施を支援する。具体的に
は公民館運営審議会を母体に組織作りを行
い、地域課題の抽出を行う。また、活動に必要
な経費については新たな助成金の創設を検討
する。また、地域への人的支援として「地域担
当職員」の配置を検討する。

生涯学習課
総合政策課

地域公民館の設置区域を基本
とした「地域づくり協議会」の設
立完了及び地域づくり計画策定
着手

B

地域づくり協議会設立済が８地区（角田、大村・青
畑、八屋、宇島、三毛門、黒土、千束、合河）で、設
立準備中が３地区（山田、横武、岩屋）となった。設
立済のうち４地区（大村・青畑、宇島、三毛門、黒
土）は地域づくり計画策定を終えた。
また、地域づくり協議会をテーマとした職員研修を
実施し、その進捗状況など庁内での情報共有を
図った。

C B B B

№2 Ⅰ　市民協働の推進
（１）市政運営へ
の市民参加促進

ボランティアセン
ターの充実

高齢者の生きがいづくり及び市民活動を活性
化するためにボランティアセンターの組織の充
実を図る。具体的にはコーディネーターを配置
し、人材の育成、活動分野の開拓など課題の
解決を図る。

総合政策課

・運営体制の確立
・コーディネーターの活動充実

B

ボランティア育成のため、入門講座・スキルアップ、
ボランティア体験・チャレンジなどに取り組み、また
活動分野の開拓を目指し、活動の場となる施設に
ボランティアチャレンジを受け入れていただき、施
設側が今後ボランティア活動を積極的に受け入れ
る体制づくりを継続して支援した。
本年度の成果として、ボランティアセンターへ新た
に３件、ボランティア団体の登録があった。新たな
分野として、世代間の交流及び対話を楽しむ活動
団体「たいｗa－ず」を進行役に迎え、語り合い聴き
合う「カタリバ」を開催。10代から60代まで20名の参
加となった。

C C B B

№3 Ⅰ　市民協働の推進
（１）市政運営へ
の市民参加促進

自主防災組織の
育成強化

地域ごとの自主防災組織の設置及び育成強化
を図るため、集落座談会や講演会を実施する
とともに、校区ごとの総合防災訓練を毎年計画
的に実施するなど、住民等の自主防災意識の
向上と自主防災体制の整備促進に努める。

総務課

全地区での自主防災組織の設
立及び地区防災計画の作成

B

新たに１地区の自主防災組織が設立され、組織率
は９６．１％となった。未設置の５地区については引
き続き設置の働きかけを行う。
地区防災計画について山田地区区長会と協議し、
２地区において計画を作成した。
【令和元年度】
１２４集落／１２９集落　９６．１％

B B B B

№4 Ⅰ　市民協働の推進
(２)持続可能な循
環型社会づくりの

推進

一般廃棄物の減
量化の推進

ごみの問題は、日々の暮らしや事業活動に密
接に関連する環境問題である。市民にごみの
減量化・分別化の協力を依頼し、３Ｒを推進す
ることにより、経費削減に結びつけ、持続可能
な発展を目指す循環型社会づくりを推進する。

生活環境課

ごみ減量化に係る取組みやご
み分別の更なる徹底、再資源
化に向けて、市民に対する協力
要請・啓発を行う。 B

地元企業と連携し、小学校でのごみの減量・分別
についての環境授業を行った。　今後も環境授業
を継続する。また、市内業者と連携し、白紙リサイ
クルの取り組みを行った。 C C B B

№5 Ⅰ　市民協働の推進
(２)持続可能な循
環型社会づくりの

推進

多様化するエネル
ギーの活用施策

　「未来へつなぐ電源のまち宣言」に基づき、太
陽光発電・バイオマス発電など、再生可能エネ
ルギーを供給している民間企業との連携による
施設見学の実施、環境学習の推進を検討、あ
るいは、「多様な電源のまち」として、市のＰＲを
図るなど、豊前市に導入されている新エネル
ギーを様々な形で活用し、未来の子どもたちの
ために持続可能な社会の構築を目指す。

総合政策課

市に導入されている新エネル
ギーの活用を通して、持続可能
な循環型社会を構築することを
目的とする。

C

豊前木質バイオマス発電所は令和２年１月１日より
運用を開始し、燃料使用量は年間約３０万ｔを使
用。バイオマス燃料のＰＫＳ（パーム椰子殻）と木質
ペレットは全て東南アジアから輸入している。運転
トラブルの最大の原因のひとつは燃料の品質であ
り、価格、安定供給の確保等が課題。市内で未利
用木材を活用した木質ペレット製造及び燃料供給
には解決しなければならない課題が多く、現状では
取組が困難であるが、今後も関係機関と協議しな
がら未利用木材の活用について検討を行う。

C C C C

№6 Ⅰ　市民協働の推進
(３)行政運営の透

明性の確保
情報提供の充実

広報誌、ホームページを中心にＳＮＳを活用し
て全ての世代に対してリアルタイムで情報提供
が出来るよう取組を行う。また、市民生活に関
係する各種計画について十分な周知を図り、
住民の理解を得られるよう努める。 総合政策課

情報提供体制の充実

B

ホームページのトップページをリニューアルするこ
とで、情報の見つけやすさを向上させ、スマートフォ
ンからのアクセスにも対応できるようにした。
また、フェイスブックでの投稿回数を増やし、タイム
リーな情報提供を充実させた。
防災ラジオ・防災メールの導入により、リアルタイム
に防災情報などを発信できるようになった。

B B B B

基本方針

取組内容 ５年間の取組進行管理（令和元年度の取組状況）

取組状況・・・A　目標達成 　B　改革実施中 　C　検討中
 　D　未着手　E　中止・保留
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№7 Ⅰ　市民協働の推進
(３)行政運営の透

明性の確保
市民の声を聴く機

会の充実

市政懇談会など直接市民との対話ができる機
会を設け、市政運営に活かすよう取組を行う。
また、目安箱や電子メールでの提案方法につ
いて市民への周知を図り、多くの意見を市政に
反映できるよう努める。

総合政策課
総務課

地域の課題などについて市民
の声を聴き、協働のまちづくり
の推進を図る。

B

７月～８月にかけ市政懇談会を市内１２か所で開
催し、各地域における課題等について意見交換を
行った。
また、年間を通じ目安箱やホームページからの問
合わせにより、市民の声を聴き市政への反映に努
めた。

B B B B

№8 Ⅰ　市民協働の推進
(３)行政運営の透

明性の確保
政策形成過程へ

の市民参加

女性委員の登録制度の周知、一般公募による
各種審議会等への市民の参画を積極的に求
め、広く市民の意見が市政に反映できるよう努
める。

総合政策課
人権男女共同

参画室

市の審議会・委員会における女
性委員の割合を30％にする。

B

市報やホームページにおいて女性委員名簿への
登録を呼びかけるとともに、個別にも登録依頼を
行った。所属長連絡調整会議においては、名簿登
録者の積極的な登用をお願いした。
平成31年4月1日現在：23.1%
平成30年4月1日現在：22.6%
平成29年4月1日現在：20.3%

B B B B

№9 Ⅱ　機能的行政の推進
（１）市民が利用し
やすい市役所づく

り
総合窓口の充実

　ワンストップサービスを目指して総合窓口係
を設置し、一部を除く各種証明書の発行を１つ
の窓口で行えるようになった。今後、各種証明
書の発行の一元化を図り、市民の利用しやす
い窓口づくりに取り組む。

市民課

各種証明書の発行の一元化

おくやみコーナー設置

A

令和元年8月1日より税証明の発行一元化を開始し
た。
おくやみコーナー設置は、令和元年8月1日より試
行を始め、10月1日より本格実施を開始した。10月
から翌3月までの利用は217件（試行期間含め272
件）

D C C A

№10 Ⅱ　機能的行政の推進
（１）市民が利用し
やすい市役所づく

り

行政情報の電子
化

行政情報の電子化について、現在加盟してい
る北九州地区電子自治体推進協議会や、ふく
おか電子自治体共同運営協議会での議論を踏
まえて、近隣自治体との状況に合わせて共同
アウトソーシング及びクラウド化を推進する。

財務課
全庁

自治体の同一事務に対し、他
自治体との割り勘効果にて共
同運用できるようシステム構築
を検討する。

B

ふくおか電子自治体共同運営協議会において、令
和2年度でのグループウェアサービスのクラウド利
用切替に向けて調整を進めた。

B B B B

№11 Ⅱ　機能的行政の推進
（１）市民が利用し
やすい市役所づく

り

マイナンバー制度
の活用

現在、国を挙げて構築しているマイナンバー制
度のシステムを活用し、市の独自利用業務の
拡大を視野に入れ、市民サービスの向上に直
結する利用を検討し、マイナンバーカードの普
及促進を図る。

市民課
財務課
全庁

（財務課）
行政事務の簡略化及び市民
サービスの向上に向け、情報
連携へのシステム構築に取り
組む。
（市民課）
・マイナンバーカードの普及促
進。 B

（財務課）
国や地方公共団体との情報連携の運用を行い、次
期中間サーバープラットフォームについてもシステ
ム整備を進めた。
また、マイナポイント取得促進に伴い、マイキーID
設定支援について商工観光課において取り組ん
だ。
（市民課）
令和元年9月から毎週金曜日に19時まで受付を延
長、10月からは第4日曜日を開庁し、マイナンバー
カードの申請件数の増加に努めた。また令和2年1
月からは申請時来庁方式の受付も開始した。令和
元年度交付件数778件。令和２年３月末での交付
率は１２．７％となった。

B B B B

№12 Ⅱ　機能的行政の推進
（１）市民が利用し
やすい市役所づく

り

パスポート受付の
県からの移譲

旅券（パスポート）の申請受付・交付について、
福岡県より権限移譲を受け、豊前市で行えるよ
うにすることで、市民サービスの向上を図る。 市民課

旅券（パスポート）の申請受付・
交付に関する事務の権限移
譲。 A

平成29年4月から事務を継続実施中。
令和元年度申請実績523件。

A A A A

№13 Ⅱ　機能的行政の推進

（２）機能的な市
役所づくり

①組織機能の見
直し

行政課題に対応
する組織編成

市が抱える課題や社会情勢、市民ニーズの変
化を踏まえて、柔軟かつ機能的に対応できるよ
う、豊前市機構改革基本方針に沿って、組織機
構の見直しを適宜行う。

総務課

豊前市機構改革基本方針に
沿って、組織機構の見直しを適
宜行う。 A

部長制の導入後、部長会議により組織の横断的な
連携が図れ、部課長会議により部内の連携強化及
び連絡調整機能の充実が図られた。また両会議に
より全庁的に課題や情報の共有化が促進された。

A A A A
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№14 Ⅱ　機能的行政の推進

（２）機能的な市
役所づくり

②職員の能力向
上と意欲を引き出

す環境づくり

人事評価システム
の確立

公平公正な人事評価の実施による職員の士
気・意欲の向上のため、人事評価システム導
入及び制度の確立を図る。

総務課

公平公正な人事評価の実施に
よる職員の士気・意欲の向上の
ため、人事評価システム導入及
び制度の確立を図る。

B

平成27年度から職員に対し研修を進め、その後、
人事評価規則を制定、人事評価制度マニュアルを
より分かりやすいものに改訂している。令和元年度
は勤務態度評価、能力評価、実績評価を実施し、
最終評価を出した。勤勉手当勤務成績に係る運用
要綱に基づき、管理職について、令和元年度の勤
勉手当に前年度の最終評価を反映するなど制度
の運用を促進した。

B B B B

№15 Ⅱ　機能的行政の推進

（２）機能的な市
役所づくり

②職員の能力向
上と意欲を引き出

す環境づくり

職員研修の充実

政策形成能力や法務能力等の向上を図るた
め、多様な研修機会の提供や研修レベルの向
上、研修内容の充実に努める。

総務課

政策形成能力や法務能力等の
向上を図るため、多様な研修機
会の提供や研修レベルの向
上、研修内容の充実に努める。

B

福岡県市町村職員研修所で行われている研修を
中心に職員に情報を提供、参加促進を積極的に
行った。
連携中枢都市圏での政策研修に職員を参加させ
た。
自衛隊研修を取り入れ、新規採用職員のチーム
ワークの醸造に寄与した。

B B B B

№16 Ⅱ　機能的行政の推進

（２）機能的な市
役所づくり

②職員の能力向
上と意欲を引き出

す環境づくり

職員の意識改革・
接遇力の向上

人事評価制度の有効活用および各種研修の
実施、接遇マニュアルの策定により、職員の意
識改革・接遇力の向上を図る。

総務課

各種研修の実施、接遇マニュア
ルの活用により、職員の意識改
革・接遇力の向上を図る。

B

クレーム窓口対応研修のほか各種研修への参加
促進に努め、接遇の向上を図った。
新規採用職員の研修に接遇マニュアルを取り入れ
ている。接遇マニュアルの内容を定着させるため、
人事評価制度マニュアルの勤務態度評価（市民対
応）項目に「接遇マニュアルの実践」を加えている。

B B B B

№17 Ⅱ　機能的行政の推進

（２）機能的な市
役所づくり

③広域行政の推
進

広域自治体連携
の推進

九州周防灘定住自立圏構想や京築連帯アメニ
ティ都市圏構想など、広域での自治体連携を
推進することで効率的な自治体運営に努める。
また、連携中枢都市圏北九州都市圏域での取
組にも積極的に参加し、様々な分野で地域の
活性化を目指した事業を実施する。

総合政策課

○北九州都市圏域
都市圏域のブランディングを行
い、ロゴマーク等の制定や地域
資源の掘り起こしを行うととも
に、首都圏での「北九州都市圏
域」知名度向上を目標としPRイ
ベントを開催する。
〇九州周防灘定住自立圏構想
定住自立圏共生ビジョン（R2～
R6）の事業実施。
○京築連帯アメニティ都市圏構
想
京築地域の知名度向上、地域
のブランド化を目指し、地域内
外へのＰＲを実施する。

B

・まるごとにっぽんブースへの出品は前年度で終了
したが、培われた人脈などを引き続き豊前市から
販路拡大の機会としてPRに努め、「二子玉川らい
す」「これっと九州・沖縄」「KitaQフェス」など北の九
州の観光・物産PRプロモーション事業を継続して
行った。
・小児救急医療体制の構築をはじめ、吉富町の加
入により路線変更の予定されているコミュニティバ
ス豊前中津線運行、移住定住事業など、定住自立
圏共生ビジョンに規定された連携事業を実施した。
また、圏域内の医療機関情報の検索システム「医
療ナビ」を共同構築するなど、広域による連携事業
の充実と情報交換が図られた。
・京築地域の代表的文化である神楽のＰＲ公演を
地域内外で行うと同時に、地域の特産品のＰＲを
行った。また、京築地域魅力体感ツアー「京築めぐ
り」の実施など交流人口の拡大を図った。

B B B B

№18 Ⅱ　機能的行政の推進

（２）機能的な市
役所づくり

③広域行政の推
進

一部事務組合の
経営合理化・効率
化の働きかけ、統

合の検討

一部事務組合については、広域環境施設組合
の再編を踏まえて、負担金の抑制の観点から、
一層の経営合理化、効率化について他の一部
事務組合との統合も視野に検討する。 生活環境課

広域環境施設組合の再編を踏
まえて、効率化について検討す
る。

C

一部事務組合については、広域環境施設組合の
運営費等の負担額のシミュレーションを行い、再編
に向け検討を行った。

C C C C
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豊前市第３次行財政改革推進プランの進行管理

取組事項 実施内容 所管課 改革の目標
取組
状況

内容と成果 28 29 30 元 2基本方針

取組内容 ５年間の取組進行管理（令和元年度の取組状況）

取組状況・・・A　目標達成 　B　改革実施中 　C　検討中
 　D　未着手　E　中止・保留

№19 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

①事務事業の見
直し

既存事業の見直し

限られた財源の中で、総合計画により新たに実
施される事業等を着実に推進するため、評価
制度を活用し、既存事業の必要性や実施主体
のあり方などを見直し、必要によって廃止及び
改善による経費の削減を行う。

財務課
全庁

市が行っている事業を精査し、
より効率の良い事業への転換
や不必要な事業の廃止を行う。

B

事務事業評価の準備段階として個別事業シートの
様式を作成し、一部の個別事業については平成30
年度決算値を整理した。
RPAツールについて、新たな観点として検討するた
め、昨年度とは違う製品を使い、業務の自動化に
ついて、全職員向け勉強会を開催した。
また、ふくおか電子自治体共同運営協議会のクラ
ウドサービス検討部会に参加し、実証実験に取り
組んだ。

C C C B

№20 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

②補助金等の見
直し

補助金等の整理
合理化

補助金の適正化を図り、より事業効果のある補
助金へと移行する。特に、公営企業会計への
補助金については、経営状況の把握及び必要
性の確認を実施し補助金額の精査を行う。

財務課
全庁

毎年度、補助金を交付した団体
の決算を確認し、繰越金が多い
団体は補助金の返還、削減を
行う。

B

水道事業補助金 20,000千円削減見込
公共下水道事業補助金 47,600千円削減見込
その他の補助金についても要綱等が整備されてい
ないものについて要綱を整備し、その目的や対象
経費等を明確にした。

B B B B

№21 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

③民間委託等の
推進

ごみ収集業務の
民間委託

「民間にできることは民間に任せる」を基本的な
考え方として、効率的で効果的な業務の執行と
市民サービスの向上を目指して、ごみ収集業
務を民間に委託する。また、評価と検証を行
い、質の確保・向上に努める。 生活環境課

行政サービスの一部を民間業
者に委託することにより、民間
業者の技術力や能力等が期待
され、今以上の業務効率化や
廃棄物の適正な収集運搬によ
る生活環境の保全を図る。

A

平成27年度決算額　　　令和元年度決算見込額
職員人件費（清掃）
 
　合計：89,556千円　　　  71,853千円
　差額：17,703千円
　歳入：　　　　　　　　　　   1,680千円
効果額：19,383千円

A A A A

№22 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

③民間委託等の
推進

学校給食調理業
務の民間委託

市内小学校の学校給食業務のうち、主として調
理業務について、民間業者に委託する。平成２
８年度から中学校３校での開始に続き、小学校
においても、平成２９年度から一部移行する。
また、評価と検証を行い、質の確保・向上に努
める。

学校教育課

平成２８年度から中学校３校で
の給食調理業務委託を開始
し、平成２９年度より小学校６校
の給食調理業務委託を開始し
ている。令和元年度において
は、３小学校を委託し、業務委
託校数の増加を図る。

B

効果額合計：48,845千円
平成27年度決算額　　　　令和元年度決算額
職員人件費（小学校）       (代替賃金含)

　合計：107,721千円　    　18,253千円(人件費)
効果額：39,652千円         49,816千円(委託費)
                                    68,069千円
職員人件費（中学校）

　合計：54,993千円　　　  　27,078千円(人件費)
効果額：9,193千円   　     18,722千円(委託費)
                                    45,800千円

B B B B
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豊前市第３次行財政改革推進プランの進行管理

取組事項 実施内容 所管課 改革の目標
取組
状況

内容と成果 28 29 30 元 2基本方針

取組内容 ５年間の取組進行管理（令和元年度の取組状況）

取組状況・・・A　目標達成 　B　改革実施中 　C　検討中
 　D　未着手　E　中止・保留

№23 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

③民間委託等の
推進

指定管理者制度
の見直し

指定管理者制度導入から一定期間を経過した
ため、運用から見えてきた現状と課題を踏ま
え、指定管理者との契約満了に際しては、その
有効性の評価と検証を行い、管理運営の質の
確保・向上に努める。また、指定管理者未導入
施設についても導入可否を検討する。

財務課
全庁

（財務課）
毎年、モニタリングを行い、業務
の向上を目指す。
（その他）
・生涯学習課
指定管理者制度を導入する施
設の検討。 B

（財務課）
指定管理者のモニタリングを実施した。
（その他）
・生涯学習課
令和元年度より市民会館と多目的文化交流セン
ターに指定管理者制度を導入した。図書館につい
ては、平成30年度で指定管理が契約満了となるた
めプロポーザルを行った。能徳運動公園施設の指
定管理者制度導入の可否について検討を開始し、
令和2年度にて最終結果を報告することとした。

B B B B

№24 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

④定員管理と給
料・手当の適正

化

定員適正化の推
進

事務事業の見直し、再任用職員の活用、中長
期的視点に立った計画的な職員採用等、年次
別の定員適正化計画を策定し、職員数２２０人
以内を目標に定員管理の適正化に取り組む。 総務課

事務事業の見直し、再任用職
員の活用、中長期的視点に
立った計画的な職員採用等に
取り組む。 B

再任用職員を有効活用するとともに、退職者の状
況を考慮した新規採用を行った。

平成3１年4月1日職員数：220人 B B B B

№25 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

④定員管理と給
料・手当の適正

化

臨時職員・嘱託職
員の配置の適正

化

市役所全体の業務点検を行うとともに、再任用
制度を十分活用し、臨時職員・嘱託職員の配
置の見直しを図る。 総務課

全庁

（総務課）
・業務点検を行い、再任用職員
の活用により、臨時職員・嘱託
職員の適正配置を行う。
（財務課）
嘱託職員の配置見直し

B

（総務課）
再任用職員を有効活用し、嘱託職員の配置を見直
した。
（財務課）
嘱託職員で対応していた宿直業務について、シル
バー人材センターへの委託業務へと変更した。

C B B B

№26 Ⅲ　健全財政の推進

（１）歳出の効率
化・質的改善

④定員管理と給
料・手当の適正

化

給与の適正化、諸
手当、時間外勤務
手当の適正管理

給与については、国・類似団体の動向を踏ま
え、市民の理解と支持が得られる適正な給与
制度の運営を行う。また、諸手当については、
全体的に点検し、適正化を推進する。時間外
勤務手当については、事務の効率化・平準化
を図り、削減に努める。

総務課

（総務課）
時間外勤務手当額の削減。
削減目標額：2,400千円

B

時間外手当
平成27年度決算額：59,926千円
令和元年度決算見込額：51,929千円

住居手当（持家分）の廃止（平成28年度）
平成27年度決算：1,542千円

B B B B

№27 Ⅲ　健全財政の推進
（２）財源の確保
①市税等の徴収

率向上

市税徴収率の維
持向上

事務の効率化を図るため、引き続き特別徴収
や口座振替を推進するとともに、利用者の利便
性及び収納率向上を図るため、収納の環境を
整備する。また、市税については、徴収率の
アップを目標に法的措置を含め、滞納整理の
強化に努める。

税務課

公平性の実現、自主財源の確
保

B

令和元年度現年調定額（見込）：3,317,621千円
平成27年度徴収率：98.36％
令和元年度徴収率（見込）：98.20％

A A B B

№28 Ⅲ　健全財政の推進
（２）財源の確保
②受益者負担の

適正化

使用料・手数料等
の負担の適正化

受益度合に応じた受益者負担金の賦課、徴収
により、受益を受けたものと受けていないもの
の公平性を保ち、受益者負担の適正化を図
る。

財務課
全庁

（財務課）
他市町の状況も考慮しつつ手
数料、使用料の適正化を図る。
（市民課）
証明書等発行手数料の見直
し。

C

（財務課）
適正な手数料、使用料の算出方法について継続し
て検討を行った。
（市民課）
手数料改定の時期や進め方について継続して検
討を行った。

C C C C
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豊前市第３次行財政改革推進プランの進行管理

取組事項 実施内容 所管課 改革の目標
取組
状況

内容と成果 28 29 30 元 2基本方針

取組内容 ５年間の取組進行管理（令和元年度の取組状況）

取組状況・・・A　目標達成 　B　改革実施中 　C　検討中
 　D　未着手　E　中止・保留

№29 Ⅲ　健全財政の推進
（２）財源の確保
③その他の財源

の確保

ふるさと納税の拡
大

新たな財源確保の方法として積極的に取組を
行い、併せて特産品等の消費拡大につながる
よう事業者との連携を強化し取組を推進する。

総合政策課

ふるさと納税制度の改正に伴う
適切な運営とお礼品提供事業
者の拡大、魅力ある商品開発
等により豊前市ふるさと納税の
寄附拡大を図る。

B

納税サイト数　　３事業者      ⇒  ３事業者
寄附額　　　　　　　280,220千円　⇒　222,887千円
返礼品に関する基準や経費の割合について国から
示されたことに伴い寄附額が減少したが、市民・職
員の市外の方々への寄附の呼びかけ等により予
算額の確保はできた。

B B B B

№30 Ⅲ　健全財政の推進
（２）財源の確保
③その他の財源

の確保
広告収入の拡大

ホームページのバナー広告や市報など広告が
掲載できるものについて、市内外の企業等へ
積極的に働きかけ、広告収入の拡大を図る。ま
た、パンフレットなどの印刷物は広告枠を設
け、発行にかかる経費を広告収入で賄うなど、
新たな広告媒体の検討を行い、広告収入の増
加に取り組む。

財務課
全庁

現在取り組んでいる広告収入
の手法以外にも、新たな媒体を
検討する。

B

市民課前に設置したモニターで、民間企業の広告
を流し、その広告収入により市民課総合窓口係の
番号発券機を設置した。

B B B B

№31 Ⅲ　健全財政の推進
（２）財源の確保
④地域活力の増

強

企業誘致と産業雇
用の創出・拡大

平成28年度は、小石原工業団地拡張工事も完
成し、新たに３haの工業用地が創出される。東
九州自動車道の全線開通に伴い、豊前市への
アクセスも良くなるため、新たな工業用地への
企業誘致を積極的に推進し雇用創出を図り、
固定資産税等の税収増に繋げる。
　また、今後は工業団地適地選定調査に基づ
き、次期工業団地の選定を行い、社会経済情
勢等を踏まえ開発に取り組む。

商工観光課

企業等の拡張・設備投資を推
進する。設備投資に伴い固定
資産税の増収を見込み、新た
な雇用創出を図る。
　

A

工場の新設や増設等により、固定資産税等が増加
し、新規雇用も創出された。民間用地を紹介し、企
業の新規立地及び拡張を支援した。また、次期工
業団地の候補地については、社会経済情勢等を踏
まえた検討を行った。

A A A A

№32 Ⅲ　健全財政の推進
（２）財源の確保
④地域活力の増

強

観光振興等による
交流人口の拡大

観光協会を中心として市内の農林水産業、商
工業と観光を連携させた観光商品の開発を行
うとともに、国指定重要無形民俗文化財「豊前
神楽」を活用した観光客の誘致を図り、また古
民家や空き家を有効利用することで、移住者や
外国人観光客など、多様な交流人口の獲得を
図る。

商工観光課

国指定重要無形民俗文化財
「豊前神楽」を活用した観光客
の誘致及び地方創生加速化交
付金を活用した古民家の改修
事業の推進。

B

一般社団法人豊前青年会議所主催の「ロボット展」
において神楽衣裳着付け体験を行い「豊前神楽」と
ともに豊前市のPRを行った。また、東九州自動車
道沿線の魅力発信プロモーション実行委員会にて
出展した「ぞっこん北九州京築フェア」では豊前市
の特産品を販売しPRした。また、交流人口の更な
る増加を図るべく京築めぐりのプログラムに宿泊で
の神楽鑑賞ツアーを設定した。春にバスツアーも企
画したが新型コロナウイルス感染拡大のため中止
となった。
古民家改修による豊前市お試し居住については、
県内外から年間１５件、４７名で１４４日の宿泊利用
があった。

B B B B

№33 Ⅲ　健全財政の推進
(３)公有財産の適

正な管理
公共施設の有効

活用・統廃合

　「豊前市公共施設等総合管理計画」の施設評
価に基づき、継続、見直し（集約化・複合化・転
用）、改善、廃止等の取組を進め、保有総量の
縮減に取り組む。

財務課
全庁

施設保有総量の縮減。

B

施設の廃止・解体により、保有量の削減ができた。
（堀立団地）
「豊前市公共施設等総合管理計画」の対象外の施
設でも一部削減ができた。

C C C B

№34 Ⅲ　健全財政の推進
(３)公有財産の適

正な管理

公共施設の長寿
命化と維持管理の

効率化

「豊前市公共施設等総合管理計画」に基づき、
長期的な修繕計画の策定や日常点検の強化
等、計画的な維持管理を推進することで、施設
を安全に長持ちさせ、ライフサイクルコストを削
減する。

財務課
全庁

施設の計画的な維持管理。

B

施設カルテの作成により、施設維持管理費用を把
握した。
各課所管施設の個別施設計画が5施設で策定され
た。
・商工観光課
天狗の湯、求菩提キャンプ場、畑冷泉館、道の駅
の個別施設計画を作成した。

B B B B
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豊前市第３次行財政改革推進プランの進行管理

取組事項 実施内容 所管課 改革の目標
取組
状況

内容と成果 28 29 30 元 2基本方針

取組内容 ５年間の取組進行管理（令和元年度の取組状況）

取組状況・・・A　目標達成 　B　改革実施中 　C　検討中
 　D　未着手　E　中止・保留

№35 Ⅲ　健全財政の推進
(３)公有財産の適

正な管理
未利用財産の活

用・処分

分譲地及び市有地の遊休資産について、積極
的な売却・貸付を推進し、維持管理費の削減と
自主財源の確保を図る。 財務課

未利用市有地の処分

B

令和元年度　市有地等売払収入　28,058千円
令和元年度　貸付収入　1,413千円

B B B B

№36 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

①財政規律に
則った財政運営

中期財政計画の
策定

中期財政計画を策定し、中期的な財政状況を
把握し、着実な総合計画の実施、予算編成の
指針にするなど、持続可能な財政運営に取り
組む。

財務課

毎年度、中期的（５ヶ年）な事業
計画のヒアリングを行い財政計
画に反映させる。 B

各課が作成した事業計画を基に令和２年度～令和
６年度の中期財政計画を策定した。

B B B B

№37 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

①財政規律に
則った財政運営

財政指標に基づく
財政の健全化

経常収支比率、実質公債費比率、市債残高等
の財政指標を類似団体と比較し、目標を設定
する。

財務課

令和２年度までに
経常収支比率　　９１．８％
実質公債費比率　１０．３％
将来負担比率　　５４．０％
市債残高　　１００．０億円
基金残高　　　２６．１億円 B

令和元年度見込
経常収支比率　　　９９．２％
実質公債費比率　　１０．２％
将来負担比率　　　５０．４％
市債残高　　　　１０１．４億円
基金残高　　　　　２７．７億円 B B B B

№38 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

①財政規律に
則った財政運営

統一的な基準によ
る地方公会計の

整備

固定資産台帳を整備し、統一的な基準による
財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純
資産変動計算書、資金収支計算書）を作成し、
説明責任の履行や財政の効率化・適正化を図
る。

財務課

平成２９年度末までに、平成２８
年度決算の統一的な基準によ
る財務書類を作成し公表する。 A

引き続き、平成３０年度決算の統一的な基準による
財務書類を作成した。

B B A A

№39 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

②特別会計の経
営健全化と公営
企業会計の経営

改革

国保、後期高齢者
医療保険等医療

費の抑制

低所得者層の増加や高額な医療費の増大に
対応するため、国保の財政運営は平成30年度
に県単位化され、後期高齢者医療と同様に安
定した健全運営を目指す。特定健診の実施率
向上に努め、早期発見・重症化予防に取り組
み、被保険者の健康意識の向上のため、保健
事業の充実を図る。

市民課

（後期）後期高齢者医療につい
ては収納困難ケースの徴収強
化に取り組み滞納繰越額を120
万円までとする。

（国保）平成30年度より国民健
康保険事業は、県単位化され
た。県の決定する国保事業費
納付金を納付することで、保険
給付に必要な費用が交付金と
して拠出される。
国保財政の安定化のため、医
療費適正化、保健事業の推
進、交付金の適正な確保に努
める。

B

（後期）
後期高齢者医療の滞納繰越額は、前年度と比べて
減少した。

（国保）
医療費適正化については、豊前市の医療費分析
に基づく分析結果をすこやか教室などを通じて被
保険者に医療費の実態と課題を周知した。特定健
診の周知や推進を積極的に行うとともに、重症化
予防などの保健事業を充実させ、交付金の確保に
努めた。

B B B B

№40 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

②特別会計の経
営健全化と公営
企業会計の経営

改革

健康づくり・介護予
防事業の充実

各種介護予防教室における６５歳以上という対
象者の年齢制限を４０歳に引き下げ、早い時期
から運動器の機能維持向上等の介護保険一
次予防事業を行う。（生き活きエアロ塾、ころば
ん・かむかむ教室等）
　並行し、介護予防と日常生活への支援とを切
れ目なく提供できるサービス提供者を発掘及び
連携し、総合事業に有効活用することに努め
る。
　このことにより、要介護状態等となることの予
防や悪化を防止し、自立した日常生活の支援
を実施する。

健康長寿推進課

今後見込まれる介護給付費の
増大を抑制する一助として、介
護予防事業・総合事業を充実さ
せ、要介護状態等となることの
予防や悪化を防止し、自立した
日常生活を支援する。

B

「トランポリン健康教室」の教室増により、参加者数
が増加した。（対象者：65歳以上、実施回数77回、
参加人数51人）
住民主体による支援である「通所型サービスＢ」の
利用者が増加し、要介護状態の予防へ向けた支援
となった。（実施回数36回、利用者数12人）

B B Ｂ B
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豊前市第３次行財政改革推進プランの進行管理

取組事項 実施内容 所管課 改革の目標
取組
状況

内容と成果 28 29 30 元 2基本方針

取組内容 ５年間の取組進行管理（令和元年度の取組状況）

取組状況・・・A　目標達成 　B　改革実施中 　C　検討中
 　D　未着手　E　中止・保留

№41 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

②特別会計の経
営健全化と公営
企業会計の経営

改革

バス事業会計の
見直し

制度設計から１４年が経過した市バス事業につ
いて、豊前市地域公共交通網形成計画に基づ
き、交通利便性と効率性のバランスがとれた高
い運行持続性を持つ地域公共交通網の見直し
を進める。

生活環境課

豊前市地域公共交通網形成計
画に沿った事業推進。

B

コミュニティバスの料金見直しを行った。また、公共
交通網空白地での予約型乗合タクシーの本格運
行に向けて準備を行った。

B B B B

№42 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

②特別会計の経
営健全化と公営
企業会計の経営

改革

公営企業会計の
経営戦略の策定

水道事業をはじめとする公営企業会計が、将
来にわたって安定的に事業を継続していくた
め、農業集落排水施設事業と公共下水道事業
の統合やし尿処理施設と下水道の接続の可能
性など、収支の改善を通じた経営基盤の強化
を図るとともに、中期的な経営の基本計画であ
る「経営戦略」を策定する。

上下水道課

公営企業会計の経営改革

A

し尿等処理施設と下水道接続のための管渠整備を
行った。令和元年度までで水道、下水及び工業用
水道事業に係る各事業ごとに中長期的な10年間の
経営戦略を策定した。今後は公営企業の経営健全
化及び投資・財政計画に沿った経営基盤の強化と
財政マネジメント向上に取り組む。

B B B A

№43 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

③第三セクター等
の経営健全化

まちづくり会社の
経営安定化

 道の駅「豊前おこしかけ」は、豊前市の観光・
物産の拠点として、多くの入込客の受け皿とな
り、地域経済の発展に大きな役割を果たしてき
た。
　東九州自動車道が全線開通した今、新たな
観光客を呼び込むため、売り場の充実を図ると
ともに、農林水産物などの地域資源を活かした
新たな特産品開発により、道の駅の立ち寄り客
と売上額の増を図り、まちづくり会社の経営の
安定化を行う。

商工観光課

道の駅「豊前おこしかけ」への
入込客数増加及び農林水産物
などの地域資源を活かした新た
な特産品開発。

B

道の駅「豊前おこしかけ」にて土日中心のイベント
「秋の収穫祭」、「開駅祭」を開催した。イベントでは
豊前の特産品として「豊前ジビエ」の試食会を行っ
た。
老朽化が進みつつあった道の駅のトイレを改修し、
建物内部に「観光案内所」を併設した。「観光案内
所」では土・日・祝日も来客者へ市内観光情報を提
供した。
豊前市の農林水産物を活用して4件（たこ焼き、鉄
火みそ、いかめし、ゆずごしょう）の新規特産品開
発を行った。

B B B B

№44 Ⅲ　健全財政の推進

（４）計画的な財
政運営

③第三セクター等
の経営健全化

豊前市土地開発
公社のあり方

公共事業に伴う用地確保を効率的に行いつ
つ、社会情勢等を見極めながら解散の時期に
ついて適切に判断する。

総合政策課

今後の公社のあり方の検討・方
針の決定。

C

解散も含めた今後の公社のあり方等の検討をして
いるが、補助事業等に伴う公社による土地の保有
が、現在も続いている。

C C C C
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