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施策２０.質の高い行政サービスを提供するまちをつくる



１．    値    達成度
基準値 最終実績値 実績値 年次推移

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ６．住民 行政 共 創    行政 施策統括課 総務課

施策 ２０．質 高 行政     提供    
をつくる 関 係 課

判定

行政     満足    町民 割合
（町民意識調査） ％

63.9
a

74.9

目標成果指標 単位

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性
２０－１ 町民    対応  行政     提供  所管課

職員 対応 満足    町民 割合
（町民意識調査） ％

85.6
a

90.7

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 総務課窓口業務   行政     向上 17位/7位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

○

H28 H29 H30 H31/R1 R2

行政     満足    町民 割合
（町民意識調査） ％ 63.9 実績値 67.5 67.5 69.7 69.3 74.9

まちが取り組むべきこと①       窓口対応 便利 手続         行政      目指   

5年間 取 組 状況
 住民 利便性向上    相談     証明書発行窓口 設置      手続   際 移動負担 軽減 
        配慮       案内表示        役場庁舎   便利 利用      令和3年1月 
庁舎１階の改修を実施した。

残された課題
 新型       感染症 感染    軽減 住民 利便性向上    窓口 待 時間 来庁機会 減   
いく必要がある。

行政     見直  
利便性 向上    行動目標 

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ A

残された課題
 行政         化 導入   効果 運用管理   等 費用     引 続 検討  必要    
     化 併        申請 不慣  町民  対応 情報格差 解消    検討  必要    

令和4年度取 組 方針
・RPAを導入できる業務を探る。
・AIの導入可能性を研究する。

令和4年度取 組 方針
 住民 利便性向上 業務 効率化効果 高  考    手続       化 推進   

まちが取り組むべきこと② 行政     民間委託 組織 見直        向上     改善 行   

5年間 取 組 状況

 窓口環境整備事業 実施 併   組織 見直  行   
・RPA※ 導入効果 共同利用      含  福岡県 実施  共同実証実験 参加   
 一部取組 開始   総務課 人件費 予算入力    RPA 導入   

67.5 67.5 69.7 69.3 
74.9 
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87.7 90.7

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

まちが取り組むべきこと③ 行政         町民    的確        調査 研究 行   

5年間 取 組 状況
 窓口環境整備事業 向         参加 町民意識調査 実施   

残された課題
・なし

令和4年度取 組 方針
・RPAを導入できる業務を探る。
・AIの導入可能性を研究する。

２０－２ 町民  信頼   職員 育成  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 総務課適切 人事管理 人材育成 9位/34位

成果指標 単位 基準値 目標 区分

職員 対応 満足    町民 割合
（町民意識調査） ％ 85.6

実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

○実績値 91.3 89.6 88.3

過去5年間 研修 参加  
職員の割合 ％ 88.0 → 実績値 88.8 90.6 90.3 ○95.9 96.2

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

B

まちが取り組むべきこと① 人事評価制度 活用  適切 人事管理 人材育成      

×
自分 能力 業務 
十分発揮できている
と思っている職員の割合

％ 75.9 実績値 74.3 74.1 82.2 74.8 69.1

まちが取り組むべきこと② 外部研修機関  研修機会 増     職員 能力向上 意識改善      

5年間 取 組 状況
・市町村アカデミー、市町村国際文化研修所併せて32名を派遣した。外部講師を招いた研修では、情報セキュリティ
研修、安全運転研修、財務規則研修、個人情報保護研修、採用内定者研修などを実施した。

残された課題
・なし

5年間 取 組 状況
 評価結果 平成29年度（平成28年度 結果）  勤勉手当  平成30年度（平成28,29年度 結果） 
 昇給  反映 開始   実績評価 行動評価     （配点割合） 変更   （平成30年度）
 毎年 研修 実施   

残された課題
 評価項目 意識  仕事 取 組 職員 割合 上     
・各課間の評価のバラツキの平準化。

令和4年度取 組 方針
・引き続き、安定的な評価を実施するために研修を実施していく。

令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針
 引 続  職員 能力向上    市町村     等  派遣 庁舎内研修 実施       継続的 研修
 行     

取り組み方針の達成状況

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

    値 行政     満足    町民 割合   令和元年度目標値63.9% 対  74.9% 目標値 大幅 上回    職
員 対応 満足    町民 割合  令和2年度目標値85.6% 対  90.7% 上回    ４年低下傾向      令和２年
度    回復   
戦略         進    窓口環境整備      新型       感染症 影響    計画  時間         令
和３年１月 完了      併  組織改編 行  現在     住民   好評    
   福岡県 実施  RPA 共同実証実験 参加  実施   事業 研究 行     結果 人事 事務     令和３年
度  導入               大量    入力作業               自動化  職員 行 作業時間 削減  
       費用面 課題     RPA 導入    職員 本来業務   企画 立案 調整   職員       業務 専
念   環境 整      事務 効率化  住民     向上      

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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