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【資料１】
平成２７年度福岡県行政改革大綱の実施状況について
１

概要
福岡県では、総合計画を着実に推進するため、総合計画と並ぶ県政推進の基本指針で
ある行政改革大綱に基づき、組織・人員体制、人づくり、政策手法、歳入・歳出など行
政運営のあらゆる分野について見直しを進めてきました。
平成２７年度は、２６年度までの取組みに加え、職員数の削減目標（知事部局３００
人、教育委員会６０人）の達成や、女性相談所のクローバープラザへの移転による相談
支援体制の充実などの見直しを実施しました。
大綱に掲げる５３件の改革事項のうち、平成２７年度までに実施済み及び実施中のもの
は４８件（９０．６％）となっており、残りの事項についても、その実施に向けて検討を
進め、行政サービスを効果的・効率的に提供できるよう引き続き改革に取り組んでまいり
ます。

２

改革事項の実施状況
事項数

実施
済み

実施中

小計

検討中

１９

１１

７

１８

１

１１

８

２

１０

１

１７

８

７

１５

１

５

５

１

２１

４８
(90.6%)

４

Ⅰ 簡素で効率的な県民視点の体制づくり
（職員数の適正化、公社等外郭団体見直し等）

Ⅱ 自ら考え行動する意欲あふれる人づくり
（人材の育成、職員の士気の向上、職員の活性化）

Ⅲ 時代と県民ニーズに即応した施策の推進
（県政情報の積極的発信と県民ニーズの把握等）

Ⅳ 歳入・歳出の改革

６

（収入の確保、歳出の見直し）

合計

５３

２７

未実施
見込み

１

１

（１）実施済み ※及び実施中のもの
職員数の削減（知事部局、教育委員会）、本庁組織の見直し、出先機関の見直し、
公社等外郭団体の在り方の見直し、女性職員の登用推進 等
※平成２８年度も取組みを継続する

（２）平成２８年度までの実施に向けて検討中のもの
・人事評価結果の活用
（28 年度の評価結果から給与反映予定）
・次期電子県庁の整備
（28 年 12 月から運用開始予定）
・定期借地による貸付の導入 （27 年 12 月基本協定締結、29 年 3 月に契約締結予定）
・教育事務所の再編
（29 年 4 月の権限移譲を見据えた体制見直しを検討中）
（３）未実施見込みとしているもの
・国の出先機関の地方移譲に向けた受皿の整備（国において検討が進んでいない状況）
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行政改革大綱の実施状況一覧（平成 27 年度）
Ⅰ

【資料２】

簡素で効率的な県民視点の体制づくり

（ⅰ）職員数の適正化
改革事項
職員数の削減

平成27年度の実施状況
事務事業の見直し、アウトソーシング、権限移譲など、様々な

【実施済み（継続実施）
】 手法を用いて、業務の効率化を図ることとし、これらの取組みを
通じ、職員数を削減しました。
知事部局
教育委員会
計

職員の再配置による新
規・重点施策等の推進
【実施中】

削減目標
▲ 300
▲ 60
▲ 360

H24
▲ 79
▲ 26
▲ 105

H25
▲ 69
▲ 16
▲ 85

H26
▲ 89
▲ 7
▲ 96

合計
▲ 311
▲ 64
▲ 375

土砂災害防止対策など県の重点課題に的確に対応するため、必
要な定数の職員を配置しました。
全国豊かな海づくり大会の開催準備 +5 人
土砂災害防止法改正への対応

限られた人的資源の有

H27
▲ 74
▲ 15
▲ 89

+2 人 など

県民の安全・安心の確保のため、業務の合理化を進め人員を捻

効活用（警察）

出するなどして、

【実施中】

・G７北九州エネルギー大臣会合等に向けた体制強化
・特殊詐欺対策を推進するための体制強化
・性犯罪等を早期検挙するための体制強化
・暴力団からの離脱促進と離脱者の就労を支援するための体制
強化
など、喫緊の治安課題に人員をシフトした組織改正を実施しま
した。

（ⅱ）組織の見直し
改革事項
本庁組織の見直し

平成27年度の実施状況
平成27年度機構改革において、以下の見直しを行いました。

【実施済み(継続実施)】 ① 医師・看護職員の確保体制を強化
医療指導課に「医師・看護職員確保対策室」を設置しました。
②地域包括ケアシステム構築を一体的に推進
高齢者支援課を改組し、
「高齢者地域包括ケア推進課」を設置
しました。
③第３７回全国豊かな海づくり大会の円滑な実施
漁業管理課に「全国豊かな海づくり大会推進室」を設置しま
した。
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出先機関の見直し
【実施中】

① 高等技術専門校の運営の在り方の検討
地域の求人ニーズの状況を踏まえた訓練科目の見直しや委託
訓練の効率的な実施について順次実施してきました。
② 筑後川水系農地開発事務所の見直し
平成24年九州北部豪雨災害などにより、防災・減災に関する
事業費が高止まりしている状況にあり、事業の進捗を見極めな
がら引き続き効率的な体制のあり方について検討を行っていき
ます。
③ 試験研究機関の連携や統合について検討
平成26年4月に農業総合試験場及び森林林業技術センターを
統合し、「農林業総合試験場」を設置しました。
④ 筑後いずみ園（情緒障害児短期治療施設）の見直し
施設の民間移譲に伴い、平成28年3月をもって廃止しました。

教育事務所の再編
【検討中】

政令市への県費負担教職員関連事務の権限移譲を見据えて、教
育事務所における体制の見直しについて引き続き検討を行ってい
ます。

（ⅲ）公社等外郭団体（＊１）の見直し
改革事項

平成27年度の実施状況

基本財産の見直し

・団体に対して基本財産のうち県出資相当額にかかる返戻につい

【実施中】

て、返戻要請を行った17団体のうち16団体から返戻計画書の提出
を受けています。
・平成27年度については18.6億円（決算見込み額。以下同じ）の
返戻を受けました。
（返戻計画総額：75.0億円（平成24年度～平成42年度）
）
年度
返還金額

団体の在り方の見直し
【実施済み】

H24
5.9億円

H25
0.2億円

H26
20.9億円

H27
18.6億円

合計（H24～H27)
45.6億円

・(財)福岡県産炭地域振興センター
平成25年11月に解散しました。
・福岡県土地開発公社
平成26年10月に解散しました。
・(公財)福岡県地域福祉財団
平成27年3月に解散しました。

事業の見直し

効率化などの観点から団体の事業見直しを行いました。

【実施済み(継続実施)】 （累計7団体、平成24年度～平成27年度の派遣職員数 13人削減）
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各団体の経営改善

・自主財源確保のため、(公財)水素エネルギー製品研究試験セン

【実施中】

ターは企業から試験受託収入を得ました。
（平成 27 年度受託収入： 8.4 億円）
・効率的経営に向けて、団体ごとに中期経営目標の達成状況の評
価、検証を行っています。
（全 25 団体において実施）
・会計基準の厳格な適用や外部専門家の監事への登用等により、
経営状況の明確化、透明性を図りました。
（公益法人会計基準の適用団体 19 団体）
（外部専門家の監事への登用の実施団体 17 団体）
※公益財団法人 19 団体における適用及び実施団体

（＊１）次のいずれかに該当する団体（平成 27 年度 25 団体）
(1) 県の出資金、出損金の割合が基本財産等の 50 パーセント以上の団体
(2) 県の出資金、出損金の割合が基本財産等の 25 パーセント以上であり県の出資割合
が最も大きく、かつ県が補助金や委託費などの財政支出等を行う団体
(3) (1)(2)のほか、県の行政との密接な関係を有しており、適切な指導が必要な団体

（ⅳ）公の施設の見直し
改革事項

平成27年度の実施状況

公の施設の廃止、移譲等 ・
「ふれあいの家」（4 カ所）について、近隣における代替施設の
の検討 【実施中】

有無や施設の利用状況を踏まえながら施設の廃止、移譲について
検討を行っています。
・ＤＶ被害等への相談支援体制の充実を図るため、県女性相談所
を県男女共同参画センターに移転し、相談窓口を一本化しました。

指定管理者制度導入施

利用者からの意見を踏まえて、スロープの設置、車いすの貸出

設における更なるサー し、駐車場の増設、トイレの洋式化、FreeWi-Fi の設置などを実
ビスの向上

施しました。

【実施済み（継続実施）
】 （平成 24 年度～平成 27 年度の累計 全 39 施設において実施）

（ⅴ）アウトソーシングの推進
改革事項
アウトソーシングの一

平成27年度の実施状況
民間能力の活用により効果が期待できるものについてアウトソ

層の推進

ーシングを実施しました。

【実施中】

（平成27年度 知事部局 15人削減 教育委員会 14人削減（＊２）
：現業業務等（庁舎清掃、学校用務員業務 等）
）
（＊２）知事部局削減数 74人、教育委員会削減数 15人の内数
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（ⅵ）ガバナンスの徹底
改革事項
職員の倫理保持の徹底

平成27年度の実施状況
職員の倫理保持の徹底を図るため、総務部の職務改善調査監が

【実施済み(継続実施)】 各所属を訪問し、所属長からの事情聴取や職場巡視を行う職務改
善調査や、職員倫理審査会、倫理研修(幹部職員を対象とした研修、
階層別研修、所属研修）などを実施しました。
また、昨年に続き「性的非行の撲滅」及び「薬物乱用防止」を
所属研修の必須課題として実施しました。
文書管理の徹底

文書管理の徹底を図るため、各所属において文書が適正に管理

【実施済み(継続実施)】 されているか職務改善調査を通じて点検を行うとともに、テキス
トを適宜改善するなど文書管理研修の充実及び全職員を対象とし
た文書事務の自己点検を実施しました。
個人情報の管理の徹底

個人情報の管理の徹底を図るため、各所属において個人情報が

【実施済み(継続実施)】 適正に管理されているか監査を行い、改善を要するものについて
指導を行うとともに、個人情報保護担当者説明会及び一般職員向
け説明会を実施しました。
情報セキュリティ対策
の徹底

情報セキュリティ対策の徹底を図るため、記憶媒体への書き込
み制御など技術的対策を徹底するとともに、所属への情報セキュ

【実施済み(継続実施)】 リティ監査、職員への研修・訓練等を実施しました。
適正な財務処理の徹底

適正な財務処理の徹底を図るため、会計情報ポータルサイトの

【実施済み(継続実施)】 掲載内容の充実や研修開催地区の追加、事務処理誤りの多い所属
に対する重点指導の本格実施など、研修の充実と会計事務指導の
強化を行いました。

Ⅱ

自ら考え行動する意欲あふれる人づくり

（ⅰ）人材の育成
改革事項
職員研修の充実

平成27年度の実施状況
各階層ごとに職務遂行に必要な知識、技能を修得する基本研修

【実施済み(継続実施)】 や業務の課題解決に必要な専門的な知識、技能を修得する専門研
修等を実施しました。
また、九州地方知事会の政策連合として九州・山口各県との職
員研修の合同実施を行いました。
効果的な長期派遣研修
の実施

県の重要政策分野である「国際交流分野」（外務省等）や「男
女共同参画分野」（内閣府）へ引き続き派遣を実施しました。

【実施済み(継続実施)】 （市町村交流研修8名、都道府県交流研修3名、企業等派遣研修
4名、大学院派遣研修1名、本省等実務研修等27名）
若手職員の育成

本庁と出先機関の人事交流、効果的なジョブローテーションや

【実施済み(継続実施)】 長期派遣研修の活用による育成を実施しました。
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女性職員の登用推進

女性職員の能力開発及び女性の登用に関する管理職員の意識改

【実施済み(継続実施)】 革を促す研修の実施等により、平成26年度に目標値(6.0％)を2年
前倒しで達成しましたが、更に登用を推進し、課長相当職に占め
る女性職員の割合は8.1％になりました。
民間経験者の計画的な

民間経験者の採用を引き続き進めるとともに、民間経験者のコ

採用と知識・経験の活用 スト意識や多様な職務経験を、効率的な行政運営や職場の活性化
【実施中】

に活用しました。
（平成27年度採用人数 10人）

（ⅱ）職員の士気の維持・向上
改革事項
士気を高めるための人

平成27年度の実施状況
人事評価結果を適材適所の人事配置や人材育成に活用するとと

事評価結果の活用

もに、課長級以上において評価結果を給与に反映させることを前

【検討中】

提とした人事評価制度の見直しを行いました。

士気向上と組織活力の

再任用職員の更なる士気の向上と組織活力の維持を図るため、

維持を図る再任用制度 県税事務所、保健福祉（環境）事務所、県土整備事務所の4つの係
の整備

において再任用職員のグループ配置の試行を実施しました。

【実施中】
６０歳を超える職員の
雇用環境の整備

当面、現行条例に基づく再任用により雇用と年金の接続を図る
とともに、再任用職員のモチベーションの維持・向上等を図るた

【実施済み（継続実施）
】 め、新規再任用職員を対象とする研修を実施しました。

（ⅲ）職員の活性化
改革事項

平成27年度の実施状況

メンタルヘルス不調へ ・ストレスへのセルフケアを図るため、ストレスチェックの一層
の早期対応

の利用について職員に周知を行いました。

【実施済み(継続実施)】 ・管理監督者に対するきめ細かな研修の実施、保健指導や相談体
制の強化を図り、メンタルヘルス不調時の早期対応に取り組みま
した。
職場復帰支援強化によ ・管理監督者へ配布したメンタルヘルスハンドブックに面談の際
るメンタルヘルス不調 のチェックリスト、発病から職場復帰までの対応、職場復帰した
の再発防止

場合の勤務軽減の配慮などを記載して、職場と産業保健スタッフ

【実施済み(継続実施)】 との情報共有に活用し、円滑な職場復帰を支援しました。
・病気休職から復職した職員に対し、面接等による支援を適切に
行うことで、メンタルヘルス不調の再発防止に取り組みました。
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職員・職場活性化施策の ・職員がいきいきとやりがいを持って働くことのできる環境づく
継続実施

りを一層進める観点から、職場での話し合いを通して「風通しの

【実施済み(継続実施)】 良い元気な職場づくり」に取り組む職場改善運動を実施しました。
・職場改善運動、職員提案の取組みを全庁的に推進するとともに、
県庁活性化フォーラムや庁内ポータルサイト等を通じ、優良な取
組み事例を紹介しました。
（職場改善運動取組み件数 422件、職員提案件数 269件）

Ⅲ

時代と県民ニーズに即応した施策の推進

（ⅰ）県政情報の積極的発信と県民ニーズの把握
改革事項
媒体特性を的確に捉え
た情報発信力の強化

平成27年度の実施状況
県ホームページの掲載・更新ルールにおいて視覚障害への配慮
等について改正するなど的確な運用を行うとともに、県庁１階ロ

【実施済み(継続実施)】 ビーを活用した県事業や県内各地域のＰＲなどによる効果的な情
報の発信を行いました。
県政モニター制度を活

平成24年度からモニターの数を増やすとともに、新たに市町村

用した県民の意見・要望 推薦枠を設けたことにより、地域の実情やニーズを丁寧に汲み上
等の把握

げ、県民の意見・要望の的確な把握に努めました。

【実施済み(継続実施)】
幸福実感や県の施策に

年齢・性別・地域を考慮して、県内に居住する4,000人を対象に

関する県民意識やニー 幸福実感や県の施策に関する意識調査を実施し、県民意識やニー
ズの把握

ズを把握しました。

【実施中】

（調査期間：平成27年6月～7月。回収数1,899人（回収率47.5％）
）

（ⅱ）政策過程の可視化
改革事項
県の総合計画における

平成27年度の実施状況
総合計画に掲げる施策の実施状況や施策目標（121 件）の進捗

目標設定とその達成状 状況を把握し、平成 27 年 9 月議会において報告、公表をしました。
況の把握・公表
【実施中】
事務事業の評価結果に

福岡県行政改革審議会において県の重点施策 24 事業について

対する外部評価の本格 外部評価を実施するとともに、外部評価における意見も踏まえた
実施

行政評価結果について公表しました。

【実施済み(継続実施)】
事業点検結果の公表

平成 28 年度当初予算編成における事務事業の見直し結果につ

【実施済み(継続実施)】 いて、県民にわかりやすく事業廃止、再構築、効率化等の区分け
ごとに件数、削減額、見直し理由などを公表しました。
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公文書館における歴史

歴史的に重要な公文書を適切な環境で永久保存するとともに、

公文書の適切な保存と 公文書館ホームページ上でその目録情報と原本画像を条件の整っ
利用の促進

たものから公開するなど、利用の促進を図りました。

【実施中】

（約54,300冊の歴史公文書を保存）

（ⅲ）拡大された条例制定権の積極的活用
改革事項
「参酌すべき基準」等に

平成27年度の実施状況
地方分権改革に係る国の義務付け・枠付けの見直しに伴い、必

関する福岡県独自の規 要に応じて県の独自規定を盛り込んでいます。
定の盛り込み

（平成24年度～平成27年度の累計：15条例）

【実施中】

（ⅳ）ＩＣＴ（情報通信技術）の活用
改革事項
次期電子県庁の整備
【検討中】

平成27年度の実施状況
電子県庁次期整備計画に基づき、クラウド技術を活用した庁内
の主要システムサーバを集約・統合する基盤（サーバ統合基盤）
の設計及びシステム毎の移行計画を策定しました。

（ⅴ）市町村との連携・役割分担
改革事項
住民の生活圏域を踏ま

平成27年度の実施状況
第５次地方分権一括法への対応や農地転用許可等に係る権限移

えた地方分権改革への 譲等、地方分権改革への対応について圏域市町村会議等を通じて
対応

市町村と意見・情報交換を行いました。

【実施済み(継続実施)】
法令移譲に併せた付随

権限移譲について市町村と意見交換を行うとともに、特定非営

事務や関連事務の市町 利活動法人の設立の認証等に係る事務の移譲に向けた協議を進め
村への移譲

ました。

【実施中】
政令市との連携・協力
【実施中】

個人住民税の徴収対策、防災対策、暴力団排除等の取組みに加
え、政令市との意見交換の実施を通じて連携・協力を進めました。
（政令市における個人住民税の捜索実績：34件）
（福岡市原子力災害避難訓練への協力）
（両政令市と連携し暴力団対策のため警察官の増員、新たな捜査
手法の導入などの国への要請行動を実施）
（知事と北九州市長との意見交換会及び個別の政策課題について
県と政令市の担当間で協議を実施）
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（ⅵ）ＮＰＯ等との協働
改革事項
協働意識の醸成

平成27年度の実施状況
・ふくおか共助社会づくり表彰の実施や、情報誌「Con te」など

【実施済み(継続実施)】 の情報発信に取り組みました。
（表彰実施32団体。情報誌発行部数（H28.3月号）7,400部）
・社会貢献企業応援メールマガジンを発行し、社会貢献活動に関
する情報発信を行いました。
（メールマガジン配信先（H28.3月号）8,363件）
ＮＰＯ等、企業、行政に ・県との協働事業を実施するとともに、ＮＰＯ等と市町村、企業
よる協働の促進

との協働の促進に向けた取組みを実施しました。

【実施済み(継続実施)】 （行政の協働事業：1,718件、企業との協働事例：15件）
・県と企業の包括協定に基づく共助社会づくりに向けた協働を実
施しました。（包括協定に基づく協働：7件）
・企業等からの寄附金を活用したＮＰＯが協働で行う社会貢献活
動に対し、支援を実施しました。（支援件数：30 件）
ＮＰＯ等の活動基盤の
強化

認定ＮＰＯ取得のためのセミナーや個別支援を実施しました。
（認定ＮＰＯ取得個別支援団体 6団体）

【実施済み(継続実施)】

（ⅶ）県間協力
改革事項
政策連合による共通の

平成27年度の実施状況
既存の取組みを活性化するとともに、新たに「国際スポーツ大

政策課題への取組みの 会を契機としたスポーツ振興・地域活性化の取組み」について、
継続

九州各県との連携を開始しました。

【実施中】
国の出先機関の地方移

Ⅳ

分権型社会の確立に向けて、県独自に要請活動を行うとともに、

譲に向けた受皿の整備

九州地方知事会、全国知事会を通じて働きかけていますが、国に

【未実施見込み】

おいて、出先機関改革の検討が進んでいない状況です。

歳入・歳出の改革

（ⅰ）収入の確保
改革事項

平成27年度の実施状況

税収の確保

・高額滞納事案の徴収対策を強化しました。

【実施中】

（高額滞納事案の徴収実績：7.1億円）
・政令市との徴収連携を強化しました。
（政令市における徴収実績：2.1億円）
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公社等外郭団体の基本 ・団体に対して基本財産のうち県出資相当額にかかる返戻につい
財産の返戻

て、返戻要請を行った17団体のうち16団体から返戻計画書の提出

【実施中】

を受けています。
・平成27年度については18.6億円（決算見込み額。以下同じ）の
返戻を受けました。
（返戻計画総額：75.0億円（平成24年度～平成42年度））
〔再掲〕

行政財産の貸付
【実施中】

自動販売機設置場所や広告枠の貸付等により、賃料収入を確保
しました。
（自動販売機設置場所の貸付収入額：1億820万円）
（庁舎内エレベーター等の広告掲出事業収入額：156万円）
（証明写真機設置場所の貸付収入額：580万円）

未利用地の処分･活用等

未利用地における不落物件（1回の入札で落札しなかったもの）

の促進

について早期売却を図り、平成27年度は8件（6,724万円）の処分

【実施中】

を実施しました。
（平成24年度～平成27年度の累計：26件（2億7,262万円）
）

定期借地による貸付の

長期的に安定した収入を確保する観点から、
「ふくおか会館」の

導入

定期借地による貸付について、公募により貸付業者を決定し、基

【検討中】

本協定を締結しました。
（平成28年度定期借地契約締結予定。最低借地料2億円。
）

（ⅱ）歳出の見直し
改革事項
事務事業の見直しの継

平成27年度の実施状況
社会保障費や人件費など県の裁量の余地が限られる経費等を除

続

くすべての事業を対象として、事務事業の見直しを実施しました。

【実施中】

（平成 27 年度当初予算における効果額：一般財源ベースで約 55
億円を削減）

職員数の適正化による

事務事業の見直し、アウトソーシング、権限移譲など、様々な

人件費削減

手法を用いて、業務の効率化を図ることとし、これらの取組みを

【実施中】

通じ、職員数を削減しました。
（平成 27 年度当初予算における効果額：一般財源ベースで約 8
億円を削減）

10

