
計画の実現

みんなの力で協働して支える
まちづくりを進めています



第１章｜市政に参画する市民が増えています（協働のまちづくり）

現況と課題
１．住民参画の状況
・..審議会など附属機関への住民公募委員の登用を進めており、より多くの市民の意見等を反映

しています。

・..政策形成過程において市民の意見を聞き、さまざまな実行委員会を形成しながら、市民の意

向を十分に反映できる仕組みづくりを進めています。

・..平成 26年度より、市内11の各校区及び地区において、自治協議会が一斉に発足しています。

協議会運営には、地域住民や各種協力団体が参加し、地域の課題解決に向けた組織づくりが

進んでおり、今後も継続して取り組む必要があります。

２．市民活動の状況
・..ボランティア活動については、平成 25 年度より、社会福祉協議会と連携し、うきは市生涯

学習人材バンクを開設して人材情報の共有化・データベース化を進め、学校・地域の学習ニー

ズに対応した人材を提供して、市民の学習活動を支援しています。

・..まちづくり出前講座については、市民のニーズに対応した出前講座メニューを提供し、メ

ニューの内容については、年度当初広報誌にて周知を進めています。

基本方針
市民一人ひとりが、それぞれの責任と役割をもって主体的にまちづくりに参画できる基盤づく

りを進めるとともに、市民活動の育成、支援を通して、さまざまな地域の課題に取り組む「協働

のまちづくり」を進めます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　住民参画の推進 ●審議会などの附属機関への住民公募委員の登用を進めます。
●政策形成過程における市民参加を進め、市民の意向が市政に十分に
反映できる仕組みづくりを図ります。

●市民憲章の具現化のため、まちづくりに対する市民の参加意欲の向
上を図ります。

●各地区自治協議会を中心とした住民参画のまちづくりに積極的に取
り組み、地域計画の実践を支援します。

２　市民活動の育成・支援 ●市民大学まちづくり学部主催講座でボランティア育成講座を、自主
運営講座で地域支援ボランティア講座を開講し、うきは市生涯学習
人材バンクの充実を図ります。

●市民のニーズに対応したまちづくり出前講座のメニューの充実を図
ります。
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▲大石地区自治協議会の地域計画づくりの様子

▲まちづくりカフェ (一般対象 )

▲まちづくりカフェ (高校生対象 )

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

（再掲載）
コミュニティセンター利用者数 41,564人 52,000人

まちづくり出前講座年間実施回数 30回 50回
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第２章｜健全な行財政運営が行われています（行財政）

現況と課題
１．行財政運営の取組
・..災害復旧復興支援プロジェクトをはじめ、コミュニティ推進やブランド推進等の課題解決に

向けて、関係各課が連携する体制づくりを進めています。

・..新たな行政課題に的確に対応するため、必要に応じた組織機構を見直し、効率的な行政運営

を進めています。

・..計画的な職員採用などによる定員管理及び人員配置の適正化を進めています。

２．職員の資質向上
・..福岡県市町村職員研修所を中心に職員研修を実施するとともに、組織内での人権やハラスメ

ント等の研修に取り組んでいます。

・..市長が自ら職員に対し、まちづくりの提案をするよう積極的に働きかけるとともに、いろい

ろな計画づくりの中で市民の声を聞きながら、市政に反映できるよう啓発を行っていますが、

今後は、制度としての展開を図る必要があります。

３．電子自治体の取組
・..電算システム導入により業務の効率化及び市民サービスの向上に努めるとともに、セキュリ

ティ対策の強化を進めています。

４．財政の安定的確保
・..消費税増税により施設使用料等の改訂は行っていますが、実質的な自主財源確保につながる

ような取組が必要です。

・..事務改善委員会を開催し、組織機構や事務事業の改善を進めています。

・..行政改革推進委員会に対し、公共施設の有効活用について諮問し、答申を受けています。

・..行政改革推進委員会の答申を受けて、政策との調整を図りながら、必要度や効果を重視した

補助金制度の見直しを進めています。

・..民間や市民活動団体に対し、遊休施設の貸付を行っています。

・..うきはアリーナ等の公共施設に指定管理者制度を導入しています。

５．事務事業評価システムの検討
・..事務事業の成果を客観的に評価するシステム導入については、費用面等を含めた課題の整理

等が必要です。
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■主要項目別歳入・歳出額（普通会計） （単位：千円）

主要項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

歳
　
入

市税 2,590,682 2,７49,７34 2,699,859 2,69７,544 2,958,098

地方交付税 5,７54,360 5,964,483 6,059,506 6,009,553 5,829,７3７

使用料及び手数料 429,685 446,７1７ 416,9７9 498,653 445,326

国庫支出金 1,７７0,993 1,6７７,640 1,659,402 3,195,053 2,346,463

県支出金 934,７89 892,７58 1,048,933 1,4７6,595 1,452,221

その他の歳入 3,123,864 3,61７,658 4,095,004 3,816,1７７ 4,52７,069

計 14,604,3７3 15,348,990 15,9７9,683 1７,693,5７5 1７,558,914

歳
　
出

人件費 2,151,349 2,102,639 2,03７,615 1,899,529 1,896,9７9

物件費 1,７08,650 1,７11,412 1,７25,423 1,681,443 1,913,922

扶助費 2,391,139 2,423,622 2,533,6７9 2,514,830 2,6７3,582

公債費 1,495,481 1,635,331 1,932,63７ 1,650,893 1,７30,492

建設事業費 1,７40,638 1,７4７,602 2,161,3７5 3,７７７,031 3,84７,７90

その他の歳出 4,1７5,263 4,838,061 4,404,912 5,296,304 4,７７8,805

計 13,662,520 14,458,66７ 14,７95,641 16,820,030 16,841,5７0
注）普通会計：一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び自動車学校特別会計の合計

基本方針
政策形成能力や総合調整機能を高め、最小の費用をもって最大の効果を上げることができるよ

うに、地域の個性や実情に応じた柔軟で効果的な行政運営体制を確立するとともに、事務事業の

見直しや経費の節減など行財政運営の効率化を進めます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　適切な行政経営 ●行政機構については、コミュニティ推進体制やうきはブランド推進
体制等でも、関係各課の連携に努めるとともに、新たな行政課題に
的確に対応するため、必要に応じ組織機構を見直し、効率的な行政
運営を進めます。

●今後も計画的な職員採用などによる定員管理及び人員配置の適正化
を図ります。

●効率的な行政運営を進めるとともに、市民によりわかりやすい情報
を提供するため、「バランスシート」等の活用を図ります。

２　職員の資質の向上 ●職員研修については、福岡県市町村職員研修所での研修を中心とし
ながら、福岡県建設情報技術センター等での専門研修、市役所内で
の階層別研修等を推進するとともに、ほかの自治体との人事交流等
を活用して人材育成に取り組んでいきます。

●職員からの提案については、制度化のため関係課と協議、検討して
いきます。

３　電子自治体の推進 ●今後も職員の情報処理能力の向上に努め、市民サービスの向上を図
ります。

●ｅ - ＴＡＸを利用した電子申告等が増えるよう周知を図ります。
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▲うきは市立図書館・うきは市民センター

▲うきは市役所

主要事業 取組内容

４　財政の安定的運営（民
間委託等含む）

●健全財政を維持するため、自主財源の確保と依存財源の効率的運用
を図ります。

●行政改革推進委員会の答申に基づき、公共施設の有効活用を図ると
ともに、活用状況等を踏まえた上で、施設の統廃合を進めます。ま
た、公共施設等総合管理計画を策定し、長期的な視点からマネジメ
ントを行います。

●今後も、必要度や効果を重視した補助金制度の見直しを図ります。
●企業、市民活動団体等の民間活力の活用を検討します。
●各施設の指定管理者の更新を行い、効率的な運営を図ります。

５　行政評価システムの導
入検討

●効率的な業務運用を図った上で、システム導入については、関係課

と協議しながら検討していきます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

市税徴収率の向上 94.7％ 95.3％
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第３章｜市民だれもが市政情報等を活用しています(情報化)

現況と課題
１．地域情報化の取組
・..ＬＧＷＡＮを利用した全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、緊急情報を市民へ

瞬時に伝達することが可能となっています。

・..税務課で所有しているＧＩＳ（地図情報）システムをクライアントサーバー型からＷｅｂ版

に更新し、各職員の端末からも閲覧できるよう情報の共有化を図っています。

２．学校、地域における情報処理学習の取組
・情報機器、視聴覚機器等の整備を進めています。

・..市役所内の情報プラザパソコン研修室において、ＯＡ研修を行っています。また、学校にお

いてもパソコンを使った授業を行うなど、情報活用能力向上を進めています。

３．情報公開と個人情報保護対策の取組
・..第１次うきは市総合計画後期基本計画期間（平成 27 年度除く）において、年平均 17 件の

情報公開請求を受理し、適正に対処しています。

・毎年、情報公開請求を受理しており、制度として定着しています。

・..自治体クラウドの導入を機に、職員に対し文書管理の考え方とシステム操作の説明を行い、

適正化を進めています。

・..年２回個人情報保護審議会を開催し、条例の適正な運用を推進しています。

・..セキュリティ研修の受講や新規職員を対象としたセキュリティ研修の開催、また最新セキュ

リティプログラムを常に更新するなど、セキュリティ対策を進めています。

４．広報制度
・..市広報紙「広報うきは」（毎月２回発行）、市ホームページを適時更新、防災行政無線（毎日

定時２回）を通して行政情報をわかりやすく伝えるよう進めています。

５．広聴制度
・..広報うきはに「市長への声」の募集を掲載するとともに、市ホームページの「ご意見箱」等

により、広聴活動の充実と周知を進めています。

基本方針
行政サービスに対する市民の声を聴く機会を広く設けるとともに、行政情報を積極的に公開し

ます。

行政活動の透明性を高めることで、地域住民の声を行政の施策に反映させ、市民が暮らしやす

いまちづくりを推進します。
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▲市民だれもが市政情報.広報誌

施策の内容
主要事業 取組内容

１　地域情報化の推進 ●ＬＧＷＡＮ、地域イントラネットを利用し、情報化を推進します。
●自治体クラウドによるシステムの共同利用を図り、経費節減を図り
ます。

●地図情報システムの共有化と業務連携により、事務の効率化並びに
防災に活用できるよう検討します。

２　学校、地域における情
報処理学習の実施

●ＩＴを活用した情報教育の充実を図ります。
●パソコン研修を実施して、市民の情報活用能力の向上を図ります。

３　情報公開の充実と個人
情報保護対策の強化

●市民に対する情報公開制度の周知を図るとともに、情報公開制度を
適正に運営するため、文書管理を徹底します。

●個人情報保護審議会を定期的に開催します。
●個人情報保護制度、情報公開制度に関する全職員を対象とした研修
会等を開催します。

●情報の管理を徹底し、内部からも外部からも情報もれ等が起きない
ようセキュリティ対策を進めます。

４　広報制度の充実 ●行政情報をわかりやすく総合的に伝えるため、市民の立場に立って、
ホームページ、広報紙、防災行政無線等を活用した親しみやすい情
報提供を図ります。

５　広聴制度の充実導入 ●「市長への声」の募集や市ホームページの「ご意見箱」等を通して
市民が参加しやすい広聴活動の充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

市ホームページ年間アクセス数 1,054,487 1,266,000
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▲うきは祭り.友好都市.枝幸町との交流▲みどりの里・耳納風景街道.会議の様子

第４章｜周辺市町とのネットワークが図られています（広域行政）

現況と課題
１．広域連携の取組
・..地方自治体においては人口減少が続いており、今後財政基盤の弱体化が懸念される一方、地

方分権への対応を求められることから、自治体単独ですべての行政サービスをまかなうこと

が難しくなっています。

・..本市においても、行政区域を越えて広域的な対応については、久留米連携中枢都市圏構想や

筑後田園都市推進評議会等を通じて、広域行政推進を図っており、広域的な視点から、地域

の発展に取り組んでいます。

基本方針
広域連携による多様な市民ニーズへの対応を図ります。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　広域連携の推進 ●久留米連携中枢都市圏への移行とともに、国政の動きとマッチした
広域行政の推進体制の整備を進めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

（再掲）
広域的連携事業数 14件 18件
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