
部　方　針　書 1

4 5 6

前期実行
計画分類

1 2 3

計画名 計画期間
前期実行
計画分類

№ 計画名 計画期間

6 基本的な接遇（挨拶、身だしなみ、表情、言葉遣い、態度）の向上に加え、相手の心に寄り添った接遇を全職員が意識して取り組む。

7

2　部が所管する主な個別計画　　前期実行計画に掲げる施策に関連する特定分野における計画

№ 計画名 計画期間
前期実行
計画分類

№

3 目の前の課題を「自分ごと」として捉え、前向きな姿勢で取り組むことができる職員の育成と、意見を言いやすい風通しの良い職場環境づくりを進める。

4 互いの良いところを認め合い、相手のことを思い遣り、フォローし合うことができる職場風土の醸成に努め、チーム力を高める。

5 利用者が満足できる行政サービス（親切・丁寧・迅速）を念頭に置き、幅広い業務に対応できるよう、職員のスキルアップを図る。

2 他部署との連絡調整を確実に行い、横連携がしっかり図れるよう取り組む。

年度 部名 部長名

R4 北部総合支所 森　朋子

1　部の経営方針　部全体を俯瞰したマネジメントの目標

Ｎｏ 項目（業務、組織、人材等に関するマネジメント目標ごとに記載）

1 地域とのつながりを大切にし、「共創」の考え方をもとに、課題解決や活性化、地域の支え合いにつながる取組を職員が一丸となって支援していく。
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課　方　針　書 2

課の果たすべき責務、存在理由

3  共創･連携に向けたステークホルダー

目標・成果指標

1　課の使命

年度 課名 課長名

R4 北部地域振興課 青山　和宏

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

SDGs

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

R3年度末の
実績見込値

目標
Ｎｏ

目標
年度

目標値
R4年度末
の目標値

計画種別

・中山間地域住民の安心・安全な暮らしが持続するよう、住民に寄り添った支援を継続する。
・誰もが「行きたい、住みたい」と感じられるような、魅力ある北部地域の活動の活性化や地域振興の支援に取り組み、地域住民の郷土愛と誇りを守り、醸成する。

3
第二期総合戦
略

中山間地域への移住者数
（うち県外からの移住者数）

R6
45人

（15人）
101人
（43人）

180人
（80人）

第五次総合計
画

第五次総合計
画

1

2

R5 有効活用 移転計画・設計 適正な進捗管理4

各地区の地域団体（コミュニティ推進協議会所属団体）、各地区の自主的な活動団体、個人、事業者、民間団体

・移住者が増えることで、移住者自身の協力により地域情報
発信量が増加する。
・移住希望者へのサポート体制が強化される。

楠庁舎の移転
（楠総合センターの有効活用）

うべの里アートフェスタの参加団体数（累計） R8 34団体 23団体 26団体

・「うべの里アートフェスタ」の実施により、地域資源の再発
見・観光化、北部地域のにぎわい創出・認知度向上、交流
人口の増加が図られる。
・新規の団体参加により、地域活動が活性化される。

「地域計画」に基づく北部6地区の取組支援
件数（累計）

R8 34件 16件 19件
「地域計画」に基づく地域課題の解決に向けた、地域自らの
取組を支援することで、地域力が向上し、より住みやすい地
域となる。

・老朽化した楠庁舎からの移転を実施することにより、利用
する市民の利便性の向上が図られる。
・楠庁舎の跡地について地域自ら活用方法を検討すること
で、地域力の強化が図られる。

2 



課　方　針　書 3

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

目標№ 事業名

3月
1

12月 1月 2月

うち一財 1,090

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

7月 8月 9月 10月 11月

施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

「うべの里アートフェスタ」については、UBEビエンナーレと連携して実施することで、より幅広い地域から多世代の来訪が見込まれ、北部
地域の特徴ある資源に触れる機会を提供することにより、交流人口の増加や移住・定住の促進が期待できる。また、民間事業者、地域
住民等が企画・運営に参画することにより地域の活力の向上が図られる。
（過去の来場者数）第1回（H27) 16,223人、第2回（H29）23,861人、第3回（R元）33,733人

中山間地域の伝統文化を含む、地域資源、人材を活用し、交流人口の増加による地域の活性化を図ることを目的に、H27年度から隔年
で「うべの里アートフェスタ」を開催し、来場者数は増加傾向にある。これまでは、民間事業者、地域住民が企画・運営に参加した実績は
無い状況であった。今年度からは活動助成金を新設し、多くの民間事業者や地域住民が企画・運営に参画することを促進する。

アートフェスタの新規参加団体数

3団体

中山間地域の魅力とにぎわい創出事業

事業スケジュール

4月 5月 6月

5,590

●企画プロポーザル募集開始

●プロポーザル審査

●

ＰＲ活動

（受託者提案・SNSの活用） ●
●事業者決定

●

成果の検証

効果（来場者数（市内・市外））の検証

●広報うべで開催告知

●
うべの里アートフェスタ活動助成金公募

●うべの里アートフェスタの開催

（10/2～11/27）

※各地区との連携

●契約

●うべの里アートフェスタ活動助成金審査

●
うべの里アートフェスタ 活動助成金団体参加準備

●うべの里アートフェスタ参加団体意見聴取
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課　方　針　書 4

12月 1月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月

目標№ 事業名

2,3

中山間地域づくり推進事業

事業スケジュール

4月 11月 2月

地域計画に基づく、自主的で持続可能な地域運営に向け、行政においては、財政支援、人的支援、地域運営組織においては地域計画
の推進、地域の課題解決、外部人材においては、特定の課題解決のための専門的支援と各々の役割を果たし、地域活性化及び魅力創
出に取り組む必要がある。
（R4年度地域計画の改定予定）万倉、（改定済の地区）厚東、小野、船木（R5年度以降改定予定の地区）二俣瀬、吉部

・地域計画・健康プランに基づく地域住民の取組について、支援チームを中心に地域の主体的な取組を支援し、持続可能な地域づくりを
推進
・移住・定住の推進に向けた、住まい・仕事等情報提供、移住前から移住後までの支援体制の充実を図る

「地域計画」に基づく取組支援増加件数

3件

事業実施のエビデンス

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

38,426

うち一財 36,622

●各地区の取組進捗会議 ●各地区の取組進捗会議 ●各地区の取組進捗会議 ●各地区の取組進捗会議

●各地区における支援内容の検討

●関係課との連携、情報共有

●次年度取組検討

●各地区に対する支援

【移住・定住の推進】

【支援チームの取組】

●地元受入体制の構築支援、移住者同志の交流機会の創出支援、空き家情報の収集と整理

【地域計画改定の支援（万倉地区）】

●

中間支援組織を交えた協議

●

地域による計画改定の支援
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課　方　針　書 5

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事業名 事業実施のエビデンス

4

楠総合センター活用事業
北部総合支所の楠総合センターへの移転により、来庁者の利便性の向上を図るとともに、老朽化した楠庁舎を解体し、跡地については
地域による活用を検討

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・楠庁舎の老朽化のため、北部総合支所の移転先である楠総合センターの改修工事を実施
・楠庁舎跡地については、船木地区の地域団体とともに、活用方法について検討

107,800 円滑な移転作業の進捗

うち一財 27,700 適正な進捗管理

事業スケジュール

4月 5月 6月

目標№

●設計修正 ●工事

●楠総合センター会議室・栄養実習室貸館利用休止（～R5年9月予定）

●楠総合センターホール貸館利用休止（～R5年9月予定）

●福祉なんでも相談窓口、楠地区社協を楠庁舎第3庁舎へ仮移転（～R5年9月予定）

●広報掲載

●船木地区の地域団体と ●船木地区の地域団体と●船木地区の地域団体と ●船木地区の地域団体と ●船木地区の地域団体と

●庁内調整（倉庫）

●庁内調整（引越、文書）

●来年度予算編成（各課引越、ごみ処理など）

●来年度予算編成（解体工事：1期 設計）

【楠総合センター移転】

【楠庁舎跡地利用（共創）】
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課　方　針　書 6

課の果たすべき責務、存在理由

3  共創･連携に向けたステークホルダー

来庁者に正確・迅速な窓口サービスを提供することにより、
来庁者の滞在時間が短縮できる。

Ｒ4 ３件2 担当部署からの指摘・指導件数 0件 0件

R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1 来庁者からの苦情件数 0件 1件 0件
来庁者に親切・丁寧な窓口サービスを提供することにより、
来庁者の満足度が向上する。

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値

Ｒ4

1　課の使命

SDGs

　・諸証明等の交付や保健福祉に関する制度利用申請受付・処理等、多様な窓口サービスの提供
　・所管資産（集会所）の管理
　・楠3地区ふれあいセンター活動の支援

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

年度 課名 課長名

R4 市民生活課 正木朋恵
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課　方　針　書 7
4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

1
・
２

窓口対応改善事業

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・風通しの良い職場環境を整えるため、課内コミュニケーションの充実を図る。
・終礼等を活用し、窓口対応の振り返りと意見交換を実施する。
・他部署からの通知や、個々で入手した情報は、朝礼・終礼の利用や文書での回覧で情報共有する。

ゼロ予算 来庁者からの苦情

うち一財 0 0件

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

窓口対応の自己評価

■ 接遇スキルの向上

窓口対応の自己評価 窓口対応の自己評価 窓口対応の自己評価

ＯＪＴ・職員相互の意見交換

課内検証 課内検証 課内検証

窓口担当者研

修

制度改正等に伴う業務マニュアルの見直し

■ 業務スキルの向上

職員相互の情報共有

既存の窓口業

務・入力マニュア

ル改修協議

見直し個人

用ＰＣ

配布
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