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企 第 ８７ 号

平成 19 年 8 月 21 日

霧島市総合計画審議会

会長 石田尾 博夫 殿

霧島市長 前田 終止

第一次霧島市総合計画基本構想 (案) について (諮問)

第一次霧島市総合計画基本構想 (案) を別冊のとおり策定いたしたいので

貴審議会の意見を求めます｡
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平成19年10月26日

霧島市長 前田 終止 殿

霧島市総合計画審議会

会 長 石田尾 博夫

第一次霧島市総合計画基本構想 (案) について (答申)

平成19年８月21日付け企第87号で諮問のあった､ 第一次霧島市総合計画基

本構想 (案) について､ 慎重に審議を重ねてきた結果､ 概ね妥当であると認

めましたので､ ここに答申します｡

なお､ 審議過程において出された主な意見・提言を別紙のとおり付します

ので､ 総合計画の決定に当ってはこれらを十分尊重されるとともに､ ｢人と

自然が輝き､ 人が拓く､ 多機能都市｣ の実現に向けて､ 最大限の努力をされ

るよう要望します｡
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行政評価を実施する事については高く評価するが､ 市民の視点に立った評

価となるよう努められたい｡ なお､ 数値評価を実施する際には､ 弊害が生じ

ないよう､ 十分配慮されたい｡��� ������
第１章 霧島市の姿

第２節 まちづくりの課題

① 基本計画､ 実施計画は基本構想と整合性が確保されるよう努めら

れたい｡

② 過疎化の進む地域に対し､ 新たな活性化対策等についても今後十

分検討されたい｡

第２章 まちづくりの目標

第３節 将来像を実現する７つの柱 (政策)

１. 快適で魅力あるまちづくり

地域情報化の推進についての視点も盛り込むよう検討されたい｡

３. 活力ある産業のまちづくり

農業・観光業についてはさらなる積極的な施策の推進に努められ

たい｡

５. たすけあい支えあうまちづくり

安心して子どもを生み育てられるような施策の展開を推進された

い｡

６. 共生・協働のまちづくり

｢市民参加｣ から ｢参画｣ にまちづくりが進むような積極的な施

策の推進に努められたい｡

第４節 将来人口の見通しと目標

本市において現在､ 人口が増加している要因の具体的な根拠の説明

に努められたい｡

第５節 土地利用の基本方向

市有地等の未利用地については早期活用を検討されたい｡
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平成17年11月７日

条例第23号

(設置)
第１条 本市の総合計画について､ 市長の諮問に応じ､ 審議するため､ 霧島
市総合計画審議会 (以下 ｢審議会｣ という｡) を設置する｡
(組織)
第２条 審議会は､ 委員15人以内で組織する｡
２ 委員は､ 次に掲げる者について市長が任命する｡
(1) 本市の教育委員会の委員
(2) 本市の農業委員会の委員
(3) 本市の公共的団体の役員
(4) 学識経験者
３ 委員のうち､ 男女のいずれか一方の委員の数は､ 委員の総数の10分の２
未満であってはならない｡
(任期)
第３条 委員の任期は､ 当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする｡
(会長及び副会長)
第４条 審議会に会長及び副会長１人を置く｡
２ 会長及び副会長は､ 委員の互選とする｡
３ 会長は､ 会務を総理し､ 会議の議長となる｡
４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは副会長が､ 会長及び副会
長が共に事故があるとき又は共に欠けたときは､ あらかじめ会長の指定し
た委員がその職務を代理する｡
(会議)
第５条 審議会の会議は､ 会長がこれを招集する｡
２ 会議開催の場所及び日時は会議に付議すべき事件とともに､ 会長があら
かじめこれを委員に通知しなければならない｡
３ 審議会は､ 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない｡
４ 審議会の議事は､ 出席委員の過半数でこれを決し､ 可否同数のときは､
議長の決するところによる｡
(庶務)
第６条 審議会の庶務は､ 企画部企画政策課において処理する｡
(委任)
第７条 この条例に定めるもののほか､ 審議会の運営に関し必要な事項は､
市長が定める｡

附 則
この条例は､ 平成17年11月７日から施行する｡

附 則 (平成18年３月31日条例第13号)
この条例は､ 平成18年４月１日から施行する｡
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教育委員会の委員 教育委員会 新 田 弘 子

農業委員会の委員 農業委員会 中 村 和 志

公共的団体の役員

経済団体 西 勇 一

福祉団体 新 村 俊

自治組織 松 枝 洋一郎 審議会副会長

農林水産団体 樋 脇 建 治

青年団体 森 山 知 己

医師会 八 木 幸 夫

学識経験者

大学・研究機関 石田尾 博 夫 審議会会長

地域審議会 山 口 茂 喜

まちづくりフォーラム 内 千代子

ＮＰＯ法人・ボランティア団体 千 葉 しのぶ

公 募 春 口 一 男

公 募 窪 田 功 司

公 募 楠 元 まゆみ
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平成18年10月 2日
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〇霧島市総合計画策定委員会設置規程について
〇総合計画策定の進め方について
〇総合計画策定及び行政評価導入に関するスケジュールについて

10月 4日
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〇講義 ｢行政評価と総合計画策定｣
〇全体検討
・基本構想に掲げるべき項目の確認(基本構想の目次案の検討)
・まちづくりの目標 (基本理念､ 将来都市像) の確認､ 検討
・まちづくり全体の課題の確認､ 検討
・政策並びに政策の目的 (対象・意図) の検討
・主要指標検討
・土地利用の基本方向検討

10月 5日
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〇全体検討
・将来都市像の柱 (政策) の内容確認､ 検討
・土地利用の基本方向の検討

10月10日
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〇講義 ｢総合計画と行政評価｣
〇施策の組立と検証
・施策の組立検証 (班別演習)
・発表と意見交換､ 今後の進め方など

10月16日
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〇政策意図の再検討
・７つの柱 (政策) の表現について
・７つの柱 (政策) の対象及び意図について
・７つの柱 (政策) の内容について

10月19日～20日
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〇総合計画策定委員会の検討経過及び要点の説明
〇講義 ｢総合計画と行政評価｣
〇班別演習：施策の組立検証 (政策ごとのグループに分かれ施策の組立)
・対象の具体化
・意図の具体化
・施策の組立 (成果指標の設定)
〇発表と意見交換
【出席者】
・各部の政策担当課長及び政策担当係長
・財政課長及び財務第１・２係長
・行政改革推進課長及び行政改革係長
・消防局総務課長及び経理係長

10月31日
������������
〇政策､ 施策体系と施策の組立について (承認)

���������������
���

�������������� �����������
※策定委員会 (副市長・部長級で構成)

※施策別分科会 (次長・課長級で構成)
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11月 6日
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全課長説明会

〇総合計画策定スケジュールとこれまでの経過について

〇講義 ｢行政評価と連動した基本計画｣

11月 9日～17日

( 7 日間)

施策別分科会：28施策

〇施策成果の測定方法の企画

11月27日～12月19日
������������������
・対象：市民20歳以上男女無作為抽出3,000人

・回収率：42.5％

平成19年 1月 9日
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全課長説明会

〇成果指標の変更､ 市民意識調査集計結果の報告

〇講義 ｢施策の現状分析と課題設定について｣

1月10日～23日

( 9 日間)

施策別分科会：28施策

〇施策の現状分析と課題設定

1月25日
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〇施策別分科会検討結果について (施策成果の現状と課題)

・施策優先度評価 (班別検討)

・班別検討結果発表

1月30日
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〇実習

・全庁横断課題の設定

・全庁横断課題と施策との関連性

2月 2日
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〇審議

・施策毎の基本方針設定について

〇今後の進め方等について

2月 7日
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全課長説明会

〇策定委員会検討経過報告

・施策優先度評価について

・全庁横断課題について

・施策毎の基本方針について

〇講義 ｢施策目標及び基本事業設定｣ について

2月 8日
主管課長研修会

〇施策方針に基づく施策成果の目標値の設定について準備事項説明

2月 9日～23日

(10日間)

施策別分科会：28施策

〇施策方針に基づく施策成果の目標値の設定
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3月28日～29日
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〇施策目標及び基本事業設定の考え方について
・施策別分科会３回目の検討内容報告)
・分科会での懸案事項について
・各施策検証 (28施策：施策別分科会主管課長より説明)
・全庁横断課題との関連で求められる取り組みについて(整理､まとめ)

3月30日
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〇委嘱状の交付
〇市長あいさつ
〇霧島市総合計画審議会条例の説明
〇委員紹介
〇会長､ 副会長選出
〇協議事項
・総合計画策定の基本方針等について
・計画策定の経過報告について
・今後のスケジュールについて
・その他

4月11日
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〇第10回策定委員会の結果報告
・施策の方針､ 目標設定の承認事項について
・全庁横断課題との関連取り組み事項について
〇基本事業の市民意識調査について (内容の確認)
〇今後のスケジュールについて
〇新・旧主管課長の引継ぎ

4月16日
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〇全庁横断課題との関連で求められる取り組みについて (整理､ まとめ)

4月25日～ 5月14日
��������������������
・対象：市民20歳以上男女無作為抽出3,000人
・回収率：37.3％

4月27日
�������������
〇全庁横断課題及び重点施策について

5月14日
�������������
〇全庁横断課題解決のための重点施策について (決定)

5月21日～31日
( 8 日間)

�������������
施策別分科会：28施策
〇基本事業の現状把握と目標設定

7月 5日

����������
〇講演 ｢総合計画と行政評価｣ ～市民起点の政策マネジメントの実現
に向けて～
〇政策・施策体系について
〇重点施策について (霧島市のまちづくりの課題について説明)

7月13日
������������
〇基本計画の構成について
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8月 6日
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〇基本構想 (案) について

〇実施計画書について

〇今後のスケジュールについて

8月10日
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〇基本構想 (案) について

・修正箇所の検討

〇基本計画 (案) について

・基本計画の方針説明

8月21日
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〇基本構想 (案) の諮問

〇基本構想 (案) の説明

〇協議事項

・基本構想 (案) について

・施策マネジメントシートについて

・基本計画 (案) について

8月27日
�������������
〇第３回霧島市総合計画審議会協議内容について

〇基本計画 (案) について

9月 6日
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〇協議事項

・基本構想 (案) について

・基本計画 (案) について

9月11日～10月10日

(30日間)
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・広報きりしま (９月４日発行掲載)

・ホームページ掲載

・ケーブルテレビ放送

・ラジオ放送

9月13日～28日
������
・基本構想 (案) について

9月25日～10月16日
����������
・基本構想 (案) について (７地域審議会より意見・提言を受ける)

10月19日

�������������
〇基本構想 (案) について

・パブリックコメントについて

・地域審議会意見・提言について

・職員意見について

〇基本構想 (案) の最終修正について

〇基本計画 (案) について

・進捗状況報告
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10月26日
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〇協議事項
・基本構想 (案) 答申書の最終確認
・基本構想 (案) の変更について
・答申書の提出 (会長から市長へ答申書提出)

10月29日
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〇基本構想 (案) について
・総合計画審議会の答申報告について
・基本構想 (案) の最終確認について

11月 6日
�������������
〇基本計画 (案) について

11月8日～16日
������
・基本計画 (案) について

12月26日
��������������������
・基本構想
・基本計画 (案)：参考資料提出 ���
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