
【霧島市集中改革プラン 平成２２年度取組状況】
○：達成、△：着手中、×：未着手

1

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

窓口業務等の充実 実施

・昼間窓口取扱業務の開放については、住民
票発行業務、税の収納、国保関係、福祉関係
において実施している。
・コアよかにおいて休日及び17時以降において
住民票の発行、収納関係、パスポート発給事務
を行っている。
・住民基本台帳の届出の関係については住民
移動届けが多い3月4月の繁忙期において実施
している。
・基幹系電算システム導入にあたり、関係課で
総合窓口システムの研修を実施した。

○住民異動の繁忙期における取組
　・3月末1週間及び4月初頭5日間の来客受付
　件数 302件（市民窓口関係）
○コアよかの取扱件数
　・証明等 13,799件　　・収納 7,377件
　・パスポート（申請、交付） 4,635件

△ -
ワンストップサービスについては、ス
ペースの課題等もあり具体的な方針
が決定していないため。

行政改革推
進課
窓口関係課

4

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

保育園空き情報の提供 実施

電話等による問い合わせには、随時提供してい
るが、ホームページ等による情報の提供につい
ては、随時、数値が変動するため、その取り扱
い方法も併せて検討を行った。（公立12園）

保育園空き情報については、公立・私立共に電
話、窓口等での対応をしている。HP等での紹介
は数値が常時変動があり、紹介は困難であっ
た。

○

常時変動する数値をHP等での掲載は
困難であることから、問合せに対して
は、その都度対応し、また、第1～第3
希望までの保育を希望する園やさらに
他園の空き情報も提供することがで
き、待機解消促進も図ることができた。

- 児童福祉課

6

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

公の施設の休館日の見直し 実施
休館日、利用時間等については、各指定管理
者において、市民の利便性が向上するよう柔軟
な対応していただいている。

公募による指定管理者制度導入施設について
は、平成19年度より霧島市指定管理者運営協
議会の中で、特に体育施設について調整がな
されており、その内容を引き続き実施している。

○

休館日、利用時間等については、各指
定管理者において、市民の利便性が
向上するよう柔軟な対応していただい
ているため。

-
行政改革推
進課
施設担当課

8

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

申請書等への押印見直し 実施

平成21年度中に申請書等の押印廃止の検討を
行い、平成22年4月1日から右記の申請書の押
印を廃止している。平成22年度中の取組みとし
ては特になし。

【平成22年度からの押印廃止】
道路工事施行承認申請書（土木課）
指定工事店の代表者の経歴書（下水道課）
学校施設利用申請（教育委員会）

○
押印が廃止できるか否かの検討を各
課が行い、一定の押印廃止が行われ
たため。

-
行政改革推
進課
関係課

9

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

市内サイン（道路案内板等）の
充実・見直し

実施

各課等が所管する市内のサイン（道路案内板
等）で、初めて市内の各種施設等を訪れる方の
目線から、その充実・見直しが必要な箇所の洗
い出しを行い、今後の取組方針を確認した。

サインの充実・見直しが必要な箇所14件を洗い
出し、各課から今後の取組方針の報告があり、
今後サイン見直しに各課が取り組んでいくこと
を確認した。

○

サインの充実・見直しが必要な箇所を
洗い出し、各課の今後の取組方針が
確認できたことで、サインの充実・見直
しについて一定の方向性がでたため。

-
行政改革推
進課
関係課

11

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

権限移譲による業務の拡大 実施

平成23年4月1日からの権限移譲に向けて、県
担当課との個別協議を行い、権限移譲のメリッ
ト、事務内容、事務処理基準、関係法令、事務
処理の手順、専門知識の必要性、業務量、これ
までの懸案事項等について説明を受けた。
【内訳】
権限移譲プラグラム掲載分の23項目
地域主権戦略大綱掲載分の8項目

左記個別協議の結果、平成23年4月1日から11
項目について権限移譲を受けた。
【内訳】
権限移譲プラグラム掲載分の10項目
地域主権戦略大綱掲載分の1項目

○

毎年、権限移譲プログラムとそれ以外
の事務について権限移譲できる項目
がないか検討を重ね、県とも協議を
行った結果、平成23年4月1日現在、32
項目296事務が権限移譲済みで、県内
で最も権限移譲が進んでおり、集中改
革プランとしては一定の成果がでてい
る。

-
行政改革推
進課
関係課

14

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

相談窓口の集中化
検討
↓
実施

平成19年度において、相談業務を持つ関係課
で打ち合わせを行い連携を図っているが、庁舎
スペースや職員の適正化による人的課題もあ
り、早急な対応は困難な状況にあることから、
相談員や関連課の集約等は実施できていな
い。
（事務量調査に基づき実施した全課を対象とし
たヒアリングにおいて、窓口業務の状況につい
ても調査した。）

特になし △ -

庁舎スペースや職員の適正化による
人的課題もあり、早急な対応は困難な
状況にあることから、集約は実施でき
ていないため。

行政改革推
進課
相談窓口主
管課

平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

1



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

15

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

コールセンターの開設 検討

平成19年度において導入に向けた予算化の取
組を行ったが、経営会議において多額の導入
経費や維持経費を伴うことから費用対効果につ
いての課題が確認されたことから導入を見送っ
てきており、平成２１年度までに鹿児島市、宮崎
市の取組について研修し、それらの内容や全
国の同規模の自治体の事例等を踏まえて検討
を行った。

先進事例では新たに発生する財政的負担を電
話交換業務を取り込んだ形で経費の節減を図
りながら設置しており、霧島市では現時点では
総合支所の電話交換業務の統合を進める方針
であることや、残業等の減少による経費の削減
効果等は確認されなかったこと、さらに全国の
同規模の自治体の導入事例は極めて少ないこ
と等から、当面においては導入を行なわないこ
ととした。

○
当面においては導入を行なわないこと
を決定した。

-
行政改革推
進課

17

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

メールを活用した情報発信
検討
↓
実施

平成22年度霧島市電算システム管理運営委員
会へ、防災メール配信システムの導入について
報告する。
　※霧島市電算システム管理運営委員会
　　　　開催回数：1回(平成22年9月3日開催)
　　　　構成メンバー：副市長と職員で構成する
　　　　　　　　　　　　　委員会(15名)
【報告内容】
　県下8市において防災メール導入済であり、近
年の異状気象に伴う突発的な災害発生の危険
性を考慮すれば、行政として市民の生命・財産
を守るために、新たに緊急情報伝達手段とし
て、世帯普及率が9割を超える携帯電話用いた
防災メール配信システムを検討中である。

安心安全課より平成23年度当初予算要求を行
う。（平成23年度当初予算には組み込まれ
ず。）

○
平成22年度でメールを活用した住民
サービスのシステム内容を「防災メー
ル配信システム」に決定した。

-
情報政策課
秘書広報課

18

事務改善の
推進（住民
サービスの
向上）

施設予約状況のネット閲覧 検討

4月に公共施設予約システム導入研究会を立ち
上げ、システム導入にあたっての費用対効果、
施設の現状把握及び諸問題の整理を行った。5
回の研究会の開催。先進地への視察。ベン
ダーのデモ。指定管理者の意見聴取。施設利
用者のアンケートの実施。新規事業事前表シー
トの作成を行った。
それまでの研究会での成果・方針を施設担当
課長に報告。11月には施設担当部長へも報告
を行った。

①先進類似団体の状況調査一覧表の作成
②同システム導入に当ってのメリット・デメリット
の整理
③施設管理者である指定管理者から意見聴取
④施設利用者のシステムへのニーズ調査
⑤システム導入に要する経費の算出
⑥霧島市の施設の室場数の把握、インフラ環
境の実態把握

△ -

11月に関係部課長へ説明を行ったな
かで、システム導入費用及び運用経
費が高い。利用者のニーズがない。先
進類似団体の利用率が低い。導入後
に期待する効果が得られない。などの
意見が出された。これらの意見を受け
て方針決定には至らず、システムの試
験運用が提案され研究会で引き続き
研究することになった。

保健体育課
生涯学習課

22
事務改善の
推進（事務
の効率化）

財務会計システムの見直し 実施 なし なし △ -

施策別枠配分方式による予算編成に
ついては、財務会計システムの根本的
な見直しは不要であったため、プログ
ラム改修で対応した。

財務課

24
事務改善の
推進（事務
の効率化）

OA機器の更新・見直し 実施 適切なＯＡ機器の整備を年次的に行う

職員一人1台のパソコン配備をしている。通常
のパソコン耐用年数は4～5年であるが霧島市
では7～9年使用している状況である。平成22年
度については100台分の予算配分であったが入
札の結果、想定した価格の半額程であったこと
から追加購入を実施し、総数197台の配備と
なった。

△ -
職員用のＯＡ機器の配備計画であるこ
とから、エンドレスに配備をしていかな
ければならないため

情報政策課

26
事務改善の
推進（事務
の効率化）

公用車管理の見直し
（集中管理、分散管理等）

実施
今までの検討結果等を踏まえて、現在行ってい
る一部集中管理の充実を図った。

財務課が管理する公用車12台は、グループ
ウェアで予約管理を行い常時有効利用が図ら
れている。特に市外への出張する際には、ハイ
ブリッド車4台が主に使用されており、走行距離
も1年で3万㌔に達している。また、作業などに
は、軽トラックや1ｔトラクックが使用され状況に
より公用車の有効活用も図られている。

○

財務課管理の公用車は、有効活用さ
れていることから、今後は集中管理す
る公用車を段階的に増やし一部集中
管理の充実を図る。

- 財務課

28
事務改善の
推進（事務
の効率化）

各種審議会等設置のあり方見
直し

実施

附属機関等の新設及び統廃合については、霧
島市附属機関等の設置等に関する方針第3条
の基準を設定し、その履行については、同方針
第8条の規定による事前の企画部長への協議
（決裁の合議）で確認した。

新たな審議会については、事務の効率化、経
費節減の観点から、同様の目的を持つ組織の
有無について、事前の協議（決裁の合議）によ
り精査した上で設置する手続きが取れた（平成
22年度新設審議会等：6件）。

○

平成18年3月1日から霧島市附属機関
等の設置等に関する方針を施行し、本
指針に基づいた附属機関等の運用を
行っており、一定の成果がでている。

-
行政改革推
進課
関係課

2



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

30
事務改善の
推進（事務
の効率化）

関平鉱泉所の運営 実施

・新聞雑誌テレビ等での広告による関平鉱泉水
のPR。
・休眠顧客へのDM発送による掘り起こし。現顧
客への年賀状発送。
・各種イベント等での関平鉱泉水の試飲会の実
施。
・新商品の発売（神命水、空水）。
・観光案内所、ホテル、旅館等への関平鉱泉水
チラシ配置。
・関平温泉の森周辺に遊歩道、ベンチ等を設置
利用客のさらなる掘り起こしを図った。
・関平だよりの発行。顧客への送付。ホーム
ページへのアップ。
・テレビ、情報誌等での関平鉱泉水読者プレゼ
ントの実施。

平成22年度は、口蹄疫、新燃岳噴火により交
通アクセスが一時的に遮断されるなど関平鉱
泉水の売上も大きな影響を受けた。
そんな中、新聞、雑誌、テレビ等の媒体を活用
し関平鉱泉水のPRをはかり新規需要者の確保
が図れた。
また、23年3月の東日本大震災の影響により、
関東周辺から関平鉱泉水の注文が相次いだ。
これらを、今後リピートにつなげるため、電話で
の応対等に気をつけた。また。宅配による送付
の祭、関平鉱泉だよりを同封するなどの措置を
講じた。

△ -

ミネラルウォーター業界の過当競争に
よる製品安売合戦。同業者の林立な
ど水を取巻く環境が年々厳しくなりつ
つある。

観光課

31
事務改善の
推進（事務
の効率化）

電子決裁の導入 検討
各業務担当課と導入についての協議ができな
かった。

電子決裁導入についての協議ができなかった。 △ -
担当部署から既存システムの見直し
等の要望（計画）がなく、電子決裁の
導入までの協議にいたらなかった。

情報政策課
財務課・総
務課
行政改革推
進課

34
事務改善の
推進（事務
の効率化）

給食事業（自校方式、給食セン
ター方式）の見直し

検討

平成22年度に霧島市公立学校等規模適正化
検討委員会を設置し、給食センターの配置及び
実施方式の見直しに関することについて検討を
行った。
　開催回数：5回
　人数　　　：15名
　委員構成：幼稚園長代表・小中高校長代表・
　　　　　　　 市Ｐ連代表・地区自治公連代表・
　　　　　　　 学校保健会代表・栄養士代表・
　　　　　　　 知識を有する者

給食施設の現状と課題、方向性、将来的な配
置の考え方等について検討を行ったが、公立
学校等規模適正化検討委員会からの提言を受
けて、平成23年度に学校給食運営審議会へ学
校給食施設再編方針について諮問を行う運び
となった。

△ -
実施方式について、市民合意の形成
手順を検討するのに時間を要したた
め。

保健体育課

35
事務改善の
推進（事務
の効率化）

市に事務局がある各種団体の
あり方見直し

検討
各課が所管する各種団体について、事務局の
移管に向けて、各種団体への働きかけ等を
行った。

平成22年4月中に、霧島ふるさと命の森をつくる
会及び霧島市肉用牛振興会横川支部の事務
局移管を行った。

△ -
市が事務局となる理由が付かない各
種団体が21団体残っている。

行政改革推
進課
各種団体関
係課

37③
合併後調整
項目の調整

市税等の統一（都市計画税） 検討 都市計画区域の再編検討を行う。
都市計画区域の再編検討を行った。（平成23年
度にかけて再編を行う。）

△ -

平成23年度にかけて都市計画区域の
再編を行い、その結果を踏まえながら
都市計画税の課税等について全市的
に見直しを行う予定であるため。

都市整備課
税務課

40
合併後調整
項目の調整

下水道使用料の統一 実施

下水道使用料の統一時の各地区の影響度に
ついて
下水道使用料統一時期の協議
維持管理費・資本費等と下水道使用料との経
営シュミレーションによる単価の分析

下水道使用料の統一時期延伸の決定 △ -

下水道使用料の統一は国分隼人地区
と牧園地区の2地域間の問題であり、
使用料単価算定は認可事業計画及び
実績による経営シュミレーション等を行
う必要がある。牧園地区の現事業認
可計画がH25年度で完了すること等を
勘案し適正な使用料単価の算定をす
るため平成27年度実施を目途に統一
時期延伸の決定をした。

下水道課

41
合併後調整
項目の調整

水道料金の改定 実施

・霧島市給水条例の一部改正：平成22年3月議
会で議決済
・平成22年10月1日施行（11月検針分より新料
金体系を適用）のため、施行までの間、ホーム
ページ・市報・チラシ等を活用した市民への広
報活動を積極的に行い、今回の水道料金改定
に対する理解を深めていただくよう努める。

・平成22年5月　水道料金統一のお知らせ（Ａ4
版・8ページ）を自治会長を通じて、全戸配布を
行った。（約48,000部）
・平成22年7月　ホームページへの掲載を行っ
た。
・平成22年8月　広報きりしま（8月号）への掲載
を行った。
・平成22年9月　水道検針員の協力をいただき、
水道使用者の方々へのチラシ（Ａ5版）配布を
行った。（約58,000部）

○
平成22年11月検針分（12月請求分）か
ら、新料金体系による運用を行ってい
る。

-
水道部管理
課
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平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

45⑨
合併後調整
項目の調整

公共的団体等の統合
（森林組合）

検討

姶良･伊佐森林組合(4組合)合併推進協議会で
協議を行ってきたが、伊佐森林組合が脱退を表
明したため、協議会は中断している。その後、
残りの3森林組合の組合長の話し合いでも、そ
の後の方向性が見い出せず、すべての協議が
ストップした状況にある。

伊佐森林組合が合併推進協議会からの脱退を
表明した後、3組合による合併推進協議会が設
置されないため進展していない。

△ -

3森林組合の合併推進協議会等が設
置されず、それに伴う協議も開催され
ないため、啓発活動ができなかったた
め。

林務水産課

45⑩
合併後調整
項目の調整

公共的団体等の統合
（土地改良区）

検討
市内にある7土地改良区に県依頼の合併・解散
に向けた動向調査を実施した。

合併に向けての推進状況では、隼人地区を除
き（Ｈ19年度に宮内原・市成吉沢新田が合併）、
他地区では具体的な取り組みは行なわれてい
ないが今後、継続協議をしていきたいとの一定
の意志表示は確認できた。

△ -

各々の土地改良区において組織・事
業規模及び賦課金・維持管理に対して
相違があるため合併を進める上で障
害となり協議が進んでいない。

耕地課

47
合併後調整
項目の調整

ケーブルテレビ事業の見直し 検討

情報政策課、溝辺総合支所地域振興課で基本
料の見直し（スケジュール、料金設定、徴収開
始時期等）について協議を9回行った。
市長、副市長、企画部長、関係課との協議を1
回、市長報告を2回行った。
溝辺地区出身議員との意見交換会を2回実施
した。
溝辺地区自治公民館連絡協議会と溝辺地区地
域審議会において、基本料有料化に関する事
項を説明し、意見集約を行った。（両会とも2回
実施）

溝辺地区で実施しているケーブルテレビ事業に
ついて、基本料金の設定、徴収開始時期等の
方針を決定した。

○

基本料見直しに伴う、霧島市溝辺町
ケーブルテレビ施設の設置及び管理
に関する条例の一部改正を行った。
（平成23年第1回霧島市議会定例会に
おいて、賛成多数で可決）

-
溝辺・地域
振興課

49
各種事務の
一元化に向
けた検討

入札・契約事務の一元化 検討
一元化について、契約と協議を行った。また、
他市の物品の入札事務について調査した。

契約課の電子入札のシステム導入時に、物品
等の入札事務も取り入れられる構築となってお
り、一元化への環境は整った。

○
(終了)

一元化に取組む環境は整ったことか
ら、今後は物品等の入札事務を担当
課で行う必要があるかということや人
員の問題及び組織の再編等により一
元化について検討することになるた
め。

-
財務課
契約課

190
各種事務の
一元化に向
けた検討

中核的な拠点となる保健セン
ターの整備

検討

部内において保健センター整備計画について
協議を行なった。
庁舎建設計画の中で複合施設として入れない
か、又他の既存の建物を改修し利用できない
かの検討がされた。

庁舎建設、及び既存の建物改修利用としても
方針決定できない結果となった。

△ -

進行中の庁舎建設計画に施設の規模
及び予算が合致しない。
既存の建物改修利用は、他課（団体）
の強い利用要望があり、利用協議が
進まなかった。

健康増進課

55
アウトソーシ
ングの推進

指定管理者制度の推進 実施

平成23年4月1日からの指定管理者指定のため
の公募手続きを行った。
・公募による平成23年4月導入施設分（1区分31
施設）
・指定管理候補者選定委員会開催 2回(10月)
・指定管理候補申請事業者経営分析業務委託

民間事業者の能力の活用による効果的・効率
的な施設管理、市民サービスの向上及び施設
管理経費の節減を図るため、１区分３１施設に
ついて公募による指定管理者を導入することが
できた。

○

霧島市指定管理者導入指針等各種指
針を策定し、これらに基づいて指定管
理者制度の導入を進めた結果、平成
23年4月1日現在159施設の指定管理
者制度導入が済んでおり、指定管理
者制度の導入について一定の成果が
出ているため。

-
行政改革推
進課
施設担当課

56
アウトソーシ
ングの推進

PFI手法の活用 実施 新規施設整備・建替等の案件がなかった。 特になし。 ○
PFI手法活用のために、霧島市PFI導
入基本指針（平成21年1月）を作成し、
導入検討の体制が出来ている。

- 企画政策課

57
アウトソーシ
ングの推進

市場化テストの導入 検討
市場化テストの導入について、インターネットで
他自治体導入事例等の情報収集を行った。

全国的には、依然導入実績が少ない傾向があ
り、多くの自治体が導入の可否を検討している
段階であることがわかった。
【平成22年4月現在】
○市場化テストを導入し、業務を開始している
団体・・・14団体（都道府県8団体、市町村6団
体）
○市場化テスト導入済み又は導入検討中の団
体・・・117団体（都道府県17団体、政令指定都
市4団体、市区町村96団体）

△ -
全国的に導入実績が少ない傾向があ
るため、導入の可否を判断するまでに
は至らなかった。

行政改革推
進課
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平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

58
公の施設等
のあり方検
討

保育園（１２園）の民間委託等
の一部実施

実施

市が設置する保育園（12園）のあり方等につい
て検討を行う「部内プロジェクトチーム」を設置し
たが、諸般の事情から協議の場を設けることが
できなかった。

保育園のあり方についての方向性を決定する
ことができなかった。

△ -

「平成22年度までの方針決定」を目標
に掲げていたが、他市において保育園
が民間委託された後、受託した企業が
倒産する事例が発生し、また、世界同
時不況に伴う雇用機会の激減等、社
会情勢の影響等により、保育園のあり
方について協議の場を設けることがで
きず、最終的な方向性の検討・決定に
至らなかった。

保健福祉政
策課
児童福祉課

59
公の施設等
のあり方検
討

幼稚園（６園）の民間委託等の
一部実施

実施

平成22年度に霧島市公立学校等規模適正化
検討委員会を設置し，公立幼稚園の民間委譲
を含めた今後の運営方針について検討を行っ
た。
開催回数：5回
人　数　　：15人
委員構成：幼稚園長代表・小中高校長代表・
　　　　　　 市P連代表・地区自治公連代表・
　　　　　　 学級保健会代表・栄養士代表・
　　　　　　 知見を有する者

幼稚園の規模別に民間譲渡を含めた今後の運
営方針について一定の結論を得た。
三体・大田   →現行のとおり
福山・牧之原→小学校併設方式で存続
富隈・陵南　 →国の制度改正（子育て支援関
　　　　　　　　　 係法律）の動向を注視して民間
　　　　　　　　　 譲渡を含め検討

△ -

陵南幼稚園,富隈幼稚園については,
国の幼保一元化政策の動向を注視し
ながら，幼児教育を充実させる方策を
検討する必要があるため。

学校教育課

60
公の施設等
のあり方検
討

老人ホーム（３園）の民間委託
等の一部実施

実施

市が設置する養護老人ホーム（3園）のあり方
等について検討を行う「部内プロジェクトチー
ム」を設置したが、諸般の事情から協議の場を
設けることができなかった。

養護老人ホームのあり方についての方向性を
決定することができなかった。

△ -

「平成22年度までの方針決定」を目標
に掲げていたが、世界同時不況に伴う
雇用機会の激減等、社会情勢の影響
等により、養護老人ホームのあり方に
ついて協議の場を設けることができ
ず、最終的な方向性の検討・決定に至
らなかった。

保健福祉政
策課
長寿・障害
福祉課

61
公の施設等
のあり方検
討

ローカルエネルギー館の活用 実施

先進地視察の実施（東京都板橋区立エコポリス
センター、東京都港区立エコプラザ）
職員で構成する「霧島市環境エコプラザ庁内検
討委員会：10名」を3回開催

　第１回検討委員会では、①隣地である人材育
成センターの跡地利用の検討が先決である。
②事務局で改修費用を試算したところ、約２億
円の改修費用がかかる。③環境エコプラザとし
ての基本機能の決定などを行った。また、第２、
３回検討委員会ではローカルエネルギー館の
外壁が落下したため、再試算したところ、前回
より約３千万の改修費の増となった。このような
ことからローカルエネルギー館を環境エコプラ
ザとして活用することについて、市の方針を次
のとおり決定した。
老朽化したローカルエネルギー館に多額の費
用をかけて環境エコプラザとして活用すること
は、できるだけ経費をかけずにリニューアルす
るという当初計画の方針にそぐわないため、
ローカルエネルギー館を環境エコプラザとして
活用することは今回見送る。
なお、ローカルエネルギー館の利活用について
は、引き続き所管である商工振興課で検討する
こととし、環境エコプラザについては、他の場所
で設置に向けて検討を行う。

○
(終了)

-

ローカルエネルギー館を環境エコプラ
ザとして活用する方向で検討したが、
環境エコプラザとしては多額の費用が
かかることから活用を見送ることに
なった。

環境衛生課
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平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

64
公の施設等
のあり方検
討

地区公民館（26館）への指定管
理者制度の導入

検討

条例地区公民館のあり方について、23年度か
ら庁内関係各課で構成する「あり方検討会」を
立ち上げるとともに、有識者、自治公民館、社
会教育委員、公民館審議会等の各関係者で構
成する外部の委員会「公民館施設運営検討員
会（仮称）」を立ち上げ、意見、提言をいただき
ながら、検討していく計画である。
22年度においては、庁内の「あり方検討会」を
立ち上げるための事前調整を行ったが、条例
地区公民館は、自治公民館の活動施設の面も
あり2面性を持っているため、行政改革推進課
も交えて、今後の検討会の構成メンバーや検討
の進め方について、協議を行い、23年度から
「あり方検討委員会」を立ち上げることを決定し
た。また、生涯学習課においては、薩摩川内市
などの先進地の研修も行った。

合併前の旧市町の状況をそのまま引き継いで
おり、各地区において温度差がある条例地区
公民館を霧島市全体としてどのように配置運営
していくべきか、検討を始めるきっかけとなっ
た。

△ -
旧市町単位で公民館の性質に相違点
が多く、それらを整理することが先決で
あると結論付けたため。

生涯学習課

69
公の施設等
のあり方検
討

公営住宅への指定管理者制度
の導入

実施
指定管理者制度の先進地研修を実施し、課題
等について検討・協議した。

先進地研修を実施したことにより、さらに多くの
問題点の掘り起こすことができた。
しかし、この多くの問題点の解決に向けて時間
を要することとなった。

△ -
諸々の問題点を更に検討を深める必
要があるため。

建築住宅課

70
公の施設等
のあり方検
討

給食センター（６施設）の民間
委託等

検討
民間委託に係る調査等については実施できな
かった。

× -

現在、霧島市全体としての学校給食施
設等整備の方針について検討を行っ
ているところであり、その方針が決まら
ないと民間委託についての検討ができ
ない。

保健体育課

83
事務事業の
あり方検討

証明書発行等窓口業務の民間
委託等

検討
市場化テストの導入状況（証明書発行等窓口
業務の民間委託等も含まれる。）について、他
自治体導入事例等の情報収集を行った。

全国的には、依然市場化テスト自体の導入実
績が少ない傾向があり、多くの自治体が導入の
可否を検討している段階であり、これに含まれ
る証明書発行等窓口業務の民間委託等の導
入実績も少ないことが推測できた。
【平成22年4月現在】
○市場化テストを導入し、業務を開始している
団体・・・14団体（都道府県8団体、市町村6団
体）
○市場化テスト導入済み又は導入検討中の団
体・・・117団体（都道府県17団体、政令指定都
市4団体、市区町村96団体）

△ -
全国的に導入実績が少ない傾向があ
るため、導入の可否を判断するまでに
は至らなかった。

行政改革推
進課
窓口関係課

84
事務事業の
あり方検討

市税等の催告・徴収業務の民
間委託等

検討
先進地において市税等の電話催告・訪問催告
の民間委託についての情報収集を行い、導入
の有無を検討した。

先進地において市税等の電話催告・訪問催告
の民間委託についての情報収集結果を参考に
して、課内で導入の有無を検討した結果、市税
等の電話催告について民間委託する方向で準
備することになった。

○
市税等の電話催告を民間委託する方
向で準備を進めることになった為

- 収納課

85
事務事業の
あり方検討

住宅使用料の徴収業務の民間
委託等

検討

平成20年度から県が先行実施している家賃回
収の民間委託について実績等を確認。
・平成20年度、対象者約200人分、滞納額約1
億円に対し、委託費320万円で事業開始。
・実績は、年間約100万円の回収であり、委託
料は回収費用の42％の約40万円。
霧島市は、国分地区において73件（うち27件
は、定期・不定期に納付あり）滞納額約3700万
円。
・本市実績、平成21年1月以降、国分地区で
883,400円を徴収し7人が完済。

県の実績及び市の実績から判断し、退去者の
過年度滞納整理業務は、現行のとおり住宅収
納グループで行い、民間委託はしないことに決
定した。

○
県と本市の取組みを比較検討した結
果、現在の体制で滞納整理事務を
行っていくよう決定した。

- 建築住宅課
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平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

86
事務事業の
あり方検討

保育料の収納事務の民間委託
等

検討

保育料専門徴収員を雇用し、市内全滞納者に
対し、個別訪問徴収を実施している。また、各
児童関連の手当支給時の窓口対応によりほと
んどの保育料滞納者と直接対話が可能なた
め、民間委託等については、導入しないことを
部内協議の結果、決定した。

収納率の向上を図ることができた。 ○

保育料専門徴収員を雇用し、市内全
滞納者に対し、個別訪問徴収を実施し
ている。また、各児童関連の手当支給
時の窓口対応によりほとんどの保育
料滞納者と直接対話が可能なため、
民間委託等については、導入しないこ
とを部内協議の結果、決定した。

- 児童福祉課

88
事務事業の
あり方検討

給食配送の民間委託等 検討
給食配送の民間委託等については実施できな
かった。

× -

現在、霧島市全体としての学校給食施
設等整備の方針について検討を行っ
ているところであり、その方針が決まら
ないと民間委託についての検討ができ
ない。

保健体育課

89
事務事業の
あり方検討

温泉供給事業の民間委託等 検討

温泉供給事業運営協議会「市民6名で構成」を
開催し、温泉供給事業の民間委託等について
協議。平成21年10月（5名出席）、同年12月（6
名出席）、平成22年7月（5名出席）に開催。
これまで温泉供給事業運営協議会等で民間委
託について協議してきたが、平成２１年度に温
泉を供給できない事態が生じたことなどから、
市の責任で今後数年かけて老朽化した施設を
改良したうえで事業の中長期的な見通しを示
し、その後民間委託等について検討すべきであ
るという結論に達しました。

温泉供給が不安定な状態での民間委託は実施
しないという結論に達したため、平成２２年度に
新たに策定する集中改革プランへの掲載は見
送りますが、平成22年度から温泉蒸気井替掘
工事や導水管の改良工事等を計画的に実施し
安定的な温泉供給に努めるとともに、温泉事業
の総合基本計画を策定しながら、温泉事業の
在り方について検討することとします。

△ -

安定的な温泉供給を前提とした事業
の民間委託等については協議は続け
ていく。
なお、温泉供給事業運営協議会では、
当初から安定的な給湯を前提とした民
間委託でなければならないという意見
が多かったが、平成21年12月に、霧島
地区のお湯の温度が急激に低下した
ことにより、霧島中より南の地区で温
泉供給を停止する事態が生じたため、
「効率的な経営については推し進める
べきだが、安定的な給湯が前提であ
る。」という意見が一層強固なものと
なった。

霧島・産業
建設課
土木課
観光課

92
公営企業の
経営基盤の
強化

市立病院事業 実施

独立採算の原則を堅持しつつ、民間的視点に
立った経営の合理化・効率化の推進等による
支出の抑制と積極的な収入の確保により、経
営基盤の安定化に努めた。
経営指標に関する数値目標を設定した「霧島市
立医師会医療センター改革プラン（平成21年3
月策定）」を推進し、経営の健全化を図った。
●霧島市立医師会医療センター管理運営委員
会の開催
　 開催回数：2回（8/23、2/21）
　 構成メンバー：姶良郡医師会代表、
　　　　　　　　　　 医療センターの長、
　　　　　　　　　　 社会福祉協議会代表、
　　　　　　　　　　 住民代表等　　12名

病院発足当初からの標榜科目であった脳神経
外科が前年度に開設されたことを受け、1階に
救急治療室・夜間診察室・脳卒中予防セン
ター、2階に血管造影撮影装置、ＣＴシステム等
の高度医療機器を備えた手術棟の建設に着手
した。（平成23年度竣工予定）
また、医療機器の導入・更新を図り医療環境の
整備に努めた。
●患者利用状況
　年間延患者数 135,184人
　　　　　　（入院：70,843人、外来：64,341人）
●病院事業収支
　（収益的収支）
　　　収入　4,258,655,983円
　　　支出　3,918,256,468円
　（資本的収支）
　　　収入　180,400,000円
　　　支出　317,746,352円

○

平成18年度から平成22年度において
は黒字経営であった。
また、生じた利益は積立をして経営基
盤の強化を図った。（平成22年度末積
立金：1,013百万円）
今後も、独立採算制の原則により、健
全な経営に努めていく。

- 健康増進課

93
霧島市土地
開発公社の
経営健全化

社会経済情勢の変化等に対応
するため、経営健全化計画を
策定し、経営の健全化に取組
む。

実施

「霧島市土地開発公社経営健全化計画」（平成
21年2月策定。以下「経営健全化計画」という。）
に基づき、平成22年度中に「名波特定住宅地
用地」を取得した。
また、「霧島市土地開発公社経営健全化推進
委員会」（副市長、関係部長等職員10名で構
成）を開催し、経営健全化計画の推進及び進捗
状況等についての検討を行った。

経営健全化計画に基づき、平成22年度中に
「名波特定住宅地用地」の取得を行った。
（面積：24,959.34㎡、簿価：375,853,177円）

△ -

目標達成の目途とされる時期は、経営
健全化計画の目標年度である平成25
年度であることから、引き続き継続的
な取組が必要とされるため。

企画政策課

7



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

98

NPO等市民
団体が行う
活動に対す
る支援

市民活動促進条例の制定 実施

平成22年3月に「霧島市共生・協働に関する指
針」を策定し、市民活動の促進及び協働につい
ての基本的な考え方やその方策が明文化され
た。これを市民及び市職員に周知を図るため、
研修会の開催、市グループウェア・ホームペー
ジへの掲載及び冊子の作成・配布を行った。

「指針」の制定により、共生・協働によるまちづく
りを推進するための基本的なしくみが作られ、
市民と行政の間で市民活動の促進に向けた
ルール化が図られた。
この「指針」に基づいて、自治公民館長・市職員
合同の研修会を開催して共生・協働の意識啓
発を図り、また、市民活動支援事業として市民
グループによる提案型事業17事業に補助を行
い、市民活動への支援を実施した。

○

「まだ市民の意識は高まっていないた
め条例を制定するのは早すぎると思
われるが、市民活動の促進に向けたし
くみやルール化は必要である。」との
市民活動促進委員会の意見も踏ま
え、「指針」を策定し、市民活動の促進
についての基本的なしくみやルールが
作られたため、概ね目標が達成された
ものと考える。

-
共生協働推
進課

102
参画機会の
拡大

市民提案制度の創設 実施

本市では「移動市長室」や「市長とランチで語イ
もんそ会」の実施、ホームページ上での「市長
へのたより」及び「目安箱」の設置などさまざな
市民からの提案を受ける十分な機会を設けて
いるため、市民提案制度は実施しないという意
思決定をした。

なし ○

本市では「移動市長室」や「市長とラン
チで語イもんそ会」の実施、ホーム
ページ上での「市長へのたより」及び
「目安箱」の設置などさまざな市民から
の提案を受ける十分な機会を設けて
いるため。

-
行政改革推
進課
秘書広報課

103
参画機会の
拡大

各種審議会等における公募委
員数の拡大

実施

公募委員数の拡大については、霧島市附属機
関等の設置等に関する方針第7条で基準を設
定し、その履行については、同方針第8条の規
定による事前の企画部長への協議（決裁の合
議）で確認した。

左記取組みの結果、平成23年4月1日現在の公
募委員数は、28人となった。

○

公募委員数の拡大については、霧島
市附属機関等の設置等に関する方針
第7条で基準を設定し、その履行につ
いては、同方針第8条の規定による事
前の企画部長への協議（決裁の合議）
で確認しており、一定の成果があっ
た。

-
行政改革推
進課
関係課

104
参画機会の
拡大

各種審議会等におけるクォータ
制の推進

実施

〇｢霧島市女性委員登用推進要綱｣に基づき、
審議会等の所管課に「女性委員登用計画書」
の提出、審議会等への女性の委員登用の積極
的な推進を依頼した。
〇平成22年4月（H22.3.31現在）の審議会等委
員の女性の参画状況調査を行なった。

〇平成23年3月31日現在、クォータ制が明記さ
れている審議会等の条例等の数は8つである。
・霧島市行政改革推進委員会設置規則：
　　　10分の3（総数10、男性7、女性3）
・霧島市男女共同参画推進懇話会設置要綱：
　　　10分の4（総数15、男性6、女性9）
・霧島市溝辺町ケーブルテレビ放送運営委員
会規則：10分の3（総数10、男性6、女性4）：前
年は女性3
・霧島市土地利用計画審議会条例：
　　　10分の2（総数15、男性12、女性3）
・霧島市総合計画審議会条例：
　　　10分の2（委員委嘱なし）
・霧島市働く婦人の家運営委員会規則：
　　　10分の4（委員委嘱なし）
・霧島市農村地域工業導入促進対策協議会条
例：10分の4（委員委嘱なし）
・霧島市ローカルエネルギー開発推進協議会
規則：10分の4（委員委嘱なし）
〇平成22年4月（H22.3.31現在）の審議会等に
おける女性委員の割合は22.8％であった。

△ -

審議会等における女性登用の比率は
まだ低い状況である。
審議会等の所管課に積極的な女性登
用の参画拡大の推進を働きかけたが
実効性ある取組みが不足している。
今後は目標達成に向け新たな審議会
等の設置（又は委員の改選）に際して
は「霧島市女性委員登用推進
要綱」第6条第2項の規定により、原
則、委員委嘱の1ヶ月前までに女性委
員登用計画書（又は女性委員の登用
に
関する協議書）の提出を所管課に依頼
し、必要に応じてヒアリング等を実施し
ていくこととする。

企画政策課

107
効果的・効
率的な組織
機構の構築

組織機構再編計画の策定・推
進

実施

組織については、その時々の状況に応じた見
直しを不断に行っている。
新たな計画について霧島市行政改革推進本部
にて協議を重ね、平成23年3月策定した。

H23.4.1の組織数：13部5総合支所86課221グ
ループ等
平成23年3月に、今後5年間の新たな「霧島市
組織機構再編計画（第2次）」を策定した。

△ -

計画に記載している部課等の統廃合、
保育園・老人ホームの民営化等及び
財務会計システムの見直し 等につい
ては、目標に達しなかった。
事務事業の整理・統合・廃止や事務処
理方法の改善についても積極的に取
り組み、成果の向上を図る必要があ
る。

行政改革推
進課

111
効果的・効
率的な組織
機構の構築

意思決定過程の簡素化 実施

事務決裁については、組織改正等に合わせて
見直しを行っている。
　（主な改正は総合支所長を次長級とする事務
決裁等）

組織改正による事務決裁への影響が発生して
いない。

○

取組内容は組織改正等に伴う業務で
あり、継続が目的となっているため。
簡素化については、組織改正等に併
せ見直しを検討し、必要な事務決裁の
改正等随時行っている。

-
行政改革推
進課

8



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

113
効果的・効
率的な組織
機構の構築

総合支所の機能及びあり方の
見直し

実施

行財政改革調査特別委員会の最終報告と行政
改革推進委員会の提言を基に副市長、教育
長、部長層で構成する事務所機構検討委員会
を平成21年度に組織して、総合支所を含めた
合併10年の組織のあり方について検討してきて
おり、その結果を受けて行政改革推進本部で
「組織機構再編計画（第2次）」を策定した。

「組織機構再編計画（第2次）」を策定し、総合支
所を含めた合併10年の組織のあり方について
方針を決定した。

○
定員適正化による職員の削減に合わ
せて毎年見直しを行うとともに、今後
の方針も決定した。

-
行政改革推
進課

188
効果的・効
率的な組織
機構の構築

福山総合支所のあり方の見直
し

実施

○福山総合支所組織機構検討委員会による検
討（1回）
○福山総合支所新庁舎完成（牧之原）
　・1月より新庁舎において福山総合支所機能
を集約するとともに旧福山総合支所庁舎におい
て窓口業務を行う福山市民サービスセンターの
業務を開始した。

福山総合支所新庁舎が牧之原に完成して総合
支所機能を集約するとともに、旧福山総合支所
庁舎において窓口業務を行う福山市民サービ
スセンターを設置し、平成23年1月から新たな福
山総合支所として業務を開始した。

○

福山総合支所新庁舎が完成し、1月よ
り新庁舎において福山総合支所機能
を集約するとともに旧福山総合支所庁
舎において窓口業務を行う福山市民
サービスセンターの業務を開始したた
め。

-
行政改革推
進課

115
定員管理の
適正化及び
適正配置

職員の適正配置 実施

8月実施した事務量調査で次年度以降の組織
改正に係る要求要望も取りまとめ、ヒアリング
や事務量等を調査しながら適正配置に努めて
いる。

定員適正化計画による職員数に合わせた職員
配置ができている。

○

取り組み内容は「霧島市定員適正化
計画」及び「霧島市組織機構再編計
画」の推進に伴う取組であり、取組の
継続が目的となっているため。
「霧島市定員適正化計画」及び「霧島
市組織機構再編計画」とあわせ、随時
可能な職員配置を検討し、実施してい
る。

-
行政改革推
進課

117
任用・勤務
形態の弾力
化・多様化

再任用の推進 実施
平成22年4月時点　再任用職員数
　　新規再任用　4名（現業職）
　　継続再任用　1名（行政職）

経験豊富な職員を引き続き、賃金を減額させて
雇用できることで、安定的な職場運営ができ
た。

○

例年、現業部門においては本人の希
望と現場の要望が一致した場合には
実施しており、平成21年度からは行政
職においても実施するなど一定の成
果を達成した。

- 総務課

118
任用・勤務
形態の弾力
化・多様化

職種転換等による配置転換の
実施

実施
平成22年4月時点において、保育職の事務職
への配置転換を3名実施した。

事務職を経験することで、財務、会計等の行政
事務を身につけることができる。
また、本格的に事務職に転換しなければならな
い状況でもスムーズな移行が可能になると思わ
れる。

○
年次的に配置転換を実施しており一
定の成果を達成した。

- 総務課

120
給与の適正
化

給与構造の見直し・適正な運
用

実施
人事院勧告等を勘案しながら適正な制度運用
を行った。

平成18年4月から実施している給与構造改革に
伴い、引き続き30歳台後半以降の昇給が緩や
かであり、給料額が抑制されている。
（平成22年度の改定内容）
①月例給
　　56歳以上の管理職の給料及び管理職手当
　の支給額を一定率で減額（△1.5％）
　　中高齢層（40歳台以上）の行政職について
　給料表を引下げ（平均改定率△0.1％）
②特別給（ボーナス）
　　0.20月分引下げ

○
人事院勧告等を勘案しながら適正な
制度運用を行っており一定の成果を達
成した。

- 総務課

121
給与の適正
化

超過勤務手当の縮減 実施

（継続取組）
水曜日のノー残業デーと第1・3金曜日の一斉
定時退庁の実施、振替制度の弾力的運用、超
過勤務に係る予算配当制度、長時間勤務者の
健康管理を行った。
（新規取組）
所属長が所属所内の勤務実態を把握できるよ
うに、超過勤務実績をフィードバックした。
育児の日（毎月19日）の実施や定時退庁日の
館内放送や職場内巡視の実施した。

グループウェアを利活用し、毎週水曜日のノー
残業デーと第1・3金曜日の一斉定時退庁につ
いて職員への周知するとともに、ワーク・ライフ・
バランスに関する啓発記事を掲載したことによ
り、超過勤務縮減に対する意識が高まった。ま
た、所属長へ所属所内の超過勤務実績を
フィードバックしたことにより、実態が把握され、
業務分担の見直しや健康管理に配慮できた。

△ -

18年度決算額：368,423千円
19年度決算額：277,566千円
　　（対18年度▲90,857千円）
20年度決算額：290,221千円
　　（対18年度▲78,202千円）
21年度決算額：276,366千円
　　（対18年度▲92,057千円）
大幅に削減したものの、年間2億円と
いう削減目標には届かなかった。

総務課

123
給与の適正
化

各種手当の見直し 検討 国、県、他自治体との比較検討を行った。

人事院勧告、鹿児島県人事委員会勧告に基づ
き、管理職手当の定額化を平成19年4月1日で
実施したが、合併時に大幅な見直しを行ってい
ることにより、他の手当について踏み込んだ見
直しが困難な状況である。

△ -
合併時に大幅な見直しを行っているた
め、更に踏み込んだ見直しが困難な
状況である。

総務課

9



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

124
総合的な人
事管理制度

能力、成果の給与への反映 実施

今年度から人事評価制度の構築を開始した。
その中で、能力・成果の給与への反映について
も検討を行った。また、制度構築に併せて評価
者・被評価者研修を実施した。

今年度は人事評価制度の「能力評価」の評価
基準・評価シート等を構築した。平成23年度か
ら能力評価の試行を開始し、平成25年度から
完全実施する予定である。また、能力評価の実
施と同時に事務事業評価と連携した業績評価
制度の構築を開始し、能力評価と業績評価の
両方が確立する28年度をめどに人事評価結果
を昇任へ反映させる予定である。

△ -

当初、給与への反映を検討していた
が、民間企業において成果主義の失
敗が指摘されるなど取り巻く環境が変
化してきたため、業績の成果を給料へ
反映させるという運用については現時
点では見送ることとした。
今後は、きちんと評価し、結果を人材
育成や昇任制度へ反映させてるべく引
き続き検討していく。

総務課

125
総合的な人
事管理制度

人事評価制度の構築 実施
今年度から人事評価制度の構築を開始した。
また、制度構築に併せて評価者・被評価者研修
を実施した。

今年度は人事評価制度の「能力評価」の評価
基準・評価シート等を構築した。平成23年度か
ら能力評価の試行を開始し、平成25年度から
完全実施する予定である。能力評価の実施と
同時に事務事業評価と連携した業績評価制度
の構築を開始する予定である。

○
制度を構築し、来年度からは一部試行
へ移行できるなど一定の成果を達成し
た。

- 総務課

129
福利厚生事
業の点検・
見直し

職員の健康管理に関する事業
など、市民の理解が得られる
適正な範囲で事業を実施す
る。

実施

①職員健診と保健指導
②共済組合人間ドック受診者への助成事業
③石綿健診
④安全衛生委員会
⑤長時間労働者の健康管理

①職員健診と保健指導
　・職員健診の項目が特定健診の項目を満た
すよう実施した。
　・国分庁舎、隼人庁舎、総合支所、消防局ごと
に実施した。また、健診後結果説明のうえ、保
健指導・栄養指導を実施した。
②共済組合人間ドック受診者への助成事業
　・市が互助会へ補助金を交付した。（受診者
へ互助会を通じて助成した。）
③石綿健診
　・石綿による健康被害が危惧される職員を対
象に実施した。
④安全衛生委員会
　・国分庁舎、隼人庁舎、総合支所、消防局の
各事業場ごとに設置し、職場巡視や職員の安
全と健康管理について協議した。
⑤長時間労働者の管理
　・長時間労働の職員を対象に健康相談、希望
等により産業医の面接指導を実施した。

○

法改正等を踏まえながら、随時見直し
を行っている。健診項目を見直し支出
を抑えたり、健診と特定健診の項目を
合わせることで特定健診をスムーズに
実施できたことなど一定の成果を達成
した。

- 総務課

132
人材育成の
推進

女性職員の登用 実施

本年度の人事異動においては、職員の能力、
勤務実績をより正確に把握し、男女を問わない
意欲と能力のある職員の積極的な登用に努め
た。

平成22年4月1日付け人事異動
　・部長級、課長級への昇格　22名
　　　　　　　　　　うち女性職員　2名
　・課長補佐級、グループ長級への昇格15名
　　　　　　　　　　うち女性職員　2名

○
男女を問わない意欲と能力のある職
員の積極的な登用に努めており、一定
の成果を達成した。

- 総務課

133
人材育成の
推進

権限移譲等新たな行政課題に
対応できる専門職の育成・確
保

実施
県職員の派遣や職員の専門研修派遣により、
専門職の育成・確保を図った。

①研修派遣（県へ）
　　観光課、市町村課
②業務支援派遣（県から）
　　建築指導課、生活福祉課
③研修派遣（国等）
　　全国市長会

○

継続的に県からの業務支援や職員の
専門研修派遣を行うことで、専門職の
育成が図られるなど一定の成果を達
成した。

- 総務課

10



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

134
人材育成の
推進

各種研修の充実
（接遇向上のための研修、コン
プライアンス意識向上のため
の研修、民間企業・地元大学
等における研修）

実施

住民満足度の高いサービスを提供するため、
管理監督者として、また組織としての目標設定
や課題解決についての技法習得を目指し実
施。
平成22年8月17日～18日
　　「目標遂行力研修」（部課長級）　77名、
　　　　　　　　　（課長補佐、係長級）　85名
一般職員を対象に、自身にとって必要なメンタ
ルヘルス対策の技術を身に付けることを目的
に、メンタルヘルスケア研修会を実施。（公務災
害防止事業、主任主事級）
（その他の研修）
平成22年7月28日～29日
　　「法制執務研修」（一般職員）　　38名
平成22年11月6日
　　「タイムマネジメント研修」　　25名
平成22年2月1日～2日
　　「不当要求・行政対象暴力・悪質クレーム
　　研修」　　65名　　等

管理監督者を対象とした目標遂行力研修を実
施することで、業務の改善及び人が育つ職場
環境の醸成を図ることができた。目標管理・遂
行力に対する管理監督者の共通認識ができ
た。
また、「不当要求・行政対象暴力・悪質クレーム
研修」を実施したことで、不当要求等に対する
対応力の向上が図られた。

○

年次的・計画的に各種研修を実施する
ことで、個々の職員のスキルアップが
図られるなど、一定の成果を達成し
た。

- 総務課

140
個人情報保
護の徹底

情報等の提供にあたっては、
霧島市個人情報保護条例に基
づき個人情報保護の徹底を図
る。

実施 なし なし ○
個人情報は、霧島市個人情報保護条
例に基づき適正に保護されているた
め。

- 総務課

141

電子自治体
の推進によ
る住民サー
ビスの向上

地域情報化計画の策定・推進 実施

地域情報化推進事業の推進、進捗管理を行
う。
１．携帯電話サービスエリア拡大促進事業
　　 携帯電話通信事業者(ＮＴＴドコモ、ａｕ)へ
　　携帯電話の不感地域の解消等に関する要
　　望を行う。
２．地上デジタル放送への対応促進事業
 　　地デジへの移行に関する周知・広報活動。
　　（広報誌、ホームページへの掲載、住民説
　　明会等）
　　 国へ「無線システム普及支援事業費等補
　　助金」の申請。
　　 共聴組合へ「霧島市共聴施設整備事業補
　　助金」の交付。
　　 国が行う「市町村民税非課税世帯対象受
　　信機器購入等対策事業」への協力等

１．携帯電話サービスエリア拡大促進事業
　　　 ＮＴＴドコモ：表木山地区（隼人地区）にお
　　　　　　いて、平成23年3月末よりサービス
　　　　　　開始。
　　　 Ａｕ：下村地区（牧園地区）において、平
　　　　　　成22年10月末よりサービス開始。
２．地上デジタル放送への対応促進事業
　　　 共聴施設改修：後ヶ谷地区(横川)、岩穴
　　　　　　上地区(横川)、割子田地区(福山)の
　　　　　　アナログ共聴施設を地デジへ改修。
　　   共聴施設新設：上小脇地区(横川)、向田
　　　　　　地区(霧島)へ共聴施設を新設。

△ -
霧島市地域情報化計画の計画期間が
平成20年度から平成24年度までの5年
間であるため。

情報政策課

143

電子自治体
の推進によ
る住民サー
ビスの向上

電子入札の導入 実施

受注者側の電子カードの完全取得と利用者登
録については、まだ全ての業者が完了していな
いが、逐次手続き中である。
また、電子入札参加業者の適用範囲拡大は実
践できなかった。

電子入札参加業者の適用範囲拡大が実践でき
なかったことと、要件適格工事件数が減少した
ため、電子入札処理件数が前年度比で減少し
た。（参考：20年度　2件、21年度　91件、22年度
69件）

△ -

平成23年度において、入札参加資格
の格付けを見直すこととしており、それ
に併せて条件付一般競争入札（電子
入札）の適格要件緩和を検討する方
針であるため。

契約課

11



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

145
歳入確保に
向けた全庁
的な取組み

市税等の滞納整理や、自主財
源の確保等に係る取組みを一
元的に管理するため、歳入確
保対策本部を設置し、各種取
組みの進行管理等を行う。

実施

○平成22年度第1回歳入確保対策本部会議
（平成22年4月16日(金)）
議題：平成22年3月31日までの徴収状況及び平
成21年度出納整理期間の徴収体制について
○平成22年度第2回歳入確保対策本部会議
（平成22年9月3日（金））※歳出対策本部会議と
同時開催
議題：市税、保育料及び住宅使用料に係る平
成21年度徴収実績について
○平成22年度霧島市歳入確保対策本部及び
霧島市歳出対策本部合同会議（平成23年3月1
日（火））
議題：霧島市経営健全化計画の見直しについ
て
○平成22年度霧島市歳入確保対策本部及び
霧島市歳出対策本部合同会議（平成23年3月
15日（火））
議題：霧島市経営健全化計画の見直しについ
て
○平成22年度霧島市歳入確保対策本部及び
霧島市歳出対策本部合同会議（平成23年3月
24日（木））
議題：霧島市経営健全化計画の見直しについ
て

各課の徴収体制や徴収状況を全庁横断的に確
認することにより、情報共有が図られ、それぞ
れの業務に活用することができた。

○

各課の徴収体制や徴収状況を全長横
断的に確認し、情報の確認ができた。
今後も自主財源の安定的な確保を図
るため、引き続き歳入確保に取り組む
必要はある。

- 財務課

146
市税等の収
納率向上

市税等確保推進ワーキンググ
ループの設置・運営

実施

4月16日　歳入確保対策本部開催
（平成21年度市税等の徴収状況（Ｈ22年3月末）
及び出納整理期間の取組みについて報告・協
議）
9月3日　歳入確保対策本部開催
（平成21年度市税等の徴収実績及び平成22年
度市税等に徴収計画について報告・協議）

平成21年度市税等の徴収実績や平成22年度
市税等の徴収計画を踏まえて今後の市税等の
徴収率向上について検討することが出来た。

○
環境に応じた収納対策を随時検討し
た為

- 収納課

147②
市税等の収
納率向上

課税客体の見直し
（市民税（個人市民税））

実施

給与所得者に係る個人市民税は、個人で一般
納付（普通徴収）するより、事業所での給与天
引による納付　（特別徴収）の方が、より確実に
納付がなされ収納率の向上につながる。
平成22年度においては、給与支払報告書の提
出があった全事業所に対し、特別徴収制度の
案内や協力依頼文書の送付、対象人員の多い
事業所においては事業所訪問を実施し、特別
徴収義務者の増加に向けての取り組みを行っ
た。

　個人市民税の全納税義務者のうち特別徴収
による納税義務者が、平成19年度決算時
56.1％、平成20年度決算時　57.6％、平成21年
度決算時　62.2％、平成22年度決算時　64.9％
と、毎年の取り組みにより着実に増加してきて
いる。
　
　年　度　　  市民税　　うち特別　 割 合
　　　　　　    納付者　　 徴収納
　　　　　　     総　数　　 付者数
H19決算時  54,387人  30,493人  56.1％
H20決算時　54,706人　31,494人　57.6％
H21決算時　54,605人　33,962人　62.2％
H22決算時　49,274人　31,993人　64.9％

○

給与所得者に係る個人市民税は、個
人で一般納付（普通徴収）するより、事
業所での給与天引による納付　（特別
徴収）の方が、より確実に納付がなさ
れ収納率の向上につながる。
平成19年度から毎年実施してきた給
与支払報告者への勧奨により、平成
22年度決算時における特別徴収での
納付者数は、平成19年度と比較して、
割合で8.8％、人数で1,500人増加し、
一定の成果が得られた。

- 税務課

148
市税等の収
納率向上

滞納整理体制の強化 実施

年間徴収計画に基づく計画的な滞納整理業務
の実施。
市町村アカデミーへの職員研修派遣　2名
東京税務協会が主催する実務セミナーへの職
員研修派遣　2名
高度な滞納整理業務の実施

年間徴収計画に基づく計画的な滞納整理の実
施により、効率的・効果的な徴収業務を遂行
市町村アカデミーや実務セミナーへの職員派遣
による職員の滞納整理業務のレベルアップ
インターネット公売・合同公売・不動産公売や相
続等による納税義務の承継の実施

○

各種研修会等への出席により、職員
の滞納整理業務のレベルアップが図ら
れたとともに不動産公売等の専門的な
滞納整理業務にも取り組むことができ
た。

- 収納課

149
市税等の収
納率向上

収納体制の充実 実施

徴収強化期間における夜間訪問徴収の実施
（10月～5月）
各総合支所においては、税務グループ員と管
理職との連携による訪問徴収の実施
各総合支所の職員削減により市民福祉課との
連携による訪問徴収の検討

徴収強化期間における夜間訪問徴収の実施
（10月～5月）
各総合支所においては、税務グループ員と管
理職との連携による訪問徴収の実施
各総合支所の職員削減により市民福祉課との
連携による訪問徴収の検討

○
当課において可能な取り組むべき「収
納体制の充実」については、ほぼ終結
したと思われる為

- 収納課
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平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

150
住宅使用料
の収納率の
向上

住宅使用料確保推進ワーキン
ググループの設置・運営

実施

毎月の収納結果データについて、本庁と各総合
支所間で情報を共有し、徴収が困難なケース
等があれば、その都度、対策を協議する取り組
みを行った。
必要に応じて、本庁から各総合支所に出向き、
徴収率向上の阻害要因等の課題検討を行っ
た。

明渡し訴訟等につながったケースは、現在、国
分・隼人・横川地区のみであるが、その他の総
合支所における徴収が困難なケースのうち、1
件ではあるが、本庁において法的措置等を行う
準備ができた。

○
設置したワーキンググループが通常
の業務運営体制の中で確立したた
め。

- 建築住宅課

152
住宅使用料
の収納率の
向上

収納体制の強化 実施

【平成22年度の活動実績】
督促状の発送　8,857件
催告書発送　1,295件（本人）
　　　　　　　　　771件（保証人）
電話による催告等件数　2,994件
臨戸徴収訪問件数　1,918件
臨戸徴収金額　12,141,900円
コンビニ収納開始に伴う周知と自主納付の推進

【決算見込み額】
　現年度
　　調定額　838,845,500円
　　収納額　815,357,800円
　　未納額　23,487,700円
　　徴収率　97.20%（H21徴収率 97.11%）
　過年度
　　調定額　176,479,520円
　　収納額　15,138,150円
　　未納額　161,341,370円
　　徴収率　8.58%（H21徴収率 10.58%）

　全体調定額　1,015,325,020円
　　収納額　830,495,950円
　　未納額　184,829,070円
　　徴収率　81.80%（H21徴収率 82.48%）

△ -

現年度については、1昨年前の景気等
の落ち込みにより、納期遅延者の増加
傾向が顕著となっている。H20年度より
落ち込んだH21年度の徴収率を上回る
ように取り組みを強化し昨年度の徴収
率を上回る見込みであるが、目標達成
には至らなかった。

建築住宅課

153
保育料の収
納率の向上

保育料確保推進ワーキンググ
ループの設置・運営

実施
保育料推進ワーキンググループで収納率の報
告等を行い、現況の共通認識を図り、収納率向
上に対する意識改善を図った。

保育料確保体制を整備し　収納率の向上に努
めた。

○
保育料推進ワーキンググループを設
置し、保育料の確保に向けた検討を
行った。

- 児童福祉課

154
保育料の収
納率の向上

徴収基本方針の策定・推進 実施

・(現年度滞納への取り組み) 督促状の毎月発
送、現年度徴収強化期間の設定
・(過年度滞納への取り組み)　給与差押予告通
知の発送、過年度徴収強化期間の設定
・(現年度及び過年度滞納への共通した取り組
み)　催告状発送(4回）、2人1組による訪問徴収
の徹底（1,674件)、こども手当窓口払い納入相
談（3回：6月・10月・2月)、児童扶養手当窓口払
い納入相談（3回：4月・8月・12月)、保育園入所
時及び保育料相談時に保育料口座振替勧奨、
保護者への公立保育所及び市民サービスセン
ター(コア・よか)とによる収納業務の案内文書配
布、)
・納付環境整備としてコンビ二収納をH22年度よ
り開始した。

収納率は平成21年度より、現年度0.34ポイント
増の97.67％、過年度0.36ポイント増の24.9％と
なり成果の向上が図られた。

○

平成18年度中に策定した徴収基本方
針に基づき、催告状等の発送を行うこ
とにより滞納者に納付を促すとともに、
併せて電話催告、臨戸徴収を徹底して
行ったことにより、徴収率の向上が図
られた。

- 児童福祉課

155
保育料の収
納率の向上

収納体制の強化 実施

・口座振替制度の勧奨
　　保育料相談時の周知。入所時等における納
付書の発送時に口座振替制度の案内文を同
封。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
督促・催告状の発送　督促状は月1回 (年12
回）。催告状は年4回 (5月・8月・12月・3月)
・訪問徴収　（4/1～3/31 1,674件実施)
・財産調査の実施（対象者84件、対象調査件数
2,490件）
・給与差押予告通知の発送(8件)

収納率は平成21年度より、現年度0.34ポイント
増の97.67％、過年度0.36ポイント増の24.9％と
なり成果の向上を図った

○

口座振替制度の勧奨、定期的な督促・
催告状の発送、臨戸徴収、差押さえ等
に取り組み、収納体制の強化を図った
ことにより、収納率も向上した。

- 児童福祉課

13



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

156
保育料の収
納率の向上

保育園における直接収納の検
討

実施
平成19年度中に市内公立保育園において収納
を開始済みであるが、私立保育園においての
直接収納について導入を検討する。

・公立保育園での直接収納により多様化する市
民生活に対応した納付環境が整備された。
（4/1～3/31実績：納付件数25件、保育料収納
額341,150円）
・収納率は平成21年度より、現年度0.34ポイント
増の97.67％、過年度0.36ポイント増の24.9％と
なり成果の向上が図られた。
・私立保育園の直接収納については、個人情
報保護の観点よりシステム構築が困難なことか
ら実施していないが、平成２１年度より、利便性
の高いコンビニ収納を開始し、収納環境整備を
することで多様化する保護者の二ーズに対応し
ている。

○

平成19年度から、全ての公立保育で
の直接収納を開始した。
また、私立保育園における直接収納に
ついても検討を行い、コンビニやコアよ
かでの納付環境の整備がなされたた
め取扱わないとの方針を決定した。

- 児童福祉課

162
新たな財源
の確保

職員駐車場のあり方の見直し 検討 方針決定のために協議を行った。 協議を行ったが、結論にはいたらなかった。 △ -
有料化についての決定的な判断材料
に乏しく、議論が進まない。

総務課

163
新たな財源
の確保

公共施設への看板等広告掲出
の検討

検討

広告物掲出の可能性のある施設として検討し
てきた国分駅待合所、国分駅東西自由通路及
び国分中央歩道のうち、国分駅総合待合所に
ついては広告代理人を公募し広告事業を開始
した。

新たな財源が確保できたことに加え、広告の形
態として、「広告物の掲出」を実施できたことに
より、広告可能な媒体が広がった。

○
広告形態の1つである公共施設への
看板等広告掲出が実施できたため。

-
行政改革推
進課
関係課

166
新たな財源
の確保

法定外目的税の導入 検討

以下のような情報を入手し、課内協議を行った
が、現時点において霧島市に該当する課税対
象が見られないため、税の導入には至らなかっ
た。
平成23年1月現在、法定外普通税・目的税の課
税件数は全国で57件（1件は施行日が平成23
年4月1日）であり、うち35件が法定外目的税で
あるが、その約8割が産業廃棄物関連の税と核
燃料関連の税である。また、57件のうち市町村
は13件であり、約5分の4は都道府県であるとい
う状況は昨年と同様である。
県内では、県の産業廃棄物税、核燃料税と薩
摩川内市の使用済核燃料税の3つだけであり、
昨年と状況は変わっていない。

○

プランの目標である導入のための協
議について、毎年継続して全国の課税
状況を調べ、本市での導入を協議、検
討したため。

- 税務課

168
市有財産の
有効活用

未利用財産の有効活用
（庁舎空きスペース活用含む）

実施

未利用地（未利用財産4筆）売却ため一般競争
入札を実施した。
※不用となった公用車を指名競争入札により売
却した。

未利用地は売却に至らなかった。
※公用車24台を、計　2,577,750円（消費税含
む）で売却。

○

財務課の未利用財産（未利用地）は、
毎年度（随時）入札等により条件の
整った市有地を処分している。また、
他の売却可能な財産についても随時
処分を行っている。
庁舎空きスペースについては、利用希
望があれば随時対応している。

- 財務課

169
市有財産の
有効活用

未利用財産の処分 実施

未利用地（未利用財産4筆）売却ため一般競争
入札を実施した。
※不用となった公用車を指名競争入札により売
却した。

未利用地は売却に至らなかった。
※公用車24台を、計　2,577,750円（消費税含
む）で売却した。

○

財務課の未利用財産（主に未利用地）
は、毎年度（随時）入札等により条件
の整った市有地を処分している。な
お、信託制度等の活用による処分に
ついては、時期をみて再度検討する。

- 財務課

171
歳出削減の
ための全庁
的な取組み

『霧島市経営健全化計画』の数
値目標達成を全庁的に推進す
るため、歳出対策本部を設置
し、歳出削減に向けた取り組み
の進行管理を行う。

実施

○霧島市歳出対策本部（職員で構成する委員
会：21名）を2回開催し、これまでの取組実績の
報告と今後の取組事項の検討を行った。
○平成23年度予算編成要領による取組
・各施策において、コスト縮減優先度評価を行
い、事業費の縮減に努めた。
・市単独補助金については、「補助金見直し指
針」に基づき、見直しを行った。

○平成22年度一般財源：393億円（決算）
○参考　平成23年度当初予算一般財源：355億
円

△ -
歳出削減のため、全庁的に取り組ん
だものの目標を達成できなかったた
め。

財務課

14



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

172
扶助費の適
正化

少子高齢化の進行等に伴い経
費の増加が見込まれるが、本
市独自の制度を見直すことに
より、増加額を最小限にとどめ
る。

実施
引き続き当初予算編成過程において、市単独
扶助費の縮減・廃止について検討を行った。

敬老祝金について対象年齢の見直を実施し
た。

△ -

市単独扶助費については見直しの検
討を行い、一部については見直しの実
施に至ったが、扶助費全体としては本
市のみならず全国的に増加傾向にあ
るため目標達成には至らなかった。

財務課

173
公債費の抑
制

新規借入れの抑制を行うこと
により、市債残高を計画的に縮
減する。

実施

経営健全化計画において、新規の借入額を償
還元金以内に抑制することにより市債残高を縮
減することとしている。この方針に基づき財政運
営を行った。

平成22年度公債費の決算
・新規借入額　56億円
・償還元金     79億円
・償還利子     13億円
※前年度末の残高から23億円の縮減

○

一般財源については、繰上償還を除く
と平成22年度決算は目標にわずかに
届かなかったが、地方債残高について
は、目標の48億円を大幅に上回る87
億円の縮減ができたため、おおむね目
標を達成できた。

- 財務課

174
補助金等の
見直し

補助金等の創設及び見直しに
あたっては公益性、公平性、公
正性、妥当性、有効性、効率性
及び透明性等の検証を行うと
ともに、真に必要と認められる
ものについては、積極的な支
援を行う。

実施
「補助金等交付指針」に基づき定期的な見直し
を実施した。また、予算編成過程においても補
助金等の整理・統合・廃止の検討を行った。

平成22年度中に見直しを実施した主な市単独
補助金
・社会福祉協議会補助金
・高齢者労働能力活用事業等補助金
・霧島市花火大会補助金

△ -

市単独補助金について見直しを実施し
たものもあったが、平成22年度決算に
おいて一般財源1億円の削減には至ら
なかったため目標を達成できなかっ
た。

財務課

175
その他経費
全般にわた
る見直し

公共工事のコスト縮減 実施

霧島市公共工事担当職員研修会において、各
事業担当者へ公共工事のコスト縮減の協力を
依頼するとともに、各事業担当者へコスト縮減
に対する意識の啓発を行った。

工事完成件数530件、内コスト縮減件数127件、
件数割合23.96％、コスト縮減率8.45％という数
値となり、目標値のコスト縮減率5％を3.45％上
まわった。このことについては、各部・課・担当
者のコスト縮減の取組み意識が向上してきてい
ると考えられる。

○

公共工事に関する行動計画におい
て、30項目の具体的施策を定めてお
り、その中の6施策、127件でコスト縮
減を実施し、縮減率8.45％となり、行動
計画の目標値である5％を達成でき
た。

- 検査課

176
その他経費
全般にわた
る見直し

入札制度の改善 実施

条件付一般競争入札については、平成19年度
から実施し、本年度は、前年度に引き続き総合
評価方式（簡易型）による条件付一般競争入札
も試行的に実施したが、条件付一般競争入札
の適格要件を段階的に緩和することはできな
かった。

要件適格工事件数が減少したことにより、条件
付一般競争入札の全入札件数に対する導入割
合が、25.6％から21.3％に下落した。

△ -

平成23年度において、入札参加資格
の格付けを見直すこととしており、それ
に併せて条件付一般競争入札（電子
入札）の適格要件緩和を検討する方
針であるため。

契約課

177
その他経費
全般にわた
る見直し

他会計繰出金等の見直し 実施

経営健全化計画で、「簡易水道事業繰出金等
の削減」、「下水道事業繰出金（市単独分）の削
減」、「国民健康保険特別会計繰出金（財政安
定化支援事業）等の見直」を掲げている。それ
ぞれ繰出金については普通交付税算入額を原
則とし、予算編成過程において各特別会計の
歳入歳出の状況により見直を行っている。

平成22年度の各特別会計への繰出金の決算
・簡易水道事業　　　　　　90,933千円
　（平成21年度決算額　87,257千円）
・下水道事業特別会計　567,744千円
　（平成21年度決算額　578,763千円）
・国民健康保険特別会計　257,674千円
　（平成21年度決算額　248,929千円）
※国民健康保険特別会計への繰出金は財政
安定化支援事業分のみを計上

△ -

毎年度の予算編成過程において繰出
金の見直しは行っているが、各特別会
計も財政的に厳しい状況にあり、目標
の達成には至らなかった。

財務課

178
その他経費
全般にわた
る見直し

特別会計の見直し（９特別会
計）

実施
平成23年度当初予算編成にあわせて見直しを
行ったものの、特別会計の廃止には至らなかっ
た。

なし ○
9特別会計が廃止等により平成23年度
当初予算時点で6特別会計となってい
るため目標を達成できた。

- 財務課

179
その他経費
全般にわた
る見直し

公社等外郭団体の財政支援の
見直し

実施

平成23年度当初予算編成に併せて、社会福祉
協議会やシルバー人材センター等へ、より一層
の歳出削減に向けた取組や財源確保策につい
て検討するよう要請した。

平成23年度当初予算額
・社会福祉協議会補助金  57,584千円
　（平成22年度決算額　61,353千円）
・高齢者労働能力活用事業等補助金　21,685
千円　（平成22年度決算額　28,198千円）
※高齢者労働能力活用事業等補助金はシル
バー人材センターに対する補助金

○

社会福祉協議会やシルバー人材セン
ターへの財政支援については毎年度
見直しを行い段階的に削減してきてい
るため、ある程度の成果があり目標を
達成できた。

- 財務課

180
公会計制度
の整備

バランスシートの作成 実施

新地方公会計制度に基づいた平成21年度決算
の連結ベースでのバランスシートを作成するた
め、職員研修に参加し、実務能力の向上を図っ
た。

まず普通会計のバランスシートの作成に取り組
んだが、表間の数値の突合に予想以上の時間
を要し、年度内の作成には至らず、連結ベース
でも作成はできなかった。

△ -

これまでに受講した研修時の資料や
書籍を参考に作成作業を行ったが、表
間の数値の突合に予想以上に時間を
要し、平成22年までに作成できなかっ
たため。

財務課

15



平成22年度の取組内容 成果 達成に至らなかった理由
全体
進捗

達成の状況・理由 担当課等取組内容方策番号 区分

181
公会計制度
の整備

行政コスト計算書の整備 実施

新地方公会計制度に基づいた平成21年度決算
の連結ベースでの行政コスト計算書を作成する
ため、職員研修に参加し、実務能力の向上を
図った。

まず普通会計の行政コスト計算書の作成に取
り組んだが、表間の数値の突合に予想以上の
時間を要し、年度内の作成には至らず、連結
ベースでも作成はできなかった。

△ -

これまでに受講した研修時の資料や
書籍を参考に作成作業を行ったが、予
想以上に時間を要し、平成22年までに
作成できなかったため。

財務課

182
公会計制度
の整備

資金収支計算書の整備 実施

新地方公会計制度に基づいた平成21年度決算
の連結ベースでの資金収支計算書を作成する
ため、職員研修に参加し、実務能力の向上を
図った。

まず普通会計の資金収支計算書の作成に取り
組んだが、表間の数値の突合に予想以上の時
間を要し、年度内の作成には至らず、連結ベー
スでも作成はできなかった。

△ -

これまでに受講した研修時の資料や
書籍を参考に作成作業を行ったが、予
想以上に時間を要し、平成22年までに
作成できなかったため。

財務課

183
公会計制度
の整備

純資産変動計算書の整備 実施

新地方公会計制度に基づいた平成21年度決算
の連結ベースでの純資産変動計算書を作成す
るため、職員研修に参加し、実務能力の向上を
図った。

まず普通会計の純資産変動計算書の作成に取
り組んだが、表間の数値の突合に予想以上の
時間を要し、年度内の作成には至らず、連結
ベースでも作成はできなかった。

△ -

これまでに受講した研修時の資料や
書籍を参考に作成作業を行ったが、予
想以上に時間を要し、平成22年までに
作成できなかったため。

財務課

184
資産・債務
改革の実施

資産・債務改革の計画策定・推
進

実施

○資産改革
経営健全化計画（第2次）において、市有財産・
施設の把握を行いストックマネジメント計画を平
成24年度中に策定することとしている。
○債務改革
経営健全化計画において、新規の借入額を償
還元金以内に抑制することにより地方債残高を
縮減することとしている。この方針に基づき財政
運営を行った。

平成22年度末地方債残高　714億円
※平成18年度末地方債残高と比較して87億円
の縮減

△ -

資産改革については計画の策定には
至らず目標を達成できなかったが、債
務改革については目標の48億円を上
回る87億円を縮減し、目標を達成でき
た。

財務課
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