
霧島市集中改革プラン取組実績（平成18年度～平成22年度）

目標
18 19 20 21 22 数値目標、実施年度、実施内容、計画期間等

1

窓口業務等の充実
（昼間窓口取扱業務の充実、窓口取
扱い時間延長、休日窓口開設、サ
テライト窓口開設、ワンストップサー
ビス）

実施
準備
・
協議

一部
実施
・
協議

→ → →

昼間窓口取扱業務の充実については、既に実施している住民票等発行業務や税収納、
福祉の各種サービス申請受付業務等以外の業務の拡充について平成18年度に窓口検
討委員会において内容を検討し、平成19年度から実施する。
休日開放と時間延長については、平成19年度に試行を行い、その実績等を踏まえ今後の
実施に向けた対応を検討する。
サテライト窓口については平成19年度から（仮称）国分駐車場複合ビル内の（仮称）市民
サービスセンターで実施する。
ワンストップサービスについては、検討を続ける。

着手中

昼間窓口取扱業務の開放については、住民票発行業務、税収納、国保及び福祉関係に
おいて実施した。
休日開放と時間延長においては、住民異動届の多い３月・４月の繁忙期に実施した。ま
た、サテライト窓口として市民サービスセンターを開設し、年末年始を除く毎日・午前10時
から午後７時まで利用できるようにした。主な取扱業務は住民票発行、収納事務、パス
ポート発行事務など。
ワンストップサービスについては、今後の組織改正に併せ検討することとしていたが、庁舎
スペース等の課題等もあり具体的な方針決定がなされてないことから、協議が進まなかっ
た。

行政改革推進課

2 フロアマネージャー制度の導入 実施 準備
準備
・
実施

実施   
窓口業務の充実及び総合案内のあり方とあわせて検討を行い、平成19年度中にフロアマ
ネージャー制度を導入する。

H20
達成

平成18年度に窓口を担当する課長による協議を行い、平成19年度より平成20年度（９月）
まで職員と総合案内職員による試行を３期にわたり行った結果、現在案内業務を行ってい
る総合案内に本業務も含め、可能な範囲での記載支援を含めた総合的支援を行っていく
こととなり、平成21年１月から現在の２名体制を３名体制にし、業務を実施している。
一人当たりの平均対応件数：H19年度午前13件、午後12件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　H20年度午前18件、午後17件
最も対応件数が多い時間帯：月曜日の午前
案内内容：税証明、ATM、ごみ出しカレンダーの配布場所、エレベーター等の場所案内、
　　　　　　　申請書等記載支援

総務課

3 市民便利帳の改訂 実施   準備 実施  
合併時に、市の施設や業務等を分かりやすく解説するため作成した市民便利帳について
は、業務マニュアルの作成及び組織改正と併せて見直しを行い、平成21年度配付する。

H21
達成

市民便利帳は、合併前の平成17年度に発行した市民便利帳の改訂版として発行するもの
であり、平成20年度において今回の市民便利帳は広告収入により作成するという方針を決
定し、市が提供する行政情報を広告収入により市民便利帳として製本し、市内全戸へ配
布を行う共同発行業者を公募・選定した。
そして、平成21年度で市民便利帳７万部が納品され、市内全戸配付を行った。
改訂版の市民便利帳を作成、全戸配布したことにより、市民へ最新の行政情報をできたと
ともに、広告収入で作成配布したことにより経費削減も図られた。

秘書広報課

4 保育園空き情報の提供 実施
一部
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、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う。（12園）

H22
達成

常時変動する数値をHP等で掲載することは困難であることから、電話等での問合せに対し
ては、その都度対応している。また、第１～第３希望までの保育を希望する園や他園の空
き情報を提供することにより、待機児童の解消も図ることができた。

児童福祉課

5 公営住宅空き情報の提供 実施 準備 実施    
電話等による問い合わせには随時提供しているが、ホームページによる情報提供につい
ては、数字が変動するため、その取り扱い方法も併せて検討を行い、平成19年度中に実
施する。（対象施設：4,682戸）

H19
達成

市営住宅のトップページに各地区の空き団地及び部屋数掲載している。
変更があるたびに更新をしている。概ね、月１回程度。
他県からホームページに掲載された空き部屋は、いつから入居できるかといった問い合わ
せもあり、効果があった。

建築住宅課

6
公の施設の休館日の見直し
（同様施設の休館曜日の分散等）

実施
一部
実施

準備
・
実施

→ → →

指定管理者制度導入施設110施設については指定管理者側の提案により休館日の見直
し（含廃止）が可能である。一部の施設では休館日の廃止が実施されており、他の施設で
も平成19年度から休館日を見直そうとする動きがある。
市が直営している施設については利用日を拡充し、年末年始を除き、必要に応じて毎日
利用できるようにする。平成19年10月までに各課で検討し12月議会で条例改正、平成20
年4月から実施する。
休館日の縮減、時季に応じた開館時間の延長等も併せて検討する。

H22
達成

指定管理者は、市の承諾を得て休館日、開館時間を変更することができることとしており、
各指定管理者による施設管理のなかで、休館日の縮減、時季に応じた開館時間の延長等
が図られ、市民の利便性の向上を意識した柔軟な対応がとられている。

行政改革推進課

7①
コンビニ収納を含む各種収納方法
の検討・導入（市税等）

実施
調査
研究

準備

一部
実施
・
準備

→ 実施
平成20年度から軽自動車税のコンビニ収納を実施し、他の税目についても平成22年度に
実施する。
また、平成19年度開設の市民サービスセンターでの収納を開始する。

H22
達成

市税等コンビニ収納の調査研究と市民サービスセンター（コア・よか）での市税徴収業務の
方法を検討し、それに伴う電算システムの改修も行った。
その結果、市民サービスセンター（コア・よか）では平成19年７月から市税等の納付ができ
るようになった。
また、平成20年度から軽自動車税のコンビニエンスストアでの納付ができるようになり、平
成22年度から軽自動車税以外（市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、
介護保険料及び後期高齢者医療保険料）もできるようになった。

収納課

7②
コンビニ収納を含む各種収納方法
の検討・導入（住宅使用料）

実施 協議

方針
決定
・
一部
実施

準備
・
一部
実施

→ 実施
市民サービスセンターでの収納業務は、平成19年度から開始。
コンビニ収納の導入について平成20年度中に方針を決定。平成21年度に導入準備を行
い、平成22年度実施を目指す。

H22
達成

平成22年度から住宅使用料のコンビニ収納を開始した。
初年度利用件数　全体の9.7％（口座を含む）　5,210件　81,215,500円
納付書利用者に対し、コンビニ収納の周知を図り自主納付・納期内納付を促進した。

建築住宅課

番号 取組内容 主担当課
実施期間

区分
取組
状況

取組内容・成果等



目標
18 19 20 21 22 数値目標、実施年度、実施内容、計画期間等

番号 取組内容 主担当課
実施期間

区分
取組
状況

取組内容・成果等

7③
コンビニ収納を含む各種収納方法
の検討・導入（保育料）

実施 協議

方針
決定
・
一部
実施 → → →

コンビニ収納については、関係課と検討を行い、方針を決定する。
平成19年度開設予定の（仮称）国分駐車場複合ビル内での収納を開始する。

H22
達成

平成19年度から市民サービスセンター（コア・よか）による保育料収納業務を開始した。ま
た、平成22年度からはコンビニ収納を開始し納付環境が整備されたことにより、利便性の
向上が図られ収納率が向上した。

児童福祉課

8 申請書等への押印見直し 実施 調査 準備 → 実施 →
市民の利便性を向上させるため、申請書等への押印の見直しを行い、法的に制約や定め
のあるものを除き、可能なものから随時押印を廃止する。

H22
達成

申請書等への押印見直しについて基準を示し、検討・実施するよう各課等に依頼し、５申
請書の押印を廃止した。

行政改革推進課

9
市内サイン（道路案内板等）の充実・
見直し

実施  
協議
・
調査

実施 → → 市内サインの状況を調査し、必要箇所への設置等を年次的に行う。
H22
達成

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、サインの充実・見直しについて一定の方向性を出した（サインの充実・見直しが必要
な箇所14件を洗い出し、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。）。

行政改革推進課

10 庁内案内板の工夫 実施  準備 実施   
来庁者が各課の配置場所を探しやすいようにするため、現在の各階ごとに表示されている
庁内案内板に、各課を五十音順に並べた案内板を数ヶ所追加する。

H20
達成

来庁者が目的の課が何階にあるかを判り易くするために、階ごとの案内板だけでなく、五
十音順での案内板を正面玄関及び総合案内に設置し、来庁者の利便性が図られた。

総務課

11 権限移譲による業務の拡大 実施 実施 → → → →

鹿児島県の『権限移譲プログラム』掲載事務の中で、「市民の利便性の向上」及び「霧島市
独自のまちづくりの推進」に貢献すると判断されるものについて、体制の整ったものから順
次受入れを行う。
また、プログラムに掲載されていない事務についても、「市民の利便性の向上」が見込まれ
る事業については、移譲に向けて積極的な要望活動を行う。

平成19年度移譲項目：15項目176事務

H22
達成

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各課ごとに
検討を重ね、県とも協議を行いながら、市民の利便性の向上と霧島市独自のまちづくりを
推進した。その結果、平成23年４月１日現在、32項目296事務の権限移譲が完了した。こ
れは、県内で最も多い権限移譲数であり、一定の成果が出ている。

行政改革推進課

12 ベンチマークの導入 実施  準備 → → →
総合計画実施計画の評価方法としてベンチマークを検討し、総合計画後期計画（計画期
間：平成25年度～平成29年度）から運用できるようにする。

H21
達成

ベンチマークは本市だけでは実施できず、他の自治体が共通のフォーマットでデータを出
し合うことにより比較できることから、平成20年度において、都市自治体間で共通する事務
事業や施策のベンチマークを支援している都市行政ネットワーク会議に加入し、８分野20
事業を対象に本市の分析を行い、その結果を行政評価の参考にしている。

行政改革推進課

一般質問の質問項目については、ホームページ上で公開しているが、答弁は会議録から
抽出し、会議録署名まで完結してからの公開処理となるため、ホームページ上では公開し
ていない。今後は、答弁についても迅速な公開を行うための方法について検討する。
また、会議録の公開については平成19年度中に方針決定し、具体的な実施計画に沿って
実施する。

H20
達成

【目標達成に向けてこれまで取り組んできた内容】
平成18年度・・・会期日程、議案名及び審議結果、一般質問通告書等を議会ホームペー
　　　　　　　　　ジ上に掲載する。
平成19年度・・・議会情報を迅速に提供できる方策を調査・検討し、必要なシステムは霧
　　　　　　　　　島市地域情報化計画中に、導入を位置づけて実施方針を検討するととも
　　　　　　　　　に、予算の積算基礎を確定する。
平成20年度・・・霧島市地域情報化計画に沿って、システムを導入する。
【取組実施による成果】
平成18年度・・・一般質問の質問項目をホームページ上に掲載した。
平成19年度・・・議会の一般質問に対する答弁の迅速な公開は、別途検討中であった「議
　　　　　　　　　会のインターネット中継」の導入の方針が決定したため、インターネットによ
　　　　　　　　　る本会議のライヴ中継・録画中継により、実現する見込みとなった。
　　　　　　　　　　会議録検索システムシステムについても、「霧島市地域情報化計画」に
　　　　　　　　　盛り込まれ、導入の方針が決定した。
　　　　　　　　　　予算措置もされ、平成20年３月議会において予算が成立した。
平成20年度・・・議会の一般質問及び答弁のタイムリーな公開は、別途計画中であった、
　　　　　　　　　インターネットによる本会議のライヴ中継・録画中継により実現した。平成20
　　　　　　　　　年6月議会からスタートした。
　　　　　　　　　　また会議録のホームページ上での公開も、「会議録検索システム」を導入
　　　　　　　　　し、平成20年11月からスタートした。
【取組による効果】
平成18年度・・・一般質問の質問項目をホームページで確認できるようになった。
平成19年度・・・インターネットによる本会議のライヴ中継・録画中継により、一般質問の質
　　　　　　　　　問及び答弁はもとより、本会議全部の詳細をリアルタイムに、または数日内
　　　　　　　　　に知ることができる見込みとなった。
　　　　　　　　　　また、会議録検索システムの利用により、会議録常置場所に出向く必要
　　　　　　　　　がなくなり、 キーワードでの検索等で、瞬時に知りたい情報を入手できる
　　　　　　　　　見込みとなった。
平成20年度・・・上記計画を導入により実現し、本稼働から平成21年３月末までのアクセス
　　　　　　　　　件数の実績は、本会議中継が9,661件、会議録検索が1,199件であった。
【目標達成の理由】
「議会のインターネット中継システム」が６月に、「会議録検索システム」が11月に本稼働した
これで、議会の一般質問及び答弁のホームページにおける公開は、この２つのシステムの導

議事調査課→ → → →13
議会の一般質問及び答弁のホーム
ページにおける公開

実施
一部
実施



目標
18 19 20 21 22 数値目標、実施年度、実施内容、計画期間等

番号 取組内容 主担当課
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14 相談窓口の集中化
検討
↓
実施

 
方針
決定

準備 → → 複数課にまたがる各種相談業務の集中化について整備する。 着手中
平成19年度に、相談業務を持つ関係課において相談窓口の集中化について連携を取る
こととしているが、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。このことから、相談員や関連課の集約はできていない。

行政改革推進課

15 コールセンターの開設 検討
調査
研究

→ → →
方針
決定

市民からの問い合わせ、要望等を一元的に受け付けるコールセンターを設立し、市民との
接点を確実にフォローし、住民満足度の向上を目指すとともにニーズや問合せを蓄積す
る。蓄積された情報を分析・評価することで、更なるサービスの向上を目指す。

・先進自治体の事例や、民間委託した場合の費用など資料収集を行う。
・二次評価会議の中でサンプリング調査が不十分との意見も出されたので、期間を定めて
必要なサンプリングを実施する。
・現在事務レベルで進められている三市連絡会（霧島市・薩摩川内市・鹿屋市）のなかで、
コールセンターの設置について共同で設置できないかを検討しようとする意見がある。霧
島市単独設置のほか、三市で共同設立する場合も可能性として考えられるので引き続き
研究を進める。

H22
達成

先進自治体の事例や民間委託した場合の費用などの資料収集を行う。
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、行政経営会議において
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導入を
見送った。
また、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、また同規模の自治体
の事例等を踏まえ検討を行う。先進事例では、新たに発生する導入経費などの財政負担
を、コールセンターに電話交換業務等を取り込むなどの経費節減を図りながら設置してい
る。現在、本市は総合支所の電話交換業務の統合を進めていることや導入による職員人
件費の削減効果が確認されなかったこと、さらに同規模の自治体での導入事例が極めて
少ないことなどから、当面は導入を行わないこととした。

行政改革推進課

16
電子掲示板の設置
（大型店舗等）

検討 協議 →
方針
決定

  
平成19年度中に『霧島市地域情報化計画（計画期間：平成20年度～平成24年度）』を策
定する中で調査検討し、平成20年度中に方針を決定する。

H19
達成

平成18年度に電子掲示板については、サティ・山形屋等を前提として協議したが、財源状
況等を勘案し平成19年度において再検討することとした。『霧島市総合計画』と『霧島市地
域情報化計画』の整合性をとるため調整を行い、平成19年度に地域情報化推進委員会に
おいて方針を決定した。その結果、大型店舗等への設置については、霧島市地域情報化
計画策定協議において、導入費用、維持管理費用等を考慮したうえで、より効果的に市民
へ情報提供するために、携帯電話等を利用した情報提供を検討するとした。

秘書広報課

17 メールを活用した情報発信
検討
↓
実施

協議
方針
決定

準備 → →
平成21年度中にメールを活用した住民サービスを調査検討し、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決定する。

H22
達成

先進地自治体を視察した結果や関係課において協議した結果、行政として市民の生命・
財産を守るための新たな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
を用いた「防災メール配信システム」を内容として決定した。

情報政策課

18 施設予約状況のネット閲覧 検討  協議 → →
方針
決定

平成22年度までに施設予約システムについて調査・検討し、方針を決定する。 着手中

施設予約システム導入については、施設の現状把握や利用者のアンケート調査、諸問題
等について５回の会議を開催した。その後、施設担当課長及び部長へ報告し、導入費用
や運用経費・利用者のニーズ・導入後の効果等について検討を行った結果、方針の決定
はできず平成23年度も引き続き研究することになった。

保健体育課

19
公の施設へのホームページ閲覧用
パソコンの設置

検討  協議 →
方針
決定

 平成21年度までに「公開端末の充実」について調査・検討し、方針を決定する。
H21
達成

霧島市地域情報化推進委員会、作業部会、関係部等の長の会議で、霧島市地域情報化
計画の地域情報化推進事業「公開端末」について協議を行った。さらに県内自治体の設
置状況、運用状況の調査を基に検討した結果、ホームページ閲覧用パソコンを各総合支
所へ設置を進める方針を決定した。

情報政策課

20 議会のインターネット中継の導入
検討
↓
実施

協議
方針
決定

実施   
平成19年度までに議会インターネット中継システムの導入方針が決定したことから、平成
20年度にシステムを導入し、本会議のライブ中継・録画中継を配信する。

H20
達成

【目標達成に向けて取り組んできた内容】
平成18年度・・・議会傍聴の実態と現状分析を行い、システムの導入根拠を明確化する。
平成19年度・・・議会インターネット中継システムの導入を、霧島市地域情報化計画に位
　　　　　　　　　置づけて、実施方針を決定する。
平成20年度・・・議会インターネット中継システムを導入し、本会議のライヴ中継・録画中継
　　　　　　　　　を配信する。
【取組実績による成果】
平成18年度・・・平成19年３月に霧島市地域情報化計画が策定され、議会中継システム
　　　　　　　　　に関連する項目が盛り込まれた。
　　　　　　　　　　※現在の議会中継は、本庁舎内ではリアルタイムに放送され、ケーブル
　　　　　　　　　　　テレビからは録画放送されている。
　　　　　　　　　　　　ケーブルテレビが整備されていない地区との間には、情報格差が生じ
　　　　　　　　　　　ており、改善を図る必要がある。
平成19年度・・・導入の方針が決定し、予算措置（平成20年度）がなされた。
平成20年度・・・平成20年６月議会から、インターネットによる本会議のライヴ中継・録画中
　　　　　　　　　継をスタートした。
【取組による効果】
インターネットによる本会議のライヴ中継・録画中継により、本会議全部の詳細をリアルタイ
ムに、または数日内に知ることができるようになリ、本稼働から平成21年３月末までのアクセ
ス件数の実績は、9,661件であった。
【目標達成の理由】
議会インターネット中継システムを導入したため、目標を達成した。

議事調査課

21
議会会議録のホームページにおけ
る公開

検討 検討
方針
決定

「霧島市地域情報化推進委員会」において検討しており、平成19年度中に方針決定し、具
体的な実施計画に沿って実施する。

統合 【平成19年度に、13番に統合】 議事調査課
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取組内容・成果等

22
財務会計システムの見直し
（政策体系、予算の枠配分、行政評
価への対応）

実施    準備 実施
政策体系に基づく予算編成の見直し、予算枠配分方式の導入にあわせて平成22年度か
ら実施する。

着手中
改修費用を考えて、公会計制度の見直しに合わせてシステムを改修する予定であったが、
公会計制度分の改修内容が未定であるため、目標を達成できなかった。

財務課

23 グループウェアシステムの機能充実 実施 実施 → → → →
合併時より、システムを本稼働し運用してきているが、今後とも必要に応じて機能の充実を
図る。

H20
達成

グループウェアシステムの機能充実により会議室・公用車等の有効活用や職員間におけ
る情報の共有化が図られた。

情報政策課

24 OA機器の更新・見直し 実施  

協議
・
方針
決定

実施 → →
『霧島市組織機構再編計画』及び『霧島市定員適正化計画』に基づき、適切なＯＡ機器の
整備について見直しを行う。

着手中

職員が使用する業務用パソコン（約1,200台）等を導入計画に基づき配備することとしてい
るが、予算配分や年度毎の端末価格にバラツキがあることから耐用年数が4～5年と言われ
ているところを7～10年使用している現状である。
パソコンの配備についてはエンドレスに続く事業であり、目標の達成判断が難しいところで
ある。

情報政策課

25
職員提案制度の導入・事務の改善
運動

実施 準備 → → 実施  
事務の効率化、住民サービスの向上、財源確保（歳出削減、歳入増加）、職員の意識改革
を図ることを目的に平成21年度から実施する。

H21
達成

事務の効率化、住民サービスの向上、財源確保（歳出削減、歳入増加）、職員の意識改革
を図ることを目的に平成21年度に試行的に実施し、20件の提案が寄せられ二次審査の結
果、３つの提案については実施及び実施に向けての取組を行った。

行政改革推進課

26
公用車管理の見直し
（集中管理、分散管理等）

実施 準備 → → → 実施
公用車を効率的に運用するために全車両グループウェアに載せ、全車集中管理か、一部
集中管理及び部管理にするかの検討を行い、公用車の有効活用を図る。

H22
達成

公用車の一部集中管理を充実することで、効率的な運用が図られた。特に、県外出張に
は財務課所管のハイブリッド車を使用するなどして燃料費の削減にも効果があった。

財務課

27 業務マニュアルの作成 実施  実施    
職員が誰でも常に適切な市民対応が行えるようにするとともに、職員の異動による事務の
停滞を解消し、安定した行政運営が行えるようにするため平成19年度中に業務マニュアル
を作成する。

H19
達成

職員が誰でも常に適切な市民対応が行えるようにするとともに、職員の異動による事務の
停滞を解消し、安定した行政運営が行えるようにするため平成19年度に業務マニュアルを
作成した。

行政改革推進課

28 各種審議会等設置のあり方見直し 実施 実施 → → → →

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
の有無について精査した上で創設する。
また、すでに設置されている審議会等については所期の目的を達した時点で速やかに廃
止する。

H22
達成

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、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精査した上で創設している。

行政改革推進課

29
ファイリングシステムの構築・適正管
理

実施 準備 実施    
ファイリングシステムの適切な運用を行うため、平成18年度中にマニュアルを作成し、ファ
イリングシステムの構築を行う。

H19
達成

市の事務を行う上で発生する文書を体系的に整理し、必要な文書の確保して共有化を図
り、即時検索を可能にする手段であるファイリングシステムを構築するため、ファイリングシ
ステムに関するマニュアルを作成し、周知のための職員説明会を実施した。
このシステムの運用に当たっては、各年度ごとに発生する文書の類型、保存年限、保存場
所を記載したファイル基準表を作成することで、文書の発生から廃棄までを組織的にコント
ロールするとともに、文書の存在・不存在の確認、文書を探す時間を短縮できるようになっ
た。
また、運用に当たり必要なフォルダ等は、経費節減のため一括調達し、文書発生元ごとに
必要に応じて配布した。

総務課

30 関平鉱泉所の運営 実施 実施 → → → →

売上げが減少傾向にあるため、平成20年度に（仮称）関平鉱泉所運営検討委員会を設置
して検討を行い、消費者のニーズにあった新たな商品開発を行うとともに新たな販売戦略
を構築することにより、売上げを向上させる。
なお、企業会計への移行については、費用対効果等を比較検討し、消費税等が課税対
象となるため現行の一般会計で経理事務を行う。

着手中

平成18年度　　組織機構の見直し　平成19年４月１日より関平鉱泉所の所管を牧園総合
　　　　　　　　　支所総務課から商工観光部観光課へ移管し、専任の職員を配置。新規
　　　　　　　　　特約店の開拓（旧市町の特産品販売所等）。
平成19年度　　月１回の経営戦略会議。２ヶ月に１回の職場会議の実施。
平成20年度　　企業会計への移行について、費用対効果等を比較検討。一般会計で経
　　　　　　　　　理事務を行うことにした。
平成21年度　　平成20年度から実施してきた関平鉱泉運営検討委員会を霧島市営関平
　　　　　　　　　鉱泉所整備検討会として発足。
　　　　　　　　　 保湿ミストを資生堂と共同開発した。
平成22年度　　平成22年度は宮崎県で発生した口蹄疫、新燃岳噴火の影響を色濃く受
　　　　　　　　　けた。そんな中、新聞・雑誌・テレビ等での広告活動。休眠顧客へのＤＭ
　　　　　　　　　発送等による掘り起こし、神命水・空水の新商品販売及び各種イベント等
　　　　　　　　　での関平鉱泉水の試飲会。関平温泉の森の整備等誘客活動を実施した。

観光課

31 電子決裁の導入 検討  協議 → →
方針
決定

事務の効率化や組織機構改革のためにも喫緊の課題であることから、文書の受発や管
理、財務会計、グループウェア等の見直しと連携しながら、プロジェクトチームを編成して
平成22年度中に方針を決定する。

着手中
文書管理及び財務会計等の業務に係る事務決裁の電子決裁導入について協議をしたが
文書管理システムの導入や財務会計システムの見直し等の意見集約ができなかった。

情報政策課

32 遠隔会議システムの導入 検討  協議 →
方針
決定

 平成21年度中に職員アンケート等を実施し、方針を決定する。
H21
達成

霧島市地域情報化推進委員会において、遠隔会議システムの導入について、県内自治
体の導入状況、運用状況、本市の会議開催状況等を調査・検討した結果、現時点では導
入は行わないとの方針を決定した。

情報政策課

33 意見・要望等のデータベース化
検討
↓
実施

協議 →
方針
決定

実施  
平成20年度中にご意見・要望等データシステム化構築を検討し、方針を決定する。
平成21年度中にその方針に基づき、実施する。

H21
達成

先進地事例を情報収集して内部検討を行い、導入の可否検討を行う。その後平成20年度
中に、ご意見・要望等データシステム化構築を検討し、方針を決定する。そして、平成21年
度中にその方針に基づきご意見・要望等のうち、職員間で情報を共有し、市政推進に活
用できるものをグループウェアに掲載した。

秘書広報課
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34
給食事業（自校方式、給食センター
方式）の見直し

検討 協議 → → →
方針
決定

給食事業の見直しについては、国分西小学校の分離や各学校の給食施設の安全管理上
の課題等を考慮しながら取り組み、平成22年度中に方針を決定する。

着手中

給食センター・自校方式に対して給食状況調査の実施や、霧島市学校給食運営審議会を
開催し、仮称第二国分西小学校への給食供給方法について協議を行った。
また、関係センターから国分地区上場４校への給食配送の可能性についての実態調査、
給食施設改修を行う場合の経費等の比較検討を行うとともに、霧島市学校給食運営審議
会を開催し意見交換や、国分地区上場４校の校長との意見交換会を実施した。
しかし、国分地区上場４校への給食配送について検討していく中で、霧島市全体としての
整備の方針の検討が必要となり、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。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こととした。

保健体育課

35
市に事務局がある各種団体のあり方
見直し

検討 調査 協議 → → →
市が事務局業務を担っている各種団体については、可能な限り事務局業務を団体自身で
行えるようにするため、団体の育成に取り組む。

着手中

関係各課に対し、事務局を団体自身で行うべきものについてはそのための計画を作るよ
う、また市で行うべきものについてはその理由を明確にするよう照会を行い、その結果に基
づき、各課は、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。しかしながら、市が事務局となる理由が付かない各種団体が平成23年４月１
日現在21団体残っている。

行政改革推進課

36 分別収集補助金の見直し 実施 準備 → 実施   
平成19年度で、旧国分市、旧溝辺町、旧霧島町、旧隼人町から引継がれている分別収集
補助金制度を廃止し、平成19年度中に、地域振興関連補助制度との整合性を考慮しなが
ら、平成20年度以降の補助制度について検討する。

H20
達成

旧制度を実施していた合併前の４地区の自治会から当補助金制度継続の強い要望が
あったことをふまえ、平成18年度より、当補助金制度の見直しについて、十分な協議・検討
が重ねられた結果、霧島市内全域の自治会を対象とした公平・公正な補助金制度が確立
され、平成20年度より実施した。また、この補助金制度を実施したことにより、行政と地域が
一体となり効率的な廃棄物行政を推進し、かつ循環型社会の構築に寄与することができた
と考えられる。

環境衛生課

37① 市税等の統一（法人市民税） 実施 準備 → 実施   
平成20年度から全市域で法人税割税率を14.7%に統一する。
※平成19年度までの税率：旧国分地区14.7%　、旧国分地区以外12.3%

H20
達成

法人市民税法人税割の税率については、旧国分地区14.7％　他地区12.3％の不均一税
率となっていたため、平成20年度から霧島市内の均一税率の適用に向けて、平成18年度
から平成19年度にかけて、事業者や税理士への法人市民税申告書送付の際、平成20年
度から霧島市内の法人市民税法人税割税率を14.7％へ税率を統一する旨の説明書を送
付し、また本市ホームページや市報等での啓発に努めた。
「合併後調整する」とされた法人市民税法人税割税率について、市内14.7％に統一した結
果、不均一税率状態が解消され、また全ての事業所等から法人税割税率14.7％での申告
受付をすることが出来た。
法人市民税の税収は事業所の事業業績によるところが大きく決算額では単純に判断出来
ないが、税率12.3％から14.7％へのアップ分2.4％の増収が見込まれる。

税務課

37② 市税等の統一（国民健康保険税） 実施 準備 実施    
平成19年度から国民健康保険税の医療分を、所得割13.0％、均等割31,600円、平等割
28,200円に統一する。同じく介護分を、所得割2.1％、均等割8,000円、平等割5,100円に
統一する。

H19
達成

国民健康保険税の税率については、合併前旧市町で税率等が不均一となっていたため、
平成19年度からの霧島市内の均一税率の適用に向けて、国民健康保険運営協議会への
諮問・答申を受けて、住民説明会の実施、本市ホームページや市報等での啓発に努め
た。
「合併後調整する」とされた国民健康保険税の税率については、平成19年度より合併前旧
市町で不均一であった税率を霧島市内統一とし、霧島市内における不均一税率状態が解
消された。
決算時の現年度調定額で単純比較すると、資産割を含む課税４方式から資産割を省いた
３方式への変更分も合わせて、均一前である平成18年度が2,963,900千円、均一後である
平成19年度が3,709,045千円と745,145千円の増収となった。

税務課

37③ 市税等の統一（都市計画税） 検討 協議 → → → →

総合計画や、国土利用計画と整合性を図りながら平成20年度から21年度に策定予定の
『都市計画マスタープラン』の中で新市の都市計画区域や都市計画事業について計画、
検討し、その後平成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。

着手中

・平成19年度に都市計画区域における人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街
地の面積、土地利用、交通量等について、現況及び将来の見通しを調査する都市計画基
礎調査を行った。
・平成20～21年度にかけて、前年度に行った都市計画基礎調査の結果を基に都市計画
に関する基本的な方針である霧島市都市計画マスタープランを作成した。
・平成21年度から、都市計画区域の再編に着手した。今後、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。

都市整備課

38 保育料の統一 実施 実施     
平成18年11月に規則の一部改正、平成18年12月に負担増の緩和に関する規則の公布を
行ったところである。平成19年度から平成21年度までの３か年で調整する。

H18
達成

市内の保育所負担金を統一し、負担の公平化が図られた。 児童福祉課

39 住宅使用料の調整 実施 準備 → → 実施  平成20年度に行われる国の法改正に併せて調整を行う。
H20
達成

国の法改正内容に基づき住宅担当者会において　各住宅ごとの家賃算定方式について
検討した。
住宅使用料の調整を行うことにより市内の均衡化が図られた。

建築住宅課
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40 下水道使用料の統一 実施 準備 → → → 実施

国分隼人地区と牧園地区の下水道使用料単価の統一について、５年間を目途に調整す
る。
なお、下水道使用料は上水道料金と密接な関係があるため、水道部が行う上水道料金の
調整状況を見ながら、水道料金の改正時期と併せて検討調整を行っていく。

着手中

下水道使用料統一時期の協議及び下水道使用料統一時の各地区の影響度について、
維持管理費・資本費等と下水道使用料との経営シミュレーションによる単価の分析に着手
している。しかしながら、使用料単価算定は認可事業計画及び実績による経営シミュレー
ション等を行う必要があり、牧園地区の現事業認可計画が平成25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年度実績を目途に統一時期延伸の
決定をした。

下水道課

41 水道料金の改定 実施 準備 → → → 実施

平成18年度中に施設及び経営の基盤形成のために策定する『霧島市水道事業基本計画
（計画期間：平成19年度～平成28年度の10年間）』の中で、市水道の現状と問題点の抽
出、給水人口予測、水の需要予測、それに伴う水道施設の整備を計画する。これらの計画
を健全な経営で維持しながら実施していくための適切な料金改定を平成22年度までに行
う。

H22
達成

水道料金については、平成18年度に策定した霧島市水道事業基本計画等を基に、平成
22年度から平成28年度までの７年間を料金算定期間とし、安全で良質な水の安定供給を
行うため、水需要の変動や収入予測、今後必要となる投資資金などのシミュレーションを
行い、総括原価を計算して決定した。決定に際しては、市民の皆さまの意見を反映させる
ため、水道事業等運営委員会を設置・開催（６回）し、最終的に委員会報告書を提出して
いただいている。平成22年３月給水条例の改正、同年10月施行し、霧島市の水道料金の
統一を行った。

水道部管理課

42 使用料・手数料の見直し 実施 検討
一部
実施

→ →
『霧島市経営健全化計画（計画期間：平成18年度～平成23年度の６年間）』に基づき、受
益者負担の公平化を図るため、施設使用料などの調整を行う。

統合 【平成19年度に、157番に統合】 財務課

43①
各種イベント・行事の見直し（霧島山
麓ゴルフ大会）

実施 準備 廃止    平成19年度から廃止する。
H19
達成

平成19年度当初予算要求時に、イベント調整企画会議にて決定されたことを商工観光部
にて再協議し、補助金交付先に内示し補助金を廃止した。
平成19年度補助金100千円の削減。

観光課

43②
各種イベント・行事の見直し（南日本
カップアマチュアゴルフ大会）

実施 準備 廃止    平成19年度から廃止する。
H19
達成

平成19年度当初予算要求時に、イベント調整企画会議にて決定されたことを商工観光部
にて再協議し、補助金交付先に内示し補助金を廃止した。
平成19年度補助金800千円の削減。

観光課

43③
各種イベント・行事の見直し（国立公
園指定記念　ゴルフ大会「紅葉杯」）

実施 準備 廃止    平成19年度から廃止する。
H19
達成

平成19年度当初予算要求時に、イベント調整企画会議にて決定されたことを商工観光部
にて再協議し、補助金交付先に内示し補助金を廃止した。
平成19年度補助金800千円の削減。

観光課

43④
各種イベント・行事の見直し（国分産
業フェア）

実施 休止 廃止    
これまで休止していた国分産業フェアについては、平成19年度から廃止し、新たに民間が
主体となった新たなイベントを立ち上げる。

H19
達成

イベント施策政策群での検討結果を受け、行政主催の霧島産業フェアについては廃止が
決定。

商工振興課

43⑤
各種イベント・行事の見直し（丸岡公
園桜まつり）

実施 準備 廃止    平成19年度から廃止する。
H19
達成

平成19年度当初予算要求時に、イベント調整企画会議にて決定されたことを商工観光部
にて再協議し、補助金交付先に内示し補助金を廃止した。
平成19年度補助金1,080千円の削減。

観光課

43⑥
各種イベント・行事の見直し（春市・
秋市（横川））

実施 準備 統合    平成19年度から春市と秋市を統合する。
H19
達成

横川町商工会理事会で平成19年度より春市と秋市の統合を検討し、平成19年度より統合
決定した。
平成19年度補助金103,000円の削減。

商工振興課

43⑦
各種イベント・行事の見直し（隼人夏
祭り旗少年サッカー大会）

実施 準備 → 統合   平成20年度を目処に他のイベントと統合する。
H20
達成

隼人夏祭り総踊り、花火大会に付随する事業であったが、平成20年度隼人夏祭り総踊り、
花火大会が開催されなかったため、他地区のサッカー大会と合同で行われ、単独での補
助事業としては廃止になった。
平成20年度補助金270千円の削減。

観光課

43⑧
各種イベント・行事の見直し（隼人夏
祭り総踊り・花火大会）

実施 準備 → 統合   平成20年度を目処に他のイベントと統合する。
H20
達成

夏祭り・花火大会の統合について、平成18年度・19年度国分・隼人の実行委員会、観光協
会、行政の関係者で協議を行った。
平成20年度に霧島市誕生３周年記念花火大会を開催し統合。

観光課

43⑨
各種イベント・行事の見直し（霧島市
国分納涼花火大会）

実施 準備 → 統合   平成20年度を目処に他の花火大会と段階的に統合する。
H20
達成

夏祭り・花火大会の統合について、平成18年度・19年度国分・隼人の実行委員会、観光協
会、行政の関係者で協議を行った。
平成20年度に霧島市誕生3周年記念花火大会を開催し統合。

観光課

43⑩ 各種イベント・行事の見直し（成人式）検討 協議 → →
方針
決定

 

合併時の調整では、合併後に一本化するとされていたが、平成17年度（18年1月）開催後
に、市長外三役との協議の結果、成人式は地区ごとの特色もあり、新成人の同窓会的な役
割も兼ねているので、19年度までは旧市町ごとの7地区での実施とした。
合同若しくは各地区開催については、平成18年度から19年度にかけて協議検討を重ねた
結果、合併年度である平成17年度の中学校卒業生が成人となる平成22年度の実施につ
いて平成21年度に方針決定する。

H21
達成

「霧島市」としての一体感を醸成するために合併後一本化するとされていたが、生涯学習
課、各教育振興課の担当者会で合同開催もしくは各地区開催する場合のメリットやデメリッ
トについて検討を行った。
また、教育委員会や社会教育委員の会で協議を行ったり、アンケートを実施した結果、「新
成人者全員を収容できる施設がない」「現在、各地区の特色ある運営を行っている」などの
理由により、当分の間各地区開催とするとの方針決定を行った。
（H21年度の成人式において参加者に行ったアンケート結果は、一括開催を希望する
29％、各地区開催を希望する71％であった。）

生涯学習課
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44 コミュニティバス事業の見直し 実施 準備 → 実施   

平成18年度から平成19年度にかけて運行中のコミュニティバス（国分地区、隼人地区、横
川地区、霧島地区、牧園地区）及び過疎乗合バス（福山地区）の現状把握・分析を行うとと
もに、コミュニティバス検討委員会等で路線計画の検討を行い、平成20年4月から新たな
運行体系で運行する。

H20
達成

○平成18年度
　各地区のコミュニティバスの現状把握・分析を行うために、利用実態の調査等を行い、コ
ミュニティバス整備の方向性についてコミュニティバス検討委員会等で議論を重ねた。
○平成19年度
　コミュニティバスの運行計画について、コミュニティバス検討委員会等で検討を重ね、地
域公共交通会議において最終決定し、運輸局へ運行認可の手続きを行った。
○平成20年度
　溝辺、福山地区での新規運行の開始及び既存地区（国分、横川、牧園、霧島）における
運行の見直しを内容とする「ふれあいバス」を平成20年４月から運行することにより、鉄道や
路線バス等の公共交通が整備されていない地域（交通空白・不便地域）に居住する方々
の交通手段の確保及び利便性の向上を図った。

企画政策課

45① 公共的団体等の統合（商工会） 実施 準備 実施    市内６商工会を、平成19年４月１日をもって一つに合併する。
H19
達成

霧島市内６商工会（溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町）の合併につい
て、平成18年度に協議・調整を行った。平成19年４月１日に６商工会が合併し、霧島市商
工会が発足した。これにより、新市の一体感の醸成や商工行政事務の効率化を図ることが
できた。なお、商工会育成補助金は前年度と比較して1,590,000円削減することができた。

商工振興課

45② 公共的団体等の統合（衛生普及会） 実施 準備 → 実施   平成20年4月合併に向けて、協議を行う。
H20
達成

平成19年度に旧１市６町に所在していた衛生自治団体の合併に向けて、霧島市環境保全
協会合併準備会を設立し、調整項目についての協議及び協定項目についての方針決定
を行った。具体的には、規約の制定・会費の取扱い・財産の取扱い・その他事業活動の取
扱い等についての方針を決定し、平成20年２月25日霧島市環境保全協会発足に係る合
併調印式を行い、平成20年４月１日に霧島市環境保全協会が発足した。

環境衛生課

45③ 公共的団体等の統合（国際交流協会実施 協議
方針
決定

実施   
平成18年度～平成19年度で事業内容の検討及び方針決定を行い、平成20年度に市内
全域の新しい協会の設立を目指す。

H20
達成

霧島市発足後、旧国分市と旧隼人町で組織されていた民間団体の「国際交流協会」を発
展的に解散するとともに、市全域の市民に参加を呼びかけ、新たに「霧島市国際交流協
会」が設立できるよう、ワーキンググループ会議などで事業内容の検討や協会のあり方等
について協議を行った。
その結果、「霧島市国際交流協会」が発足し、市内全域から会員を募集することが可能と
なったため、活動の裾野が広がった。また、市が実施していた海外派遣事業を協会がまと
めて実施することにより、参加者募集や派遣生の選考、派遣生事前学習会などの事務が
一体的に実施できるようになり、事務的負担や事務経費などの見直しが図られた。

企画政策課

45④ 公共的団体等の統合（観光協会） 実施 準備 → → 実施  
市内６観光協会において、合併を目指し検討しているが、諸般の課題等もあり合併までに
は時間がかかることが見込まれる。平成21年４月１日合併を目指して協議を進める。

H21
達成

平成18年度より合併協議会を開催。
平成19年度「大霧島観光協会」「妙見温泉観光協会」「安楽温泉観光協会」が合併し、大
霧島観光協会が設立された。
その後、平成21年4月1日「大霧島観光協会」「国分観光協会」「隼人町観光協会」「国立公
園霧島観光協会」が合併し、社団法人霧島市観光協会が設立された。
観光協会が1つになったことにより、関係機関の情報共有が図られるとともに、総合的かつ
広域的な観光戦略が取り組まれることとなった。
平成18年度補助金1,718千万円の削減（対前年度比）

観光課

45⑤
公共的団体等の統合（霧島市茶業
振興会）

実施 実施     
平成18年1月より市管内の各茶業振興会役員・JA・普及センター・農林事務所等で統合に
向けた協議を行ってきており、平成19年3月に設立総会を開催する。

H18
達成

平成18年から統合に向け協議を重ね、平成19年３月、旧市町ごとに組織されていた茶業
振興会が統一され、霧島市全体としての今後の方策を検討・実施する組織が設立できた。
霧島市では、平成22年度から「霧島茶ブランド確立PR事業」を実施しており、生産者、行
政、振興会、農協などの関係団体が一体となって霧島茶のブランド化の推進を図ることが
できた。また、茶業振興会が統一され、茶園管理、製造指導が円滑かつ効率的に実施さ
れたことにより、第64回全国茶品評会において「産地賞」を獲得できた。

農政畜産課

45⑥
公共的団体等の統合（霧島市葉た
ばこ生産振興会（仮称））

実施
一部
実施

実施    
福山地域を除く各総合支所ごとに６団体が存在していたが、既にH18年度より共同育苗等
の統一活動が開始され、役員までは決定し、統一組織としての活動を行っている。正式な
規約の制定や予算の統合は平成19年度から行う。

H19
達成

平成18年度中において、各総合支所単位の６団体より役員を選出し統一に向けた協議を
行い、平成19年８月25日に６つの振興会を統合し霧島市葉たばこ生産振興会を発足し
た。

農政畜産課

45⑦
公共的団体等の統合（霧島市認定
農業者の会(仮称））

実施
調査
研究

実施    
市内に類似団体が７団体あるため、平成19年度中に組織を統合し「霧島市認定農業者の
会（仮称）」を設立する。

H19
達成

市内７つの認定農業者の会を統合し、平成20年２月15日に霧島市認定農業者の会を発足
したことにより、霧島市内の全ての認定農業者へ対し、統一的な情報発信が可能となり、地
区を越えた連携が可能となった。

農政畜産課
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45⑧
公共的団体等の統合（霧島市酪農
振興会（仮称））

実施
方針
決定

準備 実施   
市内に類似団体が５団体あるため、平成20年度中に組織を統合し「霧島市酪農振興会
（仮称）」を設立する。

H20
達成

酪農振興団体については、合併後、旧市町単位（国分・溝辺・牧園・霧島・隼人）からの団
体が存続、活動をしていた。しかし、その活動も活発な団体もあれば、人数が少なく思うよう
な活動が出来にくい団体もある状態であった。そういう中で、これからの霧島市の酪農業を
盛り上げ、酪農振興に繋げる為、市内酪農家への周知を図ったところ、これまでの旧市町
単位団体を統合して新しい酪農振興団体の設立に対する気運が高まってきた。設立準備
の為、霧島市酪農振興会設立準備委員会を発足させ、平成19年度に旧市町単位の酪農
団体、鹿児島県酪農業協同組合、各総合支所とそれぞれ協議を行い、平成20年２月には
関係団体等に事前説明会、３月には事前打合せを実施し、設立総会に向けた事前協議を
行った。平成20年４月に霧島市酪農振興会設立総会にて設立の承認がなされて霧島市
酪農振興会が発足した。組織を統合してからは研修会、ホルスタイン共進会等を通して酪
農家の技術の向上や情報交換の機会として積極的に取り組んでいる。

農政畜産課

45⑨ 公共的団体等の統合（森林組合） 検討 協議 → →
協議
・
設置

協議
３組合（姶良西部・姶良東部・北姶良）とも推進協議会への移行が理事会で承認されたた
め、早い段階に推進協議会を設立し協議に入り、22年度中に各組合の合併総代会で合
併の承認を得たい。

着手中
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。

林務水産課

45⑩ 公共的団体等の統合（土地改良区） 検討 協議 →

一部
実施
・
協議

協議 →

市内にある８土地改良区で連絡会を作り、合併を目指して検討している。平成20年４月に
は隼人地区にある２つの土地改良区が合併する。
その他の土地改良区の合併までには時間を要することが見込まれるが、引き続き協議を続
ける。

着手中

隼人地区の宮内原土地改良区と市成吉沢新田土地改良区が合併したことにより、新土地
改良区（宮内原土地改良区）の事務処理体制が整備され運営経費の節減等効率的な運
営がなされている。このような実例を前面に打ち出し、身近な土地改良区間の将来的な農
業施設の維持管理・運営経費及び受益者減など含めた事務局長会議等を開催し合併を
視野に入れた協議を展開する。

耕地課

46 消防団の組織の見直し 実施  準備 実施   
現在７団制をとっているが、災害等発生時の指揮命令をスムーズに行なうとともに、消防団
の統制を計るため、平成20年度に消防団を１団制とし、７消防団を各方面隊方式とする。

H20
達成

消防団長及び両副団長には、全体の訓練や霧島市を代表する会議等への出席、及び各
地区の巡視を依頼している。各地区で発生する火災や行方不明捜索活動等では、方面
隊長が指揮を執り、スムーズな活動が行なわれている。

消防局警防課

47 ケーブルテレビ事業の見直し 検討  協議 → →
方針
決定

溝辺地区で実施しているケーブルテレビ事業の基本料金等見直しの方針を決定する。
H22
達成

○取組内容
　ケーブルテレビ事業の基本料の見直し（問題整理、スケジュール、料金設定、徴収開始
時期等）について、企画部情報政策課と溝辺総合支所地域振興課を中心に調査・検討を
進め、市長、副市長、関係部課で協議した。また、溝辺地区自治公民館連絡協議会、溝
辺地区地域審議会等において基本料有料化の必要性について説明し、意見集約を行っ
た。
　これらの結果を踏まえ基本料を無料から有料(月額525円)に見直した。
○有料化にあたって
　基本料有料化の必要性は、当事業の財源の一つである競輪場外車券発売環境交付金
の減少により今後の事業の運営維持が厳しい状況にあることと、姶良中央地区合併協議
会での調整事項であることが主な要因となっている。料金設定については、①当事業の導
入目的（情報格差の是正、CATVによる行政情報の提供、テレビ難視聴地域の解消）、②
民間とは導入背景が異なる公営事業であること、③溝辺地区自治公民館連絡協議会等の
意見の３点を考慮し、月額525円とした。

溝辺・地域振興課

48 投票区の再編 検討 協議
方針
決定

   
高齢化が進行している中での投票区の再編は困難ではあるが、平成18年度～平成19年
度で検討し、平成19年度中に再編に係る方針を決定する。（投票区数：108）

H19
達成

霧島市明るい選挙推進協議会（市民で構成する協議会：14人）の中で、「投票所を減らし、
投票所が遠くなると投票に行かないとういう声を聞いている。そうすると投票率の低下が懸
念されるので、減らさないでいただきたい。」との意見が出た。霧島市明るい選挙推進協議
会での意見を受け、事務局内で協議した結果、投票所の再編については、現状を維持す
るとの方針を決定した。

選挙管理委員会

49 入札・契約事務の一元化 検討 協議 → → →
方針
決定

入札・契約事務の一元化のため関係課と協議し平成22年度中に方針を決定する。
H22
終了

入札・契約事務の一元化について関係課と協議を行ってきたが、契約課の（工事関係）電
子入札システム導入時に、物品等の入札事務も取り入れ可能な構築となっており環境は
整った。今後は、一元化に向けて人員及び市組織とあわせて全庁的に協議を行っていく。

財務課

50
文化事業・各種講座・スポーツ教室
のあり方の見直し

実施 準備 →
一部
実施

→ →

現在、商工労政課で開催している勤労青少年を対象とした各種講座・教室について、教
育委員会において一元的に開催する方向で検討し、平成２０年度から実施する。また、同
じく商工労政課で開催している働く女性を対象とした各種講座・教室については、一元的
に開催した場合の問題点を検討し、平成１９年度に一元的開催の可否を決定をする。

H20
達成

勤労青少年を対象とした各種講座・教室を公民館講座で一元的に開催するため、平成18
年度から外部評価を取り入れながら検討を行った。その結果、勤労青少年を対象とした各
種講座等については、平成20年度から公民館講座で一元的に開催することができた。こ
れにより、業務の一元化を図ることができた。なお、平成２０年度から、勤労青少年育成事
業費3,898,000円（平成19年度当初予算額）が不要となった。
また、働く女性を対象とした各種講座等については、一元的に開催した場合の問題点を平
成19年度に検討した。その結果、働く婦人の家における働く女性を対象とした各種講座等
については、対象が限定されているため、公民館講座で一元的に開催することは適当で
ないと判断した。

商工振興課

51
登記事務及び未登記物件処理の一
元化

検討 協議
方針
決定

   
登記事務及び未登記物件処理の業務の一元化について検討会（庁内）で検討を行い、平
成19年度中に方針を決定する。

H19
達成

関係課と協議を行った結果、事務の一元化については契約等の確認からその後の情報収
集等など、担当課での継続的な業務遂行が望ましいことから実施しないことで方針を決定
した。

財務課
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52 財産管理のあり方見直し 検討 協議
方針
決定

   効率的な財産管理のあり方について検討を行い、平成19年度中に方針を決定する。
H19
達成

財産管理システムによる効率的な財産管理をする方針を決定し、平成19年度にシステムを
導入し、市有地の所在等の実情把握を行えるようになった。

財務課

53 用地取得事務の一元化 検討 協議
方針
決定

   
用地取得事務の業務の一元化について、執行予算のあり方や各事業担当課並びに本
庁・各総合支所間の業務連携の効率化を踏まえて検討会（庁内）で検討を行い、平成19
年度中に方針を決定する。

H19
達成

平成19年８月16日に平成20年度以降の事務の一元化に係る組織改正や職員配置の見直
しを具体的に検討すべく、建設調整課、管財課、土木課、都市整備課、林務水産課及び
耕地課の計17名を構成メンバーとした検討会を開催し、用地取得事務については、各事
業（土木・都市整備・林務・耕地等）に係る予算体系の問題、また業務に係る検討内容や
優先度等の具体的かつ迅速な判断等、部内業務としての遂行が望ましく、また、グループ
制導入の観点などからも事業担当部・課内全体で用地業務に当たる方が結果として効率
的・機動的であるという検討結果に至ったため、用地業務の一元化は実施しないとする決
定をした。

建設政策課

54 アウトソーシングの推進 実施
一部
実施

計画
策定

実施 → →

市民サービスが維持・向上され、コスト縮減につながると見込まれる場合は積極的にアウト
ソーシングを推進する。
内部管理や定型的業務を含めた事務事業全般にわたり、民間委託の可能性を総点検す
る。また、他団体との事務の共同実施、委託期間の複数年度化による経費節減の可能性
の検証など総合的なアウトソーシングの指針を平成19年度中に策定する。

H20
達成

平成19年度に、アウトソーシングの具体的な手法について調査研究を行い、アウトソーシ
ング指針の策定作業を行った。
同指針を平成20年度から運用開始し、これまでに指定管理者制度の導入など一定のアウ
トソーシングが図られてきており、アウトソーシングを具体的かつ積極的に推進していく体
制が確立できた。

行政改革推進課

55 指定管理者制度の推進 実施 実施 → → → →

従来、管理委託している公の施設について、より効率的、効果的な管理運営と市民サービ
スのより一層の向上を図るため指定管理者制度を導入した。110施設
直営施設に対する制度の導入については、施設のあり方を検証し、市民サービスの向上と
管理経費の縮減が図られる施設について、今後策定予定のアウトソーシング導入指針に
基づき制度導入を図る。この場合、施設管理に参入する意欲のある民間事業者やNPO等
の団体が事前検討を十分行えるように、どの施設をいつ制度導入するのかが把握できる
実施計画を平成19年3月までに策定する。
本制度のさらなる充実と住民サービスの向上を図るべく、評価委員会を組織し各施設の性
格等を踏まえ適切に業績評価を実施する。

効果額
　計画期間中の効果額：2.5億円（開始時期平成18年9月）

H22
達成

「霧島市公の施設の指定管理者制度導入に関する指針」等各種指針を策定し、これに基
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。これ
に伴い、指定管理者の提案による開館日の拡大や自主事業等も実施され、毎年実施して
いる利用者アンケート調査では、接客対応や施設の清潔さ等、施設の管理運営等におい
てサービスが向上したという結果が出ており、総体的に利用者も増えていることから、満足
度が向上している。

行政改革推進課

56 PFI手法の活用 実施 準備 実施 → → →
新規施設整備・建替等の案件が発生した場合、今後策定予定のアウトソーシング導入指
針に基づき、随時実施する。

H22
達成

・関係職員を対象にＰＦＩ説明会の開催（平成18年11月）
・ＰＦＩ手法の活用に向け、平成21年１月に「霧島市ＰＦＩ導入基本指針」を策定したことによ
り、新規施設整備・建替等の案件があった場合、ＰＦＩ事業の導入に係る検討体制を構築
することができるようになった。

企画政策課

57 市場化テストの導入 検討
調査
研究

準備 → 協議 →
公共サービスの質の向上、コストの低下及び職員の意識改革につながる制度の導入につ
いて調査・研究を行い、アウトソーシング導入指針に基づき、導入を進める。

着手中

市場化テストの導入について、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。今後も継続
的な取組として、市場化テストに関する情報収集を行い、導入の可否・時期について他自
治体の事例も参考にしながら進めていく。

行政改革推進課

58
保育園（１２園）の民間委託等の一部
実施

実施  協議 → →
方針
決定

平成22年度までに庁内検討委員会および庁外検討委員会を立ち上げ、保育園のあり方
等について検討を行い、方針決定する。平成23年度中に保護者等への説明のあと、平成
25年度から年次的に民間委託等を実施する。

着手中

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のプロジェクトチームを設
置し協議を進め、先進地視察等も行ってきたが、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たことや、国で議論されていた幼保一元化の
方針が定まらなかったこと、その他社会情勢の影響等により、その後の取り組みが進まな
かった。さらに、協議の場として計画していた「検討委員会」を設置するに至らず、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。

保健福祉政策課

59
幼稚園（６園）の民間委託等の一部
実施

実施 協議 → → →
方針
決定

富隈幼稚園・陵南幼稚園について民間譲渡を含めた今後の運営方針等を検討する。平
成20年度から21年度にかけて協議・検討をし、22年度中に方針等を決定する。

着手中

・平成２０年度に園児数の少ない４幼稚園（三体・大田・福山・牧之原）については、今後の
あり方についての保護者アンケートや地域の方々との意見交換会を実施し、定例教育委
員会で協議・検討を行い、保育条件を統一して運営することとした。（平成21年４月より実
施）
・平成22年度に霧島市立公立学校等規模適正化委員会を設置し、公立幼稚園の民間移
譲を含めた今後の運営方針について検討を行った。その結果、園児数の少ない４園につ
いては、将来的に小学校併設で存続することとし、陵南・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検討することとした。

学校教育課

60
老人ホーム（３園）の民間委託等の
一部実施

実施 協議 → → →
方針
決定

老人ホーム運営業務の民間委託等の導入可能性について検討を行い、平成22年度まで
に民営化を前提とした方針を決定する。
検討の際は、検討委員会を立ち上げ民間委託手法の中で効率的に老人ホーム運営管理
が行える方法について検討するとともに施設の老朽化や制度の改正の対応についても検
討協議し、平成24年度から一部実施する。

着手中

市が設置する養護老人ホーム（３園）のあり方等について、保育園の民間委託と同時並行
で検討を行う部内プロジェクトチームを設置して協議を進め、先進地視察等も行ってきた
が、社会情勢の影響や、同時並行で進めていた保育園の民間委託協議の停滞等により協
議の場を設けることができなかった。

保健福祉政策課
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61 ローカルエネルギー館の活用 実施   準備 → →

【実施年度】
　・平成２１年度　庁内でのリニューアル方針の検討
　・平成２２年度　外部委員による検討委員会での検討、庁内方針との調整
　・平成２３年度　基本設計、実施設計の委託業務
　・平成２４年度　リニューアル工事、工事監理委託
　・平成２５年度　リニューアルオープン
【リニューアルの意図】
市民とりわけ児童・生徒が環境学習をすることが出来、環境に取組む団体の交流拠点と
なり、市民に対しての環境活動のリーダーとして活躍していただき、霧島市環境基本計画
の施策について市民と協働しながら進めることができる。

H22
終了

平成20年度においては、できるだけ経費をかけずに環境をテーマとした施設（環境エコプ
ラザ）としてリニューアルする方針を決定した。
平成21年度においては、庁内で事前評価会議を実施した。
平成22年度においては、先進地視察の実施や改修費用の概算事業費を積算し、庁内検
討委員会事務局において、ローカルエネルギー館を環境エコプラザとして改修するための
費用を約２億３千万円と試算した。しかしながら、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見送ることとした。

環境衛生課

62
働く婦人の家への指定管理者制度
の導入

実施 準備 → → → 実施 平成22年度より、指定管理者制度を導入する。
H21
終了

平成18年度に霧島市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例を改正し、指定管理者
制度の導入について準備を行った。一方、働く婦人の家には国分障害者福祉体育館が併
設されており、一体的に管理する必要があるため、福祉体育館の担当部署である保健福
祉部において指定管理者制度の導入の可否を検討した。
その結果、併設の障害者福祉体育館への指定管理者制度の導入については、障害者福
祉体育館が障がい者の社会参加の促進と福祉の向上を図ることを目的に設置されてお
り、一般市民の利用を制限し、障がい者の利用に限定し、その上で障がい者の利用増進
を図っていくこととしているため、指定管理者制度になじまないという結論に至った。これに
伴い、働く婦人の家への指定管理者制度の導入は実施しないこととした。

商工振興課

63
国分障害者福祉体育館への指定管
理者制度の導入

実施 協議 → →
方針
決定

実施

障害者福祉体育館の利用について、障がい者のみでなく、一般市民も利用ができるように
し、働く婦人の家と一体的な管理運営ができるようにし、利用者の増加や市民サービスの
向上を図るための検討を行っていく。
障害者福祉体育館は、障がい者の社会参加の促進と福祉の向上を図ることを目的に設置
されており、国県の補助事業で建設されていることから、「目的外使用」「その使用料」「補
助金等に係る予算の適正化に関する法律」「条例」に関することなどの条件整備に向けた
検討を行っていくものである。

H21
終了

障害者福祉体育館の利用について、障がい者のみでなく、一般市民も利用ができるように
し、働く婦人の家と一体的な管理運営ができるようにし、利用者の増加や市民サービスの
向上を図るための検討を行ってきました。
また、障害者福祉体育館は、障がい者の社会参加の促進と福祉の向上を図ることを目的
に設置されており、国県の補助事業で建設されていることから、「目的外使用」「その使用
料」「補助金等に係る予算の適正化に関する法律」「条例」に関することなどの条件整備に
向けた検討も行ってきました。
障害者福祉体育館は、条例では使用料や一般市民等の利用については特に規定されて
おりません。
しかしながら、障害者福祉体育館は働く婦人の家と管内が繋がっていることから、両施設を
一体的に管理運営する必要がありますが、障害者福祉体育館の利用形態には、障がい者
が利用する目的で、一般市民の利用を制限しています。
そのため現状のまま、指定管理者制度を導入しても、この制度の目的にそぐわないことに
加え、働く婦人の家と一体的な利用及び管理運営することができないため、計画を終了す
ることになりました。

長寿・障害福祉課

64
地区公民館（26館）への指定管理者
制度の導入

検討 協議 → → →
方針
決定

これまでの協議で26地区公民館の条例公民館としての役割や実績などそれぞれの公民
館データを作成し検討した結果、平成20年度において条例公民館として適さない施設か
ら指定管理者制度等を順次導入していく方向で方針決定していたが、一部導入に際して
市公民館全体のあり方や合併前の各市町公民館の位置付けなど再検討した結果、地域
住民との慎重な協議が必要ではないかとの意見が多数あり、今後、公民館施設運営検討
委員会（仮称）等を開催するなどし方針を決定する。

着手中

26地区条例公民館の指定管理導入について、協議を重ねる中で、旧市町の実情等が分
かってきたことにより、指定管理の導入には慎重な取り組みが必要であることが判明した。
そのため今後は、庁内の公民館設置運営検討委員会（仮称）を立ち上げ、根本的な市全
体としての条例公民館のあり方を検討する中で、今後の管理運営のあり方を協議していく
こととした。

生涯学習課

65
天降川地区共同利用施設への指定
管理者制度の導入

実施 協議 →
方針
決定

準備 実施
天降川地区共同利用施設のあり方を整理し、指定管理者に行わせる業務等を調査研究し
平成22年度までに指定管理者制度を導入する｡

H22
達成

当初、指定管理管理業務の調査研究をしながら協議を重ね、一旦は、平成20年度に指定
管理公募を行い２社の公募があったものの審査基準に達せず指定管理には至らなかっ
た。その後、再度調査研究を行い「天降川共同施設」と「サン・あもり」の２施設セットで公募
を行うことを決定し、平成21年度公募したところ３社の公募があり、その中の１社を指定管
理に決定し、平成22年度より、指定管理による管理運営を行っているが、指定管理者独自
の自主講座の開催により、利用者が増加したり、指定管理者のノウハウを活かした手法に
より、利用者の利便性やサービスが向上している。

生涯学習課
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66
牧園B&G海洋センターへの指定管
理者制度の導入

実施 協議
方針
決定

実施   管理・運営のあり方を検討し、国民休養地のエリアとして指定管理者制度を導入する。
H20
達成

【取組内容】
平成18年度に協議し方向性が示されたことを受けて、平成19年度にB&G海洋センターへ
指定管理者制度を導入している施設(①鹿屋市串良B&G海洋センター・②薩摩川内市樋
脇B&G海洋センター・③宮崎県南郷町南郷B&G海洋センター）の先行事例を研修した。
平成19年度には、公募に関する準備として、平成19年６月議会で設置条例の一部改正、
募集要綱を作成の上、平成19年９月に公募実施。計３回（11/1・11/5・11/8）の指定管理
候補者選定委員会の審議を経て、指定管理者を福地建設株式会社、指定管理期間を平
成20年４月１日から平成22年３月31日までの２年間とすることで、平成19年12月議会で指
定の議決を受けた。
【成果等】
指定管理者導入後、職員では対応が厳しかったB&G財団の示す指導員の配置につい
て、当該事業者において指導員研修会への職員の派遣と　講習終了後の指導員の配置
がなされ、B&G財団の示す指導員の配置基準をクリアーできた。そのことによりB&G財団の
評価ランクも上がり、修繕助成等の財団事業導入についても有利になった。　また、有資
格者が常駐することでプール等施設利用者に対しても安心安全な体制での対応が可能と
なった。
財政効果としては、第１期目（H20.4.1～H22.3.31)は、平成16年度～平成18年度までの３
か年の平均歳出額と指定管理料の基準価格算出額との差額分（単年度32万円）であった
が、第２期目〈H22.4.1～H27.3.31・・同一業者が指定)では、第１期及び第２期の企画提案
書に示されている管理経費縮減のための取り組み（国民休養地との受付窓口の一本化）
や企業努力による収益確保を前提に指定管理料の減額等も提案されており、さらに効果
が得られるものと思われる。国民休養地との受付窓口の一本化については、平成23年５月
から実施済み。
今後は、管理経費縮減についての企業努力を利用者に理解してもらう手立てと利用者目
線に立ったきめ細やかな対応、利用者増加のためのソフト事業の導入等が課題である。

牧園・教育振興課

67
浜之市ふれあいセンターへの指定
管理者制度の導入

実施 不調 → 準備 実施  公募要件を再検討し、平成21年度より指定管理者制度を導入する。
H21
達成

平成18年度説明会に５事業所が参加し、応募団体は１事業所だったが、選定委員会にお
いて該当者なしという結果に終わった。
平成19年度にも公募を行ったが不採用となった。
平成20年度公募を実施し、霧島市シルバー人材センターを指定管理者に指定した。
平成21年度４月１日より指定管理者による施設維持管理を行っている。
774,000円の経費が削減できた。

観光課

68
都市公園への指定管理者制度の導
入

実施 準備 →
一部
実施

→ →
都市公園の管理のあり方を平成19年度中に整理し、平成20年度より指定管理者制度を導
入する。

H20
達成

都市公園の指定管理者制度につきましては、城山公園及び国分地区は平成18年度から、
隼人町管内外（横川町・福山町）は平成20年度から導入されております。
現在、城山公園はきりしまＰＰＰ㈱、国分地区16都市公園は、（財）しみん学習支援公社、
隼人等31都市公園は（社）霧島市シルバー人材センターにより効率的な管理運営がなさ
れており、市民の憩いの場・親しみやすい施設として利用されています。

都市整備課

69
公営住宅への指定管理者制度の導
入

実施 準備 → → → →
公営住宅の管理のあり方を整理し、指定管理者が行う管理業務について検討する。検討
結果を踏まえ指定管理者制度を平成23年度から一部導入する。また、制度導入する住
宅・地域を引き続き検討する。

着手中
①先進地研修
②公営住宅の管理のあり方を整理し、指定管理者が行う管理業務について検討してきた。

建築住宅課

70
給食センター（６施設）の民間委託
等

検討 協議 → → →
方針
決定

他市町村の民間委託事例における問題点等の調査、民間委託にあたっての委託単位の
適正規模、事前の施設改修の必要性、地産地消、食育等の推進との関連を検討し、平成
22年までに方針を決定する。

未着手

県内の民間委託について調査を行い、先進地視察を行った。
また、民間委託について、メリット・デメリットの調査を行ったほか、霧島市学校給食運営審
議会を開催し、国分地区上場４校への給食配送について検討した。
しかし、施設設備の老朽化等により、まずは施設整備を優先すべきと判断し、給食セン
ター（６施設）の民間委託等については、給食事業（自校方式、給食センター方式）の見直
しの方向性が定まった段階で、再度検討していきたい。

保健体育課
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71 図書館の民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

  
平成20年度を目処に図書館・図書室の電算化及びネットワーク化を図り、全図書館、図書
室より貸出や検索が行えるように整備するとともに、指定管理者制度の導入の可能性を検
討し、平成20年度中に方針を決定する。

H20
達成

図書館内、教育委員会内や図書館協議会で協議
　○指定管理者制度と現行の業務について
　　　・国分図書館は、現行、夜間９時までの開館のため既に一部委託を実施している。
　　　・他の図書館・図書室も可能な限り嘱託・臨時職員等で運営している。
　　　・司書のもつ専門性や経験の積み重ね、利用者の要望に基づいた、継続した資料
　　　  収集、資料管理・保存等を行う必要がある。
　　　・高度なﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽを求められたときには専門性が必要。
　　　・図書館業務は収益性が見込めない公共サービスであること。
　　　　　　　　→基本的になじまない側面が多いとの結論。
定例教育委員会でメリット・デメリットを踏まえ方針を決定。
　○メリット
　　　・民間事業者等が有するノウハウを活用することでの住民サービスの向上
　　　・経費削減効果
　○デメリット
　　　・体系的な蔵書構成構築のため専門性と経験を持つ司書による選書等、継続した
　　　  資料収集、管理が安定・継続して行われるか。
　　　・安定・継続した運営のために専門的な知識を有する司書等を継続して雇用できる
　　　  か。
　　　・小中学校、学校図書館との連携、地域ボランティア・読書グループ等との連携が
　　　  進められるか。
　　　・県立図書館や他の公立図書館等と相互協力を図りながらサービス水準の確保・
　　　  向上に努められるか。
　　　・図書館は収益を見込めない公共サービスである。永続的に、安定して図書館事業
　　　  を継続していけるか。
　　　・事業費の削減によるサービス水準（受託者が司書資格者を確保し、適切な人員で
　　　  運営等）の低下がおきないか。
　　　・指定管理者は指定期間満了後、交代することが想定されるが、安定・継続した図書
　　　  館運営が行なわれるか。
　　　・図書館は、教育、学術及び文化に関する事業を行うことを主目的とする教育機関と
　　　  位置づけられるが、公平、公正、中立の立場で運営ができるか。
＊既に部分的に業務委託も実施しており、継続性や安定性が求められる点から図書館へ
の全ての業務の指定管理者制度の導入はなじまないとの方針を決定した。

図書館

72 火葬場の民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

  
管理運営業務・運転管理業務の民間委託等の導入可能性について検討を行い、平成20
年度下旬までに方針を決定する。

H20
達成

県内の火葬場の現況調査等を行い協議、検討した結果、住民サービスの向上、経費節減
が図られることが期待されることから、管理運営業務全般を民間の業者に委託しても問題
ないと判断し、平成22年度から指定管理者制度を導入することを決定した。その結果、住
民サービスの向上及び約500万円の経費節減を図ることができた。

衛生施設課

73 清掃センターの民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

  
管理運営業務・運転管理業務の民間委託等の導入可能性について検討を行い、平成20
年度下旬までに方針を決定する。

H20
達成

平成18年度から民間委託等が可能か県内のごみ焼却施設の現況調査を行い検討した結
果、当分の間は現業職員の退職にあわせ、民間の運転管理業務委託職員等を増やすこ
とで対応することに決定した。

衛生施設課

74 し尿処理場の民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

  
管理運営業務・運転管理業務の民間委託等の導入可能性について検討を行い、平成20
年度下旬までに方針を決定する。

H20
達成

県内のし尿処理場の現況調査等を行い協議、検討した結果、効率的な施設運営、経費節
減が図られることが期待されることから、管理運営業務全般を民間の業者に委託しても問
題ないと判断し、牧園・横川地区し尿処理場は平成24年度から、南部し尿処理場は平成
25年度から順次指定管理者制度を導入することを決定した。

衛生施設課

75 郷土館等博物館施設の見直し 検討 協議 →
方針
決定

  

現在市内にある5施設については、郷土館等の利用促進や郷土館等が持つ資料保存の
特性を活かすため、統廃合を含めた検討を行い、郷土館等のない地域の資料展示につい
ては、各総合支所や公民館などの空きスペースを活用できないか検討する。
また、将来的には資料館、埋蔵文化センター、絵画や書などを展示するギャラリーを含め
た「総合博物館」の建設を検討する。総合博物館の建設については、公共施設の再利用
や郷土館等の既存施設の利用、場合によっては新設などを含め検討する。

H20
達成

郷土館等の見直しについては、霧島市文化財保護審議会や民間から選出した「郷土館等
あり方研究会」、また、当該事業を事務事業評価として位置付け、２次評価、３次評価、外
部評価（55人委員会）等で検討し、一定の方針決定を得た。
その内容としては、郷土館等施設がその果たすべき役割である「地域に遺された貴重な資
料を収集・保存・活用していく」ために、当分の間、現状を維持しつつも、その総合的な有
効活用とコスト削減を図る。また、将来的には、総合的な施設「総合博物館」の整備を検討
する。

文化振興課

76 温泉市場の民間委託等 検討 協議 → →
方針
決定

 

現在（社）大霧島観光協会に3年契約で貸付けている（平成21年3月31日契約満了）が、平
成21年4月1日を合併期日とする市内各地区の観光協会統合の協議が進められているた
め、統合後の霧島市全体の観光協会の経営方針も確認しながら平成21年度中に今後の
方向性を検討する。

H20
達成

平成18年度から（社）大霧島観光協会に貸付けていた当該施設を、普通財産として貸付を
継続していくのか、観光協会の現在の取り組みを検証して、指定管理者制度を導入してい
くのかについて関係部署で検討した。
平成21年３月に,貸付先である（社）大霧島観光協会を含めた市内観光協会を統合する新
たな観光協会の本部事務所の位置、各地区協会事務所の取り扱い等、本施設の活用を
含めた方針が決定したため、統合後の（社）霧島市観光協会へ引き続き温泉市場を２年契
約で貸付けることとした。

牧園・地域振興課



目標
18 19 20 21 22 数値目標、実施年度、実施内容、計画期間等

番号 取組内容 主担当課
実施期間

区分
取組
状況

取組内容・成果等

77 塩浸温泉の民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

  
平成20年度で塩浸温泉福祉の里の事業を廃止する。
廃止後の施設管理等について関係課と協議、検討を行い平成20年度中旬までに方針を
決定する。

H20
達成

平成19年度３月検討委員会を設置し、平成20年度施設の老朽化による事故防止、利用者
の安全確保のため、平成21年３月31日をもって事業廃止を決定。

観光課

78 青少年の家（牧園）の民間委託等 検討 協議 → →
方針
決定

 
利用状況、地域住民の意向を踏まえ、廃止の方向で検討し、平成21年度中に方針を決定
する。

H21
達成

青少年の家(牧園）の指定管理移管、青少年の家としての利用続行、その他利用の方法等
について協議を重ねたが、「施設の老朽化」「施設利用がない」「施設整備には多額の予
算を要する」等の理由で、「住民意向も踏まえ廃止の方向で検討し、平成21年度中に方針
決定する」とし、平成22年３月議会で「牧園青少年の家設置条例」を廃止し、行政財産から
普通財産へ移行した。

生涯学習課

79
福山地区運動施設（福山体育館・牧
之原運動場・福山庭球場）への指定
管理者制度の導入

検討
↓
実施

協議 → →
方針
決定

実施
福山地区運動施設の管理のあり方を検証し、指定管理者制度導入が可能か否かを検討
し平成22年度から実施する。

H22
達成

各施設の使用料や維持管理費等の実績を把握し、指定管理者制度の導入が可能か、ま
た、福山運動公園（パークゴルフ場・まきばドーム）に含めた一体的な管理として指定管理
者の導入ができないか検討した。
＜成果＞平成22年度に指定管理者制度を導入し、施設の予約体制の見直し等により、利
用者の利便性・サービスの向上が図られた。

福山・教育振興課

80 文化財発掘の民間委託等 実施 準備
一部
実施

→ → →

517ヶ所の周知の埋蔵文化財包蔵地を抱え、開発に伴う発掘調査も年々増加してきている
状況下で、事業の推進と埋蔵文化財保護を図るには、調査への迅速な対応が求められ
る。発掘調査の効率性を図るため、現地調査員や測量員の導入、遺物の実測から報告書
作成等まで民間の専門業者に委託する方向で検討する。

H19
達成

埋蔵文化財発掘調査に伴う民間専門業者への調査等の委託については、発掘調査の迅
速な対応と効率性さらには職員の業務の軽減を図るため、合併当初から部分的に実施し
てきているが、平成19年度から本格的に現地調査員や測量員の導入、遺物の実測から報
告書作成等までを民間の専門業者に委託（国、県が示す範囲内）している。
その結果、発掘調査の迅速な対応と職員の業務の軽減が図られた。

文化振興課

81 職員研修業務の民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

  
職員研修の民間委託等の導入の可能性について検討を行い、平成20年度下旬までに方
針を決定する。

H20
達成

研修事業の民間委託について調査、情報収集を行った。その結果、職員研修の全面民間
委託を行っているのは、都道府県のみであった。また、平成20年度の段階では県内に委
託できる業者もなく、県外業者に委託しても経費面でかなりの割高になることが明らかで
あったため、集中改革プラン計画中の導入は難しいと判断し、現状を維持する方針に決定
した。

総務課

82 公用車運転業務の民間委託等 検討  協議
方針
決定

  
公用車のうちマイクロバス等の運転業務について、民間委託の可能性について平成19年
度に検討し、平成20年度に方針決定する。

H20
達成

平成20年度に、溝辺総合支所の１台を残し他のマイクロバスは売却処分した。溝辺総合支
所のマイクロバスについては、平成21年度までは嘱託職員が運転を行い、平成22年度より
スクールバスに転用したことから、マイクロバスの運転業務を民間委託する必要がなくなっ
た。

財務課

83
証明書発行等窓口業務の民間委託
等

検討 協議 → → → →
事務事業仕分けにより、民間等による公共サービス提供が可能と判断される業務について
は、アウトソーシング等にかかる指針が策定され次第、導入に向けた検討を行う。

着手中

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。今後も継続的な取組として、証明書発行等
窓口業務の民間委託等に関する情報収集を行い、導入の可否・時期について他自治体
の事例も参考にしながら進めていく。

行政改革推進課

84
市税等の催告・徴収業務の民間委
託等

検討
調査
研究

→ → →
方針
決定

市税等の催告・徴収業務の民間委託等について検討を行い平成22年度までに方針を決
定する。検討の際は効果的・効率的な組織機構についても検討する。

H22
達成

平成18年度から平成21年度にかけて導入自治体から電話催告・訪問催告に係る民間委
託の効果等や民間業者から電話催告に係る業務内容等について情報収集を行った。そ
の情報収集した資料等を参考にして、平成22年度において課内で費用対効果等の観点
から民間委託の可否について検討を行った。その結果、効果的で効率的な滞納整理を行
う為、初期段階での未納者に対しては、民間委託（電話による自主的納付の呼びかけ業
務）を導入する方針決定がなされた。

収納課

85
住宅使用料の徴収業務の民間委託
等

検討 協議 → → →
方針
決定

徴収業務全体の民間等への委託は実施しない。ただし、退去者の滞納整理に限定した徴
収業務の民間委託について検討する。

H22
達成

県が平成20年度から先行実施している住宅退去者の滞納整理の民間委託について、本
市実績と比較し、導入の可否について検討した。
滞納額に対する回収率が県に対し本市は大きく上回っていることなどから、今後も退去者
の滞納整理について市で行っていく方針を決定した。

建築住宅課

86 保育料の収納事務の民間委託等 検討  協議 → →
方針
決定

平成22年度までに収納事務の民間委託について情報収集及び他の自治体の状況を把
握しながら検討し、方針を決定する。

H22
達成

保育料専門徴収員を雇用し、市内全滞納者に対して戸別訪問徴収を実施し、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である
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

87 総合案内の民間委託等 検討  協議
方針
決定

  
臨時職員により業務を行っている総合案内については、住民サービス向上、費用対効果
を考慮したうえで、現在試行中のフロアマネージャー制度の試行結果も踏まえて民間委託
について検討を行い、平成20年度中に方針を決定する。

H20
達成

平成19年度より、住民サービス向上や費用対効果を考慮し国分庁舎総合案内の民間委
託について協議を行った。その結果、民間委託を行えば、現在の経費（臨時職員２名）の
約２倍の費用を要することや現状の臨時職員による総合案内業務がスムーズに行われて
いること等も考慮し、民間への委託は行わないこととした。なお、別途フロアマネージャー
制度について、総合案内業務の一環として行うことにより、これまで２人体制であった総合
案内を３名とすることで充実した業務を行うことができるようになり、１人が休みの場合も十
分な案内ができようになった。また、総合案内と合わせて少なくとも常時２人が勤務すること
で、庁舎内の案内や住民票などの申請書の記載方法の助言がこれまで以上にできるよう
になり、来庁舎の利便性が向上したと思われる。

総務課



目標
18 19 20 21 22 数値目標、実施年度、実施内容、計画期間等
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88 給食配送の民間委託等 検討 協議 → → →
方針
決定

現在、隼人給食センターが配送業務を委託しているため、他の５給食センターについて
も、平成22年度までに導入に係る方針を決定する。

未着手

県内の民間委託についての調査や、給食配送業務等打合わせ会を開催し、配送委託の
比較等を行った。
隼人給食センターについては、給食配送業務委託契約について計画を作成し、平成22年
度から５年間の長期継続契約を実施した。
しかし、施設設備の老朽化等により、まずは施設整備を優先すべきと判断し、他の５給食
センターについては、給食事業（自校方式、給食センター方式）の見直しの方向性が定
まった段階で、再度検討していきたい。

保健体育課

89 温泉供給事業の民間委託等 検討 協議 → → → →

温泉供給事業の民間委託等の導入の可能性について、平成20年度までに方針を決定す
ることを目標に温泉運営協議会を数回開催して協議を行ったが、市の責任で安全で安定
的に供給できる体制の確立が重要であり、水量確保のための改良工事等を進めた上で時
間をかけて（２～３年後に）検討すべきであるとの結論に達した。
今後も温泉運営協議会等の意見も参考に、安定的な給湯を前提とした効率的な施設の管
理運営方法について検討を行う。

着手中

これまで年1～2回開催される温泉供給事業運営協議会「市民で構成する会：６名」等で民
間委託について協議してきたが、平成21年度に加入者の一部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
達した。
霧島地区の温泉については、以前から「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。温泉事業は霧島の観光や定住促進等の施策への影響を考え
るべきである。」などの意見が多く、市が観光関係から生じる経済効果等を考え、観光（温
泉事業）ＰＲや定住促進のための助成（新規に住宅を取得し温泉加入を希望する方に対
し、市が一般会計から温泉加入金を助成する等）をし、事業拡大も含めた中長期的なビ
ジョンを考えてほしいという意見が出されていた。
また、牧園地区ではここ３年間に大きな修繕がなかったが、平成17年度から19年度はポン
プ等の修繕があり毎年赤字になったため霧島地区から補てんをしている状況であることに
対して、何らかの措置が必要であるという意見が出されており、霧島地区との分離について
協議を進める必要がある。

霧島・産業建設課

90
マイクロバスの運用（廃止・民間委
託）

検討 検討
方針
決定

マイクロバスの運用について、平成19年度に廃止又は民間委託できないか検討し、平成
20年度に方針を決定する。

統合 【平成19年度に、82番に統合】 財務課

91
公営企業の経営基盤の強化（水道
事業、工業用水道事業、簡易水道
事業）

実施 実施 → → → →

合併前、上水道は地方公営企業法適用の公営企業会計、簡易水道は官公庁会計で運営
していた。合併後はどちらも経営内容の明確化と、企業の経済性・公共性の増進を図るた
め、地方公営企業会計で運営している。
平成19年度中に、サービスの向上と人員の集中など効率的運営を目指して本庁と北部の
支所をまとめた支所１箇所の計2箇所での運営を開始する。

H19
達成

合併時の水道部職員は39名であり、水道部本庁に28名、各総合支所に11名（各支所2～3
名）の配置となった。しかし、支所における水道事業の業務は、経理以外の業務をすべて
行わなければならず、2～3名の職員では、漏水などの緊急案件に迅速な対応ができない
など、人員不足が顕著であり、事業の円滑な運営に支障をきたしていた。その対策として、
平成19年７月に溝辺・福山の支所を本庁に統合、霧島・横川の支所を牧園支所に統合す
ることで、事務所経費の削減や人員の集約を図り、効率的な運営及び迅速・適確な対応が
できるように改善を行った。

水道部管理課

92
公営企業の経営基盤の強化（市立
病院事業）

実施 実施 → → → →

霧島市立医師会医療センターは指定管理者として姶良郡医師会を指定している｡
一般会計からの繰出金については、法令等による繰出し基準の適正な運用を図るととも
に、指定管理者には独立採算制の基本原則による経営に努めてもらう｡
※指定管理期間　　　平成18年度から平成22年度まで　　　５年間

H22
達成

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・効率化等の推進等
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人
病院発足当初からの標榜科目であった脳神経外科が平成２１年度から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中央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。

健康増進課

93 霧島市土地開発公社の経営健全化 実施 協議 → 策定 実施 →
長期保有土地の解消等による経営の健全化を推進するための計画を平成20年度中に策
定し、健全化に積極的に取組む。
【計画期間：平成21年度～平成25年度（第１期）】

着手中

長期保有土地の解消等による経営の健全化を推進するため、平成21年２月に「霧島市土
地開発公社経営健全化計画」を策定した。
また、当該計画に基づき、平成21年度及び平成22年度の各年度において、民間資金の借
入により取得した長期保有土地等を中心に、市による再取得を実施した。
なお、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
あり、引き続き継続的な取組が必要とされることから、霧島市集中改革プラン（第２次）に掲
載の上、公社経営の健全化に向けたさらなる取組を推進していくこととしている。

企画政策課

94 霧島神話の里公園の経営健全化 実施 実施 → → → →

取締役会と連携しながら、環境整備や目玉商品の開発を行うなど、一層の経営努力を行
う。

売上額等
　平成16年度　146,118千円
　平成17年度　158,368千円
　平成18年度見込　146,300千円

H20
達成

販売促進事業では、新商品の開発や時期の限定商品を売り出し商品の充実を図った。誘
客宣伝事業では、広告掲載や広報PR等を実施し、リーフレットの作成や旅行プランへの参
加等を行った。
平成16年度146,118千円、平成17年度158,368千円、平成18年度148,448千円、平成19年
度151,770千円と若干の増減はあるが、毎年経常利益を生み出している。

観光課



目標
18 19 20 21 22 数値目標、実施年度、実施内容、計画期間等

番号 取組内容 主担当課
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取組
状況

取組内容・成果等

95
姶良伊佐環境保全センター管理組
合のあり方見直し

検討 協議 →
方針
決定

  
大口市と菱刈町の合併や湧水町の動向を見極めながら、廃止を含めた見直しを行い、平
成20年度中に方針を決定する。

H20
達成

本市、伊佐市（旧大口市・旧菱刈町）及び湧水町との協議により、平成21年４月１日から姶
良伊佐地区環境保全センター管理組合を解散し、目標を達成した。当組合の解散した理
由は、生活環境の保全上必要な公害物質の測定、分析等の公害対策を合理的かつ効率
的に行うことを目的に２市８町で、昭和48年に設立されたが、市町の合併により、平成20年
11月１日から２市１町になり、それぞれの市町で当組合の運営費を負担するより、それぞれ
の市町で事務処理をした方が、財政負担が少なくなることから、発展的に組合を解散した
ものである。昭和48年当組合の設立当時からすると、当該業務を委託できる民間事業所も
増加し、霧島市においても、平成21年度より当該業務を指名競争入札により民間業者に
委託し、市財政負担の軽減に大きな効果があった。また、平成21年度より法に定められた
計量証明ができる民間業者に委託することが可能になり、調査結果での目標基準を達成
できない項目について該当事業所等に浄化施設の適切な運用に努めるよう迅速な対応が
できるなど、住民サービスの向上が図られた。

環境衛生課

96
霧島市しみん学習支援公社のあり
方見直し

検討 協議 →
方針
決定

  
公社の組織・業務内容等のあり方について、指定管理者制度の導入結果の検証と併せて
総合的に検討を行い、平成20年度末までに方針を決定する。

H20
達成

霧島市しみん学習支援公社（以下「公社」という。）の組織・業務内容等のあり方について
は、「霧島市しみん学習支援公社のあり方検討会」を設置し、公社の概要、設置目的を踏
まえた上で、平成18年度から導入した「指定管理者制度」などの社会的背景も十分に勘案
しながら、その必要性について総合的な検討を行った。
その結果、公社は、民間の指定管理者参入が見込めない公共施設を集中的に管理する
ことにより、業務の効率化・経費の削減を図ることができるため、当面の間はこれを存続さ
せることとなった。なお、今後もより一層の効果的・効率的な運営に努めていく。

企画政策課

97
霧島市公設地方卸売市場のあり方
見直し

検討 協議 → →
方針
決定

 

小売業の減少や生産者の高齢化・後継者不足による出荷量の減少等により取扱量が減少
しているとともに、施設・設備等の老朽化も進んでいる。（昭和60年開設）平成21年度に償
還金返済が完了することから、他の市場との合併や規模縮小、廃業も視野に入れた検討
を行い、平成21年度下旬までに方針を決定する。

H21
達成

今後の市場のあり方について移転、廃止、無償譲渡など様々な方向性から検討を行なっ
た結果、施設使用料の条例改正に伴う減額と市場の自助努力による経営改善により累積
赤字を解消し、平成24年度の経営健全化達成に向け努力することを方針とすることで決定
した。また、経営健全化後は、指定管理者制度の導入も視野にいれた検討を行なうことで
方針を決定した。

農政畜産課

98 市民活動促進条例の制定 実施  準備 →
指針
策定

準備

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をとりまとめた市民活動
促進指針を平成21年度中に策定し、さらに共生・協働のまちづくりを進める。また、市民活
動促進条例の制定にあたっては、市民意識の高揚が前提となることから、積極的な施策を
展開する中で、その機運醸成に努める。

H22
達成

姶良中央地区合併協議会において、新市の共生・協働のまちづくり指針の素案がつくら
れ、これをもとに第一次総合計画との整合性や先進地事例を参考に、条例化の検討を
行ってきた。
平成20年に設置した市民活動促進委員会において、「まだ市民の意識は低いため、ある
程度の意識の醸成がなされて機運が高まった時に条例化するべきであるが、市民活動の
促進に向けた基本的なしくみやルールの作成は必要である。」との意見を踏まえ、平成22
年３月に霧島市共生・協働に関する指針を策定した。
この指針を市民及び市職員に周知を図るため、市ホームページ及びグループウェアへの
掲載や研修会を実施し、冊子の作成・配布を行った。
指針の策定により、市民と行政、あるいは市民同士が相互に信頼関係を築き、それぞれの
特性や個性を活かしながら連携・協力して、共生・協働によるまちづくりを推進するための
基本的なルールがつくられた。

共生協働推進課

99 ＮＰＯ等市民団体の活動支援 実施  準備 実施 → →
公益性・社会貢献度の高い活動を行う団体等に対し、その活動に応じた支援を行うことに
より、市民活動の活性化を促進する「市民活動支援制度」の構築・導入について、平成19
年度中に調査検討を行い、平成20年度から実施する。

H20
達成

市民活動への支援方法を検討するにあたって、市民活動を行っているグループにアン
ケート調査を行った結果、行政に求める支援の要望としては「活動に対する経費への助
成」が最も多かったため、先進地の事例を参考に、市民活動を支援する補助事業の制度
をつくった。
また、市民活動の促進に関する審議を行ってもらうために市民活動促進委員会を設置し、
市民活動支援事業の選考審査をこの委員会で行うことにした。
市民活動を行うグループから、公益性や社会貢献度の高い事業を募集し、選考審査の
上、その経費の一部を補助する本事業は、平成20年度から３年間で46事業が実施され、
保健・医療・福祉、まちづくり、環境保全、子どもの健全育成など多岐にわたって意欲的な
市民活動が行われている。
市民グループが行う公益的な活動を支援することにより、市民活動がますます活発になり、
共生・協働によるまちづくりが進んでいくものと考える。

共生協働推進課

100 広聴業務の充実 実施 実施 → → → →

｢市長とランチで語イもんそ会｣の毎月開催、ご意見箱の設置、メール､ファックス､郵便等に
よる市民のご意見・要望受付の外、平成18年度中に広報きりしま読者のはがきやホーム
ページで市民からの意見を聴くこととし意見要望等を取りまとめる。回答をホームページに
可能な限り掲載していく。

H19
達成

「市長とランチで語イもんそ会」（市民・職員）を毎月開催し、市民・職員と意見交換した。ご
意見箱を本庁、総合支所、支所に設置するとともに、郵便、メール、ＦＡＸ、広報きりしま読
者の声等でも市民の意見を受け付けている。また、平成19年４月ホームページ市長へのた
よりメールフォームを開設し、市民の意見を聴くチャンネルを新たに設けた。
それらの意見等を市政に反映するとともに、ホームページ等に可能な限り掲載し、市の状
況を公開することも含め、広聴業務の充実を図った。意見等を聴く方法を複数設け、回答
を公表する仕組みが19年度確立した。

秘書広報課
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取組内容・成果等

101 外部評価の導入 実施 試行 → 実施 → →
市で行った行政評価について多角的な視点から評価し、透明性の高い行政経営を推進
するために、平成18年度から外部評価を試行的に導入し、平成20年度から本格導入す
る。

H20
達成

霧島市が実施する行政評価において、評価の客観性を確保し、透明性を高めることを目
的として、外部評価を平成18・19年度に55人委員会で試行的に実施し、平成20年度には
外部評価機関として位置づけて評価を行った。
また、平成22年度からは55人委員会に代わり、地元大学等、地元企業及び学識経験者の
中から６人を選任して新たに霧島市行政評価外部評価委員会を設置して外部評価を行っ
ている。

行政改革推進課

102 市民提案制度の創設 実施 協議 → → →

要綱
策定
・
実施

行政評価による市民への情報開示の充実などその体制整備と併せて検討を行い、平成22
年度に実施要綱を策定し、実施する。

H22
達成

「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が整備され
た。

行政改革推進課

103
各種審議会等における公募委員数
の拡大

実施 準備 実施 → → →
『霧島市附属機関等の設置等に関する方針』の見直しを行い、各種審議会等の設置及び
委員選任にあたっては、法的に定めがあるものを除き、原則として委員総数の１割以上を
公募により選任する規定を盛り込むことにより、公募委員数の拡大を図る。

H22
達成

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）で確認している。この取組みの結果、平成23年４月１日現在の公募委員数は、
28人となった。

行政改革推進課

104
各種審議会等におけるクォータ制の
推進

実施
一部
実施

→ 実施 → →

『霧島市附属機関等の設置等に関する方針』にクォータ制の明記努力があることを踏ま
え、庁内の全条例、要綱等においてクォータ制を導入していくように働きかける。平成19年
度中に策定予定の『霧島市男女共同参画計画（仮）』において審議会等における女性の
登用率（数値目標）を設定する。

着手中

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。
また、平成23年４月（H23・３・31現在）の審議会における女性委員の割合は24.5％であっ
た。
このような中、目標の達成に向け、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、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している。
なお、次期プランでは、女性の人材（委員適格者）リスト資料の作成を目標とし、女性参画
の促進を図ることとしている。

企画政策課

105 パブリックコメント制度の活用 実施 実施 → → → →
市の重要な政策の形成にあたっては、その政策に関する計画等の案を公表し、広く市民
等から意見を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行う。

H19
達成

パブリックコメント制度の活用を目標として取り組み、計画等を策定する際の日程の中に意
見等提出期間を設け、活用を図ってきた。担当課・広報誌・ホームページ等で案を公表
し、意見等を考慮して計画等の意思決定を行い、これに対する市の考えを公表した。
これまで、霧島市環境基本条例、霧島市行政改革大綱、霧島市国民保護計画、霧島市交
通安全計画、霧島市障害者計画及び障害福祉計画、霧島市地域防災計画、霧島市観光
基本計画、霧島市天降川等河川環境保全条例、霧島市生活環境美化条例、霧島市総合
計画基本構想、霧島市人権教育・啓発基本計画、霧島市食育推進計画、霧島市男女共
同参画計画、霧島市地域情報化計画、霧島市環境基本計画の15件の案件について、パ
ブリックコメントを実施。提出された意見等は、平成18年度は、６件の案件に対して、34の
個人や団体から、平成19年度は９件の案件に対して、21の個人や団体から意見の提出が
あり、その意見を考慮して意思決定を行うことができた。なお、176の項目に対して市の考
え方公表した。
このような取組によって、計画等の策定において、意見を求め意見等を考慮して意思決定
を行い、市の考えを公表するパブリックコメントの活用が定着した。

秘書広報課

106
マネジメントサイクル（行政経営シス
テム）の確立

実施 準備 → → 実施  
平成18年度から平成20年度までを運用の準備期間とし、平成21年度から行政評価を活用
した行政経営を行う。

H21
達成

平成21年度において、「事務事業評価」や「施策評価」、「施策優先度評価」、「次年度の
施策ごとの配分額決定」及び「施策別事務事業優先度評価」を実施するとともに、「事務事
業優先度評価の結果をもとに施策ごとに予算要求」を行ったことにより、当初に計画してい
た行政評価を活用した行政経営システムのサイクルができた。

行政改革推進課

107 組織機構再編計画の策定・推進 実施
計画
策定

実施 → → →

平成18年度中に平成23年４月１日までを計画期間とする『霧島市組織機構再編計画』を策
定し、計画に基づき不断に組織機構の見直しを行う。

H18.4.1の組織数：19部局121課312係等
H23.4.1の組織数（目標）：概ね11部局80課200グループ

削減効果
　計画期間中の削減総額：55,000千円（管理職手当）

着手中

平成19年２月に「霧島市組織機構再編計画」を策定し、本計画に基づき、分庁方式への
移行、政策担当部署の設置、グループ制の導入及び水道部の支所の統合・廃止 等の取
組を行ってきた。しかし、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
の見直し 等については目標達成に至らず、また、今後も事務事業の整理・統合・廃止や
事務処理方法の改善等について積極的な取組が必要であることから、平成23年３月に、
今後５年間の目標を定めた「霧島市組織機構再編計画（第２次）」を策定し、引き続き組織
としての機能向上を目指した取組を行うこととしている。

行政改革推進課

108 庁議の再編・活性化 実施   

方針
決定
・
実施

  
庁議の再編について方針決定を行い、市長の最高意思決定について助言その他重要事
項の審議、行政経営会議としての機能と各部門関連事項の協議調整及び意思・情報の提
供伝達機能を有する組織として再編し、活性化する。

H20
達成

庁内会議（庁議等）のあり方に関しては、庁議等規程の見直しを行い、平成20年10月１日
から新たな運用を開始している。
また、　庁内会議（庁議等）を再編したことにより、それぞれの会議が所掌する内容が明確
になり、方針決定等に係る議論もしやすくなった。

企画政策課

109 政策を担当する部署の充実 実施  実施    
行政評価を活用した行政経営を円滑に進めるために、各部の政策立案、調整、行政評
価、予算編成を担当する部署を平成20年１月に設置する。（政策課の設置：保健福祉部、
農林水産部、建設部、教育部）

H19
達成

平成20年１月に、生活環境部、保健福祉部、農林水産部、商工観光部、建設部に政策課
を設置した。教育部については、教育総務課教育政策係で政策業務を担うこととした。

行政改革推進課
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110
グループ制の導入等及び組織の簡
素化

実施 準備
一部
実施

→ 実施  

「係」という単位から「グループ」という集団として機能させることにより、職員の効率的な活
用を図るとともに、市民の要望に対し迅速な対応ができる組織の簡素化に努める。
平成19年度に本庁の一部と全総合支所に導入し、運用面での検証を行いながら平成21
年度からは全部署で導入する。
H18.4.1の組織数：19部局121課312係等
H23.4.1の組織数（目標）：概ね11部局80課200グループ

削減効果
　計画期間中の削減総額：55,000千円（管理職手当）

H20
達成

グループ制については、平成19年度４月より順次導入し、平成20年４月には、効果が望め
ないことから導入しないとした消防と一部の出先機関（保育園等）を除く全部署で導入を実
施した。

行政改革推進課

111 意思決定過程の簡素化 実施 準備 実施 → → →
市民に対して迅速な行政サービスを提供していくためにグループ制の導入と併せて、定型
的な事務については係長やグループ長で決裁できるようにすることや、財務や人事に関す
る決裁などについても簡素化を図るため事務決裁規程の見直しを随時行う。

H22
達成

意思決定階層をフラット化させるため平成19年度よりグループ制を導入する（平成20年度
で導入済み）。事務決裁規程を改正し、副市長及び部長の決裁権限の強化を図った。
財務事務の決裁については、財政課合議を300万円以下は不要とし、部長の専決事項と
した。
グループ制の導入や事務決裁規程の見直しにより、意思決定過程が簡素化され、意思決
定時間の短縮が図られた。

行政改革推進課

112 分庁方式（国分・隼人）の導入 実施 準備 実施    
平成18年度中に『霧島市組織機構再編計画』を策定し、この計画に基づき平成20年１月
に分庁方式へ移行する。分庁にあたってはプロジェクトチームを編成して作業にあたる。

H19
達成

平成19年２月に「霧島市組織機構再編計画」を策定し、本計画に基づき、現在の庁舎の有
効活用と一般行政と教育行政における本庁機能の充実を図るため、平成20年１月に国分
と隼人で分庁方式を導入した。

行政改革推進課

113
総合支所の機能及びあり方の見直
し

実施 実施 → → → →
将来の総合支所機能がどうあるべきかについて、本庁及び総合支所で取り扱う業務等を
住民サービス向上の観点から十分に検討し、不断に見直しを行う。

H22
達成

平成21年に副市長、教育長、部長層で構成する事務所機構検討委員会を組織し、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、総合支所を含
めた合併10年後の組織のあり方について検討してきた。その協議結果を受け、平成23年３
月に行政改革推進本部で「霧島市組織機構再編計画（第２次)」を策定し、10年後の組織
のあり方について方針を決定した。
なお、平成19年４月１日現在の総合支所の組織は、６総合支所38課104グループであった
が、平成23年４月１日では、５総合支所20課５７グループに再編できた。

行政改革推進課

114 定員適正化の推進 実施

計画
策定
・
実施

実施 → → →

平成18年度中に『霧島市定員適正化計画（計画期間：平成18年度～22年度）』を策定し、
定員の適正化を進める。
Ｈ17.4.1職員数：1,433人
H18.4.1職員数：1,408人【対平成17年度　△25人（△1.74%）】
H23.4.1職員数目標：1,268人以下【対平成17年度△165人（△11.5%）以上、対平成18年度
△140人（△10%）以上】

削減効果額（定員適正化計画の数値をもとに、平均給与で試算。管理職手当除く）
　平成19年度：0.6億円（対18年度）
　平成20年度：3.3億円（〃）
　平成21年度：6.6億円（〃）
　平成22年度：8.9億円（〃）
　計画期間中の削減総額：19.4億円

※職員数は、地方公共団体定員管理調査の数値。

H21
達成

平成19年２月に「霧島市定員適正化計画」を策定し、本計画に基づき、消防の定員は維
持しつつ退職者の一部不補充により職員数の削減に努めた。本計画の目標とする平成23
年４月１日の職員数1,268人以下については、平成21年４月１日で1,268人、平成22年４月
１日には1,243人となることから、計画期間よりも早い時期で達成に至った。
また、今後も、新市まちづくり計画記載の職員数削減を実現するため更なる取組が必要で
あることから、平成23年３月に「霧島市定員適正化計画（第２次）」を策定した。

行政改革推進課

115 職員の適正配置 実施 実施 → → → →
『霧島市組織機構再編計画』及び『霧島市定員適正化計画』とあわせて、職員の適正配置
を行う。

H22
達成

毎年度、事務量調査及び市民対応現況調査を実施し、業務量の把握や次年度以降の組
織改正並びに職員増減要望などのヒアリングを行い、その結果を職員の配置に反映させる
ことで、「霧島市定員適正化計画」に準じた職員配置ができた。

行政改革推進課

116 臨時職員の適正配置 実施 準備
一部
実施

実施 → →

平成19年４月以後の組織改正に合わせて、臨時職員の配置、賃金の統一、適正化を行
う。平成19年度は対前年度比10％以上の賃金削減（予算ベース）を行う。

削減効果額（平成18年度予算：11.1億円）
　平成19年度の削減総額：1.3億円

H21
達成

正規職員が減少していく中で、事務事業評価等を活用し業務の見直しは図られているが、
福祉関連施設等必要な専門職は確保しなければならない。職種ごとの賃金基準を定めた
ことにより、専門職を確保することが可能になった。

総務課

117 再任用の推進 実施 実施 → → → →
新規での職員採用が難しい現業部門において、本人の希望と現場の要望が一致した場
合に実施している。今後は、一般職員への導入についても検討する。

H22
達成

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

総務課

118 職種転換等による配置転換の実施 実施 実施 → → → →
現在、保育職から事務職への転換（１人２年程度の実務研修）を実施している。今後は、指
定管理者制度の拡充や職員数の削減に伴い、事務職への転換を拡大させる。

H22
達成

保育職等が行政事務を身につけることで、本格的に事務職に転換しなければならない状
況にもスムーズに対処できる。

総務課

119 時差出勤等の導入 検討 協議 → →
方針
決定

 
現在、保育園においては、早出・遅出の出勤を導入している。今後窓口部門の時間延長
等やそれに伴う人員配置の検討を行い、平成21年度中に方針を決定する。

H21
達成

本庁及び総合支所の窓口部門においては、職員数の減少により時差出勤をするための人
員が確保できない状況にある。また、時間外の証明発行等については、市民サービスセン
ターの利用者も増加していることから、今回の計画期間での導入は見送ることとした。

総務課
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120 給与構造の見直し・適正な運用 実施 実施 → → → →
平成18年４月に国の制度に合わせた給与構造改革を実施しており、今後とも国に合わせ
た適正な運用を行う。

H22
達成

例年人事院勧告に準じた適正な運用を行っており、情勢に適応した給与の運用をすること
ができた。

総務課

121 超過勤務手当の縮減 実施 実施 → → → →

平成17年11月の合併時に土曜・日曜は原則振替、水曜日のノー残業デーの実施などを
行った。今後とも、振替制度の弾力的運用やグループ制の導入による効率的な事務執行
により更なる縮減をめざす。

削減効果額（対18年度から年間2億円削減）
　計画期間中の削減総額：8億円

着手中
水曜日のノー残業デーの実施。第1・3金曜日の定時退庁日の設定。土・日勤務の原則週
休日振替。時間外予算の配当制度の実施。

総務課

122 旅費制度の見直し 実施 準備 → → 実施  
平成17年11月の合併時に大幅な見直しを行っているが、日当等の更なる見直しを平成21
年度までに行う。

H21
達成

現行の制度以上の見直しを行うと、旅費は出張の事実に対して支払われる実費弁償であ
るという前提を逸脱し、出張することにより駐車料金等自己負担が発生する可能性も考えら
れることから、当面現行制度の適正運用に努めることとした。出張の原則日帰り、公用車使
用が定着した。

総務課

123 各種手当の見直し 検討 協議 → → →
方針
決定

平成17年11月の合併時に新市の各種手当の基準を国に準じたものとした。今後、特殊勤
務手当の見直しを検討する。
特殊勤務手当：17種

着手中人事院勧告に基づき、管理職手当ての定額化を平成19年度より実施した。 総務課

124 能力、成果の給与への反映 実施  協議 → → →
人事評価制度の構築状況を勘案しながら、引き続き研究・検討を行う。
公平・公正に人事評価制度が運用できるよう、評価者研修等を実施する。

着手中
先進地事例の研究や課内協議を行ってきたが、人事評価制度を謳った、改正地方公務員
法の改正案が廃案になったため、独自の評価制度を平成22年度から構築し、平成23年度
から試行を開始した。本格運用後は評価結果を昇任に反映させる予定である。

総務課

125 人事評価制度の構築 実施  協議 → →
要綱
策定

評価者の研修を重ね、平成22年度までに要綱を策定する。
H22
達成

人材育成推進委員会で、霧島市人材育成計画の「あるべき職員像」を具体化する、霧島
市人事評価制度が承認され、平成23年度から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

126 自己申告制度の導入 実施  協議
要綱
策定

実施  
希望者による自己申告制度に係る要綱の整備を平成20年度までに行い、平成21年度から
人事異動の際の参考資料とする。

H21
達成

自己申告を行うことにより、業務への意欲、本人或いは家族の健康状況等を勘案した職員
配置ができるようになった。

総務課

127 希望降格制度の実施 実施 実施 → → → → 合併時から導入しているが、職務を軽減させるための本制度を継続して実施する。
H21
達成

本制度を実施することにより、職員の負担の軽減を講じることができるとともに、意欲のある
職員に昇任の機会を与えることができた。

総務課

128 昇任試験制度の導入 検討  協議 →
方針
決定

 先進地事例を参考に検討し、平成21年度中に方針を決定する。
H21
達成

昇任試験より、今後導入予定の人事評価制度の評価結果を活用することにより、試験結果
だけではなく、能力要件を備えているか否かの客観的な判断で、より効果的な昇任が実施
できるものと判断し、昇任試験制度の導入は見送った。

総務課

129 福利厚生事業の点検・見直し 実施 実施 → → → →
労働安全衛生法を受けて、霧島市職員安全衛生管理規程に基づき実施するものである
が、職員健診項目など公金投入部分において法改正等を踏まえ、随時見直しながら実施
していく。

H22
達成

職員健診について、労働安全衛生法に則った検査項目により健診を実施した。また、法改
正等を踏まえながら、健診項目を見直し、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。

総務課

130 給与等の状況の公表 実施 実施 → → → →
国の指定する様式に基づき、合併当初から実施しており、今後とも、市民への説明責任を
果たす意味から引き続き公表を行う。

H21
達成

国の指定する様式に基づき公表を行い、市民への説明責任を果たすことができた。今後も
引き続き公表を行う。

総務課

131 新たな人材育成計画の策定 実施
計画
策定

    
分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成するため、平成18年度中に人材育成計画
を策定する。
【計画期間：平成19年度～平成23年度の概ね５年間】

H18
達成

「霧島市人材育成計画」を策定することにより、分権社会の担い手にふさわしい人材育成
に資することができた。

総務課

132 女性職員の登用 実施 実施 → → → →
管理職への女性登用については、合併時から行っているが、今後とも積極的にさまざまな
部門への登用を行っていく。

H22
達成

女性管理職（部長級、課長級）の登用を積極的に行った。平成23年度からの人事評価制
度の構築により、今後は男女を問わない評価結果による登用を行う。

総務課

133
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 実施 → → → →
権限移譲元の県からの職員派遣や専門分野の研修等により、専門職の育成・確保を図
る。

H22
達成

権限移譲元の県からの職員の受入れや県への派遣により、専門分野の実務研修を行いな
がら、専門職の育成を行った結果、２名の職員が建築主事の資格を取得することができ
た。

総務課

134

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 実施 → → → →
平成18年度中に人材育成計画を策定し、分権型社会の担い手にふさわしい人材育成の
ため各種研修を実施する。

H22
達成

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。今後とも引き続き研修による能力向上に努めたい。

総務課
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135 情報公開室の充実 実施 準備 → 実施   
行政情報を積極的に公開するとともに、市民への説明責任を果たすため、総合支所への
市政情報コーナー設置について検討を行い、平成20年度を目標に全ての総合支所に設
置する。

H19
達成

既に情報公開室や情報公開コーナーなど市政情報コーナーが設置されていた国分庁
舎、牧園、福山総合支所を含め、市政情報コーナーのあり方について検討し、市政情報
コーナーが設置されていなかった溝辺、横川、霧島総合支所及び隼人庁舎に市政情報
コーナーを設置した。
市民が、市の方針や計画を始め行政情報に、身近な総合支所でアクセスできるようになっ
た。

総務課

136 ホームページの充実 実施 実施 → → → →

合併時より、暫定版のホームページを運用してきたが、平成19年１月末から本格版ホーム
ページの稼動を開始した。本格版ホームページは、行政情報等をわかり易く分類して掲載
しており、市民が行政情報等を必要とした場合、その行政情報の検索ができるだけスムー
ズに行える仕組みになっている。今後も、更に市民の利便性が向上するよう整備を進める
とともに、内容の充実に努める。

H19
達成

本格版ホームページは平成19年１月末に公開し、ウェブアクセシビリティに配慮し、見やす
いページデザインと、利用者の使いやすさを基本に制作を行った。ページ制作、システム
構築、ページ校正、本格版ホームページの操作マニュアル、運用マニュアル作成、職員向
けシステム操作研修、ウェブアクセシビリティ研修などを行い、さらにコンテンツ管理システ
ムを導入したことで、職員が自らページ作成や更新を行い、各課等の情報を迅速・正確に
発信できるようになった。毎年、ホームページ担当職員のホームページ研修・操作研修を
実施し、ホームページの内容充実に努めた。
ホームページの内容充実を図るため、新規ページを随時追加した。また、平成20年６月14
日携帯サイトを開始した。
それにより、平成19年度、20年度、22年度において鹿児島県広報コンクールにおいて特
選を受賞するなど一定の評価を得ている。

秘書広報課

137 出前講座の実施 実施 協議
要綱
策定

実施   出前講座の実施について、検討及び要綱の策定を行い、平成20年度中に実施する｡
H20
達成

市職員が地域に出向き説明することで、市民等に市政に対する理解を深めてもらうととも
に、市政の充実及び意識啓発を図ることを目的に、出前講座の実施について検討し、「霧
島市出前講座実施要綱」を平成20年４月１日付けで制定し、平成20年４月から出前講座を
実施。広報誌で紹介するとともに本庁・各総合支所に案内文書を置き、ポスターを掲載し
広報。

秘書広報課

138 行政評価結果の公表 実施  準備 実施 → →
市民への説明責任を果たすため、平成20年度から事務事業評価の結果をホームページ
で公表する。

H21
達成

事務事業評価表を政策体系別、組織別に分類してホームページにて公表するとともに、
本庁情報公開コーナーにも事務事業評価表を設置し、閲覧できるようにした。
公表するにあたり、事務事業評価表の再点検を行うことで、評価表作成の精度が向上へ
つながっている。

行政改革推進課

139 外部監査の導入 検討  協議
方針
決定

  
監査機能を充実・強化させるため、外部監査制度の導入について、費用対効果を念頭に
検討し、平成20年度中に方針の決定を行う。

H20
達成

平成19年度において担当課内で他自治体の挿入状況の調査及び検討を行った結果、費
用対効果、及び類似した他自治体の取組状況を等を考慮して、今回の計画期間において
は導入しないことの方針を決定した。

行政改革推進課

140 個人情報保護の徹底 実施 実施 → → → → 個人情報保護について、適切に対処できるようにするため、職員研修を実施する。
H22
達成

・平成18年度に全職員を対象とした個人情報保護制度職員研修を実施した。
・平成19年度以降は、総務課担当グループ員が国・県主催の研修会等に参加し、制度の
理解に努めた。
・個人情報保護条例に基づく市が保有する個人情報の開示請求が行われた場合の開示
等に係る決裁の過程で、条例等の解釈について担当課に助言を行い、制度に対する職
員の理解を深めた。
・目標に対する計画（到達点）を「職員研修の実施」としているが、継続取組となっており、
目標達成の最終形がないこと、他のカリキュラムに基づく研修がかなりの密度で行われて
おり、毎年研修を実施することは困難な状況であること、平成18年度に当時の全職員を対
象に研修を実施しており、ある意味達成済みとも言え、また、個人情報保護条例に基づく
市が保有する個人情報の開示請求に対する開示等の決定に対し、不服申立ては行われ
ていないため、適切に対処されているものと考え、終了とした。

総務課

141 地域情報化計画の策定・推進 実施 協議
計画
策定

実施 → →
平成19年度中旬までに『霧島市地域情報化計画』を策定し、平成20年度より、情報通信格
差是正等の事業を行う。
【計画期間：平成20年度～平成24年度の5年間】

着手中
霧島市地域情報化計画を策定するにあたり、市民・事業所・職員向けのアンケート調査を
行い、庁内の策定委員会、作業部会等で協議を行った。計画策定後は年次ごとに具体的
事業を推進しているところである。

情報政策課

142 電子申請システムの充実 実施 実施 → → → →
平成18年4月1日から第一次、平成18年12月１日から第二次を稼動したが、平成19年度以
降も、更に市民の利便性が向上するよう、必要とされる業務については整備を進めて行く。

H21
達成

電子申請共同運営システムの構築・運営業務に係る業務を委託業者と契約を締結し、運
用を開始した。また、鹿児島県電子自治体運営委員会で電子申請業務の拡充等につい
ての協議を行ってきた。霧島市においては、　現在、23種類が申請・届出を電子申請で行
えるようになっている。

情報政策課

143 電子入札の導入 実施  準備
一部
実施

→ →
建設業においては、平成22年度で未取得業者に電子カードの取得を促し、発注側と受注
者側の体制整備を図りつつ工事部門を平成23年度に完全実施する。

着手中

平成19年度に鹿児島県が県内市町村と共同で、電子入札システムを導入し試行運用を開
始。本市においても平成20年度に試行運用、平成21年度より一部の入札参加資格者（格
付区分：土木一式工事A・（Ｂ）・B、建築一式工事A、舗装工事A）を対象に本格運用を実
施してきた。
当初の実施目標である工事部門の完全実施は、平成23年度以降、新市格付導入と併せ
て対象参加資格者の拡大を推進していく。

契約課



目標
18 19 20 21 22 数値目標、実施年度、実施内容、計画期間等

番号 取組内容 主担当課
実施期間

区分
取組
状況

取組内容・成果等

144 住基カードの充実・サービスの付加 検討 協議 → →
方針
決定

 

住基カードについては、霧島市電算システム管理運営委員会において、住民サービスの
向上及び行政の効率化の観点から、各種サービスの付加に係る検討を行う。
なお、市民カードの機能を、ワンカード化をめざして住基カードに取り込む協議を行って
きたが、カードの切替コストや再交付への対応、第３者への貸与問題など解決すべき課題
が多く引き続き協議していくこととする。図書カードの機能付加についても、図書カードを
有料化するのか、住基カードを無料化するのか等を更に協議検討を要するものである。

H21
達成

霧島市電算システム管理運営委員会において、住基カード概要や他市の事例について
報告説明。特に印鑑登録を中心とし、自動交付機に対応している霧島市民カードを住基
カードに置き換えた場合について問題点を説明した結果、それらをふまえ住基カードには
サービス機能は付加しないことに決定した。
理由は、住基カードに印鑑登録証の機能を付加し、現在使用中の市民カード（印鑑登録
証の発行枚数を含む）をこれに切り替えるコストが最大9,120万円（発行済み76,000枚×１
枚単価1,200円）に昇り、機器の改修コストを加えると更に必要経費が増大することになる。
また、併せて検討してきた図書カード機能の住基カードへの機能追加についても、市民の
利便性を図る上で旧国分図書カードと旧隼人図書カードを平成22年3月から霧島市立図
書館利用者カードに統一されたことから、住基カードへのサービス付加は行わず、住基
カードの有効利用策として高齢者運転免許証自主返納者への無料交付の取組を行うこと
とした。

市民課

145 歳入確保に向けた全庁的な取組み 実施  実施 → → →
主な財源ごとにワーキングを設置し、自主財源の確保を図るため、随時、財源確保に向け
た取組みを行う。

H22
達成

副市長や各部等の長等により構成される歳入確保対策本部会議において、既存の税・料
の徴収状況や徴収体制、使用料の適正化、霧島市経営健全化計画の策定等に関する協
議を行い、財源確保に関する取り組みを継続して行った。
平成22年10月に一部施設の使用料を改め、算出方法の統一や住民負担の公平化が図ら
れた。
平成18年度に策定した霧島市経営健全化計画を平成23年３月に改正し、引き続き歳入の
確保に努めることとした。

財務課

146
市税等確保推進ワーキンググルー
プの設置・運営

実施 実施 → → → →
ワーキンググループを平成18年11月に設置。市税等の収納率向上のための会議を開催
し、環境に応じた収納対策を随時検討していく。

H22
達成

平成18年度から平成22年度までの間、毎年２回霧島市歳入確保対策本部会議を開催し、
各年度における市税等の徴収状況等の報告や市税等の滞納整理の実施計画（年間計
画）等についての協議を行った。また、随時ワーキンググループ会議及び各総合支所税
務グループとの事務調整会議を開催し、市税等の徴収率向上対策についても協議を行っ
た。その結果、総合支所等間で差異のあった滞納整理に対する取組みについて各会議の
開催により、統一した滞納整理の取組みが確立された。また、環境に応じた収納対策につ
いても収納課と各総合支所とが連携しながら対応できるようになった。

収納課

147①
課税客体の見直し（国民健康保険
税）

実施 準備 実施    
資産割税額総額の４割以上の税額を担税能力のない低所得者が担っているため、平成19
年度から４方式（所得割、資産割、均等割、平等割）から３方式（所得割、均等割、平等割）
に方式の変更を行う。

H19
達成

国民健康保険税の課税方式については、合併前旧市町で資産割を含む４方式（所得割、
資産割、均等割、平等割）での課税をおこなっており、資産割税額総額に占める４割以上
の税額を低所得者層が占める状況であったため、税負担の適正化、収納率の向上を図る
ため、３方式（所得割、均等割、平等割）での課税方式の変更を行った。なお、課税方式変
更に向けては、国民健康保険運営協議会への諮問・答申を受けて、住民説明会の実施、
本市ホームページや市報等での啓発に努めた。
　「合併後調整する」とされた国民健康保険税の税率に併せて、平成19年度より合併前旧
市町で不均一であった課税方式を統一した結果、霧島市内における不均一税率状態が
解消され、固定資産所有者への偏りのないより平等な課税に近づいた。
　決算時の現年度調定額で単純比較すると税率の統一を図った税率改正と併せて、平成
18年度2,963,900千円が平成19年度3,709,045千円となり、745,145千円の増収となった。

税務課

147②
課税客体の見直し（市民税（個人市
民税））

実施 準備 実施 → → → 収納率の向上を図るため特別徴収義務者を増やす。
H22
達成

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。
各年度においては、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。
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。
ま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成果が得られてきている。
本取組による効果額については景気状況や所得状況等により変動があるため税収として
直接比較出来ないが、収納率で比較すると特別徴収義務者の増加へ向けた取り組みによ
り、平成19年度個人市民税現年度収納率96.88％から平成22年度個人市民税現年度収
納率97.83％と好転してきており、今後においても、通年の業務範囲内で給与支払報告者
への勧奨を実施することにより、特別徴収義務者の増加へ向けた取り組みを行い、もって
収納率の向上を図っていく。

税務課
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148 滞納整理体制の強化 実施 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。
各種滞納処分業務のマニュアル化による組織としての滞納整理業務への取り組みと職員
の滞納整理業務のレベルアップを図るための研修への参加や定期的なケーススタディ等
の実施。
滞納整理業務の専門部署の設置の検討。

H22
達成

１．毎年、その年の重点滞納整理業務を決めて、それに基づいた年間徴収計画を作成し、
効率的で効果的な滞納整理に努めた。
２．毎年、職員が滞納整理業務研修の一環として、市町村アカデミーや東京税務セミナー
に参加し、その参加した職員が課内研修（ＯＪＴ）に取り組むことにより、課全体のスキルアッ
プが図られた。
３．平成20年度に滞納整理の専門部署として収納第３グループが設置された。
以上に取り組んだことにより、滞納整理体制の強化が図られた。
その結果として、市税の滞納繰越分の徴収率が次のように推移した。
H18年度　9.83％、　H19年度　11.30％、　H20年度　11.99％、　H21年度　13.72％、
H22年度　16.77％

収納課

149 収納体制の充実 実施 実施 → → → →
関係課の連携により収納体制を充実し、併せて全庁的な徴収体制の構築についても検討
する。
事務事業の現状分析を行い、より効果的・効率的な組織について検討する。

H22
達成

１．徴収強化月間における関係課や管理職との連携による夜間訪問徴収の実施
２．管理職による一斉電話催告の実施
３．各総合支所の職員削減による市民福祉課との連携による訪問徴収等の検討
以上取り組んできたことを踏まえて収納体制の充実についてあらゆる観点から実施、検討
を行ってきた。その実施、検討に基づき、収納体制の長所・短所について検証した結果、
効率的で効果的な収納体制の構築を図ることが出来た。

収納課

150
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 実施 → → → →
霧島市歳入確保対策本部の下部組織として平成18年11月に霧島市住宅使用料確保推
進ワーキンググループを設置したところであり、収納対策を随時検討していく。

H22
達成

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
ケースがあれば、その都度担当レベルで対策を協議した。
必要に応じて、本庁から各総合支所に出向き課題検討を行った。
設置したワーキンググループは、合併当初の徴収体制作りにおいて連携強化の役割を果
たした。現在は通常業務の運営体制として確立している。

建築住宅課

151
収納率向上のための方針策定（住
宅使用料）

実施 協議
基準
策定

実施 → →
悪質滞納者について、平成19年度に策定した法的措置の判定基準により、明渡し訴訟等
を行い、平成22年度までに現年度徴収率を98％まで引き上げることを目標とする。

H21
達成

平成19年度に「霧島市営住宅使用料滞納整理事務処理要綱」を策定し、以降は要綱に基
づいた滞納整理を行っている。
明 渡 し 訴 訟　平成19年度（４件）　平成20年度（８件）　平成21年度（３件）
現年度徴収率　平成19年度（97.22％）　平成20年度（97.53％）　平成21年度（97.11％）
引き続き収納率向上に向けた取り組みを強化していく。

建築住宅課

152 収納体制の強化（住宅使用料） 実施 準備 実施 → → →
口座振替の勧奨を行い、総合支所と連携しながら徴収体制を構築していく。また、法的措
置を行うための研修等を通じて個人の能力の向上を図り、徴収体制を強化し、現年度徴収
率98％を目標にする。

着手中

督促状や催告書（本人・保証人）の送付。電話による催告。臨戸訪問徴収を1,918件行い
12,141,900円を徴収した。
平成22年度から開始したコンビニ収納の周知を図り、納期限内の自主納付を促進した。
現年度徴収率97.2％（前年度比0.09％増）であった。

建築住宅課

153
保育料確保推進ワーキンググルー
プの設置・運営

実施 実施 → → → → 保育料推進ワーキンググループ設置し、保育料の確保に向けた検討を行う。
H22
達成

保育料確保推進ワーキンググループを設置・運営し、収納率の報告、現況の共通認識等
を検討することにより、収納率向上に対する意識改善が図られ、収納率が向上した。

児童福祉課

154 徴収基本方針の策定・推進 実施 実施 → → → →

平成18年度中に策定する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い、徴収率の向上を図
る。
これにより、現年度分については、平成18年度の徴収率目標を97.5%、平成22年度の徴収
率目標を97.7%とする。過年度分については、平成18年度の徴収率目標を20%、平成22年
度の徴収率目標を21.5%とする。

H22
達成

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 収納体制の強化（保育料） 実施 実施 → → → →
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。悪質な滞納者へは差押
え等の手続きなどを徹底して行う。

H22
達成

目標に掲げられている取組を実施し、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

156 保育園における直接収納の検討 実施 準備
一部
実施

→ → → 平成19年度中に一部の公立保育園において収納を開始する予定である。
H22
達成

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ったが、実施しない方針を決定した。

児童福祉課

157 使用料・手数料の見直し 実施
計画
策定

準備 → →
一部
実施

『霧島市経営健全化計画（計画期間：平成18年度～平成23年度の６年間）』に基づき、受
益者負担の公平化を図るため、施設使用料などの調整を行うとともに、全ての使用料の見
直しを行い、今後も３か年間をベースに見直しを行う。

H21
達成

受益者負担の公平化を図るため、施設使用料の調整を行うこととし、副市長や各部等の長
等により構成される歳入確保対策本部会議において協議を行い、平成22年３月議会にお
いて条例改正案を提出し、同年10月から改正を実施し、算出方法の統一や住民負担の公
平化が図られた。

財務課

158 減免基準の見直し 実施  準備 → → 実施
使用料・手数料の見直しに合わせて、これらの減免規定の見直しを行う。助成すべきもの
と減免すべきものとの明確化を図る。

H21
達成

受益者負担の公平化を図るため、施設使用料の調整を行うこととし、副市長や各部等の長
等により構成される歳入確保対策本部会議において協議を行い、平成22年３月議会にお
いて条例改正案を提出し、同年10月から改正を実施し、、算出方法の統一や住民負担の
公平化が図られたとともに、減免規定についても一定の基準を設け、統一を行った。

財務課
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159
新財源検討ワーキンググループの
設置及び各種指針の策定

実施 実施     

自主財源を安定的に確保策定するため新財源検討ワーキンググループを設置して、新た
な財源確保の方策及び方針等を策定する。
　平成18年度
　　　・霧島市広告事業実施要綱策定
　　　・霧島市広告掲載等基準作成

H18
達成

平成18年10月以降4回の新財源検討ワーキンググループ会議を開催し、
　・霧島市新財源確保実施体系
　・霧島市広告事業実施要綱
　・霧島市広告掲載等基準
を策定し、各広告事業毎の各課の分担と導入スケジュールを確認したことにより、各広告
媒体（広告事業）ごとの具体的な取り組みが可能となった。

行政改革推進課

160
印刷物への広告掲載
（広報誌含む）

実施 準備 実施 → → →

広報紙、封筒、刊行紙等の印刷物への広告掲載による新たな収入の確保を検討する。広
報紙については平成18年度で実施要領を作成し平成19年度から実施する。
その他については平成19年度中に実施要領を作成し可能なものから随時導入する。

効果額（広報誌）
　年間収入見込額：2,200千円
　計画期間中の収入見込額：8,700千円（平成19年５月開始で試算した場合）

H20
達成

平成18年度に霧島市広告事業実施要綱を制定し、これに基づき各課が広告事業を展開
している。
【平成23年４月１日現在　広告事業】
広報きりしま 、お知らせ用圧着ハガキ 、通信用封筒類、水道メーター検針票、霧島市ご
み収集日程表・分別表

行政改革推進課

161 ホームページへのバナー広告掲載 実施 準備 実施    

ホームページのバナー広告収入導入の実施要領を平成18年度で作成し、平成19年度か
ら導入する。

効果額
　年間収入見込額：1,080千円
　計画期間中の収入見込額：4,050千円（平成19年７月開始で試算した場合）

H19
達成

平成19年度からホームページのバナー広告掲載を導入するため、平成18年度中に霧島
市ホームページ広告掲載取扱要領及びホームページ広告表現ガイドラインを策定し、平
成19年度７月よりバナー広告掲載を始めた。

秘書広報課

162 職員駐車場のあり方の見直し 検討 協議 → → →
方針
決定

職員駐車場の使用料徴収が妥当であるかについて、平成22年度にその方針を決定する。 着手中
平成19年度より職員駐車場の有料化について調査研究を行ってきたが、市内民間企業で
も有料としているところや無料としているところ等あり、有料化の妥当性についての結論が
出せなかった。よって平成23年度も方針決定を行うための協議を行っていく。

総務課

163
公共施設への看板等広告掲出の検
討

検討
調査
研究

→ → →

方針
決定
・
要領
作成

建物・土地・公用車等の広告媒体主管課により広告物掲出の可能性を調査研究し、可能
性のあるものについては平成22年度までに方針を決定し、実施するものについては要領
等を作成する。

H22
達成

広告物掲出の可能性のある、公用車、国分駅待合所、国分駅東西自由通路及び国分中
央歩道橋について調査・検討を行った。うち、国分駅待合所については、広告物掲出可
能な施設として募集要領等の整備を行った。
このことにより、新たな財源の確保とともに、広告可能な媒体が広がった。

行政改革推進課

164 ネーミングライツの導入 検討
調査
研究

→

方針
決定
・
要領
作成

  
広告媒体主管課により公の施設へのネーミングライツの導入を調査研究し、平成20年度中
に方針を決定し、導入するものについては実施要領を作成する。

H20
達成

平成18～19年度で先進事例や市内企業への意見聴取を行なった。
・ニーズについて市内企業の意見の聴取した結果、全国規模の大手企業にとっては地方
施設は魅力なし。市内企業にとっても取組みにくいとの意見。
・県内先進事例調査においては、鹿児島県以外は公募しても応募なしの現状。
以上を踏まえて平成20年度において導入しない方針を決定した。

行政改革推進課

165 イベントスポンサーの導入 検討
調査
研究

→

方針
決定
・
要領
作成

  
イベント主管課により行政が主催するイベントについて、事業協賛募集を調査研究し、平
成20年度中に方針を決定し、導入するものについては実施要領を作成する。

H20
達成

先進地の事例では行政主催のイベントでの事業協賛事業は積極的な取り組み事例がな
いことや、市内で開催されてきた広く市民を対象とした祭り等の各種イベント等は、地域の
実行委員会が実施主体となり、それぞれの地域の理解者の協賛を集めながら実施されて
きた経緯があることから、イベントスポンサーについては、既存のイベントのについては現
状どおりとするとともに、市が主催するイベントについては導入はしない方針を決定した。

行政改革推進課

166 法定外目的税の導入 検討 協議 → → → → 各種情報を入手し、税政に至らないでも庁内協議を進める。
H22
達成

平成18年度から全国の取り組み事例や条例等を調査収集し、税の用途や課税の目的を
検討したが、霧島市においては課税すべき対象が見当たらなかったため、課内で協議し
た結果、新たな税の導入に至らなかった。

税務課

167 ミニ公募債の導入 検討  協議 → → →
特定の事業の財源を確保するため、地方債残高の状況を考慮したうえで、ミニ公募債の導
入に向けた検討を行う。

H21
達成

ミニ公募債は、市民の行政に対する参加意識を高めるとともに、市の資金調達に係る選択
肢を増やすことにもなるが、その反面、公募債の充当対象が構造物等中心であることから、
建設後の維持費などの後年度負担や地方債残高の増加につながるため、発行の有無に
ついて検討を行った。本市では平成18年度に策定した霧島市経営健全化計画において、
市債発行は償還元金の範囲内に抑制することとなっており、ミニ公募債を発行する余地が
ない、と判断した。

財務課

168
未利用財産の有効活用
（庁舎空きスペース活用含む）

実施 協議

協議
・
方針
決定

→

一部
実施

→

→

→

→

未利用財産の洗い出しを行うとともに、有効活用に係る検討・協議を行い、有効活用でき
ない財産については随時処分を行う。
庁舎の空きスペースの有効活用については、平成19年度に検討・方針決定を行い、実施
可能な分について平成20年度に実施する。検討は、引き続き行い方針が決定したものは
平成22年度までに実施する。

H22
達成

財務課の未利用財産は、条件が整えば毎年度（随時）入札等により売払いを行っている。 財務課

169 未利用財産の処分 実施

準備
・
一部
実施

→ → → →
未利用財産のうち有効活用が見込まれないものについては、随時処分を行うとともに、信
託制度等の活用による処分についても検討協議を行う。

H22
達成

財務課の未利用財産は、条件が整えば毎年度（随時）入札等により売払いを行っている。 財務課
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170 信託制度の検討 検討  協議 →
方針
決定

 
信託制度に基づき有効活用できないか検討協議を行い、平成21年度中に方針決定を行
う。

H21
終了

未利用財産の有効活用を図るため、信託制度を導入することは有効な手段ではあるが、
信託制度はその運用によっては債務が発生する可能性もあり、導入に関しては時期をみ
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 実施 実施 → → → →
平成22年度までに普通会計の一般財源26億円の縮減を行う。
平成18年度一般財源：352億円（普通会計）
平成22年度一般財源：326億円（普通会計）

着手中

霧島市歳出対策本部(職員で構成する委員会：21名)を設置し、毎年度２回程度の会合を
開催するとともに、当初予算編成において削減目標額を設定するなど、歳出削減に向け
た全庁的な取り組みを行ってきたが、社会経済情勢の変化に伴う社会保障関係経費の増
加、国の雇用・地域活性化策に呼応した積極的な事業の実施などにより、目標達成には
至らなかった。

財務課

172 扶助費の適正化 実施
計画
策定

実施 → → →

『霧島市経営健全化計画』に基づき、市単独扶助費の縮減、敬老祝金、ひとり親家庭医療
費助成費の上乗せ補助の廃止を行う。
平成18年度一般財源：28億円（普通会計）
平成22年度一般財源：29億円（普通会計）

着手中

毎年度の当初予算編成において市単独扶助費の縮減・廃止を検討し、平成23年度当初
予算では敬老祝金の対象年齢の見直しを行うなど成果もあったが、社会経済情勢の変化
に伴い生活保護費や児童福祉関係経費などの社会保障関係経費の増加により目標達成
には至らなかった。

財務課

173 公債費の抑制 実施
計画
策定

実施 → → →
『霧島市経営健全化計画』に基づき、地方債残高を48億円縮減する。
平成18年度一般財源：74億円（普通会計）
平成22年度一般財源：81億円（普通会計）

H22
達成

経営健全化計画に基づき、新規の借入額を償還元金以内に抑制する財政運営を行って
きた結果、平成18年度末で801億円であった市債残高を、平成22年度末には87億円減の
714億円に縮減することができた。

財務課

174 補助金等の見直し 実施
計画
策定

実施 → → →

『霧島市経営健全化計画』及び『霧島市補助金等交付指針』等に基づき、市単独補助金
を見直し、普通会計一般財源１億円の縮減を図る。
平成18年度一般財源：16億円（普通会計）
平成22年度一般財源：15億円（普通会計）【対18年度△１億円】

着手中

『補助金等交付指針』を策定し定期的な補助金の見直しを実施するとともに、毎年度の当
初予算編成においても補助金等の整理・統合・廃止の検討を行った結果、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など見直しを実
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１億円の削減ができなかったた
め目標達成には至らなかった。

財務課

175 公共工事のコスト縮減 実施
計画
作成

実施 → → →
平成18年度にコスト縮減委員会を設置し、行動計画及び具体的施策を作成する。平成19
年度より具体的に実施し、公共工事の５%程度の縮減を目指す。

H22
達成

毎年、年度初めの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、各事業担当者へ工事コスト縮減に対する意識の
啓発を行った。その結果、公共工事コスト縮減率が平成19年度から22年度の４年間を通し
て、年平均5.27％となり、目標値の５％を達成できた。またその効果額が４年間で
1,361,763,000円で年平均340,440,750円となった。

検査課

176 入札制度の改善 実施

協議
・
規程
作成

実施 → → → 平成18年度一般競争入札等に係る規程を定め、平成19年度から実施する。 着手中

条件付一般競争入札については、設計額1,000万円以上の建設工事において、平成19年
度より郵便入札を運用、また平成20年度より電子入札を試行運用し、平成21年度には本
格運用を開始した。また、入札価格のみならず技術評価点を考慮する総合評価方式（特
別簡易型）を平成21年度より実施し、従来型の入札制度の改善に努めてきたが、条件付
一般競争入札の適格要件を段階的に緩和するには至っていない。

契約課

177 他会計繰出金等の見直し 実施
計画
策定

実施 → → →
『霧島市経営健全化計画』に基づき、他会計の繰出金等の見直しを行う。
平成18年度一般財源：39億円（普通会計）
平成22年度一般財源：35億円（普通会計）【対平成18年度△４億円】

着手中

毎年度の予算編成において、各事業会計や特別会計の歳入歳出の状況を確認し、一層
の経営改善を要請することにより、一般会計からの繰出金等の財政支援の削減に努めて
はきたが、各事業会計や特別会計の経営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 特別会計の見直し（９特別会計） 実施  実施 → → → 当初予算編成にあわせて毎年度特別会計の見直しを行う。
H22
達成

当初予算編成にあわせて特別会計の廃止を含めた見直しを実施してきた結果、平成18年
度時点の９特別会計を平成23年度時点では６特別会計に整理できた。

財務課

179
公社等外郭団体の財政支援の見直
し

実施  実施 → → → 当初予算編成に併せて、毎年度公社等外郭団体の財政支援の見直しを行う。
H22
達成

毎年度の予算編成にあわせて、外郭団体等に対してより一層の歳出削減や財源確保に
努めるなど経営改善に取り組むよう要請し、財政支援の見直しを行った結果、社会福祉協
議会補助金については5,416千円の減、シルバー人材センターに対する高齢者労働能力
活用事業等補助金については44,226千円の減となるなど、ある程度の成果が得られた。
　社会福祉協議会補助金
　　　平成18年度決算額　63,000千円　⇒　平成23年度当初予算額　57,584千円
　高齢者労働能力活用事業等補助金
　　　平成18年度決算額　65,911千円　⇒　平成23年度当初予算額　21,685千円

財務課

180 バランスシートの作成 実施 実施 → → → → 連結バランスシートの作成を行い、住民に公表する。 着手中
各種研修会に参加し、公会計に係る知識の習得や財務諸表の作成研修を通じて、職員の
資質の向上に努め、まず普通会計の財務諸表の作成に取り組んだが、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。

財務課

181 行政コスト計算書の整備 実施  実施 → → → 平成19年度から決算に基づく行政コスト計算書の作成を行う。 着手中
各種研修会に参加し、公会計に係る知識の習得や財務諸表の作成研修を通じて、職員の
資質の向上に努め、まず普通会計の財務諸表の作成に取り組んだが、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。

財務課
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182 資金収支計算書の整備 実施    実施 → 公会計制度の見直しにあわせて、平成21年度から資金収支計算書の作成を行う。 着手中
各種研修会に参加し、公会計に係る知識の習得や財務諸表の作成研修を通じて、職員の
資質の向上に努め、まず普通会計の財務諸表の作成に取り組んだが、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。

財務課

183 純資産変動計算書の整備 実施    実施 → 公会計制度の見直しにあわせて、平成21年度から純資産変動計算書の作成を行う。 着手中
各種研修会に参加し、公会計に係る知識の習得や財務諸表の作成研修を通じて、職員の
資質の向上に努め、まず普通会計の財務諸表の作成に取り組んだが、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。

財務課

184 資産・債務改革の計画策定・推進 実施  

協議
・
計画
策定

実施 → →

公会計制度の見直しにあわせて、資産改革については、未利用地の処分や、資産の有効
活用を内容とする計画を平成19年度中に策定し、債務改革については、『霧島市経営健
全化計画』に基づき実施する。
平成18年度末地方債残高：804億円（普通会計）
平成22年度末地方債残高：756億円（普通会計）【対平成18年度△48億円】

着手中

債務改革については経営健全化計画に基づき、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の縮減を図った結果、平成18年度末の地方債残高801億円から目標
を大きく上回る87億円の縮減を達成し、平成22年度末残高は714億円となったが、資産改
革については計画の策定には至らなかったため目標を達成できなかった。

財務課

185 枠予算配分方式の導入 実施    実施  平成21年度の行政評価システムの本格稼動にあわせて、導入する。
H21
達成

■Ｈ22年度当初予算、Ｈ23年度当初予算編成において、各施策に一般財源を配分する
「施策別枠配分方式」を採用した。
■行政評価システムと予算編成を連動させて事務事業の評価を予算に反映させることで、
事業ごとに優先度をつけて予算にメリハリをつけることができた。
■Ｈ23年度における枠配分の重点分野は次のとおりであり、各施策の枠配分率に1.5％を
加算した。（全施策数：28施策、重点施策：8施策）
1.産業の発展　①農・林・水産業の振興、②商工業の振興、③観光業の振興、
　　　　　　　　　 ④雇用の促進
2.快適な生活　①生活基盤の充実、②交通体系の充実、③子育て環境の充実、
　　　　　　　　　 ④市民参画によるまちづくりの推進

財務課

186 保健センターのあり方見直し 検討  協議
方針
決定

  
H19年度に実施した保健センター利用状況調査の結果を参考にしながら、H20年度中に
保健センターのあり方や保健師の配置などを検討し方針を決定する。

H20
達成

効率的な事務事業の執行のため、複数課で行われている業務の一元化を検討する目的
で、現状調査や協議を重ねる。
H19年７月本所・支所連絡会で、現状について協議。９月～11月各総合支所の保健セン
ター利用状況調査の実施し、本庁・総合支所の職員間で共通認識不足があることが懸案
としてだされる。その後、協議を進めて、H20年８月本庁・支所連絡会において保健セン
ターのあり方、保健師の配置について検討を行い、保健師業務の量と質の標準化を図る
ために、H21年度は支所保健師を１名・嘱託保健師等１名の２名体制とする。また、支所の
健診等はすこやか保健センターから出向く。そして、H22年度から保健師はすこやか保健
センターに集約する。これにより、支所保健センターは嘱託保健師等１名を配置する方針
を決定する。

健康増進課

187
公営企業の経営基盤の強化（水道
事業、工業用水道事業、簡易水道
事業）

実施   実施   
水道事業会計と簡易水道事業会計の資産の有効活用・事務の効率化をはかるために、平
成19年12月に水道事業設置条例を改正し、平成20年度から２つの会計を統合し、霧島市
水道事業会計に一本化する。

H20
達成

簡易水道事業会計は、合併以前は官公庁会計で運用されていたため、減価償却の概念
のない水道料金体系となっており、合併後の地方公営企業法を適用した独立採算による
運用後は、赤字を呈している状況であった。そのため、不足分については一般会計からの
繰入金によりまかなっていたが、平成20年度から水道事業会計と簡易水道事業会計を１つ
の会計にすることで、資産を有効活用することにより、赤字補てん分の繰入が解消され、基
準内繰入のみとなった。また、会計統合により、１つの会計になったため、会計事務の効率
化が図られた。

水道部管理課

188 福山総合支所のあり方の見直し 実施   準備 → →
現在、上場（牧之原）と下場の2箇所に分かれて機能を有する福山総合支所については、
「牧之原1箇所に総合支所の機能を集約し、既存の福山総合支所は窓口業務を担当する
部署設置する必要がある。」とした地域審議会の答申を踏まえ、今後構築を進める。

H22
達成

福山総合支所組織検討委員会を開催（８回）し、牧之原地区に総合支所機能を持つ庁舎
の建設や、福山地区は窓口業務を行う支所とすることなどを決定する。
平成23年１月より、牧之原地区に建設された新庁舎に総合支所機能を集約するとともに、
旧福山総合支所は、窓口業務を中心に行う福山市民サービスセンターとして開設された。
このことにより、効率的な行政サービスの提供ができる組織が構築された。

行政改革推進課

189 保健福祉総合相談員の配置 実施   

協議
・
方針
決定

実施  
平成21年度より保健福祉総合相談員を配置し、関係機関との連携をとりながら、子育て、
生活保護等の福祉に関する全般的な相談に的確かつ迅速に対応する。

H21
達成

平成21年４月から、福祉総合相談員として、実務経験豊富な県職員ＯＢ２名を配置した｡業
務は、主に生活保護面接相談、福祉に関する全般的な相談業務であるが、社会福祉協議
会、ハローワークなど関係機関との連携を取り、福祉制度に関する助言を行うなど、複雑多
様化する相談に的確かつ迅速に対応している｡なお、平成21年度においては、生活保護
に関する相談381件中、336件について福祉総合相談員が対応した｡

保健福祉政策課

190
中核的な拠点となる保健センターの
整備

検討    協議
方針
決定

平成21年度に中核的な拠点となる保健センターの整備について施設の内容、規模及び建
設場所等の協議を行い、平成22年度に方針を決定する。

着手中

＜取組＞
部内において保健センター整備計画について協議を行った。
庁舎建設計画の中で複合施設として入れないか、又他の既存施設利用ができないか検討
がなされた。
＜結果＞
進行中の庁舎建設計画に複合施設としての規模及び予算が合致しない。
既存の建物利用は、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


