
[資料１]
霧島市集中改革プラン　平成23年度取組状況

23 24 25 26 27

1
国分庁舎における総合窓口
体制の充実

検討 協議 →
方針
決定

先進地の取組状況について、情報収集を行った。
先進地の取組状況について情報収集を行うことにより、
本市の総合窓口体制の充実についての取組方針を決
定する上で必要な情報を得ることができた。

○ 行政改革推進課

2
ＧＩＳ（地図情報システム）の
導入

検討
調査
研究

方針
決定

　ＧＩＳ導入自治体のホームページからGISに関しての情
報収集を行うと共に、メーカーからGISの資料を取り寄
せ、課内検討を行った。

平成２３年度での調査研究を基に、平成２４年度の上半
期で、公開型ＧＩＳ構築の有無について、業務関係課と
協議することとした。

○ 情報政策課

4
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市自衛
隊父兄会）

実施 準備
一部
実施

実施

各地区父兄会の事務局移管（溝辺・福山・霧島）につい
ては、平成23年度当初より福山地区は実施している。ま
た、他の地区（溝辺・霧島）については、平成24年度ま
でに移管できるよう地区父兄会へ説明等を行ってきた。

福山地区については、平成23年度より事務局を移管し
ている。溝辺地区及び霧島地区については、平成24年
度より事務局を地区父兄会へ移管することを総会等で
決定した。（溝辺地区については、平成24年度の総会ま
で事務の補佐を行うこととなっている。）

○ 総務課

5

市に事務局がある各種団体
の事務局移管（消防後援会
（国分、溝辺、横川、隼人、
福山地区））

実施 準備 → → 実施

各地区における業務内容について調査のうえ、各地区
の現状を把握するため担当者会を開催した。今後の業
務移管については、それぞれ旧市町からの慣例等に
よって業務を行っており、統一した業務の移管を進める
ことが困難な状況であるため、安心安全課が移管の係
る計画の概要を示すこととなった。

それぞれの業務の現状を共通して認識することで、移
管の進め方についてそれぞれの考え方を協議すること
ができ、今後、業務の移管を円滑に進めるための連携
ができた。

○ 安心安全課

6
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市薩摩
義士顕彰会）

検討
方針
決定

理事、役員会において事務局移管について協議を行
なった。

方針を決定(平成24年から26年にかけて会の組織強化・
事務局移管の環境整備を図り、平成27年を目途に事務
局の移管を行う。）

○ 総務課

7
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市花卉
振興会）

検討 協議 →
方針
決定

　会長との打ち合わせにより、平成２５年度に役員改選
ががあり新体制となることから、平成２５年度中に引継
ながら事務局移管を行うことで調整を行った。

　事務局移管を平成２５年度中に行いながら、平成２６
年度から事務局移管を完全に行う。

◎ 農政畜産課

8
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市茶業
振興会（溝辺、牧園支部））

実施 準備 → 実施

　全国茶品評会の出品に向けた取組において、農家が
一体となり上位入賞を目指すための取組がなされた。
　出品に向けた取組協議において、手摘みや機械摘み
など一部取組が異なることから協議に時間を要した。

　霧島市開催の全国お茶まつり大会成功に向けた協議
を行うことで、各地区茶農家の一体感が図られた。全国
品評会での上位入賞を目指す取組みについて協議は
重ねてきたが、調整に係る協議事項も多く、結果、事務
局移管や支部統合等の協議には至っていない。

×

　平成２３年度については、全国お茶まつ
り大会が霧島市で開催されたことから、品
評会における上位入賞を目指す協議等を
行うものの、支部統合等の話し合いには
至らなかった。

農政畜産課

9
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市鮎ま
つり実行委員会）

検討 協議 →
方針
決定

平成23年4月19日第１回実行委員会で提案
平成23年7月12日第３回実行委員会で協議

実行委員会会長が日当山夏祭り実行委員会委員長を
兼ねており今後前向きに検討する意向を示している。

×
実行委員会会長が鮎まつり終了後交替し
たため

林務水産課

10
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（龍馬ハネ
ムーンウォーク実行委員会）

検討 協議
方針
決定

事務局移管について説明協議し、平成24年度から霧島
市観光協会等へ事務局を移管する方針で進めることと
した。

計画のとおり、平成24年度から事務局を市観光協会等
に移管する方向で進めることとなった。

○ 観光課

『H23進捗』・・・◎：計画以上に進んだ、○：計画どおり進んだ、×：計画通り進まなかった
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11
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（初午祭実行
委員会）

検討 協議 →
方針
決定

幹事会・実行委員会で協議し一体的に取り組んでいる。
（隼人町民芸保存会と共に事務局や組織の在り方につ
いて文化振興課と協議を行った。）

事務局移管について、文化振興課と協議を行った。
伝統文化の継承と観光事業について整理し、平成２４
年度において実行委員会で協議検討を進めることとし
た。

○ 観光課

12

市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市ス
ポーツ団体誘致歓迎実行委
員会）

検討 協議 →
方針
決定

事務局の移管については、事業の内容が多岐にわた
り、誘致団体及び市内各種団体との調整については市
が主体的に行っているため、引き続き検討することとし
た。

事務局の移管先について検討・協議を行った。 ○ 観光課

13
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市PRス
タッフ運営協議会）

検討 協議
方針
決定

市観光協会への事務局移管を協議しているが、事務費
等の予算措置についてに課題が残されている。
観光のみならず、市の全体的なＰＲを担っていることか
ら、引き続き市が事務局をもつことも含めて、全体的な
見直しを行っている。

市の全体的なＰＲを担っていることから、引き続き市が
事務局をもつことも含めて、全体的に見直し内容の検討
を行うこととした。

○ 観光課

14
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（天孫降臨霧
島祭実行委員会）

検討 協議 →
方針
決定

事務局移管について説明協議し、平成24年度から霧島
市観光協会等へ事務局を移管する方針で進めることと
した。

平成25年度の事務局移管予定を繰り上げ、平成24年度
から霧島市観光協会等へ事務局を移管する方針につ
いて協議が整った。

◎ 観光課

15
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（溝辺町網掛
川を守る会）

検討 協議 →
方針
決定

平成２３年５月１３日開催の総会において、霧島市集中
改革プランについて説明するとともに当網掛川を守る会
の事務局を平成25年度を目途に移管する計画（プラン）
となっている旨、説明し理解を求めた。また、今後、移管
に向けた取り組み（検討協議）を進めていくことになると
いう方針も説明した。

総会において、霧島市集中改革プラン並びに事務局移
管については特に異論（異議）もなかったので、理解し
ていただいたと思う。その後、正副会長と移管に伴う問
題点や移管後の事務局のあり方等について、意見交換
したりしたので、移管に向けた気運は高まってきたよう
に感じる。

○ 溝辺産業建設課

16
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（大隅横川駅
保存活用実行委員会）

検討 協議
方針
決定

大隅横川駅保存活用実行委員会の役員会を開き、事
務局の通帳管理、領収証等の管理、現金の収受等を実
行委員の中で会計責任者を定めた。どのような部分か
ら移管していくのかについては、協議は行ったがまだ決
められない段階である。

今まで、地域振興課地域振興Ｇ内で上記事務を行って
いたが、通帳管理や領収証等管理、現金管理等がなく
なり、ある程度の事務改善に繋がった。

○ 横川地域振興課

17
市に事務局がある各種団体
の事務局移管（霧島市子ど
も会育成連絡協議会）

検討 協議 → → →
方針
決定

生涯学習課と各出張所の教育振興課担当で、各支部で
実施している事業や各事務局の事務内容について協議
した。

事業内容、事務内容の把握を行なった。 ×
担当者間の協議、及び市子連役員との協
議が不十分で計画通り進まなかった。

生涯学習課

19 電子決裁の導入 検討 協議
方針
決定

財務会計システム、人事給与システムの更新のために
必要な資料収集等を実施した。

平成２４年度に各システム(財務会計、人事給与)更新に
向けた検討を業務担当課で行うこととした。

○ 情報政策課

20 学校の規模適正化 検討 協議
方針
決定

対象地域において保護者、地域住民との意見交換会を
実施した。
　１巡目　開催地区　１２地区　延べ参加者数　３９９人
　２巡目　開催地区　　７地区　延べ参加者数　１６６人

年度末に「これからの霧島市立小学校のあり方等につ
いて」をまとめ、議会へ報告するとともに、ホームページ
で市民へ周知することとした。

◎ 教育総務課
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21
給食事業（自校方式、給食
センター方式）の見直し

検討
方針
決定

・学校給食事業の見直しについて「霧島市学校給食運
営審議会」を開催
○学校代表者等で構成する委員会：15名
第１回　H23.5.19　霧島市役所隼人庁舎　第一会議室
【諮問】
第2回　H23.7.7　　霧島市隼人給食センター　会議室
※隼人給食センター及び国分北小学校調理場を視察
第3回　H23.8.8　　霧島市役所隼人庁舎　第一会議室
【答申】

・平成23年8月8日に霧島市学校給食運営審議会より
「霧島市学校給食施設再編について」答申をもらう。　答
申内容　①国分地区のウエット方式学校給食施設の廃
止について　②廃止後の国分地区学校給食施設の整
備方針について　③福山学校給食センターの老朽化に
伴う整備方針について　④横川、牧園学校給食センター
の老朽化に伴う整備方針について　⑤霧島学校給食セ
ンターの整備方針と市全体の将来的な配送計画につい
て
・答申内容については、市制推進会議及び定例教育委
員会で報告を行った。

×

（仮称）第一学校給食センター建設は、市
政推進会議で説明するとともに定例教育
委員会で報告を行ったが、給食事業(給食
センター方式）の見直しについては市とし
ての最終決定までは至らなかった

保健体育課

22 電子入札の推進 実施
一部
実施

→ → → 実施
8月に格付業種の拡大を実施し、それに伴い電子入札
の拡充が図られた。

電子入札参加業者の適用範囲拡大が実践できたこと
で、電子入札処理件数が前年度比で５０．７％増加し
た。（参考：２０年度　２件、２１年度　９１件、２２年度　６
９件、２３年度　１０４件）

○ 契約課

23
入札・契約管理システムの
導入

実施 準備 → 設計 実施

枠配分予算の事業調整の結果、予算化が困難。予算
軽減も考慮し、平成25年度予定の財務会計システムの
新規導入に伴う、同システム内での併用運用を検討す
ることとした。

来年度に向けた具体的な検討が図られた。 ○  契約課

24
社会体育施設整備計画を含
めたスポーツ振興計画の策
定

実施 準備
計画
策定

・社会体育施設の運営状況の把握

・スポーツ振興計画つくりのための「霧島市スポーツ推
進審議会」を開催

・社会体育施設の運営状況の把握
　全体62施設（指定管理者制度導入施設52施設、直営
施設10施設）
　社会体育施設運営状況　平成22年度844,214人　平成
23年度2月現在768,248人　←5月末に指定管理者から
の事業報告で確定

・霧島市スポーツ推進審議会を開催　平成24年3月23日
（金）13:30～15:00。社会体育施設の現状について、指
定管理者の運営状況を確認。施設の現状と課題を確認
した。また、平成24年度に向けてスポーツ振興計画の
作成のための取組み方法と日程を確認した。

○ 保健体育課

25 投票所の再編 検討 協議 →
方針
決定

有権者数１００人以下及び４，０００人前後の投票区の
範囲を図面上に示し各支所の選挙担当者との意見集
約や問題点の洗い出しを行い選挙管理委員への報告と
意見交換を行なった。

現在、取り組み途中であり、成果は表れていない。 ○ 選挙管理委員会

27 都市計画税の見直し 実施 準備 → 実施

・都市計画区域の再編案作成については、関係機関等
との協議を行った。地区住民等への説明会は、都市計
画税の方針が出ないと実施は困難と判断し延期した
が、税の方針案が出たため平成24年6月末頃に実施す
る予定である。
・土地利用基本計画の変更手続きは、都市計画区域の
再編案が確定していないため、平成24年度におくること
とした。
・都市計画税の課税等の見直し作業については、財務
課、建設政策課、都市整備課、税務課の課長、グルー
プ長協議を２回、総務部長、建設部長及び財務課、都
市整備課、税務課の課長、グループ長協議を２回実施
し、都市計画税の課税区域、課税区域別都市計画税収
入推計額等について協議した。

・新たに都市計画区域を拡大する予定区域（溝辺地域：
1,533ha、霧島地域：2,122ha、牧園・隼人地域：86haの
3,741ha）は、都市計画税の課税区域としない方針案を
決定し、市長及び副市長に説明した。
・「都市計画税の課税対象区域は、原則として用途地域
の区域内とする。なお、建築物形態規制区域は、用途
地域に準ずる区域として、都市計画税の課税対象区域
とする。」方針案を決定した。

○ 都市計画課
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28 下水道使用料の統一 実施 準備 → → → 実施
経営シミュレーションソフトを活用し、使用料単価算出の
基となる今後の経営状況の推移の作成。

経営シミュレーションソフトを活用しているが、完成まで
至らなかった。

×

現在、全体計画の見直しも行っていること
から、見直し後の経営シミュレーションを
作成する必要がある。このようなことから、
今年度は、全体事業費及び維持管理費等
が確定していないため経営シミュレーショ
ンの作成を行えなかった。

下水道課

29
公共的団体等の統合（森林
組合）

検討 協議
方針
決定

３森林組合で職員会、小委員会、幹事会を開催した。
３森林組合で合併協議を進めてきたが、本所の位置や
役員定数など合併の基本的事項について合意に至ら
ず、方針や内容を決定できなかった。

×
本所の位置や役員定数など合併の基本
的事項について合意に至らなかったため。

林務水産課

30
公共的団体等の統合（土地
改良区）

検討 協議 →
方針
決定

国分、宮内原、隼人町錦の３土地改良区事務局長に将
来の経営を含む取組を聞き取り調査し、合併に向けて
参考とした。

・国分土地改良区の意見・・・取水の水系が異なる、両
地区では地形に高低差がある等用水路管理に対し、マ
イナス意見が多く合併に消極的であった。
・宮内原土地改良区の意見・・・隼人町錦土地改良区か
ら合併したいとの申出があれば協議して良い。国分土
地改良区とは現状では考えていない。
・隼人町錦土地改良区の意見・・・事務局書記の意見は
予算・会員の高齢化など今後を考えると宮内原土地改
良区との合併に前向きだが、理事長は解散し、水利組
合で管理していく方向で考えていると事務局書記から聞
き取りした。

×

事務局長に現状を踏まえ、合併について
話を聞いたが全体的には広範囲にわたる
管理が発生していくなどの理由で消極的
であった。ただし、土地改良区の今後を考
えると合併も視野に入れる必要がある等
意見も出された。

耕地課

31①
し尿処理場への指定管理者
制度の導入（霧島市南部し
尿処理場）

実施 準備 → 実施
指定管理者制度導入による効果的な運営、経費節減が
図れるか協議を行った。

指定管理者制度導入を決定した。 ○ 衛生施設課

31②
し尿処理場への指定管理者
制度の導入（霧島市牧園・
横川地区し尿処理場）

実施 準備 実施

　指定管理者制度導入決定、実績に基づく基準価格の
算出、霧島市し尿処理場の設置及び管理に関する条例
の改正、ホームページでの指定管理者募集、牧園・横
川地区し尿処理場にて現地説明会の開催、指定管理候
補者選定委員会の開催、指定管理候補者の選定結果
の通知、指定管理者の議決

　指定管理候補者の㈱三州衛生公社が議決により、正
式に霧島市牧園・横川地区し尿処理場の指定管理者と
なる。
　指定管理料は
　　Ｈ２４年度　３５，３０９千円（９ヶ月間）、　Ｈ２５年度
４７，５３９千円
　　Ｈ２６年度　４７，６３４千円、Ｈ２７年度　４７，６１８千
円、　Ｈ２８年度　４７，６０４千円

○ 衛生施設課

32
霧島市公設地方卸売市場
への指定管理者制度の導
入

検討 協議
方針
決定

国分大同青果より決算報告を受け経営分析をおこなっ
たが、経営健全化への取組についてのヒアリングには
至らなかった。

国分大同青果より決算報告を受け経営分析。その結
果、前年より売上高は上昇していたが、費用も上昇して
いた事がわかった。しかし費用の上昇分は退職金によ
るものでやむを得ない分である。

×
決算報告をもとに経営分析をおこなった
が、経営健全化への取組についてのヒア
リングには至らなかったため。

農政畜産課

33
霧島市塩浸温泉龍馬公園
への指定管理者制度の導
入

実施 準備 実施
指定管理者の募集、選定、議会議決、指定管理者決定
に係る告示、協定協議及び業務引き継ぎについて、計
画概要のとおりの事務作業を行った。

取組内容のとおり作業を行い、予定どおりの計画実施と
なった。

○ 観光課

4



[資料１]
霧島市集中改革プラン　平成23年度取組状況

23 24 25 26 27

『H23進捗』・・・◎：計画以上に進んだ、○：計画どおり進んだ、×：計画通り進まなかった

番号 取組内容 区分
実施期間

平成23年度の取組内容 成果
H23
進捗

計画通り進まなかった理由 主担当課

34
公営住宅への指定管理者
制度の導入

実施 協議
方針
決定

日程計画に基づき、公募した結果、南和産業グループ、
きりしまPPP株式会社、株式会社ナガトモの３社が応募
した。8月上旬に公募説明会を実施し、10月28日にプレ
ゼン・ヒヤリングを行った。    11月1日に指定管理候補
者選定委員の審査表の集計、意見の取りまとめを行
い、南和産業グループが指定管理者としてふさわしいい
との選定結果を踏まえ、結果通知を主管課で行った。
12月の議会で議案は、否決となった。

12月議会で提案したが否決となった。 ○ 建築住宅課

35
公立保育園（12園）の民間
委託等

検討
方針
決定

市が設置する保育園（12園）の民営化、民間委託など
の運営のあり方について、庁内検討委員会である「保健
福祉施設民活利用検討委員会」での協議を経て、庁外
検討委員会として設置した「市立保育園あり方検討委
員会」において、公立保育園の果たすべき役割（公立で
なければならない理由）などの検討や現地調査などを４
回にわたり実施した。

市立保育園あり方検討委員会において、付帯意見等を
付して「基本的に民営化することが妥当」とする提言が
決定され、提言書が平成24年3月28日に直接、市長に
提出された。

×

市立保育園あり方検討委員会から提言書
が提出されたものの、すでに年度末であっ
たため、当該提言を尊重しつつ市の方針
を決定するには、資料収集等のための間
がなく、結果的に平成23年度中に市の方
針を決定するに至らなかった。

保健福祉政策課

36
養護老人ホーム（３園）の民
間委託等

検討
方針
決定

市が設置する養護老人ホーム（３園）の民営化、民間委
託などの運営のあり方について、庁内検討委員会であ
る「保健福祉施設民活利用検討委員会」での協議を経
て、庁外検討委員会として設置した「市立養護老人ホー
ムあり方検討委員会」において、公立養護老人ホーム
の果たすべき役割（公立でなければならない理由）など
の検討や現地調査などを４回にわたり実施した。

市立養護老人ホームあり方検討委員会において、付帯
意見等を付して「基本的に民営化することが妥当」とす
る提言が決定され、提言書が平成24年3月28日に直
接、市長に提出された。

×

市立養護老人ホームあり方検討委員会か
ら提言書が提出されたものの、すでに年
度末であったため、当該提言を尊重しつつ
市の方針を決定するには、資料収集等の
ための間がなく、結果的に平成23年度中
に市の方針を決定するに至らなかった。

保健福祉政策課

37
地区公民館（26館）の管理
運営の在り方についての調
査・研究

検討 協議 →
方針
決定

　市長部局を交えた公民館あり方検討会を開催する前
に、条例公民館の所管である教育部の方針等を決定す
るため、教育部内のあり方検討会を２回開催し協議を行
い大まかな方針は決定したが、具体的な対応を決定し
ていないため、今後も検討会を開催し教育部としての考
え方をまとめた上で、市長部局を交えた公民館あり方検
討会を開催し、協議を行って行く。

　市長部局を交えた公民館あり方検討会を開催する前
に、 教育部内で霧島市としての条例地区公民館の在り
方の検討を行った。２６館ある地区公民館は、合併前の
状況をそのまま引き継いでおり温度差があるが、２回の
検討の結果、大まかな方針を決め、今後具体的な取り
扱いをどのようにするか検討して行くきっかけとなり、成
果があったものと考える。

○ 生涯学習課

38 スクールバスの民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

関係者で機会を見つけて検討は行っているが、現状を
どう維持していくかということが優先されて、なかなか今
後の方向性まで議論が進展していない。

現在は臨時職員を雇用し、利用者145名に対し4地区で
9台のバスを用い直営で行っている。その人件費、燃料
費、修繕費等で14,214千円の経費を要しているが、民
間委託とした場合、授業の状況に対応した現在の柔軟
な運用が維持され利便性が確保できるか、また受託者
の採算が取れ引き受けてもらえるか調査が必要であ
る。さらにバス車両の老朽化の問題等もあり十分な検
討が必要である。

×

バスの老朽化等直面している問題もある
が、現行の路線を維持し、利便性の向上
を図るうえで、どのような運営方式が望ま
しいか、検討は行っているが、具体的な方
向性が示せないため。

教育総務課

39
霧島市立医師会医療セン
ターの適正な経営

実施
実施

・
見直

実施 →
実施

・
見直

実施

委員会名称：霧島市立医師会医療センター管理運営委
員会
開催回数：３回
構成メンバー：姶良郡医師会４名、医療センターの長１
名、社会福祉協議会代表１名、住民代表２名、その他市
長が必要と認めるもの４名。
経常収支比率102.0%医業収支比率101.5%職員給与費
対医業収益比率51.9%病床利用率72.0%の目標値を設定
する。

霧島市立医師会医療センター改革プラン(第２版)を平成
２４年３月に改訂した。
経常収支比率108.2%医業収支比率106.8%職員給与費
対医業収益比率47.9%病床利用率75.4%の成果をみた。

◎ 健康増進課

5
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40
霧島市水道事業の適正な経
営

実施
一部
実施

実施

・平成２３年度公的資金補償金免除繰上償還に係る公
営企業経営健全化計画策定及び申請
・旧公営企業金融公庫資金（年利5.5％以上6.0％未満）
の公的資金補償金免除繰上償還承認申請
・平成２４年度公的資金補償金免除繰上償還に係る公
営企業経営健全化計画策定及び申請
・旧資金運用部資金（年利5.0％以上6.0％未満）の公的
資金補償金免除繰上償還承認申請

・平成２３年９月　旧公営企業金融公庫資金（年利5.5％
以上6.0％未満）について、公的資金補償金免除繰上償
還の承認を受け、償還を行った。（繰上償還額：
182,568,066円　補償金免除額：43,552,878円）
・平成２３年１２月　旧資金運用部資金（年利5.0％以上
6.0％未満）について、公的資金補償金免除繰上償還の
承認を受けた。

○ 管理課

41
霧島市土地開発公社の経
営健全化

実施 実施 → →

経営健全化計画に基づき、平成23年度中に「城向江地
区土石捨場用地」　（面積：49,893㎡、簿価：163,392,041
円）及び「平石特定住宅地用地」　（面積：32,678㎡、簿
価：39,830,109円）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。

経営健全化計画上は、平成23年度中に「ガーデンシティ
用地」　（面積：470,248㎡、簿価：107,415,930円）を取得
することとなっていたが、当該用地の一部について売却
に係る公募を実施したことから、取得には至らなかっ
た。
なお、当該計画で予定されていなかったが、「梅ヶ谷特
定住宅地用地」　（面積：69,267㎡、簿価：75,360,628円）
を取得し、公社のさらなる経営健全化を促進した。

×

上記のとおり、「ガーデンシティ用地」の取
得に至らなかったことによる。
なお、当該用地の取扱に関しては、平成
24年度中に再度検討を行う予定である。

企画政策課

42
地区自治公民館による地域
づくりの促進

実施
一部
実施

実施

平成23年度年度から、市内89の地区自治公民館に地
域まちづくりサポーターチームとして2名～4名の職員を
合計279名配置し、地域まちづくり計画策定時のサポー
ト及び地域と市をつなぐパイプ役として役割を担ってい
る。
また、7月には地区自治公民館や地域まちづくりサポー
ターチームのリーダーを対象とした、地域まちづくり支援
事業の説明会を開催し、地域まちづくり計画策定の推
進を図った。

平成23年度に現状分析・計画策定取り組んだ地区自治
公民館
現状分析：溝辺地区5地区自治公民館、牧園地区2地区
自治公民館、福山地区1地区自治公民館　　合計8地区
自治公民館
計画書策定：牧園地区1地区自治公民館、隼人地区1地
区自治公民館　　合計2地区自治公民館

平成24年3月末時点の地域まちづくり支援事業取組状
況
計画策定地区：48地区自治公民館、現状分析実施地
区：9地区自治公民館、未着手地区：32地区自治公民館

×

事業実施主体である地区自治公民館にお
いて、地域まちづくり計画を策定すること
の意思決定に至らなかったり、地区自治
公民館内で地域まちづくり委員会の組織
づくりに苦慮しているため。

共生協働推進課

43
霧島市への移住定住の促
進

実施 実施

・平成23年度中に本交流会発足に向けて、旧1市6町各
地区の移住者を代表する発起人会を平成24年1月末に
開催した。
・発起人会では、発起人12世帯中8世帯に参加いただ
き、本交流会設立について協議していただいた。
・協議内容は、目的、対象者、設立までのスケジュー
ル、活動内容、規約（案）等について、参加者一人一人
から意見をいただいた。
・意見として、「対象者を移住定住促進補助金受給者
（23年度末で117世帯）と会の設立に賛同するその他の
移住者とすると、あまりにも会員が多くなりすぎてまとま
りにくい。」、「規約を設けて役員（会長・副会長）を置くと
なると責任が重すぎる。」、「プライバシーの問題もあり
名簿など作ってほしくない。」、「このメンバーは市から要
請があればすぐ集まり、移住施策への提言や移住イベ
ントへの協力をする。」という声が多かった。

発起人会の意見を集約すると、計画（概要・詳細）を一
部修正し、発起人12世帯で（仮称）「霧島大好き移住者
の会」を設立し、年2回程度意見交換会を開催すること
で目標が達成できる見通しが立った。

×

平成23年度に移住定住促進補助金受給
者や会の設立に賛同するその他の移住
者を含めて、（仮称）霧島移住定住者交流
会を設立しようとしたが、発起人会での意
見を尊重し、まずは発起人による（仮称）
「霧島大好き移住者の会」を設立し、徐々
にその輪を広げていく。

共生協働推進課

44①
入札制度の改善（条件付一
般競争入札の適用範囲拡
大）

実施 準備
一部
実施

→ → 実施

8月に格付業種の拡大を実施し、それに伴い電子入札
の拡充が図られたが、その分業務量が増大しており、
現在の職員配置体制で可能な範囲でしか検討できない
と考えている。

条件付一般競争入札の全入札件数に対する導入割合
が、２１．３％から２５．０％へと若干上昇した。

○ 契約課

6
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44②
入札制度の改善（総合評価
方式の拡充）

実施 準備 実施

9月には既に策定済の土木一式の一部見直しに加え、
舗装工事の実施要領を作成。
年度末までには、建築一式・水道施設の実施要領作成
を目指したが、達成できなかった。

新たに舗装工事での総合評価方式を導入したことによ
り、実績件数が対前年比で５０％増加した。
（２２年度　２件、２３年度　３件）

×
　実施要領の作成について、関係課との
調整等に時間を要しているため。

契約課

45
各種審議会等における
クォータ制の推進

実施 準備 作成

①平成２４年４月１日に施行した「霧島市男女共同参画
推進条例」第１６条において、市が設置する附属機関等
の委員の委嘱に当たっては、男女のいずれか一方委員
の数が、委員の総数の１０分の４未満とならないよう努
めるものと明記した。
②委員の委嘱決裁に係る合議先に男女共同参画推進
グループを追加をした。
③女性人材リストの作成方法等について情報収集を
行った。

平成２３年度末の審議会等における女性委員の登用状
況の割合は２４．９％であり、「霧島市女性委員登用推
進要綱」による計画的な女性登用の促進により、平成２
２年度より０．４％上昇した。

○ 企画政策課

46 効果的で効率的な組織配置 実施 実施 → → → →

・市民対応現況調査　　平成23年5月16日～5月20日、
12月12日～12月16日
・事務量調査　　（調査表作成）　平成23年8月26日
　　　　　　　　　　（ヒアリング）　平成23年9月27日～11月
2日
・組織機構再編協議　　平成23年12月～平成24年3月
・事務分掌調整協議　　平成24年2月

・平成24年度からの新規事業等の実施に必要な関係課
からの人員要求に的確に対応し、より簡素で効率的な
組織の構築を図った。
　　建設施設管理課の設置、発達支援グループの設
置、その他グループの再編など

　　（平成24年4月1日現在の組織数：13部5総合支所87
課221グループ等）

○ 行政改革推進課

47 計画的な職員採用 実施 実施 → → → →

・市民対応現況調査、事務量調査及び事務量ヒアリン
グを実施し、職員の適正配置に努めた。
・「霧島市定員適正化計画」に基づいた職員採用を行
う。

・平成24年4月1日現在の職員数　　1,207人　（平成23年
4月1日現在　　1,219人）
　　　内訳　減員：退職者数　45人
　　　　　　　増員：新規採用　25人、再任用（定年延長）
6人、中央高校教諭　2人
・平成24年4月1日現在の職員数を　1,201人と見込んで
いたが、再任用者　6名などあり計画数には及ばなかっ
たが、次年度再任用者の退職により計画数と同数とな
る見込み。

○ 行政改革推進課

48
人事評価結果の昇任及び
給与への反映

実施 協議 → → → →

①平成23年度から能力評価をグループ長以上を対象に
実施した。実施するにあたり、4月に全職員を対象にし
た制度導入研修を行う。
②10月に被評価者研修及び評価者研修を行い、11月
の評価に向けた準備を行った。
③職種別能力評価シートを現場（保育、学校）及び人事
評価ワーキンググループの意見を聞きながら作成し、人
材育成推進委員会の承認を受け、保育士と技能労務職
分を完成、職員へ周知する。
④平成23年度の事後検証として、職員アンケート及び
評価結果のレベル合わせを行い、人材育成推進委員会
へ報告し、平成24年度からの全職員試行に向けた「試
行の手引き」の改訂を行う。

①グループ長以上の職員に対する能力評価を実施する
ことができた。
②評価期間前に評価者・被評価者研修を実施すること
ができた。
③保育士及び技能労務職の能力評価シートを作成し
た。
④平成23年度の検証作業を行うことで、平成24年度全
職員に対する試行に向けた準備ができた。

○ 総務課

49 人材育成計画の見直し 実施
計画
策定

①平成１９年３月策定の人材育成計画についての評価・
検証
②職員アンケートの実施・分析
③改訂版の策定

①人材育成計画のこれまでの３０項目の取組状況を検
証した。うち２２項目が実施済みであった。
②１１月に職員向けアンケートを実施。回答率５５．６
８％。検証結果を計画へ反映させた。
③人材育成推進委員会での協議を経て、３月に「霧島
市人材育成計画（改訂版）」を策定した。

○ 総務課
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50
人事評価制度（能力評価）
の人材育成への活用

実施 協議 → 実施
①NO48に記載
②NO49に記載
③平成24年度に具体的取組を行う

①NO48に記載
②NO49に記載
③③人材育成計画（改訂版）で平成２４年度からの工程
表を作成した。

○ 総務課

51
基幹系業務システムの再構
築

実施 構築 実施

既存ベンダー（日立システムズ）からのデータ移行作業
業務管理
新規ベンダー（行政システム九州）のシステム開発及び
導入に係る作業工程管理並びに各課業務担当者との
システム打合せ

データ引渡業務委託（日立）
　「ファイルレイアウト・データ件数表・移行データ作成
（３回）」　１４４，９００，０００円
システム構築委託（行政）
　「システム導入に関する経費・工事調整に関する経
費」　２２３，１２５，０００円
システムカスタマイズ費用　９０，８２５，０００円

システムの再構築のための作業を実施した。

○ 情報政策課

52
経営健全化計画に基づいた
適正な財政運営

実施 実施 → → → →

コンビニエンスストア等における収納実施など、引き続
き、納税しやすい環境を整えるとともに、未納者に対す
る差押等の対策の強化、滞納処分の実施により、徴収
率の向上に努めた。

現年度分の普通徴収分のみが対象
★税等
　　市民税【H21】88.41％⇒【H23】91.39％　２．９８ポイン
ト上昇
　　固定資産税【H21】96.51％⇒【H23】96.62％　０．１１
ポイント上昇
　　軽自動車税【H21】87.84％⇒【H23】89.65％　１．８１
ポイント上昇
　　都市計画税【H21】96.22％⇒【H23】96.57％　０．３５
ポイント上昇
　　介護保険料【H21】68.69％⇒【H23】70.76％　２．０７
ポイント上昇
　　後期高齢医療保険料【H21】97.20％⇒【H23】96.88％
０．３２ポイント低下
★国民健康保険税【H21】83.87％⇒【H23】87.52％　３．
６５ポイント上昇
★保育料
　　【H21】97.34％⇒【H23】97.99％　０．６５ポイント上昇
★住宅使用料
　　【H21】97.11％⇒【H23】97.44％　０．３３ポイント上昇

○ 財務課

53 公共工事のコスト縮減 実施 実施 → → → →

公共工事担当職員研修会（技術職員57名出席）におい
て、前年度の公共工事コスト縮減実績報告、各課の取
組状況の結果報告を行い、コスト縮減の重要性を理解
して頂いた。また、設計業務検査時にコスト縮減の有無
を調査し、コスト縮減の取組を重ねてお願いした。公共
工事コスト縮減委員会（副市長、部長職計9名）、同分科
会（グループ長職20名）を開催し、「霧島市公共事業コ
スト構造改善プログラム」H23～H27を策定した。

平成23年度は、工事件数 489件、契約金額 56億9,393
万4,446円に対して、　コスト縮減件数 118件、コスト縮
減額 2億6,798万5,313円　縮減率　件数割合24.13％
金額割合4.49％となり、目標としていた5％程度の縮減
率を概ね達成した。

○ 検査課

54
ストックマネジメント計画の
策定・運用

実施 準備
計画
策定

実施 → →

ストックマネジメント計画策定のため、先進自治体の取
組状況の把握や、公共施設管理についての研修会に
参加することで、計画策定の専門家の意見等を参考に
検討を行った。

宮崎市への先進地視察を行ったことや研修会に参加す
ることにより、平成24年度までに計画を策定するための
基礎的な情報を得ることができたが、将来負担を推計
するための公共施設の状況調査を行い、施設の実態を
把握することはできなかった。

×
公共施設の状況調査を行うための、基本
となる公共施設情報の確認に多大な時間
を必要とした。

財務課
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55
陵南幼稚園、富隈幼稚園の
民間譲渡の検討

検討
調査
研究

協議 →
方針
決定

　国の新たな子育て支援制度の情報収集を行った。
　幼稚園と保育所の機能を一体化した「総合こども園」
の創設が柱である国の新たな子育て支援制度の情報
収集を行った。

○ 学校教育課

56
職員駐車場のあり方の見直
し

検討
方針
決定

「職員駐車場のあり方検討委員会」を開催した。
職員駐車場については、今後有料化としていく。詳細
（時期及び範囲）については、平成24年度に検討委員
会及び収納対策本部等で協議をしていく。

○ 総務課

57
経営健全化計画に基づいた
適正な財政運営

実施 実施 → → → →

１　平成24年５月、職員向けに「霧島市経営健全化計画
（第２次）」の説明会を開催した。
２　平成24年度予算編成要領による取組み
　（１）各施策において、行政評価を活用した施策別枠
配分方式による予算編成を行い、事業費の縮減に努め
た。
　（２）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。
３　市債の繰上償還を行った。

各指標の成果（○/×は、目標値達成の有無）

１　平成23年度決算見込額と目標値との比較
　（１）予算規模　　平成23年度決算見込　　５６８億円
[＋２３億円]×
　（２）一般財源　　平成23年度決算見込　　３８５億円
[＋３０億円]×
　（３）３基金残高　平成23年度決算見込　　１１９億円
[＋３０億円]○
　（４）市債残高　　平成23年度決算見込　　７０２億円[
＋１億円]×

２　平成24年度当初予算額と目標値との比較
　（１）予算規模　　平成24年度当初予算　　５３７億円
[＋１２億円]×
　（２）一般財源　　平成24年度当初予算　　３７１億円
[＋２７億円]×
　（３）３基金残高　平成24年度当初予算　　　８９億円
[＋１５億円]○
　（４）市債残高　　平成24年度当初予算　　６８６億円[
－８億円]○

×

平成23年度は、公有財産の購入及び小学
校校舎の大規模改造工事等に係る費用
等を補正予算計上し、平成24年度は、工
業団地整備事業に係る費用等を当初予算
計上した。これらの特殊要因により両年度
とも予算額（規模）が目標値を上回った。
また、歳出の特殊要因に加え、歳入では
税収等が回復していないこと等により、一
般財源額が目標値を上回った。

財務課
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