
[資料１]
霧島市集中改革プラン　平成24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

○総合窓口検討会（タスクフォース）を立ち上げ、３回の
会議を開催した。
第１回　平成２４年９月２０日（木）
【内容】
１　総合窓口検討会の発足
２　総合窓口の定義について
３　霧島市の総合窓口の現状について
４　総合窓口先進事例について
５　今後の進め方について
６　その他

第２回　平成２４年１２月２０日（木）
【内容】
　先進事例デモ（総合窓口のあり方検討の参考とするた
め）
１　システム導入による効率的な総合窓口の実現につ
いて　日本電気株式会社（NEC）
２　市民窓口のサービス向上に向けた改善事例の紹介
コクヨファニチャー株式会社

第３回　平成２５年３月１４日（木）
【内容】
１　総合窓口の定義について
２　総合窓口の課題の洗い出し

３回の会議のなかで市の現状と課題、先進地の状況を
把握することができた。

○ 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

協議
方針
決定

統合型GIS(職員が職務上使用する地図データ)の導入
についての検討がまだされていない状況であったため、
公開型GIS(インターネット上へ地図情報を公開するGIS)
の導入についても未着手であったが、平成24年11月16
日に固定資産Ｇ、電算Ｇ、情報化推進Ｇにおいて、統合
型GISの検討会を開催。その中で、平成24年度中に全
課等に対してアンケートを実施することを決定。公開型
GISについても、導入の必要性等の質問を同アンケート
項目に加えている。また、そのアンケート結果を踏まえ
て、平成25年2月16日に関係課等（23課等）が参加し、
統合型GISに関する担当者会を開催し、今後の統合型
GISの方向性の確認を行った。

ＧＩＳ（地図情報システム）の担当者会において、今後、
統合型GISの構築に向けて、具体的な検討を行っていく
こと、公開型ＧＩＳ導入にかかるメリット・デメリットを協議
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

平成24年11月に霧島市自衛隊父兄会臨時役員会を開
催し、市父兄会の事務局移管について協議をして頂い
た。（市民（委員は各地区父兄会会長及び副会長及び
市父兄会顧問）で構成する委員会：１５名＋１名）

地区父兄会の事務局移管が終わっていなかった溝辺、
霧島、福山地区の事務局を平成24年4月からは全て地
区父兄会へ移管した。
市父兄会については、臨時役員会において今まで事務
局（市職員）が保管していた通帳及び会長印については
会長が保管することとなったが、事務については引き続
き市職員に行って欲しいとの結論となった。

○ 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

各地区で開催された消防後援会役員会及び総会等に
おいて、平成２６年度までに事務局を後援会に移管する
旨の説明を行った。

国分地区・・・役員会２回、総会１回
溝辺地区・・・理事会１回
横川地区・・・理事会１回、総会１回
隼人地区・・・三役会１回
福山地区・・・役員個別説明

消防後援会役員会及び総会でおおむね理解を得られて
いるが、一部の会員においては、事務負担の増大や将
来の後援会運営を不安視される部分もあった。

○ 安心安全課

『H24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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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
→

実施

方針
決定

準備 → → 実施 理事会で事務局移管について協議を行なった。 理事会においては、ある程度の理解は得られた。 ×
事務局移管については、理事会と協議中
であり、会員への説明は行なわれなかっ
たため。

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

事務局移管について、振興会会員と協議を行った。
協議を行った結果、平成２５年度より事務局を移管する
ことに決定。

◎ 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 →
一部
実施

実施

平成24年度中に協議してきた内容を平成25年3月末の
霧島市茶業振興会理事会で再確認し、平成25年度中に
支部の統合（下部組織の加工部会等を含む）を行うこと
について現段階では了承済み。事務局移管について
は、平成25年度中に協議を行い、平成26年度末までに
事務局移管等の条件整備を行う予定である。

上記内容のとおり協議をすすめた結果、支部の統合及
び事務局移管については予定どおり進捗している。

○ 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２４年９月に第５回実行委員会で協議（事務局引き
受けに前向きな意見なし）
平成２５年１月に第６回実行委員会を開催

引き続き、実行委員会で事務局移管の方向で協議する
ことを確認

○ 林務水産課

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

実行委員会を３回開催し、事務局のあり方について協
議をおこなった。構成メンバーは霧島市観光協会、霧島
市商工会、隼人町の通り会、鹿児島神宮及び総代等の
２７名。また、事務局移管については、文化振興課等を
協議をおこなった。

事務局移管について、説明をおこない文化振興課等及
び民間団体と協議をおこなった。

○ 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

霧島市スポーツ団体誘致歓迎実行委員会総会（平成24
年7月9日）を行い、事務局の移管等今後の在り方につ
いて協議を行った。構成メンバーは「市民で構成する委
員会：15名（市長、副市長、霧島市議会、霧島市教育委
員会、観光協会、体育協会、商工会議所、商工会、その
他関係団体）」である。
県内市町村の取組について調査を行ったが、どの市町
村も行政が事務局運営をしており、観光協会を含む他
団体への事務局移管は行っていなかった。

事務局移管について説明・協議を行い、今後も引き続き
協議を進めていく。
※誘致活動に伴う関係団体の利害関係の調整には公
平・中立性が求められていることから霧島市観光協会
等への移管についての協議を進めていく。

○ 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２４年５月２５日開催の今年度総会において、事
務局移管の件を説明し、平成２５年度から本会の事務
局を移管することについて、理解と承認を得た。また、
平成２５年２月５日に開催した役員会でも事務局移管並
びに移管後の本会の運営等について協議するなど、平
成２５年度の移管がスムーズにいくよう努めた。

　平成２３年度に引続き、２４年度は総会の他に上記の
ように役員会も開催して協議するなど、万全を期したこ
と等もあり、事務局移管については、計画どおり２５年度
に移管することとなる。

◎ 溝辺産業建設課
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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と、事務局移管につい
ての協議を行った。
開催日：Ｈ２４．１２．２５ ・ Ｈ２５．１．３１

協議の結果、実行委員会の人的体制が整っていないこ
とや、市が係わらないとできない事業（国・県・ＪＲ九州と
の協議、契約等）もあることなどから、すべての事務を
移管することには、実行委員会の了解が得られなかっ
た。今後、市が係わる部分、実行委員会独自で取り組
む部分を明確にし、引き続き協議を進めるため、当初、
２４年度としていた方針決定を１年延長し、２５年度とし
た。

×
事務局移管作業について、市観光課や類
似団体を持つ他総合支所等との協議がで
きていない。

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教育振興課の生涯学習関係担
当者による担当者会の中で、意見交換をした。

青少年育成を推進するためには、子ども会活動は重要
な位置を占めており事務局の移管は難しいとの意見も
あり、協議を継続することとした。

×

今後の各総合支所教育振興課の機構改
革によっては、各支部子連の事務局のあ
り方を検討する必要が生じるなど、新たな
課題が考えられるため。

生涯学習課

19 電子決裁の導入 検討 協議 →
方針
決定

内部情報システム（財務会計・人事給与庶務管理・契約
管理）再構築協議にあわせてシステムのなかで電子決
裁を導入するかどうか検討した。

今回のシステム再構築において、財務会計システムで
は、電子決裁は導入しないこととし、また、人事給与・庶
務管理システムでは、電子決裁できる項目があれば導
入を検討することとした。

○ 情報政策課

21
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

○市制推進会議での協議（建設候補地関係）
　H24.4.16，H24.6.1の2回
○「霧島市学校給食運営審議会」の答申に基づく、新た
な学校給食センターを建設するにあたり、施設開設まで
の円滑な事業推進を図るため、「霧島市学校給食セン
ター建設検討委員会」を設置
　・学識経験者及び栄養教諭等で構成する委員会：9名
・委員会開催状況
　第１回　H24.7.23　霧島市役所隼人庁舎　第二会議室
　第２回　H24.8.24　南九州市学校給食センター視察
○平成24年第3回霧島市議会定例会全員協議会で建
設候補地についての説明
○市長より「霧島市学校給食運営審議会」答申の再検
討の指示を受けて、教育委員会内で整備計画案を作
成。
○H25.3.27、整備計画案を市長及び両副市長に説明。

新たな学校給食センターの建設候補地選定や議会へ
の説明を行ったが、国分地区の一部の保護者からの要
望や一般質問における意見等を踏まえて、市長より整
備内容の見直しを求められたこと及び昨年末の議会産
業建設常任委員会での所管事務調査において「原則、
自校方式で協議に入ること」などの提言を受けたことか
ら、教育委員会内部で自校方式・給食センター方式の
整備内容について再度調整することとなった。

×

新たな給食センター候補地の選定を含
め、具体的に作業を進めていたが、平成
24年第４回議会定例会において、市長よ
り「霧島市学校給食運営審議会」答申の
再検討を指示されたことによる。

保健体育課

22 電子入札の推進 実施
一部
実施

→ → → 実施
契約管理システム導入の目途がついたため、本システ
ムと電子入札システムとの連携・調整を図りながら取り
組むこととした。

・具体的な適用拡大は実施できていないが、実績件数
は５０件増となり、対前年比で４８％増加した。
　（参考：２０年度　２件、２１年度　９１件、２２年度　６９
件、２３年度　１０４件、２４年度　１５４件）
・本年度末において、契約管理システム構築業務委託
のプロポーザルを実施し、業者選定を行った。

○ 工事契約検査課

23
入札・契約管理システムの
導入

実施 準備 → 設計 実施
9月補正予算において予算化(平成24～25年度債務負
担行為）できたため、平成24年度内にシステム選定を実
施した。

本年度末において、契約管理システム構築業務委託の
プロポーザルを実施し、業者選定を行った。

○ 工事契約検査課

3
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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

　4月、霧島市スポーツ推進審議会（市民で構成する委
員会：9名）を組織。6月～3月までに7回の審議会を開
催。8月に定例教育委員会に骨子案の中間報告。10月
～11月に庁内各部課の意見を聴取。最終案を作成。12
月20日に市長、教育長がスポーツ関係団体以外の商
工・文化・福祉団体と意見交換会を開催。3月に教育委
員会に最終答申案を報告し、3月25日に教育長へ答
申。3月31日に「霧島市スポーツ振興計画」を策定した。
計画期間：7年間、ホームページで公表済み

霧島市のスポーツ振興の基本的な考え方を定めたス
ポーツ振興を策定することができた。

○ 保健体育課

25 投票所の再編 検討 協議 →
方針
決定

第10投票所下薄木公会堂を第9投票所川原公民館へ
変更依頼
第22投票所松木公民館を天降川小学校へ変更依頼
第65投票所安楽公民館を安楽部消防詰所へ変更
第66投票所大霧公民館を第58投票所三体地区公民館
へ変更依頼
忍自治会の投票所を第28投票所敷根公民館を第29投
票所敷根東集会所へ変更
町門自治会の投票所を第29投票所敷根東集会所を第
28投票所敷根公民館へ変更
福島６自治会、福島８自治会、自衛隊の投票所を第21
投票所国分西小学校を第22投票所天降川小学校へ変
更

第65投票所安楽公民館を安楽部消防詰所へ変更
忍自治会の投票所を第28投票所敷根公民館を第29投
票所敷根東集会所へ変更
町門自治会の投票所を第29投票所敷根東集会所を第
28投票所敷根公民館へ変更
福島６自治会、福島８自治会、自衛隊の投票所を第21
投票所国分西小学校を第22投票所天降川小学校へ変
更

○ 選挙管理委員会

27 都市計画税の見直し 実施 準備 → 実施

　平成24年9月議会に「霧島市都市計画税条例の一部
を改正する条例」を上程するも継続審議となり、議会閉
会中の総務委員会は元より、溝辺地区地域審議会や溝
辺地区自治公民館連絡協議会においても改正内容に
ついて説明をさせていただきながら、協議をしていただ
いた結果、平成24年12月議会に「霧島市都市計画条例
の特例措置に関する条例」も上程させていただきまし
た。市議会での慎重な審議を経て両条例案とも可決さ
れ、平成25年度から新たな都市計画税が導入されるこ
とになりました。2月14日には、麓第一土地区画整理地
域内の市民の皆さんを対象に課税説明会を開催し、国
分地区内で新たに課税される農地所有者の皆様には3
月27日付けで説明文書を差し上げたところであります。

　都市計画税を平成24年度現計予算額と平成25年度
当初予算で比較しますと、額にして1億1700万円、率に
して18.7％の減収となることから、市の財源的には大変
厳しいものがあります。
　しかしながら、都市計画事業及び区画整理事業に充
てる目的税としての都市計画税のあり方について、霧島
市として一定の方向性を示唆できたものと考えます。

○ 税務課

28 下水道使用料の統一 実施 準備 → → → 実施
担当において、下水道使用料金に関する研修等に参加
し知識を習得した上で、経営シミュレーション等の資料
を作成した。

部課内において現状把握、今後の経営状況の把握はで
きたが適正な使用料金体系の検討及び統一（改定）の
是非の結論までには至らなかった。

×

作業の立て直し及び年度毎の計画を見直
すことになったことから、資料作成が遅
れ、部課内において充分な協議ができな
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

姶良・伊佐地域振興局と協議を行った。
また、役員改選があった組合長と協議を行った。

振興局との協議では、森林組合の広域合併は基本的に
進める事を確認する。
組合長との協議では、合併についての基本方針は決
まっていない。

○ 林務水産課
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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土地改良区の事務局長会
議を開催して、将来の経営に対する取り組みを聞き取
り、合併に向けての参考としている。

国分土地改良区については、取水水系や地形的な課題
等があり、他の土地改良区との合併は困難との結論が
出ている。また、隼人錦土地改良区は、会員の減少と高
齢化で運営に危機感があるため宮内原土地改良区と合
併するのかそれとも土地改良区ではなく水利組合等で
管理していくのか課題が明らかになっている。

○ 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

指定管理者制度の導入方針を決定し、指定管理者選定
委員会（職員４名、有識者４名。３回開催）により候補者
を選定し、議決（１２月議会）を経て、３月指定管理者と
の協定書締結に至った。

霧島市南部し尿処理場について、平成25年４月1日から
の指定管理者制度の導入に向け、必要な準備作業を完
了した。

○ 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

経営分析の結果、経営改善が必要な状態であり、改善
協議を行い、経費削減等の指導を行う。

経営健全化を達成する為の協議が出来た。 ○ 農政畜産課

34
公営住宅への指定管理者
制度の導入

検討 協議 → →
方針
決定

導入の可否を含め、検討をした結果、導入に向けて管
理戸数を減らすため、具体的に老朽化した住宅を解体
すべく移転補償費を支払い、移転促進を図った。

平成２４年度実績　　移転補償した件数：２０件　　金額：
３，４２０，０００円　　　解体住宅戸数：９戸

○ 建築住宅課

35 市立保育園（９園）の民営化
検討
→

実施
協議

方針
決定

準備

準備
･

一部
実施

準備
･

一部
実施

　市立保育園の民営化、民間委託などの運営のあり方
について、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」から提出された「基本的に民営化す
ることが妥当」とする旨の提言を踏まえ、平成24年7月
に市立保育園12園のうち9園を年次的に民営化していく
こととする市としての方針を決定するとともに、「霧島市
保健福祉施設民営化実施計画」を策定し、保護者や社
会福祉法人に対して説明会を実施するなど、民営化に
向けた準備に一部着手した。

平成24年 7月　民営化の方針決定（市長決裁）
平成24年 8月　各保育園、議会全員協議会に対する計
画の説明、報道発表、ＨＰ公開、保護者への周知
平成24年10月　第1回保護者説明会（保護者2名出席）
平成24年11月　「広報きりしま」（11月上旬号）にて特集
掲載
平成24年12月　第2回保護者説明会（保護者4名出席）
平成25年 2月　社会福祉法人に対する説明会

○ 保健福祉政策課

36
市立養護老人ホーム（３園）
の民営化

検討
→

実施
協議

方針
決定

準備

準備
･

一部
実施

準備
･

一部
実施

　市立養護老人ホームの民営化、民間委託などの運営
のあり方について、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」から提出された
「基本的に民営化することが妥当」とする旨の提言を踏
まえ、平成24年7月に養護老人ホーム3園を年次的に民
営化していくこととする市としての方針を決定するととも
に、「霧島市保健福祉施設民営化実施計画」を策定し、
入所者及び保護者に対して説明会を実施するなど、民
営化に向けた準備に一部着手した。

平成24年 7月　民営化の方針決定（市長決裁）
平成24年 8月　議会全員協議会に対する計画の説明、
報道発表、ＨＰ公開
平成24年11月　「広報きりしま」（11月上旬号）にて特集
掲載
平成25年 2月　入所者・保護者に対する説明会

○ 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

一部の地区の公民館代表から断片的に意見を聞いた
が、具体的な諮問事項等の協議までにいたらなかった。

諮問事項の協議にいたっていない。 ×

２６地区の公民館は色々な経緯で現在の
状況に至っており、意見の集約をするため
には、時間をかけて段階的に理解をして
いただく必要があるため。

生涯学習課

5
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38 スクールバスの民間委託等 検討 協議 →
方針
決定

先進事例等の調査を行い、その結果を基に、関係課長
が集まってスクールバスの今後の在り方についての検
討会を行った。検討会の開催回数は１回で、構成メン
バーは、スクールバスの運行管理を行っている出張所
教育振興課長等職員で構成する６名となっている。

それぞれの地域での問題点や望ましい運行形態につい
て多くの意見が成された。その結果、霧島市全体で画
一的に方向性を定めるのではなく、各地域の特性や状
況に応じた形で、計画をまとめていくこととなった。一番
の課題は、バスの運行を行う臨時職員の賃金が時間当
たり1,500円となっているが、実働時間１～２時間と短い
上、待機等を含めた拘束時間は長くなるため、人員の
確保をどのようにして行うかということである。また、委
託できる業者も営業免許等の条件もあり身近なところで
の確保は難しく、委託が可能であっても緊急な運行や時
間の変更等の柔軟な利用ができなくなるなどの制約が
大きい等の問題点も確認した。

○ 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

委員会開催：霧島市立医師会医療センター管理運営委
員会
開催回数：２回
構成メンバー：姶良地区医師会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者４名
霧島市立医師会医療センターからの日計、月計の報告
に基づき、点検・協議を行った。

設定した数値目標項目の目標数値及び実績値は以下
のとおり
1.目標経常収支比率　104.9％に対し　108.55％の実績
値
2.目標医業収支比率　102.4％に対し　105.52％の実績
値
3.目標職員給与費対医業収支比率　49.8％に対し
51.19％の実績値
4.目標病床利用率　75.2％に対し　78.2％の実績値
※公営企業会計に於いて、1.2については、100.0%以上
が経営が良いとされる参考指標値である。また、3.につ
いては、55.0%以下、4.については、70.0%以上が同じく経
営が良いとされる参考指標値である。

○ 健康増進課

40
霧島市水道事業の適正な経
営

実施
一部
実施

実施
旧資金運用部資金（年利5.0％以上6.0％未満）の公的
資金補償金免除による繰上償還

平成２５年３月繰上償還（繰上償還額：383,343,737円
補償金免除額：93,620,175円）を行ったことで、企業債償
還利息の軽減が図られた。

○ 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24年度中に「上井特定
住宅地用地」　（面積：116,017.00㎡、簿価：318,735,842
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。

経営健全化計画に基づき、「上井特定住宅地用地」
（面積：116,017.00㎡、簿価：318,735,842円）を取得し
た。
なお、当該計画では予定されていなかったが、「市道上
井～名波線道路整備事業用地」（面積：766.00㎡、簿
価：2,534,946円）及び「美の前～名波線進入路整備事
業用地」　（面積：4,599.00㎡、簿価：22,315,735円）を取
得し、公社のさらなる経営健全化を促進した。

○ 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24年5月の霧島市自治公民館連絡協議会会長会
で地域まちづくり計画策定状況の取り組みについての
説明をした。6月には、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研修会を開催し、すでに現状分
析や計画書策定をしている地区のサポーターに取組状
況等を説明してもらい、課題等について意見交換した。
　また、出前講座として地区へ出向き地域まちづくり支
援事業について説明し、地域まちづくり計画策定の推進
を図った。

平成24年度において現状分析・計画策定に取り組んだ
地区自治公民館
現状分析：溝辺地区　6地区自治公民館、横川地区　1
地区自治公民館、牧園地区　2地区自治公民館、隼人
地区　2地区自治公民館、福山地区　1地区自治公民館
合計　12地区自治公民館
計画書策定：溝辺地区　5地区自治公民館、牧園地区
1地区自治公民館、福山地区　1地区自治公民館
合計　7地区自治公民館
平成25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：55地区自治公民館、現状分析実施地
区：14地区自治公民館、未着手地区：20地区自治公民
館

○ 共生協働推進課
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43
霧島市への移住定住の促
進

実施 準備 実施

平成23年度中（平成24年1月）に、発起人12人が集まり
「霧島大好き移住者の会」を設立した。
平成24年度は、2月に意見交換会を実施する予定で
あったが、移住体験研修（冬の陣）への申し込みが少な
く、中止としたため、移住体験研修の打ち合わせを兼ね
た意見交換会が実施できなかった。
今後は、最低年1回本会を実施し、更に意見交換会を行
う。

平成24年10月に開催した移住体験研修（秋の陣）の際
は、「霧島大好き移住者の会」の一部（4人）の会員では
あったが、移住希望者との懇談会に同席してもらい、移
住者の先輩としての助言をしてもらった。

○ 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

業務量が純増することから、事務量等調査において組
織改正要求書を提出し、職員配置体制の見直しを求め
るとともに、契約管理システムの運用による入札執行事
務の軽減化と併せて、検討することとした。

・具体的な適用拡大は実施できていないが、結果とし
て、条件付一般競争入札の全入札件数に対する実績
割合が、前年度の２５．０％から２８．８％へと上昇した。
　（平成２３年度　全件５４７件中１３７件、平成２４年度
全件５４５件中１５７件）
・本年度末において、契約管理システム構築業務委託
のプロポーザルを実施し、業者選定を行ったことで、シ
ステムの運用による入札執行事務の軽減化を次年度以
降に目標付けることができた。

○ 工事契約検査課

44②
入札制度の改善（総合評価
方式の拡充）

実施 準備 → 実施
該当工種の関係事業課に働きかけ、実施要領の素案
作成を促すとともに、各課1件以上実施を呼びかけてい
る。

対象工種の拡充や関係事業課の実施目標は達成でき
ていないが、実績件数は前年度より1件増となり、対前
年比で３３％増加した。
（平成２３年度　３件、平成２４年度　４件）

×
実施要領の作成について、関係事業課の
理解が得られず、進捗が見られない。

工事契約検査課

45
各種審議会等における
クォータ制の推進

検討 準備 →
方針
決定

■人材リスト作成の是非を検討すべく、他自治体に対し
聞き取り調査を行った結果、同リストへの登録は申請主
義であるため登録者が少ないこと、また、登録者の多く
は既に審議会等の委員に委嘱されているケースがほと
んどであり、女性の参画拡大（多様な人材の確保）に繋
がらないことが判明した。そのため、同リストの作成を見
送ることとした。

■平成24年８月８日に開催した、第１回霧島市男女共
同参画推進連絡会議・同幹事会合同会議において、附
属機関等の女性委員の登用促進に向けた取組（積極的
改善措置の適用等）を強化する旨を決定した。
＊積極的改善措置：男女間の格差を改善するため必要
な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該
機会を積極的に提供することをいう。

■平成25年３月に策定した「霧島市男女共同参画計画
（後期計画）」（計画期間：平成25年度～29年度）におい
て、市の附属機関等の委員に占める女性委員の割合
を、平成29年度末までに40％とする旨を明記した。な
お、同計画は、市ホームページで公開済である。

市の附属機関等に占める女性の割合は、平成24年度
末において26.6％となっており、平成23年度末（24.9％）
と比較して、1.7ポイント増加した。

○ 企画政策課

7
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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24年5月14日～5月18日、
12月10日～12月14日
・事務量調査（調査表作成）　　平成24年8月22日
　　　　（ヒアリング）　　平成24年9月24日～11月2日
・組織機構再編協議　　平成24年11月～平成25年3月
・総合窓口検討会（タスクフォース・職員で構成　8名）の
開催
　平成24年9月20日、12月20日、平成25年3月14日の3
回開催

　平成25年度以降の地方分権の推進による権限移譲な
ど、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。また、「霧島市組織機構
再編計画（第2次）」に基づき、一部職員の本庁集約を
行った。
　総務部へ工事監査部を統合、検査課と契約の統合、
技術職員集約による組織の再編など

　（平成25年4月1日現在の組織数：12部5総合支所86課
211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（第2次）」に基づいた職員採
用を行った。

・平成25年4月1日現在の職員数　　1,168人（平成24年4
月1日現在　1,207人）
　　　内訳　　減員：退職者数　64人
　　　　　　　　増員：新規採用　24人、再任用　1人

　平成25年4月1日現在の職員数を　1,175人と見込んで
いたが、「霧島市定員適正化計画（第2次）」の計画期間
内の勧奨退職者等の増により計画を上回る減員となっ
た。計画期間満了時には計画とほぼ同数となる見込
み。

○ 行政改革推進課

48
人事評価結果の昇任への
反映

実施 協議 → → → →

評価者研修（課長・グループ長　4月16日～19日）
評価者研修（学校長　6月25日）
評価者面談研修（課長・グループ長　10月2日～4日）
振り返り研修（グループ長　1月31日～2月1日）
振り返りアンケート（全職員　1月16日～1月25日）
意識啓発通知（計14回）

全職員を対象に試行を実施した。振り返りのアンケート
より、7割を超える職員が評価結果に納得していること
がわかった。一方で、人事評価制度が人材育成につな
がると思う割合は5割程度に留まっている。
今後は評価結果に納得する職員の割合をもっと増やす
とともに、評価結果データをきちんと整理し、昇任へ反
映させる準備を進める。

○ 総務課

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

評価者研修（課長・グループ長　4月16日～19日）
評価者研修（学校長　6月25日）
評価者面談研修（課長・グループ長　10月2日～4日）
振り返り研修（グループ長　1月31日～2月1日）
振り返りアンケート（全職員　1月16日～1月25日）
意識啓発通知（計14回）
人事評価システム導入

人事評価制度を人材育成につなげるには、評価者が被
評価者へ業務を通しての指導を意識することが重要で
ある。
平成24年度にどのような点を育成するのかを意識して
もらうため、人材育成シートを作成した。
また、人事評価システムを導入したことにより、評価結
果を暦年管理できるようになった。人事異動があって
も、評価結果のデータが引き継がれるため、それらを参
考に効果的な育成指導が可能となった。

○ 総務課
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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。
また、平成２４年８月に納税お知らせセンターを開設し、
初期対応の強化に努めた。

現年度分の※普通徴収分のみが対象
★税等
　　市民税【H21】88.41％⇒【H24】92.31％　３．９０ポイン
ト上昇
　　固定資産税【H21】96.51％⇒【H24】97.02％　０．５１
ポイント上昇
　　軽自動車税【H21】95.90％⇒【H24】97.26％　１．３６
ポイント上昇
　　都市計画税【H21】96.22％⇒【H24】96.94％　０．７２
ポイント上昇
　　介護保険料【H21】85.54％⇒【H24】87.71％　２．１７
ポイント上昇
　　後期高齢医療保険料【H21】97.20％⇒【H24】98.27％
１．０７ポイント上昇
★国民健康保険税【H21】83.87％⇒【H24】88.28％　４．
４１ポイント上昇
★保育料
　　【H21】97.34％⇒【H24】98.17％　０．８３ポイント上昇
★住宅使用料
　　【H21】97.11％⇒【H24】98.57％　１．４６ポイント上昇

※普通徴収：本人が直接金融機関等で納付する方法の
こと。これに対し、給与・年金からの天引き等により納入
される方法を特別徴収といいます。

○ 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71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、総括計9名）を
開催し、コスト縮減の施策の妥当性を協議して頂いた。

平成24年度は、工事件数422件、契約金額53億3,507万
2,044円に対して、コスト縮減件数107件、コスト縮減額2
億4,444万9,620円。縮減率の件数割合は25.4％、金額
割合は4.4％となり、目標としている5％程度の縮減率を
概ね達成した。

○ 工事契約検査課

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

周知 実施

公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡便な推計に
関する調査表システムを用いて、今後の施設修繕等に
かかる費用を簡易推計し、現況と今後の状況を大まか
に把握した。また、庁内推進体制の構築を図り、霧島市
の基本的な考え方を決定し、計画策定業務委託事業者
の選定、契約を行った。

公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡便な推計に
関する調査表システムを用いた簡便な推計では、今後
40年間でおよそ3,100億円、年間当たり77億円もの更新
費用が発生する、という推計となった。また、G長級等職
員で構成する公共施設マネジメント計画タスク・フォース
（12名）を設置し、10回の会議を行い、霧島市の基本的
な考え方を決定した。次に、副市長を委員長とする部長
級職員による公共施設マネジメント計画策定委員会（12
名）を設置し、２回の会議を行い、計画策定業務委託業
者の選定、契約を行った。その結果、施設所管課への
説明会の実施及び基礎資料把握のための調査票配布
を行った。

○ 財務課

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

 子ども・子育て関連３法の趣旨・概要等の情報収集、調
査研究を行った。

　国の新子育て支援システムが確立していないため、具
体的な協議ができなかった。

×
　国の新子育て支援システムが確立して
いないため。

学校教育課

9
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56
職員駐車場のあり方の見直
し

検討
→

実施

方針
決定

調査
検討
協議

→ 協議 実施
他市の状況等について調査を行った。また、有料化の
実施を本庁、各総合支所や出先機関など何処まで実施
していくのか等について担当レベルで検討を行った。

担当レベルでは、有料化については国分庁舎のみとす
べき考えであるが、国分庁舎以外の職員との平等性を
考えた場合どのような手法を取るべきか今後の課題で
ある。

○ 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　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　市債の繰上償還を行った。

１　平成24年度決算見込額と目標値との比較
　（１）予算規模　　平成24年度決算見込　５７７億円[＋
５２億円]×
　（２）一般財源　　平成24年度決算見込　４０２億円[＋
５８億円]×
　（３）３基金残高　平成24年度決算見込　１１６億円[＋
４２億円]○
　（４）市債残高　　平成24年度決算見込　６８６億円[
－８億円]○

２　平成25年度当初予算額と目標値との比較
　（１）予算規模　　平成25年度当初予算　５３０億円[＋
１２億円]×
　（２）一般財源　　平成25年度当初予算　３７１億円[＋
３３億円]×
　（３）３基金残高　平成25年度当初予算　　９５億円[＋
３０億円]○
　（４）市債残高　　平成25年度当初予算　６７４億円[－
１３億円]○

各指標の成果（○／×は目標値達成の有無）

×

平成24年度は、道路維持改良事業、木之
房団地建替事業、学校施設整備事業等、
国の補正に合わせて本市も補正予算計上
し、平成25年度は国の経済対策に呼応
し、市単独追加経済対策を実施することと
した。これらの特殊要因により、両年度と
も予算額（規模）および一般財源が目標値
を上回った。

財務課


