
[資料１]
霧島市集中改革プラン　平成25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

・平成２４年度に引き続き、計８回の会議等を開催し、国
分庁舎の総合窓口の充実について検討を行った。

第４回総合窓口検討会　平成２５年７月１１日（木）
　課題を解決する手段の検討
　
第５回総合窓口検討会　平成２５年８月２日（金）
　地方自治体に求められるこれからの庁舎・窓口づくり
セミナーへの参加

第６回総合窓口検討会　平成２５年８月２１日（水）
　１　窓口セミナーの振り返り
　２　課題を解決する手段の検討

第７回総合窓口検討会　平成２５年９月１０日（火）
　１　課題を解決する対応策の確認
　２　総合窓口パターンの検討

第８回総合窓口検討会　平成２５年１０月９日（水）
　１　課題を解決する対応策の確認
　２　総合窓口パターンの検討

第９回総合窓口検討会　平成２５年１２月２５日（水）
　１　報告書内容検討

第10回総合窓口検討会　平成２６年２月１４日（金）
　１　報告書内容検討

第11回総合窓口検討会　平成２６年３月１３日（木）
　１　報告書内容確認及び決定

平成26年３月27日付けで市長に対し、「ワンフロアストッ
プサービス（案内型）」の総合窓口や、証明書発行と各
種届出を分割した窓口の開設、また、総合窓口周辺の
環境整備等について報告を行った。しかし、国分庁舎増
築の視点から一部再検討の必要がでてきたことから、
方針決定まで至らず、引き続き検討を行っている。

×
国分庁舎増築の視点から一部再検討が
必要となり、方針決定まで至らなかったた
め。

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

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ことを受け、平成25年8月29日に
関係課（20課等）の担当職員に対し、統合型ＧＩＳの勉強
会を実施し、平成27年度導入に向けた具体的な予算措
置等の準備作業を行っていくこととした。公開型ＧＩＳ（住
民向けサービス）の導入については、平成26年2月7日
に関係課（4課）とシステム導入について検討会を開催
し、その方針内容（※現段階での導入はしない。）につ
いて本部長（副市長）へ報告を行った。（平成26年3月3
日決裁済）

公開型ＧＩＳの導入について、関係課を交え検討した結
果、現段階では導入しないという方針を決定した。

○ 情報政策課

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

移管済みの霧島及び牧園地区以外の地区で、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
務局を各地区後援会へ移管する旨の説明協議を行っ
た。
国分地区・・・三役会１回、総会１回
溝辺地区・・・代議員会１回、理事会１回、消防団幹部会
２回
横川地区・・・総会１回
隼人地区・・・三役会１回、三役と隼人方面隊三役会、１
回、総会
福山地区・・・総会１回

霧島地区及び牧園地区については移管済みであり、横
川・隼人・福山についてはH25年度中に移管済み、国分
についてはH26年度より移管予定
国分地区・・・平成２６年度より段階的に移管予定
溝辺地区・・・協議の中で理解が得られなかった。
横川地区・・・平成２５年度に通帳・印鑑等すべての事務
を移管済み
隼人地区・・・平成２５年８月から通帳・帳簿等のすべて
を後援会で保管、平成２６年度からは後援会が
　　　　　　　　事務局として活動
福山地区・・・現金出納簿・通帳・印鑑を移管し、総会等
の資料作成は市も手伝うことで協議

○ 安心安全課

『H25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25年度の取組内容 成果
H25
進捗

計画通り進まなかった理由 主担当課
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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。 ○ 総務課

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
霧島茶業振興会理事会で再確認し、平成25年度中に支
部の解散、その後の統合（下部組織の加工部会等を含
む）を行うことについて了承を得たところである。
平成26年２月に実施した「平成26年度定期総会」におい
て支部統合について提案し承認され、霧島市茶業振興
会として一本化された。
今後、平成26年度において、ＪＡあいら経済部、霧島市
茶業振興会との３者において、事務局の移管について
協議を行うこととする。

市の助成金などはもともと霧島市茶業振興会へ一本で
行われていたため、金額の削減等はないが、事務の簡
素化が図られ、その分を農家指導に向けることができ、
霧島茶の銘柄確立の一助となった。

○ 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

鮎まつり実行委員会(霧島市特産品協会などで構成す
る２０名の委員会)を２回開催し、新たな開催方法と事務
局移管について提案・検討を行った。

持続可能で無理のない開催方法であれば事務局移管
も可能ということで、新しい開催方法を提案・協議してほ
ぼ理解は得られている。これまで２５回開催した歴史と
経緯があるためすぐに変更するのは難しいという結果
だった。今後、他の市町村のまつりを研修して継続的に
検討することになる。事務局の移管についても、新しい
開催方法が定着するまでの３年後をめざして継続検討
する。

○ 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、文化振興課と協
議をおこなった。

市が事務局を担っていくが、構成団体・構成メンバーの
拡充をおこない、実行委員による祭りの運営をおこなう
事を確認した。なお、現金等の会計管理については、霧
島市商工会が担当することとなった。

○ 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

事務局（観光課及び保健体育課）間の協議により今後
も事務局移管せず引き続き現体制で事務を行うことを
決定した。

事務局移管をせずに引き続き観光課内で事務局を行う
ことを担当課の中で決め、平成２６年度の総会（平成２６
年６月２６日）で委員へ提案することを決定した。

○ 観光課

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

大隅横川保存活用実行委員会と、事務局移管について
協議を行った。
開催日：Ｈ２５．１０．１　・　Ｈ２６．１．２８
委員会等の名称：大隅横川駅保存活用実行委員会
構成メンバー：市民で構成する委員会　２５名程

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、市が係らないと実施できない事業（国・県・ＪＲ九
州などとの協議、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、２５
年度としていた方針決定を１年延長し、２６年度とする。

×

事務局移管について、実行委員会の人的
体制が整っていないことを理由に、協議が
進んでいない。そのため、観光課や類似
団体を持つ他総合支所との協議もできて
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

生涯学習課及び各出張所教育振興課の担当職員間で
協議した中で、単位子ども会の役員は毎年交代するこ
とが多く、事務局を担う人材の確保が難しいなどの意見
もあった。それを受けて霧島市子ども会育成連絡協議
会の役員に事務局のあり方について意見を聞いた。

支部の統合、事務局の移管について協議を行ったが、
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。

○ 生涯学習課
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19 電子決裁の導入 検討 協議 →
方針
決定

（新）人事給与・庶務システムは、電子決裁の導入につ
いて検討を行った結果、出勤・年休管理等の電子決裁
できるものについて一部導入する方針とした。（新）財務
会計システムは、今回は電子決裁は導入は見送るが軽
微な執行から一部できないかも含め今後も検討する方
針とした。文書管理システムは、現時点での導入は考え
ていないが、今後システム導入が決定した時点で比較
的容易に電子決裁できる事務等があれば、電子決裁の
導入を検討することとした。以上を受けて、電子決裁の
導入について各担当課における検討結果の方針内容を
本部長（副市長）へ報告を行った。（平成26年2月25日決
裁済）

電子決裁の導入について、人事給与・庶務事務（出勤・
年休管理等）の一部については、電子決裁を導入し、そ
の他の文書管理システム等については、現段階では導
入しないという方針を決定した。

○ 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

学校給食施設整備事業を新たに立ち上げ、衛生管理基
準の要件を完全に満たすことが困難となっている状況を
新たな学校給食センターの建設や自校方式の維持によ
り順次改善していくことに取り組んだ。

自校方式、給食センター方式の見直しについて方針を
決定した。また、牧之原学校給食センター新設のための
用地取得（西牧之原工業団地の一部）3375㎡（27,000千
円）、設計業務委託（5,860千円）を行った。上小川小学
校は、設計業務委託（4,123千円）を行った。新学校給食
センターについては、予定地の道路付替測量（1,785千
円）を行った。

○ 保健体育課

22 電子入札の推進 実施
一部
実施

→ → → 実施

契約管理システムを年度内に構築し、電子入札システ
ムとのデータ連携も概ね順調に進んでいる。
平成26年度中には、工事又は業務委託における入札
案件の一部拡大を図り、その効果と影響量を調査・分
析することとしている。

具体的な適用拡大の実施には至っていないが、電子入
札の執行件数としては前年度より23件増となり、対前年
度比で14.9％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、25年度　177件）

○ 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

平成26年度からの本格稼動を目指し、システムの詳細
な構築作業を進めるとともに、職員向けのシステム操作
研修会や,情報政策課の協力のもとシステム端末の全
庁的な配置を実施した。

 平成26年3月17日から20日までの4日間にわたりシステ
ム操作研修会を実施し、延べ１８８名の職員に対しシス
テムの概要・操作方法等の講習を行い、次年度以降の
本格稼動への準備を整えた。

○ 工事契約検査課

25 投票所の再編 検討 協議 →
方針
決定

国分西地区自治公民館長へ投票所変更説明

第95投票所福山公民館分館の耐震性を考慮し、浦町自
治会及び麓自治会へ福山市民サービスセンターへの変
更を説明

選挙管理委員会において、今後の投票所再編について
の目的や現状、課題等の分析協議を行う

第14投票所　国分ふれあいの郷を国分西の里コミュニ
ティセンターへ変更

第95投票所　福山公民館分館を福山市民サービスセン
ターｰへ変更

選挙管理委員会において、「投票所の再編について
は、地域住民の協力や社会情勢の変化に応じて対応す
ることとし、現在、国においても選挙制度の見直し等を
調査研究されていることから、当分の間は実施しない」
という今後の方針を決定した。

○ 選挙管理委員会

28 下水道使用料の統一 実施 準備 → → → 実施

　７月に歳入確保対策本部において下水道事業の現状
と課題を報告した。使用料統一（改定）について
は、適正な料金体系の考え方を示し、意見・協議を行う
場として検討委員会「職員で構成する委員会：
１１名」を１回開催した。

　検討委員会において現状把握、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。

×

検討委員会では現状について説明を行
い、今後のあり方や審議会等について協
議を行ったが、消費税率アップによる影響
が不透明なことや牧園地区の大口使用者
となる未接続事業所等の水洗化促進など
の課題解決ができず、統一へ向けての協
議が整わなかったため、審議会の発足ま
で至らなかった。

下水道課

3
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29
公共的団体等の統合（森林
組合）

検討 協議 → → →
方針
決定

姶良・伊佐地域振興局及び各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的方針は決
定せず。

○ 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

国分土地改良区事務所において、平成25年11月27日
小浜理事長他６名と協議・平成25年11月20日宮内原土
地改良区事務所において町田理事長他６名と協議、平
成25年11月6日隼人町錦土地改良区林理事長他3名と
協議を行う。また、機会あるごとに組合員からの意見等
ないか土地改良区関係者に伺う。

３土地改良区の総意として、設立の経緯、賦課金の違
い及び圃場区画の違い等様々な課題があり、合併は困
難との結論であった。隼人錦土地改良区の今後につい
て、当面の間現組織で運営し、将来は解散して水利組
合等の任意組合になり活動する方針に決定した。

○ 耕地課

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

国分大同青果から提出された決算報告書・市況報告書
をもとに経営分析を行った。

　経営は改善方向にあるものの、健全化が達成された
とは言えない状況であることが確認された。また、経営
分析を行う過程において、本市農業振興上の市場のあ
り方について、改めて調査・検討を行う必要が生じてき
た。
　このため、指定管理者制度導入の方針決定を次年度
に見送ることとした。

×

国分大同青果の健全経営が認められた
時点で、制度導入の可否について決定す
ることとしていたが、依然として安定的な
経営には至っておらず、また、本市農業振
興上の市場のあり方について、さらに調
査・検討を行う期間が必要なため。

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

部・課内で年３回、県内の取組み状況などを参考に協
議を実施した。将来の公営住宅への指定管理者制度の
導入に向けて、市営住宅の管理戸数が多いことから老
朽住宅の解体を推し進めている状況である。

協議のとおり、指定管理制度を導入する前に、市営住
宅の修繕や老朽化した市営住宅からの転居を促すこと
とした。移転補償費として、１件当たり171,000円を支払
い空家になった市営住宅を解体した。

○ 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

　霧島市保健福祉施設民営化実施計画（H24.7月策定）
に基づく隼人保育園の平成26年4月1日の民営化に向
けて、霧島市立保育所民営化選考委員会において移管
先となる社会福祉法人の選考を行った。
　移管申込書が提出された2法人のうち1法人を移管先
として選考・決定し、平成25年12月議会で隼人保育園を
廃止する条例及び財産処分に関する議案が可決された
ことから、経営移譲に向けた具体的な経営移譲のため
の作業を進めた。
　また、平成27年4月1日の民営化に向け、国分西保育
園、下井保育園、2園の職員、保護者に対して説明をそ
れぞれ行った。

平成26年4月1日、霧島市内で保育所を経営する社会福
祉法人に隼人保育園を移譲した。

○ 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

　霧島市保健福祉施設民営化実施計画（H24.7月策定）
に基づく養護老人ホーム国分舞鶴園の平成26年4月1
日の民営化に向け、霧島市立養護老人ホーム民営化
選考委員会において、移管申込書が提出された1法人
について、書類審査、プレゼンテーション等により選考
を行ったが、設定していた基準に達しなかったため不採
択となった。

　平成26年4月1日の民営化を目指していたが、移管先
の決定に至らず、目標を達成できなかった。

×

市立養護老人ホーム（１園）の移管先の選
定に際し、応募のあった１法人について、
外部委員で構成する選考委員会において
選考評価を行った結果、評価基準に達し
なかったため、移管先の決定に至らなかっ
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

今後の管理運営のあり方を協議する資料として各地区
公民館（26館）の現状を把握するため、平成24年度にお
ける利用状況について、市、地区自治公民館等、社会
教育関係団体及びその他の団体の使用に区分し、利用
時間及びその割合を調査した。

地区公民館の利用時間及びその割合が把握でき、管理
運営のあり方を協議する準備が進んだ。

×

一部の地区において、地区公民館の管理
運営の在り方について聞き取りを試みた
が、現状の管理運営に対する意見等が多
く、今後の管理運営の在り方に関する調
査にまで及ばなかったため、庁内での協
議に至らなかった。

生涯学習課
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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

月に１回、定例部課長会後にスクールバス運行事業の
現状について各地区の教育振興課長間で意見交換を
重ね、具体的事例を学ぶために先進地視察として、既
に民間委託を行っている垂水市並びに曽於市を１０月２
２日に訪問した。その後、各出張所長５名と学校教育課
学事グループ長及び教育総務課教育総務グループ２名
の合計８名からなる「スクールバスの民間委託等」に関
する集中改革プラン検討会を３回開催した。

先進地視察においては、民間委託に至った経緯や委託
の状況について詳細な説明を受け、委託の抱える問題
点も多く学ぶことが出来た。その後３回に亘り開催した
「スクールバスの民間委託等」に関する集中改革プラン
検討会においては、現在抱える問題点や今後解決して
いくべき課題等を話し合い、更に１年程かけ、詳細な
データを集め、委託のメリット・デメリットを各地区ごとに
まとめ、委託の場合の方法や委託先を検討し、具体的
な費用対効果や安全性、利用者の利便性を比較したう
えで最終的な方針を決定することとした。

○ 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
のとおりです。
・経常収支比率104.8%に対し､108.6%の実績値（経常収
益÷経常費用×100）
・医業収支比率102.2%に対し、105.9%の実績値（医業収
益÷医業費用×100）
・職員給与費対医業収益比率49.9%に対し、48.8%の実
績値[職員給与費（交付金含む）÷医業収益×100]
・病床利用率75.4%に対し、76.6%の実績値[年延入院患
者÷（許可病床数×日数）×100]
全ての目標値をクリアしており計画通り進んだ。

○ 健康増進課

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25年度中に「西牧之
原分譲宅地造成事業用地」　の一部（面積：3,460.00㎡、
簿価：27,341,398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、平成25年度中に「西牧之
原分譲宅地造成事業用地」　の一部（面積：3,460.00㎡、
簿価：27,341,398円）を取得した
　また、積み残しであった「ガーデンシティ用地」（面積：
469,572.00㎡、簿価：107,262,134円）については、「霧島
市土地開発公社経営健全化推進委員会」での協議を踏
まえ、特定土地に振り替えて民間への売却を行い、健
全化の促進を図った。
　霧島市土地開発基金を活用しながら、平成25年度末
における民間資金からの借入を解消した。

○ 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

霧島市自治公民館連絡協議会で7地区の会長へ地域ま
ちづくり計画策定状況の取組みについて説明した。
市内すべての地区自治公民館に地域まちづくりサポー
ターとして２８０名の職員を配置した。

・平成25年度現状分析・計画書策定に取り組んだ地区
自治公民館
現状分析　溝辺地区：4地区自治公民館、横川地区：1
地区自治公民館、牧園地区：1地区自治公民館
　  　　　　　隼人地区：2地区自治公民館、福山地区：2
地区自治公民館　　合計10地区自治公民館
計画書策定　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：3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13地区自治公民館
・平成26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：68地区自治公民館、現状分析実施：11地区
自治公民館、未着手：10地区自治公民館

○ 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
指名競争入札が持つ意義を見据えたうえで、平成26年
度において、適用範囲の一部拡大を実施する方向で調
整を行った。

年度内において、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28.8％から30.4％へと
増加した。

○ 工事契約検査課

5
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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

・既成の実施要領について、新規学卒者の雇用実績や
消防団員の雇用等、ニーズに合わせた評価項目を追加
し、見直しを実施した。
・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件以上の実施を呼びかけ
た。

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
年度比で25％増加した。
（平成24年度　4件、平成25年度　5件）

○ 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

「附属機関等の委員の選任に係るポジティブ・アクション
（積極的改善措置）（例）」を、関係部署の長に示すこと
により、女性委員の登用を推進するとともに、「霧島市
女性委員登用推進要綱」の改正を行った。

市の附属機関等に占める女性の割合は、平成25年度
末において27.2％となっており、平成24年度末（26.6％）
と比較して、0.6ポイント増加した。
「霧島市女性委員登用推進要綱」の改正を行った。主な
改正点は以下のとおりである。
・附属機関等の委員への女性委員の登用促進に向けた
推進方策の明記
・附属機関等の委員選出時の事前協議に関する手続き
を明確化

○ 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25年5月13日～5月17日、
12月9日～13日
・事務量調査（調査表作成）　　平成25年8月23日
　　　　　　　　（ヒアリング）　　平成25年9月24日～10月
31日、（部長ヒアリング）　11月27日、12月2日
・組織機構再編協議　　平成25年11月～平成26年3月
・総合窓口検討会（タスクフォース・職員　8名で構成）の
開催
　　　　　　　　　　　　　　平成25年7月～平成26年3月（8
回開催）

　平成26年度以降の新たな行政需要や、各課からの人
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、グループの統合等を行った。
　隼人市民課と隼人福祉課の統合、総合支所市民福祉
課のグループの統合など

　（平成26年4月1日現在の組織数：12部局5総合支所85
課209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26年4月1日現在の職員数　　1,153人（平成25年4
月1日現在　1,168人）
　　　内訳　　減員　33人　：　退職者数　32人、一部事務
組合出向　1人
　　　　　　　　増員　18人　：　新規採用　15人、経験者採
用　2人、再任用　1人

　定員適正化計画では平成26年4月1日現在の職員数
を　1,163人と見込んでいたが、勧奨退職等の発生によ
り計画より　10人減員が進んだ。計画期間終了時（平成
28年4月1日）には、計画　1,132人を　3人程度下回る見
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 → → → →

平成26年3月13日人材育成推進委員会（副市長を委員
長とする庁内委員会：10名）を開催。
そこで、業績評価の導入の是非や人事評価結果の昇任
への反映について議論を行った。

地方公務員法の改正も国会において審議中であり、改
正案が可決されると近いうちに能力・実績主義の導入
が必須となる。そこで、人材育成推進委員会において、
業績評価の導入の是非について、検討を行ったが、平
成26年度において、ワーキンググループ（職員で構成す
る委員会）を設置し、業績評価の目的や活用方法につ
いて議論することとなった。

×

人事評価制度の実施義務化が地方公務
員法の改正で明文化される予定であった
が、法改正の時期が遅れたため、要綱整
備及び業績評価の導入の議論を国の動
向にあわせて、平成26年度に実施するこ
ととしたため。

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

評価者研修（新任課長・新任グループ長　5月8日）
振り返り研修（課長　5月9日～10日）
振り返り研修（課長、グループ長　3月3日～5日）
人事評価システム稼働

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（OJT）を意識することが
重要である。平成24年度に引き続き、評価者研修、振り
返り研修を実施した。
平成25年度においても、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。

×

人事評価制度の実施義務化が地方公務
員法の改正で明文化される予定であった
が、法改正の時期が遅れたため、要綱整
備及び業績評価の導入の議論を国の動
向にあわせて、平成26年度に実施するこ
ととしたため。

総務課

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、差し押さえ件数
の目標設定を行うなど、未納者に対する対策の強化を
図り、徴収率の向上に努めた。
また、納税お知らせセンターによる初期対応の強化に
努め、センターで催告書の発送を行うようにした。

現年度分の普通徴収分※のみが対象
★税等
　　市民税【H21】88.41％⇒【H25】92.96％　４．５５ポイン
ト上昇
　　固定資産税【H21】96.51％⇒【H25】97.62％　１．１１
ポイント上昇
　　軽自動車税【H21】95.90％⇒【H25】97.44％　１．５４
ポイント上昇
　　都市計画税【H21】96.22％⇒【H25】97.88％　１．６６
ポイント上昇
　　介護保険料【H21】85.54％⇒【H25】88.74％　３．２ポ
イント上昇
　　後期高齢医療保険料【H21】97.20％⇒【H25】98.25％
１．０５ポイント上昇
★国民健康保険税【H21】83.87％⇒【H25】88.75％　４．
８８ポイント上昇
★保育料
　　【H21】97.34％⇒【H24】98.23％　０．８９ポイント上昇
★住宅使用料
　　【H21】97.11％⇒【H25】99.27％　２．１６ポイント上昇

※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 → → → →

4月、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、平成24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った。また
コスト縮減の結果と施策の妥当性及び目標値について
協議を行った。5月、公共工事担当職員研修会（技術職
員45名出席）を開催し、平成24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
ト縮減の重要性と取組みについてお願いをした。11月、
公共工事コスト縮減合同分科会（事業課グループ長）を
開催し、上半期の実績とコスト縮減年5％目標値につい
て協議を行った。平成26年2月、公共工事コスト縮減委
員会（第2回）を開催し、来年度以降のコスト縮減5%目標
値について協議を行った。

平成25年度は、工事件数491件、契約金額72億2,611万
4,863円に対して、コスト縮減件数93件、コスト縮減額3
億1,517万6,750円。コスト縮減率の件数割合は18.9％、
金額割合は4.2％となり、目標としている5％程度（金額
割合）を概ね達成できた。

○ 工事契約検査課
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23 24 25 26 27

『H25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25年度の取組内容 成果
H25
進捗

計画通り進まなかった理由 主担当課

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

各施設の状況調査（実地、アンケートなど）を行い、将来
の修繕更新費用推計ほか、個々の施設の状況、比較な
どを行うとともに、地域のまちづくりの方向性を盛り込ん
だ公共施設マネジメントの基本方針を策定する。

各施設の状況を把握するために、無作為抽出市民意識
調査、一部施設の劣化状況調査、施設利用者アンケー
ト調査を実施した。また、地域の持つ特性に応じた20年
後の地域のめざす姿についても検討を行うこととし、若
手職員によるワークショップを２回開催するとともに、ア
ンケート実施方法や計画策定の進め方を検討するた
め、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）の会議を３回開催した。これらの
結果を踏まえ、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２回
開催し、計画の策定における中間とりまとめの報告及び
基本方針（案）について協議した。

○ 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

平成２７年度に本格的なスタートを目指している国の子
ども・子育て支援新制度について、国や県、市（児童福
祉課）が準備を進めている。
学校教育課としてこの新制度への移行に向けて、情報
収集を行い児童福祉課と協議を行った。

国の子ども・子育て支援新制度について、国や県、市
（児童福祉課）の取組も始まったばかりであり、公立幼
稚園についての県からの十分な情報提供はなかった
が、富隈幼稚園の民間譲渡のために整備しておきたい
３歳児保育の導入について富隈幼稚園関係者との間で
協議を行い、今後も継続して検討することとなった。

○ 学校教育課

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
県内の１９市について職員駐車場の状況を調査し、検
討委員会へ提出するための資料作りを行った。

今後、検討委員会等で協議していく上で必要となる資料
を作成することができた。

○ 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25年度決算見込額と目標値との比較
　（１）予算規模　　平成25年度決算見込　５８３億円[＋
６５億円]×
　（２）一般財源　　平成25年度決算見込　３７３億円[＋
３５億円]×
　（３）３基金残高　平成25年度決算見込　１２９億円[＋
６４億円]○
　（４）市債残高　　平成25年度決算見込　６７２億円[－
１５億円]○

２　平成26年度当初予算額と目標値との比較
　（１）予算規模　　平成26年度当初予算　５４６億円[＋
３５億円]×
　（２）一般財源　　平成26年度当初予算　３５３億円[＋
２１億円]×
　（３）３基金残高　平成26年度当初予算　１１２億円[＋
５９億円]○
　（４）市債残高　　平成26年度当初予算　６５７億円[－
２１億円]○

各指標の成果（○／×は目標値達成の有無）

×

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予算を計上
し、平成26年度は消費税税率変更による
増加や消費税増税対策の給付金等を実
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


