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霧島市行政改革推進委員会 

令和３年 10月 現在 

 

 

１．根拠法令等 

霧島市行政改革推進委員会設置規則 

 

２．設置目的及び業務 

霧島市行政改革を着実に推進するため、住民の代表者からなる霧島市行政

改革推進委員会を設置しています。 

本委員会は、行政改革最高責任者（市長）の求めに応じ、行政改革の推進に

関する調査、研究及び提言を行うことを所掌事務としています。 

 

３．委員会の構成 

(1) 学識経験者、(2) 商工業関係、(3) 労働関係団体、(4) 市民団体 

(5) 住民代表、(6) 公募、(7) その他         計 10名以内 

 

４．委員の任期 

(1) 委員の任期は２年以内 

ただし、各団体等の職をもって委員になっている方の任期は、その職に

在る期間となります。 

(2) 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とな

ります。 

 

５．報償費等 

本委員会の出席に対して、市の関係規定等に基づき報償費等（出会手当及び

交通費）を支払います。 

 

６．開催実績 

第１期（平成 18年３月２日～平成 20年２月 29日） 

第２期（平成 20年７月 16日～平成 22年３月 31日） 

第３期（平成 22年７月 22日～平成 24年３月 31日） 

第４期（平成 24年７月 26日～平成 26年３月 31日） 

第５期（平成 26年８月 20日～平成 28年３月 31日） 

第６期（平成 29年５月８ 日～平成 30年３月 31日） 

第 7期（平成 30年 10月２日～平成 31年３月 31日） 

第８期（令和２年１月 28日～令和４年１月 27日） 
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年 度 開催回数 年 度 開催回数 

平成 17年度 １回 平成 18年度 ５回 

平成 19年度 １回 平成 20年度 ５回 

平成 21年度 １回 平成 22年度 ３回 

平成 23年度 １回 平成 24年度 １回 

平成 25年度 １回 平成 26年度 ２回 

平成 27年度 １回 平成 28年度 ０回 

平成 29年度 ４回 平成 30年度 １回 

令和元年度 １回 令和２年度 （書面報告）０回 

 

 

 

年度 開催回数・年月日 協議事項 

平成 17年度 

 

第１回 

平成 18年 3月 2日（木） 

(1)行政改革に関する国の動向につい

て 

(2)霧島市の現況等について 

(3)霧島市行政改革の今後のスケジュ

ールについて 

(4)今後の日程について 

(5)その他 

平成 18年度 第１回 

平成 18年５月 26日（金） 

(1)定員管理の適正化と組織のあり方

について 

(2)その他 

第２回 

平成 18年６月 29日（木） 

(1)定員管理の適正化と組織のあり方

について 

(2)その他 

第３回 

平成 18年７月 27日（木） 

(1)組織のあり方について 

(2)その他 

①給与の適正化について 

②財政の健全化について 

③民間委託等の推進について 

④事務事業の再編・整理、廃止・統合に

ついて 

⑤その他 
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年度 開催回数・年月日 協議事項 

第４回 

平成 18年８月 30日（水） 

(1)給与等の適正化について 

(2)財政の健全化について 

(3)その他 

①民間委託等の推進について 

②事務事業の再編・整理、廃止・統合に

ついて 

③公社等の経営健全化について 

④電子自治体の構築について 

⑤その他 

第５回 

平成 18年９月 29日（金） 

(1)霧島市行政改革大綱に対する答申

（案）について 

(2)その他 

平成 19年度 第１回 

平成 19年 7月 24日（火） 

(1)霧島市集中改革プランの進捗状況

について 

(2)質疑応答 

(3)その他 

平成 20年度 第１回 

平成 20年 7月 16日（水） 

(1)霧島市集中改革プランの進捗状況

について 

(2)質疑応答 

(3)霧島市の行政改革に対するご意見 

(4)その他 

第２回 

平成 20年 10月 31日（金） 

(1)霧島市の合併 10 年後の組織のあり

方(総合支所のあり方)について 

(2)その他 

第３回 

平成 20年 11月 13日（木） 

(1)霧島市の合併 10 年後の組織のあり

方(総合支所のあり方)について 

①各総合支所の概要と地域の特性につ

いて 

② 前回で出された意見等について 

③今後の総合支所のあり方について 

(2)その他 

第４回 

平成 21年 1月 15日（木） 

(1)霧島市の合併 10 年後の組織のあり

方(総合支所のあり方)について 

①限界･準限界集落の分布、旧市町間の

移動状況等について 

②可能な組織形態とその課題等につい

て 

③今後の総合支所のあり方について 

(2)その他 
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年度 開催回数・年月日 協議事項 

第５回 

平成 21年 2月 4日（水） 

(1)霧島市の合併 10 年後の組織のあり

方(総合支所のあり方)について 

①確認しておきたい事項等質疑 

②各委員の意見発表 

③委員会としての意見 

(2)その他 

①霧島市の行政改革に対する意見 

平成 21年度 平成 21年４月８日（水） 霧島市の組織のあり方に対する意見書 

第１回 

平成 21年 8月 11日（火） 

(1)霧島市集中改革プランの進捗状況

について 

(2)質疑応答 

(3)霧島市の行政改革に対するご意見 

(4)その他 

平成 22年度 第１回 

平成 22年 7月 22日（木） 

(1)霧島市集中改革プランの進捗状況

について 

(2)霧島市の財政状況について 

(3)その他 

第２回 

平成 23年 1月 11日（火） 

(1)霧島市行政改革大綱（第２次）〔案〕

について 

(2)その他 

第３回 

平成 23年 3月 15日（火） 

(1)霧島市行政改革大綱（第２次）〔案〕

について 

(2)霧島市集中改革プラン（第２次）

〔案〕について 

(3)霧島市定員適正化計画（第２次）

〔案〕について 

(4)霧島市組織機構再編計画（第２次）

〔案〕について 

平成 23年度 第１回 

平成 23年 7月 27日（水） 

(1)霧島市集中改革プランの取組状況

について 

(2)霧島市経営健全化計画について 

(3)その他 

平成 24年度 第１回 

平成 24年 7月 26日（木） 

(1)霧島市集中改革プラン（第２次）の

取組状況について 

(2)質疑応答 

(3)霧島市組織機構再編計画（第２次）

及び霧島市定員適正化計画（第２次）

について（報告） 

(4)霧島市の行政改革に対するご意見 
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年度 開催回数・年月日 協議事項 

(5)その他 

平成 25年度 第１回 

平成 25年 7月 26日（金） 

(1)平成 24 年度の霧島市集中改革プラ

ン（第２次）の取組状況について 

(2)質疑応答 

(3)霧島市の行政改革に対するご意見 

(4)その他 

平成 26年度 第１回 

平成 26年 9月 22日（月） 

(1)平成 25 年度の霧島市集中改革プラ

ン（第２次）の取組状況について 

(2)質疑応答 

(3)行政改革大綱等の計画期間見直し

について（報告） 

(4)霧島市の行政改革に対するご意見 

第２回 

平成 27年 2月 2日（月） 

(1)平成 26 年度の「霧島市集中改革プ

ラン（第２次）」の進捗状況等について 

(2)質疑応答 

(3)「霧島市集中改革プラン（第２次）」

延長に伴う追加項目について 

(4)質疑応答 

(5)霧島市の行政改革に対するご意見 

(6)その他 

平成 27年度 第１回 

平成 27年７月 23日（木） 

(1)平成 26 年度の霧島市集中改革プラ

ン（第２次／改定版）の取組状況につ

いて 

(2)質疑応答 

(3)霧島市の行政改革に対するご意見 

(4)その他 

平成 29年度 第１回 

平成 29年５月８日（月） 

(1)霧島市行政改革推進委員会の役割

等について 

(2)霧島市行政改革大綱について 

(3)霧島市集中改革プランについて 

(4)外部評価について               

(5)霧島市行政改革の今後のスケジュ

ール等について 

(6)その他 

第２回 

平成 29年７月 11日 

(1)外部評価について 

 ・指定管理者制度導入事務 

 ・消費生活相談事業 

(2)霧島市行政改革大綱素案について 

(3)その他 

資料４，５，

６ 
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年度 開催回数・年月日 協議事項 

第３回 

平成 29年 10月３日 

(1)霧島市集中改革プランの進捗状況

について（報告） 

(2)霧島市行政改革大綱（案）について 

第４回 

平成 29年 11月 14日 

(1)第３次霧島市行政改革大綱案につ

いて 

(2)その他 

平成 30年度 第１回 

平成 31年１月 29日 

(1)霧島市行政改革実施計画について 

(2)その他 

令和元年度 第１回 

令和２年１月 28日 

(1)霧島市行政改革実施計画の進捗状

況の報告について 

(2)令和元年度指定管理者制度導入状

況の報告について 

(3)霧島市定員管理計画について 

(4)霧島市組織機構再編計画について 

(5)その他 

令和２年度 書面報告 (1)霧島市行政改革実施計画の進捗状

況の報告について 

(2)定員管理計画について 

(3)その他 

 


