
（Aランク調整項目総数３５６項目中、新市において調整するとした項目）

調査結果 調整項目 調整済項目 未調整項目

※　未調整項目

　Aランク

　　　・　新市の事務所の位置

　　　・　下水道使用料及び受益者負担金の統一

　　　・　投票区の再編

　　　・　温泉使用料の統一

■　合併協定項目の調整状況

Ａランク ８３ ７９ ４



番号 協　定　項　目 新市において調整する具体的内容 主務課 調整 調整年度 調整の概要

4
新市の事務所の
位置

１　新市の事務所（本庁）の位
置については、当面は、国分市
中央三丁目45番1号（現国分市
役所）に置き、新市において検
討する。

２　事務所の設置方式は、住民
サービスの低下を招かないよう
に、当面は、「総合支所方式」と
し、現在の国分市、溝辺町、横
川町、牧園町、霧島町、隼人町
及び福山町のそれぞれの市役
所、役場を全て総合支所とし
て、また、現在の牧之原支所は
支所とする。将来的には、住民
サービスが低下しない行政コス
ト削減の実現を図る必要があ
り、方式については、新市にお
いて検討する。

３　庁舎建設については、当面
は既存の庁舎を活用しながら、
新市において検討する。

総務課
行政改革推
進課

△ 26

１．新市の事務所の位置
　平成２３年３月策定の「霧島市組織機構再編計画（第２次）」におい
て、本庁舎は国分庁舎とすることとした。
　
２．事務所の設置方式
　上記の計画の中で、これまでの「総合支所・分庁方式」から「本庁方
式」へ移行し、限られた職員でより効果的・効率的な行政運営を行って
いくこととした。本庁舎となる国分庁舎は、市全体を一体的に見た政策
展開を担う組織としての機能を高めていくこととし、総合支所及び隼人
庁舎は、市民生活に直結した窓口業務を中心に行う出張所へ移行す
ることとしている。

　　※　１．２いずれも計画期間内の目標
　　　　　　　　　　計画期間（平成23年4月1日～平成28年4月1日）

３．庁舎建設
　本庁への業務集約や地方分権による業務量の増大により、特に多く
の窓口が集積している1階部分は煩雑な窓口環境にあり、窓口スペー
スの拡大や執務スペースの確保を図る必要がある。このため、「国分
庁舎増築検討委員会」を設置し、平成２４年２月から庁舎の増築につ
いて検討を行い、「国分庁舎増築の基本構想（案）」を策定した。
　また、総合支所においては老朽化の著しい福山及び横川総合支所
の建替えを、庁舎整備検討委員会において決定した。（福山総合支
所：平成22年12月竣工、横川総合支所：平成25年12月竣工予定）

9
農業委員会委員
の定数及び任期
の取扱い

３　在任特例後、行われる選
挙については、選挙による委
員の定数を40人とし、旧市町
単位で選挙区を設置する。た
だし、各選挙区の委員の定数
は、新市において調整する。

農業委員会 ○ 18

　平成１８年４月３０日で在任特例が切れ、本来なら選挙委員定数４０
名であったが、定数のもとになる農林業センサスに大きな差が生じた
為、これを３０名に削減し合併後第1回目の選挙を実施した。合併前
の、２０００年農林業センサスでは、基準農家数６，７９１戸であり定数
４０人を適用できるが、２００５年農林業センサスの基準農家数は５，８
９２戸と減少したことにより、定数を３０人に下げざるを得ない状況と
なった。平成２１年４月２６日には第２回目の選挙を実施済みである。
各地区の委員定数（上段は合併前、下段は現在）
国分　　溝辺　　横川　　牧園　　霧島　　隼人　　福山　　計
13　　　　10　　　10　　　　10　　　10　　　10　　　　10　　　73
 7　　　　　6　　　 3　　　　　5　　　　2　 　　4　　　　　3　　　30

10 地方税の取扱い

８　都市計画税の課税の区域
及び税率については、現行の
とおりとする。ただし、新たな
地域と税率については、新市
において調整するものとす
る。

税務課 ○ 25

　平成24年度において、用途地域（ただし、溝辺町の区域において
は、溝辺都市計画事業麓第一土地区画整理事業の施行区域に限
る。）及び建築物形態規制地域を課税区域とする都市計画税条例改
正案が可決されたことに伴い、平成25年度から都市計画税を新たな
区域に課税する。なお、税率については現行のまま0.2％に据え置く。

20 慣行の取扱い
１　市章、市民憲章、市の花・
木・歌等については、新市に
おいて新たに定める。

総務課 ○ 17

（市章）
平成１７年５月から６月にかけて､市章の公募を行った。
平成１７年１１月７日､制定した。
（市民憲章）
市民憲章は、市の宣言とともに合併１周年を記念して制定した。
市民憲章等検討委員会を設置し、市民を対象としたアンケート調査を
行い、市民の一体感を醸成するとともに市民の積極的なまちづくりへ
の参加の理念を盛り込んだ、市民憲章・市の宣言をまとめた。
（市の花・木）
花・・・ミヤマキリシマ､ハナタバコ
木・・・クロガネモチ､モミジ
平成１８年２月､アンケート結果をもとに選考委員の意見を参考に決定
した。
なお、選考にあたり、霧島市が県内２位の面積を有することなどから､
植物の植生なども考慮して市の花・木とも２種類ずつ選定した。
(市の歌）
合併２周年を記念して、平成１９年５月から７月にかけて市歌等の公
募を行い、平成２０年1月に市歌、音頭、愛唱歌２曲（計４曲）を決定し
た。

20 慣行の取扱い
２　宣言は、新市において調
整し、新たに制定する。

総務課 ○ 18

　市の宣言は、市民憲章と同時に合併１周年を記念して制定した。
　市民憲章等検討委員会を設置し、市民を対象としたアンケート調査
を行い、市民の一体感を醸成するとともに市民の積極的なまちづくり
への参加の理念を盛り込んだ、市民憲章・市の宣言をまとめた。

20 慣行の取扱い
３　表彰制度は、新市におい
て新たな制度を創設する。

秘書広報課 ○ 19

　秘書広報課において、各部・課等の意見を聴取しながら新たな表彰
制度を検討し、市勢の発展及び市民生活の向上に顕著な功績があっ
たもの又はこれに永年貢献したもの並びに各種大会等で優秀な成績
を収めたものを表彰するために、霧島市民表彰に関する規則を制定し
た。平成１９年４月１日から施行し、毎年、市制施行日の１１月７日に表
彰することとした。なお、被表彰候補者の審査を行うため霧島市民表
彰審査委員会を置いた。併せて、霧島市民栄誉賞表彰に関する規則
及び霧島市スポーツ栄誉賞表彰に関する規則も制定した。

新市において調整する項目（Aランク）



番号 協　定　項　目 新市において調整する具体的内容 主務課 調整 調整年度 調整の概要
新市において調整する項目（Aランク）

21
国民健康保険事
業の取扱い

１　国民健康保険税について
は、合併後の平成17年度課
税分までは1市6町の例によ
り、その取扱いを継承するこ
ととし、平成18年度課税分か
ら新市で統一した税率を適用
する。課税方式は、資産割課
税を廃止した３方式を検討す
る。

税務課 ○ 19

　税率統一前の国民健康保険の財政は、近年の医療制度改革や高
齢化に伴う医療費の増加から苦しい運営を強いられていた。この傾向
は今後も続き、また、基金残高も減少していることから今までの税率で
は運営できない見通しとなった。このようなことから、平成19年４月よ
り、霧島市全体で国民健康保険税を統一することと同時に増加傾向
にある医療給付費に見合った国民健康保険税を確保するための税率
改正を行った。
　国民健康保険税の課税方式については、所得階層別の資産割合を
分析した結果、世帯所得が１００万円以下の低所得階層における資産
割の課税されている割合が世帯数で５７．５％、固定資産税割合で
は、４０．５％を占めており偏った税制になっていたため、税率改正に
あわせ課税3方式（所得割・均等割・平等割）への改正を行った。

21
国民健康保険事
業の取扱い

８　被保険者証のカード化に
ついては、合併後に調整す
る。

保険年金課 ○ 18

　合併前(1市6町)の被保険者証の有効期限は平成17年11月末までと
する。
　霧島市で発行する分(世帯全員記載されている被保険者証・世帯に1
枚)は平成17年12月1日～平成18年7月31日を有効期限とし、平成18
年8月1日からは1人1枚のカード化とした。

22
介護保険事業の
取扱い

２　介護保険料の賦課・徴収・
減免の取扱いは次のとおりと
する。
（１）介護保険料は、第３期介
護保険事業計画により平成１
８年度に統一する。

（２）普通徴収の納期は、平成
１７年度は各市町の現行納期
とし、平成１８年度に統一す
る。

長寿・障害福
祉課

○ 18

（１）　第３期介護保険事業計画により、平成18年度から所得段階を設
けて、保険料を統一した。

（２） 平成18年度から8期に統一を図った。

23 消防団の取扱い

２　新市の消防団は７団で編
成し、原則として団の指揮命
令系統及び管轄区域は、現
行のとおりとする。なお、合併
後４年以内に組織形態及び
定員などの見直しを行う。

警防課 ○ 20

　７消防団（国分・溝辺・横川・牧園・霧島・隼人・福山）をそれぞれ方面
隊という呼称にして、方面隊長及び方面副隊長を擁し、その下に分団
を配している。また、本部には消防団長1名と消防副団長２名をトップ
に立て、７方面隊の指揮を執ることとした。なお、定員については現行
のとおりとした。

24
自治会･行政連
絡機構の取扱い

３　自治会と行政との連絡調
整を行う委託事務は、現行の
とおり新市に引き継ぎ、方式
は業務委託とする。ただし、
委託内容及び委託料につい
ては、随時調整し、2年以内
に統一する。

共生協働推
進課

○ 18

１．委託事務の内容
　霧島市事務の委託に関する規則（平成１７年１１月規則第７号）に基
づき統一した。

２．委託料の統一
　平成18年度に委託料の統一に向けた協議を行い、翌年度分（平成
19年度）から統一することとした。
　①地区自治公民館長（年額）240,000円
　②自治会長（年額）均等割6,000円＋加入世帯割2,640円×世帯数

25―
（1）

男女共同参画事
業の取扱い

新市において、男女共同参画
事業を総合的に推進するた
めの男女共同参画基本計画
を速やかに策定する。

企画政策課 ○ 19

　平成１８年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」の
結果や、平成１８年度から１９年度にかけて開催した「霧島市男女共同
参画推進懇話会」からの提言を踏まえた計画案を作成し、パブリックコ
メントを経て平成２０年３月に策定を終えた。

25―
（2）

姉妹都市･国際
交流事業の取扱
い

２　国際交流団体について
は、現行のとおり新市に引き
継ぐものとする。なお、組織・
事業については、合併後、出
来るだけ早い時期に統一す
る。

３　国際交流員招致事業（ＣＩ
Ｒ）については、現行のとおり
新市に引き継ぐものとする。
なお、招致のための制度につ
いては、合併後に調整する。

４　国内外研修派遣事業（人
材育成）については、現行の
とおり新市に引き継ぐものと
する。なお、派遣のための制
度については、合併後に調整
する。

企画政策課 ○ 20

２　平成20年4月に隼人町国際交流協会と国分市国際交流協会が解
散し、霧島市国際交流協会を新たに設立し、事業についてはそれぞ
れの協会の事業を継続した。

３　国際交流員招致事業については、国際交流員２名を継続配置し、
招致のための制度については「霧島市国際交流員任用規則」を制定
した。

４　国内外研修派遣事業（人材育成）については、交流先と市民や職
員を相互訪問派遣し、交流活動を深め、人材育成に努めている。



番号 協　定　項　目 新市において調整する具体的内容 主務課 調整 調整年度 調整の概要
新市において調整する項目（Aランク）

25―
（4）

広報広聴関係事
業の取扱い

２　広聴関係については、新
市において調整する。

秘書広報課 ○ 18

１．市長と語る会
　開かれた市政を展開するために、「市長と語イもんそ会」を開催す
る。
　　・平成１７年度中に総合支所単位に各１回の計７回開催。
　　・平成１８年度は、小学校区単位に計３４箇所で開催。
　　・平成１８年度からは年１～２回、青少年と語る会を開催。
　また、食事をしながらの市長と語る会「市長とランチで語イもんそ会」
を開催する。
　　平成１９年度　15回、平成２０年度　１２回、平成２１年度　８回、平
成２２年度　１５回
　平成２２年度から隼人庁舎と各総合支所に出向いて市民との面談等
を行う「一日移動市長室」を開催。

２．意見箱の設置
　本庁総合案内、１階市民ロビー前、各総合支所に市民等からの意見
を受け付けるご意見箱を設置し、市民等の声を聴き市政に反映する。
また、ご意見箱同様、電子メールでの意見等の受付は、公開している
代表メールで対応する。

３．市政モニター制度
　市政モニターについては、市長と語る会、ご意見箱、地域審議会な
ど数多くの市民の声を聴く窓口を設けているので、実施しない。

25―
（6）

消防防災関係事
業の取扱い

１　新市に防災会議及び水防
協議会をおき、速やかに地域
防災計画及び水防計画を策
定する。

安心安全課 ○ 18

　災害対策基本法に基づき、合併後の霧島市全域の防災対策に関す
る基本方針等について、霧島市防災会議により平成１８年度に策定。
　水防法に基づき、合併後の霧島市の河川、海岸、港湾等の洪水又
は高潮に際し、被害を軽減し、市民の安全を保持することを目的とし
て、霧島市防災会議により、平成１８年度に策定。

25―
（6）

消防防災関係事
業の取扱い

３　防災行政無線については
次のとおりとする。
（１）同報系は、現行のとおり
新市に引継ぐ。未整備地区に
も災害危険箇所等を優先し、
新市において導入を検討す
る。
（２）移動系は、新市に移行後
も当分の間現行のとおりと
し、集中管理室の設置を検討
する。

安心安全課 ○ 19

　新市の防災行政無線整備については、同報系、移動系ともに平成１
９年度に整備方針である「霧島市防災行政無線統合デジタル化基本
構想」を策定し、同報系については、平成２１年度に実施設計を行い、
平成２２年度から同２６年度までの５か年で、各地域に気象情報、避難
情報、地震・津波・火山・国民保護などの緊急情報等を伝達できる屋
外拡声子局等の整備を実施する。
　移動系については、同報系防災行政無線の整備を優先しながら、現
在使用しているものを活用していく。

25―
（7）

交通関係事業の
取扱い

４　乗合自動車運送事業につ
いては、現行のとおり新市に
引き継ぐものとする。なお、合
併後、速やかにコミュニティー
バス事業への移行を検討す
る。

企画政策課 ○ 20

　平成18年11月に立ち上げたコミュニティバス検討委員会（各地区の
代表者や有識者等で構成）等でコミュニティバス運行の検討を重ね、
平成20年４月から溝辺、福山地区での新規運行、既存地区での運行
の見直しを行い、「ふれあいバス」として、新たな運行を開始した。

25―
（7）

交通関係事業の
取扱い

６　新市に交通安全対策会議
をおき、交通安全計画を新た
に策定する。

安心安全課 ○ 18
　新市に交通安全対策会議をおき、交通安全計画を策定した。（第８
次交通安全計画）

25―
（8）

窓口業務の取扱
い

３　自動交付機については、
すでに設置されている国分
市、牧園町については、新市
に引き継ぎ、他町において
は、合併後、速やかに設置の
方向で検討する。

市民課 ○ 24

　自動交付機は合併以前から設置されていた国分庁舎、牧園総合支
所、高千穂公民館の３ヶ所に設置されていた。これ以外の場所への新
規設置については、自動交付機の利用見込みや設置費用、運用費用
などを基に費用対効果等の検討を関係部署で進めていた。そのよう
な中、平成19年7月から市民サービスセンター「コア・よか」が開設さ
れ、土日・祝日・時間外での職員対応が可能となったことなどもあり、
当面新たな自動交付機の設置は見送ることとしてきた。しかしながら、
平成２３年度に基幹系電算業務システムが再構築されることに伴い、
自動交付機の入れ替えが必要となったことから、自動交付機の運用
状況等を勘案し、設置台数や設置場所について再検討した。それによ
り、取扱件数、取扱内容、カード発行状況、カード利用箇所など総合的
に判断し、利用者が多く、窓口の混雑緩和にもつながっている国分庁
舎に1台、本市域の広さを考慮し、国分庁舎への所要時間など住民の
利便性を考慮した場合、北部の交通の結節点である牧園総合支所に
1台設置することとした。

25―
（9）

保健衛生事業の
取扱い

１　母子保健計画について
は、新市において速やかに策
定する。ただし、策定までは
旧市町の例による。

健康増進課 ○ 20

　平成21年3月、健康きりしま21（健康増進計画）策定を行い、この中
に母子保健施策展開として位置づける。
　また、平成20年3月策定された霧島市次世代育成支援計画（きりしま
すくすく子どもプラン）と、地域における子育ての支援・母性並びに乳
幼児等の健康確保及び増進・子どもの心身の健やかな成長に資する
教育環境の整備など、連携し推進を図っている。

25―
（9）

保健衛生事業の
取扱い

２　健康日本２１計画につい
ては、新市において速やかに
策定する。

健康増進課 ○ 20

平成1８年度に策定作業の概要について調整し、平成20年度に健康
増進計画等策定協議会を開催し、平成21年３月に「健康きりしま２１」
として策定した。
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25―
（9）

保健衛生事業の
取扱い

３　健康まつりについては、現
行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、実施時期、実施場
所、実施方法等については、
新市において調整する。

保健福祉政
策課

○

17

(19)

(21)

・平成１７年度　新市として健康まつりを平成１８年度からの開催の方
向で 調整。
・平成１８年度　第１回霧島市健康増進大会を開催。
・平成１９年度　福祉とイベントを合同でできないか調整し、第１回霧島
市健康福祉まつりを開催。
・平成２１年度　円滑な運営と、効果的な実施ができるように、実行委
員会方式に改める。

25―
（10）

環境衛生事業の
取扱い

２　公害調査の実施方法につ
いては、国分市の調査体制
等を基本に、新市において調
整する。

環境衛生課 ○ 17

  調整方針は、「公害調査の実施方法については、国分市の調査体
制を基本に、新市において調整する。」とされ、合併直後は、騒音、振
動、悪臭、水質汚濁に係る分析調査については、専門機関への委託
で対応することとし、旧国分市において保有していた「騒音測定器」に
ついては、本庁に引継ぎ、随時、使用することとした。
　なお、公害調査案件が発生した場合に備え、騒音・振動測定、悪臭
測定、水質汚濁検査等に係る予算を毎年計上し、効果的な初動対応
が可能な体制を整えている。

25―
（10）

環境衛生事業の
取扱い

３　環境対策審議会について
は、設置をしている国分市、
横川町、隼人町の例により、
新市において調整する。

環境衛生課 ○ 17

　平成１７年１１月７日、霧島市環境対策審議会条例を施行し、新市に
おいても環境対策審議会を設置した。

(設置)
第1条　環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、霧
島市環境対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条　審議会は、市長の諮問に応じ、環境対策に関する基本的事項
を調査審議する。
(組織)
第3条　審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから
市長が委嘱する。
(1)　学識経験者
(2)　関係行政機関の職員
(3)　関係団体から推薦をされた者
　　　（以下省略）

25―
（10）

環境衛生事業の
取扱い

４　浄化槽整備計画について
は、下水道計画のある国分
市、牧園町、隼人町の例によ
り、新市において速やかに策
定するものとする。

環境衛生課 ○ 19
　平成20年３月に策定した霧島市生活排水対策推進計画（計画期間：
平成20年度～29年度)に掲載した施設整備計画により浄化槽整備を
行う。

25―
（10）

環境衛生事業の
取扱い

６　廃棄物処理基本計画につ
いては、国分市の例により、
新市において策定する。ま
た、処理計画（実施計画）に
ついては、当分の間、旧市町
方式での計画で策定し、衛生
管理組合との協議を経て、新
市において速やかに調整す
る。

環境衛生課 ○ 18

　平成18年3月に霧島市一般廃棄物処理基本計画（計画期間：平成18
年度～19年度）を暫定的に策定。
　その後、上位計画となる市総合計画及び環境基本計画の策定に併
せて平成20年4月に霧島市一般廃棄物処理計画（計画期間：平成20
年度～29年度）を策定。

25―
（10）

環境衛生事業の
取扱い

７　不燃物処理場について
は、現行のとおり新市に引き
継ぐものとする。なお、新たな
施設については、新市におい
て検討する。

衛生施設課 ○ 20

　新たな処分場の必要性について検討を行ったが、現在ある処分場
の延命化を図れば解消できると判断し、開場日数の減（各処分場月１
回の開場）、搬入量の多い建築物の解体に伴う瓦、コンクリートがらの
搬入の禁止を行った。よって搬入量はおよそ従来の１０分の１に減少
したため、新たな処分場の検討は見送りとしました。

25―
（10）

環境衛生事業の
取扱い

８　容器包装リサイクル法関
連の資源ごみの収集品目、
収集回数、排出先等について
は、当分の間、現行のとおり
とし、新市において調整し、統
一するものとする。ただし、収
集品目については、横川町、
牧園町の例により調整し、統
一するものとする。なお、統一
の時期は新市において協議
する。

環境衛生課 ○ 19

　平成19年度に資源ごみの分別品目、収集方法、収集回数ともにほ
ぼ一元化ができ、平成20年４月から全市統一的なごみの分別収集を
実施している。本市の分別区分（品目）は、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大
ごみ、缶類、ペットボトル、その他プラスチック製容器包装、生きびん、
茶色びん、無色透明びん、その他のびん、新聞紙・チラシ、段ボール、
雑誌等、紙パック、乾電池、蛍光灯、廃食用油の１７区分。

25―
（10）

環境衛生事業の
取扱い

１２　地球温暖化防止対策に
ついては、地球温暖化防止
計画を隼人町、福山町の例
により、新市において速やか
に策定する。

環境衛生課 ○ 19
　平成20年３月、地球温暖化対策実行計画を策定し、市の事務事業
における地球温暖化防止対策を実施する。

25―
（11）

障害者福祉事業
の取扱い

２２　障害者福祉計画は、各
市町の現行計画を基本に新
市において速やかに新たな
計画を策定する。

長寿・障害福
祉課

○ 18

　霧島市障害者施策推進協議会を設置し、平成19年3月に「霧島市障
がい者計画」、「障害福祉計画」を併せて策定した。
　（障害福祉計画は、障害者総合支援法の規定で３年毎に見直す）
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25―
（11）

障害者福祉事業
の取扱い

２８　社会福祉委託事業は、
現行のとおり新市に引き継
ぐ。
　戦没者追悼式等事業は、現
行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、開催方法、実施体制
等については遺族会等と協
議し合併後に調整する。

保健福祉政
策課

○ 18

　新市において年１回、市の主催で実施することとし、時期と内容につ
いて、以下のとおり調整した。
○招待者　戦没者遺族・来賓（市議、県議、その他）
○開催日　関係者の意見を聞きながら固定化を図る。
　　　　　　　（会場の確保、関係者の日程調整等、早めの対応がで
　　　　　　　　き、さらに広く一般市民にも参加を呼びかけることが可
　　　　　　　　能となる。）
○会　場　 遺族の高齢化が進んでいることから、参列者の移動負担
の
　　　　　　　少ない施設を中心に選定し、固定化を図る。

25―
（12）

高齢者福祉事業
の取扱い

４　長寿者褒章（敬老金等）に
ついては、節目支給等に再編
する方針で、合併までに調整
する。長寿者表敬訪問につい
ては、新市で協議する。

長寿・障害福
祉課

○
18

(23)

※　満１００歳到達者のうち在宅の希望者は、市長等による訪問支給
※　男女の最高齢者及び満１００歳到達者は、祝状を贈呈
　　　（平成２０年度は満１００歳以上の方全員に祝状を贈呈）
（参考）
※　支給年齢については、満８０歳、満８８歳、満９５歳、満１００歳以上
の者に支給
　満８０歳の者　　　　　　　６，０００円
　満８８歳の者　　　　　　１０，０００円
　満９５歳の者　　　　　　３０，０００円
　満１００歳以上の者　１００，０００円
　↓
※　平成23年度から満８０歳の者への支給を廃止
　満８８歳の者　　　　　　１０，０００円
　満９５歳の者　　　　　　３０，０００円
　満１００歳以上の者　１００，０００円

25―
（12）

高齢者福祉事業
の取扱い

９　介護予防プラン作成事業
は、現行のとおり新市に引き
継ぐ。事務処理、情報等のソ
フトウェア等を利用したネット
ワーク構築については新市に
おいて調整する。

長寿・障害福
祉課

○ 17
　介護予防ネットワークシステムについては、平成１７年度にシステム
構築を行い、地域支援包括センターにおいて運用している。
（平成18年3月導入・平成18年4月1日可動）

25―
（12）

高齢者福祉事業
の取扱い

１１　高齢者実態把握事業
は、現行のとおり新市に引き
継ぐ。事務処理、情報等のソ
フトウェア等を利用したネット
ワーク構築については新市に
おいて調整する。

長寿・障害福
祉課

○ 17
　高齢者実態把握については、平成１７年度にシステム構築を行い、
地域支援包括センターにおいて運用している。
（平成18年3月導入・平成18年4月1日可動）

25―
（12）

高齢者福祉事業
の取扱い

１３　住宅改修支援事業（理
由書助成分）については、現
行のとおり新市に引き継ぐ。
事務処理、情報等のソフト
ウェア等を利用したネットワー
ク構築については新市におい
て調整する。

長寿・障害福
祉課

○ 17

 住宅改修理由書はケアマネージャー、作業療法士、福祉住環境コー
ディネーター２級以上の資格所持者が作成することができる。
　住宅改修を行う対象者のうち大部分はケアマネージャーが介護サー
ビスの利用プランを作成しているため、住宅改修理由書もケアマネー
ジャーが作成している。
　本事業は、それ以外の主に介護認定を受け介護サービスを利用し
ていない方が対象となることから、当初予定していた住宅改修の理由
書作成件数に対して利用実績が少ないため、システム導入の必要性
がないと判断し、システム導入をしなかった。
（委託料　１件　２，０００円）

25―
（12）

高齢者福祉事業
の取扱い

２４　老人保健福祉計画につ
いては、各市町の計画を現行
のとおり新市に引き継ぐ。策
定委員会、運営委員会、ま
た、準備事務については合併
までに調整する。新たな計画
は、平成１７年度に新市にお
いて策定する。

長寿・障害福
祉課

○ 17
　平成１８年３月に、霧島市すこやか支えあいプラン「第４期高齢者保
健福祉計画・第３期介護保険事業計画」を策定した。（３年おきに見直
し）

25―
（13）
－①

児童福祉事業
【児童福祉】の取
扱い

５　次世代育成支援対策推進
法に係る地域行動計画策定
事業については、新市におい
て速やかに策定する。

児童福祉課 ○ 19
　平成１９年度に、合併前の１市６町で策定された次世代育成支援対
策行動計画（平成１７年度から平成２１年度までの５年間を第一期とす
る前期計画）を策定した。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

１　放課後児童クラブについ
ては、現行のとおり新市に引
き継ぐ。ただし、単独補助や
保護者負担等については、新
市において調整する。

児童福祉課 ○ 18

　平成１８年４月に「霧島市放課後児童クラブ運営補助金交付要綱」を
施行し、平成１８年度から平成２０年度までの３ヵ年で市の単独補助金
を段階的に調整し統一した。
H23年3月に「霧島市放課後児童クラブ設置基準」いわゆる「ガイドライ
ン」を策定した。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

２　乳幼児健康支援一時預か
り事業については、現行のと
おり新市に引き継ぐ。なお、
実施箇所等については、新市
において調整する。

児童福祉課 ○ 18
　乳幼児健康支援一時預かり事業（病児・病後児保育事業）は合併前
に実施していたのは旧隼人町のかわの小児科のみであり、合併時そ
の他の実施希望はなかった。
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25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

５　保育料については、現行
のとおり新市に引き継ぐ。た
だし、保育料徴収基準の階層
区分及び徴収金額等につい
ては、国の基準を参考に、新
市において平成19年度をめ
どに統一を図る。減免制度に
ついては、合併までに調整す
る。

児童福祉課 ○ 21
　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。平成19年度から平成21年度までの３ヶ
年で保育料を段階的に調整し統一した。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

６　特別保育事業（延長保育
促進事業）については、現行
のとおり新市に引き継ぐ。な
お、実施箇所等については、
新市において調整する。利用
料等については、国分市の例
により、合併までに調整する。

児童福祉課 ○ 18
　毎年予算編成時に各保育所から実施希望を確認し、必要と認めら
れる保育所では実施することとした。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

７　特別保育事業（一時保育
促進事業）については、現行
のとおり新市に引き継ぐ。な
お、実施箇所等については、
新市において調整する。利用
料等については、合併までに
調整する。

児童福祉課 ○ 18
　毎年度、当初予算作成の際に全ての保育所に実施意向の確認をし
て、要望があれば実施している。また、市民からの要望があった場合
も検討していく。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

８　特別保育事業（乳幼児保
育促進事業）については、現
行のとおり新市に引き継ぐ。
なお、実施箇所等について
は、新市において調整する。

児童福祉課 ○ 18

　当初予算作成の際に全ての保育所に実施意向の確認をして、該当
する保育所があれば実施していたが、国の制度改正により平成１８年
度末で事業廃止された。乳児保育の推進を図るための事業であった
が、現在は、全ての保育所において乳児の受入れが行われている。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

９　特別保育事業（保育所地
域活動事業）については、現
行のとおり新市に引き継ぐ。
なお、実施箇所等について
は、新市において調整する。

児童福祉課 ○ 18
　毎年予算編成時に各保育所から実施希望を確認し、必要と認めら
れるものは実施することとした。
平成24年度国の補助対象外となり廃止。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

１０　特別保育事業（休日保
育事業）については、現行の
とおり新市に引き継ぐ。なお、
実施箇所等については、新市
において調整する。

児童福祉課 ○ 18
　毎年度、当初予算作成の際に全ての保育所に実施意向の確認をし
て、要望があれば実施している。また、市民からの要望があった場合
も検討していく。

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

１１　特別保育事業（地域子
育て支援センター事業）につ
いては、現行のとおり新市に
引き継ぐ。なお、実施箇所等
については、新市において調
整する。

児童福祉課 ○ 18
旧牧園町を除き実施されている。
H25から全地域で実施。（牧園地区においても実施。）

25―
（13）
ー②

児童福祉事業
【保育所】の取扱
い

１２　特別保育事業（家庭支
援推進保育事業）について
は、現行のとおり新市に引き
継ぐ。なお、実施箇所等につ
いては、新市において調整す
る。

児童福祉課 ○ 19
　対象者が少なくなり、通常保育でカバーできるようになったため、廃
止した。

25―
（15）
ー①

その他の福祉事
業【人権】の取扱
い

人権擁護推進事業について
は、現行のとおり新市に引き
継ぐ。行動計画等の策定につ
いては、隼人町の例により新
市において速やかに調整す
る。

市民課 ○ 19

　旧隼人町で平成１５年３月策定した「人権教育のための隼人町行動計
画」は、平成６年１２月の国連総会において平成７年から平成１６年までの
１０年間を「人権教育のための国連１０年」とする決議を受け、政府が平成
９年７月に「国連１０年国内行動計画」を策定したことによるものである。
　その後、国は平成１２年１２月に施行された「人権教育及び人権啓発の
推進に関する法律」に基づき、平成１４年３月に「人権教育・啓発に関する
基本計画」を公表し、この法律の第５条（地方公共団体の責務）として「人
権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、実施する責務を有する。」と
した。
　新市において調整するとした「人権擁護の行動計画策定」は、すでに終
期を経過しており、上記法律に基づいて、調整する具体的内容を「人権擁
護の行動計画策定」から「人権教育・啓発基本計画策定」に変更し、下記
の経過により調整に至った。
 なお、旧隼人町で策定した「行動計画」は、「基本計画」策定の拠り所と
なった。

（Ｈ１９．７）　関係部課等担当者の意見を得て素案作成
（Ｈ１９．８）　素案に対する意見を「人権擁護推進本部員」から徴収⇒「基
本計画）」作成
（Ｈ１９．１０．１～３１）　パブリックコメントを実施
（Ｈ２０．２）　上記により調整した「基本計画（案）」を「人権擁護推進本部幹
事会」に図る
（Ｈ２０．２）　上記により調整した「基本計画（案）」を「人権啓発推進まちづ
くり会議」に図る
（Ｈ２０．３）　上記により検討した修正案を「人権擁護推進本部会議」で協
議、調整し策定 。



番号 協　定　項　目 新市において調整する具体的内容 主務課 調整 調整年度 調整の概要
新市において調整する項目（Aランク）

25―
（16）
ー①

農林水産関係事
業【農業】の取扱
い

２　農業振興地域整備計画
は、新市において策定する。
なお、策定までは旧市町の例
による。農業振興地域整備促
進協議会の委員等について
は、合併までに調整する。

農政畜産課 ○ 18
　平成１９年２月４日に各市町の農業振興地域整備計画を統合する形
で策定済み。

25―
（16）
ー①

農林水産関係事
業【農業】の取扱
い

３　認定農業者育成事業は、
現行のとおり新市に引き継
ぐ。なお、制度内容等につい
ては、新市において調整す
る。横川町が実施している単
独事業は、平成１６年度計画
に掲載された事業について
は、平成１８年度までは実施
するが、以後廃止する。認定
農業者の会は、合併後速や
かに統一する。

農政畜産課 ○ 18

　横川町単独事業として実施されていた「認定農業者支援対策」は、
合併調整のとおり平成１８年度をもって廃止。
　各地区の認定農業者の会は、平成１９年８月２９日に「霧島市認定農
業者の会」として統合され、現在も支部及び専門部会体制により活動
を続けている。

25―
（16）
ー①

農林水産関係事
業【農業】の取扱
い

５　水田農業推進協議会事
業、地域水田農業ビジョン等
は、現行のとおり新市に引き
継ぐ。なお、組織等について
は、新市において調整する。

農政畜産課 ○ 19

　霧島市合併以降も地域との連携を考慮し、旧市町村単位で運営を
行っていたが、平成19年度より施行された新たな米需給調整システム
への移行に併せ、管内での水田農業への取組みに対する意思統一と
温度差の解消に加え、事務の効率化・スリム化を行うことを目的に統
一した。 なお、平成23年8月には霧島市農業再生協議会と名称を変
更し、現在に至っている。

25―
（16）
ー②

農林水産関係事
業【林業】の取扱
い

８　森林組合運営補助事業に
ついては、現行のとおり新市
に引き継ぐ。なお、補助事業
項目については、新市におい
て速やかに調整する。

林務水産課 ○ 18
　森林組合の実施する事業に対して、市内3組合に統一した上乗せ補
助率及び事業負担率を確定した。

25―
（16）
ー②

農林水産関係事
業【林業】の取扱
い

地域森林計画、市町村森林
整備計画については、新市に
おいて策定する。なお、策定
までは旧市町の例による。

林務水産課 ○ 18
　市町村森林整備計画については、平成18年度～平成27年度を計画
期間として策定済み。（地域森林計画は県が作成）

25―
（16）
ー③

農林水産関係事
業【水産業】の取
扱い

２　魚類繁殖保護事業につい
ては、現行のとおり新市に引
き継ぐ。なお、事業内容につ
いては、新市において調整す
る。

林務水産課 ○ 18
　魚類繁殖保護事業（豊かな海づくりパイロット事業、イカ産卵礁設置
事業）については当初方針に即した形で調整済み。

25―
（16）
ー④

農林水産関係事
業【耕地】の取扱
い

２４　単独農業用施設維持管
理事業（材料等補助含む。）
は、現行のとおり新市に引き
継ぐ。なお、内容等について
は新市において調整する。

耕地課 ○ 18
　執行基準を統一し、地域の実情に合せて予算配分を行い本庁にて
予算管理を行っている。

25―
（16）
ー④

農林水産関係事
業【耕地】の取扱
い

２６　農村振興基本計画等
は、新市において策定する。
策定までは旧市町の例によ
る。

耕地課 ○ 16
　旧隼人町が農村振興基本計画を１６年度に策定する時、旧町が負
担金を支出し、旧１市６町分をまとめた農村振興基本計画を作成し
た。

25―
（16）
ー④

農林水産関係事
業【耕地】の取扱
い

２７　運営補助事業（土地改
良区）は、現行のとおり新市
に引き継ぐ。なお、補助金等
については新市において調
整する。

耕地課 ○ 18

　多くの施設の維持管理や補修を行い、安定的な水の供給を行ってい
るとともに地域の環境保全も担っている等、公共性の高い組織であ
り、その運営に関して補助することは妥当であること、また県内でも高
い水準の賦課金であり今の状況での運営が精一杯であることから、
継続して補助するということで調整済み。

25―
（17）

商工･観光関係
事業の取扱い

３　商工業者利子補給事業に
ついては、現行のとおり新市
に引き継ぐ。なお、補助金等
については、新市において調
整する。

商工振興課 ○ 17
　合併前に借入れた資金の利子補給については、旧自治体の制度を
適用し、合併後に借入れた資金の利子補給については、補助率を借
入れ金額の１％、借入限度額を２千万円とした。

25―
（17）

商工･観光関係
事業の取扱い

４　観光イベント・伝統行事に
ついては、伝統や歴史文化
が失われないよう現行のとお
り新市に引き継ぐ。ただし、内
容・期日等が類似しているも
のについては、新市において
統合を検討する。

観光課 ○ 18
　イベント調整企画政策群において、現行のイベントの統合・廃止も含
め、イベント調整の方針を提案し、調整方針の決定を得た。

25―
（18）

建設関係事業の
取扱い

５　街路事業については、現
行のとおり新市に引き継ぐ。
なお、新規事業については、
新市において調整する。

都市計画課 ○ 19
　街路の周辺の地域の現況、地域のニーズ、将来交通量推計等から
箇所の必要性、緊急性の検討を行った。



番号 協　定　項　目 新市において調整する具体的内容 主務課 調整 調整年度 調整の概要
新市において調整する項目（Aランク）

25―
（18）

建設関係事業の
取扱い

７　都市計画法関連調査・マ
スタープラン等については、
新市において都市計画基本
調査を実施し、計画を策定す
る。なお、新計画が策定され
るまでの間は、現計画を新市
に引き継ぎ運用する。

都市計画課 ○ 21

　都市計画基礎調査については、平成19年度に実施した。
　都市計画マスタープランについては、都市計画基礎調査の結果を基
に、庁内組織である策定検討委員会や作業部会、庁外組織である策
定協議会を開催し、上位計画である総合計画（平成19年度策定）や国
土利用計画等（平成20年度策定）と整合性を図り平成21年度に策定し
た。　なお、都市計画基礎調査については、概ね５年ごとに実施するこ
ととなっている。

25―
（18）

建設関係事業の
取扱い

１０　公営住宅建設事業につ
いては、継続事業は現行のと
おり新市に引き継ぐ。なお、
新規事業については新市に
おいて調整する。

建築住宅課 ○ 18

　市営住宅を、今後どのように活用していくかについて、建替・全面的
改修・個別改善・用途廃止等を含めて、それぞれの団地の位置付けを
明確にした、向こう１０年間の『市営住宅ストック総合活用計画』を平成
１９年３月に策定し、この計画に基づいて事業を実施している。
　継続事業は、外壁改修事業のみである。
　新規事業は、火災警報器設置事業・地上デジタル化・耐震診断事
業・個別改善事業・老朽住宅除去事業で、外壁改修事業の継続事業
も含め、地域住宅交付金事業を活用しながら事業を実施する。

25―
（19）
ー①

上･下水道事業
【水道】の取扱い

１　国分市、溝辺町及び隼人
町の上水道事業は、合併と
同時に統合する。また、横川
町、牧園町、霧島町、福山町
及び隼人町の簡易水道事業
は、地方公営企業法を適用し
た上で、簡易水道事業会計
（公営企業会計）とし、新市に
おいて統合する。

水道　管理
課

○ 17

　横川町、牧園町、霧島町、福山町及び隼人町の簡易水道事業は、
地方公営企業法を適用し、また、上水道事業と一元的に管理されてき
た国分市の簡易水道事業も取り込み、簡易水道事業会計（公営企業
会計）として合併時に統合した。

25―
（19）
ー①

上･下水道事業
【水道】の取扱い

２　上水道・簡易水道事業に
ついては、継続事業は現行
のとおり新市に引き継ぐ。な
お、既事業計画については新
市において調整する。水道事
業認可については、現行のと
おり新市創設認可を受けるこ
ととし、新市において整備計
画を策定する。

水道　管理
課

水道　水道
課

○

○

17

20･21

　継続事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、現状の分析と必
要な事業と投資額を試算するために、平成１８年度に「霧島市水道事
業基本計画」を策定した。

　合併当時の上水道地区1箇所、簡易水道地区12箇所の計13箇所の
水道事業に集約されているが施設統合による配水区域の再編により
合理化を図る。

25―
（19）
ー①

上･下水道事業
【水道】の取扱い

３　上水道・簡易水道料金に
ついては、新市において５年
間で統一する。なお、メーター
使用料については、現行のと
おり新市に引継ぎ、新市にお
いて５年後廃止する方向で調
整する。

水道　管理
課

○ 22

　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
間として、水需要の変動や今後必要となる投資資金の予測を行い、総
括原価方式により料金設定を行った。平成22年３月給水条例の改正、
同年10月施行し、霧島市の水道料金を統一した。
　また、メーター使用料については、水道料金の統一に伴い廃止し
た。

25―
（19）
ー②

上･下水道事業
【下水道】の取扱
い

２　下水道使用料及び受益負
担金については、現行のとお
り新市に引き継ぐ。なお、下
水道使用料については、新市
において５年間で統一する。

下水道課 × 27

　国分隼人地区と牧園地区の下水道使用料において、従量区分単価
等に若干相違があるため、合併後５年間を目途に統一する方向で
あったが、平成27年度を目途に延伸の決定をした。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、現在、現状及び今後の経営状況、使用料体系の分析等の資料
作成を行っている。今後は、この資料をもとに庁内の検討委員会や学
識経験者等で構成する審議会で協議・調整を行い適正な使用料単価
を設定し使用料の統一（改定）を図る。

25―
（20）

学校教育事業の
取扱い

２　通学区域は当分の間現行
のとおりとし、新市において速
やかに「学校規模及び通学区
域等適正化審議会（仮称）」
で検討する。

学校教育課 ○ 18

　国分西小学校の過密化が懸案事項であったが、合併後直ちに「小、
中学校規模及び通学区域等適正化審議会」を立ち上げ、国分西小学
校を分離し、新設校を建設することを決定した。併せて、富隈小や向
花小の通学区域も見直し、児童の通学しやすい環境づくりを実践し
た。（平成22年4月より実施）

25―
（20）

学校教育事業

８　学校給食の調理施設（共
同調理場、単独校）業務運営
については、現行のとおり新
市に引き継ぎ、方式等は新市
において随時検討する。

保健体育課 ○ 25

　平成23年8月「霧島市学校給食運営審議会」の答申により、学校給
食における調理施設の整備方針等が示されたことから、（仮称）第一
学校給食センターの建設準備を進めていたが、平成24年第4回議会
での一般質問における市長答弁によりセンター化の内容について再
検討することとなった。再検討した結果、上場４校及び学校に敷地面
積の関係で、新たに給食施設を整備できない学校を除き、自校方式を
継続することとした。

25―
（21）

コミュニティー施
策の取扱い

２　地区公民館（会）、自治公
民館、集落運営補助金は、現
行のとおり新市に引き継ぎ、
新市において、２年以内の制
度の統一化にむけ検討を行
う。なお、補助金とは別に、合
併までに、地域活動の活性化
を図る「地域活性化補助制度
（仮称）」を創設する。

共生協働推
進課

○ 18

　地区自治公民館に対する運営補助金は、霧島市地域振興補助金
（地区自治公民館運営事業）として平成19年度に統一している。
　　　　均等割　　　60,000円
　　　　世帯割　　　    100円
　また、平成18年度に地区活性化事業補助金制度を創設している。

25―
（22）

社会教育事業の
取扱い

４　成人式は、旧市町ごとに
現行のとおり開催する。エリ
アの問題や開催日の統一な
どは、新市において検討す
る。

生涯学習課 ○ 21
　現在行なわれている各地区の特色ある成人式を生かし、当分の間
現行どおり各地区開催とする。
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25―
（22）

社会教育事業の
取扱い

５　運動会は、現行のとおり
旧市町ごとの形態で新市に
引き継ぐ。なお、新市運動会
の開催は、新市において住民
の意向を踏まえ検討する。

保健体育課 ○ 22

　市全体での運動会は開催しないこととする。旧市町ごとに当該区域
内の運動会を含めての「スポーツ祭」を開催し、住民の親睦と融和を
図ることとする。なお、市全体としてのスポーツ振興をどのように図る
か、今後、スポーツ振興審議会で検討していきたい。
　平成24年度末に「スポーツ振興計画」を策定し、「する」、「観る」、「支
える」スポーツが霧島市に息づき、生涯スポーツ社会を実現できる環
境づくりをすすめることを明記した。

25―
（22）

社会教育事業の
取扱い

６　文化祭は、旧市町ごとに
それぞれ開催する。なお、新
市文化祭の開催は、文化協
会や住民の意向を踏まえ新
市において検討する。

文化振興課 ○ 18

　文化協会は、合併に伴って「霧島市文化協会」として新たに発足し、
それまであった文化協会は支部（例えば、霧島市文化協会隼人支
部。）としてこれまで通りの文化活動を進めている。
　文化祭の開催については、平成17年の合併当初から、旧市町ごとに
それぞれ実施している。
　また、霧島市全体で行なう新市文化祭の開催についても、合併当初
から実施している。

25―
（22）

社会教育事業の
取扱い

１３　体育指導員は、平成18
年度まで現行のとおりの定数
とし、平成19年度以降は新市
において検討する。

保健体育課 ○ 20

　平成19年1月「体育指導委員の定数」について、霧島市スポーツ振
興審議会へ諮問し、
①平成19年度は現在の定数（93名）とする。
②平成19年度において、選出方法並びに適正な定数を検討協議し、
平成20年度からの定数を答申する。
となされた。

　平成19年12月に霧島市スポーツ振興審議会より、「平成20年度から
の霧島市体育指導委員の定数は91人とする。」との建議がなされ、平
成20年度から定数を91とした。

25―
（26）

病院関係事業の
取扱い

病院、診療所については、新
市に引き継ぐ。なお、夜間診
療の医師体制については、合
併後に委託先と協議する。
新市の医療体制の充実を図
るため、医師会、保健・福祉と
の連携を強化し、調整を行
う。

健康増進課 ○
18

(23)

　平成１８年、３６５日の準夜帯の救急診療事業が医師会医療セン
ターにて姶良郡医師会会員の医師の輪番の下、開始。国分土曜休日
夜間診療所の休止。

平成２３年 医師会医療センターにおける救急診療の施設整備を図
る。

25―
（27）
－②

その他事業【企
画関係事業】の
取扱い

１　総合計画については、新
市において、速やかに「新市
まちづくり計画」を基本に策定
する。なお、併せて実施計画
を総合計画に基づいて策定
する。

企画政策課 ○
18～
19

　合併前に策定した「新市まちづくり計画」を踏襲し、本市の10年間の
まちづくりの方針や施策の方向性を示す｢第一次霧島市総合計画書｣
の基本構想（10か年）、基本計画（前期5か年）、実施計画（3か年：毎
年度ローリング）を平成20年3月に策定した。
　なお、行政経営システムにより、「計画－実施－評価」のマネジメント
サイクルによる目標数値の達成度で進行管理を行う。

25―
（27）
－②

その他事業【企
画関係事業】の
取扱い

３　辺地計画については、現
行のとおり新市に引き継ぐ。
なお、新市において新たに辺
地として指定できる地域につ
いては、辺地計画を策定す
る。

企画政策課 ○ 18

・新市においては、18年度に横川地区4辺地、20年度に溝辺地区2辺
地、福山地区1辺地の計7辺地を新たに辺地として指定。
・新たな辺地の辺地計画策定については、20年度指定した溝辺地区
の永尾辺地の林道整備（21年度～25年度）の計画を策定した。
・また、市全域での辺地対象地域の調査についても、総務省の調査に
併せて実施している。

25―
（27）
－②

その他事業【企
画関係事業】の
取扱い

４　宅地造成事業について
は、現行のとおり新市に引き
継ぐ。なお、定住促進に関す
る補助制度については、現行
のとおり新市に引き継ぎ、補
助制度期限後は新市におい
て調整する。

共生協働推
進課

○ 20

横川町定住促進に関する条例は、平成20年度までそのまま引き継い
だ。新市において、新たに霧島市全域の中山間地域を対象とする霧
島市移住定住促進に関する条例を平成20年度に制定・施行した。
①住宅等取得補助金　1,000千円～2,000千円
②扶養補助金　中学生以下1人当り200千円
③住宅増改築補助金　250千円～500千円

25―
（27）
－②

その他事業【企
画関係事業】の
取扱い

５　地域情報化については、
新市において地域情報化計
画を速やかに策定する。

情報政策課 ○ 19

　霧島市の地域情報化を総合的に推進（地域情報化計画の策定・地
域情報化の推進等）するため、平成18年８月に霧島市地域情報化推
進委員会（以下「委員会」という。）を設置した。また、委員会の下に作
業部会（①市民福祉部会②産業観光部会③教育文化部会④総合情
報部会）を設置した。
　地域情報化計画策定の委託業者を選定するため「霧島市地域情報
化計画策定委託業者選定委員会」を設置し、プロポーザル方式で平
成18年９月に委託業者を「㈱KDDIネットワーク＆ソリューションズ鹿児
島支店」に決定した。
　住民・事業者の情報化の現状や課題、今後の要望等の把握のため
に、平成18年10月に住民・事業者のアンケート調査実施した。併せ
て、地域情報化に関し職員が感じている住民サービスの問題点や要
望等を把握するため職員へのアンケートを実施した。
　平成18年10月から市内全域の情報化現状調査・分析、市内各地域
の特性調査・分析を実施した。また、国・県・他市町村の地域情報化
動向、最新の情報化技術動向を調査した。
　委員会及び作業部会において、調査資料やアンケートの分析結果
等を基に課題の抽出、方針・施策の抽出・検討、具体的実施事業の検
討、実施事業の優先度の検討等を行ない、平成19年３月に地域情報
化計画の計画素案を取りまとめた。
　霧島市総合計画と地域情報化計画の整合性を図るための調整・協
議を行い、平成20年１月から２月にかけて、パブリックコメントを実施
し、平成20年３月に「霧島市地域情報化計画」を策定した。
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25―
（27）
－②

その他事業【企
画関係事業】の
取扱い

６　ケーブルテレビ事業につ
いては、溝辺町で実施してい
る事業は、新市に引き継ぎ、
平成１９年度までは現行のと
おり運営する。なお、平成２０
年度以降の運営については、
新市において調整する。ケー
ブルテレビ未整備地域につい
ては、財政状況等を勘案しな
がら新市において調整する。

情報政策課

①
○

②
○

①
 22

②
19

①　平成23年3月議会で、基本使用にかかる使用料を平成23年10月1
日から有料（0円／月⇒525円／月）とする「霧島市溝辺町ケーブルテ
レビ施設の設置及び管理に関する条例」の一部改正が議決された。
また。本市の自主放送番組のデジタル化については、南九州ケーブ
ルテレビネット（株）（以下「ＭＣＴ」という。）の自主放送チャンネルの時
間枠を借上げて、平成23年6月1日から開始した。

②　ケーブルテレビ未整備地域については、霧島市地域情報化計画
（以下「地　域情報化計画」という。）の策定時に、財政状況、最新の情
報通信技術の動向等を勘案しながら、情報格差是正（ブロードバンド
整備、地デジ対策）の方策を協議した。
　　ケーブルテレビ未整備地域をケーブルテレビで整備した場合の概
算総事業費が50億円程度となった。また、ケーブルテレビ事業を運営
していくためには、毎年の維持管理費、機器更新に伴う後年度負担の
経費について考慮しなければならず、ケーブルテレビによる整備は困
難と位置づけられた。
　　ケーブルテレビ未整備地域のブロードバンド整備については、ブ
ロードバンド・ゼロ地域解消促進事業により、本市から通信事業者へ
補助を行い、通信事業者が整備主体となり、平成20～21年度で、ブ
ロードバンド未整備の８地域へブロードバンド整備（ＡＤＳＬ方式等）を
行った。また、地デジ対策については、地上デジタル放送支援事業に
より、既存の共聴施設の改修や新難視地区で共聴施設を新設した共
聴組合等に対して、当該施設に要する経費の一部を補助し、デジタル
化への恒久的対策の整備を進めている。

25―
（27）
ー③

その他事業【選
挙管理委員会関
係事業】の取扱
い

１　投票区については、現行
のとおり新市に引き継ぐ。な
お、今後住民の利便性等も考
慮しながら、再編できるもの
については、新市において調
整する。

選挙管理委
員会

× ―

　霧島市農業委員会委員選挙の投票区については、平成21年6月に
62投票区を50投票区に変更済みであり、平成24年度の農委選挙より
新投票区で選挙を執行済である。
　国政選挙等の投票区については、１投票区を統合したほかは未調
整である。
　再編については、事前調査は済んだが、選挙人の利便性を考慮す
ると再編は困難な状況である。

25―
（27）
ー④

その他事業【交
通災害共済事
業】の取扱い

３　国分市の小中学生、高齢
者に対する免除制度は、合併
時に一旦廃止し、その後新市
において、健全な事業運営の
あり方を含め検討する。

安心安全課 ○ 18
　小･中学生及び７５歳以上の高齢者に対する免除制度が確立され
た。

25―
（27）
ー⑥

その他事業【契
約関係事務】の
取扱い

４　入札参加資格の格付けの
取扱いについては、当分の
間、鹿児島県の格付けを準
用し、その間新市で格付けを
行う。

工事契約検
査課

○ 23

　合併協議会で決定された具体的な調整結果である「土木、建築、舗
装工事については当分の間、鹿児島県の格付を準用する。造園、管、
電気、水道工事の格付は、新市の格付を行う際、同時に格付をす
る。」との方針に基づき、現在、霧島市内の業者について3業種につい
て、県の格付を準用し格付けを行い、実施しているところである。
　現在、前述の7業種全てについて新市の格付を調整中であり、平成
２３年度内に実施予定である。 （※平成２３年８月実施済）

25―
（27）
ー⑧

その他事業【温
泉事業】の取扱
い

２　温泉使用料については、
現行のとおり新市に引き継
ぎ、平成19年度までに調整す
る。

霧島総合支
所
産業建設課

× -

　本事業は、牧園地区が定住促進、霧島地区が観光と福祉とそれぞ
れ異なる目的で始められており、牧園地区は汲み上げた温泉水を、霧
島地区は蒸気と湧水を混合した温泉を供給している。
　加入金の設定基準のほか、浴槽面積と温泉使用料との関係等につ
いても検討しているが、両地区では、配管等の施工方法も異なるな
ど、現時点で全く同一の料金体系への調整は困難である。
　今後、牧園地区の大規模な工事等が実施された場合、その時点で
工事の実施方法等とともに、検討することになる。
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