
南九州市集中改革南九州市集中改革南九州市集中改革南九州市集中改革プランプランプランプランのののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・評価評価評価評価

【平成２０年度実績】

　■評価の見方　　〔評価の欄は行政改革推進委員会での外部評価を記載してあります。〕
　
　　○ ： 概ね評価できる・・・･･･････・・ 概ね目標どおり達成。概ね計画どおり進捗している。
　　△ ： 見直しの余地あり・・・･･･････  目標・計画どおりとなっていない。改善すべき点がある。
　　― ： 具体的な取組実績なし･････　次年度からの取り組みのもの。評価対象外のもの。
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【【【【平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のまとめのまとめのまとめのまとめ】】】】

○○○○項目別評価項目別評価項目別評価項目別評価のののの状況状況状況状況

概ね評価できる 見直しの余地あり 評価対象外

○ △ －

１－（１） 事務事業の再編･整理，廃止･統合 13 11 2 0

１－（２） 民間委託等の推進 7 5 1 1

１－（３） 地域協働の推進 8 7 0 1

２－（１） 効果的で効率的な組織･機構の構築 6 0 2 4

２－（２） 定員管理及び給与の適正化 5 4 1 0

２－（３） 人材育成の推進 2 1 1 0

２－（４） 公正の確保と透明性の向上 5 4 1 0

２－（５） 電子自治体の推進 6 2 0 4

３－（１） 歳入確保への積極的な取組 8 6 2 0

３－（２） 歳出削減への積極的な取組 6 5 1 0

３－（３） 健全な財政運営への積極的な取組 8 6 2 0

4 議会との連携 2 1 1 0

計 76 52 14 10

　南九州市では「南九州市行政改革大綱」に基づく行財政改革を計画的かつ効果的に進めるために，具
体的な項目と目標を掲げて市民にわかりやすい形で表すために，「南九州市集中改革プラン」を策定
し，行財政改革に取り組んでいます。
　集中改革プランの平成２０年度のまとめとして，７６項目の事務事業を第１次評価を担当主管課が行
い，その評価に基づき，市長を本部長とする行政改革推進本部で第２次評価，最終的に市民の代表で構
成される南九州市行政改革推進委員会がその事務事業の進捗状況及び課題等について評価を行いました
ので公表いたします。

項目番号 具体的な目的達成事務事業 項目数

評価



１１１１　　　　行政行政行政行政とととと住民住民住民住民のののの役割分担役割分担役割分担役割分担によるによるによるによる協働協働協働協働のののの推進推進推進推進

（（（（１１１１））））事務事業事務事業事務事業事務事業のののの再編再編再編再編・・・・整理整理整理整理，，，，廃止廃止廃止廃止・・・・統合統合統合統合
平成20年度取組内容

〔計画〕
平成20年度取組状況

〔実績等〕

・転入・転出者の手続き関係の案内表を作成する。
・ローカウンターの設置について検討する。

・本庁支所間の連携を図るため連絡会を定期的に実
施する。
・各研修会等へ積極的に参加する。

・昼間窓口取り扱い業務を充実する。

・繁忙期（年度末・始）における平日の時間延長
・休日の窓口開設。
・電子申請システムの普及啓発を図る。

・庁舎案内表示板の工夫。

・手続きに伴う関係各課への案内表を作成した。
・相談室の増設も含めて設置にむけた検討を行った
が，組織編制の未固定（窓口業務），庁舎改築等の財
政上の理由で平成２０年度中の設置には至らなかっ
た。設置までの間は，高齢者･障害者等へは相談室
等を活用し応対している。
・本庁・支所間の連携を図るため，月１回連絡会議を
実施し，懸案事項等の対応を行っている。
・戸籍事務研修（導入研修４名，初級者研修４名参
加）に積極的に参加した。
・昼間窓口取り扱い業務は証明発行だけでなく，戸籍
届出や年金相談など通常業務も行った。
・繁忙期の時間延長は,近隣市の状況を踏まえ実施し
なかった。
・電子申請システムについては，市広報に掲載し普及
啓発を行った。
　電子証明書発行件数（１月～３月　６８件）
・各係の表示版を設置した。

・市の業務や手続き等を掲載した市民ガイドブックを
転入者に提供する。

・定期的に修正箇所等の調査を実施し，内容の更新
を行う。

・平成２１年３月下旬（３月議会終了後）の転入世帯に
最新の南九州市の行政サービスが掲載された市民ガ
イドブックを提供。
・合併時に全戸配布を行いその後，転入世帯に合併
時に作成した印刷物に正誤表をつけて配布していた
が，制度改正・合併未調整事項も含め内要の変更箇
所が多かったため，平成２１年４月１日現在の行政
サービス等について各担当主管課で加除修正をお願
いした。

― ○

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価

― △

№ 取組項目 担当課 段階

1 窓口サービスの充実
市民生活課

総務課
実施

2
市民ガイドブックの更
新

行政改革
推進室

更新

・ローカウンターの設置など協議可能な件については，早急に取り組むべき。
・昼間窓口対応の開設の充実を願いたい。
・窓口サービスの一番は住民に対する職員の対応の仕方である。職員の資質向上にも努めてほしい。
・繁忙期の時間延長は近隣市町村の状況を踏まえる必要があるのか疑問。
・窓口サービスは検討より先にチャレンジを。

・内容変更に関しては随時，修正すべきであるが，経費節減のためには広報誌，インターネットでの最新情
報を提供，活用すべき。
・必要な世帯への配布や注文制による有償配布なども考えてよいのでは。
・提供する情報は，市民目線で，内容を吟味し正確であるべき。
・せっかくいい物を作っても市民が見なければ意味がない。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

 ・文書管理システムについて検討する文書管理プロ
ジェクト会議を開催し，情報公開に適用できるシステ
ムの確立と職員への周知を図り，適切な文書管理を
行う。
 ・職員説明会

 ・簿冊管理目録の作成　保存文書引継目録の作成

・文書管理システムについて検討する文書管理プロ
ジェクト会議を開催し，検討を行い，職員に対して文
書管理についての説明会を11月及び3月に開催し
た。職員向けに「南九州市文書処理の手引き」を平成
20年8月に，「平成21年度からの文書管理」を平成21
年3月に作成し，文書管理の周知を図った。
・平成20年度は，文書管理システムを確立しようとする
もので，検討会議，説明会の開催，旧町からの引継ぎ
文書の整理を取り組んだ。

・住民サービスの向上が図られる事務改善又は施策
について，職員から提案を受け付け，該当課での調
査研究を行い，一定の結論を出し，部課長会議又は
行政改革推進本部会議に諮り協議し，実施する。
・平成２０年度　要綱の策定

・平成２０年度中に内容の検討を行い「南九州市職員
提案規程」を制定した。（施行日は平成21年4月1日）

・平成22年度から事務事業評価制度の実施に向け調
査研究をする。

・各種研修会への参加，先進事例等の調査・研究を
行った。

・現在行っている主なイベント・行事について，統廃合
や今後の方向性を検討し，見直しを行う。

・現在行っている主なイベント・行事について，統廃合
や今後の方向性を検討し，見直しを行った。
・成人式，消防出初式，スポーツ少年団駅伝大会等，
統一開催できたものがあった。

・事業の整理を十分調査し，住民の理解が得られるよう努力すべき。
・実行委員会方式のイベントであっても行政からの補助金の多いものについては見直す必要がある。
・統廃合を目指すのではなく，地域の方と話し合いながら，行政主体でなくても続けていくことが出来るイベン
トもあるのではないか。
・運営等を地域に委ね，参加率を高めることが大事。

― △

― ○

― ○

総務課
検討
実施

3
文書管理システムの構
築

4
職員提案制度（事務改
善・施策）の導入

行政改革
推進室

検討

5 行政評価制度の導入
行政改革
推進室

調査
研究

6 イベント事業の見直し

関係課

行政改革
推進室

見
直
し

― ○

・情報公開に対するシステムの確立，全庁舎統一した文書管理の確立を。
・職員の人事異動時に即対応できるようなシステムの構築が必要。

・職員の主体的提案を期待したい。
・有効な提案には褒賞金制度を設け，提案意欲，勤務意欲の向上につなげるやり方もある。
・職員の意欲向上を図るために必要なことは導入して，住民のための市役所であってほしいと思う。
・今後も職員への周知徹底と，職員が発言しやすい体制づくりに努める必要がある。

・情報収集を徹底し，基本となる評価シートの作成が必要。
・平成22年度実施に向けて作成を早急に行うべきである。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・道路台帳の統一及び電子化へ向けた基準書整備を
行い，既存資料のデータと基準書との比較を実施し，
不整合データの整理及び新たなデータの収集をし，
統一化を行う。同時に台帳の電子化を進める。

・平成21年度道路台帳統合実施計画策定に向けて,
市全体の道路台帳の実態把握作業等の委託内容検
討を行った。

・平成21年度から土地情報システムの統合作業の準
備を行う。

・システム仕様書の作成・対象業者の選定等を行い，
平成２１年度からの作業準備を行った。

・統合に向けて作業割り,人員配置及び機材配置等の
計画を行う。また,管理係の予算等の調整を行う。

・平成21年度より市道維持と南九州市クリーン公社を
統合することに伴う,人員配置,機材配置計画を行っ
た。市道維持管理及び権限委譲を受ける国県道につ
いても管理を行うため,管理体制について,職員・道路
整備員・道路作業員合同の説明会を開き作業内容や
災害時の対応について説明を行い4月からの作業に
備えた。

・各課でそれぞれ管理している公園を，１つの部署で
まとめて管理するための協議を具体的に行う「検討委
員会」の設置に向けた準備を進める。

・建設課，商工観光課，保健体育課，文化財課，水道
課の各公園維持管理担当により連絡会を開催し，平
成21年度に公園管理検討委員会を設置し検討するこ
とを協議した。

・南九州市の事務及び事業を対象とした温室効果ガ
ス（二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素）の排出量を１
年間測定し，そのデータを基に平成２１年度「地球温
暖化防止活動計画書」を策定するための準備を行う。

・平成２０年１月から１２月まで，各担当課に依頼して
温室効果ガス排出量調査を行った。

・地図情報の電子化を図り，税務課，農委，農林水産課等でリンクさせ利活用は必要であるが，併
せて個人情報への対応もしっかりやるべき。
・各部署との共有化の連携及び地籍発行などの住民サービスの向上に努める。

・予算削減等の見直しにより，除草作業などサービスの低下を招かないようすべき。
・年間の作業実績等を点検するべき。

― ○

・台帳の電子化へ向け，計画的に統一化が推進されている。
・計画どおり行われていると評価する。

― ○

7 道路台帳の全市統一

8
地図情報（地籍図）の
統合

税務課 検討

建設課 検討

9
市道の維持管理体制の
見直し

建設課 検討

― ○

10
公園の維持管理体制の
確立

建設課 検討

・公園管理体制の一元化による効率的な運営を。
・公園として，ほぼ利用されていない所もあるのでは。
・公園の安全管理には十分配慮し，事故防止に努めること。

・市民に対しても温暖化防止を促すようにしていただきたい。
・市役所庁舎の内部だけでなく，住民を含めた活動の取り組みが必要。

― ○

― ○

11
地球温暖化防止計画の
策定・運用

市民生活課 調査
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・合併調整が必要な事務事業について，調整目標期
限を設定する。

・平成20年4月1日現在の未調整事務事業数89項目
について，調整目標期限を設定させ，調整に努めた。
・各主管課の取り組みにより，平成20年4月1日現在で
89未調整事業数あったものが，30事業調整できた。
　　達成率：　予定数　31事業のうち30事業達成。

・関係団体との協議を行い，できるものから整理・統廃
合を進める。

・関係団体との協議を行い，できるものから整理・統廃
合を進めた。
・シルバー人材センターなど平成20年度に22団体が
統合。

（（（（２２２２））））民間委託等民間委託等民間委託等民間委託等のののの推進推進推進推進
・直営の公の施設の管理運営のあり方を検証し，サー
ビス向上や管理経費縮減が図られる施設については
指定管理者制度導入又は民間移管等を進める。
・公の施設について，今後の管理運営の方向性（計
画）を作る。

・2施設に指定管理者制度導入。
　（頴娃多目的研修センター，畑の郷水土利館）

・公の施設について，今後の管理運営の方向性の計
画を策定した。

・えい秀峰園の民間移管方針を決定し，民間移管計
画の策定，移管先法人の選定を行う。

・民間移管検討委員会を５回開催し，民間移管の方
向性を市長に提案することが出来，民間移管を決定
し移管先法人の応募を行った。
・民間移管先選定委員会を３回開催し，応募法人４団
体から最適任法人を選定し市長へ報告し，移管先法
人が決定した。

・イベント関係の調整を早急に。
・関係者との意見調整を密にすること。
・住民サイドの意見を十分に取り入れながら検討することが必要。

・合併後，団体によっては行政がお世話していた団体から自主運営となっている団体もあり，団体のあり方や補助のあり
方についても認識が必要である。
・整理統合で留意すべきことは，活動への参加率の低下である。

― ○12 合併未調整事項の調整
行政改革
推進室

調整

13
公共的団体等の整理・
統廃合

行政改革
推進室

実施

― ○

14
指定管理者制度導入・
民間移管等の推進

関係課

行政改革
推進室

計画
策定

・市の直営施設で財政への負担が大きい施設は，早急な制度導入の検討をすべき。
・見直しについては３年ごととなっているが，年度ごとの評価も十分に評価し検討する必要があ
る。
・公的施設はその設置の趣旨等から，当然公が責任を持つべき内容のものがある。行政の責任放棄
にならないよう，十分な検討が必要である。

・民間移管されたことで入所者に不安がないように，移管先と話し合いながら進めてほしい。
・民間移管されたことにより，利用者が混乱しないようにスムーズな引継ぎに努める。サービスの
低下防止に努める。

― ○

― ○

14
　-
1

えい秀峰園民間移管

えい秀峰園

行政改革
推進室

検討
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・民間移管に関する事業計画を作成し，「保育所民間
移管検討委員会」を設置する。

・保育所民間移管検討委員会を設置し，３回会合を
行い，各保育所における現状・課題・移管時期を検討
した。
・検討の結果，耐震診断の必要性が判明した。診断
結果次第で移管時期等の計画までは至らなかった。

・熊ヶ谷放牧場管理について，指定管理者制度を導
入するための準備を行う。

・指定管理者指定募集（10月3日まで）
・指定管理者選定委員会開催  （10月～11月）
・指定管理先選定（議会可決）
・協定締結
を行い平成21年4月からの導入準備が整った。

・現在ある３か所の給食センターを１か所に統合する
ため，新給食センターの建設及び運営計画の作成に
向けた準備を行う。

・各学校長,PTA,学校給食担当者代表,幼稚園,議会,
学校医,薬剤師,行政の代表で構成する「学校給食セ
ンター運営委員会」を「学校給食センター整備計画検
討委員会」と位置づけ南九州市学校給食センター基
本構想を樹立し,センター建設予定地,建設規模,管理
運営計画について検討した。
・建設予定地を知覧町郡字黒木山（知覧保健セン
ター隣接地）に決定。

・頴娃・知覧・川辺の３館体制において，運営方針，図
書館システムの統合整備，運営体制の確立を行うた
めの準備を進める。

・南九州市図書館協議会において，今後の運営体制
検討の取組みについて説明した。
・図書館システム統合のための準備を行った。

・住民への説明や事業の優位性を十分検証の上，計画策定すべきである。
・民間移管を検討しているのに，何故市立保育所を新設するのか。
・少子化対策のため，市立保育園は市で管理できないか検討してほしい。
・民間に全てを委ねていいのか十分考慮すべき。

・指定管理者制度導入後の運営，経営改善への報告と指導を定期的に実施すべき。

― △
14
　-
2

市立保育所民間移管 福祉課 検討

14
　-
3

熊ヶ谷放牧場の指定管
理者制度導入

畜産課 選定

― ○

14
　-
4

給食センターの統合と
民間委託

保健体育課 検討

・統合できるものは統合，民間委託できるものは委託してほしい。
・給食費未納者の対処もお願いする。
・安全な食糧の提供と使いやすい調理器具の環境整備。
・防疫面の管理体制を確立すること。

・学生が多く利用するとき（夏休み，冬休み，春休み）は休館せずに子どもたちに喜んで利用して
もらいたい。
・３地域に図書館を有するので，図書館車の廃止も検討すべきでは。
・図書館を経済効率面で考えるのは間違い。市民の知性・精神性の高揚に資する重要な館。責任あ
る運用をこそ考えるべきである。

― ○

― ○

14
　-
5

図書館の運営方法の確
立

図書館

体
制
確
立
の
準
備
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・新たな公共施設の整備に当たり，民間の持つ資金
や創意工夫を活かすＰＦＩ手法について検討する。

・平成20年度は，鹿児島県ＰＦＩ協会からの情報収集
を行い，またＰＦＩ導入に向けての資料収集を行った。

（（（（３３３３））））地域協働地域協働地域協働地域協働のののの推進推進推進推進
・市民参画条例（仮称）の制定に向け，その条例の役
割や必要性について検討を行う。

・平成20年度においては，市民参画条例についての
具体的な取組みを行うことはできなかった。

・男女共同参画基本計画書策定の基礎資料となる，
男女共同参画社会についての市民意識調査を実施
し，市民意識調査報告書の作成を行う。

・男女共同参画審議会3回開催。基本計画策定に向
けて，アンケートを実施し，標本数2000に対し，868件
の回答を得て，分析を行った。
・男女共同参画計画づくり会議の開催5回，男女共同
参画講演会（頴娃，知覧,川辺地域）3回開催，男女共
同参画啓発劇発表。

・市広報誌で「市長へのメッセージ」募集を行い，その
意見に対する市の回答結果を掲載する。
・意見箱を各庁舎に設置し，市民の声を聞く。

・必要に応じて，地域懇談会を開催する。

・広報発行12回，市長へメッセージ広報5月でメッセー
ジ募集を行い，広報8月,9月,10月号で意見を紹介し
た。
・川辺支所，頴娃支所等には市長へのご意見箱を設
置し，市民からの様々な意見を聴取している。（知覧
支所は平成20年度末設置）
・地区座談会は，総合計画説明会と同時に実施し，個
別には行っていないが，地区から要望のあった松山
地区のみ1箇所実施した。

・地区座談会等の効率的な運用を望みたい。
・地区座談会は要望で開催されるのではなく，市が計画的に開催し，広聴する必要がある。
・せっかく意見箱を設置しても住民からの意見が少ないのでは意味がない。設置の周知が必要。

・手法について情報収集することは良いと思うが，対象事業があって初めて対応の検討に入るもの
と考える。
・導入事業種の選択と選別をして，適否を論議すべきでは。

・市民・職員意識改革を図り推進されたい。
・住民自治が基本となる条例の方が，地方分権に対応できる。
・総合計画の基本事項である協働のまちづくりを推進するものであるから，早急の取り組みを望
む。

・アンケート，グループインタビューなどほぼ計画どおり進んでいるものの，まだまだ住民の意識
は低いと思う。
・今後も住民の意識向上が必要。
・女性の勇気ある参加と発言を引き出して欲しい。

― ―15

ＰＦＩ手法の活用

※ＰＦＩ
民間資金を利用して民間に施設整
備と公共サービスの提供をゆだね
る手法である。

企画課

関係課
検討

16 市民参画条例の制定 企画課 検討

17
男女共同参画基本計画
の策定

企画課
調査
研究

―

― ―

― ○

○
企画課

総務課
実施18 広聴活動の充実
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・南九州市パブリックコメント手続に関する要綱を策定
し，要綱に基づき，各種計画作成の際に，パブリックコ
メントを実施する。

・南九州市パブリックコメント手続に関する要綱策定
（平成20年12月1日施行）
・南九州市総合計画(案）についてのパブリックコメント
を実施
　  （平成20年12月10日～平成21年1月8日）11件（3
名）
・南九州市地域公共交通総合連携計画（案）につい
て実施
　  （平成21年2月6日～平成21年3月7日）0件

・市民が市政に自主的に参画し，意見調整しながら課
題把握や事業提案作業を展開するワークショップ手
法を各種の計画づくりの場面で活用する。
平成20年度：第１次総合計画（市民会議）に活用。

・第1次南九州市総合計画の策定過程において市民
会議を実施した。その市民会議の協議の過程におい
て市民会議からの提言作成の段階でワークショップを
行った。
また，男女共同参画基本計画作成の前段階として，
アンケート結果の分析作業にワークショップを利用し
た。

・各種審議会等の設置及び委員選任に当たっては，
可能な限り公募枠を設定し，市民の参画機会の拡大
を図る。

・平成20年度中については,既に委員が決まっていた
ため，途中での公募枠の増加ができなかった。
・総合計画の策定については，「市民会議」として30
人中10人の公募委員を選んだ。

企画課

関係課

策
定
・

実
施

19

政策決定過程における
パブリックコメント制
度の活用

※パブリックコメント
　広く市民の意見等を聴く意見公
募手続き

―

―実施

○

○

・市民により理解されるよう，手段を講じてほしい。言葉が難しい。
・広く住民の意見が反映されるように努める。
・パブリックコメントが，どのように活用されたか記載してほしい。

・必要な部門での取り組みで良いのではないか。
・ワークショップ手法の能力開発も必要。

― ○21
各種審議会等における
公募委員枠の拡大

関係課

企画課

行政改革
推進室

実施
・充て職では構成メンバーが限定されてくるので，公募委員枠の拡大と公募方法の検討も必要なの
では。
・各種審議会委員に重複しないようにしてほしい。多くの人にかかわっていただくために。
・様々な施策決定に当たって，広く外部の有識者の考えを聞くことは大切なことである。

20

政策決定過程における
ワークショップの開催

※ワークショップ
　参加者が問題解決のため専門家
の助言を得ながら自主的活動方式
で行う講習会

企画課

関係課
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・随時，自治会に対し，設立説明会等を開催し組織結
成を促進する。

・避難訓練等を行い，自主防災組織の活動充実を図
る。

・各自治会への呼びかけを行い,集落説明会等で本
組織の必要性を訴え新たに２９組織(知覧２６組織　川
辺３組織）が結成され,平成20年度末で270自治会中
177自治会(153組織）で結成済みとなった。残り93自
治会である。
・各組織で自主的に行っている訓練等は全て把握し
てはいないが，分遣所が出動した訓練は，頴娃２５
件，知覧４件，川辺１２件の合計４１回実施されてい
る。

・少子高齢化・過疎化・限界集落問題など様々な課題
の解決のため，自治会と行政の協働による対策を模
索する。（自治会への各種助成制度見直しなど）

・自治会集会施設等補助制度の確立に向けて関係課
との協議を行い，平成21年4月から制度開始できる準
備ができた。

２２２２　　　　行政行政行政行政ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ的確的確的確的確なななな対応対応対応対応をををを可能可能可能可能とするとするとするとする組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構

（（（（１１１１））））効果的効果的効果的効果的でででで効率的効率的効率的効率的なななな組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構のののの構築構築構築構築
・住民サービスの向上かつ人件費縮減を図りながら，
総合支所方式の継続，定員適正化計画，新庁舎建
設など視野に入れ，簡素で効率的な組織改編計画策
定に向けた検討を行う。

・定員適正化計画を策定するにあたり,年次的な職員
数削減のための組織再編内容を検討したが,具体的
な中身までは踏み込んでいない。
・他自治体が作成している「行政組織再編計画」を調
査し,どのような内容が考えられるかを検討した。

・行政組織改編計画及び定員適正化計画に則り，住
民サービスの低下を招かないよう，支所の組織体制に
ついて見直しを行う。

・平成20年度→平成21年度に向けて見直した組織体
制（支所に関する分）
　○知覧支所長を総務部長が兼務
　○支所の財産管理係を地域振興係に統合
　○川辺支所福祉課を本庁福祉課に統合
　○各支所の教育総務課と社会教育課を統合
　○知覧支所福祉課管轄の特攻平和会館を本庁総
務部管轄に。

・転入者に対して，窓口対応（転入手続き）の際に自治会への加入を促し，自治活動への参加を呼
びかけるべき。
・限界集落に対する早期対策の必要性を感じる。

・自治会の自主防災組織は充実してきたが，市民の防災意識啓発が必要となってくる。
・高齢化している自治会の自主防災組織の具体的な対応策について検討する必要がある。

危機管理室 実施

23 地域自治活動の活性化

検討

22
自主防災組織の結成・
育成

総務課

企画課

社会教育課

検討 ― ○

― ○

△

― △24
行政組織改編計画の策
定

総務課

行政改革
推進室

25 支所組織の再編・充実

総務課

行政改革
推進室

見
直
し

・支所での会合などほとんど無くなったような気がする。
・支所の役割を少なくし，本庁に機能を集約すべきである。
・努力は評価できるが，更なる再編を期待する。

―

・定員適正化計画と連動性があり，効率的な組織改編が必要である。サービス低下を招かないよう
多面的検討を。
・職員定員適正化計画をしても，臨時的職員も同時に削減すべき。
・早急な計画書の策定を提示する必要がある。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・グループ制を導入している他自治体の状況等，情報
収集を行い，調査・研究を行う。

・先進事例等調査研究を行った。
・事務改善の職員アンケートにおいても，係制を廃止
してグループ制の導入について市職員にも投げかけ
て見たが，時期早々の声が多かった。

・一部事務組合について，より効率的な広域での再編
を検討し，関係市との検討を進める。

・消防は県の広域再編の中で協議中である。その他
の一部事務組合の再編については協議は行われな
かった。

（（（（２２２２））））定員管理及定員管理及定員管理及定員管理及びびびび給与給与給与給与のののの適正化適正化適正化適正化

　　　　　　　　　　　　①①①①　　　　定員管理定員管理定員管理定員管理のののの適正化適正化適正化適正化
・平成２０年度～平成２９年度までの１０年間の「定員
適正化計画」を平成２０年度中に策定し公表する。

・平成２０年度～平成２９年度までの１０年間の「定員
適正化計画」を平成２０年度中に策定し，平成２０年１
２月に公表した。
・平成29年度までに職員数430人を目標設定。

総務課

行政改革
推進室

調査
研究

―
・導入の是非について調査すべき事項。実施の前提ではないと考える。
・行政は市民に対して本来サービス業務であるべきで，内部の都合のよい組織改革は厳につつしむ
べきである。
・合併して日も浅く，しばらくは試行錯誤の研究期間があってもよいのでは。

―

27
庁舎についての調査・
研究

総務課 ―

※平成21年度からの取組項目。

― ―

26
グループ制導入の調
査・研究

―

29 広域的な連携の推進
企画課

関係課
検討 ― ―

28
南部出張所の廃止時期
の検討

総務課

策定

※平成21年度からの取組項目。

――

―

・難しいことも多いかと思いますが，取り組んでいかなければいけないことかと思う。
・市民生活に直接関係あるものは，常に調整機関を維持すること。
・川辺地域の火葬場は老朽化が進み早急な対応が必要である。一部事務組合の協議は必須である。

・見通しの立った堅実な推進を。
・限界集落が今後増えていく中でなるべく南九州市出身の方を採用してほしい。

○30 定員適正化計画の策定 総務課

※平成21年度からの取組項目。

※平成21年度からの取組項目。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・臨時職員については，組織の見直しと業務の創意
工夫により，真に必要な係への配置をするよう，見直
しを行う。

・平成２０年度中においては，育児休業者（産前，産
後を含む），病休者，退職不補充者のみに配置した。

　　　　　　　　　　　　②②②②　　　　給与等給与等給与等給与等のののの適正化適正化適正化適正化
・職員の給料，諸手当等については，人事院勧告に
基づく国家公務員の給与制度に準じた給与制度によ
り適正な運用に努める。

・平成２０年については，特に給与改正が勧告されな
かったため，現行制度を維持した。

・人事評価システムについては，職員の資質向上を目
的に，県内各市の取り組み状況を調査し，システムを
構築する。

・平成２１年度評価システム作成に向け，平成２０年度
に検討する予定であったが，県内の市の状況を把握
するにとどまった。

・職員人件費，職員数，平均給与，手当の状況，特別
職の報酬等の状況等を公表する。

・平成２０年度については，合併して平成１９年度の公
表義務がなかったことから，南九州市職員の人事行
政の運営等の状況の公表として７月に告示し，平成２
０年１１月の広報紙で周知した。

総務課 実施

31 臨時職員の適正配置 総務課
見
直
し

― ○

― ○

33
人事評価システムの検
討・導入

総務課 検討 ― △

32
国家公務員の給与制度
に準じた適正な運用

34 給与等の状況の公表 総務課 実施 ― ○

・人事評価の基準は十分検討討議して公平であるべき。
・積極的に取り入れて，人材育成を図るべき。
・一般職はもちろんであるが，幹部職員への導入を検討すべき。

・公表の内容は市民が納得しうるよう配慮すること。
・いろんな機会で今後も公表する機会を設けてほしい。

・臨時職員として数年も働いている方が多く見られる。本当に必要なのか。
・臨時職員は必要だと思う。職員を増やすより臨時職員で対応できるところは対応してほしい。
・各課ごとに配置状況を公表すべきでないか。

・民間事業の従事者の給与水準も考慮し，適正給与制度を。
・お客様あっての民間企業と等しく，市民あっての市職員であるという自覚さえあれば，おのずと
サービスは向上すると思う。この自覚は徹底してほしい。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

（（（（３３３３））））人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進
・職員人材育成の基本理念，具体的方策等を定めた
「人材育成計画」を策定するため，基礎資料となる職
員アンケートを実施する。

・基礎資料となる職員アンケートを実施。

・ 国・県・姉妹盟約自治体等との職員交流を進めるた
め，関係機関との調整を行う。

・平成２０年度内に県と協議し，平成２１年４月からの
鹿児島県観光交流局へ１名研修派遣を決定した。

（（（（４４４４））））公正公正公正公正のののの確保確保確保確保とととと透明性透明性透明性透明性のののの向上向上向上向上
・市民に市政の情報を伝える媒体である広報紙及び
ホームページが，市民にとってわかりやすく，気軽に
読んでもらえるよう内容及び表現を工夫し，市政の透
明性向上を図る。

・広報南九州を毎月発行している。（平成20年度は12
回）。また，ホームページも公開中。

・情報公開制度の適切な運用を図るため，文書管理
システムの確立を行い情報公開制度の充実に備え
る。

・平成20年度に11件の開示請求があり，開示に関す
る基準を設けた。

― ○

・民間の人材育成計画も参考にするべきではないか。
・南九州市にとって職員の資質の向上は大事。常に取り組んでほしい。
・アンケート結果は職員へ公表すべきである。

35 人材育成計画の策定 総務課 検討

・県との交流や姉妹盟約自治体との交流等上位機関での交流を期待する。
・今後も積極的に派遣に取り組み，職員の人材育成にあたってほしい。

― △

― ○

36
他の行政機関等との人
事交流

37
広報紙・ホームページ
等を活用した積極的な
情報の提供

企画課 実施

総務課 検討

38 情報公開制度の充実 総務課 実施 ― ○

・広報紙の役割・効果，市民への情報機関誌としての発行の原点に立って，情報提供をしてほし
い。
・高齢化市民が多いので，それぞれの内容は市民全体の理解度を考慮して実施すべきでは。
・職員の不祥事等についても，透明性を図るうえでも情報の提供・公開を。
・情報手段に回覧板等も利用し，防災行政無線での周知には，障害者への配慮も必要。
・市のホームページを積極的に閲覧するよう広報活動を行う。
・行政の説明責任が果たされていない。

・文書管理システムの確立と住民への徹底した情報公開と周知が必要である。
・住民への周知理解の機会を設けるべき。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・個人情報保護制度の適切な運用を図るため，住民・
職員への個人情報保護制度の周知と適切な運用を
図る。

・個人情報保護制度は，既に実施されていることであ
るが，文書管理システムを確立することが必要なことか
ら，今後住民・職員への周知を図っていく必要があ
る。平成20年度の開示請求はなかった。

・市で行っている許認可事項を再確認して，審査基準
及び標準的な事務処理期間の検討，設定を行う。

・南九州市行政手続条例（平成19年南九州市条例第
14号）により実施中のものであるが，職員向け資料とし
て平成20年9月に「南九州市行政手続制度」を作成し
た。

・監査委員による監査の前提として，主管部署による
内部監査を行うためのシステム整備に向けた検討を
行う。

・各種事務事業の主管部署による内部監査を行うた
めのシステム整備について検討した。
・各部署の現金等の取り扱い状況調査(会計課からの
預り金15件，その他手数料等50件以上)

（（（（５５５５））））電子自治体電子自治体電子自治体電子自治体のののの推進推進推進推進

・平和情報ネットワーク構築事業で，本所・支所から出
先への高速ネットワークを整備する。

・光ケーブルの敷設（事務の迅速化と効率化）
・電話の内線化（支所から市内全ての施設への内線
接続）
・イベント等のライブ配信を行なった。

・鹿児島県と市町村が共同で開発している電子申請
システムを活用する。

・今年度利用できた手続きは１手続きで，次期電子申
請システムへ更新が予定されていることから，更新後
に利用手続きを増やしていく。

― ○

39
個人情報保護制度の充
実

総務課 実施

・適切な運用に努めてほしい。

― ○

― △

40 行政手続制度の徹底

41
主管部署による内部監
査システムの整備・実
施

監査事務局

関係課
検討

総務課 検討

―

43
公共施設間の情報ネッ
トワーク化

企画課 完了 ― ○

42 情報化計画の策定 企画課

実施

※平成21年度からの取組項目。

――

―

※平成21年度からの取組項目。

・時代に相応した対応を早急に進めるべき。
・市民レベルの目線で再検討し，問題点を掌握すべきである。
・安全性も含めて，検討も必要。

―44
電子申請・公共施設の
電子予約システムの導
入

企画課

・市の業務は全て条例や規則に基づいて正確公平に実施されること。担当職員は条例・規則等に精
通していることが大切である。
・職員への周知徹底に努め，市民への対応も迅速であることが肝要である。

・監査体制の強化とともに，内部監査については各主管課において，問題点の発見・処置を施し，
事件事故を未然に防ぐことが大切である。
・チェック体制はマンネリ化しないように維持すべき。
・職員の規範意識の高揚とチェックシートによる不正経理のチェック体制の徹底。

・安全な運用に努めてほしい。
・成果の上がるネットワーク体制の確立が必要。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・電子入札の実施に向け，各自治体の実施状況や効
果を検証，調査し推進計画の策定準備を行う。

・当初，平成20年度の年次目標は定めていなかった
が，指名推薦委員会で今後の取組みについて協議
し，平成21年度の計画策定に向けた準備を行った。

・伝票・一般文書等をパソコン画面上で決裁できる電
子決裁システム及び，庁舎間において画面を通じて
開催できるテレビ会議システムの導入を検討する。

・平成20年度は，具体的な作業には至らなかった。

３３３３　　　　将来将来将来将来にわたりにわたりにわたりにわたり持続可能持続可能持続可能持続可能なななな健全財政健全財政健全財政健全財政のののの確立確立確立確立

（（（（１１１１））））歳入確保歳入確保歳入確保歳入確保へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組みみみみ

　　　　　　　　　　　　　　　　自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保
・高額・悪質滞納者など誠意がみられない滞納者に
対し実態・給与・預貯金・生命保険・不動産・動産・加
入権等の調査を行い，法的手段による滞納整理を実
施する。

・預貯金等の調査及び差押の実施。
　　調査：預貯金　20人　生命保険9人　給与6人
　　　のべ35人
　　差押：　給与1名　預金2名　国税還付金9名
　　　のべ12人
　　差押金額：　980,771円

・市税等滞納対策本部の体制を確立し市幹部を含め
た臨戸訪問や電話催告などの対策を実施する。

・春は臨戸・電話等で催告を実施　7月
・秋は臨戸徴収を実施（10月6日～10月10日）した。
・秋の取組みで8月25日～10月22日間で完納者508
名
　　納付額13,910千円
　（初期滞納者対策及び後期高齢者保険料未納対
策）

45 電子入札制度の導入 財政課 検討 ― ○

46
電子決裁・テレビ会議
システムの導入

企画課
調査
研究

48 滞納整理対策の強化 収納対策課 実施

47

メールマガジンの発行
※メールマガジン
　インターネットや携帯電話の電
子メールを使って，利用登録者に
定期的に情報提供するシステム。

企画課 ―

― ―

※平成21年度からの取組項目。

― ―

※平成21年度からの取組項目。

49 市税等の収納率の向上 収納対策課 実施

980

○―

○

・問題点を共有して改善して実施・実現してほしい。

・実施できれば理想的ではあるが，緊急は要しないのでは。
・テレビ会議システムについては，必要なものなのか検討を。
・目的と必要性について，再度検討をすべきでは。

・国民の納税義務を達成させるため強化する必要がある。
・現金差押えの他，固定資産等も検討すべき。
・悪質なものに関しては徹底すべき。
・罰則をもっと厳正に実行すべきである。

・金額でなく収納率で計上すべき。
・効率的な徴収に努めるべき。
・戸別訪問は手間がかかるが，確実性がある。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・コンビニ収納等，収納窓口拡大に向け，社会的要請
をみながら導入事項・委託先・安全性・経済性・ニー
ズ・必要性・利便性等を調査研究していく。

・コンビニ収納について近隣市町の動向を聞き取り調
査を行なった。

・徴収率の向上と納税者の利便性を高めるため口座
振替を推進する。

・平成20年10月頴娃地区において口座振替手続推
進の実施
　頴娃地区推進実績　のべ約2,400件
＊頴娃地区の口座振替手続率　66.18％
＊知覧地区の口座振替手続率　60.22％
＊川辺地区の口座振替手続率　48.39％

・使用料及び手数料については，住民負担の公平と
受益者負担の原則に立ち過重過小とならないよう適
正化に努める。
・全ての使用料・手数料の見直しを行なうための準備
を進める。

・平成21年度に見直しを行うため，平成20年度は見直
し作業の手順，スケジュール等を検討した。
平成20年度財政計画における目標数値　576百万円
平成20年度の実績額　599百万円

効果額　599百万円-576百万円＝23百万円

・市有財産活用等検討委員会設置
・市有財産の未利用地等の状況把握と今後の利用方
針について検討

・市有財産の利用実態調査

・検討委員会を設置し未利用地の状況把握と今後の
利用方針の設定を行なった。
　（保有継続　８箇所，　活用　２箇所，　売却　１８箇
所）
・未利用地の売却が定まった土地について,実測測量
を実施し面積及び境界確定を実施した。（４０筆中　６
筆実施）

― ○

― ○

50 収納窓口の拡大

51 口座振替率の向上 収納対策課 実施

収納対策課 検討

52
使用料及び手数料の適
正化

財政課 検討

53 市有財産の有効活用 財政課

検討

一部実
施

・財産処分については種々検討して早急な処分はしないこと。
・評価設定，売却の時期については十分に検討してほしい。

23,000 ○

― ○

・ＰＲをして口座振込みの手続きを簡素化すること。
・強力に推進することが合理化につながる。

・適正な手数料となるように随時見直しをすべき。
・歳入確保の意味は理解するが，グランド使用料など昼間の利用については無料化もあってはいい
のでは？

・収納窓口の拡大は絶対必要。収納率向上のためできる最大限のことを実施すべき。
・利用者にとっては便利だと思うので，実施の方向で検討してほしい。
・従来の各校区(地区）公民館を利用した出張徴収も検討すべきだ。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

　　　　　　　　　　　　　　　　新新新新たなたなたなたな財源財源財源財源のののの確保確保確保確保
・市が印刷する市の封筒，広報紙の印刷物の裏面等
を有効活用し，広告掲載希望を募集する。

・市の広報紙及びホームページを通じて，広報紙と封
筒への広告掲載募集を行った。
　封筒：①長形3号～50,000円*4枠（3社）
　広報誌：広告代理店の希望がなく，実績なし。
・封筒印刷物への広告掲載料　４枠　200千円

・ホームページのトップページに，企業，個人からのバ
ナー広告を掲載し広告料をいただき，新たな財源とし
て活用する。

・ホームページのトップページに，企業,個人等からの
バナー広告を募集することとして「南九州市広告掲載
要綱」を制定し，バナー広告の募集を行った。平成20
年10月から実施した。
・1件で平成20年10月～平成21年3月までの6月間
　10,000円×6月=60,000円の収入

（（（（２２２２））））歳出削減歳出削減歳出削減歳出削減へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組みみみみ
　　　　　　　　　　　　　　　　全庁的全庁的全庁的全庁的なななな経費節減経費節減経費節減経費節減

・一般職及び特別職等の人件費については，人事院
勧告による制度改正や，県内各市の状況を勘案し，
財政状況を見極めながら見直しを行う。

・特別職の給料減額，管理職手当の減額施
・定年前早期退職者４名及び途中退職者１名による
減額
・定年退職者に対する職員不補充１３名による減額
・人事院勧告による据え置きによる抑制
目標数値　4442百万円
実績数値　4127百万円

効果額　4442百万円-4127百万円＝315百万円

200 △

・広報誌については，市内業者等広く募集を呼びかけた方がよいのでは。
・今の社会情勢では厳しい面もあると思う。
・時間をかけＰＲを行い，積極的に募集を図る。

60 △

54 印刷物への広告掲載

55

ホームページへのバ
ナー広告掲載

※バナー広告
インターネット（ＨＰ）上の広告

企画課
開
発
・

募
集

財政課 実施

56 人件費の抑制 総務課
見
直
し

315,000 ○

・魅力あるＨＰを作っていただきたい。アクセス数が増えるとおのずとバナー広告が増えるので
は。
・企業等に対するＰＲに努めること。
・積極的なＰＲ・募集活動が足りない。

・職員は適正化計画が実施中である。市議会議員等についても定数削減をすべき。
・人事院勧告，財政状況に見合った人件費の抑制に努める。
・人件費の抑制は評価できるが，更なる削減の検討も必要なのでは。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・平成２０年度に補助金等見直しと合わせて，市単独
扶助費の見直しを行う。

・補助金等の見直しと合わせて平成20年度に市単独
扶助費についても見直しを行ったが，市単独扶助費
については合併協議の中で実施することとされたもの
が多いことから，平成22年度に再度見直しを行うことと
した。
平成20年度財政計画における目標数値　2977百万
円
平成20年度の実績額　2938百万円

効果額　2977百万円-2938百万円＝39百万円

・単年度における市債の借入れについては，当該年
度の市債償還額を上回らないものとする。

・平成20年度の市債の借り入れは，同年度の市債償
還額を上回らなかった。
＜平成20年度実績見込み＞
　・公債費 2,975百万円（うち元金償還見込額2,568百
万円）
　・市債借入見込額 2,066百万円
　達成率 ： 2,956百万円/2,975百万円×100＝99.4％

・特別会計に対する繰出金については，平成20年度
決算見込額を維持させる。

・一般会計からの繰出金の抑制に努めた。
＜平成20年度実績見込み＞
　特別会計への繰出金 1,396百万円
　達成率 : 1,404百万円/1,396百万円×100＝
100.6％

・補助金等の見直しに関する指針を策定し，それに基
づいて，その補助金の必要性を十分検証し，補助金
の適正化を図る。
・市単独補助金を毎年度，対前年度２％削減する

・補助金等の見直し（継続・廃止・統合等）を行い，平
成21年度予算から反映させることとした。
＜平成20年度実績見込み＞
　市単独補助金 424百万円
　達成率 : 424百万円/424百万円×100＝100％

― ○

57 扶助費の適正化 財政課 策定

・緊急時以外は市債の利用は極力避けるように。
・地方債借入額の動向を注視すべき。

39,000 ○

― ○

58 公債費の抑制

59
特別会計に対する繰出
金の抑制

財政課 策定

財政課 策定

60
補助事業及び補助金の
適正化

財政課 策定 ― ○

・厳正な運用に努力するべきである。
・今後も抑制に努める。

・必要な箇所は適時，個別に見直していくべき。
・一律に抑制するのではなく，必要な所への扶助の配分を検討してほしい。

・一律前年度２％削減はおかしい。事業内容を検討してほしい。
・市民生活に直接影響ないものは廃止すべき。
・２％削減にとらわれず，事業として必要な部分については増額もあっていいと思う。平成22年度
の見直しの時期に検討をお願いしたい。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

　　　　　　　　　　　　　　　　ゼロゼロゼロゼロ予算事業予算事業予算事業予算事業のののの実施実施実施実施
・現在シルバー人材センターに委託して実施している
自治会文書の発送について，職員（担当制）による文
書発送（各種納付書発送含）ができないか検討する。
また，庁舎間のメール便についても職員での対応が
できないか検討する。

・平成20年度は，自治会文書配布業務委託，庁舎間
文書配布業務委託とも南九州市シルバー人材セン
ターに委託して実施した。検討課題も多く，費用対効
果を含め今後も検討する必要がある。

（（（（３３３３））））健全健全健全健全なななな財政運営財政運営財政運営財政運営へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組みみみみ
・南九州市財政計画（平成２１年度～平成２９年度）を
平成２０年度に策定する。

・平成20年度に南九州市財政計画（平成21年～平成
29年度）を策定し，平成21年度当初予算編成の基礎
とした。

・財務諸表を整理・公表し，資産・財産の適正な管
理，行政コスト管理など健全な財政運営に努める。

・公有財産の整理，売却可能資産等の把握に努め
た。
平成21年秋の公表に向け準備を進めているが，売却
可能資産等の把握作業がやや遅れ気味である。

・公営企業・公社・第三セクター等の経営状況を把握
するとともに，各団体がそれぞれの経営計画に沿った
経営がなされるよう指導，対策に努める。

・第三セクター等の経営状況調査や健全化判断比
率・資金不足比率の指標の算定結果等から，公営企
業・公社・第三セクター等の経営状況の把握に努め
た。

・頴娃地区及び川辺地区の簡易水道事業（特別会
計）を公営企業化するための準備・検討を行う。

・川辺簡易水道事業の公営企業化に向けて平成２１
年度に財産台帳整備のための財産調査と資産評価
業務の委託料の予算要求を行った。

― ○

61
職員による自治会文書
発送

総務課 検討 ― △

― ○

62
中・長期財政計画の策
定

63
新地方公会計制度に基
づく財務諸表の整理及
び公表

財政課 結論

財政課 策定

64
公営企業・公社・第三
セクター等の経営健全
化

財政課 実施

64
　-
1

　簡易水道事業の公営
企業化

水道課 検討

― ○

― ○

・公営企業で黒字の所がないのは，やり方に問題があるのでは。
・定期的な経営状況の把握と対策に努めるべき。

・平成26年統一料金の確立を目標に計画どおり進めてほしい。

・職員か外部委託がよいか，十分検討が必要である。
・職員による文書発送は，いろいろと問題が予想されるため，十分な検討が必要と思う。
・各地区（校区）公民館で配布できれば，経費節減できる。
・役所の近隣に住んでいても郵送で配布されるが，経費削減のため別の対応も検討すべきでない
か。

・社会情勢の動きに十分考慮した対応をするため，毎年の見直しは慎重に行うべき。

・平成21年秋の公表に向けて作業を急ぐべき。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

・保有土地の計画的な分譲に努め，定住促進を図る
とともに公社の健全財政を維持する。（18区画の分譲
計画）

・計画区画数18区画に対し，手蓑工業団地1区画の
みの分譲にとどまった。

・一般管理費の抑制に努め,経常利益を確保し再び
黒字化を目指し,繰延資産の償却,課税利益の確保を
目指す。

・前年度に比べ売り上げは若干下回ったが，管理費
等の諸経費抑制に努め，経営の向上が図られた。
・平成20年度の売上額：376,459千円／目標額：
401,352千円　＝　93.8％

・農業研修生の受入れ確保
・農業研修生の受け入れＰＲの充実

・農作業の受委託作業面積の拡大
・農作業受委託の南九州市全域への拡大

・代掻き，田植え，航空防除，稲刈り等の受委託事業

・農業研修生の受入れ確保・・・・１名
・農業研修生の受け入れＰＲの充実
　　　・・・県主催，振興局主催の新規就農説明会に参
加
・農作業受委託の南九州市全域への拡大
　　　・・・・知覧町で大豆の収穫作業等で４平成a実施
　　平成20年度事業収入（予算額）　39,636千円
　　平成20年度実績　36,048千円

・代掻き，田植え，航空防除，稲刈り等の受委託事業
　　　・・・平成20年度実績　７０７ｈa実施

・「夢・風の里アグリランドえい」について，市内外への
施設ＰＲを積極的に行い，利用客・売上増に努め，経
営健全化を図る。

・昨年の経営状況を分析し，年次目標に掲げてある
固定経費の節減に取り組み，労働分配率を，平成19
年度決算74.3％から61.5％（2月末現在）12.8ポイント
との減少となり，その結果売上額は減少したが経常利
益は増加し，経営改善がみられた。
入園者数　平成20年度　　49,412人
　 　　　　　　　 対前年　　△24.2%
売上額　平成20年度　66,449千円
    年次目標額△11.6%　　　対前年　　△12.0%

― △

― ○

64
　-
2

　土地開発公社の経営
健全化

64
　-
3

　川辺やすらぎの郷の
経営健全化

農林水産課 実施

企画課
分譲
実施

64
　-
4

　川辺町農業公社の運
営の充実

農林水産課 実施

64
　-
5

　アグリランドえいの
経営健全化

地域振興課 実施

― ○

― △

・現在の不景気では売れない。分譲価格の見直しが必要。また地域活性化住宅制度への移行も考慮
すれば効果が上がりそう。
・現有物件処分後は廃止の方向で検討すべき。

・ここに行かないと他で手に入らないといったモノ，催しなど考えてほしい。
・赤字部門の見直しの検討。

・受委託作業の市全域拡大を早急に図るべき。
・農業研修生の確保についてＰＲの充実を図る。

・ここにしかないという商品の開発やイベント企画が必要では。
・運営については厳しい状況にあるので，利用客が増加するようなＰＲ，イベントの開催に努める。
・野外ステージ等の活用し，若者向きのイベントを実施。
・ゴルフ場も，価格を下げて練習場よりアグリコースに行きたいと思えるように集客を図る。
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平成20年度取組内容
〔計画〕

平成20年度取組状況
〔実績等〕

実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

効果額
（千円）

評価№ 取組項目 担当課 段階

４４４４　　　　議会議会議会議会とのとのとのとの連携連携連携連携
・行政の諸課題について相互に情報交換し,課題解
決に連携して取り組む。

・相互情報交換の実施（全体及び各常任委員会毎）
が行なわれた。

・議会だよりの充実（議会活動全般の内容の掲載，よ
り分かりやすい紙面編集）

・ホームページの充実（掲載内容の拡大及びより分か
りやすい掲載と迅速化）

・議案内容に加え，一般質問，委員会の審査内容・所
管事務調査報告，研修会の内容など議会活動全般
について掲載した。市民からのメッセージとして，「新
市によせる」に引き続き「市民の声」を掲載し，親しみ
のある議会だよりに努めた。
・市議会ホームページに新たに請願・陳情，定例会の
概況，質問通告を掲載し情報公開に努めた。

― △
・議会と行政はもっと密接にあるべきであり，今後も多いに情報交換を行っていくべき。
・合併して期間も経っていないので，もっと情報交換ができる機会を設ける。

― ○

65 議会との相互情報交換

66 議会の情報公開の促進 議会事務局 実施

総務課 実施

・日頃どのようなことを住民のために頑張っておられるのか，私たちには見えてこない。
・市民のその時々の関心事は漏れなく公開すること。
・今後も住民の立場に立った開かれた議会を目指すことに努める。
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