
南九州市集中改革プランの進捗状況・評価

【平成22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。
― ： 評価対象外････････････････ 判断できないもの。事業が完了したもの。

南九州市行政改革推進委員会



【平成22年度のまとめ】

○項目別評価の状況

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 7 4 2

１－（２） 民間委託等の推進 7 4 1 2

１－（３） 地域協働の推進 8 7 1 0

２－（１） 効果的で効率的な組織･機構の構築 6 4 2 0

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 2 0 0

２－（４） 公正の確保と透明性の向上 5 5 0 0

２－（５） 電子自治体の推進 6 3 2 1

３－（１） 歳入確保への積極的な取組 8 5 3 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 2 0 0

計 76 54 17 5

　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22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， 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



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

１　行政と住民の役割分担による協働の推進

（１）事務事業の再編・整理，廃止・統合
・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。

・転入,転出者への案内表を活用し，手続き漏れによる
不利益が生じないようにした。
・ローカウンターは，平成23年度知覧支所に設置予定
・体の不自由な方や高齢者等の対応は，職員が積極的に
動くことにより，お客様に負担をかけないようにした。
・本庁・支所間の連携を図り，事務の統一に努めた。
・法務局が実施した戸籍事務研修会や他の研修会等へも
積極的に参加した。
・市が実施した接遇研修により資質向上が図られた。
・昼休みの窓口業務も通常業務を行うことにより，お客
様のニーズに応えられた。
・電子証明書は，Ｅ-Taxの普及により効果があった。
(22年度106件）
・庁舎案内板設置済。
・トラブルが起こった場合は，原因追及，問題解決を速
やかに行い，処理後は，係員全員へ報告を行うことによ
り今後の住民サービスにつなげるようにした。

・定期的に修正箇所等の調査を実施し，内容の更新
を行う。
・転入者へ提供する。

・掲載内容の加除修正を行ないながら年4回更新発行し
た。また，市のホームページにも公開した。
・各庁舎の窓口に常に配備し，転入者へ配付することが
できた。
・ガイドブックの加除修正に合わせて，ホームページの
関係項目についても担当部署において加除修正を行って
きた。2

市民ガイドブック
の更新

企画課 更新 ― ○

市民ガイドブックの更新については計画どおりなされており概ね評価できる。
今後さらに見やすくわかりやすいガイドブック作成に取り組んでもらいたい。
ホームページ上でも冊子の形で閲覧できるようすべきである。
また，点字によるガイドブック作成も検討してもらいたい。

1
窓口サービスの充
実

市民生活課

総務課
実施 ― ○

窓口サービスの充実については，研修の実施やトラブル対応など概ね評価できる。
今後さらに研修の機会を増やすとともに，全ての職員が，危機管理対応マニュアルや関係法令に精通してい
るべきである。

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

1



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

 ・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。

・文書書庫及び各課の文書管理，保管状況を確認し，必
要に応じて保管方法の指示や質疑に対する回答を行い，
文書の適正な管理に努め，概ね良好な状態で管理されて
きた。
・文書管理の事務手続きが全職員に周知され，文書の書
庫への保存等，スムーズに各手続きが行われた。また，
文書管理システムの中に情報公開制度とも関連する会議
録システムを追加したことにより，会議録の作成・保管
が体系的に行えるようになった。

・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。

・これまでの提案制度を若干見直しを行い，応募しやす
く，その結果についても広く職員に周知できるような仕
組みに変更した。また，11月に部課長会で新しい提案制
度の周知を行うとともに，全職員にも制度の概要を周知
した。
・提案件数　5件
・年明けからの応募で年度内の審査までは至らなかっ
た。

・平成22年度に実施する対象事務事業を本庁各係１
事業ずつを選定し実施する。

・平成23年度に実施する対象事業の検討を行う。

・平成22年度に試行的に実施するための対象事務事業を
本庁各係１事業ずつ選定し，評価を実施した。各主管課
において１次評価を行ったが，評価の仕方にばらつきが
あり，単に実績報告的なものになったため，２次評価以
降を取りやめることとした。

5
行政評価制度の導
入

企画課 実施 ― △

行政評価については，遅々として進んでいないため，見直しの余地ありと判断する。
今後は，評価の目的を明確にし，制度づくりの作業を早急に進め，評価を実施していくべきである。
もっと改革のスピードを速めるべきである。

4
職員提案制度（事
務改善・施策）の
導入

企画課 実施 ― △

内部評価は概ね評価としているが，提案件数も５件と少なく，また提案から審査までの時間がかかりすぎて
いるため，見直しの余地ありと判断する。
今後は，審査手続きの進行管理を明確にするとともに，もっと提案を出すよう奨励すべきである。

3
文書管理システム
の構築

総務課 実施 ― ○

文書は適正な管理が大事であり，計画どおり実施されており概ね評価できる。
まだ一部において机の上に文書が並んで立てかけられている状況が見られるので，より一層の努力をしても
らいたい。

2



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・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。

・各種イベント事業については，随時再編・整理，廃
止・統合等の見直しを続けてきた。
（結果）
・現行のとおり開催　⑥頴娃ナイター陸上記録会，⑤文
化祭及び芸術祭
・主催者を変更して現行のとおり開催　⑩ちらんピオン
ゴルフ大会，⑳かわなべ磨崖仏まつり，31川辺農業祭
・廃止　28消防団競技大会

・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。

・南九州市道路台帳統合実施計画に基づき，道路台帳及
び現況平面図等の統合及びデジタル化を行っている。
・空中写真測量を実施し南九州市写真地図（オルソ画
像）を作成した。
・道路縁数値図化及び道路台帳図データ作成40kmを実施
した。

8
地図情報（地籍
図）の統合

税務課 完了 ― －

9
市道の維持管理体
制の見直し

建設課 完了 ― －

・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」で調整する。

・平成22年度中に公園管理検討委員会を4回開催。
　条例公園以外を含めた46箇所の公園の一括管理，及び
知覧テニスの森公園・アグリランドえい・森林馬事公
苑・オートキャンプ森のかわなべ・岩屋公園の指定管理
に関すること等も公園管理係にて行うことを決定。４月
１日付けの異動内示後に公園管理事務移管に係る調整会
議を開催し，業務分担等の調整・確認を行った。 ― ○

公園の維持管理体制については，計画どおり一元化の方向性が出たことから概ね評価できる。
なお今後，管理者のいない施設等については，緊急時に備え，管理部署の連絡先等を記した表示板を設置し
てもらいたい。

平成21年度事業完了のため評価対象外

平成21年度事業完了のため評価対象外

10
公園の維持管理体
制の確立

建設課 調整

7
道路台帳の全市統
一

建設課 実施 ― ○

道路台帳の整備については，概ね計画どおり進行していることから，概ね評価できる。

6
イベント事業の見
直し

関係課

企画課
見直し ― ○

イベント事業の見直しについては，それぞれの部署で取り組んでおり概ね評価できる。
ただ一部に地域独自のイベントもあるようなので，それらについて，市が関与すべきではないと考える。

3



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・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
を平成21年１月から12月までの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。（策定済）
・平成26年度までに対平成21年度６％の削減（平成
24年度までに４％削減）を目標に全庁的に取り組
む。

・地球温暖化防止活動実行委員会を開催
○第1回(基本的事項，温室効果ガスの排出状況，計画目
標，目標達成に向けて実行すべき取組みについて協議)
○第２回（第１回目の協議内容を受けて整理した内容に
ついて協議→実行計画書策定）
○部課長会にて実行計画の内容説明を行い，全庁的取組
みを確認。
○地球温暖化防止活動実行委員会推進部会を開催（具体
的な取組内容についての推進体制及び手段等について協
議）
○各施設を基本に温暖化防止担当者を定め，全庁的な取
組みの実施を図る。

・積み残し公共的団体及びイベント・行事の統廃合
を行う。

・前年度まで未調整となっている事業について，引き続
き調整作業を行った。
　その結果として，８事業について調整することができ
た。
　内訳としては，地域情報化関係で３事業，商工会・観
光協会関係で３事業が調整できたほか，田園環境マス
タープラン，選挙公営について調整できた。
・予定してたもののうち13事業について調整することが
できなかった。

・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。
　調整できたもの　№５ 消防団，№10 商工会，№12観
光協会
　調整できなかったもの　№ 3 消防後援会，№29 認定
農業者組織，№30 青年農業者組織13

公共的団体等の整
理・統廃合

企画課 実施 ― △

公共的団体等の整理・統廃合については，計画どおり調整できなかったものもあり見直しの余地ありと判断
する。
今後は，できるものから推進しつつ，調整困難なものについては，何が問題なのかを一度整理したうえで改
めて方針を立てるべきである。

12
合併未調整事項の
調整

企画課 調整 ― △

内部評価は概ね評価できるとしているが，未調整事項について，計画どおり調整できていない事業があるこ
とから，見直しの余地ありと判断する。
調整できないことで融合が遅れる要因となりうるので今後は，調整できない問題点を整理して，どのように
進めていくかを検討していくべきである。

11
地球温暖化防止計
画の策定・運用

市民生活課 実施 ― ○

地球温暖化防止計画に沿って取組がなされており概ね評価できる。
なお，削減率について排出量のみでなく，金額換算等わかりやすい目標にしていただきたい。

4



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

（２）民間委託等の推進
・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。

・えい秀峰園について，計画どおり民間移管がなされ
た。
・川辺地域の市立保育所について，庁内検討会を経て，
外部委員を含めた民間移管審議会での協議を行った。
・学校給食ｾﾝﾀｰについては，H23年度中に統合すること
で協議が整った。
・図書館については，運営方法について図書館運営委員
会において調査検討を行った。

14
❘
1

えい秀峰園民間移
管

えい秀峰園

企画課
完了 ― －

・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」を開催する。

・保育所民間移管検討委員会を開催し移管方法を協議し
た。
・外部委員を含めた民間移管審議会を設置し民間移管に
関する協議を行った。
・保護者説明会を３回実施した。

14
❘
3

熊ヶ谷放牧場の指
定管理者制度導入

畜産課 完了 ― －

・平成22年度：実施設計作成・給食センター建設工
事発注（２ヵ年継続事業）

・新築工事設計業務完了
・敷地造成工事完了
・建築本体新築工事，電気設備工事・給排水衛生設備工
事・空調設備工事を発注し，現在建設中である。平成22
年度・23年度2ヶ年の継続事業のため平成22年度分の出
来高50％の進捗となっている。
・調理配送等の業務委託についてはプロポーザル方式に
より5事業者から企画提案を受けて審査採点を行い，優
先交渉権者を選定した。

○

私立保育所の民間移管については，計画どおり進んでおり概ね評価できる。
今後は，民間移管を進めるにあたって保護者との連携を密にしていきながら，計画的に移管できるよう取り
組んでもらいたい。

平成21年度事業完了のため評価対象外

14
❘
4

給食センターの統
合と民間委託

保健体育課 結論 ― ○

平成21年度事業完了のため評価対象外

14
❘
2

市立保育所民間移
管

福祉課 検討 ―

14
指定管理者制度導
入・民間移管等の
推進

関係課

企画課
実施 ― ○

指定管理者制度の導入については，概ね計画どおり進んでいるため概ね評価できる。

5



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

給食センターの統合については，計画どおり進んでおり概ね評価できる。
ただ，統合に際して住民への説明が不十分だったようだ。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・平成22・23年度：図書館検討委員会設置し，今後
の管理運営方法，直営か指定管理者導入かを検討。

・南九州市立図書館検討会を設置し，指定管理者制度内
容と全国・県での導入状況，市での制度導入に関する協
議と指定管理者導入図書館の視察を実施した。

・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。
・PFI手法による事業形態別導入事例を調査分析し
ていく。

・ＰＦＩ手法の導入について，その指針を策定するため
の調査分析作業等を行なっていく計画であったが，作業
の過程で「PFIは設計・施工・資金調達・維持管理など
民間に任せること等から，民間事業者がサービスを提供
する時に利潤が得られやすい･生み出しやすいものが導
入されやすい事等から，例えば地域産業の活性化を図る
ための目的で農産物直売所などを当該手法で導入し運営
を行なおうとしたときに，場合によっては地域の団体な
どが参加できないケースの発生も考えられ，導入時の目
的を達せられないものになってしまう---」などの種々
の課題等が発生し，十分な作業ができなかった。

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 ― △

ＰＦＩ手法導入のための指針策定が進んでいないことから，見直しの余地ありと判断する。
今後，同手法を用いた施設整備等の計画が無いのであれば，このプランの対象なのかを含め再検討すべきで
ある。

14
❘
5

図書館の運営方法
の確立

図書館
体制
確立
検討

― ○図書館の運営方法の確立については，計画どおり進んでおり概ね評価できる。
なお今後，検討委員会での論点を整理していく必要がある。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

（３）地域協働の推進
・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。

・市民参画条例等について鹿児島県主催による研修会等
で先進事例を研究した。
・平成23年度に市民による市民参画条例検討会を実施す
ることを決定した。

・男女共同参画基礎講座等の開催
・女性の悩み相談室の開設
・男女共同参画地域推進員の養成
・男女共同参画の視点に立った地域リーダー講座

・市男女共同参画基本計画に基づき，住民への講座を開
催した。22年度は，出前講座も実施し，男女共同参画に
ついて気づきの場を持てた。
・女性の悩み相談は，12回開催。継続して来られる方も
いたが，行政が受付をするということで，躊躇する声も
聞かれた。
・人材育成の面で，県地域推進員の養成（4名），男女
共同参画の視点で地域の課題を解決するための地域協働
推進リーダー養成講座を実施した。（計画作成7件）

・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。

・５月号広報紙の紙面で，市長へのメッセージ募集を行
い，集まった全件（85件）について庁議を踏まえ対応を
協議，直接訪問や電話などの対応を行った。またこの
内，市民に広く周知する必要があるものを１０月号広報
紙に掲載した（４件）。
・頴娃・知覧・川辺の各地域にご意見箱を設置し，毎月
定期的に開箱，投稿のあった内容は関係部署に引継ぎを
行い，情報の把握・共有化を図った（投稿５件）。
・地域懇談会については，地域からの要望により対応し
てきたため，市内全域を対象とした懇談会は開催しな
かった。

18 広聴活動の充実
企画課

総務課
実施 ― ○

広聴活動については，計画どおり進んでおり概ね評価できる。
引き続き市長へのメッセージを続けるとともに，気軽に意見を言える機会を増やしてもらいたい。
今後は，地域座談会については地域からの要望ではなく，自ら開いて意見・要望を聞くようにしてもらいた
い。

17
男女共同参画基本
計画の策定

企画課 実施 ― ○

男女共同参画の取組については，計画どおりに進んでおり概ね評価できる。
今後は，講演会等へより多くの参加がされるよう広報等に努めてもらいたい。

16
市民参画条例の制
定

企画課 検討 ― △
市民参画への取組は急務であるが，具体的な検討が進んでいないことから見直しの余地ありと判断する。
今後は，たたき台を元に市民・職員への説明・検討を行うべきである。

8



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・南九州市パブリックコメント手続に関する要綱に
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。

・職員及び市民へ庁内会議，広報紙，ＨＰ，庁舎窓口で
パブコメ制度の周知の徹底を図り制度活用を推進したと
ころである。
（実施状況）
①南九州市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な
構想（農林水産課）
②南九州市過疎地域自立促進計画（企画課）
③南九州市健康増進計画（健康増進課）
④南九州市マリンゾーン基本計画（企画課）
⑤南九州市情報化計画（企画課）
●市民等から頂いた意見については，23年度予算等に反
映させるため，具体的事業等の計画立案。（移住定住対
策検討，マリンゾーン地区各種検討会など）

・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22年度：マリーンゾーン基本計画策定事業など

・ワークショップを行なうことは，各種検討会において
政策過程中に市民等を交え様々な意見を聴きながらそれ
らを集約させる，反映させる手段より，より具体的に課
題把握や事業提案作業ができることから，活用の場も多
くなってきた。
　①健康増進計画関係
　②マリンゾーン基本計画関係
　③情報化計画関係

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
実施 ― ○

ワークショップの開催については，必要に応じて実施されており概ね評価できる。
ただ，ワークショップ開催が自己目的化しないよう，効果についても検証していくべきである。
また，今後委員の選定においては多くの市民が参加できるようすべきである。

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

企画課

関係課
実施 ― ○

パブリックコメントについては，その都度実施されており概ね評価できる。
意見の数を観ると，まだまだ市民に制度が周知されていないので，活用の面でもう少し見直してもらいた
い。
また，資料の閲覧等が不便であるので，校区公民館にも資料を配置してもよいのではないか。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・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。

・各種審議会等の委員について，可能なものについては
公募委員枠を拡大するよう調整を行った。
　庁内会議等を通じて，関係部署に公募委員の登用を呼
びかけてきた。
　法令で定められた審議会等については，拡大できな
かったが，その他の委員会等について，可能な限り公募
委員の登用を図った。
・ﾏﾘｰﾝｿﾞｰﾝ計画検討委員会　委員15名中　公募0名
・保育所民間移管審議会　　　委員12名中　公募0名
・健康増進計画策定委員会　 委員36名中　公募0名
・情報化計画策定委員会　　　委員6名中　　公募2名
・市民歌制定委員会　　　　　　委員22人中　公募2名

・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。

・南九州市全体の組織結成率は，平成22年度実績が
96.34％で，100％達成までには至らなかった。
　（未結成数　組織数　16　自治会数　18）
　未組織の自治会を巡回し，自治会長へ直接説明を行
い，年度末の自治会総会で諮ってもらえるよう推進を
図った。

・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）

・企画課において「集落活性化対策プロジェクト・チー
ム」を編成し，「自治会活性化対策に関する提言」を取
りまとめることができた。この中で自治会の現状と課題
を把握するとともに，全自治会に依頼してアンケート調
査を実施し，その結果を集約した。アンケート結果につ
いては，広報紙等で公表した。23

地域自治活動の活
性化

総務課

企画課

社会教育課

検討 ― ○

地域自治活動の活性化にむけて，計画どおり進んでいることから概ね評価できる。
今後も職員が智恵を出し合い，住民と膝詰めで議論を進めてもらいたい。
また，自治会活動の現状と課題を踏まえた検討を進めていくべきである。

22
自主防災組織の結
成・育成

危機管理室 実施 ― ○

自主防災組織の組織率については，ほぼ目標を達成していることから概ね評価できる。
ただ，組織しただけで活動がされていないものが多いようなので，今後は育成についても啓発を図ってもら
いたい。
また，災害発生時に機能するよう，避難訓練計画の作成等を制度化すべきである。

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
実施 ― ○

各種審議会等における公募委員枠の拡大については，可能なものについては公募枠を設けていることから概
ね評価できる。
ただ全体的に，まだ公募を取り入れているものが少ないので見直してもらいたい。
今後は，応募者が少ないことについては，その申込が少ない原因等を分析してその対応を検討してもらいた
い。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

２　行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織・機構

（１）効果的で効率的な組織・機構の構築
・定員適正化計画と連動しながら，効果的で効率的
な組織機構を構築する。また，組織再編にあたって
は，サービス低下を招かないよう多面的な検討を行
う必要がある。

・21年度に策定した「組織再編計画」を念頭に，組織機
構の再編を協議した。
　平成24年度からの部制廃止の前段として，23年度から
部長は課長兼務とすることにした。
　また，公園管理業務についても一元化するため都市計
画課を新設することとした。

・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。

・組織再編の検討と合わせながら，支所組織の再編につ
いても協議検討をしてきた。
　一部の部署において，支所に課をおかず，本庁課の直
下としての分室体制を設けることで本支所の連携を強め
られるとともに，組織のスリム化を図ることができた。

・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。

・グループ制導入について，先進地等の事例を参考にし
ながら，検討をおこなってきたが，県内で導入している
自治体については，ほとんどが，旧来の係の体制を変わ
らず，名前が変わっただけのグループ制が多く見受けら
れ，メリットもほとんど感じられない状況であった。
　これらを踏まえて，現段階でのグループ制導入は拙速
であるという結論に至ったところである。

・庁舎建設研究作業を開始する。 ・庁舎耐震診断（頴娃・川辺本館）
・庁舎の在り方検討会を開催し，耐震診断結果を基に対
応等について協議した。

27
庁舎についての調
査・研究

総務課
調査
研究

― ○庁舎の在り方について検討が進められていることから概ね評価できる。
今後も慎重に対応し，市民が一番利用しやすい庁舎を検討してもらいたい。

26
グループ制導入の
調査・研究

総務課

企画課
結論 ― △

グループ制導入については，時期尚早と判断したとして，内部評価は概ね評価としてあるが，導入の見込み
がないので見直しの余地ありと判断する。
今後は，グループ制自体が問題なのか，活用の仕方に課題があるのか等を検討したうえで，導入の是非を判
断していく必要がある。

25
支所組織の再編・
充実

総務課

企画課
見直し ― ○

支所組織の再編については，計画どおり進んでいることから概ね評価できる。

24
行政組織改編計画
の策定

総務課

企画課
実施 ― ○

組織再編については，計画どおり進んでいることから概ね評価できる。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・平成22年度に検討委員会を設置し，利用状況及び
経費等を考慮しながら，廃止時期の検討を行う。

・南部出張所在り方検討委員会については新たに設置せ
ず，庁舎の在り方検討会の中で南部出張所の在り方につ
いても検討していくこととしたが，現段階においては南
部出張所の廃止時期及び廃止後の利用方法等についての
具体的な協議までは進んでいない。

・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。
・南薩・指宿両消防組合の統合に向けた協議

・南薩地域消防広域化運営協議会の運営により，消防組
合の統合に向けた協議がなされた。
　①協議会６回，幹事会７回
　②部会（総務11回,警防６回,予防７回,防災３回）
　③分科会（総務12回,警防９回,予防９回,防災４回）
　④南薩地域消防広域化運営協議会調整会議　…　１回

（２）定員管理及び給与の適正化

　　　①　定員管理の適正化
・定員適正化計画を基に，退職予定者や一組等への
派遣等を考慮しながら，新規採用者数を決定する。

・平成22年4月1日現在の職員数　　465人
①平成21年4月1日現在の在職者　　478人
②平成21年度中の退職者　　 　　　22人
③平成22年4月1日採用者　　　　　　4人
④平成22年4月1日一部事務組合等への派遣　5人
　①－②＋③－④＝465人
・定員適正化計画に示す職員数より５人減となった。

・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。

・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。

31
臨時職員の適正配
置

総務課 見直し ― ○
臨時職員の適正配置についても，計画どおり進められていることから概ね評価できる。

30
定員適正化計画の
策定

総務課 実施 ― ○

定員適正化計画については，計画どおり進められていることから概ね評価できる。

29
広域的な連携の推
進

企画課

関係課
検討 ― ○

広域連携の推進については，消防組合について協議が進められおり概ね評価できる。
協議に時間を要する場合などは，回数を増やすなどして進めてほしい。
また，他の業務についても一部事務組合のみでなく広域連合も含めて検討してはどうか。

28
南部出張所の廃止
時期の検討

総務課 検討 ― △

南部出張所については，廃止時期については合併協議の決定を尊重すべきである。また，廃止後の跡地利用
の検討が進んでいないことから見直しの余地ありと判断する。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

　　　②　給与等の適正化
・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。

・人事院勧告に基づき給与改定等を実施し，適正な給与
制度の運用に努めた。
　給料表を国家公務員に準じて改定
　55歳を超える管理職の給料，管理職手当を△1.5％
　期末手当△0.15月分，勤勉手当△0.05月分　計△0.2
月分

・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。

・県などが主催する人事評価制度に関する研修を受講し
システム導入に向けて検討を進めてきたが，どのような
制度設計にするか，能力評価と業績評価など評価方法を
どこまで取り入れるかなどに苦慮しており，評価シート
等の作成までに至らなかった。
　県内の市において，22年度から試行も含めて実施して
いるのは５市で，まだほとんどの市においても試行錯誤
の状態である。

・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。

・南九州市職員人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例に基づき，７月に告示し，広報11月号で公表した。
また，地方公共団体給与情報公表システムに基づき，給
与等の情報をホームページで公表した。

34
給与等の状況の公
表

総務課 実施 ― ○

給与等の状況の公表については，計画どおり実施されていることから概ね評価できる。

33
人事評価システム
の検討・導入

総務課 策定 ― △

人事評価システムの導入について，計画より遅れていることから，見直しの余地ありと判断する。
今後は，何のための人事評価なのかを明確にし，早急に導入できるよう積極的に進めていくべきである。
また，職員の士気などにも影響するので改革のスピードを上げてもらいたい。

32
国家公務員の給与
制度に準じた適正
な運用

総務課 実施 ― ○

国家公務員の給与制度に準じた適正な運用については，計画どおり運用されており概ね評価できる。
今後は，地域住民との所得格差等を勘案し，抜本的な見直しをすべきである。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

（３）人材育成の推進
・南九州市人材育成基本方針に基づき，①意欲と能
力を高める職員研修，②能力を高め発揮できる職場
環境づくり，③意欲と能力を引き出す人事管理，④
安心して楽しい職場を目指す福利厚生の充実等に取
り組む。

・南九州市人材育成基本方針に基づき，次のとおり（主
なもの）実施した。
①意欲と能力を高める職員研修　197人
　職場外研修（階層別研修，専門研修，特別研修，派遣
交流研修）など
②能力を高め発揮できる職場環境づくり
　研修制度等の情報提供，部課長会議での研修成果等の
発表など
③意欲と能力を引き出す人事管理
　人事異動希望申告（自己申告）など
④安心して楽しい職場を目指す福利厚生の充実
　人間ドックや定期健康診断，ノー残業デー(毎週水曜
日）の設定など
・市独自研修
　新規採用職員研修　12人×2回
　グループ研修（フレーム対応＆危機管理）　446人
　情報セキュリティ研修431人
・研修成果等の発表　庁内会議にて県派遣研修報告1人

・ 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。

・北九州市との人事交流を行っている（１名：平成22年
５月１日～平成24年３月31日）。
・県南薩振興局へ１名職員を派遣した（平成22年４月１
日～平成23年３月31日）。

36
他の行政機関等と
の人事交流

総務課 実施 ― ○
人事交流については，県及び北九州市と実施しており概ね評価できる。
さらに交流は手段であり目的はないので，交流後の成果が活かされる方策を講じてもらいたい。
また，行政機関以外との人事交流も検討してみてもらいたい。

35
人材育成計画の策
定

総務課 実施 ― ○

人材育成については，計画的に研修等を実施していることから概ね評価できる。
さらに研修の成果を組織として共有する仕組みを考えてもらいたい。
また，外部からの育成も検討してみてもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

（４）公正の確保と透明性の向上
・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。

・広報紙及びホームページに，市の行政に関する情報や
地元の話題などを掲載し，情報提供することによって，
市政の透明性向上に努めた。
・広報紙については，市の行政に関する情報や地元の話
題など多数掲載することによって，情報提供を積極的に
行っているが，反面，ページ数が多くなり，気軽な読み
やすさが失われている面がある。
・またホームページに関しては，イベントや行政情報等
の情報が掲載され，随時 新に更新されている一方，定
期的な内容更新が事務主管課等により行われていない項
目もやや見受けられる。

・住民・職員への情報公開制度の適切な運用を図る
ため，パンフレットの作成等を検討する。

・情報公開制度のQ&Aや運営情況をホームページに掲載
し，周知に努めた。H22の情報公開の開示請求件数は42
件（H21:19件，H20：11件）で年々増加してきた。
・市の条例・規則に基づく各種の審議会，協議会等の会
議録の作成を義務付ける「南九州市会議録作成規程」を
平成23年1月から施行し，決定に至るまでの経緯も含め
て，住民の知る権利を守り，行政の説明責任を果たすこ
とに努めた。

・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。

・個人情報保護制度のQ&Aや制度の運用状況をホーム
ページに掲載し，開示請求の方法等について，周知を
図った。平成22年度の個人情報開示請求件数は３件
（H21：２件，H20：０件）であった。
・個人情報保護の観点から，庁舎の事務スペースのう
ち，個人情報を扱う部署については，セキュリティ管理
区域として部外者の立入りを制限した。

39
個人情報保護制度
の充実

総務課 実施 ― ○

個人情報保護制度については，規定に基づき実施されており概ね評価できる。

38
情報公開制度の充
実

総務課 実施 ― ○

情報公開制度については，規定に基づき実施されており概ね評価できる。

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 ― ○

積極的な情報の提供については，各種媒体をとおしてなされていることから概ね評価できる。
今後は，各種会議等の資料についても積極的に公開してもらいたい。
また，職員自身による行政情報の提供も積極的に推進してもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・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。
　ホームページでその手続き内容を公表し，各課の
窓口に簿冊を設置する。

・平成22年４月にホームページで行政手続きの内容を公
表し，５月から，各課の窓口に簿冊を設置し，住民が手
続き内容を確認可能な環境を整備した。
　行政手続きごとに，許認可事務の審査基準や標準処理
期間を定め，その内容をホームページ及び窓口の簿冊設
置で公表可能となった。

・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を整備・実施す
る。

・チェックシートによる内部監査は，平成22年５月，８
月及び11月に事務事業執行手続き，不正経理防止，書
類・情報・ＩＴ・資産の管理及び事件・事故防止など56
項目について主管部署により実施した。
　平成23年２月実施の内部監査については，チェック項
目の見直しを行い38項目に集約したもので実施した。

（５）電子自治体の推進
・平成22年度：南九州市情報化計画を策定する。 ・平成21年度に実施した南九州市地域情報化計画に係る

アンケート結果について，鹿児島大学学術情報基盤セン
ターの教授に分析していただき，この分析結果を南九州
市地域情報化計画に掲載した。
　平成22年12月17日，7名の委員で構成する南九州市地
域情報化策定委員会を設置し，同日，平成23年1月20
日，2月17日の計3回，委員会を開催し，アンケートの結
果を踏まえながら南九州市地域情報化計画を策定した。

－43
公共施設間の情報
ネットワーク化

企画課 完了 平成20年度事業完了のため評価対象外 ―

42 情報化計画の策定 企画課 策定 ― ○

情報化計画については，計画どおり策定されており概ね評価できる。

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
実施 ― ○

内部監査システムについては，計画どおり実施されており概ね評価できる。
今後，主管部署内だけでの内部監査ではなく，他部署に監査してもらうシステムも検討してみてはどうか。

40
行政手続制度の徹
底

総務課 実施 ― ○

行政手続制度については，規定に基づき実施されており概ね評価できる。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・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。

・文化財課が実施する子ども学芸委員の募集申込を市民
がインターネットから申請できるようにした。
　特別徴収にかかる給与所得者異動届出の電子化を検討
した。
・現在，電子申請ができる手続きが，非常に少ない。
（住民票写しの請求と汎用型手続きの２件）
　【理由】
　・電子申請だけで手続きが完了しない（ほとんどが来
庁しなければならない）
　・ｅメールやインターネットを利用するため担当者の
事務は煩雑になる

・上半期：周知，登録，試行期間
・下半期：一定の工事金額以上の案件について試行

・業者の利用者登録を啓発し，平成２２年４月以降は市
内業者対象の格付工種の工事はすべて電子入札，他の業
種についても電子入札で行えるものは実施した。
（市発注の格付け工事等の電子入札２５０件の内訳）
　土木一式工事　73件，舗装工事　52件，造園工事　34
件，建築一式工事　41件，水道工事　21件，管　10件，
電気　５件，建具　１件，委託業務　13件

・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。

・テレビ会議については，部課長会議や各種担当者会を
テレビ会議で実施し，運用が可能なことを検証できたた
め，導入について総合的に検討した結果，費用対効果の
面でメリットが小さいため，導入しないことにした。
・電子決裁は，１１月に開催された地方自治情報化推進
フェアで先進事例等の収集及び導入に向けた検討を行っ
た。46

電子決裁・テレビ
会議システムの導
入

企画課
調査
研究

― △

電子決裁システムの導入について，方針が出されていないことから見直しの余地ありと判断する。
今後，速やかに方針を決定し，事業を進めてもらいたい。

45
電子入札制度の導
入

財政課
試験
実施

― ○

電子入札制度については，計画どおり実施されており概ね評価できる。

44
電子申請・公共施
設の電子予約シス
テムの導入

企画課 実施 ― △

電子予約システムについては，利用件数が非常に少ないことから見直しの余地ありと判断する。
利用件数が少ない原因を精査し，利用増が見込めないのであれば，今後事業を進めていくべきかどうかも含
めて再度検討しなおしてもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・市民に情報を提供するためメールマガジンを発行
するシステムの調査・検討をする。
・地域情報化計画への掲載とシステムの研究を行な
う。

・メールマガジン発行に向けて年次的計画及びシステム
概要設計を作成し，平成２５年度完了を目標に地域情報
化計画へ掲載した。

３　将来にわたり持続可能な健全財政の確立

（１）歳入確保への積極的な取組み

　　　　自主財源の確保
・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。

・不誠実滞納者に対して，財産調査や差押などの法的手
段を実施した。
　差押額15,803千円　差押件数227件
　差押財産：預貯金　生命保険　給料　国税還付金など

・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。

・市税等滞納整理対策本部会議の開催　2回
　市債権についての説明や督促手続きの流れ，また強制
捜索や事例発表等を行い，本部会員の収納に対する意識
向上と組織強化が図られた。
・春（５月）と秋（10月）に市の幹部職員による臨戸訪
問相談を実施した。
○春季収納対策の実績　４月１４日～５月３１日
　△17,604,755円　訪問件数249件（対象者数303人）
　相談・納付件数124件　徴収額　336,300円
○秋季収納対策の実績　１０月６日～１１月５日
　△16,445,172円　訪問件数318件（対象者数419人）
　相談・納付件数206件　徴収額506,600円

49
市税等の収納率の
向上

収納対策課 実施 ― ○

市税等の収納率の向上については，計画的に進められており概ね評価できる。

48
滞納整理対策の強
化

収納対策課 実施 15,803 ○

滞納整理対策については，計画を上回るペースで進んでおり概ね評価できる。

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 計画 ― ○メールマガジンの発行については，地域情報化計画で年次計画が立てられており概ね評価できる。
今後，メールマガジンに対する住民ニーズの調査も行ってもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・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。

・平成23年度から導入，実施予定としているが，市民の
ニーズ及び他市の動向調査を行い，導入課題や導入経
費，導入の必要性や費用対効果を検証し，「導入否」と
する結論を出した。
　（理由）
　１．コンビニ収納に関する市民からの問い合わせは少
なく市民ニーズは高くない。
　２．県内他市では鹿児島市，霧島市など４市の導入に
とどまっている。
　３．利便性は高まり納税環境は向上するが，導入に多
額のシステム改修費が必要となる。
　先行する他市の実績等の推移を分析し，収納率向上に
繋がるか等の必要性と費用対効果の検証が必要と判断
し，現段階での導入は見送ることとした。

・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。

・広報紙掲載や３人の税事務相談員により口座振替を推
進した。
　前年度比△1.4％
　昨年度よりは減少となっているが，これは納税者の転
出入や死亡に伴うものであると思われる。しかしなが
ら，本年度の目標値は達成している。

・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。

・原価（コスト）算定方式による明確化，受益者負担の
原則，減免制度の適正化の３つのポイントを重点におい
た基本方針とした指針に基づき，関係課のヒアリングを
実施し，行政改革推進本部会議において，ヒアリングの
結果の報告及び協議を行い次の９条例の改正を行った。
　南九州市廃棄物の処理及び清掃に関する条例，南九州
市手数料条例，南九州市老人福祉センター条例，南九州
市温泉センター条例，南九州市保健センター条例，南九
州市B&G海洋センター条例，南九州市港湾管理条例，南
九州市農業基盤確立研修施設条例，南九州市川辺ふれあ
い農園条例
・実績467百万円（目標564百万円）

52
使用料及び手数料
の適正化

財政課 実施 -97,000 ○

使用料及び手数料の適正化については，全体的に見直しがされており概ね評価できる。

51 口座振替率の向上 収納対策課 実施 ― ○

口座振替率の向上については，随時推進に努めていることから概ね評価できる。

50 収納窓口の拡大 収納対策課 結論 ― ○

収納窓口の拡大については，コンビニ収納について導入しない結論を出しているが，全体としては概ね評価
できる。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・個別の利活用方針に基づき，市有財産の活用を図
るとともに，不要と決定した財産については，計画
的に処分していく。
　・今後新たに用途廃止される行政財産について
は，基本方針に基づき，早急に委員会において利活
用方針を定め，活用の見込めない財産については計
画的に処分する。

・財産売払い収入については,えい秀峰園敷地7,641.80
㎡の譲渡や安田地区市有林23,235㎡の払下げ等まとまっ
たものがあり,目標を大きく上回った。
・遊休市有地については，市有財産活用等検討委員会お
いて検討された売却可能物件のうち8件が公売に付さ
れ，2物件について売買契約が成立した。
　市有財産売払い　物件数34件　金額64,938,269円
    （土地33,633.24㎡　建物296.28㎡）

　　　　新たな財源の確保
・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。

・有料広告掲載事業において，広報紙や市封筒を媒体と
して企業のＰＲを行なうことで収入確保を目指した。
　有料広告収入　460，000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。

・市内業者や商工会，観光関係業者等に呼びかけや直接
営業を行ったが，新規申し込みは１件もなかった。（年
間の継続掲載は1件）
　バナー広告収入　12，000円

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 募集 12 △

バナー広告については，目標を下回っていることから見直しの余地ありと判断する。
今後は，地元商工会との意見交換を行いながら，目標達成に向けて努力してもらいたい。

54
印刷物への広告掲
載

財政課 実施 460 △

印刷物への広告掲載については，目標を下回っていることから見直しの余地ありと判断する。
今後は，広告単価を下げるなどして利用しやすい環境づくりが必要と思われる。
また，地元商工会との意見交換会なども検討してもらいたい。

53
市有財産の有効活
用

財政課 実施 64,938 △

市有財産の有効活用として売却を行っており内部評価は概ね評価としてあるが，売れ残り物件もあることか
ら見直しの余地ありと判断する。
今後は，もっと市民に販売情報を提供するとともに，不動産業者等との連携などを検討してもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

（２）歳出削減への積極的な取組み
　　　　全庁的な経費節減

・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。

・定員適正化計画に基づく職員削減等により，人件費の
抑制が図られ，平成22年度の人件費は4,171百万円で，
目標に対して202百万円の抑制，達成率104.8％。
効果額　4,373百万円-4,171百万円＝202百万円

・平成22年度に再度見直し，平成23年度から反映さ
せる。

・補助金の見直しと同時に関係課のヒアリングを実施
し，その結果を行政改革推進本部会議で報告及び協議を
行った。
・結果として市単独補助金については９件あるが全て継
続となった。
○市単扶助
・災害弔慰金及び見舞金　・ねたきり老人等介護用品し
支給　・敬老祝金及び特別祝金　・緊急通報システム
・はり・きゅう等施術料助成金　・出生祝金　・ねたき
り老人介護給付金　 ・準要保護就学援助　・老人日常
生活用具給付
※(乳幼児医療等助成金やインフルエンザ接種等の継足
し分は除く）
・実績数値（見込額）が目標数値を大きく上回っている
が，これについては新政権のもとに創設された子ども手
当に大きく影響されたもので，子ども手当を除く額（予
算ベース）は，2,905百万となる。
　効果額2,975百万円-3,470百万円＝-495百万円

・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２１年度に実施した高利率の繰上償還の実施によ
る影響及び低利債の借入並びにこれまでの償還額を超え
ない借入額の実施等により，財政計画を上回る実績と
なった。
　公債費の決算額2,673百万円
　効果額2,690百万円-2,673百万円＝17百万円

58 公債費の抑制 財政課 実施 17,000 ○

公債費の抑制については，計画的に進められており概ね評価できる。

57 扶助費の適正化 財政課 見直し -495,000 ○

扶助費の適正化については，全体的に見直しを図っており概ね評価できる。
ただ，認定にあたっては，慎重に調査してもらいたい。

56 人件費の抑制 総務課 見直し 202,000 ○

人件費の抑制については，計画的に実施しており概ね評価できる。
今後は，№32と合わせて抜本的に見直しを図ってもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・特別会計に対する繰出金については，平成20年度
決算額を維持させる。

・一般会計からの繰出金の抑制に努めたが，介護保険事
業及び国民健康保険事業における給付費の伸びにより財
政計画の目標数値を上回る結果となった。。
・特別会計への繰出金の実績1,422百万円（目標1404百
万円）

・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

・補助金の見直しについては，関係課のヒアリングを実
施し，その結果を行政改革推進本部会議で報告及び協議
を行った。
・市単独補助金については，一般会計125件，特別会計4
件，計129件のヒアリングを行い，平成23年度から廃止
５件，費目変更２件，整理統合２件，継続120件となっ
た。
・補助費の決算額400百万円（目標407百万円）

　　　　ゼロ予算事業の実施
・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。

・自治会への発送文書を職員で行う場合の問題点等につ
いて，内部検討を行ったが，現在まで，自治会ごとに担
当職員配置案を作成するまでに至っていない。問題点
は，①文書発送起点は３庁舎の担当課で，居住若しくは
通勤経路での自治会担当割当が困難。②居住又は近隣自
治会への割当は，職員が旧町の枠を超えて配置されてお
り，例えば頴娃庁舎に勤務する知覧町在住職員は，頴娃
庁舎から知覧庁舎に文書受領に行き，そこから配布に向
かうこととなることで，時間のロスと旅費の検討が必
要。③概ね配布日の夕刻に配布を行うことが望まれる
が，職員の出張，会議出席，時間外勤務の考慮が必要
で，旧町において，頴娃，川辺町が類似の取組みを行っ
ていたが，配布遅れ，職員が近隣にいない自治会への配
布が課題であり，これにどう対応するかの検討が必要。
などが挙げられた。

61
職員による自治会
文書発送

総務課 検討 ― △

職員による自治会文書発送については，具体的な検討が進められていないことから見直しの余地ありと判断
する。
この事業は，住民と職員との関係構築を図るうえで重要なものなので，実施に向けて具体的方策を検討し，
取り組んでもらいたい。

60
補助事業及び補助
金の適正化

財政課 見直し 7,000 ○

補助金等の適正化については，全体的に見直しを行っており，概ね評価できる。
今後においては，戦略的な補助基準の策定を検討してもらいたい。

59
特別会計に対する
繰出金の抑制

財政課 実施 ― ○

特別会計に対する操出金抑制については，一部会計において計画を越えた操出しとなっているが，全体とし
ては概ね評価できる。
今後も，もっと情報情報提供をしつつ，抜本的な対策を講じてもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

（３）健全な財政運営への積極的な取組み
・平成20年度に策定した南九州市財政計画（平成21
年度～平成29年度）を社会情勢の変化等に対処する
ため，毎年見直しを行う。

・平成21年度の決算や総合計画，社会情勢の変化等を考
慮し，平成22年10月に財政計画の見直しを行った。
・予算編成方針で示した平成23年度一般会計当初予算の
総額は196億2,200百万円であったが， 終的には206億
5,500万円となり，10億3,300万円の増となった。
　これらの主な原因は，人件費については議員共済年金
の廃止に伴う公費負担の増，扶助費については障害者自
立支援法及び子ども手当法に基づく経費の増，公債費に
ついては縁故債の繰上償還分の増，物件費については給
食センター供用開始に伴う経費の増，繰出金については
国保会計への補てん分が方針決定後に新たに生じたこと
によるものである。

・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。

普通会計，特別会計，企業会計，一部事務組合，第三セ
クターの財務諸表と連結させ，市のホームページに掲載
した。なお，加入する一部の一部事務組合の財務諸表の
作成が３月であったため，本市との連結が３月となっ
た。

・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，財務諸表作成を通じて経営状
況把握に努めた。

・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。
平成22年度は頴娃地区の資産調査

・頴娃簡易水道の財産台帳整備を行い，固定資産の現在
高及び減価償却額を算出した。
　施設の資産現在高及び減価償却額を算定できたため，
今後の公営企業化へ向けての準備ができた。

64
❘
1

　簡易水道事業の
公営企業化

水道課
頴娃
資産
調査

― ○

簡易水道事業の公営企業化については，計画的に進められており概ね評価できる。

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 ― ○

公営企業等の経営健全化については，それぞれの経営状況を把握していることから，概ね評価できる。

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 公表 ― ○

財務諸表の整理及び公表については，計画どおり実施されており概ね評価できる。

62
中・長期財政計画
の策定

財政課 実施 ― ○

中・長期財政計画の策定については，社会情勢に対応するため見直し等も行っていることから概ね評価でき
る。

23



平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・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）

・経営健全化計画を策定した。
・分譲に関しては，従来の新聞広告掲載（年２回・掲載
１日間・35万部）を止め，住宅等を欲している読者が購
読する「不動産専門情報誌」や「住宅等広告専門誌」へ
の掲載に変えるなど対策を講じた。
・平成22年度販売実績：12区画　残り53区画

・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。

・平成22年度は，隣県の口蹄疫の発生によるチラシ広告
の自粛など人の行き来による感染への配慮や積雪による
休日等の営業不能などの影響を受けたが，農作物の価格
が高値で推移したことや農畜産物及び加工品，新商品の
品揃え，口蹄疫終息後は，イベント開催での集客力の向
上，販売促進活動の強化などに努めたことから，売り上
げが前年度より若干上回った。
　昨年度と同様に管理費等の諸経費抑制に努めた結果，
経常利益も上げることができ，経営の安定向上を図るこ
とができた。
　平成22年度の売上額：364,125千円

・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

・農業研修生の受け入れＰＲの実施：県・振興協会主催
の「新規就農説明会」への参加
・農作業受託の南九州市全域への拡大：知覧地域におけ
る水稲防除13ha　そば・なたねの収穫2.6ha
・農作業受託事業実績：Ｈ22年度　947.3ha（過去５年
平均受託面積　535ha）
・Ｈ22年度事業収入実績額：45,085千円（予算額：
47,459千円）

64
❘
4

　川辺町農業公社
の運営の充実

農林水産課 実施 ― ○

農業公社の運営の充実については，計画的に進められており概ね評価できる。
今後においては，収入実績のみでなく，損益についての情報も公開してもらいたい。

64
❘
3

　川辺やすらぎの
郷の経営健全化

農林水産課 実施 ― ○

川辺やすらぎの郷の経営健全化については，計画的に進められており概ね評価できる。
今後においては，売上げのみでなく，損益についての情報も公開してもらいたい。

64
❘
2

　土地開発公社の
経営健全化

企画課
分譲
実施

― △

土地開発公社の経営健全化については，住宅団地において未販売区画が多数残っているため見直しの余地あ
りと判断する。
また，今後においては，損益，資産状況等の情報も公開してもらいたい。
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平成22年度取組内容
〔計画〕

平成22年度取組状況
〔実績等〕

№ 取組項目 担当課 段階 効果額
（千円）

評価
実績に対する行政改革推進委員会の評価理由･提言･意見

・「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。

・売上については，昨年末からの大雪によるランド内
バーベキューハウスの屋根が壊れ営業停止を余儀なくさ
れ売上減となった。また，入園者数は，21年度は平成10
年度以来初めて下げ止まり前年度を上回り，22年度はほ
ぼ横ばい状態であった。
・固定経費の節減に取り組み，経常利益は22年度438千
円と，ここ3ヶ年経常黒字となり改善がみられた。

４　議会との連携
・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。

・議会との情報交換としては，議会全員協議会，所管事
務調査等の機会のほか，随時に行ってきた。

・議会の施策要望（提言）に市はどう答えたか，
「検証」の記事を掲載する。
・ホームページの議員紹介で，議員の顔写真を掲載
する。

・議会だよりで，３回にわたり議員の議会での質問・提
言に対する市の取組状況を追跡記事として掲載した。
　議会だよりは，年度内４回発行しており，編集にあ
たっては，議員６人よる議会広報編集委員会で，議会活
動を多くの市民にわかりやすく周知するための紙面づく
りがなされた。
・ホームページへの議員の顔写真掲載は実施を見送った
が，平成２２年２月発行の議会だよりで常任委員会ごと
に写真を市民に周知していることと，一般質問者の顔写
真を，質問内容とともに議会だよりに掲載していること
で，市民に議員の顔を公開するという目的は概ね達成し
た。

66
議会の情報公開の
促進

議会事務局 実施 ― ○

議会の情報公開の促進については，議会だよりなどを通じて実施されていることから概ね評価できる。

65
議会との相互情報
交換

総務課 実施 ― ○議会との相互情報交換については，計画どおり進められており概ね評価できる。
ただ，この項目が行政改革に関係するのか検討してもらいたい。

64
❘
5

　アグリランドえ
いの経営健全化

地域振興課 実施 ― △

アグリランドえいの経営健全化については，災害の影響もあり売上げが減少していることから見直しの余地
ありと判断する。
黒字化は図られているようだが，さらなる経営努力をしてもらいたい。
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