
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21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21212121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 10 3 0

１－（２） 民間委託等の推進 7 6 1 0

１－（３） 地域協働の推進 8 5 3 0

２－（１） 効果的で効率的な組織･機構の構築 6 2 4 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 2 3 1

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 5 3 0

4 議会との連携 2 1 1 0

計 76 53 22 1

　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21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



平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21年度取組状況
〔実績等〕

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
・転入・転出者の手続き関係の案内表を作成する。
・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・転出者の案内表を作成した。
・本庁・支所間の連携を図るため，定期的に連絡会を
実施し，検討内容を「市民係Q&A」として整理した。
・法務局が実施した戸籍事務研修会や他の研修会等
へもに積極的に参加した。
　戸籍事務研修（導入研修６名，初級者研修３名，中
級者研修１名）
　職員研修（吉田研修センター２名参加）
・昼間も証明発行だけでなく，戸籍届出や年金相談な
ど通常業務を行った。

・電子申請システムについては，住記カード申請時に
普及啓発を行った。
　電子証明書発行件数（１月～３月　45件）
・庁舎案内表示板を設置（総務課対応）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。

・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，昨年度の加除修正に加え，平成22年４月１日現
在の行政サービス等について各担当主観課で加除
修正をお願いし，各庁舎窓口に100部ずつを配置し
た。
・平成22年３月下旬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配布で
きた。

― ○

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

・申請書等を記入する台をもう少し大きめの台としていいのではないか。高齢者の方に申請手続の記入のし
かた等を職員でフロアーにて対応したらどうか。
・本庁・各支所ともに住民に対する接遇や挨拶等が向上している。更に資質向上に努め，本市の役所文化に
まで高めてほしい。
・休日窓口開設について，試験的に実施できないか。
・真に必要な住民サービスの検討が行われていないのではないか。

・ホームページでも閲覧できるようにすべき
・活用の啓発に努めるべき。
・今後も今まで以上に市民ガイドブックの宣伝を行い，行政等の仕組みを知ってもらうように努めること。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・平成21年度は，新市発足後に発生した平成19年度
分の初めての引継処理年度であったが，市としての
公文書作成から保存，廃棄までの一連のサイクルを
確立した。また，事務所内の文書についても，文書巡
回管理チェックを行い，公文書に対する職員の意識
改革に努めた。

・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。

・平成20年度に制定した「南九州市職員提案規程」を
全職員に周知し，提案の応募を促した。
　提案件数：１件
　うち採択 ：０件

・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修を
行った。
・関係部署と協議し，事務事業評価シートの作成を
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。
・市民体育大会，駅伝大会，球技大会等，統一開催
できた。

・統一開催は一体感醸成に大きく寄与したと思う。いかにして参加率を高めていくか努めてほしい。
・引き続き見直しを実施しつつ，できる限り現状のまま開催を行ってほしい。
・イベントの主催がどこなのか分からない。行政と主催者の仕分けをしたうえで見直すことが必要。

― △

― ○

― △

総務課 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

実施

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

― ○

・これからの市政の運営に対して文書管理システムの構築は重要な問題のひとつと考えるので，確かなシス
テムの構築を願う。
・システムの検討・構築は20年度でなされているはずであり，運用面に課題があるとすれば職員の意識が低
い。

・更なる職員提案制度の周知を積極的に取り組んでもらいたい。
・提案を出すことをもっと奨励する必要がある。
・職員が400人以上もいるのに提案件数が1件は少なすぎる。住民サービスの向上には繋がらない。住民目線
でないことがよく分かる。
・常に危機意識・問題意識を持って職務を遂行すれば必ずや豊かな発想が生まれてくると思う。意識改革を
徹底してほしい。

・概ね評価できるが情報不足の感がある。
・事務事業評価シートを見ていないので評価不可。
・評価シートを分かりやすくしてほしい。
・調査研究がなされていると言いがたい。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・南九州市道路台帳統合実施計画策定業務を実施
し，平成22年度～平成24年度実施予定の実施計画
書（案）を策定した。

・土地情報システムの統合を行い，地籍図発行など住
民サービスの向上を図るとともに，土地評価等におけ
る固定資産評価業務の事務の効率化を進める。

・３支所でそれぞれ管理している地籍図を１つの土地
情報システムで管理運用できるように統合し，どの支
所からでも地籍図の発行ができるようになった。

・平成21年４月からこれまでのクリーン公社管理分を
市の直接管理とし，市道及び県道の維持管理を行う。
・クリーン公社については，平成21年５月に解散。

・クリーン公社を解散し，解散による公社職員を南九
州市道路整備員として雇用統合して維持管理体制の
見直しを完了した。

・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」を設置する。

・第１回公園管理検討委員会（平成21年９月29日）
　①現在の各係での公園管理の問題点　②一元化し
て管理する公園と内容　③現在の係で管理する公園
と内容
・第２回公園管理検討委員会（平成22年２月17日）
　①公園管理の方法　②一元化する公園の予算
　③一元化する公園係の体制

・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。

・１年間の実績数値をもとに，温室効果ガスの排出量
を集計分析し，排出抑制に向けた地球温暖化防止実
行計画（案）を策定すると同時に地球温暖化防止活
動実行委員会を設置した。平成21年度中に委員会を
開催し，承認をいただく計画であったが，人事異動に
よる新体制で検討した方が良いと判断し，完成版は新
年度に持ち越しとなった。

・情報統合の充実は評価できる。

・県道・市道の清掃を充実してほしい。作業の際は安全ポール等の設置を必ず行うこと。

― ○

・取組は順調に推移していると思う。
・実施計画を踏まえて速やかな推進を願う。

― ○

7 道路台帳の全市統一

8
地図情報（地籍図）の
統合

税務課
統合
実施

建設課 実施

9
市道の維持管理体制の
見直し

建設課 実施

― ○

10
公園の維持管理体制の
確立

建設課 結論

・８月末頃の調整結果が示されていない。
・徹底した安全管理体制のもと運営を行ってほしい。

・市民の１人１人がさらに意識を持つようにしてほしい。
・太陽光発電等の設置補助等の構築をしたらいいのでは。
・取組項目の内容に沿って推進を願う。

― ○

― ○

11
地球温暖化防止計画の
策定・運用

市民生活課
計画
策定
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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

・積み残し公共的団体及びイベント・行事の統廃合を
行う。

・平成21年４月1日現在の未調整事務事業数59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
59未調整事業数あったものが，14事業調整できた。

・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。

（（（（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。

・２施設に指定管理者制度導入。
　（熊ヶ谷放牧場，霜出げんき館）
・えい秀峰園について，平成22年４月から民間移管す
るための準備を行った。

・移管先法人との事務引継を行う。 ・移管先と移管に関する協定書を締結し,関連議案等
の上程承認が行われた。
・移管先法人との綿密な事務引継を行った。

・商工会の統合・策定も早急に実現を望む。
・統合等の作業は丁寧に進めてほしい。
・一日も早い商工会の統一を願う。統合前に商店街の方々の意見交換の場を設けてほしい。

・話し合いを進め一歩でも前進してほしい。
・今年度の商工会の統合は前進したのではないか。
・一体感醸成のためにも，類似団体等の統合を進めるべきである。

― ○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

実施

・えい秀峰園の民間移管については，概ね評価できる。これから進める民間移管等の検討についても慎重に
調査検討を行って実施すべきである。
・指定管理者制度が望ましくない施設まで指定管理がなされているように思う。

・概ね評価できるが，協定書第８条にある随時調査及び報告の聴取を確実に実施するべき。

― △

― ○

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21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・平成21年４月１日から指定管理制度を導入した。
・指定管理業務内容
　肉用牛の生産肥育及び乳用牛の育成に関する業
務
　粗飼料生産に関すること
　粗飼料の生産コントラクター及び販売に関すること
　農畜産に関するイベントの開催及び支援

・プロポーザル方式にて厨房システムの業者を選考，
敷地造成測量設計，予定地の地質調査を実施する。

・プロポーザル方式にて厨房システムの業者を選考し
内定した。
・建設予定地の敷地造成測量設計及び地質調査を
実施した。

・頴娃・知覧・川辺の２館１室体制において，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。

・図書館システム統合整備を行った。
・２館１室の運営方針，運営体制を確立する基盤がで
きた。

・概ね評価できかねる点もあると思うが見直すほどではない。
・選定委員会の開催時期が不明。　　・早急に実施すべき。
・民間移管がいいとは限らないため，判断不可。
・検討委会・選定委員会で十分協議し，まだ慎重に検討すべき。
・移管については先に保護者説明会だけでなく地域住民にも行う必要がある。
優位性の検証がなされているから民間移管するのではないのか，本部の評価はおかしい。

― ○
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 実施

― ○

14
❘
4

給食センターの統合と
民間委託

保健体育課 結論

・学校側から見ると統合に対して反対意見が多かったため，判断不可。
・タイムスケジュール等を十分協議し，拙速を謹んでほしい。
・建設工事の発注については，できる限り地元の企業を優先的に加えてほしい。

・「知恵の殿堂」である図書館は直営とし，図書（蔵書）の内容の充実に努めてほしい。
・運営方法については検討委員会で慎重に考えていると思うが各図書館の利用数を踏まえて指定管理制度
の導入を検討すべき。

― ○

― ○

14
❘
5

図書館の運営方法の確
立

図書館
体制
確立
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・PFI手法の導入についての指針策定を平成21年度
中に実施するという目標であったが，現実には指針策
定までには至らなかった。
・策定にあたっては慎重に対処しなければならないこ
とを再認識した。

（（（（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。

・共生協働かごしま自治体ネットワークが開催した研
修会へ参加したが，具体的な検討会等は実施するこ
とができなかった。

・男女共同参画基本計画書を策定する。 ・計画づくり会議を，計画づくり会議委員によるグルー
プインタビューを実施し現状と課題を分析した。
・素案を作成し，審議会，推進会議，パブリックコメント
を実施して基本計画を策定した。　1,000部作成
　審議会，計画づくり会議，推進会議，自治会長等に
配布。

・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。

・平成21年５月号広報紙の紙面で，市長へのメッセー
ジの募集を行い，それに対する回答を10月及び11月
号広報紙に掲載した（メッセージ１４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４
件）。

・住民座談会の更なる開催を望む。
・気軽に意見を言える機会をもっと増やすべき。
・定期的な地区座談会を設けてはどうか。
・今まで同様に意見箱等を引き続き実施してほしい。
・意見・要望・提案がメールで簡単にできるようにしてほしい。

・指針策定を推進するよう努力を期待する。
・PFIについては，積極的に検討していく必要があるが，PFIを過信して進めていくのも危険であり，市の経済
状況に見合ったPFIを活用していかなければならない。より一層の調査研究の必要がある。

・重要な項目であり、市民参画への取り組みは急務である。また、情報公開はまだまだの感がありこの評価
シート位までは公開すべき。
・給食センター建設の際などパブリックコメントなど一切なかった。様々な方法で市民の意見を求め，もっと検
討してほしい。もっと住民目線になる必要がある。
・「共生・恊働のまちづくり」の基本に立って進めてほしい。
・市民参画条例は市のまちづくりに最も重要な項目であり，基礎づくりの重要な課題である。
・住民自治が基本の条例にしなければならない。

・評価できるが，実践への努力を推進する。
・概ね評価できるが意識の中に温度差を感じる。
・様々な取組を行っているが，あまり浸透していない。これから推進していななければならない。女性だけの男
女共同参画であってはならない。男性側の理解も必要，その為にも推進委員等を設けるべき。

― △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 策定

―

― △

― ○

○
企画課

総務課
実施18 広聴活動の充実
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・南九州市男女共同参画基本計画・配偶者等からの
暴力の防止及び被害者支援計画(案）についてのパ
ブリックコメントを実施
　  （平成22年１月29日～平成22年２月28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21年度：健康増進計画に活用。

・市民の生涯を通した健康の実現を目指し，市民一人
一人の主体的な健康づくり活動を関係機関・関係団
体・行政が協働して支援し，健康づくり対策を総合的
に審議検討する目的で，市健康推進係が「健康増進
基本計画」策定に関して一般市民等36名を委嘱し，
ワークショップによる検討会を年度中４回実施した。
・この他，国際交流協会検討会等の会合（５回）の中
でもワークショップを実施した。

・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。

・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。
・男女共同参画審議会　委員７名中公募枠２名
・市民歌制定委員会　 　委員22名中公募枠２名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（応募１名）

企画課

関係課
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

△

○

・ホームページなどでの意見募集も視野に入れているようだが、必要な情報の掲載があまりにも少なく、コメン
トできるようにはなっていない。
・住民への理解度を高める方策を。
・パブリックコメント制度について，市民に対し活用のあり方を示して，積極的に依頼を出してほしい。

・市民にワークショップを理解してもらうため，手法の普及をしてもらいたい。
・委員の選定が最も重要な要素だと思うので、時間をかけて慎重に行うべき。
・市民が自主的に意見や提案を行っても取り上げられない現状もある。本当の意味でのワークショップを開催
するべき。
・住民の意識を変えていくためにもワークショップの導入は必要。KJ法などの研修を住民と共に行なってみて
は。

― △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
・公募委員のさらなる拡大と，委員への事前の説明が必要なのではないか。
・取り組みとしてはいいが実際に応募があるかが問題。市民の参加意識の醸成や情報公開をもっと進めるべ
き。
・選定は難しいところもあると思うが各種団体代表者等は輪番で選任されていることも少なくなく，委員選定の
際はまだまだ考慮する必要がある。
・公募枠の選定基準を設けてあるのか。
・今後も各種審議会等の公募委員枠の拡大に努めるべき。
・専門家だけで審議しなければならないもの以外は公募が必要ではないか。

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21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・平成21年３月31日現在で頴娃地域は，68組織（79自
治会）で100％達成している。
・知覧地域は，平成21年度中に22自治会で22の組織
ができた。合計で自主防災組織55，結成自治会61で
ある。川辺地域では，平成21年度中に23自治会で19
の組織ができている。合計で自主防災組織70，結成
自治会87となり，南九州市全体では，193組織で270
自治会中227の自治会で結成され，91.34％の組織率
である。（15,057/16,484世帯＝91.34％）

・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）

・行政嘱託員報酬及びコミュニティ活動奨励金につい
て平成21年７月に各行政嘱託員にアンケートを実施
し，平成22年度から３地区同一単価で交付することと
した。

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を
策定する。

・平成21年９月に「行政組織改変計画」を策定した。

・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）
　○頴娃・川辺支所長は地域振興課長を兼任
　○支所の商工観光係を地域振興係に統合
　○支所収納対策課を本庁収納対策課に統合
　○各支所の税務係を本庁税務課の分室とする。

・概ね評価できるもののさらなる努力が必要。
・資料によると補助金などの拡充にとどまっているような気がする。ひざ詰めでどうすればいいかをもっと議論
すべきではないか。
・高齢者と若者の交流が少なく，団結して活性化しようとする様子がうかがえない。取り組んでいるのは決まっ
た人達である。その他の方々も参加してもらえるような取組を行ってほしい。

・目標達成期限を明示してあることは評価できる。
・自治会長等を通して防災の定期的な訓練を推進する必要があるように思う。
・今後も計画に沿って連帯強化を図ってほしい。

危機管理室 実施

23 地域自治活動の活性化

計画
策定

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

・住民サービス低下を招かないようとあるが，現在の財政難を十分に理解してもらう必要がある。
・全体的には取組項目に沿って住民サービスが充実してきたと思われるが，中には対応に行き届いていない
ものも見受けられるので，徹底した指導を望む。
・支所は地域を振興させるためのもの。単なる本所と支所という関係ではないのではないか。

―

・「多面的な検討」とは何か、「福祉向上を念頭に」何をどうすすめて行くのかを明示すべき。
・人件費縮減を図るとあるが具体的に表記する必要がある。組織再編は今後のため議論し検討する必要があ
る。
・新庁舎建設も視野に入れておくべき。
・問答無用の計画のはず。やる気が見られない。すぐに計画はできるはず。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・昨年に引き続き先進事例等の調査を行った。
・職員の中からも前向きな意見もあるが，現時点での
導入は時期尚早である。

・庁舎建設研究作業を開始する。 ・平成21年度に「庁舎の在り方検討委員会」を１回開
催。

・平成21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。

・平成21年度に「南部出張所在り方検討委員会」を実
施予定であったが実施できなかった。

・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。

・平成21年２月18日・南薩地域消防広域化運営協議
会設立（事務局：枕崎市，会長・枕崎市長）
　本市から委員として市長・議長，幹事として鶴田副
市長・総務部長が参加。
　平成22年４月１日から，業務本格稼動～。
　目標年次…平成24年度（南薩・指宿両消防組合の
統合）　　他の組合は活動実績なし。

総務課

行政改革
推進室

調査
研究

― △

27
庁舎についての調査・
研究

総務課
調査
研究

― △

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
・今のままで良い。
・５年以内の廃止の結論が出ているのであれば実施すべきであるし、住民との対話で撤回されるのであれば
合併協議会での話し合いが無駄になる。
・利用者が多ければ再考するべき。
・現在どの程度の利用があるのか調査し，市民の意見を尊重しつつ検討すべき。

―
委員会
設置

・時間がかかることは承知しているが、そうであればなおのこと回数を増やすなりの努力が必要であると思う。
・消防組合の統合については災害時の対策等を考え，速やかな統合が望ましい。
・広域的な事務の統合は合併以前にも話し合われて計画が出来ていたはず。そこに向かって進めるよう努力
してほしい。

・今のままで良い。
・新庁舎は当分の間建設せずというのであればスケジュールを見直すべき。
・庁舎の老朽化・耐震診断等を踏まえ，市民サービスの向上を図り，職員が効率よく業務を遂行していくため
にも新庁舎建設の理解を市民に求める必要がある。さらに防災拠点としての庁舎，経済的で環境に配慮した
庁舎等いろいろな側面から検討するべき。

・今のままで良い。
・時期尚早であれば二次評価もD判定とすべき。
・やる気の問題。
・制度のメリット・デメリットを示してほしい。
・研究推進チームをつくり，現状の業務量把握や各種ヒアリング等を実施し，職員間の意思疎通を図る。
・調査・研究はすぐにでもできるはず。行革に対する職員の怠慢ではないか。

- 11 -



平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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

（（（（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21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12月
に公表した。
・平成24年度に計画を見直す。

・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21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。

・人事院勧告等に基づき，給与改定等を実施した。
　給料表を国家公務員に準じて改定
　期末手当▲0.25月分，勤勉手当▲0.1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。

・平成21年度評価システムを作成する計画であった
が，県内自治体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。

・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，給与等の情報を公表する。

総務課 実施

実施 82,000

・まだまだ定員削減を検討すべき。職員のやる気と資質向上に力を注ぐことにより人員削減はできると思う。
・できる限り地元出身者を採用すべき。
・限界集落と南九州市出身者の採用と関係があるとは思えない。

○

31 臨時職員の適正配置 総務課 見直し ― ○

30 定員適正化計画の策定 総務課

― ○

33
人事評価システムの検
討・導入

総務課 策定 ― △

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 ― ○

・なぜ遅れたのかの説明がない。
・話にならない。　・時間をかけすぎ。
・公正で精緻な評価システムを作成してほしい。
・機械的に導入すればいいのではなく，組織ごとの信頼感を確保しつつ弾力的に導入することが適当であ
る。

・今後も市報等への公表を推進してほしい。

・定員適正化計画の中で必要な職員の数は示されている。臨時職員で対応できるのであれば職員の数を減
らしてほしい。

・地域住民との所得格差があるとの見方は根強いので配慮の必要あり。
・地方公務員給与に対する批判を招来する前に，地域民間給与の反映・年功的昇給の見直しをする必要が
ある。地域間の民間賃金の格差は拡大しており地域経済状況を十分に踏まえ考慮してもらいたい。
・人事院勧告に基づき適正な運用に努め，必要に応じて近隣自治体の動向を見据えつつ適正化を図ってほ
しい。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・平成22年３月に「南九州市人材育成基本方針」を策
定した。

・ 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。

・鹿児島県観光交流局へ１名研修派遣した
　（H21.4.1～H22.3.31）
・北九州市との人事交流について調整を行い，それ
ぞれ１名を派遣することを決定した。
　（派遣期間はH22.5.1～H24.3.31）

（（（（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，随時最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，パンフレットを作成する。

・情報公開制度のQ&Aや開示請求の方法等をホーム
ページに掲載し，制度の周知を図った。
・開示請求（19件）について適切に事務処理を行っ
た。

― ○

・専門職の育成を望む。　・実施のほうもよろしくお願いします。
・今後も邁進してもらいたい。　・H22年度取組をどのように具体化するのか。
・これからの取組に期待する。　・時間がかかりすぎ。やる気が見えない。

35 人材育成計画の策定 総務課 策定

・交流した後の成果が十分生かされる方策を講じる必要あり　交流は手段であり目的ではないはず。
・上位機関への派遣をおおいに進めてほしい。　・項目の内容に沿って推進を願う。
・青年海外協力隊へも積極的に呼びかけてみてはどうか。人材の育成にもなると思う。

― ○

― ○

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 調整

38 情報公開制度の充実 総務課 実施 ― ○

・個人情報以外は原則公開して問題ない。われわれがもらった資料もホームページに掲載してよいと思う。
・すべての住民の理解度を考慮した表現（外来語等）に心がけてほしい。

・用紙代の値下げなどは評価できる。
・広報紙などでの周知を図ってほしい。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・個人情報保護制度のQ&Aや開示請求の方法等を
ホームページに掲載し，制度の周知を図った。
・平成21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。

・庁内各部署で許認可事務の審査基準，標準処理期
間の設定を行った。

・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。

・整備・施行H22.２
　内部監査チェックシート：56項目
　対象：部・課・局・室等の全係毎

（（（（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
・平成21年度：調査・研究を行う。 ・情報化計画策定のための調査研究をした。

・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。

・簡易申請を利用し，文化財課関係の募集ができた。
　新規申請　1件

― ○

39
個人情報保護制度の充
実

総務課 実施

・用紙代の値下げなどは評価できる。
・適切な開示請求・確実な個人情報保護を徹底してほしい。

― ○

― ○

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

整備
施行

総務課 実施

○

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

―
調査
研究

―
・「３００以上の申請・届け出が対象」なのに実績が１件というのはどこに問題があるのか回答がほしい。
・市民にこのシステムの導入について必要性を理解してもらうような取組をしてほしい。
・住民不在でやると成果が上がらない。

・地域情報化を推進し，市民サービスの向上や高度な行政運営の実現を目標として各地域の情報化を一括
して推進する。

△44
電子申請・公共施設の
電子予約システムの導
入

企画課

・担当職員の専門知識の充実を図ってほしい。
・徹底した推進を図るとともに，課題が出た際に対処できる体制づくりを図る。

・内部監査については他主管部署の職員等によりさらなるチェック体制を確立するのが望ましい。
・職員の規範意識の高揚のための取組を徹底してほしい。
・あらゆる法律・条例・規則に精通することが必要。

平成20年度事業完了のため評価対象外
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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

・入札・契約制度の改革目標とスケジュールを策定す
る。（電子入札のほか，一般競争入札・郵便入札・低
入札価格調査・総合評価落札等の各制度の導入もあ
わせて，庁内で意思統一を行い，関係業者への広報
を行う。

・平成21年８月に入札・契約制度改善プロジェクトに
おいて,「入札・契約制度等改革推進計画」を策定し
電子入札制度の導入・拡大について指針に基づき取
り組んだ。
・平成21年10月から運用を開始し,原則として市が発
注する格付工種の土木一式・建築一式・舗装・水道工
事の工事案件で格付業者が登録済み案件のみ実施
している。

・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。

・テレビ会議の調査研究を行なった。
・テレビ会議のデモンストレーションを行い，実用性を
検証した。

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。

・メールマガジンの発行のための調査を行なった。
　地域情報化アンケートにより，メールマガジンの必要
性などの基礎資料となる数値を収集した。

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。

・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11,000千円　差押件数106件　差押人数62
人　財産調査550人
　差押財産：預貯金　生命保険　給料　損害保険　国
税還付金

・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（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５月11日～６月１日までの間に△9,338千円（幹部
職員による臨戸訪問５月11日～５月15日）
・秋10月２日～10月29日までの間に△10,718千円（幹
部職員による臨戸訪問10月26日～10月30日）

45 電子入札制度の導入 財政課
計画
策定

― ○

滞納整理対策の強化 収納対策課 実施

46
電子決裁・テレビ会議
システムの導入

企画課
調査
研究

― △

― △

・調査結果の記載がない。

49 市税等の収納率の向上 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 調査

48 11,000

○―

○

・入札での不正等行われないように十分に配慮しつつ制度を導入し，未登録者への啓発をしてほしい。

・各地域の庁舎等が離れているためシステムの導入は必要と思うが，もう一度慎重に検討してほしい。
・真に必要か再考を。案外住民は望んでいないかも。

・引き続き現行を徹底すべきである。
・悪質な滞納で無いものについては慎重な対応を願う。

・引き続き現行を徹底すべきである。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・市町村情報センターや市情報政策係とコンビニ収納
のシステム対応について調査（H21.７)
・鹿屋市の取り組みについて調査（H21.６)
・近隣市との会議等で情報収集
・次期システムで検討したらどうかとの意見
・システム改修費：26,000千円　委託経費　月180,000
円＋年間取り扱い手数料5,000千円
　　 軽自動車のみ実施，ランニングコストが高い。（県
内の市調査実績）
・枕崎市，南さつま市，指宿市は現在のところコンビニ
収納の導入予定はない。

・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。

・広報誌の利用や税事務相談員による口座振替推進
を実施した。
　全体で3.6％の増加

・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。

・「使用料・手数料等の見直しに関する指針」を策定
し，使用料･手数料コスト算定シートを作成したが，条
例改正を伴うものであり，３月議会の改正では周知期
間がないことから平成22年９月議会に改正案を提案
することとなった。
効果額　573百万円-570百万円＝3百万円

・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。

・遊休市有地については，市有財産検討委員会にお
いて検討された売却可能物件について平成21年度に
おいて２回の公売を実施（売払可能物件数５件）し，１
物件について売買契約が成立した。その他事業等に
要する払下を行なった。しかし，売払い額において目
標額を下回った。
　売り払い額　8,636,482円

― ○

― ○

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
調査
研究

52
使用料及び手数料の適
正化

財政課
結論
策定

53 市有財産の有効活用 財政課 実施

・評価が甘い。

3,000 ○

8,636 ○

・推進次第で振替率は大幅に伸びると思われるので推進の方法等を工夫してほしい。

・ヒアリング等の調査を今後も行いさらなる適正化に努めてほしい。

・具体的に金額まで算定しての説明は大変良い。
・利便性・費用対効果を考えると現在の本市には馴染まないと思う。
・近隣の市町村の動向も念頭に入れて，調査・検討を行うべき。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・有料広告掲載事業においては，封筒及び広報誌等
を媒体として企業PR等を行ないながら併せて財政収
入確保を目指したが，封筒への掲載申込みがなされ
なかった。
　有料広告収入　平成21年度　360，000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。

・バナー広告３件を掲載した。
　バナー広告収入　平成21年度　150，000円

（（（（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。

・平成21年度の人件費は4,300百万円で，目標に対し
て105百万円の抑制，達成率102.4％となった。

効果額　4,405百万円-4,300百万円＝105百万円

360 △

・第３セクターの広告はどうか。広告のための営業も必要ではないか。
・目標達成に向けて努力してほしい。
・営業努力が必要。

150 △

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 募集

財政課 実施

56 人件費の抑制 総務課 見直し 105,000 ○

・誰でも簡単に見れるものであるだろうか。
・目標達成に向けて努力してほしい。
・アフィリエイトの活用も念頭にいれてほしい。
・市民の情報化も合わせて推進しないと営業が難しいのでは。

・現在の経済状況・民間企業10年連続減少（年収）民間企業平均の1.5倍以上の格差等を踏まえ抜本的に見
直すことが必要。
・抑制に努めながら推進してほしい。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・市単独扶助費については，高齢者福祉関係事業８
件，児童福祉関係１件について平成20年度に関係課
と協議し，平成20年10月31の第９回行政改革推進本
部会議で検討した結果，平成22年度予算までは継続
することとなった。

効果額　2,977百万円-2,903百万円＝74百万円

・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。

・臨時財政対策債の借入れ及び利率の高い政府資
金の繰上償還を実施したため，元金及び利子の償還
が財政計画額を上回ることとなった。
　公債費の決算額2,985百万円
　達成率：2,918百万円/2,985百万円＝98.8％

・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。
　特別会計への繰出金の実績1,374百万円
　達成率：1,404百万円/1,374百万円＝102.2％

・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

・平成21年度は廃止事業19件，新規事業4件となり平
成20年度と比較して15件の減となったが，主要施策
等の関係で事業内容・規模等の変更があり，結果とし
て増額となった。
　補助費の決算額426百万円
　達成率：415百万円/426百万円＝97.4％

-67,000 ○

57 扶助費の適正化 財政課 実施

・長期的な視点を大切に。
・ムダな点などを見直し，少しでも抑制に努めてほしい。
・財政計画とリンクさせて市債の発行を行ってほしい。

74,000 ○

― ○

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 実施

財政課 実施

60
補助事業及び補助金の
適正化

財政課 実施 -9,000 ○

・社会的弱者への支出が多いので、抑制だけではなく効率的で効果的な支出方法をお願いする。

・特に精査しつつ推進してほしい。

・戦略的な補助基準の策定を望む。
・事業ごとに増減の見直しをしてほしい。
・補助金で市の施設を行わせている所がある。公の施設の管理運営は直営か委託しか無いはず。勉強が足
りない。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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。

・自治会への配送，兆社間の配送に関し，現在の委
託が適当であるかどうかを引き続き検討している。
・目標とする平成22年度施行実施には至っていない。

（（（（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
・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年度予算編成方針前に見直しを行い，平成
21年度の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。

・平成20年度決算に基づいて，普通会計における財
務諸表（貸借対照表，行政コスト計算書，純資産変動
計算書，資金収支計算書）を作成し，公表した。

・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。

・川辺簡易水道事業の公営企業化へ向けて財産台
帳整備のための財産調査と資産評価業の委託を行っ
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 公表

財政課 実施

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
川辺
資産
調査

― ○

― ○

・料金の統一化を望む。

・外部委託でも良いのではないか。
・月２回の文書発送で，たくさんの書類もあることがあり職員にお願いするのは難しいのではないか。
・実験試行し問題点の洗い出しをすべき。一次評価と二次評価が異なる。
・やる気の問題。　・少しでも経費削減になる方法で推進してもらいたい。
・できるようにする努力が足りない。

・スケジュール表に数値の表示が必要。

・次年度は目標通りの公表ができるように期待したい
・公表を市報でもやって欲しい。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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）

・平成21年度販売実績：５区画・24,848千円
　南野元団地（２区画）8,191千円
　永田中福良団地（３区画）16,657千円

・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21年度の売上額：363,625千円／目標額：
395,282千円　＝　92.0％

・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
　　：知覧町でなたね，そばの収穫作業等で１ha実施
　　平成21年度事業収入（予算額）　49,316千円
　　平成21年度実績　37,800千円

・代掻き，田植え，航空防除，稲刈り等の受委託事業
　　：平成21年度実績　738ha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。

・売上は依然として右下がりの状態であるが，入園者
数は平成10年度以来初めて下げ止まり，前年度を上
回った。管理運営は厳しい状態が続いているが，若
干の希望の光である。
・年次目標に掲げてある固定経費の節減に取り組み，
経常利益は平成18年度の△9,665千円，平成19年度
の△10,496千円から平成20年度486千円，平成21年
度△130千円へと改善がみられている。
・今後は，引き続き固定経費の節減に努め，売上の増
につながる集客活動を図る必要がある。

― △

― ○

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

― ○

― △

・概ね評価できるが，何らかの方法で営業はできないか。
・経営健全化に努めてほしいが，地域活性化住宅への移行も念頭に入れてほしい。

・売り上げだけではなく損益も開示すべき。
・川辺の特徴が出たすばらしい施設だと思う。更なる品揃えや集客活動（市内外）を進めてほしい。
・経営については，経費削減等様々な面において健全化に努めてほしい。

・今の時代を見据えたとき概ね評価できるのではなかろうか。
・売り上げだけではなく損益も開示すべき。
・農業後継者等については，さらなる取組を望む。

・奇抜な発想のもとCMが必要かと思う。
・平日での利用者が少ない。イベントの開催等に努めるべきではないか。
・もっとレストラン部門等の内容の充実に努めてほしい。
・何年も閑散の状態が続くようであれば，閉鎖も視野に入れ対策を考えるべき。
・いつまでに健全化するのか。見込みが無いのであれば用途について検討することも考えてほしい。
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平成21年度取組内容
〔計画〕

平成21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）

・議会広報研修会で専門家による議会だよりのクリ
ニックを受け，企画，構成，文章，表記，レイアウトなど
についてチェックをしていただいた。
・議会だよりに一般質問などの要望に対して，その後
の行政の取り組み状況など追跡記事を掲載した。ま
た，一般質問の記事は，簡潔明瞭にし，関連写真を
大きくするなど，読みやすく親しみやすい紙面づくりに
努めた。

― △
・どのような懇親会であったか。
・必要無ければ削除すべき。
・話にならない。
・項目に沿って推進し，定例議会等での討議の活性化を願う。
・行政改革大綱に沿った評価がなされていない。

― ○

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
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