資料２

これまでの市政改革の取組について
【市政改革大綱の体系】
＜改革の目標＞
○市民と対等な立場で協働するまちづくりの実践
○市民が求める公共サービスを最良の形で提供
○迅速性・コスト意識に根ざした都市経営を行うための一連の仕組みの

視点
都市経営
・市民志向
・スピードの重視
・費用と時間ｺｽﾄ意識の徹底
・成果の重視

市民サービス
・品質の向上
・分権・権限移譲への対応

協働・市民参画
・民間活力
・コミュニティ

改革アクションプラン
都市経営への挑戦

市民サービスへの挑戦

1.1.1 市経営方針の策定と進行
管理
1.1.2 部局機能の充実

2.1.1 事務事業の整理

1.1.3 職員の改革(挑戦)意識の
触発
1.1.4 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ制度の導入

2.1.3 めざそう値の設定

1.1.5 市民満足度調査の実施

2.1.5 公営企業の経営健全化

1.2.1定員適正化計画の策定と実施

2.1.6 外郭団体の自主的・自立
的経営の促進
2.1.7 補助金の見直し・統合化

1.2.2 新たな人事・給与制度の
構築
1.2.3 職員人材育成基本方針の
策定と実施
1.3.1 財政健全化計画の進行管
理
1.3.2 バランスシートの作成
1.3.3 全庁的コスト節減活動の
実施
1.3.4 市有未利用土地及び公用
車の活用

2.1.2 事務事業の評価

2.1.4 公の施設の評価

協働への挑戦
3.1.1 外部委託等の推進
事務事業/施設/指定管理
者導入
3.1.2ＰＦＩ手法等の導入
3.2.1 コミュニティ協議会との
連携
3.2.2 市民団体の活動支援
の充実

2.2.1 全庁的事務改善等活動
の実施（事務改善/接遇改善/
ｺｽﾄ縮減）
2.2.2 窓口業務の見直し
2.2.3 市民にわかりやすい公文
書，市出版物への改善
2.2.4 ホームページの機能向上
2.2.5 電子決裁等の導入検討
2.2.6 地域情報化計画の推進
2.2.7 入札契約制度の見直し
2.2.8 公共工事のコスト縮減
2.2.9 使用料・手数料等の見直
し・統合化

改革アクションプラン 年度計画

市政改革大綱改革アクションプラン総括（４年間）振返り

資料２

※●：主管課/○関係課

アクションプラン
推進項目

上段：平成２０年度までの取組内容
下段：目標数値

1.1.1市経営方針の策定と ①当該年度部局経営方針の策定・公表
進行管理
②上半期の振返りと報告
③年度末の振返りと報告
●行政改革推進課
１ ○財政課，企画政策課
（数値目標なし）
1.1.2部局機能の充実
●行政改革推進課

①翌年度に向けた組織見直し
②事務分掌規則の見直し
③事務決裁規程の見直し

①

上段：平成２０年度までの振返り(取組実績）
下段：実績数値

1.1.3職員の改革(挑戦)意 ①市政改革講演会の実施
②管理職合宿研修の実施
識の触発
③若手職員による調査研究事業の実施
●行政改革推進課 ○総
務課

ー
・危機管理監，市政広報官配置
・全部局に調整担当課を設置
・収納対策室，広報室を新設

ー
・課内グループ制の一部導入（企画
政策部，支所，教育委員会の一部）
・診療所課，子ども対策室を新設
・教育支所を廃止（教育生涯学習
課）

4/1：９部８支所８教育支所９８課９室 4/1：９部８支所８１課１０室
10/1：９部８支所８教育支所１００課１
１室
・管理職合宿研修実施（5～6月）
・市政改革研修会実施（5，6月）

・職員ベンチャー事業提案募集
・まちづくり研究会の実施

・管理職合宿研参加者：94名
・市政改革研修会参加者
5月：90名 8月：72名
・職員ベンチャー事業
５件提案があり，２件事業化

都
市
経
営 ３

ー

ー

・課内グループ制の本格導入（消防 ・市民福祉部の再編（保健師の集
約，子育て支援課，環境施設整備
局を除く）
室，地域包括支援室，）
・副市長及び会計管理者の導入
・産業経済部を農林水産部と商工
観光部に分割
・水道局を東郷支所庁舎へ移転

4/1：１０部８支所８１課１０室

4／1：１０部８支所８１課１０室

・市政改革研修実施（管理職，4～5
月）
・コーチング研修実施（管理職７～8
月）
・市政改革シンポジウム実施7月）
・市政改革講演会実施（2月）
・職員ベンチャー事業提案募集
・まちづくり研究会の実施

・コーチング研修実施（課長代理，
8，9月）
・市政改革講演会実施（1月）

・コミュニケーション能力向上研修
（管理職）
・モチベーション向上研修（若手職
員）

・職員ベンチャー事業提案募集
・まちづくり研究会の実施

・職員ベンチャー事業提案募集
・まちづくり研究会の実施

・市政改革研修参加者：130名
・コーチング研修参加者：130名
・市政改革講演会参加者：130名
・職員ベンチャー事業
７件提案があり，１件事業化

・コーチング研修参加者：120名
・市政改革講演会参加者：102名
・職員ベンチャー事業
４件提案があり，１件事業化

・職員ベンチャー事業
１４件提案があり，１件採択
事業名：まんぷく・満足薩摩川内
名物お弁当事業

（数値目標なし）
・まりづくり研究会
市民から見た市役所について研
究

1.1.4パブリックコメント制
度の導入

①パブリックコメント手続実施要綱制定
②制度の施行，運用

●広報室

４

効果及び達成度

平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
・部局経営方針の策定，振返りの実 ・部局・支所経営方針の策定，振返 ・部局・支所経営方針の策定，振返 ・部局・支所経営方針の策定，振返 ・当該年度の経営方針を策定し公表することで，各
部局のマネジメント機能の強化を図ることができ
施及び公表
りの実施及び公表
りの実施及び公表
りの実施及び公表
た。
・市長ヒアリング実施
・市長ヒアリング実施
・市長ヒアリング実施
・振返りを行うことで，常に見なおす姿勢を持つ意
識が定着した。

２

（数値目標なし）

②

・まちづくり研究会
定住政策関係について研究

・まちづくり研究会
・まちづくり研究会
薩摩川内市の都市ブランド構築に 環境問題について研究
向けて研究

○実施要綱施行（４月）
○運用（１０件実施）
○運用開始：７件実施
・交通安全計画（案）
・定員適正化及びアウトソーシ
・国民保護計画（案）
ング方針
・母子保健計画（案）
・一般廃棄物処理計画 生活排水 ・健康さつませんだい２１計画（案）
処理基本計画(案)
・観光振興基本構想（案）
・使用料・手数料見直しに係る基本 ・薩摩川内市都市計画マスタープラ
方針(案)
ン（案）
・男女共同参画基本計画(素案)
・甑島における医療体制のあり方
・第１次総合計画基本計画(素案)
（仮称）
・市政改革大綱 改革アクションプラ ・障害者基本計画（案）
ン(案)
・地域福祉計画（案）
・一般廃棄物処理計画 ごみ処理基 ・環境基本計画（案）
本計画（案）

○運用（８件実施）
・自治基本条例（仮称）骨子
・生涯学習推進計画（案）
・農村環境計画（案）
・水道ビジョン（案）
・第１次農業振興基本計画（案）
・耐震改修促進計画（案）
・自治基本条例原案
・ふるさと景観計画（素案）

○運用（３件実施）
・中心市街地活性化計画（素案）
・ブランド計画（骨子）
・老人福祉計画・第４期介護保険事
業計画（素案）

・107人から355件の意見

・33人から76件の意見

・４人から９件の意見

・471人から708件の意見

（数値目標なし）

1／7

③ 残された課題（今後
取り組むべき課題）等
・経営資源の選択と集中ができていない。（経営方
針の策定において，重点事業に絞った記載ではな
く，総合的な記載内容になっている。）
・部・局・支所長の策定した経営方針を課長がどの
ように具体化していくか。
・部局・支所において，当該年度の重点事業の選択
をさせ，市民にわかりやすい経営方針を策定する。

・住民サービスの維持向上と組織の全体最適化の ・行政改革推進委員会からの「支所のあり方」に対
視点で取組み，組織力の向上を図っている。
する提言を踏まえ，市民・行政が一体となるような組
織を実現する。
【平成２１年度の組織見直し】
・行政改革推進委員会からの提言を踏まえた市役
・原子力対策課の新設
所のあり方とスケジュールを示し，市民の意見や理
・支所地域振興課と市民福祉課の統合
解を得ながら構築する。
→市民生活課の新設
・畜産技師の集約
→本庁畜産課付けとし，各支所に駐在で配置
・社会教育課を中央公民館へ，本土４支所教育課
を地域公民館へ移転
※１０部８支所７４課９室
・目標を管理する意識の定着。
・研修成果を活かしている管理職に差がある。
（定期的なミーティングの実施）
・コミュニケーションスキル向上
・他市，行財政改革の体験談を聞くことができた。

・職員ベンチャー事業（次年度事業化）
平成１７年度
甑航路検討業務委託事業
地区間交流事業
平成１８年度
地域探訪研究事業
平成１９年度
コミュニティブランド市
（コミュニティ応援 ＳＵＰＥＲ
フリーマーケット）
・まちづくり研究会
平成１７年度
市役所を変える提言
平成１８年度
新たな定住施策について報告書
平成１９年度
都市ブランド化に向けた提言書
平成２０～２１年度
①レンタルエコバックシステム実証事業
②マイエコバック作成ワークショップ事業
の２事業を研究中
・制度を実施したことにより市民等関係者の意見が
計画等に反映されたものもある。
・アウトソーシング方針
実施後に，方針（案）の変更を行った。
・甑島における医療体制のあり方
実施後に指針（案）の修正，公表を行った

・制度（パブリックコメントを実施中という）の周知方
法の再検討
・意見のなかったものが，８計画等であった
・パブリックコメントの実施課を交え周知方法等につ
いて協議した上で，地区コミュニティ協議会や市民
に対し意見を聞きたい。
・概要版をつけるなど，読み手に優しい研究が必要
である。

市政改革大綱改革アクションプラン総括（４年間）振返り

資料２

※●：主管課/○関係課

アクションプラン
推進項目
1.1.5市民満足度調査の
実施

上段：平成２０年度までの取組内容
下段：目標数値
①市民満足度調査の実施
(市政モニター制度の活用）
②分析，改善調整

●行政改革推進課
○広報室

５

①

上段：平成２０年度までの振返り(取組実績）
下段：実績数値

平成１７年度
第１回
「広報薩摩川内」，「みんなの119」，
「薩摩川内市議会だより」
第２回
まりづくり公社に関するもの
第３回
水景文化都市
第４回
「キャンプ場・観光農園」，「観光船・
水中展望船」，「甑島観光」

平成１８年度
第１回
わかりやすい公文書
第２回
市ホームページについて
第３回
窓口における職員対応
第４回
指定管理者導入後の状況について

②

平成１９年度
第１回
市民便利帳について
第２回
防災無線による屋外放送について
第３回
農業振興基本計画について
第４回
自治基本条例について

平成２０年度
第１回
・市民にわかりやすい公文書のあり
方に関する意識調査
第２回
・「広報薩摩川内」，「議会だより」に
ついて
第３回
・職員の接遇に関する調査
第４回
・エコバックの利用促進に関する調
査

（数値目標なし）
1.2.1定員適正化計画の
策定と実施
●行政改革推進課
６

都
市
経
営

①定員適正化計画の策定
②職員の配置数の調整
③嘱託員・臨時職員の配置数調整
④実態の公表
平成２１年４月職員数：１，１８７名
平成２１年４月嘱託員・臨時職員数：７３０
名以下
≪参考≫
合併当初（Ｈ16.10月）
職員数：１，３６６人
嘱託・臨時数：１，０６４人

・定員適正化方針の決定，公表（９
月）
・次年度へ向けた職員等の調整
・ＨＰにて公表
平成１７年４月
職員数：１．３４７名
嘱託員・臨時：９１０名
≪計画値≫
職員数：１．３４７名

①新人事制度の検討
※人材育成基本方針・国家公務員制度
改革参考

・複線型人事制度の導入

・次年度へ向けた職員等の調整
・ＨＰにて公表

・次年度へ向けた職員等の調整
・ＨＰにて公表

・次年度へ向けた職員等の調整
・次期定員適正化方針の検討
・ＨＰにて公表

平成１８年４月
職員数：１．３１３名
嘱託員・臨時：８３５名
≪計画値≫
職員数：１．３１７名

平成１９年４月
職員数：１，２８４名
嘱託員・臨時：７９６名
≪計画値≫
職員数：１．２８７名

平成２０年４月
職員数：１，２４９名
嘱託員・臨時：８３９名
≪計画値≫
職員数：１．２３７名

・人事異動基本方針を策定（職員に ・人事異動基本方針に基づき，在課 ・女性職員の管理職等への積極的
公表）
３年以上の職員を異動対象とし，本 な登用を行う。
庁，支所間の人事交流，本土島嶼 ・昇格昇給基準の見直しに取り組ん
でいく。
部間の人事交流を実施

③ 残された課題（今後
取り組むべき課題）等

効果及び達成度

・市政モニターを活用し，出てきた意見を「市民の ・サンプル数（人数）など市民満足度の把握手法の
満足度」として把握・分析することで，結果を市の 検討
取り組みに反映し，改善することができた。
【市民便利帳について】
表中の字体を変えて濃くし，見やすくなるようにし
た
紙質を光らない紙に変えた
色使い・イラストを増やした
とじ穴を左上1カ所にした
【市ホームページについて】
ダウンロードファイルを見るために必要なソフトの
案内を表示するようにした
イラストや写真を増やした

平成２１年４月時点
職員数：約１，２１０名
（計画値１，１８７人，方針比＋２３程度）
嘱託員・臨時：
・人件費（正職員）の推移（当初予算）
平成17年度：10，096百万円
平成18年度： 9，587百万円
（前年比： ▲509百万円）
平成19年度： 9，589百万円
（前年比：
2百千円）
平成20年度： 9，459百万円
（前年比： ▲130百万円）

・当初は，定員適正化計画に定める目標に沿って
順調に職員数を削減してきたが，勧奨退職の減少
や業務増（介護保険関係，後期高齢者医療制度）
への対応等により，予定どおりに進捗していない状
況にあり，平成２０年度末までに定員１，１８７名とい
う目標達成は困難な状況にある。嘱託員・臨時職員
についても，目標達成は難しい状況である。
・当初想定していなかった要因等を踏まえ，現実に
即した精度の高い計画を新たに定め，確実に実行
するとともに，組織や業務の見直しを並行して進め
る。

・人事異動基本方針を策定したことで「職員の適材 ・人事異動基本方針に基づき，職員の意欲や能力・
適所の配置に努め，さらには職員人材育成基本方 適性を踏まえ本市の求める職員像を目指し，併せて
針に基づく，高い業務遂行能力意欲と能力を備え 個々の職員の人材育成や能力開発を念頭に適材
た人材の育成を図り，併せて組織の活性化を図る」 適所の人事配置を行いたいが，更なる職員の基本
的能力，専門的能力の向上が求められる。
という目的を明確に定めることができた。
・自己申告等による適材適所への配置や職員研修
等による人材育成の徹底。

（数値目標なし）
②新評価制度の検討
※人材育成基本方針・国家公務員制度
改革参考

７

1.2.2新たな人事・給与制
度の構築
●総務課

（数値目標なし）
③新給与制度の検討
※人材育成基本方針・国家公務員制度
改革・人事院勧告参考

（数値目標なし）
④実態の公表

・新たな人事評価制度に向けた「職 ・各部局の人事担当課長で構成す ・課長が課長代理を評価する第一
場における職員の育成に関する着 る人事評価制度検討会の立ち上げ 次試行のためのシステム改修
・平成１９年度実施予定の人事評価 ・課長，課長代理，グループ長が一
眼点」公表
試行のためのマニュアル案につい 般職員を評価する第２次試行に向
けたシステム環境を整備
て検討

・課長代理，グループ長級の職員に
対し，上司において職務行動評価
及び役割達成度評価を実施してい
く。

・職務行動評価及び役割達成度評価を試行実施
することで，上司と部下のコミュニケーションが図ら
れ，平成22年度以降の本格実施に向けた問題点
等を整理できた。

・評価する立場での公平な評価内容及び考え方が
大きな課題である。
・職務遂行を通じて発揮した能力や意欲，成果を的
確に把握し，公平かつ適性に評価・処遇する人事
システムを構築する必要がある。

・人事院勧告に伴う新給与制度の導 ・新給与制度による昇給を実施（１９
入
年１月１日）
・新職務職階制度の導入
・人事院勧告による制度改正の実施
（管理職手当の定額化扶養手当の
引き上げ）
・新たな人事評価制度による昇格基
準は継続して研究中

・平成18年４月１日勤務実績を給与 ・人事給与システムの再構築
に反映する新給与制度導入に伴
い，平成２２年度本格実施予定であ
る人事評価制度の構築を進め，そ
れに合わせて新昇給・昇格基準の
構築について職員組合と協議を進
めている。

・新人事給与システムについて，調整委員会による ・新人事給与システム導入に伴う作業。
・随時業者との調整・作業内用の確認を行い人事給
業者選定を行い導入作業に着手した。
与システムの本稼動を図る。

給与の公表
―

給与の公表
―

・広報紙やホームページ等により公表を実施した。 －
・人事行政の運営などの状況
・薩摩川内市の給与・定員管理等について
公表後の意見の主なもの
・職員の給料が高い。
・議員の給料が高い。なぜ期末手当つくのか。
・議員の給与は誰が決めるのか。

給与の公表
―

給与の公表
―

（数値目標なし）
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市政改革大綱改革アクションプラン総括（４年間）振返り

資料２

※●：主管課/○関係課

アクションプラン
推進項目

上段：平成２０年度までの取組内容
下段：目標数値

1.2.3職員人材育成基本 ①職員意識調査の実施
方針の策定と実施(能力向 ②調査結果集計・素案作成
上)
③基本方針案決定・公表
④方針に基づく各制度実施
●総務課

①

上段：平成２０年度までの振返り(取組実績）
下段：実績数値

平成１７年度
・「人材育成基本方針」を策定し，職
員へ公表
・国関係機関派遣：３名
・県関係機関派遣：３名

平成１８年度
・新たな人事評価制度に向け，部下
による上司診断及び部課長の人事
評価演習の実施
・指定管理者制度等に対応するた
め，複式簿記研修の実施
・国関係機関派遣：２名
・県関係機関派遣：３名

②

平成１９年度
・平成１９年度接遇研修や法制研
修，人事評価研修を実施
・職員表彰基準を明確化し，職員に
公表し，新基準に基づく職員表彰を
実施
・国関係機関派遣：４名
・県関係機関派遣：４名

８

1.3.1財政健全化計画の
進行管理

平成１７年度：職員人材育成基本方針策 ・平成18年3月策定
定
①中長期財政運営指針の進行管理
・進行管理

●財政課
９

平成２０年度目標値（普通会計）
人件費：９７億円
物件費：５０億円
補助費等：２９億円
普通建設事業費：８１億円
公債費：７６億円
1.3.2バランスシート・行政 ①バランスシート等の作成方針・内容の
コスト計算書の作成
検討
②バランスシート等の作成・公表
●財政課

・財政計画の策定準備（情報収集） ・中長期財政運営指針の改定

決算統計
決算統計
人件費：１０３億円
人件費：１０４億円
物件費：４８億円
物件費：５２億円
補助費等：２５億円
補助費等：２６億円
普通建設事業費：８４億円
普通建設事業費：１０２億円
公債費：７４億円
公債費：７９億円
・バランスシート等の作成方針・内容 ・バランスシート等の作成・公表
（旧総務省方式）
の検討
・バランスシート等の作成・公表
（旧総務省方式）

決算統計
人件費：１０３億円
物件費：５０億円
補助費等：２４億円
普通建設事業費：６９億円
公債費：７３億円
・バランスシート等の作成・公表
（旧総務省方式）

10

都
市
経
営

1.3.3全庁的コスト節減活
動の実施
●行政改革推進課
○全課室等
11

●財産活用推進課
○行政改革推進課，各関
係課

12

・新たな財政計画の策定準備

・人事主導の研修実施だけでなく，職員の意識及び
要望を的確に捉えたうえでの研修も必要ではない
かという課題。
・年々，病休者の数が増加している。
・職員の考え方や要望を的確に把握したなかでの
人材育成基本方針の見直しに取り組んでいく。

・平成１９年１０月[薩摩川内市財政健全化計画・中 ・下期総合計画や次期市政改革大綱と連動した新
長期指針財政運営指針を改定，「薩摩川内市中長 たな財政計画の策定が必要。
期財政運営指針」とし，目標財政指標を一部見直 ・総合計画下期基本計画，次期市政改革大綱の策
し。
定に合わせ，新たな財政計画の策定作業を行う。
・概ね計画に即した財政運営ができた。

・「資産・債務改革」に取り組むために，新地方公会
計制度の導入が必要となる。
・総務省方式改訂モデルによる財務書類４表を作成
し，公有財産台帳整備を段階的に整備していく。

・行動計画策定，振返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（2月）

・各課で行動計画を策定，定期的に振り返りを行
い，全職員参加で取り組むことで職員の意識改革
に繋がった。
・発表会を実施することで，進んだ取り組みの紹介
にもなり，事務改善情報の共有ができた。
【コスト削減の代表的な事例】
・帳票のデータ化
・本庁公用車の集中管理について

・行動計画の策定及びＳＭＡＲＴ発表会のあり方に
ついて，より意義のある取り組みになるよう改善する
必要がある。
・市民の満足度を把握し，行動計画策定の参考に
する。
・発表会の実施については，取り組み事例の発表だ
けでなく，先進地の事例紹介，事務改善提案の応
募を行うなど，内容について検討していく。

・未利用土地については，年間処分目標値を１億
円と定め，処分を行ってきた。達成度：148％
未利用地処分合計：592,522,439円
・分譲団地については，年間販売区画数を５区画
と定め，販売促進に努めてきた。達成度：50％
・マイクロバスの効率的運用
・借上げ対応による経費削減
・公用車１台あたりの運行率・稼働率の向上
平成２０年度
稼働率 平均84.6％
運行率 平均64.5％
削減台数：77台

・分譲団地の販売促進
・公用車の経費削減
・市HP・新聞・住宅情報誌等へ掲載し，早期販売促
進。
・県宅地建物取引業協会との「購入者紹介に関する
協定」の締結
・借上げ単価契約の調整
・購入車両予算の一元化
・軽自動車への転換

・行動計画策定，振返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（2月）

・行動計画策定，振返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（2月）

・行動計画策定，振返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（2月）

庁舎管理経費
電気：43，108千円
水道： 2，360千円
ガス： 1，698千円

庁舎管理経費
電気：41，534千円
水道： 2，394千円
ガス： 2，209千円

庁舎管理経費
電気：41，140千円
水道： 2，348千円
ガス： 2，492千円

①未利用土地活用方策の検討
②転用・処分
③公用車の廃止
④公用車の効率的運用

・川内警察署道場跡地等を処分
・公用車削減

・東浜田市営住宅跡地を処分
・公用車運行調査
・公用車配置計画策定
(各所管課の管理を本庁について
は各部局総括課及び財産活用推進
課。支所については地域振興課で
集中管理方式に移行。）

・大村高校跡地処分
・マイクロバス２台売却
・平成２０年1月から本庁公用車の一
括集中管理の試行開始

・保育園貸付地等の売買契約を締
結
・マイクロバス２台売却
・マイクロバス１台削減検討
・本庁公用車の一括集中管理の本
格的実施

未利用土地の活用・処分：３億円
公用車削減数：７６台

・未利用地処分（25件）
面積：12，907.42㎡
金額：280,215,196円
・公用車の処分
公用車売却：３９台
売却額：3,868,110円

・未利用地処分（12件）
面積：4，083.58㎡
金額：20,690,870円
・分譲団地処分（1件）
区画数：１区画
面積：315.95㎡
金額：4,739,250円
・公用車の処分
公用車売却：２８台
売却額：1,837,580円

・未利用地処分（23件）
面積：29，104.61㎡
金額：147,502,491円
・建物処分（2件）
面積：603.72㎡
金額：3,225,100円
・分譲団地処分（8件）
区画数：８区画
面積：2，877.98㎡
金額：32，757.334円
・公用車の処分
公用車売却：３台
売却額：1,549,000円

・未利用地処分（有償31件，無償2
件）
面積：57,412.04㎡
金額：144,113,882円
・建物処分（1件）
面積：1,691.2㎡
金額：4,017,980円
・分譲団地処分（2件）
区画数：1区画
面積：338.39㎡
金額：4,668,428円
・公用車の処分
公用車売却：2台
売却額：1,492,000円
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③ 残された課題（今後
取り組むべき課題）等

・バランスシート等の作成・公表 （旧 ・バランスシート等の公表により資産・負債の状況
を住民に対して開示することができた。
総務省方式）
・新地方公会計制度の資料収集及
び内容検討
・公有財産台帳整備
・財務書類４表作成準備

資産2，101億円
うち負債
726億円
正味資産1,375億円

（数値目標なし）

1.3.4市有未利用土地及
び公用車の活用

平成２０年度
・管理監督者を対象に「コミュニケー 求められる職員像及び求められる基本的能力に対
ション能力向上研修」を７月２９～３１ 応するため，人材育成基本方針に基づき，「市民
日の３日間実施した。参加者は１０４ 満足向上型研修」「政策形成能力向上型研修」「職
務遂行能力向上型研修」の3つの視点から研修を
名。
・採用後１０年以下の若手職員を対 実施し，職員の人材育成に努めた。
象に「モチベーション向上研修」を１
２月１日～５日の５日間実施した。参
加者は１９１名。
・参事補を対象に，「クレーム対応研
修」を２月２５日～２７日の３日間実施
した。参加者は１３３名。
・国関係機関派遣：４名
・県関係機関派遣：５名

資産2，136億円
うち負債
749億円
正味資産1,387億円
①ＳＭＡＲＴ作戦行動計画（経費節減）
の策定・公表
②実行管理
③上半期の振返り報告
④コンテスト実施
⑤年度末の振返り報告

効果及び達成度

市政改革大綱改革アクションプラン総括（４年間）振返り

資料２

※●：主管課/○関係課

アクションプラン
推進項目
2.1.1事務事業の整理

上段：平成２０年度までの取組内容
下段：目標数値
①権限移譲調整
②事務分掌規則の見直し（再掲）

①

平成１７年度
・平成18年度より権限移譲プログラ
ム6項目を移譲することを決定。

●行政改革推進課
○各部局総括課等

13
（数値目標なし）

2.1.2事務事業の評価

14

●行政改革推進課
○各部局総括課等

上段：平成２０年度までの振返り(取組実績）
下段：実績数値

②

平成１８年度
・平成19年度より権限移譲プログラ
ム9項目を移譲することを決定。

平成１９年度
・平成20年度からの移譲事務はな
し。

6法令6項目99事務を受入
・都市計画の決定等に係る調査の
ための立入りに伴う障害物の伐採及
び土地の試掘等
・悪臭防止規制地域の指定，変更，
規制基準の設定等
・騒音規制地域の指定，変更，規制
基準の設定等
・振動規制地域の指定，変更，規制
基準の設定等
・特定商品の販売事業者に対する
措置命令等
・土地改良区の設立，合併，解散に
関する事務等

8法令9項目77事務を受入
・町，字の新設，廃止，名称変更に
関する事務
・あらたに生じた土地の確認
・特定非営利活動法人の設立認
証，届出の処理等
・入会林野整備計画の適否の決定
等
・宅地造成規制区域の指定，宅地
造成に関する工事等の届出の処理
等
・建築確認事務
・浄化槽設置等の届出受理，変更
命令等（特定行政庁として）
・建設リサイクル法の対象建設工事
の届出の処理，立入検査等
・優良宅地の認定，優良住宅の認
定

効果及び達成度

平成２０年度
平成21年度より権限移譲プログラム ・鹿児島県の地域中核都市としての役割及び市の
2項目を受入予定。（2法令2項目6事 自立の1ステップを踏んだ
【移譲受入事務の処理件数】
務）
平成１８年度：１２件
平成１９年度：１，２０７件

③ 残された課題（今後
取り組むべき課題）等
・地方分権への国等の動向を踏まえ，権限と責任を
持ち，真に自立した市となるように取組む。
・国等からの一括した権限移譲も含め，市政に必要
な事務事業については人的・財源的な部分を適切
に判断し，積極的に移譲を求めていく。

【平成２１年度からの移譲事務】
・都市計画区域内の土地等の譲渡に関する届出
の処理等
・特定工場に関する届出の処理，着手期間短縮承
認

・事務事業評価に関する研修会を開催し，目標管 ・評価結果の更なる透明性の確保が必要。
・業務の棚卸し（市がすべきかの判断）を行う。
理の必要性を認識できた。
・平成２１年度当初予算編成より，企画政策課，財 ・外部評価の導入
政課と連携して，評価結果を反映する。
・評価結果が，「廃止」１事業，「縮小」２事業，「移
管」２事業などがあった。

・試験運用実施（33課35事業）

・試行運用実施

・第２次試行運用

事務事業評価実施

平成１９年度：事務事業評価本格導入

33課35事業（試行）

各課95事業（試行）

・実施計画登載の継続事業
152事業（試行）

・ソフト事業65事業
・上記以外の課・室・機関は1事業

①ベンチマークの設定
②部局経営方針と併せた進行管理

・部局経営方針の策定，振返りの実 ・部局・支所経営方針の策定，振返 ・部局・支所経営方針の策定，振返 ・部局・支所経営方針の策定，振返 ・定量的な（数値）目標を持つ認識ができた。
・経営方針の中で，個別に目標を設定して取り組
施及び公表
りの実施及び公表
りの実施及び公表
りの実施及び公表
んだものがあったが，出来ていないものもある。
【具体的な内容】
・未利用土地の転用処分：１億円
・コミュニティバス利用者数：年間24万人
・消防団サポーターへの登録：96人

ー

①評価手法の調査研究
②試行
③本格導入

サ

2.1.3めざそう値の設定

ビ
ス
向
上

●行政改革推進課
○各部局総括課等
15
（数値目標なし）

2.1.4公の施設の評価
●財産活用推進課
○各関係課
16

①公共施設ストック等公有財産の実態把 ・公共施設総合活用計画策定業務 ・公共施設の各課所管課において， ・公共施設の各課所管課において， 完結
委託を実施
保全から見た課題整理及び保全に 保全から見た課題整理及び保全に
握
係る基本方針の検討
係る基本方針の検討
②今後の老朽化等予測
③公共施設の保全から見た課題整理
④公共施設の保全に係る基本方針の検
討
⑤分析結果による調整・具体化

・市独自のベンチマーク（数値目標）が設定できて
いない。
・他市と比較したベンチマーク（数値目標）の設定が
必要である。

・計画的な施設の維持管理による資産価値の向上
・施設の効果的・効率的活用による行政サービス
の向上
・その施設に将来かかるコストの縮減による財政負
担の軽減

（数値目標なし）
2.1.5公営企業の経営健
全化

①経営の総点検・事業内容の分析
②民間的経営手法の導入検討
③中期経営計画の策定

中期経営計画策定に向け，水道
ビジョンの調査・研究

地域水道ビジョン（案）作成の
業務委託

・水道ビジョンに基づく実施事業の
・パブリックコメントの実施
・上下水道事業運営審議会の開催 決定
・中期経営計画の策定準備
・薩摩川内市水道ビジョンの完成

・経営手法，健全化の調査，研究

・経営手法，健全化の調査，研究

・経営手法，健全化の調査，研究

●水道管理課
平成１８年度：中期経営計画策定，経営
の総点検
17

2.1.5公営企業の経営健
全化
●商工振興課

①経営の総点検・事業内容の分析
②民間的経営手法の導入検討
③中期経営計画の策定
平成１８年度：中期経営計画策定，経営
の総点検

4／7

・経営手法，健全化の調査，研究
・民営化に向けた調査，研究

・国が推進する簡易水道との事業統合を，平成２８
・各地域の現状把握ができたこと
年度までに達成するための事業実施のスケジュー
・取り組むべき課題を把握できたこと
・薩摩川内市水道事業の将来像を確認できたこと ル策定及び事業費の資金調達
・平成２８年度までの事業実施計画の策定
・国庫補助金，起債等の調査研究
・水道料金等の改定
・中期経営計画の策定
・バス事業所職員の経費節減の意識を持つことが
できた。
・経営改善項目
接遇改善（研修）
アイドリングストップの徹底
燃費向上タイヤの使用

・職員（運転手）の退職に伴う運行体制の維持
・老朽バスの維持，改善
・効率的な運行ダイヤ等の見直し
・早期の経営手法，経営安定化のための分析
・今後，民間事業者への委託，譲渡等民営化に向
けた調査，研究を行う。

市政改革大綱改革アクションプラン総括（４年間）振返り

資料２

※●：主管課/○関係課

アクションプラン
推進項目

上段：平成２０年度までの取組内容
下段：目標数値

2.1.6外郭団体の自主的・ ①該当団体の抽出
自立的経営の促進
②運営状況の分析・公表
③外郭団体見直し指針の決定
●行政改革推進課
④経営改革プランの策定
○各関係課

①

上段：平成２０年度までの振返り(取組実績）
下段：実績数値

②

平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
・外郭団体見直し指針の策定（3月） ・（株）東郷温泉ゆったり館，甑産業 ・外郭団体経営改革プラン年度計
公社精算
画の策定，公表（6団体）
・外郭団体経営改革プランの策定，
公表（6団体）

平成２０年度
・外郭団体経営改革プラン年度計
画の策定，公表（6団体）
・次期外郭団体見直し指針の検討
・外郭団体との意見交換会の実施

18
社協：里，上甑支所を統合(H19.4.1) シルバー：祁答院，入来支所を統合
(H20.4.1)
シルバー：里，上甑支所を統合
(H19.4.1)

平成１８年度：２法人廃止，経営改革プラ
ン策定

2.1.7補助金の見直し・統 ①補助金予算の公表
合化
②補助金見直しに関する市民意見募集
③再構築案の検討
●財政課
④新制度設計及び調整
○行政改革推進課
⑤関係団体等説明会の実施
各部局総括課
⑥新制度による予算編成

19

2.2.1全庁的事務改善等
活動の実施

ー

●行政改革推進課
○全課室等

サ

ビ 20
ス
向
上

・新制度方針に基づく，補助金交付 ・補助金等基本条例策定
要綱・細則の策定
・補助金の評価・見直しを実施
・提案公募型補助金制度の検討

・新制度開始

完結

効果及び達成度

③ 残された課題（今後
取り組むべき課題）等

平成１８年３月に外郭団体見直し指針を策定し， ・民営化検討を含む，更なる経営改革の促進。
２法人の廃止及びその他団体は経営改革プラン及 ・次期外郭団体見直し指針及び各団体経営改革プ
び年度計画を策定し，自主的・自立的経営の促進 ランの策定。
を図ることができた。
□運営補助の削減
・２法人廃止効果：△36,758千円（H17運営補助
額）
・まちづくり公社を除く３法人：△21,397千円（H17
対H19）
※まちづくり公社は３年に１回の一時金支給等によ
り，H17対H19は20,749千円の増。
・評価を行うことで，補助事業者の自立を促し，恒
常化の抑止力となる。
・提案公募方式により，自発的活動への取組意欲
を掘り起こす。
【提案公募型補助金】
○平成１９年度
・自然観光公園柳山アグリランドの整備事業【峰山
地区コミュニティ協議会】
・東郷青年団天神ロードウォーキング【東郷青年団
連絡協議会】
○平成２０年度
・ミニＦＭラジオ設備【ＳＥＮＤＡＩ ＲＩＶＥＲ ＲＡＤＩ
Ｏ】
・水引キッズ応援隊事業【水引キッズ応援隊】

平成１９年度：新たな補助金制度運用開
始

・補助金見直し結果
継続：70件
見直し：99件
廃止：74件

・補助金見直し結果
継続：66件
見直し：87件
廃止：19件
・H19提案公募型補助金
50件応募 31件採択
32，933千円

・補助金見直し結果
継続：11件
見直し：3件
廃止：5件
・H20提案公募型補助金
54件応募 32件採択
30，112千円

①ＳＭＡＲＴ作戦行動計画（事務改善・ 接 ・行動計画策定，振返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（２月）
遇
改善等）の策定
②実行管理
③上半期の振返りと報告
④コンテスト実施
⑤年度末の振返りと報告

・行動計画策定，振返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（２月）

・行動計画策定，振返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（２月）

・行動計画策定，振り返りの実施
・ＳＭＡＲＴ発表会実施（2月）

・証明書自動交付機が稼働
・異動時期の窓口延長を実施
・コールセンターの検討開始

・異動時期の窓口延長を実施
・コールセンターの検討

・証明書自動交付機の稼働があがることで，発行
・異動時期の窓口延長を実施
窓口の混雑が解消できている。
・コールセンターの検討
・証明書自動交付機に所得証明発 ○自動交付機利用実績
平成１７年度 ２０９件
行の機能追加
平成１８年度 １，６１２件
平成１９年度 ４，５４６件
平成２０年度１０，７２２件
○繁忙期延長の実績
平成１９年度（Ｈ19.3～4）：１０４件
平成２０年度（Ｈ20.3～4）：１１７件
平成２１年度（Ｈ2１.3～4）：２３９件

・各課で行動計画を策定，定期的に振り返りを行
い，全職員参加で取り組むことで職員の意識改革
に繋がった。
・発表会を実施することで，進んだ取り組みの紹介
にもなり，事務改善情報の共有ができた。
【事務改善等の代表的な事例】
・窓口対応の接遇改善
・ほうれんそうの徹底

・評価委員会の評価結果の予算への反映。
・提案公募補助金の同一事業への補助期間を３年
限度としており，補助期間終了後も継続を望む事業
に対し，自立させる必要がある。
・評価委員会の評価結果を尊重し，予算査定の中
で議論し反映していく。
・補助金として行政が関与できる３年の期間内に，
効率的な事業執行，受益者負担のあり方に関する
助言等を行うことにより，自立を促す。

・行動計画の策定及びＳＭＡＲＴ発表会のあり方に
ついて，より意義のある取り組みになるよう改善する
必要がある。
・市民の満足度を把握し，行動計画策定の参考に
する。
・発表会の実施については，取り組み事例の発表だ
けでなく，先進地の事例紹介，事務改善提案の応
募を行うなど，内容について検討していく。

（数値目標なし）

2.2.2窓口業務の見直し
●行政改革推進課
○各部局総括課
21

①効率化に向けた検証及び調整
②外部委託可能業務の検討及び調整
③事務分掌規則の見直し（再掲）
平成１７年度：窓口業務の効率化検討
平成１８年度：実施

2.2.3市民にわかりやすい ①分析
公文書，市出版物への改 ②指針作成
善【公文書】
③運用開始
④市民の反応，評価の分析
●文書法制室
⑤改善，見直し
○行政改革推進課，
平成１７年度：指針策定，運用開始
教育総務課
22 2.2.3市民にわかりやすい ①分析
公文書，市出版物への改 ②指針作成
善【広報紙】
③運用開始
④市民の反応，評価の分析
●広報室
⑤改善，見直し
○行政改革推進課，
教育総務課

・指針策定委員会の開催
・職員に対するアンケート調査及び
調査結果の分析
・指針案作成

－

・市政モニターアンケート調査及び ・運用
・指導による改善
調査結果分析
・指針策定
・指針公開，運用開始

－

－
・新年度に向けて紙面の改善を検
討

5／7

・今後，職員数が減少する中で，窓口業務（住民票
発行関係）委託化の検討が考えられる。
・窓口（証明，電話）のワンストップ化
・支所の窓口業務についても検討を行う。
・窓口業務（住民票発行関係）の委託化

・市政モニターアンケート調査及び ・指針策定後の平成20年度に行った市政モニター ・約2割の方が変わっていない等との回答であった
アンケートでは，約8割の方がわかりやすくなったと ので，指針の更なる周知徹底を図り，わかりやすい
調査結果分析（改善度合）
公文書の作成に努める必要がある。
回答。
・運用
・文書整理説明会，公文書発送処理に伴う公印承
・完結
認時など，公文書に触れるあらゆる機会を通じて，
職員への指導等を行う。
－
・紙面を一新した6/10号から9/10号までの合計7回 ・市政モニターアンケート調査結果を踏まえ検討し
・6/10号から全面リニューアル
・写真を多用たレイアウト構成，読み 分について，市政モニター94名に対し，アンケート たい。
調査を実施中。
やすい紙面作り
アンケート結果集計中
・広報委員会の実施（３回）
・10/10号から市民からの[まちの話
題」を募集

市政改革大綱改革アクションプラン総括（４年間）振返り

資料２

※●：主管課/○関係課

アクションプラン
推進項目
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上段：平成２０年度までの取組内容
下段：目標数値

2.2.4ホームページの機能 ①職員の技能向上研修
向上
②音声読上げシステム運用
③行政相談システム運用
●広報室 ○情報政策課 ④その他システムの導入検討

①

上段：平成２０年度までの振返り(取組実績）
下段：実績数値

平成１７年度
・音声読上げシステムの導入検討・
運用開始検討
・電話による掲載内容の音声読上げ
システムについて，項目を追加し
サービス内容を充実した
・音声読上げシステムの更新

平成１８年度
・ページデザインリニュアル化への
予算調整
・各課所のホームページの更新及
び新規作成

②

効果及び達成度

③ 残された課題（今後
取り組むべき課題）等

平成１９年度
・新規ホームページ及びコンテンツ
マネージメントシステム導入仕様の
精査
・システム決定
・各課所のホームページの更新及
び新規作成

平成２０年度
・5/1にホームページをリニューアル
・職員向けの研修を実施
・アクセシビリティ（使いやすさ）に配
慮した音声読み上げシステムの運
用開始

・グループウェア，文書管理，庶務
事務システム運用開始
・財務会計，人事給与，企業会計シ
ステムの検討開始

・内部情報システムの運用の充実
・内部情報システムの拡充として，財
務会計，人事給与システムの導入
作業

・事務の効率化，高度化の実現。
・庁内（本庁・支所間）の決裁行為の時間が短縮さ
れた。
【用紙の購入枚数】
平成１７年度 11，445千枚
平成１８年度 13，098千枚
平成１９年度 12，384千枚
平成２０年度 7，204千枚（10/31）

・市民からの多種多様なニーズ及び責任を果たせる
ために，更なる事務の効率化・高度化を目指し，内
部情報システムを成熟させ，活用する必要がある。
・財務会計と人事給与システムを導入，内部情報シ
ステムに組込みことにより更に事務の効率化，高度
化を図る。

・地域情報化研究会において，統合
型ＧＩＳの導入に向けた調査・研究を
行い，必要な機能及び機器構成等
の検討を行った。

・地域情報化研究会における統合 ・本土・甑島間を光ファイバケーブル ・統合型ＧＩＳに必要な共用空間
型ＧＩＳの導入に向けた研究の結果 で結ぶネットワークの整備に着手。 データを整備。
・統合型ＧＩＳ（地理情報システム）庁
を集約した導入計画書を作成。
内システムを導入。
・本土・甑島間ネットワーク増速整備
・本土・甑島間を光ファイバケーブル
基本調査業務委託により，海底光
で結ぶネットワークの整備完了
ケーブルによる整備を決定。

・本土と甑島を結ぶ光ファイバケーブルの敷設によ
り，甑島内のブロードバンド化に向けた動きが大き
く進展した。
・統合型ＧＩＳ庁内システムの導入により，地理情報
と関連付けた行政情報の発信が可能となった。

・甑島をはじめとする市内に現存するブロードバン
ド・ゼロ地域の解消。
・統合型ＧＩＳを活用して対市民向けに発信する情
報コンテンツの充実。
・ブロードバンド・ゼロ地域の解消については，国・
県の補助事業を活用しながら平成２２年度までにブ
ロードバンドに対応していない交換局のブロードバ
ンド化を進める。
・統合型ＧＩＳを活用した市民向けの情報コンテンツ
については，先進事例等の情報収集や住民アン
ケート等による住民ニーズの調査を行い，これらの
情報を基に住民の視点に立った情報コンテンツの
整備を進める。

①県との共同利用による導入決定。
②設計～施工までを一括発注する
手法の試行を行う。
③工事成績評定制度の本格実施
④評定結果の指名への反映実施

①県との共同利用による導入決定。
（実証実験に参加）
②設計～施工までを一括発注する
手法の試行を行う。（条件付き一般
競争入札の導入・実施）
③工事成績評定制度の本格実施
（条件付き一般競争入札の運用基
準に反映）
④評定結果の指名への反映実施
（総合評価式入札制度の研究）

①システム開発終了
②一般競争入札の導入
③建設工事関係者との意見交換会
を実施。
④総合評価方式を入札制度を試行
的に導入（2件を試行）

①平成20年7月に模擬入札を実施
し，8月6日公告分から本格実施
※土木一式、建築一式ほか通常７
工種実施済
※他の工種も導入を検討中
②平成20年8月6日公告分から工事
成績を重視した入札制度を導入，
市場型最低制限価格，施工体制調
査制度なども併せて導入し，公平
性・透明性を図った。
③完結
④8月から，3,000万円以上の工事
については全て総合評価方式とす
る。（５件実施）

(1)他工種においても電子入札の
【効果】
導入拡大
・入札・契約制度の透明性，適正化を図ることがで
(2)予定価格の事後公表の検討
きた。また品質の高い工事をすることができた。
【落札率】
平成１７年度：95.04％）
(指名競争689件 一般競争-)
平成１８年度：94.94％
(指名競争740件95.25％ 一般競争9件79.79％)
平成１９年度：88.91％
(指名競争 77件93.88％ 一般競争476件87.12％)
平成２０年度：90.42％
(指名競争 49件90.92％ 一般競争544件90.37％)

①具体的なコスト縮減の項目を試行
②概算数量発注要領の作成
③品質確保のための成績評定導入
④設計内容の事前審査の実施
⑤建設副産物の有効利用促進

・工事等技術調整会議及び建設関 ①及び②
・設計時・積算時及び施工時にコス
係事業者との意見交換会開催
・同意見交換会で，トータルコストの ト縮減を反映。
チェック，イニシャルコスト（初期費 ・ヒアリングによる設計内容の精査
③工事等技術調整会議や出前講座
用）及びランニングコスト（管理費
用），工期や環境への配慮等につい （建設関係事業者との）で，トータル
コストのチェックイニシャル及びラン
て，説明及び周知を図った。
ニングコスト，工期や環境への配慮
について説明し，周知を図った。
品質が確保された調達を目的とし
た発注者と受注者とで構成するワー
キンググループによる，施工段階に
おける諸問題点の解消策について
検討。
④上記のワーキンググループの議
論の中で，取組事例の抽出及び周
知徹底策を検討した。

①及び②
・設計時，積算時及び施工時にコス
ト縮減を反映
・ヒアリングによる設計内容の精査
③工事等技術調整会議，出前講座
（建設関係業者との）で，トータルコ
スト（整備経費，維持経費）及び工
期や環境配慮について周知を図っ
た。
品質が確保された調達を目的とし
た発注者と受注者とで構成するワー
キンググループによる施工段階にお
ける諸問題点の解消策について検
討した。
上記のワーキンググループの議論
の中で、取り組み事例の抽出及び
周知徹底策を検討した。
電気のワーキンググループは４月
以降に５回開催済。
他の工種も、随時開催予定。

(1)他工種のワーキンググループ
①設計時・積算時・施工時の取り組み
開催（準備中）
②ヒアリングによる設計審査の実施
【縮減額】
平成１７年度・・・取り組みなし。
平成１８年度・・・約３億円
平成１９年度・・・約１．５億円
平成２０年度・・・約１．１億円
※減少傾向の原因
毎年コスト縮減の取り組みの工夫が無くなってく
る。
前年度の縮減方法等は当然の取り組みとしてカ
ウントしていない。
また，公共事業費が減ってきている。

（数値目標なし）
・研究会による調査研究を実施し， ・グループウェア，文書管理，庶務
①研究会による調査・発足
導入・選定方法について検討を行 事務システムテスト運用開始
②調査・研究報告
③運用方法や機種選定等の具体的導入 う。
●行政改革推進課
検討
24 ○総務課，文書法制室， ④人事・給与，財務会計システムの構築，
財政課，情報政策課， 導入（統合内部システムの確立）
会計課，水道管理課
2.2.5電子決裁等の導入
検討

・WebUDが導入されたことにより，音声読み上げや ・リニューアルをしたばかりなので，特になし。今後
漢字の読み仮名表示，文字や図の拡大，文字色 反響をみながら対応していきたい。
や背景色の変更ができるようになり，高齢者や障害
者に優しいホームページになった。

（数値目標なし）
2.2.6地域情報化計画の
推進
●情報政策課

①地域情報化研究会による研究
②ネットワーク利用促進の研究
（離島のＢＢ化促進の調査研究，
情報家電の有用性の調査研究）

25

（数値目標なし）
2.2.7入札契約制度の見
直し

ー

①電子入札制度導入検討・開発・試行
②新しい入札制度の試行・導入
③工事成績評定制度の定着
●契約検査課 ○各関係 ④総合評価式入札制度の試行と工事成
課
績
評定結果の反映

サ

ビ
ス
向
上
26

（数値目標なし）
2.2.8公共工事のコスト縮
減

①改善行動計画（コスト縮減取組）
②実施管理
③トータルコストのチェックイニシャル及び
●契約検査課 ○各関係 ランニングコスト，工期や環境への配慮
課
④取組実例の紹介及び周知徹底

27

（数値目標なし）
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市政改革大綱改革アクションプラン総括（４年間）振返り

資料２

※●：主管課/○関係課

アクションプラン
推進項目

上段：平成２０年度までの取組内容
下段：目標数値

2.2.9使用料・手数料等の ①使用料及び手数料の適正化と改定
見直し・統合化
ー

サ

●財政課 ○各関係課

ビ
28
ス
向
上

①

上段：平成２０年度までの振返り(取組実績）
下段：実績数値

平成１７年度
平成１８年度
・現況調査の実施
・新使用料の決定
・基本方針の（案）のパブリックコメン
ト実施
・基本方針の決定

平成１９年度
・新使用料の適用（７月施行）

①指定管理者制度導入予定施設の把握 ・アウトソーシング方針策定（９月）
・第１回改定（１１月），第２回改定（２
②外部委託事務事業の抽出
●行政改革推進課
月）を実施。
③対象施設･事務事業の抽出
○財産活用推進課，各関 ④調整
係課
平成２０年度まで：指定管理者制度導入 ・指定管理者制度導入施設（公園，
29
サンアリーナ体育施設など）
施設４０％
１０８施設（７．８％）
平成２０年度まで：５施設の民営化（民間
・民間譲渡施設：０
譲渡）実施

3.1.2ＰＦＩ手法等の導入

①ＰＦＩ活用方策の検討
②ＰＦＩ手法導入の可能性調査

●企画政策課
○財政課，各関係課

・PFI手法の調査・研究
・事業主管課への助言及び支援

・第３回改定（５月）

・第４回改定（４月）

・指定管理者制度導入施設（地区コ ・指定管理者制度導入施設（集会
ミュニティセンター，市営住宅など） 所，市営住宅）
３８７施設（２８。０％）
３８３施設（２７．７％）
・民間譲渡施設：３施設
・民間譲渡施設：０
養護老人ホーム和光園
祁答院さざらし会館
祁答院下之湯公衆浴場
・PFI手法の調査・研究
・PFI手法の調査・研究
・事業主管課への助言及び支援
・事業主管課への助言及び支援
・汚泥再生処理センター整備に係る ・汚泥再生処理センター整備に係る
従来方式とPFI方式手法の再分析
導入可能性調査を環境課で実施

効果及び達成度

平成２０年度

③ 残された課題（今後
取り組むべき課題）等

完結

・原価計算を基本に，類似施設間の調整と減免規 ・今回は改定制限率を設けており，依然，類似施設
定を統一し，受益者負担の適正化，公平化を図っ 間での格差が残る。
た。
・４年ごとに改定を実施
【算定方式】
・使用料
施設の年間総コスト額／総貸出面積／年館開館
日数／開館時間＝１㎡・１ｈコスト
・事務手数料
事務の総コスト額／年間処理件数＝１件コスト

・第５回改定（４月），第６回改定（６
月）
・次期アウトソーシング方針の検討
※平成２１年４月１日改定

・指定管理者制度導入施設２８％
・効果額：約１２，６００万円／年
・アンケート結果（市政モニター）
50施設を対象してアンケート調査を実施。（45施
設について回答）
３施設については，不満の割合が，満足を上回っ
た。

平成１９年度：新料金での運用開始

3.1.1外部委託等の推進

30

②

・指定管理者制度導入施設
３８７施設（２８．０％）
・民間譲渡施設：１施設
川内保育園

・次期アウトソーシング方針の検討
・現状の問題点把握
・管理形態の見直し
・モニタリング・評価の実施
・公の施設の管理運営方針を定め，現状と課題を踏
まえて，施設ごとの適正な管理形態について検証
し，効率的な管理運営を目指す。

・PFI手法の導入について，一事業に特化し，従来 ・従来，公で行っていた大型事業を民間事業者で
・PFI手法の調査・研究
方式との比較など具体的な研究が実施したが，従 行うことのリスク分析。
・事業主管課への助言及び支援
・PFI手法を導入した団体の成功事例及び失敗事例
・九州新幹線全線開通対策に関す 来方式よりVFM（費用対効果）を見出せない。
の調査・研究。
る研究会の立ち上げ
・PFI手法か従来方式かの二者一択にこだわらず，
PPPを含めた調査研究の実施。

（数値目標なし）
3.2.1コミュニティ協議会と ①地区振興計画の進行管理
の連携
②自主的な活動の運営支援
③委託可能事務事業の抽出
●コミュニティ課
○行政改革推進課

協
働

①地区振興計画の策定
①地区振興計画の進捗状況調査・ ①地区振興計画の進捗状況調査・ ①地区振興計画の進捗状況調査・ ①各地区振興計画の進捗状況が把握できた。
②地域の状況に応じた活動を支援できた。
公開予定
公開
②運営補助金等の交付により支援 公開
②運営補助金等の交付により支援 ②運営補助金等の交付により支援 ②運営補助金等の交付により支援 ・地区活性化事業実績
平成１８年度 22地区3,845千円
運営の手引きを作成
③コミュニティセンターの指定管理 ・コミ協会長連絡会発足
平成１９年度 21地区3,405千円
業務（41施設）
平成２０年度 21地区3,988千円
・マイスター事業実績
平成１７年度 5地区 634千円
平成１８年度 5地区1,757千円
平成１９年度 5地区1,066千円
平成２０年度 5地区 829千円
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○会長連絡会発足と年４回の開催
○地区間交流事業
平成１８年度
５回開催：126名の参加
平成１９年度
５回開催：122名の参加
平成２０年度
5回開催：144名の参加

（数値目標なし）

3.2.2市民団体の活動支
援の充実
●コミュニティ課
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①地区振興計画の更新時期になる。
各地区と協働して現計画の見返りと新計画の策定
を進める。
②運営補助金の検討時期になる。
交付金化も含め，補助金のあり方を検証する。

①中核となる拠点施設の整備・充実
②中間支援組織の設立
③市民活動への参加促進
④市民活動団体への活動支援
⑤市民・市民活動団体，行政の協働によ
る
まちづくりの推進

・市民活動懇話会を４回開催し，中 ・市民活動促進ハンドブック発行
核となる拠点施設の整備拡充等に
ついて協議した。

（数値目標なし）
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・市民活動懇話会の開催

・ＮＰＯ，ボランティアの現状及び課題が把握でき
た。
【ボランティアセンター利用実績】
平成17年度 62団体（1162名）124日
平成18年度 55団体（ 978名）102日
平成19年度 75団体（1271名）142日
平成20年度 38団体（ 551名） 64日

・情報提供手段の確保
・交流拠点の拡充
・関係団体の連携
・コミュニティ協議会も含めた市民活動懇話会の開
催
・市民活動懇話会で協議し，取扱方針を決定する。
【課題を深める】

