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いちき串木野市行政改革の成果       
－平成 26年度の実績－ 

 

いちき串木野市第二次行政改革大綱推進計画（集中改革プラン）の平成 26 年度の実績について公表します。  

集中改革プランは、第二次行政改革大綱に基づき、平成 23 年度から平成 27 年度までの具体的な行政改革の実施

計画として策定し、 55 項目の推進項目において 5 年間で約 10 億 6,760 万円の効果を目標としています。  

集中改革プランの進捗状況については、55 項目中 11 項目で「目標達成」、残り 44 項目については、６項目で目

標額未達成が見られるものの、「概ね計画どおり実施」と評価しました。26 年度は第二次集中改革プランの推進期

間の 4 年目にあたりますが、ほぼ計画通りの進捗が図られたものと判断しています。  

平成 26 年度における行政改革の効果額の目標は、2 億 6,201 万８千円としていました。「歳入の確保」の項では、

地方にまで景気回復の実感が得られない厳しい状況にあったものの、市税の徴収対策が目標額を上回り 2,638 万３

千円の効果を得ることができましたが、「歳出の削減」の項では、職員削減等による「人件費」の効果額等すべて

の項目で目標額を下回ったことから、２億 1,958 万９千円の効果額となりました。合計でも、目標額を 1,604 万６

千円下回る２億 4,597 万２千円の効果額にとどまり、達成率は 93.88％となっています。  

 

平成 26 年度の行政改革の具体的な取組・成果としては、  

○職員を 2 人削減 (退職 9 人 ,採用 7 人 )。職員数は平成 27 年 4 月現在で 22 年度に対し 19 人減の 344 人。  

（対 18 年度比では 63 人の職員減）  

○特別職給料を引き下げたうえで、引続き独自カットを継続（ 10％～１％）。  

○経常経費の消耗品など物件費について引き続き前年度比１％の削減。  

○市の事務事業 11 事業について事務内容等の評価を実施し、評価結果を公表。現状のまま継続が 7 事業、見直し

の上で継続が 4 事業と評価した。  

○指定管理者制度について更新分 6 施設の指定管理者選定審議会を開催。  

○市民サービスアンケートによる市民の意見を踏まえた接遇の改善への取組。また、フロアマネージャーや休日窓

口等の設置などを行い、市民サービスの充実を図った。  

○窓口業務の民間委託を見据え、福岡県糟屋郡篠栗町と熊本県上天草市へ研修視察を行った。  

○市民と行政の協働の推進を図るため、地区担当職員制度・各種補助制度の継続実施及びそれを活かしたまちづく

り協議会の支援に取り組んだ。  

○平成 27 年度に開始される番号法に対応するため、基幹システム等の改修を行った。  

  

行政改革大綱の推進期間の最終年度を迎える平成 27 年度においては、引き続き限られた財源の中で増大する行

政需要に対応し、簡素で効率的な新しい行財政システムを構築するため、第二次行政改革大綱に基づく推進計画の

着実な推進に積極的に取り組んでまいります。  
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【平成 26年度の行政改革効果額】                                   （単位：千円） 

項   目 取 組 内 容 目標額 効果額 増 減 

歳

入

の

確

保 

市税 徴収対策の連携強化 2,900 19,369 16,469 

住宅使用料等税外収入 徴収対策(保育料・住宅使用料・奨学金)の連携強化 1,600 3,001 1,401 

市有財産の有効活用 未利用財産の活用・処分 10,000 2,657 △7,343 

新たな財源の確保 各種有料広告事業等 1,388 1,356 △32 

計 15,888 26,383 10,495 

歳 

出 

の 

削 

減 

人件費 
職員の削減、特別職給料の減額、組織の見直しによる管理

職の削減、 
157,560 137,339 △20,221 

物件費 物件費の削減、事務事業の整理合理化 37,870 35,339 △ 2,531 

その他  
特別会計事業への繰出金抑制、土地開発公社経営健全化 

公共工事コスト縮減 
50,700 46,911 △3,789 

計 246,130 219,589 △26,541 

合                計 262,018 245,972 △16,046 

※ 財政健全化計画の目標額と行政改革による効果額との比較。 

 

<目 次> 
１．コンパクトでスリムな行政経営の推進                   

   1－1定員管理及び給与の適正化       （Ｐ３）     1－3職員の意識改革と人材育成の推進   （Ｐ４） 

   1－2効率的な組織機能の実現        （Ｐ４）    1－4電子自治体の推進          （Ｐ５） 

２．持続可能な財政基盤の構築 

   2－1経費の節減合理化等財政の健全化    （Ｐ５）    2－4民間委託等の推進          （Ｐ８） 

   2－2事務事業の見直し           （Ｐ６）    2－5公共工事              （Ｐ９） 

   2－3積極的な財源確保の取組        （Ｐ６）    2－6地方公営企業等の経営健全化     （Ｐ９） 

３．市民サービスの向上と共生・協働の推進 

   3－1市民サービスの向上          （Ｐ１０）   3－3住居表示の改善           （Ｐ１２） 

   3－2市民と行政の協働の推進        （Ｐ１１）   3―4公正・透明な行政の推進       （Ｐ１２） 
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推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

1.1.1
定員適正化計画の推進

①定員適正化計画の推
進
②運用

・削減目標40人（H22～26年度）に対し、平成26年4月
　現在で17人削減(退職39採用22)（職員数346人）
　　　〔※平成27年4月現在・・・19人減、 職員数344人〕

128,967 概ね計画どおり実施
(目標額に達していない)

総務課

1.1.2
臨時職員等の適正な活
用

①雇用の必要性、雇用数
の見直しに向けたヒアリ
ングの実施
②雇用条件の見直し

・嘱託職員等の配置状況等についてヒアリングを実施
　平成18年度比90人を削減した状況を維持
　　　※平成26年4月現在　嘱託職員数95人
　　　　　　　　　　　　　　　　　 臨時職員数 月平均20人

― 概ね計画どおり実施 総務課

1.1.3
特別職の給与の適正化

①特別職報酬等審議会
の定期開催
②議員報酬及び各種委
員報酬の検討

・特別職報酬等審議会を開催
・特別職給与を４%引き下げ(23年度から実施済)
・市長10％、副市長5％、教育長1％の独自削減(継続)

2,455 目標達成 総務課

1.1.4
給与の適正化

①給与制度改正
②管理職手当の縮減

・管理職手当を20％（月額8,900円）削減を廃止
・人事院勧告に準じる改正
　①平成26年4月1日給与改定
　　・行政職俸給表(一)：俸給水準を平均0.3%引上げ
　　・期末勤勉手当：現行3.95月を4.10月に改定(+0.15月)
　②給与制度の総合見直し(平成27年4月1日)
　　・行政職俸給表(一)：俸給水準を平均2％引下げ
　　　　　　　　　　　　　　　　　(3年間の現給保障)
　　・地域手当の支給割合の段階的引上げ(H30.4まで)

― 概ね計画どおり実施 総務課

1.1.5
時間外勤務手当の縮減

①時間外勤務等縮減指
針の運用
②ノー残業デーの徹底
③時差出勤制度の導入

・薩摩藩英国留学生記念館にて時差出勤制度実施
(H26～)
・健康増進課乳がん検診対応等で時差出勤制度
　を実施(継続)
・保育所の早出・遅出に係る時間外勤務手当に
　ついて振替休暇で運用（継続）

5,060 目標達成 総務課

1.1.6
定員及び給与等の公表

①定員及び給与の状況
について広報紙・ホーム
ページで公表

・給与、定員管理等の状況について公表
　広報紙掲載（10月6日号）

― 概ね計画どおり実施 総務課

いちき串木野市行政改革大綱推進計画（集中改革プラン）平成26年度実績報告

1.コンパクトでスリムな行政経営の推進

1.1定員管理及び給与の適正化
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推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

1.2.1
組織機構の再編・整備

①組織機構見直し方針に
基づく見直し

・H23.4より行政改革推進課を総務課行政係に編入
・H24.4より水産港湾課と商工観光課を統合し、水産
　商工観光課を新設。土木課分室係を１階へ移動し、
　土木課土木総合窓口係へ改称
・H25.4より、食のまち推進課を新設。　自治振興課
　をまちづくり防災課へ改称。財政課開発公社係を
　契約管財係へ編入
・Ｈ26.4より観光交流課の新設、産業経済課を廃止し、
　市来庁舎に「農政課耕地分室係」を新設し、文化振
　興課を社会教育課へ統合し、福祉課の社会福祉係
　に児童手当業務を市民課から編入のうえ、子育て
　支援係に名称変更し、支所市民課の環境衛生係を
　廃止
・H27.4.より生活環境課「収集係」を新設、都市計画課
　「住宅管理係」を新設、観光交流課長と食のまち推進
　課長を兼務、消防本部の署長と分遣所長を兼務。
　環境ｾﾝﾀｰ所長職の減

857 概ね計画どおり実施
(目標額に達していない)

組織機構等改革部会

1.2.2
グループ制の検討

①グループ制の導入検
討

・県内先進地の事例を研究したが、現行体制との差異
　がみられない為、現状体制を維持すると結論づけ
　た

― 概ね計画どおり実施 組織機構等改革部会

1.2.3
広域行政の取組

①共同実施できる事業の
検討
②広域化の取組の検討

・現時点では消防広域化について検討を継続 ― 概ね計画どおり実施 組織機構等改革部会

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

1.3.1
人材育成の推進

①人材育成基本方針の
運用
②人事交流・派遣研修の
実施
③自治大学校での研修

・県派遣研修　1名(県東京事務所)
・被災地派遣　1名(宮城県気仙沼市)
・自治大学研修　1名
・職員研修の実施（延べ382人受講）
　(職場内)  法制、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ操作研修等
　(職場外)　自治研修ｾﾝﾀｰ、木造家屋調査研修等

― 概ね計画どおり実施 総務課

1.2効率的な組織の機能実現

1.3職員の意識改革と人材育成の推進

4
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1.3.2
職員提案制度の推進

①職員の問題意識の向
上
②他団体の制度の研究
③提案件数の目標値の
設定

・職員提案の募集（提案4件）
　※一部採択１件､趣旨採択1件、不採択2件

― 概ね計画どおり実施 総務課

1.3.3
人事評価制度の充実

①人事評価制度の運用
・人事評価制度の試行
　　能力評価（第１次及び第２次評価）
　　業績評価

― 概ね計画どおり実施 総務課

1.4電子自治体の推進

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

1.4.1
情報化計画の推進

①基幹業務システムの最適化
による業務の効率化及び住民
サービス向上
②内部事務システムの最適化
による事務の簡素化、効率化
③システム最適化と合わせた
業務の全体最適化による業務
手続等の改善及び住民サービ
スの向上

・マイナンバー制度導入後の利用範囲拡大、基幹
　システムのクラウドﾞ化、セキュリティ対策の強化
　等を踏まえて、再検討を行う

― 概ね計画どおり実施
総務課

関係各課

1.4.2
情報通信技術を活用した
住民サービスの向上

①電子申請の普及、業務
拡充
②住民基本台帳カードの
多目的利用等情報通信
技術を活用した住民サー
ビスの拡大

・職員採用試験電子申請を1次5件、2次2件を
　受け付けた
・市民スポーツ課で開催するｳォｰｷﾝｸﾞ大会での
　活用(3大会、33件)

― 概ね計画どおり実施
総務課

関係各課

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

2.1.1
財政改善計画の策定と
推進

①計画策定
②進行管理

・平成23年3月に策定した財政改善計画(H23～27)に
　基づき、持続可能な財政運営を図るため、当初予算
　及び補正予算の編成においては、補助事業や交付
　税措置率の高い起債事業を厳選した

― 概ね計画どおり実施 財政課

2.1経費の節減合理化等財政の健全化

2.持続可能な財政基盤の構築

5
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2.1.2
補助金等交付制度の検
証・適正化

①必要性・事業効果の評
価
②交付基準との整合性を
図る

・当初予算ヒアリング、査定時には、補助金等の必要
　性、費用対効果、経費負担のあり方等の評価・検証
　を実施

― 概ね計画どおり実施 財政基盤改善部会

2.1.3
物件費の削減

①経常的物件費の見直
し

・予算編成方針において、経常経費の物件費1％削減
　を示し、当初予算を編成
・報償費の基準額の見直しを実施

36,662 目標達成 財政課

2.1.4
財政状況の公表

①財政事情の公表
②財務書類４表の公表

・財政事情の公表（5月、11月）
・財政部門のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載
・連結財務諸表4表作成（H25年度　H27.3公表）
　※外部専門家による検収完了

― 概ね計画どおり実施 財政課

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

2.2.1
行政評価制度の推進

①事務事業評価の継続
実施
②外部評価検討
③政策施策評価の検討

・26年度は、11件の事務事業評価を実施し、
　評価結果を公表
　　二次評価の結果
　　　現状のまま継続　 　　7事業
　　　見直しの上で継続 　 4事業

― 概ね計画どおり実施 事務改善部会

2.2.2
事務事業の再編・整理、
統合、廃止

①事務事業の見直し（個
別事業）

・庁舎管理経費の削減
　休憩時間の消灯の徹底、冷暖房使用基準の設定、
　クールビズの実施(5～10月)、PCの省電力機能
　の徹底
・選挙における期日前投票事務の簡素化の継続

△ 1,323 概ね計画どおり実施
(目標額に達していない)

事務改善部会
関係各課

2.3積極的な財源確保の取組

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

2.2事務事業の見直し

6
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2.3.2
料金等の徴収率の向上

①夜間徴収及び臨戸徴
収の強化
②催告書・電話による催
告の強化
③現金納付から口座振
替への変更

・所管課において、夜間・臨戸徴収の強化、催告書・
　電話による催告の強化、口座振替の推進

3,001 目標達成
福祉課

都市計画課
教委総務課

2.3.3
使用料・手数料の見直し

①見直しの検討

・平成27年10月から消費税が増税された場合の
　取扱いについて、消費税税率引上げに伴う影響
　分は、原則使用料等に転嫁するとしていたが、
　消費税増税時期が平成29年4月へ1年半延期
　のため、改定時期等も平成29年度とした。

― 概ね計画どおり実施 財政基盤改善部会

2.3.4
市有財産の有効活用

①現状把握（公有財産の利
用・処分状況の調査）
②利用処分計画の策定
③処分の準備（測量・鑑定
等）
④処分の実施

・市有地の処分
　　川上3974-2（325㎡） 819千円
　　羽島8805-69（4,857㎡）  770千円
　　大里4049-15(31㎡)　326千円
　　その他10筆（424.16㎡）  742千円

2,657 概ね計画どおり実施
（目標額に達していない）

財政基盤改善部会

2.3.5
新たな財源の確保

①これまで取り組んできた
財源確保策の推進
②新たな財源の確保
③新たな財源確保の取組
実施

・これまで取り組んできた財源確保策を推進した。
　広報紙有料広告、ごみカレンダー有料広告、広告
　入り封筒導入、バナー広告、リサイクル品有料化

1,356 概ね計画どおり実施
（目標額に達していない）

財政基盤改善部会
関係各課

目標達成 税務課
2.3.1
市税の徴収率の向上

①日曜窓口の設置
②口座振替の推進
③夜間徴収及び臨戸徴収
の実施
④催告書及び電話による催
告の強化
⑤滞納処分の強化
⑥滞納管理システムの活用
⑦徴収体制強化
⑧滞納整理指導官の活用
⑨動産・不動産公売の実施
⑩住民税特別徴収の推進
⑪納期の見直し

・県・市税務職員併任制度による滞納整理
・日曜窓口の設置（来庁者147人）
・夜間徴収（1,734件）
・市外・県外徴収（完納・一部納付・納付約束）
・確定申告に伴う所得税還付金差押（97件）
・差押（預貯金329件、生命保険4件、不動産10件）
・捜索（6件・・・動産136点、軽自動車等2台）
・インターネット公売実施(落札29品)
・県・市町合同公売会の実施（落札52品）
・不動産公売会の実施（落札3件）
・住民税特別徴収の推進(戸別訪問等73件特徴移行)
・催告書の発送(2,518件)

19,369
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2.3.6
企業誘致の促進

①企業誘致の取組の推
進

・アンケート調査、個別企業訪問、各種広告掲示
・濵田酒造の増設工場が11月に完成し、新規雇用
　者13名程度を雇用
・ﾋｶﾞｼﾏﾙは、平成27年10月の操業開始に向けて
　準備中
・ﾌﾟﾘﾏﾊﾑの食肉加工場は3月末に完成し、新規雇用
　者30名程度を雇用
・駐車場整備(149台分)は年末年始・お盆時期の
　帰省客が活用

― 概ね計画どおり実施 政策課

2.4民間委託等の推進

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

2.4.1
民間委託の推進

①他市における民間委託
の状況の把握
②事務事業の外部委託
の検討

・県内他都市の状況調査・研究 ― 概ね計画どおり実施 事務改善部会

2.4.2
指定管理者制度等の推
進

①指定管理の効果の検
証
②指定管理の更新・検討

・26年度中に更新6施設の新指定管理者を決定
　　(Ｈ27.4.1現在で92施設に導入済)
・国民宿舎の利活用等について、鹿児島経済研究
　所の調査・分析を踏まえ、H27年1月に国民宿舎
　利活用等検討委員会を設置し、今後のあり方を
　協議

― 概ね計画どおり実施 施設管理等改革部会

2.4.3
施設等の利用促進及び
民営化

①旧土川小学校の有効活用・
民間譲渡などの検討
②市来学校給食センターの有
効活用・民間譲渡などの検討
③生福保育所の民間譲渡の検
討
④利用頻度の低い公共施設の
検証

・旧土川小学校は、ほうれん草の水耕栽培・
　海ぶどうの養殖施設として活用
・市来学校給食センターは、建替えまではこのまま
　活用することとしているが、引き続き活用策につい
　も検討していく
・生福保育所については、入所児童数増減の緩衝
　等のため、当分の間民間譲渡は先送り
・利用頻度の低い公共施設については、現在策定
　中の公共施設白書等も踏まえ、今後更に、施設
　の抽出と利用実態等の検証をしていく

― 概ね計画どおり実施 施設管理等改革部会

2.4.4
ＰＦＩ事業の検討

①ＰＦＩ事業を導入する施
   設の有無の検討
②ＰＦＩ法の研究

・ＰＦＩ事業導入に関する資料収集及び研究
・26年度は、導入事業なし

― 概ね計画どおり実施 施設管理等改革部会
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2.4.5
市場化テストの研究

①市場化テスト調査・検討
②公共サービスの調査・把
握
③公共サービスの実施の必
要性の検討

・市場化テストに関する資料収集及び研究
・現状サービスのままで質の向上を図り、経費節減
　に努めると結論づけた

― 概ね計画どおり実施 事務改善部会

2.5公共工事

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

2.5.1
公共工事コストの縮減

①公共工事コスト縮減実
施調書を基に公共工事
のコスト縮減率を算出。
削減目標５％。

・積算合理化、設計方法の見直し等によるコスト縮減
　　対象工事件数　7件
　　縮減率目標5％に対し、実績6.8%の縮減

5,499 概ね計画どおり実施
（目標額に達していない）

都市計画課・土
木課・上下水道

課・農政課

2.5.2
普通建設事業の厳選

①普通建設事業の検討
・持続可能な財政運営を図るため、必要性・緊急性、
　補助事業の有無等を考慮し、起債は交付税措置
　率の有利な起債を厳選した予算編成の実施

― 概ね計画どおり実施 財政課

2.5.3
入札制度の改善

①電子入札の更なる拡
大
②入札情報公開の改善

・23年度までに工事・委託・修繕にも電子入札を
　導入済
・小規模修繕受注希望者登録制度の対象を50万円
　以下の修繕に拡大
・おおむね1億円を超える建設工事に係る最低制限
　価格の設定に関する要領を制定
・総合評価落札方式の実施

― 概ね計画どおり実施 財政課

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

2.6.1
土地開発公社の先行取
得用地の買戻し

①先行取得用地の買取り

・経営健全化計画を検証、先行取得用地の買戻しを実
  施
　　ウッドタウン（市営住宅建設用地3工区）  415.99㎡
　　　　　 　〃   （市営住宅建設用地4工区）4,500.00㎡

△ 42,046 目標達成 財政課

2.6地方公営企業等の経営健全化
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2.6.2
土地開発公社分譲地の
販売促進

①市広報紙及びＨＰ等へ
の掲載
②県宅建協会との協定
③ハウスメーカーへの情
報提供
④戸別チラシの投げ入れ
（市内・外の借家住宅）

・広報紙、市ホームページ、　南日本新聞に販売
　情報の掲載
・日置市、鹿児島市等の民間ｱﾊﾟｰﾄ・市営住宅等
　にﾁﾗｼを配布し、住宅ﾒｰｶｰへの斡旋を依頼した

42,046 目標達成 財政課

2.6.3
水道事業の経営健全化
の推進

①維持管理経費の縮減
②水道使用料の徴収率
の向上

・第6次拡張事業として川上水源の地下水を活用
　するための工事を実施
・毎月、対象者に督促及び催告書を送付し、月末に
　職員で停水処分の該当者宅を訪問し、停水を実施
　（督促　延べ3,290件　催告　延べ1,246件
　　停水　延べ146件）

―
企業会計分効果

（3,337）
目標達成 上下水道課

2.6.4
公共下水道事業の経営
健全化の推進

①使用料改定
②下水道使用料の徴収
率の向上
③受益者負担金の徴収
率の向上

・平成23年4月から新使用料に改定済
・水道料金と一体となって停水・臨戸徴収を実施
・受益者負担金も定期的に督促状、催告書を発送
・市外徴収、夜間・休日徴収も実施

41,412
特別会計分効果

(1,773)
目標達成 上下水道課

2.6.5
国民健康保険・介護保険
事業の経営健全化の推
進

①国民健康保険税の徴
収率の向上
②介護保険料の徴収率
の向上

・市税の徴収に合わせた各種取組を実施
―

特別会計分効果
(20,532)

目標達成
健康増進課

税務課

3.1市民サービスの向上

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

3.1.1
職員の接遇の向上

①市職員接遇マニュアル
の履行
②接遇研修の実施
③市民サービスアンケー
トの実施

・「市民サービスアンケート」の実施
　　実施期間　8月1日～29日,12月1日～25日
　　回答者　49人
　（結果を市民に公表するとともに、指摘事項等につい
　  ては、全職員に周知し、改善に努めた）
・接遇研修は行えなかったが、新規採用職員につい
　ては初任者研修で受講している

― 概ね計画どおり実施 総務課
市民サービス向上部会

3.市民サービスの向上と共生・協働の推進
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3.1.2
フロアマネージャーの充
実

①年度末・年度始めにお
ける各課輪番制での対応

・串木野庁舎での年度末、始めのフロアマネージャー
　の設置
　　（4/1～4/4,3/23～3/31の11日間で576件案内）

― 概ね計画どおり実施 総務課
市民サービス向上部会

3.1.3
年度末等の時間外・休日
窓口の取組

①年度末・始めにおける
休日窓口の設置
②年度末・始めにおける
開庁時間の延長の検討

・4月5日・6日及び3月28日・29日に休日窓口を設置
　(串木野庁舎5課)
・従事職員　延べ61人　　対応件数　157件

― 概ね計画どおり実施 総務課
市民サービス向上部会

3.1.4
職場環境の美化

①部会による定期的な点
検を実施し、職員の整理
意識を高める

・10月に串木野庁舎・市来庁舎を部会員で巡回し、
　指摘を行った（長椅子の破れ、トイレ等）
・帰庁時の机上の整理整頓の指導が必要である

― 概ね計画どおり実施 市民サービス向上部会

3.1.5
窓口業務等公共サービス
の検証・見直し

①総合窓口の検証・見直
し
②市来支所の窓口のあり
　方について検討

・窓口業務のあり方について、10/30～31にかけて、
　窓口業務を民間委託している福岡県篠栗町と
　熊本県上天草市で視察研修を行った
・本市では、財政的なことも踏まえ、上天草市の窓口
　業務の民間委託の形態を検討する

― 概ね計画どおり実施
総務課

市民サービス部会

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

3.2.1
住民自治組織の設置・支
援

①地区への説明会の実
施
②まちづくり協議会準備
委員会の設置
③まちづくり協議会の設
置

・10地区でまちづくり協議会が24年度末で設置済
　（川北、羽島、本浦、旭、野平、川上、湊、荒川、
　 冠岳、川南）
・25年度で6地区協議会が設置され、すべての地区で
　まちづくり協議会が設立した
　（中央、大原、湊町、生福、上名、照島）

― 概ね計画どおり実施 まちづくり防災課

3.2.2
地区まちづくり活動の推
進

①地区まちづくり計画の
策定
②地区まちづくり計画に
基づく事業実施

・26年度は、湊町地区、上名地区の２地区より地区
　まちづくり計画が提出された(合計12地区提出済)
・ｿﾌﾄ事業は11地区で実施し、主な取組は防犯ﾊﾟﾄ
　ﾛｰﾙ用品やｲﾍﾞﾝﾄ用のﾃﾝﾄ・音響設備等を購入
・ﾊｰﾄﾞ事業は4地区で実施し、主なものは防災倉庫
　の建設や生活道路補修、案内板・掲示板などの設置

― 概ね計画どおり実施 まちづくり防災課

3.2市民と行政の協働の推進
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3.2.3
地区担当職員制度、財政
支援制度の創設

①地区担当職員制度の
整備
②地区担当職員の配置
③まちづくり協議会への
補助制度の整備
④提案公募型まちづくり
補助金制度の整備

・地区担当職員制度整備及び配置は22年度に実施済
・協議会への補助制度として下記の補助制度を整備
　運営補助・嘱託員補助・計画策定補助・計画見直し
　補助・事業実施補助(ｿﾌﾄ・ﾊｰﾄﾞ)
・提案公募型事業については、まちづくり協議会の
　状況をみながら、検討していく

― 概ね計画どおり実施 まちづくり防災課

3.2.4
地域内分権の推進

①地区への移譲事務、移
譲財源の検討
②自治基本条例(仮称)の
検討

・自治基本条例が施行されたことに伴い、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを
　全戸配布
・推進審議会の委員の公募を行い、H27.3月に第1回
　審議会を開催し、今後の取組の提起等を行った
・まちづくり協議会16地区中8地区について、H27から
　の広報紙等配布受託につながった
　(生福・大原・本浦・旭・羽島・川南・湊町・川上)

― 概ね計画どおり実施 まちづくり防災課

3.2.5
パブリックコメント制度の
推進

①パブリックコメント制度
の運用

・制度概要、手続方法等の周知（4月）
・パブリックコメント実施状況
　・都市計画決定道路見直し方針
　・都市計画区域マスタープラン
　・第4期障害福祉計画
　・子ども・子育て支援事業計画ほか　4件

― 概ね計画どおり実施 政策課

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

3.3.1
住居表示の改善

①現況調査及び素案の
検討
②住民説明会の実施
③住居表示の変更実施

・24年度までで完了した。 ― 目標達成 都市計画課

推進項目 取組内容 具体的な取組（実績）
26年度効果額

(千円）
進捗状況
（評価）

主管課

3.4公正・透明な行政の推進

3.3住居表示の改善
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3.4.1
市政報告会の開催

①市政報告会の開催
・市政報告会の開催(6/30～8/5　15会場　738人参加)
・予算と施策等の報告を行うとともに、質問や意見を
　伺った

― 概ね計画どおり実施 政策課

3.4.2
出前講座の充実

①各課に依頼して講座メ
ニューの見直し
②市広報紙等による情報
提供

・出前講座受付件数は119件(対前年度10件増)、
　受講生4,152人(対前年度760人増)であった
・生涯学習大会時に出前講座のｱﾝｹｰﾄを実施し、
　367件回収した結果、73人の方が出前講座を受講
　したことがあるとの回答で、利用者の感想では満足
　度が約80％だった

― 概ね計画どおり実施 社会教育課

3.4.3
ホームページ等の活用に
よる情報提供の推進

①ホームページ等の情報
内容の更新(情報の整理)
②各課による積極的な情
報の提供

・4月～　CMS導入準備
　6月～　CMSﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ受付
　7月～　ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ実施
　8月～　契約　HP移行作業開始
　12月～　移行及び新ｼｽﾃﾑ稼働　情報確認
　1月～　操作者、決裁者研修
　1月31日　新HP切替え
　2月～　新年度情報見直し　等

― 概ね計画どおり実施 総務課

3.4.4
監査制度の充実・強化

①他市における監査機能
の状況把握

・研修会等を通じ県内各都市の状況調査
・例月出納検査の実施方法を一部変更した

― 概ね計画どおり実施 監査事務局

3.4.5
開かれた議会づくり

①住民や住民団体との
懇談会の検討
②夜間・休日議会につい
ての検討
③議会中継システムの導
入

・市民と語る会の開催(5/12～5/17　16会場　529
　人参加)
・議会中継ｼｽﾃﾑ
　・生中継ｱｸｾｽ延べ1,277件、録画ｱｸｾｽ延べ
　1,325件)
・議会基本条例の検証

― 概ね計画どおり実施 議会事務局
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