
      第２次姶良市行政改革大綱実施計画に対する質問及び回答



ページ ＮＯ． 項目 所管課 質問事項 回  答
1 1 窓口の総合化の検討 行政管

理課

現在、新庁舎へ向けて計画されているが、ワンストップ化についての計画を

示せ。

ワンストップ化について、姶良市行政改革推進本部行政サービス改革部会において何度となく検討会を重ねてきた

が、検討の結果、新庁舎については「回遊型」の窓口とすることとした。1つの窓口で手続きが最初から最後まで出

の苦情も想定される。また、他市においてワンストップ窓口から回遊型へ戻す事例もある。このようなことから、

新庁舎については、ワンストップ型の窓口ではなく、回遊型の窓口にすることとした。

1 2 窓口事務の効率化 行政管

理課

窓口の２線方式とはどのようなものか。

また、そのことによる来庁者のメリットとデメリットを示せ。

2線方式とは、受付と処理を分離することで、本来は総合窓口（１線）で一括受付し、窓口後方（２線）のあらゆる

担当部署職員が処理を行う方式のことである。来庁者にとっては、総合窓口で一括して受付してもらえることで時

間短縮できるというメリットがあるが、受付者のヒアリング不足により何度か説明を求められる可能性があるとい

うデメリットもある。一方、行政側にとっては、分業により処理を効率よくできるというメリットがあるが、職員

を総合窓口と第２線の各課窓口に二重配備する必要があり、マンパワーの確保が困難というデメリットがある。現

に処理をする場所および職員（２線）を配備し、受付や処理のスピード化、確実性等を持たせていく予定である。

1 5 新たな事務への対応 地域政

策課

空き家対策はどのように統一していく考えか。

また、現在の体制で一番困ることは何か。

空き家対策については、姶良市空家等対策協議会で検討協議しながら進めている。対策の一つとして、空き家バン

ク制度、空き家リフォーム支援事業補助金及び特定空家等解体撤去工事費補助金があり、空き家の利活用促進や周

課が主に対応している状況で、空き家を担当する部署がいくつかに分かれているため、情報共有がとても重要とな

る。庁内の関係部署を集めた協議の場を年に数回設けているが、昨今の空き家率の増加及び管理不全な空き家の増

加を考えると、横断的な対応が取りづらい状況になっているため、将来的には統一した情報共有体制作りが必要に

なってくると考えている。

1 8

（暮らしの便利帳）の

作成

秘書広

報課

平成28年10月1日現在の情報を用いて姶良市暮らしの便利帳を作成している

とあるが、便利帳の発行は何年おきにするか決まっているのか（更新基

準）。

紙ベースだが、ネットでもダウンロードできるのか。

暮らしの便利帳については、更新基準はないが３年から４年おきに更新している。今回は、令和３年１月を目途に

また、市ホームページから外部サイトへのリンクであるが、閲覧や印刷が可能である。

1 8.2 マイナンバーの活用に

よる手続の簡素化

本市のマイナンバーカードの普及率と今後の普及の見通しについて示せ。

広報は十分か。具体的にどのような広報をしているか。

本市のマイナンバーカード交付率は、本年８月１日現在で15.8％である。今後については、コンビニ証明交付を開始

したことや、令和３年３月から健康保険証として利用出来るようになるなど、マイナンバーカードの利便性が高ま

ることに合わせて、普及拡大していくことが予想される。

また、広報については「広報あいら」及びホームページへの掲載、市役所内のポスター掲示、転入・転居の届出時

にマイナンバーカードについてチラシ配布及び申請案内を行っている。

1 13 インターネット収納の

検討

税務課 霧島市は公共料金がＰａｙＰａｙで支払えるとのことがだ、姶良市もそこま

で検討しているのか。

本市では利用者の利便性向上を必須とし、令和４年４月からの運用に向けて、ＰａｙＰａｙを含むキャッシュレス

決済の実質的な運用計画（システム改修、コスト面等）を進めている。

1 15 相談窓口の集約化の検

討

行政管

理課

福祉計画や男女共同参画計画のパブリックコメントにも出てくると思うが、

とってはどこへ相談すればよいのか分からないという声を未だに聞く。

相談窓口の統一化について庁舎内での協議はどの程度進んでいるか。

毎年度実施している組織機構見直しに関するヒアリングにおいて、相談部門を持つ部署から、「相談が多岐に渡

の窓口に行けばあらゆる分野の相談員が一度に対応してくれる、という体制作りをする。１階ではあるものの、２

号館については相談窓口と議会が入る予定であることから、多くの人と遭遇することはないと考えている。



ページ ＮＯ． 項目 所管課 質問事項 回  答
2 16 新たな公共交通の検討 地域政

策課

市内を走っているコミュニティバスが満員になっているのを見たことがな

い。利用状況を示せ。必要性のある路線はあると思うが、利用者が少ないの

であればバス運行よりタクシー活用（タクシー会社への委託）の方がコスト

的によいのではないか。バスの維持費、ガソリン代、ドライバー人件費は具

体的にどうなっているか示せ。

令和元年度のコミュニティバス等の利用者数は32,174人で、年々減少傾向にあります。コミュニティバスの路線見

直し等については、姶良市地域公共交通会議で協議検討し、令和元年度は蒲生地区で２路線を廃止し、新留地区・

大山地区・高牧久末地区を予約型乗合タクシーに、また令和２年10月１日からは、加治木地区の５路線と姶良地区

コミュニティバスの運行は委託で実施しており、令和元年度のコミュニティバス運行に係る委託費用は、３事業者

15路線で44,352,509円である。

2 17

20

電子自治体の推進 情報政

策課

電子自治体の推進はよいことだが、パソコンやスマホを利用できない高齢者

等が取り残される懸念はないか。その点をどのように捉えているか。 営の簡素化及び効率化に寄与することを目的としたものである。一方、国が新たに推進しようとしている行政手続

続きに関しても、一度の手続きで完結できるよう、個々の手続きやサービスが一貫してデジタル（オンライン）で

少子高齢化社会においても着実な経済発展に寄与すると、これまでの目的を拡大している。

この取組を推し進めるにあたり、高齢者等が取り残される懸念が払しょくされるよう、国の動向も注視しつつ、全

方が相談や援助を求めることができるようにするための施策、資質向上のための施策のほか、年齢、身体的条件、

地理的制約やその他の要因による情報通信技術の利用をする能力、または、その機会における格差の是正を図るた

めに必要となる施策を講じられるよう努めなければならないと考えている。

2 28 出前講座の実施 企画政

策課

現在56講座あり、防火・防災訓練、救急講習会の要望が多いようだが、依頼

るべきではないか。

一回も開催していない講座（開催希望がなかった講座）は、平成30年度が54講座中32講座、平成31年度が55講座中

38講座であり、平成31年度に４講座、令和２年度に10講座の見直しを行った。

ニーズがあるか把握に努めている。

3 30 個人情報保護マニュア

ルの見直し

総務課 行政事務の効率化に必須の個人情報は、保護マニュアルの弾力的な扱いにし

て活用が必要ではないか。（納税、診療、独居、救援救護弱者、人材バンク

等）

姶良市が保有する個人情報の取り扱いについては、姶良市個人情報保護条例、同条例施行規則等により、責務、収

集の制限等、利用及び提供の制限、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権が定められている。個人情報の収

集、利用、提供等の取り扱いについては、特定の場合(※)を除き「本人の同意」が必要となる。個人情報の取扱は、

市の事務であってもその個人情報を保有している利用目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならないと

されているが、市が直接行う納税、診療、独居の事務における利用については、問題なく行えている。

また、救援救護などで使用する避難行動要支援者名簿については、災害対策基本法により規定されているため、災

害発生時などは、同法の規定を優先し、必要な公的団体等に情報提供されることとなる。また、警察や消防には、

事前に名簿の提供をし、有事の際の迅速な対応へ繋げることとしている。

個人情報制度の職員向けマニュアルについては、改訂が必要な時期になっていることから、内容を検討する。

なお、弾力的な扱いについては、法令の規定や個人の権利保護を優先して対応すべきと考える。

【※特定の場合の例】

・ 法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。

・ 出版、報道等により公にされているものである。

・ 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

3 37

の開催

地域政

策課

まちおこしグループやＮＰＯ等の団体の人材養成講座と言える内容の講座が

開催されているのか。令和元年度から2年度にかけて開催された種類や回数

は。

令和元年度は、10月に姶良市内に拠点を持つNPO法人に声掛けを行い、初めて全体での意見交換会を実施した。自

己紹介や課題の共有、解決策の模索などが話し合われ、とても有意義な会となった。令和２年度もコロナ禍の中で

できる範囲で意見交換会を実施し、また校区コミュニティ協議会を含め、地域コミュニティに関する講演をオンラ

インを活用して実施できないか検討している。

3 38 人材の登録制度 総務課 社会教育課や他団体ではあるが、姶良市社会福祉協議会等が把握している人

材登録リスト等、関係機関とのネットワーク化を図り、人材リストの共有化

を図ることはできないか。

現時点でそれぞれ保有する人材登録リスト等には、個人情報も含まれるため、リストの共有化は困難と考える。し

かし、登録者が幅広く活躍でき、また活用する側も選択肢が多い方が活動の幅を広げることが出来、お互いにメ

リットがあるため、人材登録リストの共有化を検討する必要があると考える。



ページ ＮＯ． 項目 所管課 質問事項 回  答
3 39 有能な人材の活用 総務課 審議会や審査会、委員会などの人選方法が充て職になっている傾向があり、

審議会等の状況は。また、今後選考基準を見直す考えはないか。（条例改正

を伴う事案もあるのでは）

審議会等の委員については条例等で人数や組織構成が定められており、審議会の中には市政の方向性を審議する会

もあり、専門的または地域の状況等を把握した人材が選考されている。今後、審議会等における審議内容を踏ま

え、それぞれ所管課で検討し、その審議会に合った選考基準も検討する必要があると考える。

4 47

48

実施

秘書広

報課

に考えるか。 形ではなく、必要な場合は、各総合支所に出向き対応するなど検討していきたい。

4 46 企画政

策課

会を開催すること自体は容易だと考えるが、なぜ平成30年度はＤ評価なのか

理由を示せ。 Ｄ評価（計画通りとはなっていないが、継続実施中）となっている。

4 53 提言箱設置の見直し 秘書広

報課 あったことがあるか。 また、職員の接遇、行政改革等の提言もあり、今後の本庁舎、各総合支所の建設や組織改革（窓口一本化）に役立

つものもある。メールでの提言等、相手先が分かるものについては、迅速に回答を返信する対応を心掛けている。

4 54 自治会加入の働きかけ 地域政

策課

い。加入者には会費と役務が加わり、未加入者には役務無し、広報紙等市政

情報が届かない矛盾が発現。また、定額年金受給高齢者には会費の負担が重

く、賃貸住宅入居者は会を敬遠しがち。転入手続き時に自治会加入の教宣と

る。

自治会は、そこにお住いの方々が支えあい、明るく豊かな暮らしを求め、地域での生活をより良くしていくために

における自治会の役割の重要性を記した説明書を添え、自治会への加入をお願いしている。また、協働の取組みと

して、自治会運営推進会議による10月の自治会加入推進キャンペーン月間取組み、のぼり旗の掲揚や自治会未加入

者宅訪問による加入呼びかけを行っている。

4 55 自治会員確保のための

支援

地域政

策課 環境・衛生、交通・災害防止、防犯、伝統行事、史跡保全、子ども支援等）

た、河川・道路敷、公共物、史跡名勝・景観等の保全管理には各種の補助制

度があることを知らしめ、取り組みが自治会収入の確保や会費の低減へ繋が

ることから、地域ビジネスの一つに位置付けてはどうか。自治会活動の担い

育成してはどうか。

自治会加入に関する啓発活動につきましては、自治会運営推進会議と協働し、加入促進チラシを作成・活用してい

るが、普及版等の作成も含め、引き続き加入促進に努めていく。

掲載し周知に努めているが、今後、自治会が担うことのできる作業等について研究していく。

【シビックプライド】

ていこうとする自負心が内在している

4 56 自治会の分離及び合併

への支援

地域政

策課 サロンなど、複数の公的支援組織や任意組織の活動客体になっている。各々の組

織は国、県、市の縦割りの制度・補助金で活動し、人も重複・混沌化。

①例えば、高齢化社会の防人、老人クラブは会員減少や役員のなり手がなく、自

治会以上の存亡の危機にある。65歳以上の自治会会員は自動的に老人会会員とす

ることで会員の安定確保、役員の確保、活動強化に資するとともに、双方の共通

的な費用や役員手当、類似補助金の削減も進むと考えられる。

る。処では、行政連絡事務の委託料以上の役員報酬（予算の5割以上）や建物維持

管理費もかかるため、傘下自治会の活動費や行事活動に制約が発生。自治会の統

ミュニティ制度への移行と単位自治会活動の強化に資する必要がある。したがっ

自治会未加入者へも情報や恩恵が届く手段の検討も必要では。どう考えるか。

①老人クラブは、会員の増加を目標の一つに掲げ活動している。しかし、趣味や生きがい等、多様な価値観、生活

②近年、少子高齢化に伴い、自治会組織を維持していくことが困難な自治会も出てきている。市としては、自治会

合併統合補助金制度を設け合併統合を推進しているが、歴史的な背景や地理的な問題、財産問題等により進んでい

ない状況にもある。自治会は任意の組織であるため、合併を強制することはできないが、合併統合が進まない要因

を分析するとともに、引き続き自治会合併統合の推進へ取り組んでいく。

け、行政事務委託の内容について検討していく。（地域政策課）



ページ ＮＯ． 項目 所管課 質問事項 回  答

が、まだ組織の在り方が合併前と変わらない状況にあるように聞く。コミュ

ニティ組織の方向性は統一されているのか。

17校区すべてに校区コミュニティ協議会が設立され５年が経過した。この間、校区の目指すべき姿を記した校区振

興計画（校区まちづくりプラン）を作成し、現在、プランの具現化へ向けた特色ある事業を展開している。校区コ

なコミュニティの構築を目指すもので、すべての協議会が自治会の枠を超えた地域活性化へ取り組んでいる。

山間部の限界集落になりそうな地域に、きめ細かい範囲で支援員（駐在員的

な感じ）を置けないか。支援員は市役所の再任用職員で、地域の見守りと相

談活動とする。また、事務所として空き家になっている住宅を借り上げ、電

話・ＦＡＸだけ設置すればいい。行政ベテランである再任用職員の活用と、

職場の確保にもなるのではないか。

山間部の自治会においては、高齢化等により自治組織を維持していくことが困難となりつつあるところも出てきて

いる。そのような自治会については、合併統合により地域組織として存続していく施策などを講じている。しか

し、自治会間の距離等、地理的に合併統合の困難な自治会もあるため、引き続き支援可能な施策を講じていく。ま

た、ご提案の再任用職員の地域における見守り・相談活動については、今後検討・研究していく。

4 59 コミュニティビジネス

の導入

地域政

策課

コミュニティビジネスを導入している地域があるか。具体例は。

コミュニティスクールを設立してはどうか。南さつま市立坊津学園はまずま

ず成功しているようだ。

NO.55に述べたように、活動の理念、メニューを指導・助言することで自治

会の事業収入に結びつければ、コミュニティビジネスとして開花するので

は。

自治会でコミュニティビジネスを導入している具体例はないが、校区コミュニティ協議会では、北山校区におい

る。

自治会においては、共生・協働の取組みとして、地域内の環境整備や地域の見守り活動などにより、自主財源の確

保につながるか研究していく。

4 60

61

ハザードマップの作成

災害対策への取組

危機管

理課

災害時への対応について、人員不足ではないか。また、災害時の対応、体制

について示せ。

対する危機意識を持ち合わせているか、と自分の認識も含め不安になる。市

災害時の対応については、地域防災計画に基づき体制を取る。また、大規模災害時には、受援計画に基づき、迅速

に各関係機関、協力団体、災害協定締結機関に応援要請、支援要請を行い、またボランティア団体等と連携して対

応を取ることとしている。

でいく。

5 65 マニュアルの見直し 危機管

理課 策、風評被害防止策の取り組み事項を整理、マニュアル化が必要では。 が浮き彫りになったことから、市の対応についてのマニュアル化に早急に取り組む必要があると考えている。

（⇒健康増進課対応）

5 76 外部監査制度の導入 監査委

員事務

局

外部監査制度を導入した場合、現在の監査委員との兼ね合いはどうなるの

か。

地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員であることを基本としつつ、外部監査制度は地方公共団体の監査

機能の独立性と専門性を強化するために設けられたものである。監査委員は、経常的に地方公共団体の監査を実施

し、外部監査人は、随時・臨時に地方公共団体の監査を実施する。外部監査人と監査委員とは、相互の監査の実施

に支障を来さないよう配慮しつつ、互いの監査を円滑に実施することになる。

【地方自治法（第252条の30）】

 外部監査人（包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。）は、監査を実施するに当

たっては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよ

う配慮しなければならない。

２監査委員は、監査を実施するに当たっては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければなら

ない。

6 80 市税の見直し 税務課 国保税の算定方式、４方式から３方式への検討状況について示せ。 令和５年度までには３方式へ変更する予定であるが、詳細時期については検討中である。

4 58 コミュニティへの支援 地域政

策課



6 82 進出企業による雇用拡

大の推進

商工観

光課

コロナ禍でのテレワークやDXの推進、地方移住の動きが出ている。当市

は、県央と空港至近の立地特性を強みに、積極的な情報産業の誘致を進めて

はどうか。基盤整備としては駅前再開発に併せ、サテライトオフィスやリ

企業は土地に限界がある。空港至近（大都市と時間距離で近い）、温泉、ゴ

ルフ場、キャンプ場、都市部に比べて7割の生活費、住居地は潤沢などが強

み。どう考えるか。

現在、コロナ禍の中で働き方改革が加速し、会社に通勤せず自宅やサテライトオフィスで仕事をする「テレワー

ク」という働き方に注目が集まっている。

本市の持つ立地条件の優位性を生かした、情報産業のサテライトオフィス等の誘致は「空き家」や「空き店舗等」

の利活用や商店街の活性化が期待できることから、今後、誘致の可能性について調査・研究したいと考えている。



ページ ＮＯ． 項目 所管課 質問事項 回  答

6 86 無料サービスの見直し 行政管

理課

現在どのような無料サービスがあるのか、具体的事業を示せ。 自治会や子ども会、スポーツ少年団等の社会教育団体等に対し、用紙を持参することを条件に、市役所に設置して

いる印刷機を無料で使用できるサービスを行っている。また、公共施設の使用において、条例等に基づき減免等の

措置を行っている。印刷機の無料利用については令和２年度中に一部サービスの停止を、公共施設の減免について

は平成30年度に策定した公の施設の使用料に関する基本方針において減免に関する統一基準を示し、受益者負担を

促している。

6 89 ふるさと納税の推進 財政課

組んでいる団体があるか。あればその支援策は。

ふるさと納税の返礼品に、令和２年９月現在、37事業所、約210品の協力を得ている。主なものは、精肉及び肉加工

品、菓子・その他食品（干し芋・プリン・米等）、日用品、魚介・魚介加工品、工芸品、焼酎、化粧品等。

各事業所が、それぞれに返礼品の内容や組み合わせなどについてその充実に努めていただいている。

8 121

122

123

補助金及び負担金等の

調査及び分析、補助金

の見直し、負担金の見

直し

行政管

理課

全課

平成26年度に策定したガイドラインの見直しが未実施となっている。法令外

希薄化は見受けられる。平成30年度から全課に対し補助金の調査を実施しており、ガイドラインの見直しに向けて

調査を行っている。法令外負担金は、市が真に負担すべき負担金や研修参加の負担金となっており、必要最小限に

なってきていると認識している。

8 122 補助金の見直し 全課 以前よりサンセット方式の補助金について研究していると思うが、現在どの

ような補助金に導入されているか示せ。

政策的な事業に対する補助金のうち

・ふるさと移住定住促進事業補助金（令和４年度まで）

・空き家リフォーム支援補助金（令和４年度まで）

など要綱等で終期を定めている補助金がある。

このほか各種団体に対する団体運営補助金については、終期設定を行っていない。

（すでに終了）

結婚新生活支援事業費補助金⇒平成29年度から平成31年度。

中山間地域移住定住促進事業補助金⇒平成26年度から平成28年度。

8 124 市単独上乗せ支給の見

直し 害福祉

課・学

校教育

課・子

どもみ

らい課

具体的にどのような事業に単独上乗せがあるか示せ。具体的な取組例がある

か。また、早急に見直すべき事業はあるか。 助、といった事業がある。これまで、生きがいデイサービス事業を平成29年度に廃止し、自動消火器設置事業を令

和元年度に廃止した。現在実施している事業は、高齢者の生活を支える上で欠かせない事業であることから、見直

学校教育課の事業としては、姶良市私立幼稚園就園奨励費単独補助金を交付する事業がある。この事業は、姶良市

全体の幼稚園教育の振興を図るため、姶良市公立幼稚園と私立幼稚園の保育料について、国の補助金を支給後の差

額について、市の単独補助金を支給するものである。

幼稚園の保育料については、令和元年10月から保育料の無償化制度が始まったが、私立幼稚園の保育料については

無償化のための「子育てのための施設利用給付交付金」のみでは不足が発生するため、園児1人あたり年額21,600円

を上限に単独補助金を交付している。

見直しに関しては、公立幼稚園と私立幼稚園の保育料の公平な負担にも関連することから慎重に検討していきたい

と考える。（学校教育課）

保育料については、上乗せはない。認可外保育所については、H31年度で廃止。子ども医療費については、今後県の

補助基準を考慮し再検討。（子どもみらい課）

9 127 指定管理者制度に関す

る指針の見直し

行政管

理課

指針により具体的にどのような運用上の不都合が生じたか。 指針に運用上の不都合が生じた場合は、都度指針の見直しを実施している。例として、平成28年の熊本地震におけ

る対応で、「市町村と施設管理者、指定管理者の間で避難所運営を想定した役割分担等が共有されていなかったた

め、避難所運営を想定していなかった指定管理者に多大な負担が生じる場合もあった」ことがあったため、「避難

所となる施設やその他の施設において、災害時の市と指定管理者の役割分担についてあらかじめ協定で定め、災害

発生後も必要に応じて話し合いを行うこと」を指針に明記した。



ページ ＮＯ． 項目 所管課 質問事項 回  答

9 128 未導入施設への制度導

入の検討

行政管

理課

シビックプライドを持った活動人口のいる自治会や各種団体、市営住宅入居

者等への協力理解を求め、年次計画等により逐次進めるべきでは。 ている。また、姶良生活改善センターも北山小校区コミュニティが運営しており、地域団体等が一部指定管理者と

なり運営を行っている施設がある。火葬場や龍門滝温泉、くすの湯、市営住宅等の未導入施設については研究を進

めており、今後導入に向けて募集を行う予定。

9 131

討（検討委員会の設

置）

子ども

みらい

課 えって保育児に影響が出る恐れがあるのではないだろうか。早めの告知等で

すでに候補企業はあるのか。

9 132

討

子ども

みらい

課

県内でも少ない施設で需要は多いと思っていたが、入所者がいない状況に

なった原因は何か。また、財政的には市に貢献している施設でもあると思う

が、廃止の理由は何か。 あることが、入所希望者がいない要因と考えられる。財政的には、入所人員に対する補助金が交付されるが、施設

管理費や人件費等の経費を試算した場合、補助金だけでは運営ができない状況にある。

9 135

136
後期高齢者医療保険特

別会計

保険年

金課

医療費通知の効果と課題は。

施設勘定（北山診療所）の決算額が年々減少傾向にあるが、理由は何か。

医療費通知は、被保険者の方に医療機関の受診で実際にかかった総医療費の額をお知らせすることによって、健康

に対する意識を深めてもらうとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認してもらうために送付し

ている。そのため、通知の効果を計ることは難しい状況である。なお、できるだけ医療費通知に目を通していただ

くため、確定申告等の医療費控除の明細書として利用できるよう記載内容を変更し、利便性を高めている。

北山診療所の診療圏の人口減少が進んでおり、それに伴い診療者数も年々減少している結果、歳入・歳出ともに決

算額が年々減少している。

9 137 介護保険特別会計

害福祉

課

姶良伊佐地区介護保険組合への負担金の動向と職員配置の現況について。 【負担金の動向】

 平成29年度以降の制度改正（介護予防・日常生活支援総合事業の制度開始、要介護（要支援）認定有効期間の延

 平成28年度（33,713千円）、平成29年度（33,007千円）、平成30年度（32,509千円）、令和元年度（28,468千

円）、令和2年度（27,644千円）

【職員配置】

 平成20年度の8人から、7人に減員となっている。

 各市からの派遣人数は、姶良市 2人、霧島市4人、伊佐市1人である。

10 139 農業集落排水特別会計 水道管

理課

農業集落排水利用者加入率と今後の伸びの展望について。 【農業集落排水事業への加入率（令和２年３月31日現在）】

 

豊留地区の４０世帯程は、令和元年度の工事完了をもって接続可能となったため、令和２年度以降に接続申請が増

えるものと考えているが、大きな伸びは期待できない。

今後も未接続者に対して、「接続のお願い」等のチラシ配布や個別訪問を行いながら、繋ぎ込み率の向上を図りた

い。

なお、繋ぎ込み率が増加しない要因としては、①宅内配管やトイレ改修など排水設備の新設等の費用（平均３５万

円程度）は使用者の負担であること、②山田地区は、農業振興地域であり、高齢化が進み単身世帯も多いこと、③

農業集落排水事業では接続義務の規定がないことなどが考えられる。



11 156 子ども医療費助成事

業・不妊治療費助成・

高齢者はりきゅう及び

マッサージ施術券・高

齢者温泉保養券・身体

障害者温泉保養券・老

人福祉車 ほか

子どもみ

らい課・

健康増進

障害福祉

課・農政

課

平成30年度の評価がＣ評価となっているため、見直された事業があると察す

る。具体的に「見直し」をした事業と、見直しした後の成果等あれば示せ。 援チケット交付事業として実施しており、従来の利用範囲を拡大し、バス・タクシー、健康増進施設（スポーツや

運動ができる施設）でも利用できるようになっている。温泉利用が多いが、バス・タクシーの利用割合も増加して

きており、高齢者の移動支援に役立っていると考える。



ページ ＮＯ． 項目 所管課 質問事項 回  答

13 190 職員意識の改革 総務課 職員意識の改革も大切である。

市としてどのように取り組んでいくのか具体的に示せ。

毎週水曜日を定時退庁日とし、職員用パソコンの掲示板にてノー残業デーであることを周知し、互いに早めの退庁

組織見直しに係る各課へのヒアリングにおいて、新規事業の有無、業務量の把握を行い、必要に応じて人員配置を

行っている。

14 196 審議会・協議会の活性

化

総務課 姶良市の各種審議会数と令和2年4月現在の女性の登用率は。 56の審議会、協議会及び委員会のうち、令和２年３月31日時点での女性委員の登用率は23.1％である。

14 206 人事評価システムの構

築と実施

総務課 現行の人事評価では、人事・給与面でどこまで活用されているか。 １月１日の昇給、および勤勉手当の支給に際し、人事評価にかかる能力評価・業績評価を活用している。

14

15

206

210
人事評価システムの構

築と実施

自己啓発促進の必要

総務課 業務上必要な公的資格を取得した場合、評価基準等に反映させるシステムを

策定し、手当、昇給等に反映させることで自己啓発の促進に資するべきで

は。

た資格等については、自己申告書に記載してもらい、人員配置に活用している。

15 208 女性職員の登用 総務課 男女共同参画の視点から、能力が発揮できるような体制作りができているの

か。また、今後どのように考えているか。

令和２年４月１日時点の管理職における女性職員数は31人で、女性役職職員の比率は17.3％となっている。平成28

年４月「姶良市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、総務部総務課を担当部局

評価等について実施することとしている。

15 211 職場内研修の強化及び

研修所の積極活用

総務課 近年セクハラやパワハラに関するニュース等が報道される機会が多くなった

が、姶良市では職員のメンタルケアに関してどのような施策を取り入れてい

るか。庁舎内での相談窓口の設置は。働きやすい職場環境を整備する対策

は。

職員研修を計画的に実施し、周知、啓発等を行っている。なお、総務課を相談窓口としているが、メンタル不調に

ならないように、企業と業務委託契約を結び、ストレスチェックや専任カウンセラーによる個人面談を実施してい

る。

15 215 公用車の運転 総務

課・財

政課

公用車運転禁止により、送り迎えが必要になっているとはどういう意味か。 新規採用職員は、入庁後６か月間は条件付採用であり、期間中は職員としての身分保障が無いため、原則公用車の

運転は禁止としている。そのため、当該期間については、庁舎間移動や出張の際は、他の職員が運転し新規採用職

員が同乗するようにしている。

16 224 事務の効率化及びＯＡ

化の推進

総務課・

情報政策

課・会計

課

各職員のＯＡ機器処理能力の向上が最重要であり、研修強化と、習熟度に応

じて人事評価に反映させるべきでは。ワード、エクセル、映像処理、パワー

ポイントなど習熟度に幅があり、事務能力の巧拙に影響する。

総務課では鹿児島県町村会や自治研修センターで年に数回開催される研修への希望を募り参加させている。人事評

価への反映は、業務内容により習熟度の判定が曖昧であるため、OA機器の処理に係る資格取得については自己申告

書に記載してもらい、人員配置に活用していきたいと考えている。

16 227 庁舎方式の見直し 総務

課・行

政管理

課

メリットを考えられるだけ示せ。

（職員のメリット・デメリット）

事務の効率化を図ることができる。職員間の融和・意思疎通が容易となる。非常時の初動対応・連携をスピー

ディーに行うことができる。重要会議・緊急会議参加時の庁舎間の移動がなくなる。維持管理経費の節減が図りや

すい。多くの職員が一つの庁舎に集まることから、新庁舎建設や増築が必要になり、多額の費用が必要となる。

業務部門により庁舎が異なり、手続き完了に時間を要していたが、本庁１か所で必要な手続きすべてを完了するこ

とができる。必要な手続きができる庁舎が遠くなる。



＜評価ＤＥＦ＞の施策について

３次計画へ継続されるものが多いが、なぜ進捗が芳しくないのか、着手して

いないのか、資料からは分かりにくい。継続または削除する判断基準的なも

のはあるのか。継続するのであれば、基本方針にどのように反映されるの

か、ある程度明確にした方がよい。

進捗については、第２次行政改革大綱実施計画（総体的な方策）表の縦中央より右ラインにアルファベットで評価

しているが、「赤色のＦ」が未着手であり、「濃ピンクのＥ」が計画よりかなり遅れているというもので、評価Ｄ

以上については、計画の進行スピードの違いはあるものの計画に沿って取り組んでいるものになる。この表では、

なぜ未着手なのか、なぜ計画よりかなり遅れているのか、また、その原因は何か、といったことが表現されていな

いため、ご指摘のとおり状況が分からない。今提示している第３次に継続するか削除するかの判断は、あくまで事

務局での判断であり、実際は所管課が計画を立てる段階で決定する。基準は特に定めてないが、本市の行政改革推

進に対する基本方針は合併当初から変わっていないため、実施計画についても概ね必要な取り組みとして継続して

いく、との基本的考えは持っている。ただ、計画の進捗において、未着手等の評価の悪いものについては、なぜ未

着手なのか、本当に必要な取り組みにも関わらず手を付けていないのか、そもそも不必要な計画であったのかを精

査する必要があると考える。必要な計画に対し取り組みを怠っているのであれば、当然にして継続し、対策を強化

する必要があると考える。


