
      第３次姶良市行政改革大綱実施計画策定へ向けた意見

別紙



ページ ＮＯ． 項目 所管課 意見・要望

1 4 出張所の見直し 行政管理課・ 出張所の在り方について、利用状況の統計的なことだけではなく、「個人的なことは社会的なこと」として配慮してほしい。

出張所は高齢化・独居率の高い北部地域に立地することから、NO.57の地域担当職員の配置を含め、利用実態や取扱い業務、災害対応な

ど総合的に検討、改廃を。

1 5 新たな事務への対応 行政管理課・地

課・保健体育課

特に蒲生・山田等辺境地区の空き家対策は、美観・治安上喫緊の課題である。空き家の解体推進はもとより、更地の適正管理や空き家の

利活用推進は地域づくりにも重要である。窓口の一元化、土地開発公社を含む公的取り組みを期待する。

1 8.2 マイナンバーの活用に

よる手続の簡素化

子どもみらい

福祉課

コロナ対策での反省を踏まえ、国・県に連帯して、普及率の年次計画と達成を図り、各種行政事務の効率化につながる汎用システムの実

用化を期待する。

2 16 新たな公共交通の検討 地域政策課 予約型乗合タクシーもよいが、過疎地域の高齢者のために、買い物や病院等の行き先に限って利用できるタクシー料金補助制度はできな

いか。（利用回数の限度を決めて）

費用対効果が良ければ、コミュニティバスを廃止し、予約型乗合タクシーに切り替えることも検討して良いのでは。

2 17

20

電子自治体の推進 情報政策課 電子システムの構築を急ぐあまり、ＩＴ弱者を取り残すことがないよう、行政のできる範囲でＩＴ弱者対策を考えてほしい。

2 25 ツイッターやフェイス

ブック等の活用

秘書広報課 現在でもYouTubeを活用しているが、より一層活用すべきである。

2 28 出前講座の実施
増進課・農政

課
医療介護費の適正化と自分らしい生活を送るためには、高齢者に対する脳トレやロコモ対策など健康寿命をのばす暮らしぶりを啓発する

ことが重要。健康・友愛・奉仕が理念の老人クラブへの計画的・継続的な啓発は得策。市老連3支部73単老2,450名や318の自治体老人部

への出前講座を強化してほしい。

3 34 免許証等での本人確認

の徹底 課
個人認証の精度向上、事務手続きの簡略化・効率化のためには、マイナンバーの汎用が喫緊の課題。普及策のマイルストン（中間目標や

工程）を設定、着実な普及率向上を図るべき。世界に遅れる実態にある。

3 36

37 プランの作成

の開催

地域政策課

ている都市に対する誇りや郷土愛）を持つ活動人口を増やすためのプログラム開発と取り組みを期待する。特に、自助共助を牽引すべき

修強化・育成が肝要。行政連絡事務だけで良しとする自治会も見受けられる。一方、校区コミュニティを育成する場合も、担当者の研修

強化・育成が肝要。

3 37

の開催

地域政策課 人材養成講座の目的は分野が多方面にわたるため講座も縦割りに開催されがちだが、男女共同参画の視点に立ち、現在地域で活動してい

3 38 人材の登録制度 総務課・危機

管理課ほか
市役所をはじめ、他の関係機関（例えば社会福祉協議会）と協議し、人材リストの統一と共有化を図るよう調査・研究するチームを立ち

上げることはできないか。縦割りの人材リストでは災害等が発生した時の対応に時間がかかるのではないか。



ページ ＮＯ． 項目 所管課 意見・要望

3 39 有能な人材の活用 総務課・危機

管理課・社会

福祉課・社会

教育課

各種委員会等の委員を、それぞれの担当課で人選するとどうしても重複してしまう。よって、各種委員等を選出するときは、総務課が主

管課となり、委員選出の主管課と一緒に最初から関わるべきと考える。そうしなければ、この問題は解決しない。

体の会員から人選して報告するシステムを構築することが大切ではないか。そのことにより、女性の各種審議会等への登用率向上にも繋

がると思う。

的な活用が得策。各界の地元生え抜きの方や文化・スポーツ、芸術家の登録を含めて個人情報保護の箍を緩めて、多様な人材登録、活用

3 42

43

アダプトプログラムの

策定

制度の導入検討

行政管理課・

土木課・都市

計画課・林務

水産課ほか

アダプト制度ではなく、公共の場は行政が責任を持って維持・管理するべきと考える。

理を推進すべき。管理清掃には出役手当を含め、高齢者・障害者の思いやり人材活用も得策。

3 44

45 加型及び提案型事業の

創設

地域政策課 協働の対象は、校区コミュニティや自治会（統廃合や加入者増の上）が現実的な対象であると思う。役員へ期待する役割を示し、研修等

を通じて参加意識の醸成、提案型事業づくりを誘導すべき。

4 46 企画政策課 語る会の内容についてホームページで詳しく報告してほしい。

4 57

58

地域担当職員制度の導

入

コミュニティへの支援

地域政策課・

農政課

政事案に対するOJTが進むのでは。不定期・短期の活動には提供自動車等の燃料代支給で十分。

5 62

63

64

自主防災組織の設立支援

自主防災組織活動助成制

度の創設

防災リーダーの養成

危機管理課 自治会と表裏一体の自主防災組織として自治会の役割の位置づけと機能強化を通して、効果的な助成制度活用や活動人口として役員が育

成されるのでは。

5 64 防災リーダーの養成 危機管理課 姶良市職員に防災リーダー養成講座の受講を義務付け、職員が防災リーダーになることを推進したらどうか。

5 74

75

財務諸表の作成及び公表

財政シュミレーションの

作成

財政課

行政管理課 となる。積極的な作成と公表が必要。温暖化対策同様、次世代任せは無責任では。

6 81 課税客体の把握 税務課 行政デジタル化の流れに沿って徴税の不公平をなくすためにも、マイナンバー制度の活用など個人認証、収支掌握、消費税トレースの進

展を期待する。
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6 82 進出企業による雇用拡

大の推進

商工観光課 姶良市は、県内でも数少ない人口増加地域であり、交通インフラも整った企業立地に最適な地域と思料する。流入する人口を地域内で留

めるためにも、財政改善のためにも、より具体的に施策に落とし込んでもよいのではないか。

6 88 施設命名権（ネーミン

グライツ）の検討

財政課ほか 姶良市役所もネーミングライツの対象施設に含めたらどうか。例えば、姶良市役所〇〇館という形式ならば可能だと思う。

7 97 報償基準の見直し 財政課 審議会等に準ずる機関の整理、統合を進めることが示されているが、役職等、スリム化していくことを切望する。

8 121

122
補助金及び負担金等の調

査及び分析、補助金の見

直し

行政管理課

全課
種々の地域づくり予算を総合的に俯瞰し整理統合を進めるべき。

8 123 負担金の見直し 全課

と補助金・負担金の効果的な使い方を検討すべきでは。一方、IOTの活用による独り暮らし高齢者の遠隔見送りなど、IT（技術情報）を

化しては。

9 125

126 シングの推進

総務課・窓口

全課・水道管

理課ほか
合によっては、過去に存在した「失業対策事業」も必要になるかもしれない。

9 132 子どもみらい

課
男女共同参画課とも連携し、現代社会のニーズに合わせた形での運営が望まれると思う。

11 154 事業仕分けの実施 行政管理課・

企画政策課
あまり意味がないと思う。項目削除したほうがよい。

12 173 部、課、係の再編及び

見直し

行政管理課

13 185 危機対応マニュアルの

策定

総務課・危機

管理課・秘書

広報課ほか

コロナ対応マニュアルの策定（救護、発表、広報、風評被害防止etc）も願う。

13 189 諸手当の見直し 総務課 環境の変化により、新たに必要となる手当等も検討してほしい。

13 191 時間外勤務の適正化 総務課・財政

課
時間外手当については、「予算がないから支給できない」ということがないよう、補正予算で対応するなど確実な支給を望む。



14 196 審議会・協議会の活性

化

総務課 委員の重複選任回避を図るとあることから、男女共同参画の視点から、女性が登用されるよう切望する。

令和元年度の女性委員22.0%となっているが、女性委員については同一人物が複数の委員を兼ねている割合が高いと思う（４つ５つの委

員になっている方もいるのでは）。その意味でも３ページ39番目の意見でも記載した取り組みが必要かと考える。

加できる環境を整備してほしい。
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15 208 女性職員の登用 総務課

を立ててほしい。

15 211 職場内研修の強化及び

研修所の積極活用

総務課 パワハラ、セクハラ防止のために、職員全員に向けた講習会を定期的に開催する。職員が気軽に相談できる体制を更に強化し、職員が安

15 216 接遇能力の向上 総務課 アルバイトの研修に定評があるスターバックスのスタッフに、研修講師を依頼しても良いと考える。また、新規採用職員には入庁前にス

タバ等の接客のアルバイトをするように勧めるべきである。

15 218 職場の雰囲気づくり 全課 新庁舎完成の折には、ＢＧＭが流れる庁舎にしてほしい。バックで軽く曲が流れていると、かっかしながら来た来訪者も落ち着くそう

だ。

16 230 窓口等の環境整備 総務課・財政

課
相談者の中には、あまり人に見られたくないという人が多いため、相談室はできるだけ人目につかない２階・３階が好ましいと思う。１

階はできるだけオープンな感じで使用されるのがいい。

スク着用条例の制定、あるいは「マスク着用率100%のまち宣言」、「飲食店には一人で食べに行こう！飲食店では会話はやめよう！

キャンペーン」をすべきである。

市内事業者を下支えする支援策として、コロナが収束するまでは一定の助成金を家主に支出することを条件にして、家主にテナント料を

になるくらいの財政出動が必要ではないか。

＜全体的に＞

 ３次大綱実施計画へ継続する施策が大半であるが、３次計画ではどこまでやれば達成とみなすといったＫＰＩを導入し、より進捗を定

量的に把握することも必要ではないかと思う。
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【第3次行政改革大綱（案）に対しての意見】

 平成28年度以降の職員数の記述と非正規雇用者の記述とグラフへ掲載できないか。

・3ページ

 本文8行目⇒2025年人口8万人の目標に対して2020年が○○万人で予定通りか達成が困難かを記述してはどうか。

・3ページ

・4ページ

 （4）増え続ける外国人の対応に関する実施計画の課題設定を願う。

・7ページ

・第１次からの取り組み成果や取り巻く環境の整理から、今回の基本方針へどうつながっているのか等の流れが分かりづらいのではない

か。

・第３次大綱の内容がスリムすぎるため、不安感がある。

・職員の人権、職員のメンタルも大切にしてほしい。

＜基本方針＞

 コロナ以前の基本方針のまま進めていこうとしている状況には、これでいいのか？と疑問を持つ。今後リモートでの企業運営への移行

が予想される中、企業誘致も見据えた戦略を立てることで、財政の緊縮だけでなく、増収に繋がるのではないかと期待する。首都圏から

の企業誘致は難しくても、県央にあり、空港・高速にも近い地理的優位はあるので、更なる電子環境の充実、子育て、医療環境の充実を

いち早く整備することで、選ばれる地域となると思う。


