
進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

１　効率的・効果的な行政運営の推進

１－１　時代に即した効率的・効果的な組織体制の確立

１－１－１　効率的かつ効果的な組織機構の確立

多様な市民ニーズ
や時代の変化に迅
速かつ柔軟に対応
できる組織機構改
革を実施する。

調査課 実施中 ■平成28年4月1日付け組織機構改正
の実施
　地方創生推進のための体制整備、福祉
保健行政の充実強化等を目的に、組織
機構改正を実施した。

■継続的な見直しの実施
　毎年度実施する組織・定員のヒアリング
を実施し現状把握に努めた。

■平成29年10月１日付け組織機構改正
の実施
　まちづくりの推進を図るため、都市政策・
交通政策において組織機構改正を実施
した。

■平成30年4月1日付け組織機構改正
の実施
　総合的なまちづくりの推進や総合的な
子育て支援体制の充実等を目的に組織
機構改正を実施した。

■平成31年4月1日付け組織機構改正
の実施
　重要課題への対応及び事務処理体制
の効率化を目的に組織機構改正を実施
した。

１－１－２　時代に即した定員管理の推進

中長期的な採用方
針を踏まえた定員
管理計画を策定
し、計画的な定員
管理を行う。

職員課 実施中 ■第3次米子市定員管理計画の策定
（H28.1）
○計画期間：平成27年4月1日～平成
32年4月1日までの5年間
○9人の定員減を目標
【H28.4.1実績】
　・H28.4.1：△7人（目標△2人）

■計画的な定員管理の実施等
　引き続き9人の定員削減を目標としてい
る。
【H29.4.1実績】（△7人）
　・H29.4.1：0人（目標△1人）

■計画的な定員管理の実施等
　引き続き9人の定員削減を目標としてい
る。
【H30.4.1減員実績】（△5人）
　・H30.4.1：2人（目標△2人）

■計画的な定員管理の実施等
　引き続き9人の定員削減を目標としてい
る。
【H31.4.1減員実績】（△11人）
　・H31.4.1：△6人（目標△3人）
　・目標達成

■計画的な定員管理の実施等
　令和元年度中に9月採用等で7人の増
員、令和2年4月1日には地域担当保健
師5名を含む8人の増員となり、平成27年
4月1日からの5年間の実績は4名の増と
なった。
【R2.4.1実績】（4人増）
　・目標未達成

１－１－３　多様な勤務形態の職員の活用

専門的な業務等へ
の対応を図るため、
再任用職員、任期
付職員、派遣職員
等の活用を図る。

職員課 実施中 ■平成27年度の実績
○派遣職員
　東日本復興支援:1人
○任期付職員
　危機管理担当:1人
　社会福祉主事:1人
　学芸員:2人

■平成28年度の実績
○再任用職員
　一般事務:7人、化学:1人
○任期付職員
　保育士:2人、看護師:1人
　社会福祉主事:7人
　発達支援員:2人
　一般事務:3人
○育休任期付職員　一般事務:4人

■平成29年度の実績
○再任用職員
　一般事務3人、土木2人、電気2人
　保育士:2人
○任期付職員
　保育士:3人、社会福祉主事:1人
　発達支援員:1人
○育休任期付職員
　一般事務:4人

■平成30年度の実績
○再任用職員
　一般事務9人、保育士1人
○任期付職員
　保育士14人、社会福祉主事2人
　利用者支援員1人、看護師2人
○育休任期付職員
　一般事務4人、保育士6人

■令和元年度の実績
○再任用職員
　一般事務15人、保育士3人
　技師2人、保健師1人、調理員1人
○任期付職員
　一般事務2人、社会福祉主事3人
　保育士1人、技師1人
○育休任期付職員
　一般事務2人、保育士2人

一部窓口業務等の
定型的な業務につ
いて、短時間職員
等の活用を図る。

職員課 実施中 ■定型的業務の非常勤化
　予防接種関連業務（健康対策課）の非
常勤化を実施した。（平成27年4月1日）

■定型的業務の非常勤化
○非常勤職員採用の実績
　住居表示業務:1人
　予防接種関連業務:1人
○正職員削減の実績
　住居表示事務:1人

■定型的業務の非常勤化
○非常勤職員採用の実績
　市民課証明作成業務:6人
○正職員削減の実績
　市民課職員:3人

■定型的業務の非常勤化
○非常勤職員採用の実績
　・市民課郵送請求業務：2人
　・市民課証明作成業務：5人
○正職員削減の実績
　・市民課職員：4人

■定型的業務の非常勤化
　令和元年度における、正職員から非常
勤職員への新たな置換実施なし。

現行の臨時・非常
勤職員の実態につ
いて、行政サービス
の維持、効率性等
から検証し、適切に
制度導入に対応す
る。

職員課 実施中 ■会計年度任用職員制度導入の準備
　臨時・非常勤職員の職の把握

■会計年度任用職員制度導入の準備
　方針、制度設計等について検討

■会計年度任用職員制度導入の準備
・R1.9月 条例整備
・R1.10月～11月　対象者への説明会
・R2.2月　規則整備
・R２.1月～3月　採用試験

■会計年度任用職員制度の導入
・R2.4.1制度開始

第3次米子市行財政改革大綱実施計画・推進状況（令和2年3月末現在）

実施項目 実施内容 所管
実施
区分

組織機構改革
の実施

第3次定員管
理計画の策定
及び定員管理
の実施

再任用職員、
任期付職員等
の活用

定型的な業務
に係る短時間
勤務職員等の
活用

会計年度任用
職員制度導入
への対応



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

１－２　民間事業者等との連携協力の推進

１－２－１　民間委託等の推進

第３次民間委託等
推進計画の策定
（平成28年度限り
で計画廃止）

調査課 実施中 ■計画策定のための協議
　国の「留意事項」への対応にも配慮しつ
つ、各担当課との協議を開始した。

■計画策定の準備等
　国が委託可能としている窓口業務につ
いて各課の現状調査等を実施し、今後の
方向性等について協議を行うとともに、担
当課による先進地（鳥取市、小牧市）視
察を実施した。

■計画策定の準備等
　国の留意事項やトップランナー方式に配
意しつつ、地域経済活性化を視野に入
れ、すべての事務事業を民間事業者等と
の連携の検討対象とする方針を定めるこ
ととし、民間委託計画の策定は行わない
こととした。

■基本方針の策定
　「民間事業者等との連携協力に関する
基本方針」を策定し、ソフト・ハードを問わ
ず、あらゆる事務事業において、国・県を
含めた地域資源と連携することを優先的
に検討することとした。

■対話・提案窓口の設置
　公民連携（PPP）に係る民間事業者等か
らの対話・提案を受け付ける公民連携対
話窓口「いっしょにやらいや」を開設し、提
案募集を開始した。
○令和元年度実績：提案9件

保育所の民営化等
の推進

子育て支援課
福祉政策課

実施中 ■保育園の在り方の検討
　保育園の民営化、統廃合など、今後の
在り方について、関係各課において検討し
た。

■見直しに係る方針の検討
　保育園の民営化、統廃合など、今後の
在り方について、関係各課において検討し
た。

■民営化、統廃合の実施方針の検討
　公立保育所の民営化を推進する過程
で、短期的な利用者増と長期的な児童
数減少や老朽化等に対応するため、統廃
合を計画的に実施するための構想につい
て検討した。

■実施方針についての議論等
　「米子市子ども・子育て会議」での議論
を踏まえ、複数の公立保育所の統合、民
間保育所との統合により施設規模と施設
数を適正化し、順次建替えを行う考え方
打ち出し、議会・市民福祉委員会に報告
した。

公立保育所の民営化、統廃合の推進に
係る方向性について、米子市子ども・子
育て会議において議論し、その結果を公
表する。

■すみれ保育園の閉園
　園舎の一部が土砂災害警戒区域に指
定されていることから、令和元年度末を
もって廃園とした。
■実施方針についての調整
　淀江保育園・宇田川保育園の統合・建
替えについて、令和４年４月の開園に向け
て地元や保護者等に対して説明会を重
ね、協議調整を行った。また、プロポーザ
ル方式により設計委託業者を選定した。
　春日保育園・巌保育園の統合につい
て、令和４年４月の開園に向けて、地元や
保護者等に対して説明会を重ね、協議調
整を行った。

コスモスの民営化
等の推進

健康対策課
福祉政策課

実施済
み

■事業者の選定
　運営ノウハウを有する事業者について情
報収集を行った。

■運営委託に向けた準備等
　民営化を円滑に実施するために、平成
29年4月から当該施設を、「みその児童
福祉会」へ管理運営委託することを議会
説明した。

■運営委託の実施
・平成30年度からの民営化に向け、4月
から「みその児童福祉会」に管理運営を
委託した。
・6月から24時間の職員配置(夜間警備
体制）を開始した。
・居室の修繕工事、外壁等の改修工事を
実施した。

■民営化の実施
　平成30年4月1日付けで、市の児童福
祉施設を廃止し、「みその児童福祉会」に
施設に係る建物の無償譲渡、土地の無
償貸与を行い、完全民営化を実施した。

窓口業務の民間委
託等の推進

市民課ほか 実施中 ■課題等の把握
　対象業務について、現在の実施形態等
の調査を実施し、委託の可能性について
検討を開始した。

■説明会の開催・実態調査の実施
・5月、関係課を対象に、国の「留意事
項」に係る説明会を開催
・民間委託等に係る課題等の把握のため
の実態調査を実施

■市民課窓口業務の民間委託の準備
　コンビニ交付導入に伴い、行政窓口
サービスセンターの開所日削減に向けた
準備を実施した。

■市民課窓口業務の民間委託の検討
・先進自治体への視察を行った。
・経費比較の結果、直営による業務運営
が適当との判断をした。

■行政窓口サービスセンターの縮小
　個人番号カードによるコンビニ交付導入
に伴い、同センターの開所日を日曜日及
び振替休日とし、土曜日を閉所とした。

民間委託等の
実施



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

下水道処理施設に
おける民間委託の
範囲等の見直し

施設課
調査課

実施中 ■追加委託等の検討準備
　下水道処理施設の管理委託の範囲等
の拡大を念頭に、検討を行った。

■追加委託等の具体的な検討開始
　下水道処理施設の管理委託の範囲等
の拡大を念頭に、実施に係る課題等の整
理について具体的な検討を開始した。

■追加委託等の協議調整の実施
　米子市生活環境公社と下水処理施設
の管理委託の範囲拡大を図るため、追加
委託の移管可能事務について継続して
協議調整を行った。

■民間委託の範囲等の見直し
　包括的民間委託を導入した場合での費
用対効果を検証し、米子市の下水道施
設の在り方や方向性について、官民連携
も視野に入れ検討した。

■下水道施設等包括的民間委託導入
可能性の調査
　包括的民間委託を導入した場合の費用
負担を明確にするため、包括的民間委託
導入可能性調査業務の委託を行った（契
約期間～R2.6月末）。
　平行して米子市生活環境公社と委託範
囲拡大検討に係る協議を行った。

１－２－２　指定管理者制度の検証等

市民サービスの向
上、運営コストの削
減等の観点から指
定管理者による
サービスを検証し、
必要に応じて、指
定管理者の選定方
法等の見直しを図
る。

総務管財課 実施中 ■指定管理者制度の現状等
　新たに弓浜コミュニティ広場に指定管理
者制度を適用し、制度適用施設の総数
は、62施設となった。（平成28年4月1日
現在）

■制度の見直し検討
・制度導入後10年を機に、選定時の管理
業務の仕様、公募非公募の別、指定管
理期間等を再検討した。
・市議会に対し選定方針の事前説明及び
選定結果の報告を行うなど手続を見直
し、議案審査の論点が明確化されて時間
短縮が図られるなどの効果があったことか
ら、これをマニュアル化した。

■労働環境を重視した見直し
・指定管理者制度適用施設モニタリング
基本方針に「労働環境確認表」の提出に
ついて定めた。これにより、全ての指定管
理者の確認を行った結果、15法人等中3
法人等において不適切な事項が認めら
れたが、その後改善された。
・61施設中、１施設の指定管理者候補者
の選定を行った際、応募書類に「労働環
境確認表」を追加して確認した結果、適
正な労働環境であった。

■公平性確保等のための見直し
・61施設中、2施設の指定管理者候補者
選定を行った。
・評定の公平性確保のため、候補者選定
基準を見直した。
・法人等の自由な発想によるサービス向
上や経費節減、労働環境確保のため、候
補者選定基準の標準的例を見直した。
・一の指定管理者が多数の施設を一括
管理している体育施設及び都市公園につ
いて、その管理区分を再検討し、新たにシ
ルバー人材センター、自治会、NPO法人
等を担い手とすることを検討した。

■リスク分散等を考慮した見直し
・60施設中、4施設の指定管理者候補選
定を行った。
・一の指定管理者が多数の施設を一括
管理している都市公園等について管理者
の多様化によるリスク分散を図る観点か
ら、管理区分を分けて指定管理者を公募
すること等を決定した。
・法人等による管理継続が困難になった
場合のリスク回避のため、必要に応じて共
同事業体による管理運営、関連団体との
連携を評価することができる指定管理者
候補者選定基準を設けた。

１－２－３　ＰＰＰ／ＰＦＩの推進

PPP/PFIを推進し、
民間資金やノウハウ
等を活用し、効率
的・効果的な施設
整備を図る。

調査課 実施中 ■資料の分析・セミナー等への参加
　国の指針に基づく「PPP/PFI手法導入優
先的検討規程」の策定検討のため、鳥取
県が策定した同規程の分析をしたほか、
県・金融機関等が主催する研修会等に
参加し知識の習得を図った。

■優先的検討基本方針の策定
　内閣府の支援措置を活用し、市が自ら
公共施設等を整備する従来型手法に優
先して、PPP/PFI手法の導入を検討する
ため、「米子市PPP/PFI手法導入優先的
検討の基本方針」を策定した。
■勉強会の開催
　内閣府支援措置の一環として、職員を
対象とした庁内勉強会を開催した。

■鳥取県PPP/PFI推進地域プラットフォー
ムへの参加
　県が設置する「鳥取県PPP/PFI推進地
域プラットフォーム」に構成メンバーとして
参加し、県内の行政機関、経済団体及び
金融機関とともに、年3回の会議・研修会
等を通して、PPP/PFI事業に関する情報・
ノウハウの共有及び案件形成能力の向上
を図った。

■対話・提案窓口の設置
　公民連携（PPP）に係る民間事業者等か
らの対話・提案を受け付ける公民連携対
話窓口「いっしょにやらいや」を開設し、公
民連携を推進するための体制の整備を
図った。

１－２－４　国、県等との連携協力の推進

公共施設等の整
備・運営において、
県との共同利用・
共同設置を検討す
る。

調査課 実施中 ■鳥取県西部総合事務所の共同利用の
検討
　庁舎再編を見据え、鳥取県西部総合
事務所新棟の県との共同設置と本市庁
舎機能の一部入居の協議に着手した。

■鳥取県との庁舎の共同利用
　引き続き、具体的協議を行い、市の都
市整備部の一部を西部総合新棟に移転
し、西部県税事務所を市役所本庁舎に
受け入れることを検討した。

■鳥取県との庁舎の共同利用
　前年度に引き続き、庁舎再編の庁内調
整及び市議会対応を行うとともに、連携
先である県との協議を重ね、本市として初
めてのPFI事業の実施に向け取り組んだ。
・7月：米子市役所庁舎再編ビジョン（中
期展望）策定
・9月：新棟整備に係る庁舎の共同利用
について、県との基本合意を締結
・11月：県市連携検討協議会の設置
・1月：PFI事業者選定等審査会の設置

指定管理者制
度の検証等

PPP/PFIの推
進

県との公共施
設等の共同利
用・共同設置
等



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

１－３　事務改善の推進

１－３－１　事務事業におけるＰＤＣＡサイクルの確立

事務事業評価を計
画的に実施し、スク
ラップアンドビルドの
徹底と事務改善の
推進を図る。

調査課 実施中 ■事務事業評価の実施等
　事務事業評価（新規・継続）を実施し、
その結果を市ホームページに公表した。
○新規事業24本
　・実施：18本
　・見直し実施：5本
　・実施不適当：1本
○継続事業108本
　・現状維持：107本
　・見直し実施：1本

■事務事業評価の見直し
　評価項目、評価表の様式、評価実施時
期等の見直しを行った上で評価を実施
し、結果を市ホームページに公表した。
○新規事業（13本）
　・実施：11本
　・見直し実施：2本
　・実施不適当：0本
○継続事業（100本）
　・実施可：84本
　・要改善：13本
　・事業統合、規模等の見直し：2本
　・事業の抜本的な見直し、民営
　　化、休廃止の要検討：1本

■事務事業評価の実施等
　新規事業について、補正予算10本、当
初予算35本の評価・検討を実施した。
【評価・検討結果】
　実施25本、再検討19本、
　不適当1本
■事務事業総点検の実施
　新市長就任を機に、継続事務事業の総
点検を実施した。
○総点検（207本）
　・現状維持：157本
　・改善・見直し：46本
　・休止・廃止：4本
○うち、10年以上継続事業の見直し検討
（173本）
　・現状維持：139本
　・改善・見直し・廃止：34本

■事務事業評価の実施
　評価表の様式、評価方法の見直しを
行った上で、評価を実施した。
　継続事業については、実効性の検証を
行い、課題のある事業については見直し
期限を設定した。
○新規事業（112本）
　・実施：78本　・見直し実施：16本
　・実施不適当：18本
○継続事業等（84本）
　・現状維持：59本
　・改善・見直し：23本
　・抜本的見直し　2本
○上記以外の継続事業（98本）
　・現状維持：88本
　・改善・見直し：8本
　・抜本的見直し：2本

■事務事業評価の実施
　評価表の様式、評価方法の見直しを
行った上で、評価を実施した。
　継続事業については、今後の方向性に
ついて「業務処理工程の見直しによるム
ダの排除」「AI、IoT等による電子化」「民
間委託等、多様な主体との連携協力」の
３つの視点による検討を行った。
　前年度から導入した新サンセット方式に
より、見直し期限が設定された事業につい
て、進捗状況の確認を行った。

１－３－２　職員提案制度等の再構築

職員提案制度の検
証を行うとともに、
人材育成の観点か
ら再構築を図る。

調査課 実施中 ■グループによる政策提案の試行等
○提案件数：12件
　うち実施可能性を検討：6件
　うち市または民間で実施：3件

■グループによる政策提案の試行等
○提案件数：2件

■職員提案の実施
　業務改善等に係る提案を募集した。
○個人提案：3件
　（実施：2件、実施検討：1件）

■職員提案の実施
　業務改善運動と連携し、業務効率化等
についての提案を募集した。
○平成30年度実績：提案19件（審査結
果：採用8件、不採用11件）

■実施方法の検証
　令和元年度は引続き、業務改善運動と
連携し職員提案を募集した。
○令和元年度実績：提案4件

全庁的な事務改善
を推進する。

調査課 実施中 ■業務改善運動の実施
　全庁的な業務改善運動を展開し、各職
場において業務効率化に資する取組を検
討・実施した。
○取組総数：65件
　・ムダの排除：30件
　・行政情報の電子化：17件
　・民間事業者等との連携：4件
　・その他：14件
○平成30年度中の実施結果
　・実施済み：15件
　・実施中：21件
　・実施予定：24件
　・未実施：5件

■業務改善運動の実施
　平成30年度及び令和元年度の2年間
を業務改善の集中取組期間と位置づけ、
令和元年度も引き続き、各職場において
業務効率化に係る取組実施した。

事務事業にお
けるPDCAサイ
クルの確立

職員提案制度
の再構築

事務改善運動
の推進



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

１－３－３　ＢＰＲの手法やＩＣＴを活用した業務の見直し

基幹業務システム
の再構築に伴い、
窓口業務、徴収業
務等について、事
務の効率化を推進
する。

情報政策課
調査課

実施中 ■基幹業務システムの再構築
　老朽化していた基幹業務システムの再
構築を実施し、システム運用経費の削減
を図った。

■基幹業務システムの再構築による運用
経費の削減額
　平成26年度と比較して、年間32,568千
円削減した。
■業務・人員体制の見直し
・同じシステムを導入している自治体に対
して調査を実施
・関係課（収税課、保険年金課、市民課）
で小牧市への視察を実施した。

■基幹業務システムの再構築による運用
経費の削減額
　平成26年度と比較して、年間32,568千
円削減した。

■基幹業務システムの再構築による運用
経費の削減額
　平成26年度と比較して、年間32,568千
円削減した。

■基幹業務システムの再構築による運用
経費の削減額
　平成26年度と比較して、年間32,568千
円削減した。

事務事業全般につ
いて、ＢＰＲを活用
した業務フローの見
直しやＩＣＴの活用
等による業務の効
率化を図るととも
に、窓口業務や庶
務業務等の内部管
理業務の見直しを
図る。

調査課
情報政策課

実施中 ■新たな行政サービスの導入準備
　コンビニ交付、コンビニ納付、クレジット納
付等の新たな行政サービスの導入に向け
た準備を行ったほか、コンビニ交付導入
後の行政窓口サービスセンターの在り方
について検討した。

■新たなサービスの開始
　市民サービスの向上と事務の効率化を
図るための新しいサービスを開始。
【コンビニ交付】
実績：住民票682件、印鑑証明557件な
ど計1,451件
【コンビニ納付・クレジット納付】
※実績は「2-3-1税料等の新たな収納
方法の導入」参照
　
■業務の見直し
　コンビニ交付導入に伴う行政窓口サービ
スセンターの廃止についても協議を行っ
た。

■新たなサービスの開始
　市庁舎等の公共料金支払事務の効率
化を図るため、電話料金について「公共
料金等事前通知サービス（公振くん）」を
導入した。(1月)

■業務の見直し
　公振くんの適用範囲を拡大した。（水道
料金（7月）、電気料金（9月））

■業務の見直し
・保育所入所選考AIを導入し、令和２年
度の選考を行った。
・窓口業務を円滑に遂行するため、市民
課及び総合案内に多言語翻訳用タブレッ
トを設置した。
・公振くんの適用範囲を拡大した（NHK受
信料（4月））

１－３－４　自治体情報システムのクラウド化の推進

複数団体共同での
クラウド化（自治体
クラウド）を推進す
る。

情報政策課 実施中 ■行政事務のクラウド化の推進等
　平成28年2月に、米子市・琴浦町・安来
市の3市町で、戸籍事務の共同クラウド化
を実施。
■鳥取県自治体ICT共同化推進協議会
の設立等
　平成27年5月に、鳥取県と県下全市町
村が、事務の共同化、クラウド化の研究、
調達、運用等を行う組織として設置。共
同化・クラウド化するシステム等について
検討し、準備が整ったものから運用を開
始することとした。

■行政事務のクラウド化の推進等
　米子市・琴浦町・安来市の3市町共同
でコンビニ証明交付システムを稼働（6
月）。
■鳥取県自治体ICT共同化推進協議会
の取組
○平成28年12月、県・全市町村間の情
報流通の高度化を図るため、「とっとり行
政イントラシステム」を稼働。
○平成29年3月、県・全市町村のイン
ターネット接続環境を統合し、「鳥取県情
報セキュリティクラウド」を稼働。
○「学校業務支援システム」の検討を進
めつつ、新たな共同化についても検討を
開始。

■行政事務のクラウド化の推進等
　自治体クラウド化を行うため、１市４町
（本市、琴浦町、大山町、江府町、日南
町）で基幹業務システムの共同利用に係
る協定を締結した。

■行政事務のクラウド化の推進等
　住民基本台帳ネットワークシステムにお
いてすでに稼働している鳥取県西部共同
利用センター（琴浦町、大山町、日南町、
江府町）に本市が参加することにより、本
市及び4団体のコスト削減を行った。（H30
年度、R１年度の２段階実施）

■行政事務のクラウド化の推進等
・第2段階目となるクラウド機器の更新によ
り、さらなるコスト削減を行った。

基幹業務シス
テムの再構築
に伴う事務の
効率化

ＢＰＲの手法やＩ
ＣＴを活用した
業務の見直し

自治体情報シ
ステムのクラウ
ド化の推進



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

２　持続可能な財政基盤の確立

２－１　中期的な視点に立った財政運営

２－１－１　財政健全化判断比率の健全性の維持

数値目標を設定
し、引続き、財政の
健全化を図る。

財政課 実施中 ■平成27年度実績
○実質赤字比率 （0%未満）
○連結実質赤字比率 （0%未満）
○実質公債費比率 15.2%
○将来負担比率 134.1%

■平成28年度実績
○実質赤字比率 （0%未満）
○連結実質赤字比率 （0%未満）
○実質公債費比率 13.6%
○将来負担比率 124.8%

■平成29年度実績
○実質赤字比率 （0%未満）
○連結実質赤字比率 （0%未満）
○実質公債費比率 11.9%
○将来負担比率 117.2%

■平成30年度実績
○実質赤字比率 （0%未満）
○連結実質赤字比率 （0%未満）
○実質公債費比率 10.6%
○将来負担比率 101.3%

■令和元年度
　引続き、数値目標の達成に向けた取組
を行った。
■設定目標
　実質赤字比率と連結実質赤字比率は
0％未満を維持し、実質公債費比率は
11.4%未満に、将来負担比率は116.8％
未満に低減する（7月下旬頃算定）。

２－１－２　基金の積立と市債未償還残高の低減

長期的視野に立っ
た計画的な財政運
営を図るため、財
政調整基金、減債
基金等の積立を推
進する。

財政課 実施中 ■基金の積立
　長期的視野に立った計画的な財政運
営を行うため、財政調整基金等の基金の
積立に努めた。
○数値目標
　基金残高を平成31年度末で75億円以
上に積立てる。
○平成27年度末残高　62.6億円

■基金の積立
○平成28年度末残高　66.1億円

■基金の積立
○平成29年度末残高　71.0億円

■基金の積立
○平成30年度末残高　79.4億円

■基金の積立
○令和元年度末残高　79.2億円（見込）

普通会計における
市債未償還残高
（臨時財政対策債
等特別債を除く。）
の低減を図る。

財政課 実施中 ■市債未償還残高の低減
　投資的事業を精査することで、市債の
発行を抑制し、市債未償還残高の低減に
努めた。
○数値目標
　市債未償還残高（臨時財政対策債等
特別債を除く普通会計）を平成31年度末
で370億円以下に低減。
○平成27年度末残高　410億円

■市債未償還残高の低減
○平成28年度末残高　392億円

■市債未償還残高の低減
○平成29年度末残高　378億円

■市債未償還残高の低減
○平成30年度末残高　379億円

■市債未償還残高の低減
○令和元年度末残高　379億円（見込）

２－１－３　特別会計の経営健全化

下水道事業の経営
の健全性や計画
性・透明性の向上
に資するため、平成
30年４月から地方
公営企業法の一部
(財務規定）を適用
する。

下水道企画課 実施済
み

■一部適用に向けた準備等
・固定資産調査及び評価
・公営企業会計システムの仕様の検討
・関係部局との事務調整等

■一部適用に向けた準備等
・公共下水道事業及び農業集落排水事
業の固定資産調査及び評価
・公営企業会計システムの構築
・条例規則の制定・改正等
・関係部局との事務調整等

■一部適用に向けた準備等
・固定資産調査及び評価の完了
・公営企業会計への移行時点における開
始貸借対照表の作成
・システム構築及び運用
・関係部局との事務調整
・条例・規則の制定・改正等
・企業出納員の設置
・出納事務の処理に係る金融機関との契
約締結

■平成30年4月1日運用開始済み
　公営企業会計を適正に運用する。

■平成30年4月1日運用開始済み
　公営企業会計を適正に運用する。

２－１－４　地方公会計の整備促進

固定資産台帳を含
む統一的な基準に
よる財務書類等を
作成する。

財政課 実施中 ■固定資産台帳の整備
　平成28年度決算からの統一的な基準
による財務書類等の作成に向けて、固定
資産台帳の整備に取り組んだ。

■固定資産台帳の整備
　平成28年度決算からの統一的な基準
による財務書類等の作成に向けて、固定
資産台帳の整備（各課所管の資産の抽
出及び再評価、公有財産台帳との突合
等）に取り組んだ。

■固定資産台帳の整備
　統一的な基準により、平成28年度決算
に基づいて、固定資産台帳を整備（各課
所管の資産の抽出及び再評価、公有財
産台帳との突合等）するとともに、財務書
類等を作成した。

■固定資産台帳の更新
　平成29年度決算及び固定資産台帳の
更新に基づいて、統一的な基準により、
財務書類等の年度更新作業を行った。

■固定資産台帳の更新
　平成30年度決算及び固定資産台帳の
更新に基づいて、統一的な基準により、
財務書類等の年度更新を行った。

下水道事業の
地方公営企業
法の適用

財政健全化判
断比率の健全
性の維持

基金の積立

市債未償還残
高の低減

地方公会計の
整備促進



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

２－２　次世代を見据えた行政サービスの再構築

２－２－１　公共施設、社会インフラ施設等の老朽化対策の推進

公共施設等総合管
理計画を策定す
る。

調査課 実施中 ■公共施設等総合管理計画の策定
（H28.3）
　計画には、本市の公共施設等の全体状
況を明らかしたうえで、中長期的視点に
立った公共施設等の総合的かつ計画的
な管理に関する方針及び施設類型ごとの
管理に関する方針を定めた。

■個別施設計画の策定
　公共施設概要調書の作成を通して各
施設の現状を把握し、今後の施設の在り
方を検討した。

■個別施設計画の策定
　公共建築物に係る個別施設計画策定
の基本的な考え方を示し、今後個別施設
計画を策定する施設と廃止・休止を検討
し、個別施設計画を策定しない施設の整
理を行った。

■個別施設計画の策定
　米子市公共施設等マネジメント戦略本
部において、各施設所管課との協議を通
じて、個別施設ごとの今後の在り方につい
て検討を行うとともに、個別施設計画の内
容について、国の「インフラ長寿命化基本
計画」に示された記載事項を踏まえ、整
理を行った。

■「米子市役所庁舎再編ビジョン（中期
展望）」の策定着手
　庁舎機能を持つ施設における課題や今
後の再編方針等を検討した。

■個別施設計画の策定
　米子市公共施設等マネジメント戦略本
部において、個別施設計画（個票）の様
式を示した。
　市役所本庁舎、ふれあいの里、水鳥公
園ネイチャーセンターについて個別施設
計画を策定した。
　長寿命化計画の策定要請があった施
設類型のうち、学校施設について策定し
た。

■「米子市役所庁舎再編ビジョン（中期
展望）」の策定
　当面する庁舎の老朽化対策、借地料の
低減等への対応策としての中期的な再
編等の取組展望を取りまとめ、令和元年
7月に策定した。

■公共施設等の長
寿命化
　公共施設等総合
管理計画に基づく
公共施設等の長寿
命化を図る。

調査課
施設所管課

実施中 ■長寿命化（耐震改修含む）の事業実績
・市営住宅（青木、大工町など）
・大篠津小、弓ヶ浜小、加茂中、東山中
など
・安久橋、天神橋など
・旗ヶ崎3号公園、皆生新田東公園など

■長寿命化（耐震改修含む）の事業実績
・米子市クリーンセンタ－
・市営住宅（青木、大工町など）
・後藤ヶ丘中学校
・安久橋、淀江大橋など
・皆生新田中央公園、堀川公園など

■長寿命化の事業実績
・米子市クリーンセンタ－（基幹的設備改
良工事）
・市営住宅（青木、河崎、万能町）
・就将小学校（長寿命化実施設計）
・新加茂川橋、大川6号橋など
・目久美公園、錦海二丁目公園、錦海公
園

■長寿命化の事業実績
・米子市クリーンセンタ－（基幹的設備改
良工事）
・市営住宅（河崎、青木、万能町）
・就将小学校
・目久美2号橋、大洞橋など
・錦海公園、富益団地3号公園など

■長寿命化の事業実績
・米子市クリーンセンタ－（基幹的設備改
良工事）
・市営住宅（河崎、青木、博労町）
・就将小学校
・祗園橋、下郷新橋、崎津団地1号橋な
ど
・安倍彦名団地公園、皆生海浜公園

■公共施設等の見
直し
　公共施設等総合
管理計画に基づく
公共施設等の在り
方の見直しを図る。

調査課
施設所管課

実施中 ■老朽化施設等の見直し
【老人憩の家】
　修繕が必要となっていた「老人憩の家」
の入浴施設（温泉入浴サービス）を平成
28年3月末に廃止し、維持管理経費の削
減を図った。

■老朽化施設等の見直しによる管理費の
削減
【老人憩の家】
　入浴施設（温泉入浴サービス）の廃止に
より、施設運営経費を年間5,442千円削
減できた。

■老朽化施設等の見直しによる管理費の
削減
【老人憩の家】
　引き続き、施設運営経費を年間5,380
千円削減できた。

■老朽化施設等の見直しによる管理費の
削減
【老人憩の家】
・引き続き施設運営経費を年間5,561千
円削減した。
・大規模改修が必要となり、年度末で閉
館した。

■老朽化施設等の見直しによる管理費の
削減
【老人憩の家】
　平成30年度末をもって老人憩の家を廃
止した。

■米子市クリーンセンター可燃ごみ焼却
灰の処理方法の見直し
　米子市クリーンセンターにおいて、溶融
スラグ・溶融メタルに分離して再資源化を
行っていた焼却灰の処理を、平成28年
度から民間委託することで処理費用の削
減を図った。
　また、設備休止に伴い、施設で消費して
きた自家発電電力に余剰が応じることか
ら、これを売却し、売電収入の増加を図っ
た。
【近年の売電収入実績】
・平成27年度：60,557千円
・平成26年度：62,741千円
・平成25年度：59,613千円

■米子市クリーンセンター可燃ごみ焼却
灰の処理方法の見直し
【処理費用の削減】
　平成27年度と比較して、年間108,073
千円を削減。
　（内訳）
　・設備運営の休止 ▲345,600千円
　・灰の処理委託費 　237,527千円
【売電収入の増加】
　平成27年度と比較して、年間130,963
千円の増加
※平成28年度から、買電・売電を地元企
業のローカルエナジーと契約。

■米子市クリーンセンター可燃ごみ焼却
灰の処理方法の見直し
【処理費用の削減】
　平成29年10月から飛灰の再資源化も
民間委託
○長期包括管理委託の減額
　▲347,294千円…①
○主灰再資源化委託(H28～)
　245,709千円…②
○飛灰再資源化委託(H29～)
　55,598千円…③
　①-(②+③)=▲45,987千円
【売電収入の増加】
　平成27年度と比較して、年間126,899
千円の増加

■米子市クリーンセンター可燃ごみ焼却
灰の処理方法の見直し
【処理費用の削減】
　平成27年度と比較して、85,370千円を
削減できた。

【売電収入の増加】
 平成27年度と比較して、年間154,411
千円の増加

■米子市クリーンセンター可燃ごみ焼却
灰の処理方法の見直し
【処理費用の削減】
　平成27年度と比較して、108,183千円
を削減できた。

【売電収入の増加】
　平成27年度と比較して、年間150,405
千円の増加

公共施設等総
合管理計画の
策定

公共施設等の
老朽化対策等
の推進



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

■公共施設等の適
正な維持管理
　公共施設等総合
管理計画に基づく
公共施設等の計画
的かつ適正な維持
管理を図る。

調査課
施設所管課

実施中 ■電力の調達先の見直し
　市庁舎の電力調達について、市も出資
して新たに市内に設立された地域エネル
ギー会社「ローカルエナジー㈱」と契約を
締結することにより、前年度比約3.5％の
コスト削減を図った。

■電力の調達先の見直し
　市有施設で使用する電力の調達につい
て、「ローカルエナジー㈱」と契約すること
により、継続して中国電力等と契約したと
きの推計電気料金に比べて21,660千円
を削減できた。

■電力の調達先の見直し
　ローカルエナジーとの契約施設の拡大
により、市有施設で使用する電力につい
て、継続して中国電力等と契約したときの
推計電気料金に比べて26,707千円を削
減できた。

■電力の調達先の見直し
　継続実施

■電力の調達先の見直し
　継続実施

■男女共同参画センター「かぷりあ」の適
正な維持管理
　イオン米子駅前店内に設置していたも
のを旧庁舎内へ移転し、建物借料
11,279千円を削減できた。

■髙島屋東館の民間活用
　4月に取得し公共施設となった同施設に
ついて、公募で選んだ民間業者に一括し
て無償譲渡し、複合型サービス施設とし
て運営することとなった。

２－２－２　外郭団体の行財政改革の促進

外郭団体への補助
金等の適正化を図
る観点から外郭団
体における行財政
改革の取組を要請
する。

調査課 実施中 ■外郭団体の実態把握
　外郭団体の運営状況等を把握するた
め、財務、組織、運営規約等の資料を収
集し、実態把握を図った。

■資料の分析・ヒアリング等を実施
　外郭団体の運営状況を把握するため、
財務、組織、運営規約等の資料を収集
するとともに、外郭団体の所管課へのヒア
リングを実施し、現状と課題の実態把握を
図った。

■外郭団体の総点検の実施
　新市長の就任を契機に、改めて外郭団
体に関する総点検を実施した。

■外郭団体等の行財政改革の促進
　総点検の結果を踏まえ、順次課題を整
理し、市の所管課と連携して団体の課題
等を抽出した。

■外郭団体の行財政改革の推進
　米子市社会福祉協議会との連携による
地域福祉の推進を図るため、福祉保健部
福祉政策課に新たに「地域福祉推進室」
を設置した。

２－２－３　借地料見直しの推進

借地料の解消に向
け、借地の買上交
渉を推進する一
方、新たな鑑定評
価の実施も視野
に、借地料の見直
しを推進する。

総務管財課 実施中 ■借地料見直し実績
　平成26年度と比較して年間2,994千円
を削減。
【契約額】
・平成27年度: 149,859千円
・平成26年度: 152,853千円

■用地の買取りによる借地の解消
　湊山体育館用地の年次的買取りを行い
借地の解消を進めた。（平成27～30年
度）
・買取時期：平成28年4月
・買取額総額　85,150千円
・H27借地料　2,910千円
・H26借地料　4,852千円

■借地料減額交渉等の継続実施
　借地料改定時期の施設について、地代
部分据置き交渉を行った。
【契約額】
平成28年度：147,467千円

■継続賃料の不動産鑑定評価
　鑑定評価（手数料6,372千円）結果を
平成29年度借地料の交渉目標とした。

■用地の買取りによる借地の解消
・湊山体育館借地料：781千円

■借地料減額交渉等の継続実施
・目標であるH28鑑定評価における純賃
料での合意ができなかった地権者との交
渉を実施した。
・未鑑定の施設のうち、30年度が3年毎
の改定時期に当たっているものについて、
純賃料を据え置くことで合意を得た。
【契約額】
平成29年度：144,615千円

■用地の買取りによる借地の解消
・湊山体育館借地料：142千円

■借地料減額交渉等の継続実施
　目標であるH28鑑定評価における純賃
料での合意ができなかった地権者につい
て、30年度借地料においても、引き続き
交渉を実施した。
【契約額】
平成30年度：143,134千円

■用地の買取りによる借地の解消
○湊山体育館借地料：9千円
（買取完了）

■借地料減額交渉等の継続実施
・純賃料が、H28鑑定評価額における純
賃料と同一の額になるよう合意が得られ
ていない地権者については、引き続き借
地料の減額交渉を行った。
【契約額】
令和元年度：142,155千円
■今後の交渉方針
・前回鑑定から10年後の令和8年度に再
度、不動産鑑定を行うこととし、借地料が
前回鑑定評価における純賃料と同額と
なっているものについては、原則その間は
据え置くこととした。
■用地の買取りによる借地の解消
・交渉は行ったが、令和元年度は買取り
実績なし。

外郭団体にお
ける行財政改
革の促進

借地料見直し
の推進



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

２－３　歳入確保対策の推進

２－３－１　滞納対策の推進

住民サービスの充
実及び納期限内納
付率を向上させる
ことによる収納コスト
削減の観点から、
税料等の新たな収
納方法を導入す
る。

収税課
調査課

実施中 ■コンビニ収納及びクレジット決済の導入
準備
　平成28年4月の税料のコンビニ収納及
びクレジット決済導入に向けて、各関係課
において実施準備を行った。

■コンビ二収納及びクレジット決済の導入
【コンビニ納付】
　市税・各種保険料・保育料・市住家賃・
下水道使用料など13項目
　実績：市税67,896件（17.8%）
【クレジット納付】
　対象：市税・国保料
　実績：市税1,411件（0.37%）

■コンビニ収納及びクレジット決済の検証
　利用件数が増加した。
【実績】
○コンビニ収納
　市税77,878件（20.57％）
○クレジット決済
　市税1,477件（0.39％）

■コンビニ収納及びクレジット決済の検証
　利用件数が増加した。
【実績】
○コンビニ収納
　市税80,179件（23.11％）
○クレジット決済
市税1,807件（0.52％）

■滞納対策の推進
　令和２年度からのスマホ決済の導入に
向けた準備を行った。
　SMS送信による納付案内を開始した（収
税課）

２－３－２　受益者負担の検証等

使用料・手数料の
定期的なコスト検証
を行うとともに、その
結果に基づき、必
要な見直しを行う。

調査課 実施中 ■施設使用料の在り方の検証
　公共施設等総合管理計画策定の際
に、施設使用料の水準についての検証を
行った。

■使用料・手数料のコスト検証
　公共施設等総合管理計画に基づく、個
別施設の在り方を検討する中で、必要に
応じて施設使用料の実態把握を実施し
た。

■使用料・手数料のコスト検証
　公共施設等総合管理計画に基づく、個
別施設の在り方を検討する中で、主に集
客施設の施設使用料の実態把握を実施
した。

■消費税増税への対応
　令和元年10月に予定されている消費税
の引き上げに向けた関係条例の改正を
行った。

■個別の手数料等の改定
　児童文化センターのプラネタリウム観覧
料について、機器更新を契機に見直しを
行った。また、情報公開制度における公
文書の写しの作成に係る手数料の改定を
行った。

給食委託金の見直
しを行う。

学校給食課 実施中 ■給食委託金の見直し検討
　平成30年度からの市立米子養護学校
の県移管に伴い、同年度以降の給食委
託金の在り方を見直し、本市が給食調理
配送業務を行う米子市日吉津村中学校
組合立箕蚊屋中学校、鳥取県立米子養
護学校及び同皆浜分校の委託金の費用
算出に、学校給食共同調理場整備事業
に係る起債償還額の応分負担を含めるこ
ととした。

■給食委託金の見直し実施
　本市が給食調理配送業務を行う県立・
組合立の3校の給食委託金の費用算出
に学校給食共同調理場整備事業に係る
起債償還額の応分負担を含め、委託金
の請求を行った。
【実績額】8,263千円

■給食委託金の見直し実施
　引き続き、給食委託金の費用算出に学
校給食共同調理場整備事業に係る起債
償還額の応分負担を含め、委託金の請
求を行った。
【実績額】6,870千円

２－３－３　遊休地等の売却推進

米子市遊休地処
分・利活用推進委
員会において、遊
休地等の今後の在
り方を検討し、売却
の方針が確定した
ものについては、速
やかに売却を推進
する。

総務管財課 実施中 ■売却実績等
　平成27年度は、土地開発公社から代
物弁済で取得した元安倍車庫用地、日
本放送協会の放送用アンテナ敷地等の
売却を実施した。
【近年の売買実績】
・平成27年度：125,977千円
・平成26年度： 97,224千円
・平成25年度： 72,322千円

■売却実績等
　遊休地2件について一般競争入札を実
施。応札者のなかった物件については、
市報・現地立看板により広報し、1件の処
分ができた。
【売買実績】
・平成28年度：40,036千円

■売却実績等
・貸付地等2件、遊休地1件、元法定外
公共物16件を売却した。
・遊休地2件について一般競争入札を実
施したが不調となる。1件は随意契約によ
り売却。残りの1件は、現地立看板により
広報し売却処分を図っている。
【売買実績】
・平成29年度：57,034千円

■売却実績等
・用途廃止可能な緩衝緑地帯3件、貸付
地1件、元法定外公共物21件を売却し
た。
・遊休地3件の入札・売却準備（入札不
調物件の再入札、鑑定評価、地元調整
等）
・普通財産（土地）を売却準備に係る進
捗状況に応じて分類し、未利用市有地と
して市ホームページに掲載した。
【売買実績】
・平成30年度：23,634千円

■売却実績等
・遊休地5件、用途廃止可能な緩衝緑地
1件、保安林1件、元法定外公共物26件
を売却した（遊休地のうち3件は一般競争
入札を実施）。
・普通財産（土地）を売却準備に係る進
捗状況に応じて分類し、未利用市有地
（20件）を市ホームページに掲載した。
【売却実績】
・令和元年度：228,654千円

広報、市ホーム
ページ等による広
報活動に努め、残
区画（全4区画）の
早期完売を目指
す。

建設企画課 実施中 ■広報等の実施
　錦海団地の早期完売を目指し、広報、
市ホームページ等による継続的な広報活
動を実施した。

■広報等の実施
　引き続き、早期完売を目指し、広報、市
ホームページ等による広報活動を実施し
た。

■広報等の実施
○引き続き、早期完売を目指し、広報、
市ホームページ等による広報活動を実施
した。
○鳥取県（移住定住関係）へ分譲情報を
提供した。(H29.8)

■1区画の分譲達成
　1区画の分譲を達成し、残り3区画の早
期完売を目指す。（全380区画）

■広報等の実施
　市報、ホームページに加え、SNS（市
フェイスブック及びインスタグラム）の活用
やイベント会場でのチラシ配布等による広
報活動を実施した。

■広報等の実施
　引き続き、早期完売を目指し、広報、市
ホームページに加え、庁舎内に分譲案内
ポスターの掲示及び分譲案内チラシの設
置を行った。
※令和２年４月に１区画の分譲が決定し
た。

税料等の新た
な収納方法の
導入

使用料・手数
料のコスト検証
の実施

給食委託金の
見直し実施

遊休地等の売
却の推進

錦海団地の販
売促進



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

２－３－４　多様な歳入対策の推進

市有施設の屋根貸
しによる太陽光発
電事業の適用施設
の追加を図ること
で、行政財産使用
料収入の増加を図
る。

環境政策課 実施中 ■追加募集の実施
　事業者の追加募集を実施し、湊山中学
校体育館及び福生西小学校体育館（2
事業者）の屋根貸しを実施した。
【近年の実績額】
・平成27年度：412千円（全8施設）
・平成26年度：387千円
・平成25年度：199千円

■追加募集の実施による収入増加
・福生西小学校及び湊山中学校での追
加募集分の工事が完了し、平成27年度
と比較して、年間75千円の収入増加。
【近年の実績額】
・平成28年度：487千円

■方針転換による公募中止
　想定外の災害被害の可能性等もあり、
施設利用者の安全確保を優先する観点
から、当面公募は行わないが、建物屋根
の耐重量調査の結果十分な強度が確保
できるもの、長寿命化改修や施設統廃合
等の計画の支障にならないものについて
は、引き続き実施を検討することとした。
【実績額】
・平成29年度：487千円

■方針転換による公募中止
　平成29年度以降、当面公募は行わな
いこととし、施設の長寿命化改修や統廃
合等の計画の支障とならないもの等につ
いて実施の検討を行った。
【実績額】
・平成30年度：487千円

■基本協定の見直し
・消費税増税に伴い市有施設の屋根貸し
による太陽光発電普及事業に関する基
本協定書の見直しを行った。
・売電価格の低下により、太陽光発電事
業の採算性が低くなっており、新規参入
が見込みにくいことから、当面公募は実施
せず、FIT（固定価格買取制度）の見直し
等、国の動向を注視しながら、事業のあり
方を検討する。
【実績額】
・令和元年度：487千円

ふるさと納税制度と
地元特産品等の広
告宣伝タイアップを
充実させて、参加
地元企業の増加を
図り、メディア等を
活用しながらふるさ
と納税の推進と地
元特産品等の広告
宣伝・販売促進を
図る。

商工課 実施中 ■ふるさと納税と地元特産品のPRの推進
　メディア等の活用を通じて、ふるさと納
税制度と地元特産品等の広告宣伝の充
実を図ったことにより、地元特産品の提供
企業が増加し、寄付額の増加につながっ
た。
【近年の実績】
・平成27年度：
　45,653人／731,035千円
・平成26年度：
　40,124人／475,689千円
・平成25年度：
　24,447人／279,241千円

■ふるさと納税と地元特産品のPRの推進
　メディアや県人会等の活用を通じて、ふ
るさと納税制度と地元特産品等の広告宣
伝を行ったが、自治体間の競争の中で、
寄附件数及び寄附金額の実績は前年度
より減少した。
【実績】
・平成28年度：
　28,561人／478,439千円

■ふるさと納税と地元特産品のPRの推進
　12月から民間のふるさと納税サイトの活
用を開始したことにより、寄附金額の増加
につながった。
【実績】
・平成29年度：
　35,787件／574,920千円

■ふるさと納税と地元特産品のPRの推進
　民間のふるさと納税サイト（2社）への情
報掲載を開始し、また、大手サイトでのＰＲ
プランを活用したことで納税額が増加し
た。
【実績】
・平成30年度
　86,428件／1,214,927千円

■ガバメントクラウドファンディングの活用
　寄附金の使途を米子がいな祭りの花火
実施予算に限定したガバメントクラウドファ
ンディングを実施。民間サイトにて寄付を
募った。
・実績額：1,555千円（目標達成）

■ふるさと納税と地元特産品のＰＲの推
進
　本市のＨＰ、メールマガジン、民間のふる
さと納税サイト、メディア、県人会等を通じ
て、ふるさと納税制度と地元特産品等の
広告宣伝を行った。令和元年度は県西
部圏域の活性化を図る団体との連携等
により寄附額が増加した。
【実績】
・令和元年度
　123,531件／1,542,037,111円

■庁舎内動画広告
事業の推進
　本庁舎、第2庁舎
の１階にモニター画
面を設置し、平成
22年4月に開始し
た庁舎内動画広告
事業について、更
なる推進を図る。

総務管財課 実施中 ■庁舎内動画広告事業の実施
　本庁舎及び第2庁舎まちあいのモニター
画面による動画広告事業を継続的に実
施し、税外収入の確保に努めた。
【近年の実績額】
・平成27年度：876千円
・平成26年度：876千円
・平成25年度：876千円

■庁舎内動画広告事業の実施
【実績額】
・平成28年度：876千円

■庁舎内動画広告事業の実施
【実績額】
・平成29年度：876千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：876千円

■事業の継続実施
【見込額】
・令和元年度：876千円

■庁舎エレベー
ター内広告掲載事
業の推進（平成22
年12月～）

総務管財課 実施中 ■庁舎エレベーター内広告掲載事業の
継続実施
【近年の実績額】
・平成27年度：230千円
・平成26年度：230千円
・平成25年度：225千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成28年度：230千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成29年度：230千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：233千円

■事業の継続実施
【実績額】
・令和元年度：233千円

■市有自動車への
広告掲載の推進
（平成22年度～）

総務管財課 実施中 ■市有自動車への広告掲載の継続実施
【近年の実績額】
・平成27年度：291千円
・平成26年度：270千円
・平成25年度：304千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成28年度：297千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成29年度：302千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：302千円

■事業の休止
平成22年12月から米子市市有自動車
広告掲載事業を実施してきたが、広告掲
載車両を使用した現地調査等におけるト
ラブルや、議会からの指摘を受け、広告
事業の見直しを図るため、平成31年3月
31日をもって広告掲載を休止した。

市有施設の屋
根貸しによる太
陽光発電の推
進

ふるさと納税の
推進

有料広告の実
施



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

■総合インフォメー
ションへの広告掲
載の推進（平成24
年度～）

総務管財課 実施中 ■総合インフォメーション（広告付き案内
図）への広告掲載の継続実施
【近年の実績額】
・平成27年度：350千円
・平成26年度：351千円
・平成25年度：350千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成28年度：350千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成29年度：350千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：360千円

■事業の継続実施
【実績額】
・令和元年度：360千円

■デジタルサイネー
ジ式案内板への広
告掲載の推進（平
成30年1月～）

総務管財課 実施中 ■デジタルサイネージ式案内板への広告
掲載の実施
　平成30年1月より東側入り口付近に設
置
【実績額】
・平成29年度：23千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：134千円

■事業の継続実施
【実績額】
・令和元年度：134千円

■雑誌スポンサー
制度の推進（平成
25年度～）

生涯学習課 実施中 ■雑誌スポンサーの継続実施
【近年の実績額】
・平成27年度：333千円
・平成26年度：180千円
・平成25年度：100千円

■雑誌スポンサーの継続実施
【実績額】
・平成28年度：290千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成29年度：324千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：327千円
　（15社40誌）

■事業の継続実施
【実績額】
・令和元年度：194千円
　（11社23誌）

■広報よなごへの
広告掲載の推進
（平成12年度～）

秘書広報課 実施中 ■広報よなご有料広告掲載方法等の見
直し
　入札方式導入等により、広告収入の増
加を図った。
【近年の実績額】
・平成27年度：881千円
・平成26年度：881千円
・平成25年度：856千円

■広報よなご有料広告掲載方法等の見
直しによる収入増
　5月号からページ数を8ページ増やした
ことに伴い、広告枠を4枠から6枠に増や
した。
【実績額】
・平成28年度：1,555千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成29年度：1,827千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：1,404千円

■事業の継続実施
【実績額】
・令和元年度：1,080千円

■市ホームページ
への広告掲載の推
進（平成20年度
～）

秘書広報課 実施中 ■市ホームページの有料広告掲載方法
等の見直し
　効率的な広告募集を目的に、広告代理
店へ次年度分広告枠の一括売り払いを
導入した。
【近年の実績額】
・平成27年度：995千円
・平成26年度：780千円
・平成25年度：1,340千円

■市ホームページの有料広告掲載の継
続実施
【実績額】
・平成28年度：778千円

■市ホームページの有料広告掲載方法
等の見直し
　平成29年度の入札が不調となったた
め、市が広告主を募集し、直接契約する
形をとった。
【実績額】
・平成29年度：480千円

■事業の継続実施
【実績額】
・平成30年度：300千円

■事業の継続実施
　令和元年度は、60以上の事業者へ広
告掲載の案内文書を送付し、広く広告を
募集した。
【実績額】
・令和元年度：240千円

■米子市指定家庭
用ゴミ袋の外袋へ
の広告掲載の推進
（平成30年4月～）

クリーン推進課 実施中 ■米子市指定家庭用ゴミ袋の外袋への
広告掲載の実施（平成30年度～）
【実績額】
・平成30年度：1,120千円

■事業の継続実施
　令和元年度は２回の広告募集を行った
が、応募事業者がなかった。
【実績額】
・令和元年度：0円



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

３　次代を担う人材の育成と職員の資質向上

３－１　職員の資質向上のための研修の充実

階層別に求められ
る役割と能力を明
確に示し、職責に
応じた知識・技能を
身につけることがで
きるよう、管理職を
はじめとした各階層
別研修の充実を図
る。

職員課 実施中 ■見直しを実施した項目
・法律に基づいて担当業務を的確に遂行
できることを念頭に、採用3年目・5年目研
修の一部を前倒しで実施し、採用後の早
い段階で法的知識を習得できるように見
直しを行った。
・課長昇級前のステップアップ研修を新
設し、マネジメント能力等を早期に修得さ
せるようにした。

■見直し事項の継続実施
・採用3年目・5年目研修の一部を前倒し
で実施した。
・課長昇級前のステップアップ研修によ
り、マネジメント能力等の早期修得を図っ
た。

■見直し事項の継続実施
・採用3年目・5年目研修の一部を前倒し
で実施した。
・課長昇級前のステップアップ研修によ
り、マネジメント能力等の早期修得を図っ
た。

■見直し事項の継続実施
・採用3年目・5年目研修の一部を前倒し
で実施した。
・課長昇級前のステップアップ研修によ
り、マネジメント能力等の早期修得を図っ
た。

■見直し事項の継続実施
・中堅職員研修の対象者を、採用10～
12年の職員から30～35歳の職員へ変
更することで、入庁時の年齢幅が大きく
なっている現状の中、適切なタイミングで
研修を実施できた。
・階層別研修のカリキュラムについて、将
来に向けて各階層に求められる能力を考
慮して鳥取県人材開発センターに提案・
協議を行い、研修体系の見直しに努め
た。

日常の業務の実践
を通して、必要とな
る実務知識・技術、
対人能力を身につ
けるため、職員や職
場の状況に応じた
きめこまかな指導を
継続して実施する。

職員課
全所属

実施中 ■職場研修の充実等
　職員派遣研修で習得した知識・技能に
ついては、所属の職員に伝達し、情報共
有するよう、職場研修を実施させた。

■職場研修の充実等
・研修の重要性等の周知を目的に、平成
28年度から、定期的に〖HRD-News〗を
発行した。
・職員派遣研修で習得した知識・技能を
多くの職員で共有するため、職場研修を
実施。
・OJT指導力向上講座（鳥取県人材開発
センター主催）の受講。
・人事評価制度研修と併せ、人材育成研
修を実施。

■職場研修の充実等
・自学の意識を職場に醸成することを目
的として、〖HRD‐News〗を発行した。
・職員派遣研修で習得した知識・技能を
多くの職員で共有するため、職場研修を
実施。
・OJT指導力向上講座（鳥取県職員人材
開発センター主催）の受講。

■職場研修推進検討チームの取組
・各部局から係長級以上の職員を選任し
て検討チームを結成、課題と対策につい
て計5回協議を行い、コミュニケーション
向上が職場研修の基礎として重要との結
論に至り、コミュニケーション活性化ツー
ルを作成し、活用を試みた。

■職場研修の充実等
・職員派遣研修で習得した知識・技能に
ついて、所属の職員に伝達し、」情報共有
するための職場研修を各所属において実
施した。
・係長級職員を対象とし、世代継承を
テーマとした人材育成研修を実施した。
・コミュニケーション活性化ツールの効果
的な運用方法について検討をした結果、
新しい人事給与制度移行後の各所属の
状況を確認したうえで、来年度に再度検
討することとした。

意欲ある職員に研
修機会を提供し、
業務に関係のある
知識や法務能力
等、業務遂行に必
要な能力の向上を
図るための積極的
な学習を促す。

職員課 実施中 ■研修機会の充実と情報提供の強化
○研修カレンダーを公表し、研修受講の
ための日程調整を容易にした。
○鳥取県人材開発センターの研修以外
でも、受講可能な研修については、職員
に周知し参加を促した。

■啓発・機会提供の強化
○〖HRD-News〗を発行し、研修の重要
性について周知した。
○能力開発向上研修（鳥取県職員人材
開発センター主催）の募集を年1回から年
3回に増やし、研修に参加しやすくした。

■啓発・機会提供の強化
　能力開発向上研修の募集を、講座の開
講時期に合わせて3回に分けて行った。

■啓発・機会提供の強化
○能力開発向上研修の募集を、講座の
開講時期に合わせて4回に分け、受講計
画を立てやすくした。
○年間の研修スケジュールも毎回提示す
ることで、期限内のいつでも申し込める体
制とした。

■研修内容の充実に向けた取組等
○引き続き、能力開発向上研修の機会
提供強化を行った。
○主催者の職員人材開発センターに対
し、企画立案・政策形成・業務マネジメン
ト・人材育成をテーマとした研修を提案し
た。

市民ニーズに的確
に対応するため、職
員の政策づくりの基
盤と課題発見、調
査分析及び立案実
行する能力の向上
を図る。

職員課 実施中 ■政策形成、業務改善、企画力の向上
　政策形成、業務改善、企画力の向上に
つながる研修の受講を図った。

■研修の計画的な受講
　政策形成能力、業務改善能力及び企
画力を向上させるための研修を30歳代の
うちに受講するルールを作り、掲示板〖
HRD-News〗で職員向けに周知した。

■研修の計画的な受講
　政策形成能力等を向上させるための研
修を30歳代のうちに受講させ、掲示板〖
HRD-News〗で周知し、当該職員に対し
て、対象講座の受講履歴を文書にて通
知した。
・自治研修協会との共催により、政策形
成能力向上セミナーを実施した。

■研修の計画的な受講
　政策形成能力等の研修を30歳代のうち
に受講するルールについて、掲示板〖
HRD-News〗で職員に周知した上で、各
職員に対象講座の受講履歴を通知し、掲
示板ですぐ確認できるように環境を整え
た。

■職員の意識改革
・内閣府が推進する「地方分権改革 提
案募集方式」についての研修を実施し、
『制度は変えることができる』という職員の
意識改革に取り組んだ。

市民の視点に立っ
た行政サービスを
実施することを常に
自覚し、行政に対
する満足度の向上
につながるよう、接
遇研修を実施す
る。

職員課 実施中 ■サービス向上マニュアルの作成
　サービス向上マニュアルの作成、職員
への周知、接遇研修の実施に取り組ん
だ。

■サービス向上マニュアルの配布と活用
　サービス向上マニュアルを掲示板で職
員に周知し、接遇研修を実施した。

■サービス向上マニュアルの周知と活用
　接遇研修を実施した。その際、サービス
向上マニュアルを研修生に周知し、職場
での活用を促した。

■サービス向上マニュアルの周知と活用
　接遇研修を実施した。その際、サービス
向上マニュアルを研修生に周知し、職場
での活用を促した。

■今後の取組等
　米子市職員新規採用職員研修におい
て、内部講師による接遇研修及び傾聴力
向上研修を実施した。
　ＤＶ被害者への二次的被害の防止のた
め、ＤＶについての理解及びＤＶ被害者へ
の窓口対応についての研修を実施した。

階層別研修の
充実

職場研修の推
進

能力開発研修
の充実

政策形成に関
する研修の充
実

接遇意識・能
力の向上



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

職務に必要な最新
情報、高度な専門
知識・技能習得の
ため、職員を外部
研修機関等へ積極
的に派遣する。

職員課 実施中 ■高度な専門研修機関への派遣強化
　自治大学校、市町村職員研修所（アカ
デミー）、国土交通大学校など高度な専
門知識を習得できる研修機関への派遣
者数の増加を図った。

■高度な専門研修機関への派遣強化
　自治大学校、市町村職員研修所（アカ
デミー）、国土交通大学校など高度な専
門知識を習得できる研修機関への派遣
者数の増加を図った。
【派遣実績】
19名（平成26年度比1.5倍）

■高度な専門研修機関への派遣強化
　自治大学校、市町村職員研修所（アカ
デミー）、国土交通大学校など高度な専
門知識を習得できる研修機関への派遣
者数の増加を図った。
【派遣実績】
26名

■高度な専門研修機関への派遣強化
　自治大学校、市町村職員研修所（アカ
デミー）、国土交通大学校など高度な専
門知識を習得できる研修機関への派遣
者数の増加を図った。
【派遣実績】
25名

■高度な専門研修期間への派遣強化
　自治大学校、市町村職員研修所（アカ
デミー）、国土交通大学校など高度な専
門知識を習得できる研修機関へより多く
の職員を派遣するよう努め、専門知識習
得を促した。
【派遣実績】
26名

通信教育、資格取
得等、職員の自己
啓発に対する支援
を強化する。また、
職員の自主研究グ
ループ活動の推進
や地域団体等への
参加を推進する。

職員課 実施中 ■自主研修に対する支援の強化等
・自己啓発に対する意欲を高めるため、
自主研修についての助成を充実させた。
・時間外に開催する自主的な研修会で、
職員の学習機会を増やした。

■自主研修に対する支援の強化等
・自主研修の助成を充実
・担当業務に直接関係ない事務等につい
ても、学習意欲がある者に対して学びの
場を提供できるよう、短時間の実務研修
会を実施した。
・時間外の自主研修会を実施した。

■自主研修に対する支援の強化等
・自主研修の助成
・短時間の実務研修会を実施
・時間外の自主研修会を実施

■自主研修に対する支援の強化等
自己啓発に対する意識を高めるため、自
主研修について助成を行った。
時間外に開催する自主的な研修会で、
職員の学習機会を増やした。

■自主研修に対する支援の強化等
・自己啓発に対する意識を高めるため、
自主研修について助成を行った。
・地域団体等への参加促進を図った。
・担当業務に直接関係ない事務等につい
ても、学習意欲のある者に対して学びの
場を提供できるよう、短時間の研修会を
開催した。

３－２　やる気を高め、能力を最大限に引き出す人事管理

職員の能力・実績
を正確に把握し、人
材育成、任用及び
給与に反映させる
ことのできる客観的
で公平性、透明性
の高い新たな人事
評価制度を導入す
る。

職員課 実施中 ■人事評価制度マニュアルの策定
　未策定であった課長補佐以下職員用の
「人事評価制度マニュアル」を策定し周知
した。
　人事評価制度の導入に向けて、評価者
となる係長級以上の職員を対象に、制度
導入の意義等について研修を実施し理解
を深めた。

■人事評価制度の運用開始
・評価制度導入時研修の実施
　効果的な制度導入に資するために、全
職員を対象にして、導入の意義等につい
て研修し理解を深めた。
・人事評価アンケートの実施
・人事評価マニュアル・評価シートの修正
（3月）
　平成28年度における運用上の反省点
や人事評価アンケートの結果を踏まえ、
人事評価マニュアルと評価シートの一部
を修正した。

■人事評価制度の実施・改善
・4～5月　目標設定・期首面談
　目標設定について職員課提出を求め進
捗管理を実施した。また、新任係長及び
園長補佐を対象とし、4月に評価者研修
を実施した。
・9月・12月　人事評価研修の実施
　能力評価を軸に、第１次評価者と対象
者とに分けて、面談を主テーマとしそれぞ
れに研修を実施した。
・12月～1月　評価・期末面談
　面談スケジュール表を作成し、掲示板
にて周知した。
・3月　人事評価マニュアルの一部改正を
実施した。

■人事評価制度の実施・改善
・4～5月　目標設定・期首面談
　目標設定について職員課提出を求め進
捗管理を実施した。
・9月　人事評価研修の実施
　平成29年度研修のアンケート結果を活
用し、面談をテーマとしたグループワーク
中心の研修を実施した。
・12月～1月　評価・期末面談
　全庁的な進捗管理を行い、効果的な運
用を促した。
・3月　制度改正
　人事給与制度の改正に伴って、人事評
価制度の改正を行った。

■人事評価制度の実施・改善
　人事給与制度改正後の人事評価制度
の運用をスタートした。
・4～5月　目標設定・期首面談
・12～1月　目標設定・期首面談
　全庁的な進捗管理を行い、効果的な運
用を促した。

市民ニーズの多様
化・高度化に対応
できる専門的知識
や技術を持った職
員の育成に努め
る。

職員課 実施中 ■専門機関への派遣研修の充実
　専門的な知識や技術習得のため、外部
の研修機関に派遣するとともに、先進事
例の研究や先進地視察等を積極的に
行った。
・地域活性化センター：1人
・総務省自治大学校：1人
・下水道事業団：1人

■外部の研修機関への派遣
　専門的知識や技術習得のため、外部の
研修機関に派遣するとともに、先進事例
の研究や先進地視察等を行った。
・地域活性化センター：1人
・総務省自治大学校：1人
・国土交通大学校：1人
・国交省中国地方整備局：1人

■外部の研修機関への派遣
・地域活性化センター：1人
・総務省自治大学校：1人
・国土交通大学校：1人
・国交省中国地方整備局：3人
・下水道事業団：1人

■外部の研修機関への派遣
・地域活性化センター：1人
・総務省自治大学校：1人
・国土交通大学校：1人
・下水道事業団：1人

■外部の研修機関への派遣
・地域活性化センター：1人
・総務省自治大学校：1人
・国土交通大学校：1人
・国土交通省中国地方整備局：6人
・下水道事業団：1人

幅広い視野や先見
性、効率的な業務
遂行方法等を身に
つけるため、市以外
の組織への派遣や
他自治体との人事
交流を行う。

職員課 実施中 ■他の組織への派遣
・西部広域：人事交流含む6人
・後期高齢者医療広域連合：2人
・地域活性化センター：1人
・岩手県宮古市：1人
・市町村職員人材開発センター：1人
・鳥取県産業振興機構：1人
・中海・宍道湖・大山圏域市長会事務
局：1人
・鳥取大学医学部附属病院・広報戦略
室：1人

■他の自治体との人事交流
・島根県安来市：各1人
・鳥取県：米子市へ1人
・鳥取県警察本部：米子市へ1人

■他の組織への派遣
・西部広域：人事交流含む7人
・後期高齢者医療広域連合：2人
・地域活性化センター：1人
・岩手県宮古市：1人
・市町村職員人材開発センター：1人
・鳥取県産業振興機構：1人
・中海・宍道湖・大山圏域市長会事務
局：1人
・鳥取大学医学部附属病院・広報戦略
室：1人

■他の自治体との人事交流
・島根県安来市：双方1人
・鳥取県：米子市へ1人
・鳥取県警察本部：米子市へ1人

■他の組織への派遣
・西部広域：人事交流含む6人
・後期高齢者医療広域連合：2人
・地域活性化センター：1人
・岩手県宮古市：1人
・市町村職員人材開発センター：1人
・中海・宍道湖・大山圏域市長会事務
局：1人
・大山1300年祭実行委員会事務局：1人

■他自治体との人事交流
・鳥取県警察本部：米子市へ1人

■他の組織への派遣
・西部広域：人事交流含む5人
・後期高齢者医療広域連合：2人
・地域活性化センター：1人
・鳥取県：2人
・岩手県山田町：1人
・職員人材開発センター：1人
・中海・宍道湖・大山圏域市長会事務
局：1人
・鳥取県産業振興機構：1人
・大山開山1300年祭実行委員会事務
局：1人（H30.12まで）
・岡山県総社市：1人（H30.11から）

■他自治体との人事交流
・鳥取県警察本部：米子市へ1人

■他の組織への派遣
・西部広域：人事交流含む3人（7月以降
4人）
・後期高齢者医療広域連合：2人
・地域活性化センター：1人
・鳥取県：3人
・岩手県山田町：1人
・職員人材開発センター：1人
・中海・宍道湖・大山圏域市長会事務
局：1人
・鳥取県産業振興機構：1人
・岡山県総社市：1人

■他自治体等との人事交流
・鳥取県警察本部：米子市へ1人
・鳥取県：米子市へ3人

専門分野に精
通した職員の
育成

派遣研修の充
実

自己啓発に対
する支援の強
化

新たな人事評
価制度の導入

他の組織との
人的交流



進 捗 状 況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
実施項目 実施内容 所管

実施
区分

３－３　人を育て、活力を生み出す職場づくり

所属において組織
目標を明確にし、共
有化を図る。

職員課 実施中 ■組織の課題
　組織目標の周知がされていない、組織
目標を職員全員に周知しているかどうか
は課によってまちまちである等の課題が散
見された。

■部・課目標共有化の取組
　人事評価制度の実施に伴い、個人目標
に反映させる必要があったため、部・課目
標について、所属職員全員が共通認識を
持つよう、ミーティング、面談等を実施し
た。

■部・課目標共有化の取組
　部・課目標について、所属職員が共通
認識を持つよう、人事評価制度における
組織目標については、企画課が所管（平
成29年度）する全庁的目標管理の中の
「課の目標」を活用し、3月には課の目標
が定まっているスケジュールにした。

■面談に関する取組
○9月に実施した人事評価研修におい
て、面談をテーマにグループワーク中心の
研修を実施し、面談による目標の共有化
の重要性を周知した。
○目標設定、面談の全庁的な進捗管理
を実施した。

■面談に関する取組
　掲示板や研修の中で、面談による目標
の共有化の重要性を周知した。
　目標設定、面談の全庁的な進捗管理
を徹底して実施した。

管理監督者の意識
改革とマネジメント
能力を強化する。

職員課 実施中 ■組織マネジメント能力の強化等
　課長級昇任前にマネジメント能力を向上
させる研修を受講させ、管理監督者に必
要な能力を事前に習得させるようにした。

■管理監督者の意識改革とマネジメント
能力強化
・課長級昇任前にマネジメント能力向上の
研修を受講させた。
・人事評価制度研修とあわせて、人材育
成研修を実施した。
・所属職員の研修実績を通知し、所属長
と職員が今後の能力開発・向上について
計画を立てるための資料として提供した。

■管理監督者のマネジメント能力強化等
・課長級昇任前にマネジメント能力向上の
研修を受講させた。
・係長の職にある職員を主たる対象者とし
て、人材育成研修を実施した。
・所属職員の研修実績を年度当初に通
知し、新年度の人材育成の資料として提
供した。

■管理監督者のマネジメント能力強化等
・課長級昇任前にマネジメント能力向上の
研修を受講させた。
・係長を対象とした人材育成研修を実施
した。
・所属職員の研修実績を年度当初に所
属長に通知した。
・管理監督職員研修として、内部講師に
よる研修を実施した。

■管理監督者のマネジメント能力強化等
・課長級昇任前にマネジメント能力を向上
させる研修を受講させ、管理監督者に必
要な能力の事前の習得を図った。
・新任管理監督職員を対象とした、内部
講師による研修を実施した。
・部下（係長以上）から所属長に対する能
力評価シートを使用したマネジメントサ
ポート制度を実施し、所属長自身が気づ
きを得てリーダーシップのあり方を見直す
ことにより、職場運営の改善、マネジメント
能力の向上を図った。

過重労働による健
康障害の防止、メ
ンタルヘルス対策
等、健康管理対策
を推進する。

職員課 実施中 ■はたらきやすい職場づくりの推進
・衛生委員会の月1回開催、職場巡視
・産業医による健康相談
・健康相談員の配置、過重労働対策
・ストレスチェックの実施
・職場環境アンケートの実施等

■はたらきやすい職場づくりの推進
・衛生委員会の月1回開催、職場巡視
・産業医による健康相談
・健康相談員の配置
・過重労働対策
・ストレスチェックの実施
・職場環境アンケートの実施

■はたらきやすい職場づくりの推進
・衛生委員会の月1回開催、職場巡視
・産業医による健康相談
・健康相談員の配置
・過重労働対策
・ストレスチェックの実施
・職場環境アンケートの実施
・メンタルヘルス研修の実施

■はたらきやすい職場づくりの推進
・衛生委員会の月１回の開催、職場巡視
・産業医、健康相談員による健康相談
・過重労働対策
・メンタルヘルス研修（一般職員・管理監
督職員）の実施
・ストレスチェックの実施
・職場環境アンケートの実施

■はたらきやすい職場づくりの推進
・衛生委員会の月１回の開催、職場巡視
・産業医、健康相談員による健康相談
・過重労働対策
・メンタルヘルス研修（一般職員・全管理
監督職員）の実施
・ストレスチェックの実施
・職場環境アンケートの実施
・復職支援ガイドラインの運用による円滑
な職場復帰

職場におけるハラ
スメントについて、
相談体制の周知や
防止意識の啓発を
進める。

職員課 実施中 ■ハラスメント防止の取組
・ハラスメント防止研修の実施
・啓発文書『STOP！ハラスメント』の発行
による相談窓口の周知等

■ハラスメント防止の取組
・ハラスメント防止研修の実施
・啓発文書『STOP！ハラスメント』の発行
による相談窓口の周知等

■ハラスメント防止の取組
・ハラスメント防止研修の実施
・啓発文書『STOP！ハラスメント』の発行
により、ハラスメント防止方針や相談窓口
の周知を行った。

■ハラスメント防止の取組
・ハラスメント防止研修の実施
・ハラスメント相談様式を作成し、相談専
用のメールアドレスを設定した。
・啓発文書の発行により、ハラスメントの防
止等に関する要綱、ハラスメント防止方針
及び相談窓口の周知を行った。

■ハラスメント防止の取組
・ハラスメント防止研修の実施
・ハラスメント相談様式を作成し、相談専
用のメールアドレスを設定した。
・啓発文書の発行により、ハラスメントの防
止等に関する要綱、ハラスメント防止方針
及び相談窓口の周知を行った。

組織目標の明
確化・共有化

管理監督者の
意識改革等

健康管理対策
の推進

ハラスメント対
策



歳入増1

歳出減2 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 うち一般会計

1-1-2 2 56,812 56,812 40,580 89,276 ▲ 32,464 211,016 211,016

1-2-1 民間委託等の実施 2 － － 5,830 10,078 10,078 25,986 25,986

1-3-3 2 － 32,568 32,568 32,568 32,568 130,272 130,272

1-3-4 2 － － － 895 1,325 2,220 2,220

2 － 5,322 5,380 5,561 5,847 22,110 22,110

1 － 226,705 172,886 239,781 258,588 897,960 897,960

2 － 21,660 26,707 26,707 26,707 101,781 101,781

2 ▲ 1,813 11,279 11,279 11,279 11,279 43,303 43,303

2-2-3 2 2,993 5,385 8,237 9,718 10,697 37,030 37,030

1 7,292 59,938 124,200 93,015 11,689 296,134 296,134

1 ▲ 8,749 57,299 107,787 119,517 145,862 421,716 0

1 3,142 12,215 13,468 15,203 2,456 46,484 0

1 ▲ 1,381 ▲ 604 ▲ 2,423 ▲ 1,943 3,949 ▲ 2,402 ▲ 2,402

1 304 2,322 2,653 1,650 3,585 10,514 10,514

1 18,687 21,509 2,714 14,163 5,767 62,840 0

1 1,665 1,395 1,153 1,806 253 6,272 0

2-3-2 受益者負担の検証等 1 － － － 8,262 6,870 15,132 15,132

2-3-3 1 125,977 40,036 57,034 23,634 228,654 475,335 475,335

1 412 487 487 487 487 2,360 2,360

1 － － 23 134 134 291 291

1 153 110 144 147 14 568 568

1 215 135 149 ▲ 531 ▲ 962 ▲ 994 ▲ 994

1 － － － 1,120 0 1,120 1,120

205,709 554,573 610,856 702,527 733,383 2,807,048 2,269,736

205,709 760,282 1,371,138 2,073,665 2,807,048 2,807,048 2,269,736

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 1,500,000

2-3-4

市指定家庭用ゴミ袋の外袋

※2-3-1の令和元年の数値については見込み

公共施設等の見直し

合計

計画期間累計

計画期間における効果額目標

給食委託金の見直し

遊休地等の売却の推進

市有施設の屋根貸しによる太陽光発電普及事業の実施

有料広告の実施

デジタルサイネージ式案内板

雑誌スポンサー制度

広報よなご・市ホームページ等

借地料見直しの推進

2-3-1

市税等徴収率の目標設
定
（H27～30は確定
値、
R元以降は見込値）

①市税

②国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料

③介護保険料

④保育料

⑤市営住宅使用料

⑥下水道使用料

⑦農業集落排水施設使用料

第３次定員管理計画の策定及び定員管理の実施

コスモスの民営化等の推進

基幹業務システムの再構築に伴う事務の効率化

2-2-1

老人憩の家の廃止

米子市クリーンセンター焼却灰処理方法の見直し

公共施設等の適正な維
持管理

電力供給先見直し

男女共同参画センターの移転

自治体情報システムのクラウド化の推進（住基ネット）

第３次米子市行財政改革大綱・実施計画の財政効果見込額内訳表（令和２年３月末現在） （単位・千円）

整理番号 実施項目
実施年度

合計


