
17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

①青少年海外派遣事業
ふるさとづくり基金を財源とした当事業
を平成１７年度をもって廃止することを
検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　５，２８０千円

○
※翌
年度
当初

市民参画
課

◎実施 Ｈ１８．６

・平成１７年度をもって事業を
廃止した。なお、事業実施要綱
は平成１８年６月に廃止した。

②文化奨励賞事業
ふるさとづくり基金を財源とした奨励金
を廃止し、一般財源の範囲内の事業
（賞状・盾の贈呈）とするよう見直しを
検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１，５２０千円

○
※翌
年度
当初

文化課 ◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から、基金を財
源とした奨励金を廃止し、一般
財源の範囲内の事業とするよう
見直しを行った。

②法外援護扶助事業
児童援護金の廃止、修学旅行小遣金
のあり方の見直しなどを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　８，８８０千円

○
※翌
年度
当初

福祉課 ◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から、児童援護
金を廃止し、修学旅行小遣金の
支給対象を「被保護世帯又は準
要保護世帯」から「被保護世
帯」とする見直しを行った。

③心身障害者タクシー券利用扶助事
業
事業内容を再検証し、タクシー券発
行の所得条件などを見直すことを検
討する｡
【数値目標】
・財政効果見込額　１，４６０千円

○
※翌
年度
当初

障がい者
支援課

◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から、所得条件
を「市民税所得割非課税世帯」
から「市民税非課税世帯」とす
る見直しを行った。

④身体障害者ミニファックス扶助事
業
所得基準の見直しを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４７６千円

○
※翌
年度
当初

障がい者
支援課

◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から、所得条件
を「前年分の所得税非課税世
帯」から「当該年度の市民税非
課税世帯」とし、助成金額につ
いても「月額１，６００円」か
ら「１，５５０円」とする見直
しを行った。

⑤はり･きゅう･マッサージ施術扶助
事業
支給額の見直しを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１，３２８千円

○
※翌
年度
当初

長寿社会
課

◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から、これまで
施術１回につき１，０００円と
していた支給額を９００円にす
るよう見直しを行った。

ふるさと創生1億円事
業の見直し

2-(1)-(3) 単独扶助事業の見直し

2-(1)-(2)

所管

１　行政評価制度等による監視機能の充実（当年度該当なし）

実施予定年度
実施項目 実施内容

２－(1)　事務事業の廃止・縮小
２　事務事業の抜本的見直しと民間移管（６項目）

平成１７年度分の推進状況

実施区分

平成17年度分「米子市行財政改革大綱・実施計画」推進状況（詳細）
（平成１８年８月３１日現在）

整理番号



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

⑥高齢者バス利用優待事業
地域によりバスを利用できない場合
があり、また、病弱な者については
通院利用が困難であるなど、制度に
公平性の問題があることを踏まえ、
平成１７年度をもって廃止すること
を検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　６１，２８８千
円

○
※翌
年度
当初

長寿社会
課

◎実施 Ｈ１８．４

・平成１７年度をもって事業を
廃止した。

⑦要・準要保護児童・生徒就学援助
事業
認定基準、支給単価等の見直しを、
年次的に実施することを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　６９，０００千
円

○ ○ ○ ○ ○
学校教育
課

◎実施 Ｈ１７．４

・新入学用品費及び学用品費の
支給単価を１５％削減する見直
しを行った。

⑨要・準要保護児童生徒医療扶助事
業
認定基準等の見直しを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１６０千円 ○

※翌
年度
当初

学校教育
課

×未実施
Ｈ１９．４
（予定）

・扶助対象の認定基準（生活保
護基準の１．３倍）を引き下げ
る見直しについて検討している
が、現時点において見直しを実
施するに至っていない。

2-(1)-(5) 米子市観光協会の経費
の見直し

米子市観光協会の人件費等の経費に
ついて、他の外郭団体との均衡に考
慮し、見直しを行う。
【数値目標】
・財政効果見込額　３，３２５千円

○
※翌
年度
当初

観光課 ◎実施 Ｈ１８．４

・米子市観光協会に対する補助
金の見直しの中で、平成１８年
度から正職員について７％の給
料の減額を実施した。

2-(1)-(7) 米子市大阪事務所の効
果的・効率的な運営

大阪事務所の職員体制を見直し効率
化を図るとともに、年間企業訪問件数
等の具体的な活動目標を設定し効果
的な運営を図る。
【数値目標】
・財政効果見込額　７，４３２千円

○
体制
見直
し

○
活動
目標
設定

商工課 ◎実施 Ｈ１７．４

・大阪事務所の事務処理を見直
し、非常勤職員２人の体制を非
常勤職員１人とする効率化を
図った。

2-(1)-(9) 国際交流事業の見直し 限られた財源の中で、国際交流を継続
していくために、職員相互派遣事業の
休止、人的交流事業の縮小など経費
を極力低減した当面の国際交流事業
のあり方を方針決定し、可能な見直し
について順次実施する。
【数値目標】
・財政効果見込額　９，５５２千円

○
※翌
年度
当初

市民参画
課

◎実施
Ｈ１７．４
Ｈ１８．４

・平成１８年度から韓国・束草
市との職員相互派遣事業を休止
した。なお、これに先立ち、平
成１７年度から国際交流員の報
酬の減額（３％）により経費の
低減を図った。

計画変更

平成１８年度分に繰り下げて実施予定



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

2-(2)-(1) 民間移管に係る推進計
画の策定・実施

サービス水準、費用対効果等の観点
から民間移管が適当である事務事業
を検証することにより、民間移管に
係る推進計画を策定し、順次実施す
る。

○
計画
策定

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．３

・平成１８年３月に「米子市民
間委託等推進計画」を策定し、
公立保育所運営事業の民間移管
を盛り込んだ。

3-(0)-(1) 民間委託に係る推進計
画の策定・実施

サービス水準、費用対効果等の観点
から民間委託が適当である事務事業
を検証することにより、民間委託に
係る推進計画を策定し、順次実施す
る。
【数値目標】
・５年間で６７人役以上に相当する
事務事業を民間委託（民間移管を含
む。）

○
計画
策定

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．３

・平成１８年３月に「米子市民
間委託等推進計画」を策定し、
庁舎管理業務、公用車運転及び
維持管理業務、分別収集業務、
学校給食運営業務、公立保育所
調理業務などの民間委託を盛り
込んだ。

計
画
策
定

◎実施 Ｈ１８．３

・平成２２年４月１日までの５
年間の計画期間において、５７
人以上の人員を削減する「米子
市職員定員適正化計画」を策定
した。

実
施
◎実施

Ｈ１７．６
Ｈ１７．８
Ｈ１７．１０
Ｈ１８．４

・人事異動の際、定員適正化計
画に基づく適正化を実施した。
なお、退職者分の人員の不補充
により、平成１７年４月１日現
在の職員数９１９人は、平成１
８年４月１日において９１１人
（８人削減）となった。

【職員削減人員】
・８人（９１９人⇒９１１人）

計
画
策
定

◎実施 Ｈ１８．３

・平成２２年３月３１日までの
５年間の計画期間において、６
人の人員を削減する「米子市水
道局定員適正化計画」を策定し
た。

実
施
◎実施 Ｈ１７．４

・人事異動の際、定員適正化計
画に基づく適正化を実施した。
なお、退職者分の人員の不補充
などにより、平成１６年４月１
日現在の職員数１２０人は、平
成１７年４月１日において１１
５人（５人削減）となった。

【職員削減人員】
・５人（１２０人⇒１１５人）

２－(2)　事務事業の民間移管

４－(1)　定員適正化
4-(1)-(1)

３　事務事業の民間委託（１項目）

４　定員管理及び組織機構改革（１項目）

職員課

水道局総
務課

定員適正化計画の策
定・実施

事務事業の整理・効率化・民間委託
の推進、組織の合理化、職員の適正
配置等の観点から定員適正化計画を
策定し、順次実施する。
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　９７，６５０千
円
・平成２２年４月１日までの５年間
において、５４人以上の人員を削減
《水道局》
・財政効果見込額　２４，２５６千
円
・平成２２年度までの５年間に３人
程度の人員を削減

○
計画
策定
○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

5-(1)-(2) 外郭団体市ＯＢ職員の
退職勧奨

外郭団体の経営感覚を醸成する立場
から役職員へのプロパー職員の登
用、公募等を行うための条件整備と
して、市ＯＢ職員の退職を促す。
【数値目標】
・平成１９年度末までに、市ＯＢ職
員の役職員への登用（公募の場合を
除く。）を全廃（平成１７年４月現
在１４人）

○ ○ ○ 職員課 ◎実施 Ｈ１８．３

・平成１７年度末までに、外郭
団体の市ＯＢ職員１０人の退職
を促し、市ＯＢ職員は、平成１
８年４月において４人となっ
た。

【外郭団体市ＯＢ職員の削減
数】
・１０人（１４人⇒４人）

5-(1)-(3) 米子ゴルフ場の経営見
直しの促進

財団法人米子市福祉事業団が、市が
所有するゴルフ場用地において経営
する米子ゴルフ場の経営状況が近年
赤字であることなどを踏まえ、同財
団のゴルフ場経営からの撤退を要請
する。なお、撤退後は、新たなゴル
フ場経営者を募集し、引き続き、ゴ
ルフ場経営を行わせる。
【数値目標】
・財政効果見込額　２２４，０００
千円

○ 財政課 ◎実施 Ｈ１８．３

・市の要請等に基づき、財団法
人米子市福祉事業団は、平成１
８年３月末をもってゴルフ場経
営から撤退した。市は、新たな
ゴルフ場経営者を公募により選
定し、平成１８年４月１日から
１１年間、民間事業者にゴルフ
場経営を行わせることとした。

5-(2)-(1) 外郭団体の統廃合の促
進

平成１８年度から指定管理者制度を
適用する公の施設の指定管理者の選
定結果及び固有事業の経営見直しを
踏まえ、外郭団体の統廃合を促進す
る。また、その後も外郭団体の経営
状況を見定めつつ、必要に応じて更
なる統廃合の促進について検討す
る。
【数値目標】
・財政効果見込額　２９，６２０千
円

○
指定
管理
者の
選定
結果
等を
踏ま
えた
統廃
合

○
更な
る統
廃合
の促
進の
検討

行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．３

・「財団法人米子市公園協会」
及び「財団法人米子市福祉事業
団」に解散要請を行い、平成１
８年３月３１日をもって、当該
２法人は解散した。

6-(0)-(1) 旧管理委託制度適用施
設への速やかな指定管
理者制度の適用

旧管理委託制度を適用し、管理を外
部に委託している公の施設につい
て、直営の管理が適切なものを除
き、平成１８年度から指定管理者制
度を適用する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４４３，８６４
千円
・対象施設７７施設のうち４３施設
に適用

○
※翌
年度
当初

行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年４月から旧管理委
託制度を適用していた公の施設
のうち４３施設に指定管理者制
度を適用した。

【指定管理者制度適用施設数
（旧管理委託制度適用分）】
・４３施設

５－(2)　外郭団体の統廃合

５－(1)　外郭団体の経営改革の促進

６　指定管理者制度の適切な活用（２項目）

５　外郭団体の改革（３項目）



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

6-(0)-(2) 直営施設への指定管理
者制度の活用

直営の公の施設について、指定管理
者制度の適用が適切なものは、順次
活用を検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４１，８５０千
円
・対象施設１３３施設のうち４１施
設に適用

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年４月から直営の公
の施設のうち３施設に指定管理
者制度を適用した。

【指定管理者制度適用施設数
（直営分）】
・３施設

職員課 ◎実施 Ｈ１８．１

・平成１８年１月から、次のと
おり見直しを行った。
【廃止したもの（９種）】
■市税又は国民健康保険料事務
に従事する職員の特殊勤務手当
■高圧電気操作に従事する職員
の特殊勤務手当
■ボイラー操作に従事する職員
の特殊勤務手当
■保育施設に勤務する職員の特
殊勤務手当
■知的障害児通園施設に勤務す
る職員の特殊勤務手当
■汚物処理作業等に従事する職
員の特殊勤務手当
■放射線取扱作業に従事する職
員の特殊勤務手当
■社会福祉業務に従事する職員
の特殊勤務手当
■特殊自動車に乗務する職員の
特殊勤務手当
【新設したもの（２種）】
■行旅病死人の救護等業務に従
事する職員の特殊勤務手当
■犬猫等の死体の処理業務に従
事する職員の特殊勤務手当

【特殊勤務手当に係る支給対象
業務の削減数】
・７種

8-(1)-(2) 特殊勤務手当の見直し 社会情勢の変化等により、その危険
性、困難性など特殊性が失われたも
のの廃止及び新たに必要が認められ
るものの新設について特殊勤務手当
の支給対象業務を整理し、抜本的見
直しを図る。
【数値目標】
・財政効果見込額　６３，３２３千
円
・支給対象業務の現行１２種を５種
まで削減（９減２増）

８－(1)　給与の適正化

７　電子市役所の推進（当年度該当なし）
８　人件費の適正化等（５項目）



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

・平成１７年４月から、次のと
おり見直しを行った。
【廃止したもの（２種）】
■現金取扱手当
■滞納整理手当
【支給対象を見直したもの（１
種）】
■水源勤務職員手当
【名称を変更し、支給額を改定
したもの（１種）】
■水質検査業務従事手当（月額
１，５００円）⇒劇薬取扱手当
（月額７，０００円）

・さらに、平成１８年３月まで
に、次のとおり見直しを行うこ
ととした。
【平成１８年度から廃止するこ
ととしたもの（２種）】
■電気主任技術者手当
■緊急呼出手当
【平成１８年度から、支給額を
改定することとしたもの（２
種）】
■水源勤務職員手当（月額７，
０００円⇒日額２００円）
■劇薬取扱手当（月額７，００
０円⇒日額１５０円）
【平成１９年度から廃止するこ
ととしたもの（２種）】
■業務手当（平成１８年度は、
経過措置として、月額７，００
０円⇒３，０００円）
■現場作業手当（平成１８年度
は、経過措置として、月額７，
０００円⇒３，０００円）

水道局総
務課

◎実施
Ｈ１７．４
Ｈ１８．３

○

計画追加



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

職員課 ◎実施
Ｈ１７．７～
Ｈ１８．３

・平成１７年７月から平成１８
年３月までの間、職務の級に応
じて３％から５％の範囲内の給
料の減額及び管理職手当の２
０％の減額を実施した。

水道局総
務課

◎実施
Ｈ１７．７～
Ｈ１８．３

・平成１７年７月から平成１８
年３月までの間、職務の級に応
じて３％から５％の範囲内の給
料の減額及び管理職手当の２
０％の減額を実施した。

職員課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・市長、助役、収入役及び教育
長について１０％の報酬の減額
を実施した。

水道局総
務課

◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・水道事業管理者について１
０％の報酬の減額を実施した。

職員課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・管理職による時間外勤務管理
の徹底、ノー残業デーの徹底、
週休日の振替、勤務時間の割振
変更の促進等により時間外勤務
の縮減を図った。

水道局総
務課

◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・管理職による時間外勤務管理
の徹底、ノー残業デーの徹底に
より、時間外勤務の縮減を図っ
た。

8-(2)-(5) 職員互助会負担金の見
直し

職員クラブ助成事業の廃止、文化体
育事業助成事業の縮小など職員互助
会の事業の見直しを図ることによ
り、市が支出する負担金について削
減に向けた見直しを行う。
【数値目標】
・財政効果見込額　１７，７２０千
円
・市負担金と会費との割合を１対１
に是正（平成１７年度１．８対１）

○
※翌
年度
当初

職員課 ◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から職員互助会
負担金を減額し、当該負担金と
会費との割合を１対１に是正し
た。

【負担金と会費との割合】
・１．８対１⇒１対１

8-(2)-(1) 一般職の職員の給与の
特例減額（カット）の
実施

財政状況を勘案し、必要に応じて一
般職の職員の給与の特例減額を実施
する。（平成１７年７月から平成１
８年３月までの間、職務の級に応じ
て３％から５％の範囲内の給料の減
額及び管理職手当の２０％の減額を
実施中）
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　１１６，０７４
千円
《水道局》
・財政効果見込額　６，１４１千円

○

８－(2)　人件費等の削減のその他の方策

○

8-(2)-(2)

○

特別職の職員の報酬の
特例減額（カット）の
実施

財政状況を勘案し、必要に応じて特
別職の職員の報酬の特例減額を実施
する。（平成１７年４月から平成１
９年３月までの間、１０％の報酬の
減額を実施中）
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　１１，７００千
円
《水道局》
・財政効果見込額　１，８４８千円

○

8-(2)-(4)

○ ○ ○ ○

時間外勤務管理の徹底 管理職による時間外勤務管理の徹
底、ノー残業デーの徹底、週休日の
振替、勤務時間の割振変更の促進等
により時間外勤務の縮減を図る。
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　１０７，８２７
千円



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

9-(1)-(1) プライマリーバランス
の黒字化の継続

市民の将来世代への負担軽減を図る
ため、市債の発行を元金償還額以下
に抑制し、プライマリーバランスの
黒字化の継続を考慮した予算編成を
実施する。 ○ ○ ○ ○ ○ 財政課 ◎実施

Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・次のとおり、平成１７年度に
おいて、市債の発行額を元金償
還額以下とし、プライマリーバ
ランスの黒字化の継続を図っ
た。
【市債発行額】
５，７３１，４００千円
【元金償還額】
８，３３１，６７２千円

9-(1)-(2) 地方債未償還残高の低
減

プライマリーバランスの黒字化と連
動し、大規模投資的事業の原則凍結
等により市債の発行を抑制し、地方
債未償還残高を低減する。
【数値目標】
・地方債未償還残高（臨時財政対策
債等特別債を除く普通会計）を６０
０億円以下に低減（平成１６年度６
４０億円）

○ ○ ○ ○ ○ 財政課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・平成１７年度において、地方
債未償還残高を約３８億円低減
した。

【地方債未償還残高】
・６０，０３２，９３０千円
（前年度６３，８６３，５６４
千円）

9-(1)-(3) 起債制限比率等の数値
目標の設定

起債制限比率（公債費の縮減を推進
するための指標）及び経常収支比率
（財政構造の弾力性を改善するため
の指標）の数値目標を設定する。
【数値目標】
・起債制限比率を１３％以下に維持
（平成１６年度１２．７％）
・経常収支比率を８５％以下に低減
（平成１６年度８９．６％）

○ ○ ○ ○ ○ 財政課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・設定した起債制限比率及び経
常収支比率の数値目標の達成に
向け、公債費などの経常的経費
の縮減、市税などの収入の確
保、市債発行の抑制、高利率の
既発債の借換等の取組を行っ
た。

【起債制限比率】
１３．２％（見込み）
　　（前年度１２．７％）

【経常収支比率】
８７．４％（見込み）
　　（前年度８９．６％）

9-(2)-(1) 基金の繰替運用の実施 各基金に属する現金を一般会計歳計
現金へ繰替運用を行い、一時借入金
利子の低減を図る。
【数値目標】
・財政効果見込額　３５，０００千
円

○ 財政課 ◎実施 Ｈ１７．４

・基金の繰替運用を実施し、一
時借入金利子の低減を図った。
今後も、毎年度、繰替運用を実
施することとしている。

9-(2)-(3) 資金管理の徹底 予算執行計画の精度の向上、支払時
期・方法の見直し、補助金等の概算
払請求などの収入の早期確保及び市
全体の一時借入金利子低減を図るた
めの会計間流用などの業務改善を実
施するほか、財務会計システムの導
入を踏まえた事務の効率化の観点か
ら資金管理業務を会計課に移管し、
資金管理の一層の徹底を図る。

○
業務
改善

○
業務
移管

財政課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・以下の業務改善を実施した。
今後も、毎年度、同様に資金管
理の徹底を図ることとしてい
る。
■予算執行計画の精度の向上を
図るため、収入支出の事前計画
を徹底
■支払時期の繰下げ、分割払い
の検討・実施を徹底
■補助金等の概算払い請求の実
施を徹底
■会計間流用を優先的に実施

９－(2)　一時借入金利子の低減

９－(1)　プライマリーバランスの適正化と地方債残高の削減
９　公債費等の管理（５項目）



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

10-(0)-(1) 大規模投資的事業の原
則凍結等

継続中、休止中及び新規の大規模投
資的事業について、確かな財源確保
がなされ、かつ、パブリックコメン
ト等の具体的手続を踏んだ市民合意
がある場合を除き、当分の間、これ
を凍結又は抑制する方針を策定す
る。

○
行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．３

・平成１８年３月に「今後の投
資的事業のあり方に関する基本
方針」を策定し、財政の健全化
が図られるまでの間、総事業費
５億円以上の大規模投資的事業
は、原則として行わないことと
した。

10-(0)-(2) 大規模投資的事業に係
るランニングコスト等
の事前公表の義務化

大規模投資的事業を実施しようとす
る場合において、その目的や規模、
費用対効果、ランニングコストを市
民に事前公表することを所管部署に
対し義務化する。 ○

行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．３

・平成１８年３月に「今後の投
資的事業のあり方に関する基本
方針」を策定し、新たな投資的
事業を実施しようとする場合
は、ランニングコスト等の事前
公表に努めることとした。特に
大規模投資的事業については、
これを義務とした。

11-(0)-(1) 借地料の継続的な減額
交渉の実施

財政健全化の観点から、借地料の継
続的な減額交渉を実施する。なお、
取得可能な土地ついては、土地開発
基金等を活用した買収も検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１２９，６８９
千円

○ ○ ○ ○ ○ 財政課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・借地料の継続的な減額交渉を
実施し、平成１７年度において
は、１２件の借地料について
５％（一部３％）の減額を行っ
た。

11-(0)-(2) 公共施設の移転・廃止
も含めた借地料の総合
的検討

内部検討組織を設置し、市庁舎など
公共施設の移転・廃止も含めた借地
関係の解消も含めた総合的な検討を
行う。

○
検討
組織
設置

財政課 ◎実施 Ｈ１８．１

・市庁舎などの公共施設の借地
を含む本市の公共用地等の諸問
題について検討するため、「米
子市公共用地等問題検討委員
会」を設置した。今後、その移
転・廃止も視野に入れ、借地料
の軽減策について検討し、検討
結果がまとまったものから、順
次、方針決定し、実行していく
こととしている。

13-(1)-(1) 市税等滞納整理対策の
実施

負担の公平及び財源の確保を図るた
め、市税等の徴収率の向上に資する
具体的かつ現実的な施策を講じる市
税等滞納整理緊急対策本部を設置
し、滞納防止及び滞納整理対策を推
進する。

○
行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１７．６

・平成１７年６月に「米子市市
税等滞納整理緊急対策本部」を
設置し、市税等の徴収率の向上
に資する施策を順次講じていく
こととした。

13－(1)　徴収率の向上

11　借地料の見直し（２項目）

13　税・料等収納対策と自主財源の確保（８項目）

10　施設等の維持管理コストを意識した財政運営（２項目）

12　負担金、補助金の見直し（当年度該当なし）



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

①市税
【数値目標】
・財政効果見込額　１，０７３，８
５７千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８％以上に向上（平成１６年
度９７．２３％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２０％以上に向上（平成１
６年度１４．３９％）

○ ○ ○ ○ ○ 収税課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【市税の徴収率】
・現年分９７．７１％（前年度
９７．２３％）
・滞納繰越分２４．８３％（前
年度１４．３９％）

②国民健康保険料
【数値目標】
・財政効果見込額　５８８，７８８
千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９２％以上に向上（平成１６年
度８８．４１％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２２％以上に向上（平成１
６年度１６．００％）

○ ○ ○ ○ ○ 保険課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【国民健康保険料の徴収率】
・現年分８８．７５％（前年度
８８．４１％）
・滞納繰越分１７．４７％（前
年度１６．００％）

③介護保険料
【数値目標】
・財政効果見込額　１０，１９８千
円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８．１％以上に向上（平成１
６年度９８.０％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに１７．０％以上に向上（平
成１６年度１６．２％）

○ ○ ○ ○ ○
長寿社会
課

◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【介護保険料の徴収率】
・現年分９７．７９％（前年度
９８.０％）
・滞納繰越分１５．２５％（前
年度１６．２％）

④保育料
【数値目標】
・財政効果見込額　２３，４１７千
円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９９％以上に向上（平成１６年
度９８．２７％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに１０％以上に向上（平成１
６年度８．４０％）

○ ○ ○ ○ ○
児童家庭
課

◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【保育料の徴収率】
・現年分９８．２８％（前年度
９８．２７％）
・滞納繰越分７．４７％（前年
度８．４０％）

13-(1)-(2) 市税等徴収率の目標設
定



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

⑤住宅資金貸付金
【数値目標】
・財政効果見込額　１0，４３５千
円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに７５％以上に向上（平成１６年
度７２．９５％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに３％以上に向上（平成１６
年度２．６３％）

○ ○ ○ ○ ○
人権政策
課

◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【住宅資金貸付金の徴収率】
・現年分７７．１８％（前年度
７２．９５％）
・滞納繰越分３．１２％（前年
度２．６３％）

⑥市営住宅使用料
【数値目標】
・財政効果見込額　４，４５３千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８％以上に向上（平成１６年
度９７．７１％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２８％以上に向上（平成１
６年度２６．２３％）

○ ○ ○ ○ ○ 建築課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【市営住宅使用料の徴収率】
・現年分９６．５９％（前年度
９７．７１％）
・滞納繰越分２０．６６％（前
年度２６．２３％）

⑦下水道使用料
【数値目標】
・財政効果見込額　１２３，９６３
千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８％以上に向上（平成１６年
度９５．８６％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに１５．７％以上に向上（平
成１６年度９．３０％）

○ ○ ○ ○ ○ 業務課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【下水道使用料の徴収率】
・現年分９６．５０％（前年度
９５．８６％）
・滞納繰越分１２．７８％（前
年度９．３０％）

⑧農業集落排水施設使用料
【数値目標】
・財政効果見込額　２，４５６千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８．５％以上に向上（平成１
６年度９７．８３％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２５．４％以上に向上（平
成１６年度２３．１３％）

○ ○ ○ ○ ○ 業務課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【農業集落排水施設使用料の徴
収率】
・現年分９７．５８％（前年度
９７．８３％）
・滞納繰越分２０．５０％（前
年度２３．１３％）

⑨水道料金
【数値目標】
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９９．９％以上に向上（平成１
６年度９９．２％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに９９．９％以上に向上（平
成１６年度９２．２％）

○ ○ ○ ○ ○
水道局営
業課

◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．５

・目標に設定した徴収率の達成
に向け、各種収納対策への取組
を行った。

【水道料金の徴収率】
・現年分９９．３％（前年度９
９．２％）
・滞納繰越分９７．８％（前年
度９２．２％）



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

13-(1)-(3) 徴収体制の強化 一定の期間、徴収部門に人員の配置
を重点化し、徴収体制の強化を図
る。

○ ○ ○ 職員課 ◎実施 Ｈ１８．４

・市税の徴収体制の強化を図る
ため、総務部収税課の職員を２
人増員した。

13-(1)-(4) 管理職による滞納対策
の実施

米子市市税等滞納整理緊急対策本部
の取組の一環として、徴収担当部署
以外の管理職を含む全管理職による
滞納整理対策（電話催告、個別訪
問）を実施することを決定し、各徴
収担当部署において順次継続的に実
施する。

○
行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１７．１０

・平成１７年１０月に全管理職
による滞納整理対策を継続的に
実施していくことを決定した。
なお、平成１７年度は、１１月
からの２ヶ月を中心に１１１人
の管理職が電話催告や個別訪問
を行った。

13-(2)-(1) 市有財産への有料広告
の掲載の推進

市民サービスの向上を図るための新
たな財源を確保するとともに、地域
経済の活性化に資するため、市有財
産（広報紙、封筒その他の印刷物、
ホームページ等）への有料広告の掲
載を推進するよう米子市市有財産へ
の広告掲載等に関する要綱を制定
し、各部署における取組を徹底す
る。
【数値目標】
・財政効果見込額　６，４２０千円

○
行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１７．１０

・平成１７年１０月に「米子市
市有財産への広告掲載等に関す
る要綱」を制定し、市の市有財
産を広告媒体として活用し、民
間事業者等の広告掲載を推進す
ることとした。なお、平成１７
年度は、新たに平成１８年度納
税通知書発送用封筒への広告掲
載を募集し、掲載者を決定し
た。

13-(2)-(2) 遊休地等の売却・貸付
の推進

遊休地及び貸付地の物件ごとの処理
方針を定め、計画的な処分を推進す
る。
【数値目標】
・財政効果見込額　１９５，０００
千円
・毎年度３,０００万円以上に相当
する土地を売却

○ ○ ○ ○ ○ 財政課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・平成１７年度においては、
５，１５２．９９㎡の土地（山
林３，８５３．４８㎡を含
む。）を売却した。

【土地売却金額】
・４１，０１１千円

13-(2)-(3) クリーンセンター余剰
電力の売電の推進

クリーンセンターの発電電力量が使用
電力量を上回る場合は、この余剰電
力を売電することが可能であることか
ら、引き続き、ごみ量に応じた安全で
安定した運転、かつ、発電電力量が安
定的に確保されるような効率的な運転
に努めることにより、継続的な売電を
推進する。
【数値目標】
・発電電力量を、毎年度、平成１６年度
実績（１８，４４４，２５０ｋｗｈ/年）程度
確保

○ ○ ○ ○ ○
環境事業
課

◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・ごみ量に応じた安全で安定し
た運転、かつ、発電電力量が安
定的に確保されるような効率的
な運転に努め、継続的な売電を
推進した。

【発電電力量】
・２１，３９７，３００ｋｗｈ
/年

13－(2)　自主財源の確保



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

13-(3)-(1) 滞納者に対する行政
サービスの制限の実施

市税等の負担の公平と完納の促進を
図るため、滞納者が補助・助成制度
その他の行政サービスを利用する際
に納付状況の確認を行うことによ
り、必要に応じてその一部制限を行
う現行の「滞納者に対する行政サー
ビスの制限」の範囲を拡大すること
を検討し、順次実施する。なお、新
規の行政サービスについても、順
次、当該制限の必要性について各部
署において検討する仕組みを確立す
る。
【数値目標】
・対象事業を平成２１年度までに３
５事業以上に拡大（平成１７年度１
２事業）

○
行政改革
推進室

◎実施 Ｈ１８．２

・平成１８年２月までに市税等
の滞納者に対する行政サービス
の利用制限の範囲を拡大してい
くことを決定した。具体的に
は、平成１８年４月に「米子市
市税等の滞納者に対する行政
サービスの利用制限措置に関す
る指針」を定め、及び「米子市
市税等の滞納者に対する行政
サービスの利用制限措置に関す
る要綱」を制定し、対象行政
サービスの利用申請時等に納付
状況の確認を行い、未納がある
場合は納付を督励することとし
た。

【行政サービスの利用制限に係
る対象事業数】
・合計３６事業
・拡大分１３事業

14-(2)-(1) 職員の公共施設駐車料
金の徴収

職員が通勤用自家用車を無料で駐車
している市の施設が多数あり、市民
の理解を得るとともに職員間の公平
性を確保し、適正な財産管理を図る
観点から、当該職員から公共施設駐
車料金を徴収する。
【数値目標】
・財政効果見込額　６６，０００千
円

○
※翌
年度
当初

財政課 ◎実施 Ｈ１８．５

・平成１８年５月までに、市の
施設内に通勤用自家用車を駐車
している職員等（対象施設１５
７施設、対象者１，６２０人）
から、行政財産使用料として公
共施設駐車料金を徴収すること
を方針決定し、同年９月から実
施することとした。

15-(1)-(4) 特別会計への繰出金の
あり方の検討

災害復旧経費等緊急避難的なものを
除き、原則として地方公営企業繰出
基準及び国県通知によるもの（交付
税基準財政需要として算入されてい
るもの）のみを繰出金とする方向で
特別会計への繰出金のあり方を検討
する。

○ 財政課 ×未実施
Ｈ１８．１２
（予定）

・地方公営企業繰出基準及び国
県通知によるものによっていな
い赤字等の特別会計の繰出金に
ついて、そのあり方を検討して
いるが、現時点において結論を
得るに至っていない。今後、赤
字等の特別会計の経営改善策の
検討と併せて、一定の結論をま
とめることとしている。

15-(2)-(1) 崎津アミューズメント
施設用地の利用促進に
向けた基本的な土地利
用方針の見直し

崎津アミューズメント施設用地の利用
促進策の検討等を目的とした内部検
討組織を設置し、従来の土地利用方
針の見直しを視野に入れて様々な角
度から検討を行う。
【数値目標】
・平成２１年度までに約１００，０００㎡
の土地利用を推進（平成１６年度現在
未利用地２０５，７２４㎡）

○
検討
組織
設置

○
方針
決定

地域政策
課

◎実施 Ｈ１８．１

・崎津アミューズメント施設用
地を含む本市の公共用地等の諸
問題について検討するため、
「米子市公共用地等問題検討委
員会」を設置した。

15－(1)　特別会計の財務内容の検証
15　連結債務への対応（４項目）

14　受益者負担の見直し（１項目）

13－(3)　滞納者に対する行政サービス制限

15－(2)　特別会計保有土地等の売却促進対策

14－(2)　行政サービス等における受益と負担の見直し

計画変更

平成１８年度分に繰り下げて実施予定



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

15-(2)-(2) 流通業務団地の規制緩
和の実施

流通業務団地へ企業が進出しやすい
条件整備を図るため、土地利用区分
である「運送施設」｢倉庫施設」｢卸売施
設｣を｢運送･倉庫･卸売施設｣に統一
し、また、区域の一部を流通業務団地
区域から除外し、立地することができ
る施設の拡大を行う規制緩和を都市
計画変更を経て実施する。
【数値目標】
・進出率（借地を含む）を平成２１年度
までに１００％（平成１６年度３６．１％）

○
※翌
年度
当初

商工課 ◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から、土地利用
区分である「運送施設」｢倉庫
施設」｢卸売施設｣を｢運送･倉
庫･卸売施設｣に統一し、また、
区域の一部を流通業務団地区域
から除外し、立地することがで
きる施設の拡大を行う規制緩和
を実施した。

【流通業務団地進出率】
・４３．５％（前年度３６．
１％）

15-(2)-(3) 土地開発公社経営健全
化計画の策定・実施

米子市土地開発公社が保有する用地
を解消し、その経営健全化を図るた
め、土地開発公社経営健全化対策措
置要領に基づき、経営健全化計画を
策定し、毎年度、計画期間における
用地取得・処分・保有計画を確実に
実施する。
【数値目標】
・債務保証・損失補償を付した保有
期間が５年以上の土地購入に係る借
入金（約４７億円）を米子市標準財
政規模（２８１億円）の１０％まで
削減

○
策定

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

財政課 ◎実施 Ｈ１８．３

・平成１８年３月までに「土地
開発公社の経営の健全化に関す
る計画」を作成し、鳥取県に対
し、市を公社経営健全化団体に
指定するよう申請し、平成１８
年６月に指定された。
【計画概要】
■計画期間
平成１８年度～平成２２年度
（５年間）
■用地処分計画
市による取得、民間売却により
用地処分を進め、計画時７，４
２９百万円の簿価を３，５６６
百万円まで減少させる

職員課 ◎実施 Ｈ１８．３

・概ね平成１７年度内に「米子
市職員人材育成基本方針」の案
を作成し、途中、市民意見募集
を経て、平成１８年７月に正式
に策定した。

水道局総
務課

◎実施 Ｈ１８．３

・水道局においても、市と同様
に人材育成基本方針を策定し
た。

16-(2)-(1) 人材育成基本方針の策
定

職員の能力向上や人材育成の推進の
ための基本方針として、期待される
職員像と能力を見定め、これを実現
するために必要とされる人事管理、
研修、職場環境づくりに係る方策を
定めた人材育成基本方針を策定す
る。

○

16－(2)　能力開発・人材育成の推進
16　組織の活性化と職員の能力開発（４項目）

計画追加



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

16-(2)-(3) 他の地方公共団体等へ
の職員の派遣・出向の
推進

人材育成の観点から、他の地方公共
団体、公益法人等への職員の派遣・
出向を継続的に実施する。

○ ○ ○ ○ ○ 職員課 ◎実施
Ｈ１７．４～
Ｈ１８．３

・平成１７年度において、次の
とおり１０人の職員について、
他の地方公共団体、公益法人等
への派遣・出向を実施した。
【派遣・出向先（平成１８年３
月末現在）】
■鳥取県（１人）
■鳥取県西部広域行政管理組合
（５人）
■米子市日吉津村中学校組合
（１人）
■財団法人鳥取県産業振興機構
（１人）
■財団法人自治体国際化協会
（１人）
■財団法人とっとりコンベン
ションビュロー（１人）

職員課 ◎実施 Ｈ１７．６

・平成１６年度の旧米子市及び
旧淀江町における人事行政の運
営状況の公表を、市報、ホーム
ページ及び掲示場への掲示によ
り行った。今後も、毎年度、公
表を行うこととしている。

水道局総
務課

◎実施 Ｈ１７．６

・水道局においても、市と同様
に人事行政の運営状況の公表を
行った。

16-(3)-(4) 組合との交渉内容等の
公表

人事行政運営の透明性を高める観点
から、組合との交渉内容等を公表す
る。

○ 職員課 ◎実施 Ｈ１７．６

・平成１７年６月に職員の給料
カット問題に係る組合との交渉
内容（経過及び結果）の公表を
市政記者に対して行った。今後
も随時、公表を行うこととして
いる。

17-(1)-(1) 予算案作成過程におけ
る枠配分方式の採用

予算案作成過程において、部局単位
に予算枠を配分する枠配分方式を採
用し、各部局が、事務事業の選択、
精査などを主体性と責任を持って進
めることにより、予算編成の庁内分
権化を推進する。

○ 財政課 ◎実施 Ｈ１７．５

・平成１７年度本予算編成か
ら、部局単位に所要の予算枠
（一般財源、起債）を配分する
枠配分方式を採用した。

16-(3)-(3) 人事行政の運営状況の
公表

人事行政運営の公正性、透明性を高
める観点から、「米子市人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例｣
に基づき、人事行政の運営状況を
ホームページ等で公表する。

○

17　予算編成システムの改革（２項目）

16－(3)　人事管理の見直し

17－(1)　庁内分権化の推進

計画追加



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

17-(2)-(1) 予算編成過程の公開 予算編成の透明性の向上、積極的な
情報提供の観点から、要求段階、査
定段階の予算編成過程の情報をホー
ムページで公開する。

○ 財政課 ◎実施 Ｈ１７．６

・平成１７年度本予算編成にお
いて、要求段階、査定段階の予
算編成過程の情報をホームペー
ジで公開した。今後も、同様に
公開することとしている。

職員課 ◎実施 Ｈ１７．１２

・平成１７年１１月に改正し、
同年１２月に施行した「米子市
審議会等会議公開指針｣に基づ
く審議会、委員会等の会議概要
のホームページでの公表につい
て各部署に周知し、取組の徹底
を図った。

水道局計
画課

◎実施 Ｈ１７．１２

・水道局においても、市と同様
に審議会の会議概要のホーム
ページでの公表について取組の
徹底を図った。

18-(1)-(2) 報道機関提供情報の公
表の推進

市民生活に直結する情報をはじめ、
市の施策からイベント情報など様々
な情報を資料提供という形で報道機
関に提供しているが、当該情報を
ホームページに掲載し、市民に対す
る多様な情報提供を図る。

○
※翌
年度
当初

市民参画
課

◎実施 Ｈ１８．６

・報道機関提供情報について
は、これまでもホームページへ
の掲載に努めてきたが、これを
徹底するため、平成１８年６月
に改めて各部署に周知した。今
後も掲載の徹底を図ることとし
ている。

18-(1)-(3) 市議会上程議案の概要
の公表の推進

市議会に上程した議案の概要をホー
ムページで公表する。

○ 財政課 ◎実施
Ｈ１７．９
Ｈ１７．１２
Ｈ１８．３

・市議会に上程した議案の議案
番号、件名及び概要をホーム
ページで公表した。今後も同様
に公表することとしている。

18-(2)-(1) 市民参画推進計画の策
定

策定済みの「米子市市民参画推進指
針」に基づく市民参画を計画的に推
進するため、市民参画推進計画を策
定する。
【数値目標】
・市民参画の取組に対する市民満足
度を２０％以上に引上げ（平成１７
年度９％）

○
市民参画
課

×未実施 未定

・市民参画推進計画の素案を作
成し、内部検討を行っている
が、現時点において策定に至っ
ていない。今後、引き続き細部
を検討し、市民意見を募集した
上で策定することとしている。

【市民参画の取組に対する市民
満足度】
・９％（次回調査まで平成１７
年度実績）

○

18-(1)-(1) 審議会、委員会等の会
議概要の公表の推進

平成１７年１１月に改定した「米子
市審議会等会議公開指針｣に基づ
き、審議会、委員会等の会議概要の
ホームページでの公表を推進するた
め、毎年度、各部署の取組の徹底を
図る。

○ ○ ○ ○

18－(1)　積極的な情報提供による市民との行政情報の共有化

17－(2)　予算編成過程の公開と財務情報の積極的提供

18　行政情報の提供の強化と市民参画の推進（７項目）

18－(2)　市民参画のしくみづくりとその活用

計画変更

平成１８年度分に繰り下げて実施予定

計画追加



17 18 19 20 21 実施時期 概要説明
数値目標の実績

（財政効果見込額を除く。）

所管
実施予定年度

実施項目 実施内容
平成１７年度分の推進状況

実施区分
整理番号

18-(2)-(2) パブリックコメントの
制度化

市の施策形成過程などへの市民参画
の機会を保証し、併せて市民への説
明責任と行政の透明性を図るため
に、パブリックコメント（市民意見
提出）の制度化を図る。
【数値目標】
・市民参画の取組に対する市民満足
度を２０％以上に引上げ（平成１７
年度９％）

○
※翌
年度
当初

市民参画
課

×未実施
Ｈ１８．８
（予定）

・市民意見の募集については、
各部署の判断により随時実施し
ているが、全庁的なルールに基
づくパブリックコメントについ
ては、現時点において制度化す
るに至っていない。今後、パブ
リックコメントのルールを検討
し、制度化を図ることとしてい
る。

【市民参画の取組に対する市民
満足度】
・９％（次回調査まで平成１７
年度実績）

18-(2)-(3) 審議会、委員会等の委
員公募制の推進

平成１７年９月に制定した「米子市
審議会等委員選任基準｣及び「米子
市審議会等委員公募制実施指針｣に
基づき、審議会、委員会等の委員公
募制の導入を推進するため、毎年
度、各部署の取組の徹底を図る。
【数値目標】
・公募制を導入した審議会、委員会
等の割合を平成２１年度までに５
０％以上に引上げ（平成１６年度１
３％）

○ ○ ○ ○ ○ 職員課 ◎実施 Ｈ１７．９

・「米子市審議会等委員選任基
準｣及び「米子市審議会等委員
公募制実施指針｣に基づく審議
会、委員会等の委員公募制の導
入の推進について各部署に周知
し、取組の徹底を図った。

【公募制を導入した審議会、委
員会等の割合】
・２６．７％（前年度１３％）

18-(3)-(1) 市民活動支援公募型補
助金制度の創設

現行の「ボランティア活動支援交付
金制度」を見直し、新たに、住みよ
い地域（まち）づくりのため、環境
美化や社会福祉活動、防犯活動、交
通安全の推進等の自主的なまちづく
り活動を行うために市民が構成員と
なり設立したボランティア団体やＮ
ＰＯ法人等を広く公募し、補助金交
付団体を決定する「市民活動支援公
募型補助金制度」を創設する。
【数値目標】
・毎年度１０団体程度の新たな団体
に助成

○
※翌
年度
当初

市民参画
課

◎実施 Ｈ１８．４

・平成１８年度から、その住み
よいまちづくりのための活動を
支援するため、住民団体を公募
し、学識経験者等の委員で構成
する審査委員会の意見を聴いた
上で交付団体を決定する「米子
市まちづくり活動支援交付金制
度」を新設した。なお、現行の
「ボランティア活動支援交付金
制度」の見直しについては、当
該新設した交付金制度により対
応することが適当でないと判断
し、今後の補助金全体の見直し
の中で検討することとした。

計　５３項目（７８細目）

18－(3)　市民活動の支援と協働の推進

※「翌年度当初」の表示は、○印を付した年度において各実施項目の調査検討・方針決定を行うが、実施は翌年度当初に予定していることを意味する。

計画変更

平成１８年度分に繰り下げて実施予定


