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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 

 

第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

 

 市民一人ひとりの意志が十分反映され、その活力と創意によってまちづ

くりを進めていくためには、市民と行政とがそれぞれの役割を担い、共に

まちづくりに取り組むことが重要です。 

 このため、本市は、市民、市民活動団体、ＮＰＯ※などが市政に積極的

に参画できる環境を整備するとともに、市民と行政との情報の共有、顧客

としての市民のための行政品質の向上などにより、まちづくりの主役であ

る市民とのより一層の信頼関係の構築に努めます。 

 また、徹底した行財政改革による持続可能な財政基盤の構築、効率的な

業務プロセスの確立による行政のスリム化、政策立案能力・総合調整能力

の向上による高度な執行体制の構築などにより、市民と行政との協働によ

る都市経営を実現するための体制づくりを進めます。 

 さらに、山陰圏、山陽圏、関西圏の都市などとの連携を強化し、本市域

周辺全体の活性化を図ることにより、本市は、地方自治新時代にふさわし

い自立した都市の実現をめざします。 

                            
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 
 

 第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

 

  第１ 市民等との協働による行政運営の推進 

  第２ 市民本位のサービス品質の向上 

  第３ 行政の透明性の向上と適切な情報管理 

  第４ 長期的に持続可能な財政基盤の構築 

  第５ 効率的な業務プロセスの確立 

  第６ 高度な執行体制の構築 

  第７ 自立した自治体への取組み 

 

めざす方向 

 市民の意志が十分に反映されたまちづくりを進めるため、自主的な活動を行う市民等と行政

との協働のもと、市民・市民活動団体・事業者・行政が持っているさまざまな資源（人材、

物、情報等）を連携させ、組み合わせながら、簡素で効率的な行政運営を行います。 

 

現状 市民の声 

○「鳥取市市民参画と市民活動の推進に関す

る条例」の制定、市民活動拠点「アクティ

ブとっとり」の整備を行うとともに、地域

づくり懇談会、市長アワー、市政提案箱な

どによりさまざまな市民の声を積極的に把

握し、これらを市政に反映した行政運営に

努めています。 

○市民アンケートの結果では、市民の約６

５％が市政へ関心を持ち、約４０％が市政

への参加意向を示していますが、実際に参

加したことのある人は７．１％にとどまっ

ています。 

 

○大規模になり市民の声が反映できる仕組み

づくりが重要である。 

○行政と市民との話し合いの場を多くもって

ほしい。 

○審議会の委員などをもっといろんな層から

選出してもらいたい。 

○市民のすること、行政のすることのすみわ

けをきっちりしてほしい。 

課題 

○市民自らが実現できることは市民が行い、市民一人ひとりでは不可能なことや非効率なこと

は家族や地域社会が行い、さらにその単位では不可能なことを市町村、県、国が補完してい

くという考え方（補完性の原則）により、市民や行政などがそれぞれの役割を担い、互いに

助け合いながら協働して地域の実情にあった特色あるまちづくりを進めることが重要です。 

○市民の声をより効率的に市政に反映させ、市政に参画しやすい環境を整備するとともに、行

政のスリム化、行政の役割の明確化・重点化を図り、まちづくりのコーディネーター（調整

者）としての役割を果たしていく必要があります。 

○まちづくりのパートナーとして、ＮＰＯ※など市民活動団体の役割を認識しつつ、市民や市民

活動団体と共にまちづくりを行うという職員意識を醸成する必要があります。 

○市民の市政への関心を高め、「政策提案・協働実行型の市政参画」へ転換していく必要があり

ます。 

 

                             
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 

市民参画課 

企画調整課 

職員課 

行財政改革推進課 
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目標の設定 

                     平成１６年度      平成２２年度 

○市民が政策形成に参画できる仕組み     ３１．４％        ６０％ 

 に対する満足度 

○市民等との協働事業の実施件数        ２３件        １００件 

施策の展開 

○市民等との協働のための環境づくり 

 ・自治基本条例、ミニ公募債などの検討をはじめとして、市民と行政とが共にまちづくりを

進めるための仕組みづくりを推進します。 

 ・「市政提案箱～市長への手紙」「市長アワー」「地域づくり懇談会」「市民政策コメント」な

どの各種施策を充実させるとともに、さまざまな機会をとらえてアンケートを実施するな

ど市民の声の把握に努め、その情報を分析し、市政への反映を行います。 

 ・「鳥取市市民参画と市民活動の推進に関する条例」に沿った施策を着実に実行するととも

に、市民活動拠点の充実を図ります。 

 ・ＮＰＯなど市民活動団体の活動情報を積極的に収集し、協働事業を広く提案します。 

 ・「市政懇話会」における幅広い議論、「地域審議会」との連携、外国籍市民との積極的な意

見交換などにより、市民のさまざまな意向を市政に反映させます。 

 ・審議会、委員会等の役割や必要性を十分に検討し、整理合理化を推進します。 

 ・公募委員制度の活用、女性委員の積極的な登用など幅広い市民層からの委員の選任によ

り、審議会、委員会等の活性化を図ります。 

○行政の担うべき役割の重点化 

 ・行政の行うべき事務・事業領域の見直しを行い、行政の責任を果たすことを念頭に、市場

化テスト※等の導入を進めながら、民間参入、民間委託や事業の整理合理化を推進します。 

 ・予算、決算、バランスシート等の財政状況や個別事業の概算事業費をより分かりやすく公

開し、行政コストを明確にします。 

効果 

○市民と行政とが共に地域の課題に対して取り組むことにより、それぞれの自立意識や郷土愛

の醸成が図られるとともに、市民の満足度が高いまちづくりを進めることができます。 

○市民や市民活動団体と行政とが相互に刺激を受け合いつつ、まちづくりを進めることができ

ます。 

○ボランティア団体、ＮＰＯなどの市民活動団体と行政とが共にまちづくりを進めることで、

これらの市民活動団体の育成が図られます。 

○業務や組織のスリム化が図られ、行政の担うべき役割の重点化が進みます。 

主な指標・参考資料 

○市民アンケート（平成１７年１月実施） 

大いに関心
がある。

比較的関心
がある。

あまり関心
がない。

まったく関心
がない。

市の施策や計画への関心 15.7％ 49.1％ 31.1％ 4.1％

参加したこと
がある。

参加したい。
参加したい
が無理

参加しようとは
思わない。

政策形成への参加の意向 7.1％ 32.3％ 24.4％ 36.2％

審議会等の
メンバー

行政との話し合
いの場への出席

地域活動への
参加

市民活動団体
への参加

意見の提出
何もしたく
ない。

鳥取市をよくするための行動 3.7％ 7.5％ 37.9％ 5.1％ 21.6％ 24.2％ 

                             
※ 市場化テスト 透明・中立・公正な競争条件の下、国、地方自治体、特殊法人、独立行政法人などが行ってい
た公共サービスの提供について、官民競争入札を行い、価格と質の面でより優れたほうが落札し、そのサー

ビスを提供していく制度。本格導入後は、行政内部の改革にとどまらず、開放された官製市場への民間事業

者などの積極参入によって、国内に新たなビジネスチャンスが生まれる波及効果も期待される。 
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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 
 

 第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

 

  第１ 市民等との協働による行政運営の推進 

  第２ 市民本位のサービス品質の向上 

  第３ 行政の透明性の向上と適切な情報管理 

  第４ 長期的に持続可能な財政基盤の構築 

  第５ 効率的な業務プロセスの確立 

  第６ 高度な執行体制の構築 

  第７ 自立した自治体への取組み 

 

めざす方向  

 市民の意向を十分に把握し、丁寧・迅速・正確・的確に対応するとともに、インターネット※

等の情報通信技術を積極的に活用して業務効率の向上を図り、最少の経費で市民満足度の高い

行政サービスを提供します。 

 

 

 

 

現状 市民の声 

○行政サービスの向上のため、窓口業務の一

元化、行政サービスコーナーの開庁時間延

長、職員７ヶ条の制定などにより、窓口サ

ービスの充実や職員意識の向上に努めてい

ます。 

○市民課、高齢社会課、児童家庭課等窓口８

課においてＩＳＯ９００１※に沿った品質マ

ネジメントシステムを運用し、サービス品

質を向上させています。 

 

 

○サービスには正確さと迅速さが必要であ

り、市民への奉仕という気持ちを常に持つ

ことが大切である。 

○ワンストップサービスのためには、窓口の

集約だけでなく、業務体制として改善する

ことが必要である。 

課題 

○インターネットをはじめとする情報通信技術の積極的な活用などにより、市民の利便性の向

上を図る必要があります。 

○より能動的に市民ニーズを把握するとともに、把握した市民ニーズに的確かつ柔軟に即応で

きる体制を整備するなど、説明責任（アカウンタビリティ）を着実に実行する仕組みを構築

する必要があります。 

 

 

 

 

                             
※ インターネット Ｐ．５参照 
※ ＩＳＯ９００１ 事業活動の中で、顧客のニーズを的確にとらえ、顧客満足度の高いサービスを継続して提供
できる経営の仕組みを事業者自らがつくり、それを適切に運用していると認められた場合に取得できる品質

の国際規格 

行財政改革推進課 

職員課 

総務課 

情報政策課 

財産管理課 
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目標の設定 

                      平成１６年度      平成２２年度 

○鳥取市職員の接遇に対する満足度       ４０．８％        ６０％ 

○電子申請可能な手続のうちの電子申請化率      ０％        ３０％ 

施策の展開 

○市民の利便性の向上 

 ・在宅や遠隔地での行政手続を可能にする電子申請システムをはじめ、行政手続や事務処理

の電子化などを推進します。（再掲．Ｐ１２７） 

 ・機能的な庁舎のあり方の検討を進めるとともに、関係各課の連携の強化、職員の能力の向

上などにより、ワンストップサービス※の実現に努めます。 

 ・市民に身近な事務を市民に最も身近な市役所が行うことを基本に、国・県が有するさまざ

まな権限を受け入れる体制を整備します。 

○市民ニーズの把握と説明責任の向上 

 ・顧客としての市民のために行政サービスを提供することを一層認識したうえで、あらゆる

機会をとらえて市民ニーズの把握に努め、事務事業の見直しや市政への反映を行います。 

 ・市民の声をデータベース化して一元的に管理する「市民の声システム」を活用し、市民の

声に対する迅速かつ正確な対応を行うとともに、本市ウェブサイト※等で公表し、より一層

の説明責任の向上を図ります。 

 ・ＩＳＯ９００１に沿った品質マネジメントシステムを窓口８課において引き続き運用し、

サービス品質を向上させます。 

 ・職員のコスト意識を向上させ、職員間の連携の強化や効果的な接遇研修などを行います。 

効果 

○質の高い行政サービスにより、市民の満足度が向上するとともに、行政に対する信頼感が高

まり、市民との協働も円滑に行えるようになります。 

○意思決定が迅速となる、受付から処理完了までの時間が短縮されるなど、短縮時間分の人件

費コストが削減されます。 

○職員のコスト意識の向上などにより、業務の迅速性・正確性が高まります。 

主な指標・参考資料 

 

○鳥取市施策に対する市民満足度（ＣＳ）調査（平成１６年８月実施） 

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

市民が政策形成に参画できる仕組みについて 3.1％ 28.3％ 41.3％ 13.0％ 14.3％

鳥取市職員の接遇について 5.4％ 35.4％ 35.9％ 16.6％ 6.7％

鳥取市職員の技量・能力について 3.1％ 36.8％ 37.2％ 15.2％ 7.6％

各種情報の公表・開示について 4.0％ 37.7％ 39.5％ 9.9％ 9.0％

鳥取市の対応の早さについて 2.2％ 35.9％ 38.1％ 17.0％ 6.7％

鳥取市の対応の正確さについて 3.1％ 32.3％ 45.7％ 11.2％ 7.6％
 

 

 

                             
※ ワンストップサービス Ｐ．１２７参照 
※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 
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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 
 

 第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

 

  第１ 市民等との協働による行政運営の推進 

  第２ 市民本位のサービス品質の向上 

  第３ 行政の透明性の向上と適切な情報管理 

  第４ 長期的に持続可能な財政基盤の構築 

  第５ 効率的な業務プロセスの確立 

  第６ 高度な執行体制の構築 

  第７ 自立した自治体への取組み 

 

めざす方向 

 行政が保有する情報や政策の内容を積極的に提供・発信し、説明責任（アカウンタビリテ

ィ）を果たすとともに、個人情報をはじめとした行政情報の適切な管理、行政手続の公平性の

確保などにより、信頼感のある透明で公正な行政運営を行います。 

 

 

 

 

現状 市民の声 

○市政に関する各種施策などの情報を、とっ

とり市報、支所だより、ウェブサイト※、Ｃ

ＡＴＶ※などの各種メディアを通じて積極的

に提供・発信しています。 

○「鳥取市個人情報保護条例」「鳥取市情報公

開条例」に基づき、個人情報の管理を徹底

するとともに、行政情報を公開していま

す。 

○近年の情報通信手段の高度化・多様化に伴

い、より効果的な情報提供などを行うこと

ができる環境整備も進んでいます。 

 

 

○あらゆるメディアを利用して情報を発信し

てもらいたい。 

○より身近な市報にしてほしい。 

○施策決定のみならず、形成過程や関連意見

の公開が必要である。 

 

課題 

○さまざまな広報媒体を有効に活用し、すべての市民に分かりやすい行政情報を提供して、市

民と行政との情報共有を図ることが重要です。 

○高度情報通信社会の進展により個人情報の利用が著しく拡大していることに伴い、平成１７

年４月１日に「個人情報の保護に関する法律」が施行されるなど、より一層の個人情報の適

正な取扱いが必要となっています。 

 

 

 

 

                             
※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 
※ ＣＡＴＶ Ｐ．６参照 

広報室 

総務課 

情報公開室 

情報政策課 
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目標の設定 

                      平成１６年度      平成２２年度 

○本市ウェブサイトへのアクセス件数    ７８６，３８７件   １，５００，０００件 

○各種情報の公表・開示に対する満足度     ４１．７％        ６０％ 

施策の展開 

○市民と行政との情報の共有化 

 ・メディアの多様化、拡大に合わせて、行政情報を多面的に提供していくとともに、双方向

性にも配慮した活用を図ります。 

 ・各種メディアを効果的に活用して、政策形成過程での情報、各種施策の進捗状況とその成

果をはじめとする行政情報を適切かつ積極的に発信します。 

 ・行政情報の入手手段の８割以上を占める市報を積極的に活用し、より身近で分かりやすい

広報活動を行います。 

 ・本市ウェブサイトの掲載情報をより見やすく、分かりやすいものとするため、「（仮称）ウ

ェブサイトモニター制度」の創設、ウェブサイトの維持・管理の外部委託などを検討しま

す。 

○市政に対する信頼性の向上 

 ・市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、歴史的に貴重

な資料である公文書の分類・整理を推進するとともに、各種行政情報の迅速な公開を図り

ます。 

 ・個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報の管理を徹底するとともに、国や

他の自治体と協力して、事業者への積極的な指導・助言を行います。 

 ・情報セキュリティに配慮し、行政情報の適切な管理に努めます。 

 ・「鳥取市行政手続条例」等のより一層の適正な運用と周知を図ります。 

効果 

○多様なメディアを活用して広報活動を行うことにより、市民と行政との情報の共有化が図ら

れます。 

○市政の透明性が確保されるとともに、市政への市民参画が促進され、市民との協働による、

より開かれた市政を実現することができます。 

○インターネット等を通じて本市のさまざまな情報を市内外に発信することにより、本市のイ

メージアップを図ることができます。 

○行政手続における公平性の確保と行政情報の適切な管理により、市政への信頼性が向上しま

す。 

主な指標・参考資料 

○情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況（合併前の鳥取市） 

《情報公開制度》  単位：件

年度 　　  　区分 全部開示 部分開示 不開示 拒否 計

336 25 0 0 361

35 24 13 2 74

31 10 5 0 46

35 32 1 0 68

83 45 5(うち不存在1) 0 133

77 75 4(うち不存在4) 0 156

597 211 28 2 838

《個人情報保護制度》 　　単位：件

年度 　　 　 　　区分 全部開示 部分開示 不開示 拒否 合計

2 3 0 0 5

3 0 1(うち不存在1) 0 4

※保有個人情報の訂正等請求、利用停止等請求はなし

平成15年度

平成16年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

計

平成14年度

平成15年度

平成16年度
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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 
 

 第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

 

  第１ 市民等との協働による行政運営の推進 

  第２ 市民本位のサービス品質の向上 

  第３ 行政の透明性の向上と適切な情報管理 

  第４ 長期的に持続可能な財政基盤の構築 

  第５ 効率的な業務プロセスの確立 

  第６ 高度な執行体制の構築 

  第７ 自立した自治体への取組み 

 

めざす方向 

 歳入・歳出の適正な管理を行いながら、費用対効果を検証し、事務事業の整理合理化を行う

仕組みを構築するとともに、「選択と集中」による予算配分に基づく効率的かつ効果的な事務事

業の執行を行い、長期的に持続可能な財政基盤を構築します。 

 

 

 

 

現状 市民の声 

○国の三位一体改革の影響による臨時財政対

策債※を含めた地方交付税総額の減少、景気

の低迷による市税収入の伸び悩みや基金残

高の大幅な減少など、本市は、非常に厳し

い財政状況に置かれています｡ 

○平成１７年３月に「第４次鳥取市行財政改

革大綱」（平成１７～２１年度）を策定し、

全庁あげて行財政の不断の改革に取り組ん

でいます。 

 

 

○無駄な予算執行を行うことなく、民間的な

考え方での予算執行が必要である。 

○合併協議会で示された「個性・連携・飛

躍」といった基本理念や「夢のある２０万

都市づくりビジョン」に１歩でも近づくた

めにも、徹底した行政改革・財政改革の断

行が必要である。 

 

課題 

○市町村合併によるスケールメリット※を活かして徹底した行財政改革を行い、人件費や物件費

など経費の一層の削減を進めるなど、歳出を抑制することが必要です。 

○市税をはじめ税外収入も含めた収納率の向上、受益者負担の適正化など、歳入の安定的な確

保に努め、基金に頼らない持続可能な健全財政を堅持することが必要です｡ 

 

 

 

 

 

                             
※ 臨時財政対策債 国の地方財政対策の制度改正により平成１３年度から新たに設けられた特例地方債で、地方
交付税の財源不足を補うために国と地方が折半して負担し、その地方負担分として発行するもの。この臨時

財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税に算入されることとなっている。

なお、臨時財政対策債は、通常の地方債とは異なり、一般財源として取り扱う。 
※ スケールメリット 規模を大きくすることで得られる利益 

財政課 

行財政改革推進課 

市民税課 

収税課ほか徴収担当課 

財産管理課 

出納室 
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目標の設定 

                  平成１６年度       平成２２年度 

 

○市税の収納率            ９２．５％        ９３．７％ 

 （現年分・滞納分含む。） 

○財政調整基金、減債基金の合計額  １億１，５８０万円     １０億円 

 （平成１７年当初予算編成後）      

施策の展開 

○歳出の効率化 

 ・公の施設への指定管理者制度の導入などにより、管理経費の節減とサービスの向上を図り

ます。 

 ・費用対効果、受益者負担の妥当性、民間と行政との役割分担などを再点検しながら、物件

費等の経常的経費の削減や補助金・委託料などの見直しを行います。 

○自主財源の確保 

 ・市税等の口座振替制度の推進、郵便局での窓口納付の実施、徴収職員の育成・指導による

徴収体制の強化などにより収納率の向上を図ります。 

 ・市有財産の適正な管理・処分を行い、効率的な利活用を図ります。 

 ・コストに見合った適正な受益者負担の考え方をもとに、使用料・手数料などの見直しを行

います。 

○財源配分の重点化 

 ・各部単位で責任を持ち、施策の取捨選択・優先順位付けなどを行う、枠予算配分方式※によ

る自律的な予算編成を推進します。 

 ・予算編成から執行までの過程において、積極的な情報の公開を行い、市民への説明責任を

果たすとともに、費用対効果、成果などに基づき事業の整理合理化を推進します。 

 

効果 

○健全財政の確立により、本市の持続的な発展が可能となります。 

○市民負担の公平性が確保され、市民への説明責任が果たされることにより、市政への信頼性

が向上するとともに、成果等の客観的な事実に基づく予算の重点化が図られます。 

○職員のコスト意識が高まり、業務コストの縮減が図られます。 

○必要最小限の経費で地域の実情やニーズに合った行政サービスの提供が可能となります｡ 

主な指標・参考資料 

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

10 11 12 13 14 15 16

年度

（千円）

地方税

義務的経費

 
（注）平成１５年度までは、合併前の鳥取市のみのデータです。 

                             
※ 枠予算配分方式 各部の責任において、歳入の確保や徹底した歳出の見直し、施策の取捨選択・優先順位付け

等を行い、各部が主体性と責任を持って予算編成を行うため、一定の額を各部に配分し、その範囲内でその

部の予算を組み立てる方式 

※義務的経費と

は、人件費、扶

助費、公債費の

ことで、支出が

義務付けられ任

意に削減出来な

い経費とされて

います。 

出典：地方財政状況調査表 

※義務的経費と

は、人件費、扶助

費、公債費のこと

で、支出が義務付

けられ任意に削減

できない経費とさ

れています。 

出典：地方財政状況調査表 
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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 
 

 第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

 

  第１ 市民等との協働による行政運営の推進 

  第２ 市民本位のサービス品質の向上 

  第３ 行政の透明性の向上と適切な情報管理 

  第４ 長期的に持続可能な財政基盤の構築 

  第５ 効率的な業務プロセスの確立 

  第６ 高度な執行体制の構築 

  第７ 自立した自治体への取組み 

 

めざす方向 

 民間的な手法を取り入れつつ、組織の目標に向けた業務の手順、方法、工程等（業務プロセ

ス）の継続的な見直しを行うとともに、高度化する情報通信技術等を積極的に活用して、簡素

で効率的な業務プロセスを確立します。また、行政資源（人材、物、資金、時間等）の公平か

つ最適な配分により、成果を重視した計画的な施策・事業の展開を図り、行政品質を向上させ

ます。 

 

 

 

現状 市民の声 

○国際規格ＩＳＯ９００１※（品質マネジメン

トシステム）、ＩＳＯ１４００１※（環境マ

ネジメントシステム）を認証取得し、継続

的かつ効果的な事務改善を行っています。 

○駅南庁舎を開設し、窓口サービスの一元化

を図るとともに、各総合支所により広範な

行政サービスを提供しています。 

○財務会計システム、文書管理システム等を

導入するなど、情報通信技術の活用による

業務効率の向上に努めています。 

 

 

 

○鳥取市のめざすべき方向に計画的に投資す

る必要がある。 

○提案や申請を行ってもそれに対する決定が

遅ければ意味がない。 

課題 

○行政サービスにおける顧客志向と組織の目標に対する成果志向を持ち、民間の発想・実践を

積極的に取り入れながら、簡素で効率的な業務プロセスを再構築することが重要です。 

○電子自治体化への取組みを一層推進し、情報通信技術を活用した市民サービスの向上や業務

の簡素化・効率化が必要です。 

 

 

 

 

                             
※ ＩＳＯ９００１ Ｐ．１６６参照 
※ ＩＳＯ１４００１ Ｐ．１９参照 

行財政改革推進課 

総合計画策定チーム 

都市政策課 

総務課 

選挙管理委員会 

水道局 

市立病院 
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目標の設定 

                       平成１６年度     平成２２年度 

○鳥取市の対応の早さに対する満足度       ３８．１％       ６０％ 

○鳥取市の対応の正確さに対する満足度      ３５．４％       ６０％ 

施策の展開 

○成果に基づく施策・事業の推進 

 ・総合計画の進行管理を行うとともに、総合計画に基づき推進する施策・事業の評価を予算

編成に連動させるため、行政評価システムの見直しを行い、適正な運用を図ります。 

 ・総合計画における実施計画を毎年度見直すことにより、各種施策を計画的に実施します。 

○民間的手法の導入 

 ・「市民ニーズの把握」「ニーズに基づく継続的な改善」「改善に基づく効果的な事業の執行と

市民満足度の向上」などＩＳＯ９００１における品質マネジメントシステムの利点を全庁

的に展開し、行政品質の向上を図ります。 

 ・指定管理者制度、ＰＦＩ※など民間主導型の手法を活用し、効率的かつ効果的な行政サービ

スの提供を行います。 

 ・外郭団体の整理合理化を進めるとともに、外郭団体の自立性を高め、自己責任と自己決定

に基づく経営を促進します。 

 ・ＰＤＣＡサイクル※を重視した経営システムを構築するなど民間的手法を取り入れ、公営企

業の経営の健全化を図ります。 

○電子自治体の構築 

 ・業務効率の向上を図るため、費用対効果を十分に検証したうえで、投票事務の電子化や電

子入札システム、電子決裁システム等の導入を検討するとともに、住民基本台帳ネットワ

ークシステム※や総合行政ネットワーク※などの利活用に積極的に取り組み、電子自治体化

を推進します。 

効果 

○最少の経費で最大の効果を上げる成果重視の業務プロセスを確立し、行政品質を向上させる

ことにより、市民の利便性・満足度が向上するとともに、行政のスリム化が図られます。 

○外郭団体の経営の健全化により業務委託料や運営補助金の節減が図られます。 

○業績評価や積極的な情報開示などにより、市民に開かれた健全な公営企業経営が確保されま

す。 

○事務の電子化により、事務処理時間の短縮が図られるとともに、ペーパーレス化、省スペー

ス化による省資源化を行うことができます。 

主な指標・参考資料 

○指定管理者制度に移行する公の施設数 

～平成17年度 平成18年度
平成19年度
　～22年度

合計

13 207 19 239

※平成17年10月１日現在の
　公の施設数：812施設

 
 

○指定管理者制度の導入による施設管理コストの削減目標 

 制度導入前の市負担額に対するコスト削減率を５パーセント以上とする。 

                             
※ ＰＦＩ（Private Finance Initiative） 従来公共部門によって行われてきた社会資本の整備や運営などの分野
に、民間事業者の資金、経営ノウハウなどを導入し、民間主導で効率的に社会資本を整備する方法 

※ ＰＤＣＡサイクル ＰＬＡＮ（企画・立案）、ＤＯ（実施）、ＣＨＥＣＫ（点検・評価）、ＡＣＴＩＯＮ（改
善）の頭文字だけを揃えたもので、これらの４つのステップを一つのプロセスとして捉え、組織を運営して

いく事で継続的な改善を図ろうとするマネジメントの考え方 
※ 住民基本台帳ネットワークシステム 全国の市区町村の住民基本台帳と都道府県・国（地方自治情報センタ
ー）をネットワークで結び、本人確認に必要な最小限の情報（住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード

及びこれらの変更情報）を相互にやりとりすることにより、一部の行政事務で住民票の提出が省略されるな

ど、手続を簡素化するシステム 
※ 総合行政ネットワーク（LGWAN:Local Government Wide Area Network） 全国の地方公共団体を相互にネ
ットワークで結ぶとともに、国のネットワークである霞ヶ関WANとも接続し、迅速な文書交換や法令・統
計等の情報の共有化を図るもの 
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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 
 

 第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

 

  第１ 市民等との協働による行政運営の推進 

  第２ 市民本位のサービス品質の向上 

  第３ 行政の透明性の向上と適切な情報管理 

  第４ 長期的に持続可能な財政基盤の構築 

  第５ 効率的な業務プロセスの確立 

  第６ 高度な執行体制の構築 

  第７ 自立した自治体への取組み 

 

めざす方向 

 多様な市民ニーズや行政課題に的確かつ迅速にこたえられる目的・課題意識の高い職員の養

成に努め、改革への挑戦意欲の高い組織風土をつくるとともに、組織の目標に対して最大の効

果を発揮する組織・機構を整備し、高度な執行体制を構築します。 

 

 

 

 

現状 市民の声 

○チーム制やスタッフ制の導入、柔軟な組

織・機構改革などを行い、多様な市民ニー

ズやさまざまな行政課題に的確に対応する

組織体制の構築に努めています。 

○専門的な知識・技術の習得のための研修へ

の積極的な参加、職場研修の実施などによ

り、職員の能力の向上を図っています。 

○計画的な定員の削減や各種手当の見直しを

行い、定員管理と給与の適正化に努めてい

ます。 

 

 

○合併して組織が大きくなり、いろいろな制

約が出ているのではないか。 

○徹底した職員教育が必要である。市民に対

しての奉仕の精神が身に付いた市職員であ

ってほしい。 

○部署によっては適正人員とは思えない。 

○市職員のやる気を引き出すことが重要であ

る。 

課題 

○地方自治新時代への対応や高度化・多様化する市民ニーズを踏まえ、職員個々の能力を十分

に発揮できる戦略的で柔軟な組織・機構改革が重要です。 

○今後の本市の組織のあり方を見据え、計画的に職員定数を削減し、効率的な組織を構築する

ことが必要です。 

○職員としての基本的な知識等に加えて、本市の置かれている状況の変化に的確に対応する高

い政策形成能力やスピード感、コスト意識を持って積極的に行動する職員を養成し、適切な

リーダーシップのもと、職員が一丸となって組織力を発揮する組織づくりが求められていま

す。 

○職員の努力や成果に対する評価をより適正に行い、職員の意識の高揚を図る必要がありま

す。 

 

 

 

職員課 

企画調整課 
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目標の設定 

                       平成１６年度     平成２２年度 

○鳥取市職員の技量・能力に対する満足度     ３９．９％       ６０％ 

○職員数                   １，５５１人     １，４４０人 

                      （H17.4.1現在） 

施策の展開 

○市民ニーズに迅速かつ的確に対応する組織の構築 

 ・チーム制※の積極的な導入や係を設けないフラットな課※を増やし、行政課題に機動的に対

応します。 

 ・事務処理の効率化、意思決定の迅速化を図るとともに、特定の課題に対応するプロジェク

トチームの設置など部・課の垣根を越えた横断的な連携・調整を行うシステムを構築し、

市民ニーズに迅速・的確に対応します。 

○定員管理と給与の適正化 

 ・適正な業務量を把握する仕組みを検討するとともに、「鳥取市定員適正化計画」（平成１８

～２２年度）に基づく定員削減を着実に進め、定員の適正化に努めます。 

 ・業績評価と連動した給与体系を検討するとともに、引き続き各種手当の見直しを進めま

す。 

○目的意識の高い組織づくりと効果的な人材の育成 

 ・職員評価制度や加点主義の勤務評定の運用による能力重視の人事制度の確立、職員満足度

の向上などにより職員の士気の高揚に努めます。 

 ・組織の目標に向けて職員が一丸となって取り組む組織風土を醸成するため、組織の目標や

課題を常に確認し、その内容をすべての職員で共有化する仕組みを検討します。 

 ・より効果的な研修の内容や実施方法の検討、職員提案制度の充実などにより職員の接遇能

力、判断力、政策立案能力、コスト意識等を向上させます。 

 

効果 

○高度化・多様化する市民ニーズに迅速・的確に対応することにより、行政サービスに対する

市民の満足度が向上します。 

○職員の士気や能力が高まることにより行財政改革のスピードが速まり、組織力の向上と財政

の健全化が促進され、組織のスリム化が図られます。 

主な指標・参考資料 

○職員数の推移 

区分 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成16年11月1日 平成17年度

合併前の鳥取市 855人 852人 851人 849人 847人

合併前の８町村計 789人 773人 764人 755人 748人

合計 1,644人 1,625人 1,615人 1,604人 1,595人 1,572人 1,551人

※水道局、市立病院は除く。

（毎年度４月１日現在）

1,572人 1,551人

 
 

 

                             
※ チーム制 重要課題を効率的、機能的に推進するために、目的と責任体制を明確にした少人数で編成する組織 
※ フラットな課 意思決定と事務処理の迅速化、職員の自立性の発揮による組織の活性化等を目的としたもので、
中間管理職を廃止した、リーダーとスタッフからなる課 
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第４章 効率的で質の高い市役所づくりと 

地域の特性を活かした計画的なまちづくり 
 

 第１節 効率的で質の高い市役所づくり 

  第１ 市民等との協働による行政運営の推進 

  第２ 市民本位のサービス品質の向上 

  第３ 行政の透明性の向上と適切な情報管理 

  第４ 長期的に持続可能な財政基盤の構築 

  第５ 効率的な業務プロセスの確立 

  第６ 高度な執行体制の構築 

  第７ 自立した自治体への取組み 

 

めざす方向 

 地方財政制度の見直し、道州制の検討など地方公共団体を取り巻く環境のめまぐるしい変化

や広域化する行政課題に柔軟かつ的確に対応するため、国、県などとの連携・協力を一層進め

ながら、魅力があり、特色のある自立した自治体を構築します。 

 

 

 

現状 市民の声 

○山陰初の特例市※となりさまざまな権限が移

譲されるなど、本市の決定権の範囲が広が

っています。 

○経済、観光、文化等における人々の活動の

広域化や高速道路の整備進展に伴い、ごみ

処理や防災、観光体制をはじめとして、市

町村間での連携・協力の必要性は一段と高

まっています。 

○県内市町村、中国・四国地方の県庁所在都

市、岩国市、姫路市、舞鶴市などとの災害

時の相互応援協定を締結し、災害時の応急

対策や応急復旧対策を円滑に遂行できる体

制を整備しています。 

 

 

○高速道路の開通を見据え、隣接県との交流

を展開する必要がある。 

課題 

○国・県・市町村の役割や責任がより一層明確化していく中で、今後も権限の移譲や構造改革

特区をはじめとするさまざまな制度を活用し、自立した都市経営を行うとともに、市町村の

枠組みにとらわれない広域的な行政協力体制を構築する必要があります。 

○限られた経営資源（人材・物・資金・情報・時間）を最大限有効に活用するため、「選択と集

中」の考えを持ちながら、市民すべての力を結集して、戦略的に都市経営していくことが重

要です。 

 

 

 

                             
※ 特例市 Ｐ．１参照 

企画調整課 

総務課 
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施策の展開 

○権限移譲等の推進 
 ・国・県からの事務権限と税財源の移譲を求め、地域の実情に応じたまちづくりを推進しま

す。 
 ・構造改革特区※、地域再生計画※等の策定に積極的に取り組み、自らの責任と判断に基づ
き、自立的なまちづくりを推進します。 

○国・県との連携・協力 
 ・国に対してより積極的に地方の意見を伝えるとともに、全国市長会や鳥取県市長会、全国
特例市連絡協議会などを通じて要請・要望活動を行います。 

 ・県に対して要請・要望活動を行うとともに、県事業の促進を図ります。 
○他圏域・都市との連携・協力 
 ・「環日本海拠点都市会議」に参加し、環日本海経済圏の一員として本市の国際的な発展に取
り組みます。（再掲Ｐ．１３３） 

 ・鳥取・島根両県の各都市との連携を強化し、各都市で行っている先進的取組みを相互に取
り込みながら、存在感のある山陰地方の実現をめざします。 

 ・山陽圏、関西圏の都市との交流を深めるとともに、因但県境自治体会議（コリドー２１）※

等を通じて、本市域周辺全体の活性化を図ります。 
 ・鳥取県東部広域行政管理組合と連携し、消防やごみ処理などの広域的な行政課題に積極的
に取り組みます。 

効果 

○よりきめ細かな市民サービスや迅速な事務処理を行うことができるとともに、自治体として

の自己決定権が拡大することで、自治体としての自主性や能力の向上を図ることができま
す。 
○広域的な行政課題に対して各種機関が連携して取り組むことにより、効果的、広域的な施策
を展開し、本市域周辺全体の行政サービスの向上を図ることができます。 
○鳥取県東部圏域及び他圏域との連携を推進することにより、本市はもとより圏域での一体的
な発展が期待でき、個性と魅力のある圏域づくりが進みます。 

主な指標・参考資料 

○権限移譲の状況 
 本市では、平成１２年４月１日の地方分権一括法※の施行以来、市民に身近な事務を市民に最
も身近な自治体が行うことを基本として、鳥取県より３６法令２５１項目の事務権限の移譲を
受けています。また、平成１７年１０月１日には特例市へ移行し、環境行政等の分野で２６法
令３７８項目の事務の移譲を受けました。（平成１７年１０月１日現在） 
 
○鳥取県東部広域行政管理組合取扱い事務の状況 

 

 

                             
※ 構造改革特区 構造改革特別区域法に基づく制度。地方公共団体や民間企業者等の自発的な提案に基づき、産
業や農業、教育、社会福祉等のさまざまな分野において地域の特性に応じた規制改革（規制の緩和や撤廃）

を特定の地域に限って認め、地域や民間の知恵と工夫の競争によって地域経済を活性化し、個性ある地域の

発展をめざすもの 
※ 地域再生計画 地域再生法に基づく制度。「構造改革特区制度」と並ぶ地方活性化策。国が主導して地域を支
援するのではなく、地方公共団体が主体的に考えた地域の活性化策を国が認める制度で、計画認定後、国が

各種の支援措置を行うもの 
※ 因但県境自治体会議（コリドー２１） Ｐ．１３０参照 
※ 地方分権一括法 正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」。地方分権を推
進するために、４７５本の法律を一括形式で改正し、平成１１年７月８日に国会で成立、７月１６日に公布

された。平成１２年の４月から原則として施行。機関委任事務が廃止されるとともに、自治体の条例制定権

が拡大された。 

処理業務 構成市町村 処理業務 構成市町村

地方拠点都市地域基本計画 １市４町 火葬場 １市３町（智頭町を除く。）

ふるさと市町村圏計画 １市４町 介護保険認定事務 １市４町

し尿処理施設 １市４町 不燃物処理場跡地利用施設 １市４町

消防事務 １市４町 汚泥堆肥化施設 １市４町

不燃物処理施設 １市４町 火薬類・液化石油ガス取扱許可事務 １市４町

可燃物処理施設 １市４町
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