
（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

「燕市公式LINE」
のお友達登録者
数

4,624件 8,000件 9,095件

燕市ホームペー
ジへの年間アク
セス数

4,287千件 5,000千件 6,219千件

市発信情報の新
聞掲載記事数
（全国・県域紙）

176件 200件 120件

①

・平成30年度にTBS系列で放送された「下町ロ
ケット」などを誘因として、応援・交流人口の拡
大が図られました。引き続き、3つの人口増戦略
の強化を図るべく次なるプロモーションが必要と
なっています。

・来年迎える「大河津分水通水100周年」を契機
に長善館の教えなどを市内外にPRし、市民参
加型のプロモーション計画の策定を図る必要が
あります。

・情報発信媒体の多様化に伴い、紙媒体のみ
に頼らない、SNSなどを活用した情報発信が重
要となっており、職員一人ひとりが広報マンであ
ることを自覚し、広報マインドを持って職務にあ
たる必要があります。

・ふるさと納税は、下町ロケット効果などにより
増加しており、令和元年度は42億円、令和2年
度も49億円に上っています。一方で、全国的に
は当市以上に寄附増となっている団体が見ら
れ、新たな対策が必要となっています。

(1)ＬＩＮＥやTwitterにより生活関連情報やイベント情報を積極的
に発信するとともに、今秋からはInstagramを活用し、交流・応援
(燕)人口の拡大に向けて燕市の「旬」をPRします。

(2)マスメディア各社とのネットワーク強化を図り、パブリシティの
充実に努めます。

(3)ウェブサイトやＳＮＳ、動画などを活用し、適切、かつ効果的に
情報発信していくため、広報主任者研修に加え、事務担当者研
修を１０月までに２回程度開催し、広報マインドの醸成を図りま
す。

(4) ふるさと納税においては、寄附受付仲介サイトの追加導入や
市の特設サイトのリニューアル（10月）、雑誌・新聞広告やウェブ
プロモーションを実施するとともに、寄附状況を見ながら、更なる
運用の見直しを検討します。

＜取組実績＞
(1)公式LINEやTwitterから、市政情報やイベント情報を平日の正午を基本に
発信しました。中でも公式LINEは7月と2月にリッチメニューを見直したほか、
ごみ収集アラートやマイ・タイムラインの電子化、スマホ申告会の予約受付
など、各種機能の充実を図り、発信力を強化しました。
なお、公式Instagramについては他団体の事例と本市におけるSNSの運用を
総合的に検討し、既存のLINE、Twitter、YouTubeの特性を生かしながらの
運用に注力したほうが効果的と判断したため、活用しないこととしました。

（2）広報つばめ8月号で「大河津分水通水100周年」の特集を掲載したのを
はじめ、信濃川河川事務所と記念事業の検討、のぼり旗の掲示に取り組む
など、通水100周年の気運の醸成を図りました。その結果、毎日新聞では連
載で、読売新聞や三條新聞では特集として記事が掲載されたほか、つばめ
若者会議と新潟経営大中島ゼミの学生たちが企画した大河津神社の取組
がテレビの取材を受けるなど、マスメディアからも取り上げてもらいました。

（3）コロナ禍でなかなか帰省できない燕市出身者に向けて、毎月2回程度の
ペースで動画「ホームカミング」を制作・公開したほか、保健センターや農政
課などでも動画制作の支援を強化しました。
また、ホームページの編集に携わる事務担当者の研修を開催したほか、12
月から1月にかけてホームページの全ページをチェックし、各課へフィード
バックした結果、軽微な内容も含めた修正をすることができ、品質向上に結
び付けることができました。

(4) 4月から「セゾンのふるさと納税（ネット会員3,700万人）」を導入し、10月
からは「ANAふるさと納税（シェア率5位）」を、11月からは「楽天ふるさと納税
（シェア率1位）」を導入、また12月からは「さとふる」に地場家電を追加する
など、仲介サイトの拡大（4サイト→7サイト）により認知度アップを図りまし
た。

4

4,250人

④
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）と働き方改革に一体的に取り組み、社会経済状況の変化に柔軟に対応
できる行政力・職員力の向上を図ります。

RPA・AI等の導入による年間業務削減時間
（時間)
（燕市行政改革推進プラン）

0時間
(R元年度)

―

③ 　「建物系公共施設保有量適正化計画」について、担当課と連携して推進、進捗の管理に努めます。
建物系保有量適正化計画における前期の個別施
設計画の策定数

（燕市行政改革推進プラン）

5
(R2年度)

② 風水害に対する防災体制を強化します！ 総合防災訓練参加者数
2,561人
(H27)

3,500人

― 11

2,000時間

85.0%

令和3年度　総務部　目標宣言

部長 田辺　一幸

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

①
ウェブサイトやSNS、動画等を活用したシティプロモーションの強化により、ふるさと納税等を通じた応援人口の
増加を目指します！

自主防災組織の組織率
70.8％

(H27.4.1)
79.0%

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中



（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

総合防災訓練参
加者数

2,294名
（R1年度）
※参考値
地震想定

2,300名 2,299名

マイ・タイムライ
ンを活用した出
前講座参加数

324名
（R2年度

末）
400名 274名

マイ・タイムライ
ンを活用した防
災キャラバン実
施学校数

8校
（R2年度）

13校 4校

防災つばめ～ル
の登録数

7,426件 8,000件 7522件

②

・令和元年の台風19号で浮き彫りとなった風水
害対応の課題を踏まえ整備した防災体制を検
証する必要があります。
・風水害時の避難方法などの備えについて、市
民への一層の理解促進に努める必要がありま
す。

（1）風水害想定の総合防災訓練では、避難の実効性を高める訓
練を実施します。
・事前に実施するマイ・タイムラインの作成講習と住民避難訓練
などを通して、適切な避難行動と風水害の備え等について市民
への理解促進を図ります。
・台風19号の教訓を踏まえた災害対策本部の対応を確認しま
す。
（2）出前講座や防災キャラバンでマイ・タイムラインを活用するな
ど水害時の避難行動についてさらなる理解促進に努めます。
（3）ＨＰを充実させるなど、マイ・タイムラインの普及啓発を強化し
ます。
（4）速やかな住民避難を促すには的確な情報伝達が必要なた
め、防災つばめ～ルの普及啓発に努めます。

＜取組実績＞
（1）風水害想定の総合防災訓練を7月4日、7日に次のとおり実施しました。
・事前に出前講座等でマイ・タイムラインの作成や水害時の適切な避難行
動について市民の理解促進を図り、訓練で実行動を確認しました。（4日）
・台風19号の教訓を踏まえ、水害時における災害対策本部の対応を確認し
ました。（7日）
なお訓練後は、eラーニングを活用し、避難所担当職員のスキルアップを図
りました。（10月）
（2）今年の防災キャラバンは、学校側のオーダーにより地震想定の避難訓
練が多く、内容的にマイ・タイムラインの活用は4校となりました。出前講座で
は19回中11回の講座でマイ・タイムラインを活用し、水害時の避難行動の理
解促進に努めました。
（3）マイ・タイムライン作成の動画を6月2日に公開したほか、2月から公式
LINEのリッチメニュー見直しに合わせマイ・タイムラインを電子化し、一層普
及啓発を図りました。
（4）防災つばめ～ルの登録について、広報6月号で周知したほか、出前講
座でも登録の呼びかけを行い100件程度の登録増になりました。

3

部長 田辺　一幸

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

② 風水害に対する防災体制を強化します！ 総合防災訓練参加者数
2,561人
(H27)

3,500人 4,250人

①
ウェブサイトやSNS、動画等を活用したシティプロモーションの強化により、ふるさと納税等を通じた応援人口の
増加を目指します！

自主防災組織の組織率
70.8％

(H27.4.1)
79.0%

令和3年度　総務部　目標宣言

85.0%

11

④
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）と働き方改革に一体的に取り組み、社会経済状況の変化に柔軟に対応
できる行政力・職員力の向上を図ります。

RPA・AI等の導入による年間業務削減時間
（時間)
（燕市行政改革推進プラン）

0時間
(R元年度)

― 2,000時間

③ 　「建物系公共施設保有量適正化計画」について、担当課と連携して推進、進捗の管理に努めます。
建物系保有量適正化計画における前期の個別施
設計画の策定数

（燕市行政改革推進プラン）

5
(R2年度)

―

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中



（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

適正化計画前期
における個別計
画策定、若しく
は、活用方針が
決められた施設
の数

5/11 10/11 8/11

〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

建物系保有量適正化計画における前期の個別施
設計画の策定数

（燕市行政改革推進プラン）

5
(R2年度)

― 11

④
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）と働き方改革に一体的に取り組み、社会経済状況の変化に柔軟に対応
できる行政力・職員力の向上を図ります。

RPA・AI等の導入による年間業務削減時間
（時間)
（燕市行政改革推進プラン）

0時間
(R元年度)

― 2,000時間

③

　「公共施設等総合管理計画」の基本方針に基
づき、長期にわたる施設の集約、統廃合の方向
性を示す「建物系公共施設保有量適正化計画」
を策定しました。
　この計画における前期（H31～R4）までに個別
計画や用途計画が必要な１１施設のうち、５施
設は、具体的な計画を示しましたが、残る６施
設については、個別計画が未策定となっていま
す。

令和3年度　総務部　目標宣言

部長 田辺　一幸

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

①
ウェブサイトやSNS、動画等を活用したシティプロモーションの強化により、ふるさと納税等を通じた応援人口の
増加を目指します！

建物系公共施設保有量適正化計画において、前期（Ｈ31～R4ま
で）に統合、廃止等が計画されている次の施設について、年間を
通じて担当課とその在り方や課題解消に向け、検討や協議を行
います。
　また、中・長期（Ｒ5～Ｒ14）に再編等が計画されている施設につ
いて、早期に個別計画策定に着手できるよう、助言等を行いま
す。

【策定済み】（５施設）
　①市民プール
　②吉田プール
　③第二福祉の家
　④白山町児童館
　⑤さくらんぼハウス

【未策定】（６施設）
　①西燕公民館
　②教育センター
　③小中川ｺﾆｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
　④福祉の家
　⑤小中川児童ｸﾗﾌﾞ
　⑥松長公民館　　⇒　　「松長小学校の今後の在り方検討会」
　　　　　　　　　　　　　　　を注視した上で策定

＜取組実績＞
【個別計画未策定の施設】
①西燕公民館
②教育センター
⇒所管課による協議がまとまらないため、個別計画の策定は先送りとなりま
した。

③小中川コミュニティーセンター
④福祉の家
⑤小中川児童クラブ
⇒11月市議会（臨時会）の議員懇談会において、建物の適正化と土地の利
活用方針について説明しました。

⑥松長公民館
⇒松長小学校が令和５年度末での廃止が決定したことから、小学校と併せ
て利活用方法を検討していくことになります。

＜反省点・改善点＞
小中川の３施設（③〜⑤）の方針を決めるための内部協議に多くの時間を
費やしましたが、借地の解消方法を返却から買収へと見直したことにより地
権者との合意に至り、利活用の方向性を定めることができました。令和４年
度の前期で④・⑤の建設方法や時期について、検討することとします。
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自主防災組織の組織率
70.8％

(H27.4.1)
79.0% 85.0%

② 風水害に対する防災体制を強化します！ 総合防災訓練参加者数
2,561人
(H27)

3,500人 4,250人

③ 　「建物系公共施設保有量適正化計画」について、担当課と連携して推進、進捗の管理に努めます。

令和３年度

全体活用方針決定

令和３年度

個別施設計画策定



（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

文書管理システ
ムにおける電子
決裁比率

22.58% 50.0% 31%

RPAを導入する
業務数

3業務 6業務 3業務

新採用職員の定
着率（採用後3年
経過時点）

91.2% 96% 95.8%

職員研修アン
ケート（理解度：
よく理解できた、
概ね理解できた）

89.3% 90% 88%

男性職員の育児
休業取得率

0.0% 10%

89％
（取得8人/
配偶者出
産男性職
員9人）

〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

部長 田辺　一幸

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

85.0%

②

④

・新型コロナウイルス感染症の影響により、社
会のデジタル化の流れが加速し、行政や企業
にはＤＸ （デジタルトランスフォーメーション）の
推進が求められています。

・労働人口が減少する中、意欲と能力のある職
員を確保するとともに、育成していくことが急務
となっています。

・働き方改革により昨年度から時間外勤務の上
限が設定されたことを踏まえ、さらなる業務の効
率化と適正な定員管理とともに、ワーク・ライフ・
バランスを推進する取組の強化が必要です。

(1) 文書管理システムによる電子決裁の比率を高めるため、夏
頃までに現状を把握し、電子決裁に移行できない要因等を分析
します。また、課題の解決方法を研究するとともに、運用ルール
の素案を作成します。
また、押印の義務付け廃止に合わせて、紙決裁時における署名
や押印の取扱いを見直します。

(2)新規にRPAを導入する次の3業務についてシナリオを作成し、
10月頃を目途に運用を開始します。
・水道料金財務会計入力
・固定資産税償却資産審査業務
・児童館職員の出退勤管理

(3）若年層の職員の定着率を上げるために異動後フォロー面談
を実施するとともに、5年後の組織を見据えた研修や職員採用を
実施します。

(4）一人ひとりの職員が業務時間の繁閑に合わせて研修が受講
できるようe-ラーニングを活用し、コンプライアンス研修、ハラスメ
ント防止研修、ソーシャルメディアリスク対策研修を実施します。

(5）時間外勤務縮減のため、早朝時間外勤務制度を継続すると
ともに、ワーク・ライフ・バランス推進の取組として、年休や男性職
員の育児休業の取得を促進します。

＜取組実績＞
(1) 電子決裁比率は前年度と比較すると伸びているものの、3割程度に留ま
りました。所属によって電子決裁比率が1割から7割と、ばらつきがあること
から「電子決裁ができない要因」に切り替えて分析し、決裁（電子／押印）の
在り方を検討します。

(2)今年度導入業務のシナリオは１０月に完成し、１１月に試験運用を行い問
題点を解消し、１２月から運用を開始しました。
　次年度の導入業務として、以下の３業務を候補としました。
・就学援助の振込作業
・保育園への給食だより作成作業
・児童館等職員の出退勤管理のデータ集計、報酬支払業務
令和３年度のRPA導入による業務時間削減効果は、令和２年度からの継続
業務も含めてRPA導入前と比較して1,775時間の見込みです。

(3）若年層の職員の定着率を上げるために異動後フォロー面談を実施する
とともに、5年後の組織を見据えた研修として、係長を補佐する主任級職員
に対しマネジメント研修を実施しました。
　　　（マネジメント研修　12月実施　32名受講）
　また、職員の確保が十分にできていなかった専門系の職種について、追
加で職員採用を実施し、保健師士1名を確保しました。文化財専門職は人材
の確保ができなかったので次年度に改めて取り組む予定です。

（4）e-ラーニング受講率は、督促前は50％以下でしたが、最終的に80.5％と
なりました。e-ラーニングは、業務多忙により受講期間が満了してしまうこと
があり、受講率向上には督促のタイミングが重要となるため、次年度以降
は、督促のタイミングを比較的余裕のある時期から始め、さらなる受講率の
向上を図ります。

(5）年休取得の推進については、計画的な取得が進むよう、GW、夏季休
暇、年末・年始のそれぞれの期間に全庁的に呼びかけました。また。保育
現場からの取得しづらいという声を受け、2月の園長会議で取得計画表を活
用した調整を依頼しました。
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令和3年度　総務部　目標宣言

風水害に対する防災体制を強化します！ 総合防災訓練参加者数
2,561人
(H27)

3,500人 4,250人

①
ウェブサイトやSNS、動画等を活用したシティプロモーションの強化により、ふるさと納税等を通じた応援人口の
増加を目指します！

自主防災組織の組織率
70.8％

(H27.4.1)
79.0%
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④
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）と働き方改革に一体的に取り組み、社会経済状況の変化に柔軟に対応
できる行政力・職員力の向上を図ります。

RPA・AI等の導入による年間業務削減時間
（時間)
（燕市行政改革推進プラン）

0時間
(R元年度)

― 2,000時間

③ 　「建物系公共施設保有量適正化計画」について、担当課と連携して推進、進捗の管理に努めます。
建物系保有量適正化計画における前期の個別施
設計画の策定数

（燕市行政改革推進プラン）

5
(R2年度)

―


