
総務部の運営方針

部名 課名

平成26年度　総務部　目標宣言

部長 斎藤　純郎

　「日本一輝く燕市」実現に向けて、「すべては市民の皆さんのために」　ス
ピード感をもって仕事を進めます。

◆市民から信頼される職員となるよう、組織風土の改革や職員の意識改
革を進めます。
　【仕事に取り組む3つの基本姿勢】
　　①「マーケティング」と「イノベーション」で社会・経済の変化に対応した施
策を提案できる政策集団たる職員
　　②スピード感をもって課題に即応する職員
　　③データを基に説明責任をしっかり果たす職員
◆庁内情報システムの安定稼働・安定運用及び情報セキュリティの確保に
努めます。
◆市民の安全を確保するため、防災体制を強化します。
◆市民の防災意識を高め、自助・共助による地域の防災力を向上します。
◆社会や経済環境の急激な変化に対応し、公正で適切な入札・契約事務
を行います。
◆市有財産の適正な維持管理と有効活用を進めます。

主な業務内容

総務部

総務
課

・条例規則等制定改廃の審査
・行政組織機構、人事管理
・情報システム総合調整

防災
課

・防災対策の強化
・地域防災活動の推進

用地
管財
課

・庁舎、財産の維持管理
・工事等の入札と契約
・公共用地の取得、売却
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指標名 現状値 目標値 実績値

接遇に
対する市
民満足

度

80.2％
※H26.01
実施の
来庁者

アンケー
ト結果よ

り

90%

80.4%
※H27.01
実施の
来調査
者アン

ケート結
果より

施策・事
業に対

する市民
満足度

65％
※現時
点での
想定

80%

75.5%
※H27.01
実施の
来調査
者アン

ケート結
果より

部長 斎藤　純郎

〈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

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

1

企画立案能力や
問題解決能力を
持ち、自発的に考
え、行動する職員
を育成します！

　企画立案能力や問題解決能力を持
ち、自発的に考え、行動する職員を育成
するため、様々な職員研修を実施し、市
民が求める理想の職員となるよう組織
風土の改革や意識の改革に努めます。

(1)自治大学校、市町村アカデミーなど
への派遣、国・県への派遣を積極的に
推進します。
(2)10月に女性職員研修を実施し、仕事
のやりがいやキャリアアップに対する意
欲を高めることで女性職員の登用を図り
ます。
(3)11月に中間管理職又は女性職員を
対象に異業種交流研修を実施し、民間
企業のマネジメントスキル等の修得や
リーダーとしてのキャリア形成の構築を
図ります。
(4)日々の仕事を通じて、上司から部下
への指導・育成を行うことで、的確な事
務遂行能力と問題解決能力の育成を図
ります。（職場研修の推進）

（１）県自治会館研修57人、県自治研修所研修59
人、市町村アカデミー3人、自治大学校2人、新潟
県専門研修1人を派遣しました。
（２）女性職員の積極的登用に向けた意識づけを
目的とした、主任級（30代～40代）の女性職員を
対象とした研修を、弥彦村と共同で11月12日に実
施しました。講師には菊野麻子さんを迎え、プレ
ゼンテーションスキルについて講義を受けまし
た。燕市26人、弥彦村6人の計32人が参加しまし
た。
（３）「働き女子のための異業種交流研修会」を2
月4日に実施しました。今後、職場でリーダーとし
て活躍が期待される、市内企業で働く若手・中堅
の女性社員（9社18人）と市役所の女性職員（18
人）の計36人が参加予定しました（年代は20代～
40代）。講師は、昨年度に引き続き丸山結香さん
を迎え、参加者はリーダーや上司になること、女
性の特性や強みを活かしたマネジメント、理想の
リーダーなどについて考え、発表しました。
（４）朝イチミーティングや職場研修を通じて、職場
のコミュニケーションの充実を図りました。また、
人事評価の期首自己評価を導入したことにより、
上司と面談の機会が増え、職場が求める役割や
期待を伝える場面となりました。

※H27.01アンケート
　　「接遇に対する満足度」の根拠とした項目
　　　　⇒　職員のあいさつ、窓口職員の対応
　　「施策・事業に対する満足度」の根拠とした項目
　　　　⇒　来庁した用務に対する満足度
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部長 斎藤　純郎

指標名 現状値 目標値 実績値

特産
品数

0 50 65

寄附
者数

5人 550人 5,945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

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

2

ふるさと燕応援事
業を充実し、燕の
魅力発信を新た
に展開します！

　燕市を応援してくださる市外からの寄
附者に対し、お礼の品として市の特産品
をプレゼントすることで、燕の魅力を新
たに発信するとともに自主財源の確保
を図ります。

(1)5月に洋食器関係や農産物をお礼の
品として市ＨＰに掲載するとともに、パン
フレットを作成し、郷人会などを中心にＰ
Ｒします。
(2)6月末までに「ふるさと燕」を懐かしん
でくれる品物や燕市のＰＲにつながる品
物の更なる拡充を図り、市ＨＰ等で積極
的に広報します。
(3)随時、特産品の追加や内容変更を行
い、魅力を発信します。

　燕市を応援してくださる方の拡大を図るため、平
成26年5月1日から寄附者へ特産品をプレゼント
する取り組みを始め、これまでに多くの方からご
寄附をいただいております。

(1)5月1日から市HPに洋食器や農産物などの特
産品をお礼の品として掲載しました。また、パンフ
レットを作成し、郷人会の総会などでＰＲしました。

(2)6月1日から燕市をＰＲできるお礼の品を公募
し、7月25日にお礼の品を7品増加しました。

(3)10月15日からは、年1回のお礼の品贈呈回数
を廃止しました。また、12月5日には高額のお礼
の品を追加し、燕製品の魅力を発信しています。
現在お礼の品は65品ですが、今後も燕市をＰＲで
きるお礼の品を随時募集していきます。

※申込件数及び申込金額（Ｈ27.3.31現在）
　　申込件数　6,233件
　　申込金額　131,202,200円
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部長 斎藤　純郎

指標名 現状値 目標値 実績値

総合防
災訓練
参加者

数

0人 1,000人 2,200人

防災つ
ばめ～
ルの登
録者数

2,991人 4,000人 3,518人

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

3

「地域防災組織育
成支援事業」を実
施し、地域の防災
力を向上します！

　新潟大学災害・復興科学研究所等と
連携を図り、各種訓練を実施したり講習
会を開催することで、職員を含む市民全
体の危機管理意識を高めます。

(1)5月後半から7月にかけて、防災リー
ダー養成講習会を開催します。
(2)11月9日に実施予定の総合防災訓練
に合わせて、地域における防災訓練を
呼びかけます。この総合防災訓練は、
毎年実施を予定しています。
(3)自主防災組織の結成を支援するとと
もに、地域での防災活動の経費や防災
資機材の整備費の一部を補助します。

総合防災訓練
期日：平成26年11月9日（日）
会場：市内全域及び燕市役所
概要：午前7時30分に震度6強の地震が発生し、
午前8時に避難所を開設しました。
○市民避難訓練
参加者：68団体（自主防災会・自治会・まち協）
　　　　　約2,200人＋避難所担当職員42人
○職員図上訓練
参加者：約60人
　　災害対策本部員及び各対策部班長・副班長
　　燕警察署・陸上自衛隊・三条地域振興局

4
防災つばめ～ル登録者数
平成27年3月4日現在：3,518人
これまでの取り組み
① 全職員に気象情報（注意報）を配信のため新
規登録しました。
② 防災出前講座による周知を行いました。
③ 地区防災訓練時に周知しました。
④ ＢＳＮデータ放送による周知を行いました。
⑤ 市内携帯ショップに啓発用チラシの追加配備
しました。
⑥ 子育て支援メールと連携し、新規登録者を確
保します。
⑦ 成人式の会場にチラシを配布し、新規登録者
を確保します。
※ 目標登録者数を達成するため、更に周知を
行って行きます。

〈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
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部長 斎藤　純郎

指標名 現状値 目標値 実績値

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

完成

・公共施設等の状況把握データを基に、今
後の方向性を示した基本方針（案）を策定
し、議会に報告しました。

・今後は、引き続き、公共施設等の維持管
理、更新等にかかる経費を把握し、老朽化し
た公共施設等の改廃も含め、中長期的な計
画（各論）の策定に向け検討を行います。

3

〈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

4

「公共施設等総合
管理計画策定事
業」を実施し、公
共施設等の適正
な維持管理を進
めます！

　庁内で、総合管理計画策定会議を設
置し、現状把握及び調査研究を行うとと
もに、公共施設等の適正配置や統廃合
を検討するための基本方針（案）を策定
します。

公共施
設等総
合管理
計画の
策定

着手

公共施設
等総合管
理計画

基本方針
（案）を策

定
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