
市民生活部の運営方針

部名 課名

平成26年度　市民生活部　目標宣言

部長 田野　正法

資源ごみの再資源化による環境にやさしい循環型社会の実現と、高齢者
等の交通手段の整備促進や交通安全対策の充実を図り、「快適で安心し
て暮らせるまちづくり」を進めます。

◆障がい者福祉施設と連携を図り、ごみの減量化と再資源化を推進しま
す。
◆予約制乗合ワゴン車「おでかけきららん号」の増車や、循環バス「スワ
ロー号」の路線を通院や買物ニーズに対応したコース設定により、高齢者
等の交通手段を持たない方々の利便性向上に取り組みます。
◆不幸な高齢者の交通事故を１件でも減らすため、「運転免許自主返納の
推進」と「つばめ高齢者事故０（ゼロ）作戦」を実施します。
◆郵便局での住民票等の証明書交付利用者の増加を目指します。

主な業務内容

市民生
活部

市民
課

・戸籍等の届出及び証明書の発
行
・パスポートの発給

税務
課

・市県民税等の賦課
・各種税証明書の発行

収納
課

・市税等4税2料と保育料等6使用
料の収納及び滞納整理

生活
環境
課

・ごみの減量化の推進
・インクカートリッジや小型家電等
のリサイクル推進
・おでかけきららん号及びスワロー
号の運行
・交通安全対策の推進

1



指標名 現状値 目標値 実績値

部長 田野　正法

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

約3.9ｔ
（6月～
3月）

・6月より実証実験として、拠点回収施設（７施設：
ＢＯＸ8個）と、対面回収を生活環境課窓口で開始
しました。
同時に本事業の周知を図るため、「のぼり旗」や
「ポスター・チラシ」を製作し、併せて市ホームペー
ジや広報を活用して市民の皆様へ周知を図りまし
た。

・10月からは家電分解を担当してもらう「あいこう
えん翼」と「ワークセンターやすらぎ」での対面回
収を実施しました。
また、イベント回収として8月の「200ｍいちび」、10
月の「青空即売会」、「白山町三丁目地区重点回
収」により10月末で目標とする1.5ｔの回収量を達
成することができました。
その後、11月の「農業まつり」、「吉田東町地区重
点回収」、2月の「フリーマーケットinじばさん」、３
月の「吉田東町地区重点回収（２回目）」のイベン
ト回収を実施した結果、3月末で約3.9ｔの小型家
電を回収しました。
　
【6月～3月の回収実績内訳(3,912.43kg)】
○拠点・対面回収施設　　　　⇒　 2,873.31 ｋｇ
○市役所内部（情報政策係）⇒　　　702.62 ｋｇ
○イベント（7回）　　　　　　　　⇒　　  336.50 ｋｇ

【分解家電の売却額】
○あいこうえん翼（売却重量：1,553ｋｇ）
　　⇒　33,872円（10～3月の計）
○ワークセンターやすらぎ（売却重量：611ｋｇ）
　　⇒26,757円（10～3月の計）
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〈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

1

ごみの減量化及
び再資源化のた
め「使用済小型家
電のリサイクル」
を始めます！

　小型家電に含まれる有用金属のリサ
イクルを図り、回収した家電の分解作業
を障がい者福祉施設から担当してもら
い、収入の増加に繋げます。
　また、小型家電の分別回収を進めるこ
とにより、不燃ごみの減量化を図り、最
終処分場の延命措置に努めます。

(1)6月から使用済小型家電の、公共施
設や大型店舗等での拠点回収を実施し
ます。
(2)10月を目途に、障がい者福祉施設で
の分解・分別作業を開始し、有用金属の
再資源化を図ります。
(3)回収量が不足するようであれば、イベ
ント回収を実施します。
　

回収量 0ｔ
1.5ｔ

（6月～
3月）
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部長 田野　正法

指標名 現状値 目標値 実績値

乗車
人数

29,030人 32,000人 31,673人

負担
金額

7,967,73
0円

前年
より

減らす

5,226,00
0円

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

スワロー号の利
便性を図り、乗車
人数を増やしま
す！

　｢循環バススワロー号」をさらにＰＲす
ることにより乗車人数を増やし、利用料
金収入の増加により収支率の向上を図
り、市の負担金を減らします。

(1)「循環バススワロー号」のロゴをバス4
面に貼り付けＰＲを実施します。

(2)「循環バススワロー号」のパンフレット
（時刻表）を、バス停がある駅や病院・大
型店舗等の主要施設に配置します。

(3)通院や買物ニーズに対応したバス路
線、バスダイヤを検討します。

・「循環バススワロー号」のロゴをバス4面に貼り
付けＰＲを実施しました。

・時刻表をJR各有人駅（燕三条・燕・吉田・分水）
に配置、その他、燕三条駅観光物産センター（燕
三条Wing）燕三条地場産センターに配置しまし
た。

・循環バス「スワロー号」の乗車人数は、平成25
年12月16日に実施したダイヤ改正と3ケ所のバス
停留所の増設に伴い4月から順調に利用者が増
えておりましたが、11月から2月は若干前年度を
下回りました。しかし、2月から3月では前年度より
増加し、かつ、3月では過去最高の3,400人の利用
がありました。合計では31,673人となり、前年度よ
り2,643人増加しましたが、目標値を若干下回るこ
ととなりました。

・循環バス「スワロー号」の市の負担金額は
5,226,000円になり、経路変更経費の減と利用人
数の増加等により、前年比2,741,730円の減額と
なりました。

4

〈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 田野　正法

指標名 現状値 目標値 実績値

運転免許
返納者数

34人
（内高齢者）

28人
100人 224人

高齢者
の事故
件数

125件 112件 87件

高齢者交
通安全教
室等の参
加人数

0人 100人 239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

3
高齢者の交通事
故を1件でも減ら
します！

　運転能力が低下した高齢者に、代替
の公共交通手段の利用を助成すること
で、運転免許の自主返納を促進するとと
もに、高齢者対象の交通安全教室を拡
充し、加害及び被害事故の抑止を図り
ます。

(1)７月実施を目途に、運転免許自主返
納者に対して、市内公共交通機関の利
用券を助成することで自主返納を促進
し、高齢者の加害事故の抑止を図りま
す。「おでかけきららん号・循環バススワ
ロー号・タクシー｣の各利用券の中から、
希望する利用券一万円相当を贈呈しま
す。

(2)燕警察署及び燕市交通安全協会と
連携し、高齢者交通安全教室・運転免
許更新時の高齢者講習等の実施によ
り、交通事故の発生件数を減らします。

・平成26年7月1日より開始した高齢者運転免許
自主返納推進事業は、3月末までの申請は目標
の100人に対し224人と、目標を大幅に上回りまし
た。

・高齢者の事故件数は平成26年1月1日から12月
31日までの事故件数は
全事故件数　　　　   218件、前年比△88件
高齢者事故件数       87件、前年比△38件
高齢者加害事故件数44件、前年比△11件
と減少したが、死亡事故件数5件5人の内、高齢
者が占める割合は3人で6割となっています。

・高齢者交通安全教室等の参加人数
　①春の小中学校自転車、歩行教室          50人
　②高齢者交通安全フェア                        40人
  ③粟生津地区高齢者交通安全教室　 　　100人
　④高齢者交通安全指導員交通安全講話   30人
  ⑤シルバードライビングスクール               19人

  （燕警察署の活動）
　①分水東学校町地区交通安全講話          24人
　②燕地区老人クラブ連合会交通安全講話100人
　③西燕児童館高齢者交流会交通安全講話50人
　④粟生津地区交通安全講話                    50人

4
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部長 田野　正法

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

2,389人

(1)7月4日市役所にて、信越郵政局及び取扱郵便
局と市民課の連絡会議を開催した。
　利用者増加のためのPR方法（取扱郵便局名や
取扱業務を記載したチラシの配布等）、及び請求
書の簡素化（書式変更）について話し合い、様式
を変更しました。

(2)吉田地区・分水地区の利用者が少ないことか
ら、高齢者の活動拠点となっている、同地区の老
人クラブ会議での周知を図りました。
また、米納津郵便局の利用率増加のため、吉田
北公民館事務局を通じ利用者への周知を図りま
した。
　11月1日号広報誌に掲載し、取扱い郵便局の周
知を図りました。
　昨年は、少額投資非課税制度（NISA）の口座開
設等で住民票の交付が飛躍的に伸びた(約4,000
件）が、今年度はその分の証明書の交付が全くな
いため、証明書交付自体がマイナスとなってい
る。

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

郵便局での住民
票等の証明書交
付利用者の増加
を目指します！

(1)7月までに委託業者である信越郵政
局及び取扱郵便局と市民課の連絡会議
を開催し、利用者増加のためのPR方法
（取扱郵便局名や取扱業務を記載した
チラシの配布等）や、適正で迅速な事務
処理の進め方について協議します。

(2)高齢者にとって身近な郵便局であり、
高齢者団体等に対するＰＲ活動を実施
します。
また、引き続き広報誌及びホームページ
への掲載並びに生活情報広告等の活
用により、利用者の増加に努めます。

利用者 2,808人

3,200人

変更後
2,200人
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