
総務部の運営方針

部名 課名

平成27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。
◆指定統計を確実に実施するとともに、統計データの分析を行います。
◆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
・基幹統計調査及び一般統
計調査

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

接遇に対
する市民
満足度

80.4％
※H27.1

実施の来
庁者アン
ケート結
果より

90.0%
81.1%

※Ｈ27.9実施の
来庁者アンケー

トより

施策・事
業に対す
る市民満

足度

75.5％
※H27.1

実施の来
庁者アン
ケート結
果より

80.0%
75.0%

※H27.9実施の
来庁者アンケー

トより

庁内研修
の受講を
希望する
職員数

34人 70人 111人

1

主体性とス
ピード感を
持って質の高
い仕事に取り
組む職員を育
成します！

【職員採用】
・職員採用ガイダンスの実施時期の見直
しや、積極的なリクルート活動を行い、燕
市で働く魅力を今まで以上に発信してい
きます。
・一般行政や一般事務の職種で「基礎能
力試験」を導入するなど、これまで以上に
人物重視の採用試験を実施し、意欲ある
多様な人材を確保します。

【職員研修】
・職員が「受講したい」と思うような魅力あ
る研修プログラムを企画・検討します。
・年度当初に年間に予定している職員研
修（庁内研修）を職員に周知し、人事評価
の初期面談の際に、上司と相談しなが
ら、研修受講予定を立てていく仕組みを
作り、研修に対する意識統一を図ります。
・研修受講者のモチベーションの高揚や、
研修受講に対する上司の理解などを高め
るため、研修成果発表会や研修レポート
の公開など、庁内での情報共有を図りま
す。
・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。

【職員採用】
①職員採用ガイダンスの実施時期を例年より1か月早めて平成27年3月21日
（祝）に実施し、昨年度の51人を上回る84人の学生さん等に参加していただき
ました。また、新たに、県内の大学2校を訪問してリクルート活動を行い、燕市で
働く魅力を伝えました。
②一般行政及び一般事務の職種で「基礎能力試験」を導入しました。大学卒業
程度の一般行政職では、過去最高の225名の受験申込みがありました。
③多様な人材を確保するため、職員採用のホームページにある「先輩からの
メッセージ」に、新たに専門職（保健師・社会福祉士・保育士）の情報を掲載しま
した。
④職員採用内定者について、現役職員とのネットワークづくりのための若手職
員との交流会や人事担当者による個別面談等を実施しました。

【職員研修】
①平成27年度の職員研修計画（庁内の新規4研修を含む）を作成し、年度当初
に職員に提示しました。また、人事評価シートを改良し、期首面談の際に、上司
と相談しながら研修受講予定や資格取得目標を立てる仕組みを構築しました。
②庁内研修については、原則として、参加者を手挙げ方式とし、自学の風土の
醸成に努めています。今年度の実績は以下のとおりです。
【次世代リーダー養成：4人、データ分析(前期)：24人、ロジカルシンキング：21
人、女性職員講演会：16人、女子会トーク：6人、女性スキルアップ講座：19人、
データ分析(後期)：14人、異業種交流女性リーダー研修：7人】
③自治大学校や市町村アカデミーなど、全国規模の研修に参加した職員のレ
ポートを公開し、情報共有を図りました。また、データ分析フォローアップ研修、
次世代リーダー研修、市役所長善館の3研修については、研修成果発表会を
実施しました。
④職員個々については、人事評価の面談や評価シートを用いて目標設定や進
捗管理を行うとともに、日々の業務を通じての報告・連絡・相談も研修（OJT）と
して位置づけています。また、職場単位での研修も実施しました。

※来庁者アンケート結果
・接遇・・・職員のあいさつ及び対応について「大変よかった」又は「よかった」と
回答した人の割合
・施策事業･･･用務に対して「大変満足した」又は「満足した」と回答した人の割
合
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平成27年度　総務部　目標宣言　取組実績

部長 斎藤　純郎

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
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 2



平成27年度　総務部　目標宣言　取組実績

部長 斎藤　純郎

指標名 現状値 目標値

特産品数 65 100 133

寄附者数 6,012人 16,000人 20,375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
実績値 達成状況 評価

2

ふるさと燕応
援事業のお礼
の品拡充と さ
らなる積極的
ＰＲを展開 し、
燕市の応援団
づくりを進めま
す！

・燕市を応援したいと思う人たちとの繋が
りを大切にするとともに、特産品を通して
燕市の魅力を知っていただくため、寄附
者に対するお礼の品を拡充することで燕
の多彩な魅力をさらに発信し、燕産品の
需要拡大や地域活性化に 結び付けてい
きます。

(1)お礼の品の選定、新たな情報発信の
展開等を行うため、庁内プロジェクトチー
ムを設置し、各課横断的な取り組みを進
めていきます。

(2)5月にお礼の品取扱い事業者の合同
説明会を開催するとともに新たな特産品
をお礼の品として選定し、ホームページ、
パンフレットを更新するなど、PR活動を展
開します。

(3)おいらん道中、郷人会総会、スワロー
ズ・ライスファーム（田植え・稲刈り）など
のイベントを活用し、積極的に広報しま
す。

(4)プレミアム商品を選定し、追加するとと
もに情報発信を行います。

(5)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、ふるさと燕応援寄附
金にご協力いただいた皆さんへ、特産品をプレゼントする取り組み
を実施し、お礼の品の拡充や積極的なＰＲの結果、全国各地の皆さ
んからたくさんの応援をいただいています。

・お礼の品について
　全国的にふるさと納税に対する注目度が増加する中で、ふるさと
燕応援寄附金のお礼の品について、本市の地場の産業である金属
製品を中心として大幅な拡充を図ることで、他の自治体と差別化を
図ることができました。
　プレミアム商品については、その可能性を調査・研究した結果、高
額又は返礼割合の高い特産品等の自粛を要請した総務省の通知
に配慮し、別の手法を検討することとしました。

・課題等への対応について
　庁内プロジェクトチームを設置し、課題の共有及び解決策につい
て協議を実施しました。また、お礼の品の取扱い事業者（日本金属
洋食器工業組合、日本金属ハウスウェア工業組合等）に対して個
別に事業説明を実施し、次年度に向けた選考方法、募集方法等の
見直しを行いました。

・情報発信について
　テレビや雑誌など、メディアの露出への積極的な取り組みや、各
種イベントを活用した情報発信などを行いました。

※寄附者数及び寄附額（Ｈ28.3.31現在）
　　申込者数　20,375人　　申込金額　584,475,767円
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〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 3



平成27年度　総務部　目標宣言　取組実績

部長 斎藤　純郎

指標名 現状値 目標値

自主防災
組織結成

率
70.8% 75.0% 70.8%

総合防災
訓練参加

者数
2,200人 5,000人

2,561人

※シェイク
アウト参
加者は

15,591人

防災つば
め～ルの
登録者数

3,582人 4,000人 3,760人

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6月にかけて、防災リー
ダー養成講習会を開催します。

(2)7月5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。

○自主防災組織結成に向けて動きのある自治会に対し、更なるフォロー
アップを行いましたが、結成には至りませんでした。今後も、個別に支援し、
結成に結びつけます。
○防災リーダー養成講座を4回コースで開催し、49名（うち女性は4名）が参
加し、防災力を高めました。
○自主防災組織は組織結成がゴールではないため、実践的・効果的かつ
気軽に取り組める活動を継続して行っていただるよう、出前講座等を通じて
支援しました。
○自主防資機材補助金実績 3団体 530千円（2団体 195千円）
○地域防災活動推進事業補助金実績 28団体 540千円（22団体 428千円）
※括弧内は昨年度の実績
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○今年度より「誰でも、どこでも、気軽に参加できるシェイクアウト」を導入し
ました。シェイクアウトは参加できるという団体も多く、防災意識の向上に効
果をあげました。
○災害時をイメージして行動できるように訓練事例集を作成し、参加自治会
を指導したほか、広報6月号で防災特集を掲載するなど、訓練の効果があ
がるよう取り組みました。
○避難訓練参加者も、昨年度から増えました。
○来年度は、消防団防災訓練と連携し、より参加者が増え、防災力が向上
するように計画します。

○出前講座や各種訓練にて、周知を行うとともに、登録会を実施しました
が、増加目標の40％程度にとどまっています。
○今後は、出前講座や各種防災事業の他にも、次のとおり登録者の増加に
向けて取り組む計画です。
　①保育園や小中学校と連携し保護者へ周知します。
　②他課が主催する講演会やイベント等で登録会を検討します。
　③健康診査会場での登録会を検討します。

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
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 4



平成27年度　総務部　目標宣言　取組実績

部長 斎藤　純郎

指標名 現状値 目標値

順調

順調

（１）各課から提出された、所管施設の方針や方向性を取りまとめ各
論中間報告を策定しました。

3

（２）新地方公会計移行に伴う、職員説明会と研修会を開催しまし
た。
固定資産台帳の各課ヒアリングを実施し、資産台帳に計上する資
産の洗い出しを行いました。

4

「公共施設等
総合管理計
画」各論を検
討するととも
に、固定資産
台帳の整備を
行います！

・「公共施設等総合管理計画」に基づき、
市が所有する公共施設等の全体状況を
再確認するとともに、適正配置や統廃合
を検討することにより、財政負担の軽減
及び平準化を図ります。

(1)各施設の取り扱いについて、具体的に
方向性を検討します。

(2)新地方公会計制度の導入に伴う、固
定資産台帳の整備を行います。

公共施設
等総合管
理計画の
各論策定
及び、固
定資産台
帳整備

取組中

翌年度の
予算査定
までに、
各施設の
方針や方
向性を確
定する

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
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 5



平成27年度　総務部　目標宣言　取組実績

部長 斎藤　純郎

指標名 現状値 目標値

　今回の公募につきましては、審査委員会からの答申
を受け、選考の結果「該当者なし」とすることとし、市が
耐震基準を満たさない既存施設を解体するとともに、
第6期介護保険事業計画期間内に建設することとして
いる特別養護老人ホームの建設を改めて公募した上
で、優先して取り組みます。

3

実績値 達成状況 評価

5

事業者提案制
度を確実に実
施し、旧燕工
業高校跡地の
有効活用を図
ります！

（1）民間事業者からの自由な提
案を広く募集した中で最も優れた
提案者を契約事業者として選定
する「事業者提案制度」の導入を
図ることにより、旧燕工業高校跡
地の利活用事業者を選定します。

（2）平成27年4月30日に公募要項
を公表し、第１次審査（書類審
査）、第２次審査（プレゼンテー
ション・ヒアリング）を経て、審査委
員会により詳細協議案件の事業
者を決定し、平成28年度末まで
に、契約事業者を決定します。

事業者
提案制

度による
契約事
業者の
決定

着手
契約事
業者の
決定

該当者
なし

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

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 6


