
（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

施設類型別の
方針と方向性の
確立

1類型
［13類型中］

（H27年度末）

13類型
［13類型中］

1類型
［13類型中］

公共施設数 285
（H27年度末）

285 285

公共施設延床
面積

354,422㎡
（H27年度末）

342,796㎡ 342,796㎡

防災訓練参加者
数

2,561 人
［66団体］

（H27年度）

2,800 人
［75団体］

2,563 人
［59団体］

自主防災組織結
成率

70.8%
（H27年度末）

73.0% 71.1%

防災つばめ～ル
登録者数

3,760人
（H27年度末）

4,200人 4,613人

平成28年度　総務部　目標宣言

部長 斎藤　純郎

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

① 公共施設の有効活用による財政負担を軽減するため、施設類型別の方向性をとりまとめます！
経常収支比率
（行政改革推進プラン）

88.5％
（H26年度）

80％台を
維持

80％台を
維持

総合防災訓練参加者数
2,561人
（H27）

3,500人 4,250人

② 自主防災組織の活性化と市職員の災害対応力のスキルアップにより、防災力強化を図ります！ 自主防災組織の組織率
70.8％

（H27.4.1)
79.0% 85.0%

行政サービスの満足度
（行政改革推進プラン）

43.8％
（H26年度）

46.9% 50.0%

85.0%

№

今年度の目標設定 取組実績

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

③ 人材の確保と職員の意識向上により、更に職員力・組織力を高めます！ 接遇に対する満足度
（行政改革推進プラン）

81.1％
（H26年度）

83.0%

①

・施設の老朽化や人口減少等により、現状の
ままではすべての公共施設を今後とも維持
管理していくことは困難な状況です。このた
め、市が所有する公共施設の経営状況や資
産価値を適切に評価するとともに、適正配置
や集約化を検討し、財政負担の軽減や平準
化を図る必要があります。

・遊休資産を利活用することにより、市の財政
に貢献する必要があります。

(1) 「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設類
型別の今後の方針と方向性を確立します。

(2) 複式簿記への移行に向けて、新たな統合資産
管理システムを構築します。

(3) 6月までに新たな市有財産活用プロジェクト
チームを立ち上げ、遊休資産の利活用を図りま
す。

(1) 所管課から提出された方針や方向性をとりまとめ、市全
体の主要な公共施設の統廃合や集約化の在り方を検討し
ましたが、土地利用等に関する各種計画との整合性を図る
ため、次年度の確立を目指します。

(2) 複式簿記への移行に向けた、新たな統合資産管理シス
テムを構築しました。

(3) 市有財産活用プロジェクトチームによる、遊休資産の洗
い出しを行い、有効活用の検討を行いました。
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②

・市民や地域も災害に対し「自助」「共助」の
精神で備えることが重要であり、各地域で自
主防災組織の結成を支援していますが、防
災意識の低下や活動の停滞が起きつつあり
ます。

・全国各地で大災害が多発しているため、燕
市職員も早急な災害対応力のスキルアップ
が求められています。

(1) 7月3日（日）に燕市総合防災訓練と消防団防
災訓練を同日開催し、自治会及び自主防災会の
訓練内容が充実するように具体的事例を明示して
支援します。

(2) 防災リーダー養成講座や新たに地震に関する
講演会を開催し、市民の防災知識の習得の場を
設けるとともに、自主防災組織の組織率の向上に
努めます。

(3) 出水期までに燕市災害対策本部組織を見直
し、災害時は各部から事務局員を防災課に派遣
する仕組みを作るとともに、事務局員の訓練を定
期的に実施します。

（1）燕市総合防災訓練は、7月3日（日）に全市一斉で実施
し、消防団防災訓練も同日に開催しました。参加者は申込
ベースで3,920人でしたが、訓練当日は悪天候のため2,563
人にとどまりました。次年度は、自衛隊との合同訓練や避難
所運営訓練等で、より実践的な内容となるよう計画中です。

（2）防災リーダー養成講座は、「地域の防災マップづくり」に
ついて講習し、33名の参加があり、「公開講座」では、燕第
一地区まち協の防災訓練について発表し、115名の参加が
ありました。
また、市内各所で防災出前講座を開催し（21回）、防災意識
向上の啓発を行いました。

（3）幹部職員対象の災害活動確認を1回、事務局訓練につ
いては3回実施しました。実際の台風接近に係る事務局会
議も開催し、各部の対応等について協議しました。
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　　評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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 1／15



（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

一般行政職の受
験倍率

16.2倍
（H27年度）

17.0倍 14.9倍

職員の仕事・職場
に対する満足度
（職員自己申告
書）

－ 60.0% 87.2%

市役所長善館マ
ネジメントスキル
養成コース受講職
員の女性割合

－ 15.0% 37.5%

№

今年度の目標設定 取組実績

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

85.0%

② 自主防災組織の活性化と市職員の災害対応力のスキルアップにより、防災力強化を図ります！ 自主防災組織の組織率
70.8％

（H27.4.1)
79.0% 85.0%

行政サービスの満足度
（行政改革推進プラン）

43.8％
（H26年度）

46.9% 50.0%

③ 人材の確保と職員の意識向上により、更に職員力・組織力を高めます！ 接遇に対する満足度
（行政改革推進プラン）

81.1％
（H26年度）

83.0%

① 公共施設の有効活用による財政負担を軽減するため、施設類型別の方向性をとりまとめます！
経常収支比率
（行政改革推進プラン）

88.5％
（H26年度）

80％台を
維持

80％台を
維持

総合防災訓練参加者数
2,561人
（H27）

3,500人 4,250人

平成28年度　総務部　目標宣言

部長 斎藤　純郎

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

③

・市民ニーズを的確に捉え、施策を効果的に
実行していくため、意欲と能力のある人材を
確保するとともに、高い意識と職務遂行能力
を持った職員の育成が求められています。

・「女性が輝くつばめ」を市役所が率先して推
進するため、女性職員の能力と意識を高め、
計画的に育成する必要があります。

(1) 平成30年度の採用に向けて燕市職員を目指
す多様な人材を見出すため、大学等での説明会
や合同企業ガイダンスへの参加を増やして受験
者の増加を図ります。

(2) シラバスの導入や市役所長善館の充実など、
目標達成に向けた職員研修を実施します。また、5
月の新採用面談結果を基にメンター制度を導入し
ます。

(3) 女性活躍促進のため、年間を通じて「ロールモ
デルの提示」や「スキル養成」、「外部研修受講機
会の提供」などにより研修の充実を図り、男性と比
較して消極的な女性の『昇任に対する意識』を高
めていきます。

(1)例年実施している職員採用ガイダンスに加えて、新たに
燕市出身者を対象としたUターン就職等のためのワーク
ショップに参加し、受験者の増加を図るとともに、U･Ｉターン
型民間企業等経験者を対象とした採用試験を、初めて東京
都内で実施しました。また、平成30年4月採用に向けて、県
内外大学の就職担当者との情報交換会参加や県内大学で
の説明会実施、インターンシップの受入を開始しました。

(2)市役所長善館は、新たにマネジメントスキル養成コースと
政策形成力養成コースの2クラス編成で実施しました。シラ
バスについては、先輩職員が講師となって若手職員を指導
する実務研修を充実させ、着実に仕事のノウハウや知識を
習得できるよう体系化し、来年度から実施します。

(3)女性活躍推進のため、女性職員の意識啓発や能力醸成
を図る研修を実施したほか、全国規模の研修や政策立案型
研修に女性職員の積極的な参加を促しました。また、これま
では女性だけを対象としてきた異業種交流研修を、今年度
は女性活躍推進に対する男性の理解を深めるため、男性
向けの研修として実施しました。
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　　評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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 2／15


