
（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

特定空き家解消
件数

14件
（H27年度）

21件 22件

適正管理空き家
業務依頼累計件
数

28件
（H27年度）

60件 61件

①

・人口減少や高齢化が進展するなか、まちな
かの空洞化や商店街の衰退により活力が低
下しています。

・特にまちなかにおいて空き家が急増してお
り、空き家がもたらす居住環境の悪化や防犯
上の諸問題の解決が求められています。

・老朽化した空き家の解体や改修等を促進
し、利活用を図って行く必要があります。

・空き家の複雑多岐にわたる諸問題を専門的
な見知から対応する組織づくりが必要です。

(1) 以前判明した空き家の追跡調査を含めた新た
な実態調査を行うとともに、必要に応じて空き家関
連助成事業を活用し、倒壊の恐れや衛生上問題
のある空き家の所有者に対して撤去や修繕を促し
ます。また、複雑多岐にわたる空き家問題の対策
を総合的に推進するため、5月に設置した空き家
等対策連絡協議会での協議を進めるとともに、10
月には市民を対象とした合同相談会を開催し、空
き家等の適正管理に努めます。

(2) 「コンパクトなまちづくり」をもとに、将来の人口
規模に見合った適正な市街地（居住空間）を設定
し、必要な都市機能を効率的に配置、誘導するこ
とを記した「立地適正化計画」を策定するため、基
礎調査を実施します。

（1）実態調査の継続
・法に基づく助言指導を行ったもので、改善が図られなかっ
た7件に対して審査会を経て勧告措置を行いました。引き続
き危険度の高い空き家から順次、助言指導を行っていきま
す。
・市民への意識啓発や空き家の所有者等の問題解決のた
め、10月に「総合相談会」を開催しました。
　実績：相談件数　29件　　セミナー参加者数　18人
  ●特定空き家等解消数
　　 解体・撤去　13件　　環境改善　9件　　合計　22/87件
       地区別内訳　　 解体・撤去　    　　　　環境改善
               燕　　　　  　6/28件　　　　　　　　　7/19件
              吉田　 　   　5/24件　　　　　　　　　0/  2件
              分水　 　 　　2/10件　　　　　　　　　2/  4件
  ●相談件数
　  シルバー14件+宅建11件+建設29件+司法書士会7件
    ＝61件

（2）立地適正化計画の策定
・庁内検討委員会・作業部会を開催し、課題の共有や検討
内容の調整を行い、立地適正化計画の基本方針、居住誘
導区域、都市機能誘導区域等の素案について検討しまし
た。
　3月に燕市都市計画審議会にて進捗状況等の報告を行
い、その後、市議会を経て、H30.3月の策定を予定していま
す。
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№

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 安全・安心で快適な生活環境の確保のため、インフラ施設の整備と長寿命化を促進します！ 側溝改修率及び整備延長
1.8 %
1.2㎞

（H27年度末）

15.2 %
10.0㎞

30.3 %
20.0㎞

平成28年度　都市整備部　目標宣言

部長 五十嵐　一夫

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

② 最適・最良な汚水処理方法を明確にするため、汚水処理施設整備構想を策定します！ 下水道処理人口普及率 45.8%
（H26年度末）

51.0% 54.0%

① 防災・防犯や景観環境の確保のため、空き家の適正管理を推進します！ 特定空き家等の件数 44件
（H27.4月）

36件 30件

　　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 10／15



（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

下水道接続率 69.7%
（H27年度末）

71.7%
71.7%

(H29.4.10
時点見込)

早期接続率 40.8%
（H27年度末）

42.8% 47.2%②

・人口減少や高齢化により、投資余力が減少
するなか、今後の未普及対策への投資拡大
は難しくなります。

・地域の特性に応じた最適な汚水処理の整
備手法を考え、効率的な整備を推進すること
が求められています。

・下水道整備後における接続件数が低下して
いることから、接続率の向上に努める必要が
あります。

(1) 今後概ね10年間で完了する区域の明確化を
図り、集合処理（下水道）区域と個別処理（合併浄
化槽設置）で対応する区域を設定する「汚水処理
整備構想」を策定します。

(2) 「早期接続奨励金（供用開始1年以内接続　3
万円、2年以内接続　2万円の助成）」の交付を継
続して実施し、公共下水道への早期接続を促しま
す。

（1）汚水処理施設整備構想(素案）を3月市議会で説明し、
平成29年度中に県と協議、平成30年度中に公表予定です。

（2）早期接続の1月末件数は、102件です。
H28.12月末のＰＲ文書送付のほか、戸別訪問を実施したこ
とで、目標としていた前年比2ポイントUPを達成することがで
きました。
　●接続率　105/H27桝設置数222＝47.29％
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③ 安全・安心で快適な生活環境の確保のため、インフラ施設の整備と長寿命化を促進します！ 側溝改修率及び整備延長
1.8 %
1.2㎞

（H27年度末）

15.2 %
10.0㎞

30.3 %
20.0㎞

② 最適・最良な汚水処理方法を明確にするため、汚水処理施設整備構想を策定します！ 下水道処理人口普及率 45.8%
（H26年度末）

51.0% 54.0%

① 防災・防犯や景観環境の確保のため、空き家の適正管理を推進します！ 特定空き家等の件数 44件
（H27.4月）

36件 30件

平成28年度　都市整備部　目標宣言

部長 五十嵐　一夫

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

　　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 11／15



（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

各種計画等全体
進捗率

25.0%
（H27年度末）

53.0% 52.1%

③

・「人にやさしい道路環境の整備」、「親しみの
ある公園づくり」、「災害に強いまちづくり」、
「適正な汚水処理」を推進するため、これまで
に策定した各種計画等に基づき、インフラ施
設の整備を確実に実施するとともに、適正に
実施されているか進捗管理を行う必要があり
ます。

(1)通学路安全プログラムに基づき、通学路の安
全を確保するため、国道289号とJR西燕駅を結ぶ
広域6号線などの歩道を整備します。

(2)国の「橋梁等の点検に関するガイドライン」に基
づき、橋梁の定期点検を順次実施します。

(3)都市再生整備計画に基づき、大河津分水さくら
公園に複合遊具や展望台などを設置します。ま
た、近年の豪雨等に対応するため、須頃郷地区に
調整池を設置するなど排水対策を引き続き進めま
す。

(4)公園施設長寿命化計画に基づき、吉田ふれあ
い広場の外周フェンス改修や国上健康の森公園
の足踏み式カートを2年計画で更新します。

(5)下水道施設長寿命化計画に基づき、本町排水
区の管路施設や下水道終末処理場の改修を実施
します。

(1) 通学路安全プログラムによる安全対策
中央通五の三地内路肩拡幅工事、秋葉町四丁目地内ゾー
ン３０の規制、吉田東栄町地内ゾーン３０の規制、南八丁目
地内路肩拡幅、小高地内で雪による高速道路・新幹線高架
下の安全確保
　　　5箇所／全40箇所＝12.50％
(2) 橋橋梁定期点検事業
点検業務　橋長15ｍ以上はN=74橋完了し、残り２橋はJR関
連でH29、H30に点検予定です。15ｍ以下については85橋
完了しました。
　　23+74+85／全640橋＝28.44％
(3)都市再生整備計画
分水地区（大河津分水さくら公園等）複合遊具、展望台、通
路橋等の設置
　　　14,000+540+31,000/65,200千円=69.85％
燕地区（須頃郷排水対策等）
　　　1,272+32+440/1,952百万円＝89.34％
※調整池については、工事が完了しますが、H28国からの
当初配分減により、排水路改修が完了できないため、Ｈ29
まで延長します。（国の補正予算により事業費150百万円を
実施します。）（繰越明許）
(4)公園施設長寿命化計画
吉田ふれあい広場管理棟の空調設備更新、外周フェンス
　　　39,000+1,674+64,200/136,000千円＝77.11％
（5）下水道施設長寿命化計画
交付金が要望額の60.4％だったため、残りの管路施設整備
工事は来年度へ送ります。処理場施設整備では、汚泥処理
施設の消化タンクボイラーの電気・機械設備工事等を発注
し、工事の一部は繰越となります。
　　　0＋340.99+0/総延長2,193m＝15.55％
　　　1,774+259/総事業費2,841百万円＝71.56％
　●12.50+28.44+69.85+89.34+77.11+15.55+71.56/7＝
52.05％
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③ 安全・安心で快適な生活環境の確保のため、インフラ施設の整備と長寿命化を促進します！ 側溝改修率及び整備延長
1.8 %
1.2㎞

（H27年度末）

15.2 %
10.0㎞

30.3 %
20.0㎞

② 最適・最良な汚水処理方法を明確にするため、汚水処理施設整備構想を策定します！ 下水道処理人口普及率 45.8%
（H26年度末）

51.0% 54.0%

① 防災・防犯や景観環境の確保のため、空き家の適正管理を推進します！ 特定空き家等の件数 44件
（H27.4月）

36件 30件

平成28年度　都市整備部　目標宣言

部長 五十嵐　一夫

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

　　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 12／15


