
（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

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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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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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%

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%

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%

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

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

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）

　　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%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。

3

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）

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

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

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%

№

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

　　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



（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

概ね順調以上の
評価項目の割合
（総合計画）

－ 70.0% －

具体策を調整で
きた検討課題数

－
5件

［11件中］
5件

［11件中］

市民意識調査の
行政サービス
満足度

44.3%
（H27年度）

45.1% 47.1%

インターネット
調査における
知名度

－
（H28.6）

上昇 59.3%

市発信情報の
新聞掲載記事数
（全国・県域紙）

99件
（H27年度）

120件 163件

78,000人

平成28年度　企画財政部　目標宣言

部長 田辺　秀男

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

①
第2次総合計画、行政改革推進プランのスタートにあたり、同計画、同プラン及びまち・ひと・しごと
創生総合戦略の進行管理を徹底し、実効性を高めます！

総合計画の目標人口
79,814人
（H27年）

78,616人
（H32年度）

900,000人

② シティプロモーション元年と位置付け、燕市のイメージアップ・知名度の向上を図ります！
全国調査において本市を「魅力的」
と答えた人の割合（ブランド総合研
究所「地域ブランド調査」）

10.1%
（H27年）

12.0% 13.5%

③ 新たな観光交流拠点（県央大橋西詰周辺地域）の具体的な整備計画をとりまとめます！ 観光客入込数
699,100人
（H26年）

770,000人

№

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

①

・平成27年9月に「燕市まち・ひと・しごと創生
総合戦略」、平成28年3月に市の最上位計画
である「第2次燕市総合計画」を策定しまし
た。３つの人口増戦略を柱とした新たな計画
がスタートする年度であり、目標達成に向け
た計画の進行管理が重要です。

・平成28年3月に「燕市行政改革推進プラン」
を策定しました。総合計画の実現には、本プ
ランの着実な推進による下支えが必要です。

(1) 総合計画審議会・行政改革推進委員会おける
効果検証、予算編成と連動したレビューなどを通
して、PDCAサイクルによる計画の進行管理を徹
底します。

(2) 計画の方向性に基づき、今後取り組んでいく必
要があるとした施策について、毎月開催している
経営会議の活用等を通して部局間との連携・調整
を図り、事業実施に向けた具体化を進めます。

（1）総合計画及び総合戦略は7月に、行政改革推進プラン
は8月、11月、2月にそれぞれ審議会・委員会を開催のうえ
進捗状況を確認するとともに、次年度の事業や予算を見据
えた政策レビューを8月と11月に実施し、定期的な事業等の
進行管理と政策協議により、計画の実効性を高めました。
なお、今年度実施事業の評価は、次年度7月に審議会にて
行います。

（2）計画の方向性に基づく具体策の調整については、移住・
定住促進施策において新規事業への着手や事業の拡充等
を図ることができましたが、その他の案件では具体策の決
定まで至らなかったものもあり、引き続き、部局間の連携・
調整を図り、事業実施に向けた具体化を進めていきます。
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②

・燕市の認知度は上昇してきていますが、更
にイメージアップにつながるようシティプロ
モーションを展開する必要があるため、新た
にその分野に精通した広報企画主幹が配置
されました。

・現在、広報紙とウェブサイトを主な情報発信
手段としていますが、多様なチャンネルを積
極的に活用していく必要があります。

・質の高い情報を提供するためには、全庁的
に情報発信に対する意識向上を図る必要が
あります。

(1) 新たに燕市の知名度等に関するインターネット
調査を実施（6月）し、その結果を分析する中で、発
信すべき燕の魅力や事業を検討しながら、目的
別、対象別に最適な情報発信を行っていきます。

(2) 定住・移住促進など全庁的なプロモーション
テーマについては、関係部局と連携し、組織横断
的な実施体制の構築を図り、立体的なプロモー
ションを行います。

(3) 全庁的な情報発信力の強化と質の高い情報
の提供のため、職員の広報マインドの醸成と広報
スキルの習得に係る研修会（2回）を実施し、報道
機会の拡大につなげます。

(1)9月に燕市の知名度に関するインターネット調査「燕市に
関する調査」を首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）
在住者を対象に実施し、燕市の知名度・イメージ、情報接触
度、観光意欲及び興味度の度合いを把握できたことにより
事業展開の参考となりました。

(2)全庁的なプロモーションテーマについての組織横断的な
実施体制の検討を、企画財政課、地域振興課で連携し進め
ています。

(3)職員の広報マインドの醸成と広報スキルの習得のため、
広報主任者研修を11月に、ホームページ発信管理者研修
を2月に開催し、情報発信力の強化を図りました。また、定
例記者会見の案件以外で周知すべき情報については、積
極的にリリースを実施し、目標件数を達成しました。

3

　　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 3／15



（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

産業史料館整備
実施計画の作成

エリアの整
備基本計
画を策定

（H27年度）

H29.3まで
に作成

H29.3まで
に作成

観光交流セン
ターの用地取得

－
Ｈ28.12ま
でに取得

一部未取
得③

・交流・応援（燕）人口の増加を図るため、市
の玄関口である県央大橋西詰周辺エリアの
観光交流面における拠点性向上が望まれま
す。

・産業史料館の入館者数が停滞しており、観
光資源としての魅力アップが必要です。

・産業史料館、大曲河川公園、交通公園など
エリア内の資源の連携強化が必要です。

(1) 産業史料館を当該エリアの核とすべく、産業振
興部との連携のもと、機能の拡充や本館等の施
設改修など具体的な整備計画をとりまとめます。

(2) 産業史料館をはじめとした既存資源の有効活
用とともに、補完的な役割を担う「観光交流セン
ター」などの整備の方向性を具体化します。また、
新たに必要となる用地の取得を進めます。

(1)10月に産業史料館リノベーションワーキングチームを立
上げ、１月までに３回の会議を開催し、産業史料館改修の
方向性を検討してきました。現在、ワーキングチームの検討
内容を基に基本構想の作成を進めています。

(2)大曲地区の防災水準向上への対応のため、県央大橋西
詰周辺地域内に新堤防整備事業が計画されたことから、
（仮称）観光交流センターの整備については、事業用地の活
用条件の明確化を待って実施します。なお、当面は直接堤
防整備に影響を受けない産業史料館について、集客力向
上を図るための改修工事を実施していきます。また、事業用
地は、一部が未取得のため、残りの用地についても、引き
続き取得に向けて努力していきます。

2

平成28年度　企画財政部　目標宣言

部長 田辺　秀男

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

78,000人

② シティプロモーション元年と位置付け、燕市のイメージアップ・知名度の向上を図ります！
全国調査において本市を「魅力的」
と答えた人の割合（ブランド総合研
究所「地域ブランド調査」）

10.1%
（H27年）

12.0% 13.5%

①
第2次総合計画、行政改革推進プランのスタートにあたり、同計画、同プラン及びまち・ひと・しごと
創生総合戦略の進行管理を徹底し、実効性を高めます！

総合計画の目標人口
79,814人
（H27年）

78,616人
（H32年度）

900,000人

№

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 新たな観光交流拠点（県央大橋西詰周辺地域）の具体的な整備計画をとりまとめます！ 観光客入込数
699,100人
（H26年）

770,000人

　　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 4／15



（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

収納率
（一般会計）

94.0％
（H26年度末）

95.0%

92.35%
（H29.3末）

(前年同月比
△0.03%）

収納率
（国民健康保険
特別会計）

78.4%
（H26年度末）

78.5%

72.94%
（H29.3末）

（前年同月比
＋0.63%）

口座振替率

52.5％
（4税合計・
H27年度当

初）

54.0% 55.00%
（H29.3末）

80％台を維持

平成28年度　市民生活部　目標宣言

部長 広野　義徳

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

① 口座振替の推進や収納体制の強化により、市税等の収納率向上に努めます！
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

② ごみの分別を強化・周知することにより、総排出量の減量、再資源化に取り組みます！ ごみの総排出量
33,871トン
（H26年度）

32,400トン 31,500トン

№

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

①

・市税収納率は、H24年度94.0%からほぼ横ば
いで推移し、H27年度は上昇に転じていま
す。

・一方で国保税については、昨今の社会経済
情勢の低迷や被保険者の年齢構成の高齢
化等により、昨年及び一昨年を上回ることが
できませんでした。

・自主財源確保のため、今後もさらに口座振
替の推進、滞納者・未納者対策を適切に講じ
て、収納率の向上を目指す必要があります。

(1) 今年度から実施の口座振替依頼書のハガキ
化の実績等について、効果の検証を行います。

(2) 未納、滞納を最小限にとどめるため、比較的短
期の滞納者に対して文書、電話、訪問等積極的に
接触を図ります。また、例年10月、11月の納税推
進強化月間は継続し、担税力のある悪質な滞納
者に対しては各調査を行い、厳正な滞納整理を行
います。

(3) 納税の啓発と納期内納税を推進するため、広
報・ホームページ・庁舎内に当月の市税等の納期
限・口座振替の案内等を表示し、周知します。

(1)口座振替依頼書のハガキ化により、市民税533件、固定
資産税1,045件、軽自動車税567件、国民健康保険税268件
の口座振替依頼（H29.1.20在）がありました。　（当初賦課に
対して市民税5.07％・固定資産税3.06％・軽自動車税
1.49％・国民健康保険税2.62％）
ほぼ当初の見込みどおりの実績となり、納税者の利便性と
口座振替率の向上が図られたので、次年度も継続して実施
します。

2）10月、11月の納税推進強化月間において、集中的に文
書、電話、訪問等積極的に接触を図るとともに滞納者に対
しては各種調査と厳正な滞納処分を行いました。
・徴収税額3,032万円（前年度比＋654万円）
・差押え21件（前年度比+10件）
また、収納率が低下傾向にある後期高齢者医療保険料に
ついて、新規加入者が年金特別徴収になるまでの当初の普
徴期間について収納状況をチェックし、未納者に訪問徴収
及び説明に出向きました。
　係員が同じ基準等で業務を行なえるよう「収滞納整理マ
ニュアル」を作成しています。

（3)定期的に広報つばめ・ホームページ・庁舎内に当月の市
税等の納期限・口座振替の案内等を表示し、納税の啓発と
納期内納付を周知しました。

3

　　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 5／15



（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

ゴミの総排出量
33,590トン
（H27年度）

33,300トン 32,270トン

アルミ缶・スチー
ル缶の回収量

1,167 kg
（H27年度）

1,300 kg 2,140 kg

使用済小型家電
に含まれる有価
物の回収量

3,218 kg
（H27年度）

3,350 kg 5,203 kg 5②

・本市のごみの総排出量は微減で推移してい
ます。

・ごみの中に再生可能な資源ごみ等が混入し
ていることから、分別回収を進めることによ
り、更なるごみの排出抑制、再資源化、再利
用化を推進していく必要があります。

(1) ごみの分別強化
「ごみ・リサイクルガイドブック」を新たに作成し、資
源ごみの分別強化と再資源化の周知を図るととも
に、家庭から排出される廃蛍光管等の水銀含有
製品を新たに拠点回収し適正な処理を行います。

(2) ごみの４Ｒの推進
ごみの３Ｒ[リデュース、リユース、リサイクル]の
他、リフューズ（不要なものを断る)を加え、ごみの
発生を抑制するための周知・啓発を図ります。

(3) リサイクル推進事業
市内事業所から空き飲料缶を寄附していただき、
その売却益で児童館等で使用する図書を購入す
る「カンカンBOOK事業」、障がい者施設と連携して
有用金属の再資源化を図る「使用済小型家電リ
サイクル事業」、回収したペットボトルの異物除去
作業の委託を通して、再資源化の推進とごみの減
量化を図るとともに就労支援を行います。

（1）ごみの分別強化
ごみの分別・資源化の強化について、広報つばめやホーム
ページに掲載するとともに、各イベントを通じてチラシを配布
したり、3月には「ごみリサイクルガイドブック」を全世帯に配
布するなどＰＲに努めました。
また、水銀含有製品を拠点回収としたことにより、1,710kgを
適正に処理することができました。

（2）ごみの４Ｒの推進
広報つばめやホームページに掲載し、ごみの発生を抑制す
るための周知・啓発を図りました。

（3）リサイクル推進事業
「カンカンＢＯＯＫ事業」は、登録・協力事業所の増加により、
回収量が増加しました。また、「使用済小型家電リサイクル
事業」は、燕地区、吉田地区、分水地区の各地区でそれぞ
れ1回とふれあいフォーラムの合計4回のイベント回収を行っ
たことで回収量が増加しました。

平成28年度　市民生活部　目標宣言

部長 広野　義徳

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

80％台を維持

② ごみの分別を強化・周知することにより、総排出量の減量、再資源化に取り組みます！ ごみの総排出量
33,871トン
（H26年度）

32,400トン 31,500トン

① 口座振替の推進や収納体制の強化により、市税等の収納率向上に努めます！
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

№

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

　　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 6／15



（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

介護予防サービ
スの市民への周
知

未実施
3月末まで

に実施
3月末まで

に実施

地域ケア推進研
修会の開催数

未実施 7回 6回

地域支え合い実
践地区数

4地区
（H27年度末）

6地区 4地区

福祉避難所の運
営マニュアルの
策定

未策定
H29.3まで
に策定

H29.2策定

福祉避難所の協
定締結数

22
（H27年度末）

40 37

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

①
 平成29年4月からの要支援者の介護予防・日常生活支援総合事業の開始に向けて準備を進めま
す！

高齢者の生きがいづくりや介護
制度の充実に対して満足と答え
た人の割合(市民意識調査)

35.2%
(H26年度)

38%

60%

40%

② 介護予防の取組と連携して地域支え合いの体制づくりを進め、実践地区の拡充を図ります！
地域支え合い体制づくり実践
地区数

4地区
(H27年度)

10地区 全13地区

③
健康寿命の延伸を目指し、一人一人にあった健康行動の一つとして、歯の健康保持や口腔機能向
上のための取組を拡大します！

定期的に歯科検診を受診してい
る人の割合(65～74歳)(市歯科
保健計画)

52.9%
(H26年度)

55%

①

・要支援者等の多様な生活支援のニーズに
対して、住民主体の多様な生活支援・介護予
防サービスを提供する体制の構築が必要で
す。

・高齢者自身が、サービスの受け手としてだ
けでなく、地域の担い手として活躍できる生き
がいづくりと社会参加の場が求められていま
す。

(1) 要支援者や虚弱高齢者の介護予防サービス
の基準の設定や単価等を定め、関係機関と事業
の実施に向けた調整を行い、3月末までに利用者
や市民への周知を行います。

(2) 地域で高齢者を見守ることのできる体制づくり
を進めるため、地域支援事業委託先職員に対し
て、スキルアップ及び地域の集いの場の立ち上げ
に向けた研修会を実施します。

(1)　介護予防・日常生活支援総合事業については、サービ
スＡ参入事業所として、訪問型は3事業所、通所型は4事業
所から登録申請がありました。
・要支援認定者の更新時の説明用チラシが完成し、地域包
括支援センターなどに配付しました。
・市民に対して、広報つばめの2/1号及び3/1号に関係記事
を掲載して周知したほか、市のホームページに介護事業所
向けの資料を掲載して情報提供に努めました。
・制度が円滑にスタートできるよう、3月にケアマネジャーを
対象に介護予防ケアプラン作成の研修会を開催しました。

(2)　地域の高齢者の居場所づくりに向けて市民を対象に研
修会を開催し、2月には公開による成果発表を行いました。
・地域の居場所づくりを市の関係課でサポートするための庁
内支援チームを立ち上げ、今後、高齢者の居場所づくりを
進める市民などからの問い合わせに対応していきます。

4

②

・住民が支え合い助け合う仕組みと住民の多
くが参画し、協力できる地域づくりを進めるた
め、介護予防の取組と連携して、地域支え合
い体制の構築が求められています。

・支援を必要とする人に対して、平常時の見
守りと災害時の支援を行う体制づくりが求め
られています。

(1) まちづくり協議会で説明会を開催して準備委員
会の設置を促し、活動の中心となる推進委員会及
び相談所を開設して、困りごとの解決に取り組む
活動を進めます。

(2) 福祉避難所にかかるリスク部会で運営マニュ
アルを策定してスムーズな運営を目指すとともに、
福祉避難所設置運営協定の拡充を進めます。

（1）　地域支え合い体制
・島上地区まちづくり協議会は、設立準備委員会を設置しま
した。
・吉田南地区協議会は、設立準備委員会の設置を予定して
おり、今後も支援を継続します。
・地域支え合い活動の推進に向けて継続した話し合いの場
を設定し、福祉ニーズに関係した勉強会なども開催し、支え
合いの意識醸成を図ります。

(2)　福祉避難所
・運営マニュアルについて、関係者との調整を行った後、す
でに協定を結んでいる法人の了承を得て完成版としました。
・福祉避難所協定の拡大については、2月と3月に市内で施
設介護サービスを提供する11の法人に対して、福祉避難所
協定の説明を行いました。今後、協定の同意をいただいた
事業所と協定の締結を行います。

3

平成28年度　健康福祉部　目標宣言

部長 小林　恵美子

№

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

　　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 7／15



（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

長寿歯科健診受
診率

－ 10.0% 16.6%

妊婦歯科健診受
診率

12.7％
(H27年度）

20.0% 25.3%

歯周疾患検診受
診率

1.0%
(H27年度）

5.0% 10.3%

平成28年度　健康福祉部　目標宣言

部長 小林　恵美子

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

③

・高齢者では肺炎による死亡割合が高く、そ
の予防対策の一つとして、歯及び口腔の健
康づくりが重要となっています。

・小さいときからの生活習慣の定着に向け、
妊娠期から歯や口腔の健康に関心を持ち、
産まれてくる子どもの口腔ケアの意識を高め
ることが重要です。

・妊婦歯科健診及び成人歯科健診の受診率
が低いため、受診しやすい体制づくりが必要
です。

(1) 75歳および80歳の高齢者を対象とした「長寿
歯科健診及び保健指導」を9～11月に実施しま
す。

(2) 妊婦歯科健診を集団検診から歯科医院での
個別受診に変更して（4月から）受診日程に柔軟性
を持たせることで妊産婦の受診を促します。

(3) 成人歯科健診は歯周疾患検診と事業名を変え
て、40歳以上の節目年齢該当者を対象に集団検
診から個別受診に変更して（9月から）妊産婦同様
に歯科検診の受診を促します。

(1)　長寿歯科健診は9～11月に実施し、目標値を上回る315
人（対象者1,899人）が受診しました。健診受診者は、健診票
からも口腔衛生の意識の高さが伺えました。毎年対象者が
変わることもあり、歯の健康保持や口腔機能向上のための
取組として継続実施が必要です。

(2)　妊婦歯科健診は、平成28年度から個別健診に変更し、
平成28年1月以降に妊娠届出をされた方を対象に実施しま
した。要精密検査者は受診者の6割強であり、妊産婦医療
費の無料化により早い段階での治療につながり、安心して
出産を迎えるための支援につながりました。

(3)　歯周疾患検診は、平成28年度から個別検診に変更し、
40歳・50歳・60歳・70歳の節目年齢該当者4,243人に対し、
受診票を送付しました。受診者数は438人であり、受診率は
目標の5％を大幅に上回りました。また、要精密検査者は5
割強であり、検診をきっかけに早い段階での治療につなが
りました。

4

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

①
 平成29年4月からの要支援者の介護予防・日常生活支援総合事業の開始に向けて準備を進めま
す！

高齢者の生きがいづくりや介護
制度の充実に対して満足と答え
た人の割合(市民意識調査)

35.2%
(H26年度)

38% 40%

全13地区

③
健康寿命の延伸を目指し、一人一人にあった健康行動の一つとして、歯の健康保持や口腔機能向
上のための取組を拡大します！

定期的に歯科検診を受診してい
る人の割合(65～74歳)(市歯科
保健計画)

52.9%
(H26年度)

55% 60%

② 介護予防の取組と連携して地域支え合いの体制づくりを進め、実践地区の拡充を図ります！
地域支え合い体制づくり実践
地区数

4地区
(H27年度)

10地区

№

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

　　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 8／15



（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

農商工連携に向
けたプロジェクト
会議実施数

－ 15回 10回

平成28年度連携
事業数

－ 3事業 3事業

農商工連携の取
り組みを目指し
た検討会の実施
回数

－ 2回 0回

平成29年度新規
連携事業数

－ 3事業 1事業

平成28年度　産業振興部　目標宣言

部長 堀　孝一

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

4,375.0億円

新規創業者数[年間]
26人

（H26年度）
50人 50人

① 産業振興を強化するため部内外の連携体制を構築し、農商工連携の取り組みを実施します！
製造品出荷額等

3,844.6億円
（H25）

4,310.0億円

38.0トン

チャレンジファーマー支援事業申請数
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

－
(H26年度)

30件
（H32年度）

② 次年度に向けた新たな産業振興事業を構築します！
ブランド米販売実績

33.3トン
（H26年度）

36.0トン

№

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

①

・今年度、農林部・商工観光部が統合し、産
業振興部となりましたが、具体的な連携事業
が行われていません。農業、商業、工業、観
光の連携をより深め、一層、効果的な施策を
展開するため、連携を強化していく必要があ
ります。

・地場産業における中小企業者と農業従事
者において、高齢化・後継者問題、商品の高
付加価値化など、商工業、農業のそれぞれに
共通する課題があることから、連携したアプ
ローチによる課題解決が求められています。

(1) 農政課、商工振興課の2課にまたがるプロジェ
クトチームを発足（5月発足済み）させ、部内の連
携体制を強化し、農商工連携の取り組みを実施し
ます。また、業界団体を巻き込んだ連携事業につ
いても検討を行います。

(2) 商品の高付加価値化や後継者の育成等を図
るため、若手農業従事者と中小企業の若手経営
者をマッチングさせ、農商工連携の取り組みを図
るための検討会を夏と秋に実施します。

（1）農商工連携の取り組みについて、既存事業においての
連携方法や次年度に向け、どのような連携事業が可能かな
どの検討を行い、次年度事業においては、農政課の新規事
業として実施していきます。

(2）若手農業者ネットワーク支援事業をベースに、農業者と商
工業者との連携の場を計画していましたが、他の事業を通し
て農商工業者自らが連携して独自イベントが実施したほか、
農商工連携による商品開発の動きも出始めました。

3

②

・これまで地域の農業と商工業で別々の政策
に取組んできましたが、産業振興について全
般的な見地から検討し、それぞれが持つ資
源を有効に活用して、新たな連携事業を構築
していく必要があります。

(1) 秋までに産業振興を図るための新たな農商工
連携事業を構築し、次年度の施策に反映させま
す。

農政課の次年度新規事業として、農商工連携ビジネス創出
支援事業を実施していきます。
引き続き、農商工連携事業の更なる構築を目指します。

2

　　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 9／15



（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

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

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

№

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㎞

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。

4

　　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%

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）

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%

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％

4

№

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

　　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%

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）

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%

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％

3

№

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

　　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



（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

水道料金改定の
市民説明会の実
施回数[年間]

6回
（H27年度）

15回 15回

料金改定の「お
知らせ」配布回
数

－ 2回 2回

水道事業基本計
画の策定［進捗
率］

24.0%
（H27年度）

100.0% 100.0%

平成28年度　水道局　目標宣言

局長 松村　金司

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

1.1%

① 料金改定をわかりやすく説明することで円滑に新料金体系へ移行します！ 経常収支比率
119.2%

（H26年度）
120.0% 120.0%

② 将来を見通した水道事業の基本計画を策定します！ 配水管に占める石綿管比率
9.6%

（H26年度）
4.4%

№

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

①

・平成28年10月の検針分から新料金を適用
することから、スムーズに移行できるよう市民
や企業に改定内容の周知を図る必要があり
ます。

(1) 水道料金改定の説明会を開催し、市民に周知
します。
　・水道料金説明会 9回（5月～8月）
　・ふれあいトークによる説明 6回（6月～７月）

(2) 水道局窓口で年間を通じて個別相談を実施
し、市民からの相談に対応します。

(3) 企業への説明を実施します。

(4) 検針時に全戸に改定に関する「お知らせ」を配
布します。5月（改定理由、説明会日程）、10月（料
金改定の開始と内容）。また、広報や市ホーム
ページで周知を行います。

(1) 水道料金改定の説明会を開催し、周知を図りました。
　・水道料金説明会 9会場（5月～8月）
　・ふれあいトークによる説明 6会場（6月～7月）

(2) 水道局窓口で年間を通じて、市民からの問合せや相談
に対応しました。

(3) 増額幅の大きい事業所などに対し、料金改定の資料配
布(262件)、個別訪問(27件)、口径変更の説明(11件)を行い
ました。

(4) 5月と10月の検針時に全戸に料金改定に関する「お知ら
せ」を配布するとともに、広報や市ホームページでも掲載し
周知を行いました。

4

②

・浄水場や配水管等の施設は老朽化が著し
く、耐震面で脆弱です。

・水道施設の更新を計画的に進めるとともに
広域連携を検討し、効率的な施設とする必要
があります。

・健全な事業経営のため、水道料金が原価に
見合うものとなるように継続的な見直しを行う
とともにコスト管理、業務の効率化に努める
必要があります。

(1) 今年度、継続して安定供給を図るため、財政
計画を含めた水道事業基本計画を策定し、浄水
場等の整備内容を具体化します。

(2) 近隣事業体との広域連携について、国からの
支援を視野にいれた検討を行います。

(1) 継続した水道水の安定供給を図るため、水道事業基本
計画を策定し、浄水場施設再構築に係る整備内容を具体化
しました。

(2) 隣接する弥彦村と水道事業広域化研究会を立ち上げ、
これまで3回(4月19日、7月25日、10月20日)開催し、現状と
課題等を整理するとともに、広域化によるメリットなどについ
て研究しました。引き続き、国からの支援を視野に入れた研
究を行います。

4

　　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 13／15



次長
（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

中学生の職場体
験の日数

1日～2日
（H27年度）

3日 2～3日

職業体験の満足
度

－ 80.0% 96.0%

保護者説明会開
催回数

－ 6回 6回

小学校
88.0％
中学校
72.5%

平成28年度　教育委員会　目標宣言

山田　公一、 主幹 長谷川　智

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

① 将来を切り拓き、自立して生き抜く力を身につける「キャリア教育」を推進します！
｢将来の夢や目標を持っている」と
回答した小学6年生と中学3年生の
割合（全国学力・学習状況調査よ
り）

小学校
86.2％
中学校
71.5%

（H27年度）

小学校
87.0％
中学校
72.0%

－

② 適正配置実施計画に基づき、保育園の民営化を推進します！
経常収支比率
（燕市行政改革推進プラン）

88.5%
（H26年度）

80％台を維持 80％台を維持

③ 2020東京オリンピック・パラリンピックホストタウン構想を推進します！
東京オリンピック・パラリンピック
のキャンプ誘致
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

0か国
（H27年）

1か国

№

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

①

・少子化が進み、燕市においても人口が減少
しています。また、若者の仕事の定着率の低
下が、全国的な課題となっています。このよう
な状況の中で、燕市は将来の燕市を担ってく
れる人材の育成に力を注いできました。

・将来の燕市を担う人材の育成を図り、定住
人口を維持するためには、学力の向上ととも
に、小中学校の段階から地域の産業への理
解を深め、自らの将来に目を向け、職業観や
勤労観を養っていく必要があります。

「Good Jobつばめ推進事業」や「つばめキッズ
ファーム事業」などによりキャリア教育を推進し、
未来を切り拓く力を育みます。
①「Good Jobつばめ推進事業」では、中学生が7
月から3日間の職場体験を行うことにより、将来を
切り拓き自立して生き抜く力を身につけます。
②「つばめキッズファーム事業」では、小学生が6
月から農業を体験することにより、「食」や農業
（「職」）への関心を高めます。

「Good Jobつばめ推進事業」や「つばめキッズファーム事
業」などによりキャリア教育を推進しました。
①「Good Jobつばめ推進事業」では、計画どおり職場体験
を行い、9月にアンケートを実施しました。職場体験満足度
の「働くことの喜びや楽しさを感じることができた。」の設問
に対し肯定的回答が96.0％でした。
②「つばめキッズファーム事業」では、計画どおり事業を実
施し、収穫祭や学習発表を行い、4月には実践をまとめた報
告書を刊行する予定です。

4

②

・公立保育園に対する国等の財政支援が厳
しい中で、その運営や施設整備を行っていま
す。

・保育園の運営や施設整備を行うにあたって
は、より有利な財源を確保するとともに、市民
の多様な保育ニーズに対応する必要があり
ます。

「燕市幼稚園・保育園適正配置実施計画」に沿っ
て、燕地区1園、吉田地区1園の民営化に取り組み
ます。
　6月下旬を目途に保護者説明会を開催し、9月中
旬までに運営事業者の選定を行い、その後民営
化に向け、関係者と協議を進めます。

10月から12月まで運営事業者の募集を行い、つぼみ保育
園、吉田西太田保育園に、それぞれ１事業者から応募があ
りました。12月に選定委員会において、応募された事業者
からのプレゼンテーション、質疑など審査を行い、1月に選
定結果の報告書を取りまとめる予定でしたが、より慎重な審
議を行うため、2月に再度選定委員会を開催し、吉田西太田
保育園の運営事業者を選定しました。
　なお、つぼみ保育園については、事業者の選定に至らな
かったため、再募集等について検討します。

3

　　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 14／15



次長
（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

合同練習等のボ
ランティア協力者
数（延べ）

－ 30人 80人

交流会（合同練
習・イベント等）
参加者数（延べ）

－ 300人 729人

交流会（合同練
習・イベント等）
参加者の満足度

－ 80.0% 80.0%

③

・モンゴル国パラアーチェリー協会と2020東京
パラリンピックの合同練習会及び事前キャン
プの覚書を締結しました。

・語学ボランティアの確保及びその育成を図
るとともにモンゴル国との交流事業を推進す
る必要があります。

・また、新たなホストタウン構想の登録に向け
た事業に取り組む必要があります。

(1) ホストタウン構想の推進により、様々な交流事
業に取り組みます。
　①モンゴル語講座の開催などにより、語学ボラン
ティアの確保やその育成に努めます。
　②アーチェリー競技におけるモンゴル選手団と
吉田高校・県アーチェリー協会の合同練習会を7
月25日から8月15日にかけて開催することで技術
の向上を図るとともに、市民とモンゴル選手団との
交流イベントを開催し、交流を深めます。

(2) 事前キャンプ誘致のＰＲに努め、新たなホスト
タウン構想の登録を目指します。

(1) ホストタウン構想を推進するため、以下の事業を実施し
ました。
①モンゴル国パラアーチェリー選手団とスポーツ交流や文
化交流を7月から8月にかけて実施しました。
②アーチェリー競技の普及のため、28年度第2回アーチェ
リー初心者教室を9月から11月にかけて10回開催しました。
（参加10人中5人が協会に加入し練習を継続中）
③オリンピック・パラリンピック等経済界協議会の協力により
2月に「燕市・弥彦村 モンゴル国異文化理解教室」を燕市、
弥彦村職員及び関係者向けに開催しました。
④モンゴル語通訳によるモンゴル語入門講座を2月と3月に
開催しました。

(2) オリンピックの事前キャンプ誘致ＰＲのため、新たな事前
キャンプ誘致ＰＲパンフレットの英語版、仏語版を作成しまし
た。引き続き誘致ＰＲを実施していきます。

4

小学校
88.0％
中学校
72.5%

平成28年度　教育委員会　目標宣言

山田　公一、 主幹 長谷川　智

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

① 将来を切り拓き、自立して生き抜く力を身につける「キャリア教育」を推進します！
｢将来の夢や目標を持っている」と
回答した小学6年生と中学3年生の
割合（全国学力・学習状況調査よ
り）

小学校
86.2％
中学校
71.5%

（H27年度）

小学校
87.0％
中学校
72.0%

－

② 適正配置実施計画に基づき、保育園の民営化を推進します！
経常収支比率
（燕市行政改革推進プラン）

88.5%
（H26年度）

80％台を維持 80％台を維持

③ 2020東京オリンピック・パラリンピックホストタウン構想を推進します！
東京オリンピック・パラリンピック
のキャンプ誘致
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

0か国
（H27年）

1か国

№

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

　　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 15／15


