
（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）

94.18%
（H27年度）

94.5%
（Ｈ30.5月末）

80.4%
(H30.2月末）

（前年同月比

＋0.4％）

収納率
（国保会計）

77.63%
（H27年度）

78.5%
（Ｈ30.5月末）

65.3%
（Ｈ30.2月末）

前年同月比

△0.4%）

口座振替率

52.40%
（4税合計・
H28年度当

初）

54.0%
（Ｈ30.5月末）

54.9%
（Ｈ30.2月末）

①

・これまでにコンビニ収納サービスの導入や口
座振替の推進、滞納者への督促、催告等を行
い、収納率の維持、向上を目指してきました。

・一般会計における市税の収納率は、平成26
年度93.96%、平成27年度94.18%、平成28年度
94.21%（4月末現在/前年同月比+0.04%）となっ
ています。

・国保税については、税率の改定等の影響も
ありましたが、平成26年度78.40%、平成27年度
77.63%、平成28年度78.29%（4月末現在/前年
同月比＋0.81％）となっています。

・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) 納税義務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。

(2) 昨年度から実施している口座振替依頼書の
ハガキ化を継続して行い、実績等について、効
果の検証を行います。

(3) 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
税推進強化月間を継続し、担税力のある滞納者
に対しては各種調査を行い、厳正な滞納整理を
行います。

(4) 滞納整理や債権管理を強化、推進するため
に、収納体制の見直しや債権管理の組織の検討
を行います。

＜取組実績＞
(1) 納税義務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、周知に努めました。

(2) 市民税464件・固定資産税719件・軽自動車税420件・国民健
康保険税139件の口座振替の依頼がありました。　（当初賦課に
対して市民税4.56％・固定資産税2.11％・軽自動車税1.10％・国民
健康保険税1.69％）　当初の見込みを上回る実績となり、納税者
の利便性の向上と口座振替率の向上が図られました。

(3) 滞納繰越を最小限にとどめるため、今年度は特に、現年度分
の催告を強化しました。また10月、11月の納税推進強化月間の集
中的な催告のほか、年間を通じて文書、電話、臨戸等、滞納者に
対して積極的な接触を図りました。さらに、財産調査を行い、担税
力のある滞納者については、差押え等の滞納処分を厳正に行い
ました。その結果、市税（国保を除く）における収納率は、2月末で
80.41％（昨年同期＋0.42％）となりました。
後期高齢者医療保険料については、未納者宅に出向き、制度の
説明を行い、納付について理解を得られるよう努めました。

(4) 滞納整理や債権管理を強化、推進するため、収納体制の見直
しや債権管理部門の新たな組織の検討を行いました。検討結果
により、来年度以降、高額滞納や困難案件処理に、より的確に対
応できるよう組織の改編及び業務分担の見直しを行います。
　
＜反省点・改善点＞
税以外の各債権所管課と問題点、課題点について協議した結
果、債権管理を適正に行うため、「債権管理条例」の必要性が認
識されたことから来年度以降の条例制定に努めます。

4

№

今年度の目標設定 取組結果

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

③ ごみの総排出量の減量、再資源化・再利用化に取り組みます！ ごみの総排出量
33,871トン
(H26年度)

32,400トン 31,500トン

② 公共交通の住民ニーズに応じた利便性の向上を図るため、今後の見直しについて検討します！ 市が運行するバス等の乗車人員
70,164人
（H26年度）

95,000人 100,000人

① 自主財源確保のため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 80％台を維持

平成29年度　市民生活部　目標宣言

部長 髙野 光郎

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）
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（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

バス等の乗車人
員
（スワロー号・やひ
こ号・おでかけきら
らん号の合計）

87,645人
（H28年度）

92,000人 89,851人

②

・平成25年度に公共交通の抜本的見直しを
行ったことにより、利用者数が大幅に増加した
ことから、この見直しは成果があったものと考
えられますが、市民から様々な要望が寄せら
れており、更なる利便性向上に向け、今後の
方向性を検討する必要があります。

(1) 住民ニーズに応じた公共交通全体の更なる
利便性向上の実現に向け、アンケート調査等の
実施により、次年度の公共交通基本計画の見直
しについて検討します。

(2) 4月・5月のスワロー号休日運行社会実験に
おいて、車内アンケート調査を実施し、利用状況
の把握・分析を行い、休日運行の実施可否につ
いて総合的に検討します。

(3) 利用者数の増加策、運行上の問題点につい
て、運行事業者及び関係者と協議・検討し、解決
していきます。

＜取組実績＞
(1) 市民からの様々な要望や現状を踏まえ、関係課や機関、運行
事業者と利便性向上の実現に向けた協議を行い、課題の把握に
努めました。

(2) スワロー号休日運行社会実験では、利用者数は平日の
44.4％、9割以上の方が平日も利用しており、目的もほぼ平日と同
じ結果となりました。平日利用者が休日に分散する可能性があ
り、費用対効果の面からも、休日運行の著しい有効性が直ちに見
出せない状況となりました。

(3) 運行事業者及び関係者との会議開催により、問題点や対策に
ついて情報共有を図りました。また、午前中に集中していた「おで
かけきららん号」の予約の分散化を促すことなどにより、利用者の
増加や運行サービスの向上に努めました。

＜反省点・改善点＞
把握できた課題を次年度策定する弥彦村と一体の広域的な公共
交通網形成計画に反映し、費用対効果の面でもバランスのとれた
運行ネットワークの形成を目指します。
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現状と課題 具体的な取組内容
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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

③ ごみの総排出量の減量、再資源化・再利用化に取り組みます！ ごみの総排出量
33,871トン
(H26年度)

32,400トン 31,500トン

② 公共交通の住民ニーズに応じた利便性の向上を図るため、今後の見直しについて検討します！ 市が運行するバス等の乗車人員
70,164人
（H26年度）

95,000人 100,000人

① 自主財源確保のため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 80％台を維持

部長 髙野 光郎
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目 標 値
（H34年度）
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（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
32,276ｔ

（H28年度）
32,000ｔ 31,527t

古着等の回収量 － 52ｔ 45t

アルミ缶・スチー
ル缶の回収（寄
附）量

2,140㎏
（H28年度）

2,340㎏ 2,800kg

③

・本市のごみの総排出量は平成24年度をピー
クに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、分別回収を促進することによ
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) ごみの排出抑制を進めるため、広報つばめ
及び市ウェブサイト等で食品ロス（食べられるの
に捨てられてしまう食品）の削減、生ごみの減量
化の啓発を行います。
　
(2) ごみの再利用化を一層進めるため、これまで
可燃ごみや古布等で回収し処分していた古着等
を5月から拠点回収し、市民から寄せられた古着
等の売却益により、保育園等で使用する図書を
購入します。なお、古着等は東南アジア等の
国々で再利用されます。

(3) ごみの再資源化を進めるため、市内の事業
所から空き飲料缶を寄付していただき、その売却
益により、保育園等で使用する図書を購入しま
す。

(4) 障がい者施設と連携して小型家電製品に含
まれている有用金属の再資源化と不燃ごみの減
量化、ペットボトルキャップの異物除去作業によ
る適正な再資源化を進めます。

＜取組実績＞
(1) ごみの排出抑制を進めるため、ごみリサイクルガイドブック、
市ウェブサイト及び広報つばめ（12月1日号）にて食品ロス（食べら
れるのに捨てられてしまう食品）の削減、生ごみの減量化の啓発
を行いました。

(2) ごみの減量化を一層進めるため、これまで可燃ごみや古布等
で回収し処分していた古着等の回収（福服BOOK事業）を5月から
11月まで実施し、45トンを回収しました。
（拠点回収実施数：30回。イベント・臨時拠点回収実施数：4回。）
古着等は、東南アジアなどの国々で再使用されるほか、その売却
益で保育園等で使用する図書を購入しました。

(3) 本年度は協力事業所が増加したことから、前年度に比べ大幅
増となる2,800キログラムの空き飲料缶を寄付（カンカンBOOK事
業）いただき、ごみの再資源化を進めることができ、その売却益で
保育園等で使用する図書を購入しました。

(4) 障がい者施設と連携して小型家電製品に含まれている有用金
属の再資源化7,408kg、ペットボトルの異物除去作業による適正な
再資源化を進めることができました。

＜反省点・改善点＞
本年度のごみの総排出量は、人口減少や市民の環境意識の高
まり、資源回収品目の拡大などから、前年度に比べて749t減少し
ました。
今後も、引き続きＰＲを行い、ごみの減量化や再資源化を更に進
めていきます。
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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

③ ごみの総排出量の減量、再資源化・再利用化に取り組みます！ ごみの総排出量
33,871トン
(H26年度)

32,400トン 31,500トン

② 公共交通の住民ニーズに応じた利便性の向上を図るため、今後の見直しについて検討します！ 市が運行するバス等の乗車人員
70,164人
（H26年度）

95,000人 100,000人

① 自主財源確保のため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 80％台を維持

部長 髙野 光郎
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（H31年度）

目 標 値
（H34年度）
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