
（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

実施計画（各論） －
H30年3月
までに策定

管理計画
ビジョン（構
想）完成

①

・公共施設等総合管理計画の基本方針では、
現状の公共施設を全て更新することは不可能
であるという結論が出ました。このため、市が所
有する公共施設等の適正配置や統廃合を検討
し、財政負担の軽減及び平準化を図らなければ
なりません。

・遊休土地の売却や有効な活用を図ることによ
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」の基本方針に基づ
き、施設類型ごとの今後の方針と方向性を確立するた
め、5月にプロジェクトチームを立ち上げ、3月までに実
施計画を策定します。

(2) 市有財産活用プロジェクトチームにおいて遊休土
地の活用策を検討します。

＜取組実績＞
(1) 公共施設等総合管理計画のビジョン（構想）策定に向
けては、4月の政策研究会を皮切りに、7月、8月、10月に
プロジェクトチーム会議、政策研究会において、公共施設
の現状や方針について協議を行いましたが、会議を重ね
るたびに新たな課題が見つかり、連立方程式がより複雑
となり、多くの課題が残ったことから今年度での公表を見
送ることとしました。

(2) 市有財産活用プロジェクトチーム会議については、 公
共施設等総合管理計画プロジェクトチームと同じ構成員で
組織していることから、ビジョン（構想）策定の中で有効活
用等を検討することとしました。

＜反省点・改善点＞
計画策定においては、計画期間を短期、中長期に分ける
ことや選択肢を示した中での方針を設定するなど、立地適
正化計画や病院、高校等を取り巻く環境の変化を見据え
て検討していきます。
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№

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 会議運営方法をハード・ソフトの両面から改善することにより、仕事の仕方を改革します！ 自主防災組織の組織率
70.8％

（H27.4.1)
79.0% 85.0%

② 地域において防災意識を高めることで、市全体としての防災力を高めます！ 総合防災訓練参加者数
2,561人

（H27）
3,500人 4,250人

①
公共施設等の集約化や統廃合の方針と方向性を確立し、遊休土地の売却や有効な活用を図ることに
より、市の財政負担を軽減します！

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

平成29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）
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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

総合防災訓練参
加者数

2,563 人
［59団体］

（H28年度）

2,800 人
［75団体］

2,295人
[65団体]

自主防災組織結
成率

71.0%
(H28年度末)

73.0% 73.0%

防災つばめ～ル
登録者数

4,714人
(H28年度末)

5,000人 5,000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ています。

(1) 昨年度に国が公表した大河津分水路、信濃川等
の洪水浸水想定区域図に基づき、最新データによる
ハザードマップを3月までに作成し、市民へ周知しま
す。

(2) 7月2日（日）に総合防災訓練を実施し、自治会及び
自主防災会の積極的な参加を促すとともに、現実的な
訓練内容について指導助言し、地区防災活動の活性
化を図ります。その際、自衛隊の実働部隊の参加を求
め、情報収集・救出・搬送等について消防団等と連携
した、より実践的な訓練を実施します。

(3) 防災に関する講演会（8月）や防災リーダー養成講
座（9～12月）を開催し、市民の防災知識や技術習得
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。

＜取組実績＞
(1) ハザードマップの作成において、5月に県管理の4河川
が公表されたため国管理河川を合わせ計6河川について
ハザードマップを作成しました。平成30年度の出水期前ま
でに全戸配布します。

(2) 燕市総合防災訓練は、7月2日（日）に全市一斉で実
施。消防団防災訓練も同日開催。訓練当日は悪天候のた
め参加者は2,295人にとどまりました。

(3) 防災リーダー養成講座は、22名が参加。「自主防災組
織の重要性」について講習を受けました。「公開講座」で
は、これまでお世話になった澤田先生を講師に迎え講演
いただきました。86名の参加がありました。

＜反省点・改善点＞
総合防災訓練や防災リーダー養成講座は年々参加者数
が減少傾向にありますが、今後も継続的な訓練や自治
会・自主防災組織への支援をしていきます。
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①
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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

新ペーパーレス
会議の実施

314回／年
（H28年度）

510回／7
カ月

323回

印刷コストの削
減

▲285千円
／年

（H28年度）

▲550千円
／7か月

▲36千円

会議準備時間や
会議時間の短縮
による人件費の
削減

－
▲1,540千
円／7か月

▲1,860千
円

 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

・多種多様な企画会議の効率的運営、迅速な
意思決定の実現が求められる一方で、年々増
加する印刷コストの歯止めも求められていま
す。

・仕事の仕方を改革し、会議の質を向上させ紙
の消費量を減らすことで印刷物保管スペース狭
隘解消やワークスペースの整理整頓を図り、働
き方を改革しつつ、より充実した住民サービス
の実現を図っていくとともに、情報漏洩の危険
性排除を図る必要があります。

(1) 会議への説明用の紙資料持ち込み禁止などを規
定するペーパレス会議の運用ガイドラインを8月までに
定め、運用の徹底を進めるとともに、9月を目途にペー
パーレス会議システムを導入します。

(2) これまでの紙資料を使った会議からペーパレス会
議にシフトさせ、効果的かつ効率的に運営できるよう、
事前準備段階から会議終了までの一連の新会議オペ
レーション研修会を8月に開催し、定着化を図ります。

(3) ＴＱＣ（燕市業務改善運動）で全庁的にペーパーレ
ス会議システム活用のアイデアを募り、ペーパーレス
会議の定着化を図ります。

(4) 会議の振り返り実施を徹底させることで論点と議
論の到達点を明確にし、会議の質を高めスマートな会
議の実現を図ります。

＜取組実績＞
(1) ペーパーレス会議システムの導入については、H30年
度の業務用タブレットパソコン導入に合わせて行うことと
し、H29年度は現行方式でできる限りのペーパーレス化を
図り、市長協議252回、週次会議48回、経営会議14回、答
弁書打合せ4回、電子計算機処理管理運営委員会3回、
副市長協議2回、計323回（達成率54%）を実施しました。

(2) ペーパーレス会議システムの導入延伸に合わせて新
会議オペレーション研修会も延伸しましたが、答弁書打合
せを紙からＰＣ＋プロジェクタ方式に変更し、①印刷コスト
が計3.6万円（達成率6.5%）、②人件費削減が計186万円
（達成率85.4%）の効果を得ました。

(3) ペーパーレス会議システムの活用について、各部局長
から、三役協議、部内会議、課内会議以外にも職場研修
や各附属機関会議、イベント等行動打合せ等の適用につ
いてアイデアをいただきました。TQC活動と合わせてH30
年度のシステム導入に向けて、今後の検討材料として
扱っていきます。

(4) 同様にスマートな会議の実現に向けたルール化につ
いて、ペーパーレス会議システムの導入延伸に合わせ、
引き続き検討していきます。

＜反省点・改善点＞
H30年度の業務用タブレットパソコン導入に合わせてペー
パーレス会議システムの導入をH30年度に変更したことか
ら、現行環境でのペーパーレス会議化となり、当初目標の
達成には至りませんでしたが、ペーパーレス化の推進に
ついて、より一層徹底を図っていきます。
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79.0% 85.0%

② 地域において防災意識を高めることで、市全体としての防災力を高めます！ 総合防災訓練参加者数
2,561人
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①
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