
（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

産業団地造成事
業件数

０件 １件 １件

前期計画に掲げ
る個別施設の庁
内での合意形成
施設数

0
／
11

8
／
11

5
／
11

自主防災組織組
織率

72.2%
(H30年度

末)
75% 74.7%

総合防災訓練の
ほか地域の防災
活動（訓練・講習
会等）に参加した
市民の延べ人数

4.791人
（H30年度
実績値）

5,000人 5,301人

①

・遊休土地の売却や有効活用を図る必要があ
ります。
・「公共施設等総合管理計画」の基本方針に基
づき、長期にわたる施設統廃合の方向性を示
した「建物系公共施設保有量適正化計画」を策
定しました。
中長期計画を見据えつつ、前期計画の対象と
なる個別計画の具体化が必要となります。

(1)土地利用対策プロジェクトチームにおいて、
遊休土地の活用策や売却の可能性を検討する
と共に、ニーズに応じた産業団地の造成事業
を推進します。

(2)「建物系公共施設保有量適正化計画」に基
づき、中長期計画を見据えた中で、直面する前
期計画の庁内連携会議を開催し、個別計画の
具体化を図るとともに計画を推進します。

＜取組実績＞
（1）小関産業団地の売却先を選考し、株式会社ツノダを代表とするグ
ループ企業4社に決まりました。（3.5ha全て売却）

（2）目標とした8件のうち、④市民プールと⑤吉田プールの2件につい
ては、条例改正等により上半期で取り組みを完了しました。
　残る６件のうち、⑦第二福祉の家、⑨白山町児童館、⑪さくらんぼハ
ウス子育て支援センターの3件について、3月議会で個別施設計画
（案）を説明しました。小中川地区の③小中川コミュニティセンター、⑥
福祉の家、⑩小中川児童クラブの3件については、現在の利用団体の
受入れ先や、借地解消手法等の共通した課題調整をしている段階で
R2年度中に公表する予定です。
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②

・大規模災害が発生した場合に、「自助」「共
助」なくしては、被害の軽減を図ることは困難で
すが、燕市における自主防災組織率は県内30
市町村中28番目（H30.4.1現在）であるため、地
域における防災力を充実強化する必要があり
ます。
・自主防災組織が組織されていても、防災に関
する担い手不足などを理由に防災活動が停滞
している地域が多くあります。
・高齢者や障がい者、外国人など避難行動要
支援者に対応できる地域の防災活動が求めら
ています。

(1)新たに作成する「自主防災組織の手引き」を
活用しながら、7月頃を目途に自主防災組織を
立ち上げていない自治会を対象に防災説明会
を開催し、 地区防災活動実施に向けた働きか
けや支援を行い、自主防災組織の組織化につ
なげます。

（2）-①　7/7（日）に実施する総合防災訓練に
おいて、昨年度に引き続き聴覚障がい者による
避難訓練を実施するほか、新たに土砂災害対
応訓練をメニューに加えるなど、実効性の高い
訓練にすることで、より多くの自治会等に参加
を働きかけます。

（2）-②　（仮）市民防災講座や女性防災リー
ダー養成講座、防災リーダー会による活動支
援、出前講座などを通して、自主的な防災活動
実施のための指導や助言・支援などを行い、地
域住民主体の防災活動の活性化を図ります。

＜取組実績＞
（1）10月30日から11月1日の3日間、自主防災組織を立ち上げていな
い自治会を対象に自主防災組織説明会を開催し、水道町三丁目及び
中央通5の3が新たに組織化したほか、いくつかの自治会の支援を
行っています。

（2）-①7月7日に実施した燕市総合防災訓練では、新たに土砂災害対
応訓練をメニューに加え、2,294人が参加しました。また、地域独自の
防災訓練や出前講座の参加者は3,007人と、昨年の2,503人を大きく上
回りました。

（2）-②女性防災リーダー養成講座は計6回開催で延べ178人が参加
し、2月22日に防災リーダー講座等の受講者を対象とした「防災リー
ダー研修会」を開催し、66人から参加いただきました。

＜反省点・改善点＞
　自主防災組織の組織化に向けて、次のステップとして予定していま
した地域における基本的な防災活動を学習する「（仮称）市民防災講
座」は、日程調整できず開催に至りませんでした。
　10月の台風における避難勧告発令など、市民の防災への関心は高
まっていると思われますので、来年度には講座を実施し自主防災組織
の組織化を一層推進していきます。
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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

4,250人

② 地域住民の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！ 自主防災組織の組織率
70.8％

（H27.4.1)
79.0% 85.0%

③ 燕市役所の働き方改革を推進するとともに、職員力・組織力を高めます！ 総合防災訓練参加者数
2,561人
（H27）

3,500人

80％台を維
持

令和元年度　総務部　目標宣言

部長 田辺　一幸

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

①
「建物系公共施設保有量適正化計画」の推進し、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



（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

時間外勤務月
100時間超の職
員数

15人 0人 17人

定員管理計画の
見直し

-
年内を目
途に策定

策定完了

新採用職員の定
着率（採用後3
年）

92% 100% 96.2%

職員研修アン
ケート（理解度：
よく理解できた、
概ね理解でき
た）

98.1% 100% 84.2%

③

・働き方改革により時間外勤務の上限が設定さ
れ、生産性や効率性を上げていく必要がありま
す。
・定年後の再任用職員の増加や保育園の統廃
合など職員を取り巻く環境が変化する中で、行
政ニーズへ柔軟に対応できる組織運営と適正
な定員管理が求められています。
・労働人口が減少する中、意欲と能力のある多
彩な人材を確実に採用していくことが重要で
す。
・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、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。

（1）-① 4月から時間外勤務管理簿により各所
属で職員の勤務時間を管理するとともに、タブ
レット端末などのツールを活用した事務の効率
化を進め、時間外勤務の縮減を図ります。
（1）-② 職員数の適正な管理を行うため、第2
次燕市総合計画の中間見直しに合わせて、年
内を目途に定員管理計画を見直します。
（2）令和2年度の採用に向け、合同企業説明会
や学校訪問等を通じて燕市職員を目指す多彩
な人材を見出すとともに、採用試験をさらに人
物重視とします。
（3）効率的な業務執行のため、管理監督職を
受講対象とした働き方改革研修（8月）をはじ
め、主任級向けのマニュアル作成研修(9月)や
経験年数の浅い職員向けに法令基礎研修（11
月）を実施します。

＜取組実績＞
（1）-① 各課から時間外勤務管理簿を毎月提出してもらい、所属職員
の勤務時間の管理を行いました。タブレット端末の全職員配布など事
務の効率化を進めた一方で、時間外勤務命令の上限を超える月あた
り100時間以上の状況があるなど課題も残りました。
（1）-② 将来の人口減少を見据えるととともに、近年の業務量の増減
に柔軟な人員配置を考慮した定員管理計画を策定しました。

（2）後期試験では、一般行政、一般事務、土木、保健師、保育士・幼
稚園教諭の各職種において、優秀な人材を確保することができまし
た。
　また、内定者を対象に懇談会や面談を行いし、採用までのフォロー
を働きかけました。加えて、令和3年度採用に向けて合同企業説明会
への出展や大学訪問など、学生を対象に市職員の職業紹介を行いま
した。

（3）時間外勤務の実態を踏まえ、管理職を対象とした組織のタイムマ
ネジメント等の今後の働き方改革研修について検討しました。
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令和元年度　総務部　目標宣言

部長 田辺　一幸

4,250人

№

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

①
「建物系公共施設保有量適正化計画」の推進し、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

③ 燕市役所の働き方改革を推進するとともに、職員力・組織力を高めます！ 総合防災訓練参加者数
2,561人
（H27）

3,500人

80％台を維
持

② 地域住民の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！ 自主防災組織の組織率
70.8％

（H27.4.1)
79.0% 85.0%

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


