
部 局 名

総務部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

来庁者の利便性や職員の
職場環境の向上につなが
る庁舎の改善を毎年度実
施する。

日々、来庁者に分かり
やすく、利用しやすい
施設となるよう改善、
改良を図った。

来庁者・職員
とともに取り
組む庁舎環境
の改善事業

来庁者・職員から庁舎環
境の改善につながる意見
を求め、提案された意見
に基づく改善を毎年度５
件は実施する

受付案内従事者や電話交
換従事者から毎日報告さ
れる業務報告について、
すぐに改善できることは
数日以内に取り組む。日
数を要するものについて
も2から３週間以内に取
り組む。

受付案内従事者や電話交
換業者から毎日報告され
る問い合わせや苦情など
について、速やかに改善
措置をとった。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

庁内すべての部署で法令
に基づく適正な行政手
続・処分が行われ、処分
に不服があった場合でも
公平で透明性ある審査が
行われることにより、行
政に対する信頼を得るこ
と。

平成29年度に52件の審
査請求が提出された
が、行政不服審査法に
基づき適正な審理手続
きを進行した。

行政手続法
（条例）及び
行政不服審査
法の全庁的な
徹底

行政処分の基準化、審査
請求があった場合の公平
性・透明性のある審査

◆改正行政不服審査法の
制度運用マニュアル策定
◆職員研修の実施

改正行政不服審査法の制
度運用マニュアルは策定
済み
マニュアルの周知、職員
研修は平成30年度に実施
予定

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

秘書課

市長・副市長が円滑に政
策判断、市政運営を行う
ことができるよう、各種
環境を整える。

市長・副市長の政策判
断に必要となるさまざ
まな調整を関係部署と
行うことにより、市政
の円滑な運営につなげ
ることができた。

スケジュール
管理（過密化
の軽減）及び
情報共有

スケジュールの優先度及
び重要度を踏まえた調整
を行い、重要案件にかか
る協議時間を確保すると
ともに、健康管理にも十
分配慮したスケジュール
設定を行う。
市長・副市長が政策判断
に必要とする情報の収
集・把握につとめ、正確
かつ迅速にその情報を提
供するとともに、トップ
の政策や姿勢を組織全体
に周知する。

定例的に、市長・副市長
の意向を確認し、関係部
署との事前・事後の調整
を行う。

必要に応じたスケジュー
ル調整により、関係部署
との協議時間を確保する
とともに、事前・事後の
情報の収集・把握・提供
にも努めた。また、健康
管理にも配慮したスケ
ジュール設定により、大
きな支障を生じることな
く、公務の円滑な遂行を
図ることができた。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

課　名 組織目標の達成状況

総務課

総務部の戦略策定シート

平成29年度

職員の意識改革・能力向上・情報の共有化を推進し、常に市民目線で
業務を推進する変革・創造型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標を達成するための主な取組
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総務部の戦略策定シート

平成29年度
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広報紙に対し、市民から
寄せられる要望や意見を
紙面に反映する件数を増
加させる。

広報紙への掲載要望や
意見を検討し、紙面づ
くりに反映する件数を
増加させることができ
た。

広報紙充実事
業

市民にとって身近で関心
の高い記事を掲載する

◆特集記事の回数を年１
回程度から複数回に増加
させる。
◆広報紙に対する市民ア
ンケートを実施し、現状
把握に努め、市民のニー
ズに即した内容に改善す
る。

◆特集記事は１回に留
まったが、市民から好評
を得ることができた。
◆広報紙に関する市民ア
ンケートを実施した。
アンケート結果を踏まえ
提言を受けた事項につい
て検討した。

市民の参画意欲
が高まる市政運
営となっている

○市民参加の促
進
○情報発信・情
報共有・情報公
開の推進

シティプロモーションの
取組を戦略的に推進す
る。

市内外の多くの人が、
「ちかくに　いわく
に」というキャッチコ
ピーを見たり、感じた
りする機会を拡大し、
戦略的なＰＲを展開し
た。

本市の魅力を
市内及び本市
周辺の子育て
世代にＰＲす
る事業を実施
する。

認知度や好感度を向上さ
せ、交流人口及び移住・
定住人口の増加を図る。

◆市民交流イベントの開
催
◆モニターツアーの実施
◆広告・ＰＲの実施
◆ＰＲ動画の作成・発信
◆ＰＲウェブサイトの作
成
◆各種プロモーション
ツールの作成

「市民交流イベント」
「モニターツアー」「広
告・ＰＲ」の実施、「Ｐ
Ｒ動画」「ウェブサイ
ト」「ツール」の作成な
どに取り組み、本市の魅
力を効果的に発信した。

岩国の魅力が広
く知られ、岩国
ファンが増えて
いる

シティプロモー
ションの推進

職員課
時代が求める職員の育成
を支援する人材育成シス
テムを構築する。

本市のめざす職員像を
明確にし、必要となる
意識や能力を示すとと
もに、職員を育成する
ための体系的な仕組み
を示した「人材育成基
本方針」を策定した。
しかしながら、人事評
価制度は、制度構築に
時間を要したことか
ら、業績評価の実施の
みにとどまり、本格実
施に至らなかった。

人事評価制度
の活用による
人材育成支援
事業

公平性、客観性、透明性
を確保した人事評価を実
施し、評価結果を人事管
理、給与等の処遇に反映
するとともに、人材育成
への活用を図る。

①人事評価実施要領、研
修計画の公開（４月）
②人事評価の実施（通
年）
③評価者研修の実施（随
時）
④昇給、賞与等への反映
（次年度）
⑤職員研修の実施（通
年）

人事評価制度は、規程の
整備等に時間を要したこ
とから、業績評価の実施
にとどまり、能力評価は
実施できなかった。
来年度からの人事評価制
度の本格実施に備え、評
価者及び被評価者研修を
実施し、制度の周知に努
めた。
人材育成基本方針を策定
し、公表した。
派遣研修等の職員研修を
通年で実施した。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

広報戦略課
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総務部の戦略策定シート

平成29年度

職員の意識改革・能力向上・情報の共有化を推進し、常に市民目線で
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組織目標を達成するための主な取組

市民や企業等に対して、
効果的な人権意識向上施
策を考え、毎年度新たな
取り組みを行う。

毎年開催の「じんけん
フェスタinいわくに」
において、法務局と人
権作品の合同表彰式を
行い、フェスティバル
を盛り上げることがで
きた。

自主的な人権
研修等の取組
の支援

○企業に対して、企業内
で人権研修をスムースに
行うため、人権講師派遣
の周知及び、企業連絡会
の組織化を目指して、企
業を対象にした研修会を
実施する。
○市民に対して、人権問
題に興味を持ってもらえ
るような情報発信に心が
ける。

○企業・団体・市民に対
して自主的な人権研修を
促すために、ＨＰの内容
を、分かりやすく魅力的
にする。
　・市主催の人権研修へ
の参加
　・講師の紹介
　・人権ＤＶＤの貸出
○様々な人権課題のパン
フレットを作成し、研修
会場等で配布する。

○岩国市人権教育・啓発
指導者養成講座に45名、
修了後の指導者研修会に
19名の受講があった。
○岩国市ＨＰに「じんけ
んフェスタinいわくに」
入賞作品全てを掲載し、
立派な生徒作品をより多
くの人に発信した。

一人ひとりの人
権が大切にされ
ている

人権の尊重

従業員一人ひとりが、
ワーク・ライフ・バラン
スの重要性を理解し、目
標に向かって取り組む企
業を毎年度増やしてい
く。

岩国市内の男女共同参
画推進事業者
１社減少した
平成28年度：37社
平成29年度：36社

ワーク・ライ
フ・バランス
の推進

○企業に対して、休暇制
度、育児・介護休暇の取
得・活用の推進や休暇を
取得し易い職場環境の整
備、長時間労働の是正
（働き方の見直し）、固
定的役割分担意識の解消
等について働きかける。
○家庭においては、固定
的役割分担意識を解消
し、夫の家事、育児、介
護等への参画を働きかけ
る。

○ワーク・ライフ・バラ
ンス推進のパンフレット
を作成し、企業や全世帯
に配布する。
○企業、市民を対象に、
ワーク・ライフ・バラン
ス推進のための研修会を
開催する。
○平成30年３月までに、
審議会等における女性の
占める割合を30％にす
る。

○各企業におけるワー
ク・ライフ・バランス推
進員の養成セミナー・情
報交換会や女性管理職活
躍推進セミナー等に約
200名の参加があった。

一人ひとりの人
権が大切にされ
ている

人権の尊重

人権課
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部 局 名

総務部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画
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課　名 組織目標の達成状況

総務部の戦略策定シート

平成29年度

職員の意識改革・能力向上・情報の共有化を推進し、常に市民目線で
業務を推進する変革・創造型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標を達成するための主な取組

特別簡易型総
合評価競争入
札による発注
の推進

昨年度、特別簡易型総合
評価制度の見直しを行っ
たことから、価格のほか
に、企業の技術的能力や
地域貢献度等を総合的に
評価し、価格と品質の双
方が優れた調達となるよ
う、制度の有効活用を図
る。

平成29年度において特別
簡易型評価競争入札を３
件発注する。

特別簡易型総合評価によ
る入札を２件発注した。

条件付一般競
争入札の拡大

入札制度の、より一層の
競争性、
透明性、経済性等を図る
とともに、
事務の効率化も図る。

現在60,000千円以上とし
ている業種について、条
件付一般競争入札
の拡大を検討する。

条件付一般競争入札につ
いては、平成29年度土木
一式工事と建築一式工事
の設計金額15,000千円以
上に対象を拡大し実施を
したが、平成30年度から
は全業種において15,000
千円以上を条件付一般競
争入札とする。

契約監理課
地域経済の維持につなが
る入札契約制度を構築す
る。

 入札・契約制度につい
ては、国・県又は地域
の実勢に添った制度改
正を行うことが、地域
経済の維持・活性化に
繋がると考える。
平成29年度において
は、
①岩国市公募型プロ
ポーザル方式事務マ
ニュアルの策定
②特別簡易型総合評価
競争入札の評価項目等
の見直し
③条件付一般競争入札
の対象拡大
④岩国市調査・設計等
業務委託低入札価格調
査実施要領の策定等を
行い、入札における競
争性の確保や受注意欲
のある業者の入札参加
機会の拡大を図り、地
域経済の活性化に繋が
る制度改正を行ったと
考える。
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組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策
課　名 組織目標の達成状況

総務部の戦略策定シート

平成29年度

職員の意識改革・能力向上・情報の共有化を推進し、常に市民目線で
業務を推進する変革・創造型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標を達成するための主な取組

未利用市有財産の把握、
利活用に努め、売却可能
な場合は処分を行い、定
期的な財産収入を得る。

未利用市有財産につい
て検証を行い、財産の
状況に応じ、公募等に
より売却を実施した。
また、一時的未利用地
の短期有償貸付を実施
した。

公有財産管理
システムによ
る未利用市有
財産の活用

公有財産管理システムの
運用等により、未利用市
有財産の有効的利活用を
図る。

①公有財産管理システム
による未利用市有財産の
管理・集計及び処分・賃
貸
②ホームページ等による
市民等への情報提供によ
る未利用市有財産の処分

未利用市有地の売却を８
件実施した。また一時的
未利用地などは５件の短
期有償貸付を行った。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

本庁にデータ統合できて
いない錦町の地籍調査完
了地区について、地図
データの整備を行う。

錦町地籍調査完了地区
の地籍図データを法務
局の山耕地番の解消に
伴い、地番変更し、本
庁用地図データに変換
した。

地図情報シス
テムによる土
地情報の利活
用

市内全域の地図情報を一
元管理し、市民・各課へ
提供する。

①法務局の山耕地番の解
消に伴い、錦総合支所市
民福祉課の錦町地区地図
データを本庁用地図デー
タに変換し、本庁での一
元管理を進める。
②登記情報と地図情報シ
ステムのアンマッチデー
タを訂正・整備する。

錦町地図データの山地番
約23,000筆の地番変更を
行い、本庁用地図データ
に変換した。また、登記
情報と照合し、15件のア
ンマッチデータの訂正を
行った。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

関係各課との連絡調整を
密にし、事業用地を円滑
に取得できるようにす
る。

事業担当課からの取得
依頼に基づき、関係各
課との連絡・調整を図
りながら今年度取得予
定分の用地の取得を
行った。

土地取得予定
者との円滑な
交渉

事業用地の取得

用地取得に関する幅広い
知識を研修等により習得
し、土地所有者への分か
りやすい説明に努め、年
度内に事業用地を取得で
きるようにする。

10月の「平成29年度中国
地区用地対策連絡会山口
県支部補償研修会」及び
11月の「山口県補償研究
協会補償研修会」に参加
し、知識の習得に努め
た。また、事業担当課か
らの取得依頼に基づき、
年度内に45件の用地を取
得した。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

用地管財課
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部 局 名

総務部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策
課　名 組織目標の達成状況

総務部の戦略策定シート

平成29年度

職員の意識改革・能力向上・情報の共有化を推進し、常に市民目線で
業務を推進する変革・創造型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標を達成するための主な取組

情報統計課

情報処理の正確さと能
力、情報管理の厳格さを
維持しながら経常的な情
報処理コストを毎年度削
減する。

システム及びネット
ワークの強靭化対策に
より情報の保護におい
ては、より強固なもの
となった。
一方で経費削減につい
ては、新制度などによ
るシステムの増加によ
り削減は難しい状況と
なっている。

情報処理関連
業務における
ランニングコ
スト削減事業

情報処理に係る経常経費
を削減していく。

○保守業務委託費、需用
費、使用料等の内容及び
業者見積りの精査（通
年）
○他自治体との情報交換
による経費の確認と適正
化（通年）
○次回基幹系システムの
全面更新を見据えた、維
持管理コスト削減方法
（自治体共同クラウドの
採用等）の検討（平成32
年度末まで）

○委託事業について、見
積りの精査に合わせて、
可能なことはできるだけ
課員で行うことで経費削
減に努めた
○他自治体との情報交換
により余剰な投資をある
程度避けることができて
いる
○将来的な維持管理コス
トの削減については、基
幹系以外の一部のシステ
ムにおいて更新時にクラ
ウドへの移行を選択した
ものもあり、基幹系につ
いても、今後、状況を見
ながら方向性を決定して
いく

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進
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部 局 名

総務部
（危機管理）

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

危険区域等の
周知

ハザードマップ等により
市民が災害危険区域等を
事前に確認することがで
き、災害に備えることが
できる。

◆土砂災害ハザードマッ
プ（特別警戒区域）の作
成（３月）
◆防災情報ポータルシス
テム整備（３月）
◆海抜表示シートの設置
（３月）

土砂災害ハザードマッ
プ：65,000部
防災情報ポータルシステ
ム整備：対象者9,895人
（３月末現在）

市民の防災意
識の高揚

市民の防災意識を高める
ことにより災害に対する
備えや災害時の行動等に
ついて理解してもらうこ
とで防災・減災につなが
る。

◆防災学習館の利用促進
（通年）
◆防災行政無線屋内設備
の整備（通年）

学習館利用者：10,292人
（３月末現在）
屋内設備整備（発注
数）：4,424世帯（３月
末現在）

自主防災組織
の強化・育成

災害時の「自助、共助」
の活動を促進すること
で、防災・減災につなが
る。

◆防災講習や避難訓練等
の実施（通年）
◆自主防災組織への助成
（通年）

講習・訓練等：27回、
1,000人参加（３月末現
在）
助成：6,980,600円（28
年度一括支給分を使用）

土砂災害ハザードマッ
プ（特別警戒区域）の
作成

救急・災害時の
備えが整ってい
る

総務部（危機管理）の戦略策定シート

平成29年度

市民の命や暮らしを守るため、市民と情報を共有し、常に先のことを
考えるリスクマネジメントに精通した組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

防災対策等の充
実

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

危機管理課
防災・減災につながる新
たな取組を毎年度実施す
る。
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部 局 名

総合政策部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

政策企画課

まちづくり実施計画登載
事業の選択基準を明確に
できる仕組みを構築す
る。

まちづくり実施計画の
調書に、要求部署の優
先順位、市民満足度、
人口減少対策効果、先
駆性について項目を設
け、事業採択の基準の
明確化を進めた。

まちづくり実
施計画の策定
方法の改善

明確な基準によりまちづ
くり実施計画を策定す
る。

◆まちづくり実施計画事業
の選択基準の数値化
◆重点施策等のまちづくり
実施計画事業の選択基準
への反映

・まちづくり実施計画の
調書に、課内優先順位、
部内優先順位、市民満足
度調査の満足度と重要度
の項目を昨年に引き続き
設けた。
・まちづくり実施計画の
調書に、「人口減少対策
に資するような施策
か？」、「他市町に先駆
けるような特色ある施策
か？」という項目を追加
した。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

岩国市地域公
共交通網形成
計画の策定

住民が利用しやすく、移
動ニーズに沿った公共交
通が整うことで、利用者
の利便性を向上させる。

①抽出した住民6,000人
や、離島の全住民、民生
委員及び市内の高校２年
生を対象としたアンケー
ト調査を実施し、住民の
移動需要を把握・整理す
る。
②交通事業者や庁内関係
課などへのヒアリング調
査を実施し諸課題を整
理・調整する。

①アンケート調査や②ヒ
アリング調査などを行
なったうえで、「岩国市
地域公共交通網形成計
画」を策定した。

「ＪＲ岩徳線
利用促進委員
会」事務局と
して事業実施
する。

ＪＲ岩徳線の利用促進が
図られ、沿線地域が活性
化されている。

①岩徳線マイレールカー
ドを作成、配布する。
②無人駅クリーン作戦を
実施する。
③山口デスティネーショ
ンキャンペーン期間に合
わせイベント列車を運行
する。

①駅カードの作成及び③
イベント列車の運行を実
施したが、②無人駅ク
リーン作戦は実施に至ら
なかった。

地域交通課

効果的、効率的な公共
交通網を目指すことを
目的とした「岩国市地
域公共交通網形成計
画」を策定することに
より、今後、取り組ん
でいく必要のある取り
組みを明確にすること
ができた。

効果的、効率的な公共交
通網を目指す。

組織目標を達成するための主な取組

公共交通の利便
性の向上

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

総合政策部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

職員一人ひとりが明確な判断基準の下に、貴重な資源（税）の使途に
ついて説明ができ、意思決定できる組織

多様なニーズに
対応した交通基
盤が整っている
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部 局 名

総合政策部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

総合政策部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

職員一人ひとりが明確な判断基準の下に、貴重な資源（税）の使途に
ついて説明ができ、意思決定できる組織

投資政策的経
費に配分する
一般財源の厳
格管理

投資政策的経費に配分す
る一般財源について、政
策企画課所管分と財政課
所管分の一般財源が的確
に振り分けられている。

①H29年度の事業を基
に、H30年度に予定する
事業の所管について、見
直しを行う。
②政策企画課・財政課の
２課で所管見直しを合
意、事業の所管を決定す
る。
③財政課所管分の事業に
係る一般財源総額を積算
する。
④投資政策的経費に配分
する一般財源から③を差
し引き、政策企画課所管
分の事業に係る一般財源
の配分額を決定する。
⑤投資に充当できる一般
財源総額が不足しないよ
うに、査定作業に入って
からは、所管の組替えは
しない。
⑥上記の手順を、仕組み
として構築し、予算編成
作業の合理化を図るとと
もに、毎年度評価・検証
しながら改善案を検討し
ていく。

　平成30年度に実施する
投資政策的経費に配分す
る一般財源について、平
成29年度と同程度を見込
み、政策企画課と財政課
所管分の財源を振り分け
た。
　その後、まちづくり実
施計画の査定の中で、新
規事業を多数採択する必
要が生じたため、予算編
成方針における財政見通
しでは増加見込みとした
が、予算編成後において
は予算編成方針の範囲内
に収めることができ、限
られた財源を必要な施策
に配分することができ
た。
　予算編成作業は定着化
しているが、限られた財
源をより効果的な施策に
配分する仕組みについて
は、今後も継続して検討
することとした。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進財政課
限りある財源をより大き
な効果が見込める施策に
優先的に配分する。

　平成30年度の予算編
成に当たり、経常経費
については、予算編成
方針に基づき、おおむ
ね平成29年度当初予算
ベースで配分した一般
財源の範囲内で編成し
た。
　また、投資政策的経
費については、総合計
画の６つの基本目標を
中心に、重要度、緊急
度、事業効果等を勘案
し、より優先順位が高
い「まちづくり実施計
画」に登載される事業
を選択し、財源を配分
した。
　しかしながら、普通
交付税の合併支援措置
の段階的縮減により減
収が見込まれており、
不足する財源について
は、昨年に引き続き財
政調整基金を取りくず
すことで予算編成を
行った。
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部 局 名

総合政策部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

総合政策部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

職員一人ひとりが明確な判断基準の下に、貴重な資源（税）の使途に
ついて説明ができ、意思決定できる組織

課税課

各班で定期的に研修会を
開き、一人ひとりが明確
な判断基準に基づいて課
税できるような組織づく
り

地道な研修会や打合せ
の積み重ねによって、
この１年で一人ひとり
のスキルアップを図る
ことが出来、明確な判
断基準に基づく業務遂
行が可能になった。

税務担当職員
（総合支所の
税務担当職員
を含む）の研
修会・意見交
換会の開催、
事務連絡の徹
底

一人ひとりが明確な判断
基準に基づいて課税でき
るような組織づくり

課税業務においては、法
律・条例はもとより、逐
条解説、事務提要、判例
などの知識が必要とな
る。
市民の方には、なじみの
無い言葉で理解し難いこ
ともあるが、親切に分か
るまで説明したい。

各班において、週ごと、
あるいは業務ごとに班内
で研修会や打合せを行っ
て、班員間で制度や法令
等の知識の共有を図るこ
とができた。
また、市民との対応にお
いて疑問点等あれば、そ
の都度班内で協議し、適
切な対応をするよう努め
てきた。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

収納率向上に
対して目標設
定と進行管理

現年度分の収納率向上

新たな滞納者を抑制する
ため引き続き納税確認セ
ンターによる電話催告及
び催告書発送による納付
意識の醸成

架電接触率の高い時間帯
及び催告書･口座振替等
の対応を工夫して取り組
み新たな滞納者を抑制し
納付意識の醸成の成果が
出た。

収納事務の改
善と人材育成

徴収事務研修に積極的に
参加し職員個人の能力を
アップし、収税課職員が
ノウハウを全庁的に提供
して取り組む。

積極的な財産調査により
資力を見極め滞納処分や
執行停止を行う。

積極的な財産調査により
（預金･給与･賃料･請け
代）等の差押及び資力の
見極めによる執行停止に
よる滞納処分が出来た。

収税課
全庁的な情報共有により
市税等の債権の徴収率向
上に努める。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

継続的な納付交渉と積
極的な財産調査により
効果的な差押を実施す
ることで現年度分も滞
繰分も前年同期の徴収
率を上回っている。

行政経営の推進
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部 局 名

総合政策部
（行政経営
改革担当）

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健全な行政経営を実現す
る。

平成29年度の進捗率に
ついては73％であっ
た。

行政経営改革
プランの推進

◆行政経営改革プランの
進捗率を80％に向上させ
る。
平成26年度　68％
平成27年度　63％
平成28年度　46％

行動計画の策定・見直し
を行うとともに、定期的
に進行管理を行うことに
より、取組の進捗を図
る。

従来の行政経営改革プラ
ンについては、目標項目
を途中で加えたり、達成
したものや掲載価値のな
くなったものを削除して
おり、年度ごとのものと
なっており、計画の５年
間を通した達成状況が分
かりにくい面があったの
で見直しを行った。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

できるだけ市民サービス
を低下させずに、公共施
設総量（延床面積）を縮
減させる。

計画やアクションプラ
ンを示すことによって
具体的な目標を提示す
ることができた。

岩国市公共施
設等アクショ
ンプランの作
成

統廃合、複合化などの再
編、適正管理を計画的に
実施する。

◆ポートフォリオ分析を
行い、今後10年間で優先
的に検討する施設の選定
◆優先的に検討する施設
の方向性及び取組時期の
設定

『岩国市公共施設等総合
管理計画』及び『岩国市
公共施設アクションプラ
ン』を作成し、公表、周
知を図った。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

“みずから変わる”を実践し、全庁の職場を変える原動力となる組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

行政経営改
革課

総合政策部（行政経営改革担当）の戦略策定シート

平成29年度

課　名
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部 局 名

総合政策部
（基地政策
担当）

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

安心・安全対
策（43項目）
の要望のう
ち、未達成項
目の進展

要望の各項目が実現でき
ている。

（未達成の主なもの）
①住宅防音工事の拡充
②日米地位協定の見直し
③基地外居住者の居所の
明確化
○要望の実現に向け、
「岩国基地に関する協議
会」などで国との協議を
継続する。

43項目の安心・安全対策の
達成状況
・達成された（○）21件
・一定の評価（△）13件
・未達成（×）　　 9件
第12回岩国基地に関する協
議会（H29年5月12日開催）
で確認し、その後５月21、
23日に開催した空母艦載機
の移駐に係る住民説明会で
市民に説明した。また、こ
の達成状況を判断材料の一
つとして、６月23日の市議
会で市長が移駐の容認を表
明した。

岩国基地への
申し入れ
①飛行規則の
遵守や飛行運
用の配慮に係
る要請
②事件・事故
等に係る要請

①飛行規則が遵守され、
飛行運用において、市民
生活への一定の配慮がな
されている。
②事件・事故等が発生し
ていない。

①飛行規則に違反した場
合や市民からの騒音苦情
が多かった場合、岩国基
地への申し入れ
②ｾｰﾌﾃｨﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ（米軍
の隊員教育の場）への参
加
③安心安全共同パトロー
ルの実施

①騒音、市街地上空飛行に
関する苦情件数3,543件
基地への申し入れ12回実施
米軍人等による犯罪発生件
数５件（岩国署管内）
②H29年12月14日に基地内
で実施されたｾｰﾌﾃｨﾌﾞﾘｰﾌｨﾝ
ｸﾞで市長が事件事故の防止
等を訴えた。
③H30年１月31日に川下及
び麻理布地区で実施

航空機騒音の
測定及び集
計・分析

①測定データが騒音対策
に有効に活用されてい
る。
②騒音の状況が市民へ適
切に情報提供されてい
る。

①市が設置する騒音測定
器による計測（市内５か
所・24時間体制）
②庁内のパソコンによる
管理、集計、分析
③ホームページ等による
市民への情報提供

①、②、③とも計画通り
に実施した。
各測定器の集計データは
ホームページに掲載

航空機騒音の軽減及び事
件・事故等の減少

航空機騒音について
は、空母艦載機（FA-18
等のジェット機部隊の
移駐前（11月）まで
は、これまでと比較し
て大きな変化は認めら
れないが、移駐後（H29
年12月以降）はＷ値や
騒音測定回数が増大し
ている。なお、滑走路
移設前と比較した場合
は減少している。ま
た、騒音等による苦情
件数はこれまでで最も
多くなっている。米軍
人等による犯罪は今年
度５件発生している
が、日本人による犯罪
の発生率と比べて高く
ない状況である。

総合政策部（基地政策担当）の戦略策定シート

平成29年度

岩国基地との共存を基本スタンスとして安心安全を実現する戦略型組
織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

航空機の騒音対
策や安全対策が
進んでいる

米軍岩国基地安
全対策の促進

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

基地政策課
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部 局 名

市民生活部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

市民又は市民団体との協
働事業を毎年度拡充させ
る。

市民や市民活動団体と
ともに、地域課題の解
決や地域づくりを進め
ていくための取り組み
の実施に努め、協働事
業推進に向けた体制の
充実や関連事業の促進
が図られた。

協働のまちづ
くりの推進

①協働のための制度設計
②市民協働推進員の継続
③テーマ型市民活動団体
の育成
④地縁型市民活動団体の
育成

①・市民と行政が協働の
まちづくりに関して情報
交換できる制度を整備す
る。
・市民からの提案ができ
る制度を整備する。
②協働推進員の制度を充
実させる。
③協働に関する講演会な
どを通して市民協働に必
要な知識や共通理念の浸
透を図る。
④協働のまちづくりの基
本はコミュニティである
ため、地域組織の支援を
行う。

①②市民協働推進員やいわ
くに市民活動支援センター
を中心に、市民と行政が協
動のまちづくりに関して情
報を交換できる環境を整備
した。また、みんなの夢を
はぐくむ交付金を活用して
協働事業を市民が提案でき
る制度を構築した。
③市民を対象とした協動の
まちづくり講座や事例発表
会（平成29年９月、12月、
平成30年３月）や市民協働
推進員を対象とした研修会
（平成30年１月）、また、
自治会を対象とした地域の
課題を解決するための「協
働のまちづくり講座」の開
催を通じて協動に関する知
識の普及等を図った。
④地域ささえ愛交付金（62
事業）やみんなの夢をはぐ
くむ交付金（21事業）等を
活用して地域組織を支援し
た。

市民活動が活発
に行われている

市民活動の促進

接遇の向上

職員が自ら考え実行する
ことにより、身近で親し
みやすい出張所として、
接遇の向上を目指す。

出張所は、市民生活によ
り身近なサービスを提供
する窓口として丁寧な接
遇に努めた。

業務の改善
事務処理のミスをなく
し、業務を円滑に推進す
る。

出張所長会議を開催し、
本庁関係各課から受付事
務等の注意事項の説明を
受けることにより、各出
張所で同じサービスの提
供ができるようにした。

迅速・丁寧・親切な窓口
サービスを提供して、ま
た「来たく」なる出張所
を目指す。

出張所取扱件数
平成28年　87,432件
平成29年　85,270件

◆定期的な所内職員ミー
ティングの実施
◆問題が発生した場合、
情報・課題を出張所内で
共有する。
◆本庁関係課との連携を
密にする。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

市民協働推
進課

市民生活部の戦略策定シート

平成29年度

協働を前提に、職員一人ひとりが創造性を持って、時代の流れを先取
りした事業に取り組む組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組
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部 局 名

市民生活部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

市民生活部の戦略策定シート

平成29年度

協働を前提に、職員一人ひとりが創造性を持って、時代の流れを先取
りした事業に取り組む組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

消費者被害の未然防止と
早期救済を図る。

啓発事業等、今年度に
予定していた事業は概
ね予定どおり実施し、
消費者被害の未然防止
と早期救済に繋がっ
た。

消費者被害防
止促進事業

①消費者力を向上させ消
費者被害を未然防止する
ために、消費生活講座・
セミナーの開催数・参加
者数を増やす。
②注意喚起を要する詐欺
や悪質商法の手口と対策
などの市民向け啓発をタ
イムリーに行い、消費者
被害の未然防止を図る。

①市民・団体等からの依
頼に応じた消費生活講座
や消費生活セミナーを実
施する。
②啓発チラシの市報同時
配布や主要窓口等への設
置、ケーブルテレビCM放
送、消費者被害防止連絡
会議等を通じて市民への
周知を図る。
③金融機関店舗前での啓
発活動の実施や金融機関
ATM（市役所庁舎内）で
の注意喚起
④消費生活川柳の募集
（小中学生対象）

①消費生活講座10回、消
費生活セミナー１回、岩
国市消費者大会での講演
（５月）
②啓発チラシの市報同時
配布、ケーブルテレビで
のCM放送、高速バス車内
啓発放送、消費者被害防
止連絡会議の開催
③金融機関店舗前での啓
発キャンペーン実施（６
回）、本庁金融機関ATM
への啓発マット設置
（３ヶ所）
④消費生活川柳の募集
（小中学生391名）

犯罪や事故等の
ない安全なまち
になっている

犯罪・事故の抑
制

防犯に関する意識の高揚
と犯罪の抑制

防犯灯の増設及びLED化
の促進につながった。

防犯灯設置や
LED化の促進
事業

犯罪や事故等の防止のた
め、防犯灯設置やLED化
の促進を図る。

①自治会等が設置する防
犯灯に対して、設置工事
費及び器具代の一部を補
助する
②自治会等が設置した防
犯灯の電気料金の一部を
助成する。

①防犯灯設置事業補助金
制度を実施
②防犯灯電気料金助成金
制度については、助成額
の嵩上げを行い実施

犯罪や事故等の
ない安全なまち
になっている

犯罪・事故の抑
制

交通安全意識の高揚と交
通事故を減少させること

平成29年中の交通事故
による死亡者数は10人
で、前年に比べ４人増
であった。高齢者の死
亡者数は、９人で、前
年に比べ、８人増加し
た。

交通安全の啓
発に関する協
働の取組

市民一人ひとりが、交通
安全に関する意識の高揚
に努め、事故に巻き込ま
れないよう、行動する社
会を構築するため、交通
安全運動、交通安全教室
等の啓発活動を実施す
る。

①春、夏、秋、年末年始
の交通安全運動の実施
②高齢者の交通事故防止
運動の実施
③早朝街頭指導や広報の
実施
④子供・高齢者を対象に
した交通安全教室の実施

○春、夏、秋、年末年始
の交通安全運動を実施
し、期間中に各キャン
ペーン、早朝街頭指導、
広報を実施
○高齢者の交通事故防止
運動（年２回）を実施
○高齢者の交通死亡事故
多発警報の発令による注
意喚起（３回）
○交通安全教室の開催
（約240回）

犯罪や事故等の
ない安全なまち
になっている

犯罪・事故の抑
制

くらし安心
安全課
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部 局 名

市民生活部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

市民生活部の戦略策定シート

平成29年度

協働を前提に、職員一人ひとりが創造性を持って、時代の流れを先取
りした事業に取り組む組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

ＵＪＩターンによる定住
促進を推進し、移住・定
住の促進を図る。

・空き家情報登録台帳
への登録件数16件
・空き家情報登録台帳
を利用しての成約件数
８件

空き家情報登
録制度による
空き家の有効
活用

①移住希望者に空き家情
報を通して地域の魅力を
提供する。また移住希望
者の情報を収集し、移住
応援団との円滑なマッチ
ングを図る。
②空き家の登録の増加を
図る。
③以上の取組を市民協働
で推進する。

・移住応援団に対して空
き家登録状況を説明す
る。(６月)
・空き家の情報提供と調
査を継続して進める。
（随時）
・登録された空き家の情
報をホームページで公開
する。(随時)

・移住応援団交流会を６
月と１月に開催し空き家
関連事業の説明と意見交
換などを行った。
・年間を通じて移住応援
団と協働で空き家の情報
共有と調査を行った。
・年間をとおして登録空
き家の情報を市のホーム
ページや関連団体のホー
ムページへ掲載した。

岩国の魅力が広
く知られ、岩国
のファンが増え
ている

シティプロモー
ションの推進

小さな集落の人たちが
集う連絡協議会から要
望があった玖北地域の
小規模・高齢化集落の
実態把握を実施

小規模・高齢
化集落等への
対策の推進

・集落支援員等により過
疎地域等の小規模・高齢
化集落の実態把握を進め
る。
・地域での話し合い活動
や当該地域への対策を進
めるための基礎情報の集
約・整理を行う。
・以上の取組を市民協働
で推進する。

・過疎地域等の状況を各
種の資料等による地域情
報の整理を行う。
・住民からの聞き取り調
査による地域の実態把握
を行う。
・関係機関からの情報収
集による地域課題の把握
を行う。

小規模・高齢化集落
（117集落）を対象に集
落点検を実施し、集落の
実態を把握

住民主体のイベント及
び共同作業への協力

地域おこし協
力隊の充実及
び定着・定住
の支援

・隊員と地域住民との交
流が進み相互理解が図ら
れる。
・隊員の地域資源の発掘
で地域の魅力の再発見・
再認識が図られる。
・隊員の定住・定着に向
けた取組が図られる。
・以上の取組を市民協働
で推進する。

・隊員の活動の紹介、周
知を行う。
・地域住民・団体等との
交流機会を設ける。
・地域資源の活用による
地域づくりに向けた取組
を進める。

本郷地域
滝の整備及び休校マル
シェの開催
周東地域
オータムフェスタ等の開
催及び（蛇漬淵）看板作
成

市民活動が活発
に行われている

市民活動の促進

中山間地域
振興課

市民活動の促進を図り、
住民主体の地域づくりへ
の支援を行う。
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部 局 名

市民生活部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

市民生活部の戦略策定シート

平成29年度

協働を前提に、職員一人ひとりが創造性を持って、時代の流れを先取
りした事業に取り組む組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

参加者数
H29　12,504名
H28　12,596名
H27　11,315名

市民文化祭の
見直し

市民文化祭各事業の参加
者及び入場者を増加させ
る。

①市民文化祭の各事業を
評価する。
②各事業に関する見直し
を行う。
③適切な事業の開催方法
を検討する。
④広報宣伝活動を強化す
る。

①考え方や内容に変化は
ないが、変化の兆しは出
てきた。
②③分野ごとの開催から
総合型へ見直す方向に向
かってきた。
④イベント情報の配布等
を進めている。

良質な文化、芸
術、文化財を身
近に感じること
ができている

文化・芸術活動
の推進

出品数
H29　320点
H28　335点
H27　354点

入場者数
H29　2,374名
H28　1,889名
H27　2,118名

市美展の活性
化

市美展の来場者を増加さ
せる。

◆セミナーの開催や団体
への働きかけにより市美
展への出品者を増加させ
る。
◆鑑賞のためのセミナー
やギャラリートークの開
催などで一般の関心を高
める。
◆他の行事との開催時期
の調整や連携を行う。

展示期間中のギャラリー
トーク、審査員によるセ
ミナーを開催し出品者以
外の方にも関心を高める
事業を開催した。

良質な文化、芸
術、文化財を身
近に感じること
ができている

文化・芸術活動
の推進

交流事業への参加者を毎
年度増加させる。

 交流事業も１回増や
し、内容も改善を図っ
たため、参加者が昨年
の380人から、925人へ
増加した。

日米交流事業
及び多文化交
流会の開催

市民と基地住民、その他
の外国人との交流の場を
つくることで、人の輪を
広げていく。

日米交流事業（４月・６
月・10月・11月）
多文化交流会（10月・２
月）
ＰＲ活動（チラシ・市
報・ホームページ）

日米交流事業（６月田植
67人・10月稲刈71人・３
月餅つき56人）
多文化交流会（10月ハロ
ウィンカーニバル303
人・１月豆まき58人）
ホストタウン事業（３月
カルチャーフェスティバ
ル370人）
ＰＲ活動（チラシ・市
報・ホームページ・基地
内フリーペーパー）

国際交流が盛ん
で、相互理解が
進んでいる

国際交流の推進

文化振興課

文化・芸術活動への参加
者を毎年度増加させる。
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部 局 名

市民生活部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

市民生活部の戦略策定シート

平成29年度

協働を前提に、職員一人ひとりが創造性を持って、時代の流れを先取
りした事業に取り組む組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

スポーツ教室
やスポーツイ
ベントの充実

参加者の増加につながる
スポーツ教室やスポーツ
イベントを実施する。

◆地域スポーツ人口拡大推
進事業の実施
○県の補助事業を活用し事
業実施する。
①スポーツ団体への業務委
託（４月）
②実施内容等協議（４月）
③事業実施（６月ほか今後
決定）
◆フェンシングエペ世界大
会等事前合宿を実施する。
(６月）

◆地域スポーツ人口拡大
推進事業の実施
①フェンシング
・全国ジュニア・カデ・
ミニムエペサーキット大
会　　　参加者356人
・トップアスリート交流
事業　　参加者165人
②ホッケー
・全国スポーツ少年団
ホッケー交流大会
参加者2,050人
③テニス
･トップアスリートテニ
ス講演会､講習会
参加者400人
④カヌー
・トップアスリート交流
事業　　参加者123人
◆フェンシングエペ世界
大会等事前合宿実施
参加者1,200人
◆日米親善リレーマラソ
ン開催
参加者2,500人

スポーツ施設
の整備

利用者の増加につながる
スポーツ施設の整備・改
善を行う。

◆岩国運動公園内テニス
コート夜間照明設置事業
（平成29年度）
◆岩国運動公園内テニス
クラブハウス外壁改修事
業　（平成29年度）

◆岩国運動公園内テニス
コート夜間照明設置事業
完了
◆岩国運動公園内テニス
クラブハウス外壁改修事
業完了
◆総合体育館の設備改修
完了

スポーツ活動への参加者
を毎年度増加させる。

・今年度に目標として
いたスポーツ教室やス
ポーツイベントは予定
どおり実施し、多くの
スポーツをする人、観
る人、支える人の参加
があった。
・今年度の目標として
いたスポーツ施設の整
備事業は予定通り実施
し、施設の充実・改善
に繋がった。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

スポーツ活動の
推進

スポーツ推
進課
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部 局 名

市民生活部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

市民生活部の戦略策定シート

平成29年度

協働を前提に、職員一人ひとりが創造性を持って、時代の流れを先取
りした事業に取り組む組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

市民課

戸籍・住民基本台帳等の
証明書発行サービスにお
いて、窓口での待ち時間
を減少させる。

平成30年７月からコン
ビニエンスストアで住
民票の写しなどの証明
書を発行することと
し、その準備を整える
ことができた。

各種証明のコ
ンビニエンス
ストア自動交
付サービス

マイナンバーカードを利
用し、マルチコピー機を
備えた全国のコンビニエ
ンスストアで住民票の写
しなどの各種証明が取得
可能となる環境整備を行
う。

・関係機関、関係部署と
の協議・調整
・関係条例の整備
・地方公共団体情報シス
テム機構との協定・契約
の締結
・コンビニ交付開始に関
する周知や
　マイナンバーカード取
得の啓発

関係機関・関係部署との
協議・調整及び条例改正
を行い、平成30年７月か
らの運用開始に向け、市
民に対し、コンビニ交付
開始の周知やマイナン
バーカード取得の啓発を
行っている。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進
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部 局 名

環境部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

環境保全課
環境保全につながる新た
な取組を毎年度実施す
る。

循環型社会・低炭素社
会の構築に寄与し、環
境保全につながる地球
温暖化防止出前講座を
開催した。

地球温暖化防
止出前講座の
開催

家庭で取り組める地球温
暖化対策をテーマに、地
球温暖化防止活動推進員
と協働で、学校や自治会
などを対象に講演等を行
う。

①出前講座を開催するた
めの資料等の作成、推進
員のレベルアップ研修
②出前講座への参加者募
集
※新たな参加者層を開拓
する。
③出前講座の開催

学校への出前講座を１
回、自治会等への出前講
座を４回開催した。（受
講者数100名）

循環型社会・低
炭素社会が構築
されている

エネルギー対策
の推進

３Ｒ啓発事業

ごみをつくらない、ごみ
を出さない、やむを得ず
出たごみはできるだけ再
利用するまちづくりを目
指し、発生抑制（リ
デュース）・再使用（リ
ユース）・再生利用（リ
サイクル）を推進するた
め、啓発チラシを作成し
全戸配布する。

①内容の検討（５月～６
月）
②作成（６月）
③配布（７月）

ペットボトルのリサイク
ルを推進するため、
「ペットボトルはラベル
もはずして出してくださ
い。」啓発チラシを作成
し全戸配布した。

生ごみ処理機
器購入補助金
交付事業

可燃ごみの減量化を目指
すため、年間200基以上
を設置する。

○ホームページ（通年）
○広報いわくに
○ケーブルテレビ等
○環境イベント（６月・
11月）

生ごみ処理機器購入補助
金については、平成29年
度実績で178基交付し
た。

ごみ減量等推
進協力員制度
推進事業

地域が一体となったごみ
の適正処理及び減量化の
取組を推進するため、ご
み減量等推進協力員を
3,400人以上委嘱する。

①委嘱（４月～６月）
②現地指導（６月）
③施設見学（４月～12
月）

ごみ減量等推進協力員
を、平成30年3月31日現
在で3,167人委嘱してい
る。

１人１日当たりのごみ総
排出量を県内１３市で一
番少なくする。

環境事業課
循環型社会・低
炭素社会が構築
されている

循環型社会の形
成

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

1人1日当たりのごみ総
排出量

平成27年度：899ｇ
平成28年度：898ｇ
平成29年度：896ｇ

環境部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

市民、事業者とともに、地球規模の様々な環境問題に対し、新たな施
策が推進できる専門家が集結した戦略型組織
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部 局 名

環境部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

環境部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

市民、事業者とともに、地球規模の様々な環境問題に対し、新たな施
策が推進できる専門家が集結した戦略型組織

ごみ焼却施設
整備事業

第一工場の延命化を図
る。

１号炉耐火物補修工事
３号炉集塵機ろ布取替工
事

１号炉耐火物の補修工事
及び３号炉集じん器のろ
布取替工事を実施

資源化処理施
設機能改善事
業

リサイクルプラザの機能
を改善する。

高速破砕機補修工事
ペットボトル圧縮梱包機
補修工事

高速破砕機、ペットボト
ル圧縮梱包機の補修工事
を実施

し尿処理施設
処理能力改善
事業

みすみクリーンセンター
の処理能力の安定化を図
る。

貯留槽攪拌装置点検業務
循環移送ポンプ点検業務

循環液移送ポンプの点検
整備業務を実施

焼却施設建
設事務所

平成31年３月31日に１日
160ｔのごみを処理でき
る焼却施設を完成させる
こと。

平成31年３月31日の完
成を目指して、平成29
年末に地下躯体工事を
終わらせ、平成30年１
月より地上躯体工事及
びプラント工事を行っ
ている。

実施設計の確
実な履行

発注仕様書や受注者が提
案した技術提案の性能を
確保する。

高性能で安定した運営が
可能な施設を整備するた
め、月に２回実施する総
合定例会議において、詳
細設計の内容を確認する
と共に工程、品質等の施
工監理を徹底する。

平成30年12月の試運転開
始に向けて、計画工程に
沿って施工管理、中間検
査等を実施して性能を確
認している。

循環型社会・低
炭素社会が構築
されている

循環型社会の形
成

環境施設課
環境施設の安定稼動を推
進し、ごみのリサイクル
率を毎年度向上させる。

廃棄物の処理に支障を
生ずることなく環境施
設を稼動することがで
きた。

循環型社会の形
成

循環型社会・低
炭素社会が構築
されている
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部 局 名

環境部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

環境部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

市民、事業者とともに、地球規模の様々な環境問題に対し、新たな施
策が推進できる専門家が集結した戦略型組織

下水道施設の
整備

下水道処理人口の処理率
を年間
0.5％向上させる。

年間20ha程度の下水道管
きょの整備
（幹線管きょ整備に重点
投資）

17.0ha整備

（愛宕山米エリア除く）

浄化槽設置へ
の支援

合併処理浄化槽による処
理人口を年間650人増加
させる。

年間200基程度の設置支
援

208基支援

下水道施設
課

各工事の確実な進捗を図
る。

ポンプ場の躯体の老朽
化が発見されたが、工
事・修繕は概ね工程ど
おり進捗している。

国土交通省事
業の推進
防衛省事業の
推進

ライフサイクルコストの
低減

◆各施設の状況を把握し
て、施設・機器台帳を作
成するとともに、維持管
理方法等の見直しを行
い、維持管理の適正化を
図る。
◆施設設計方法等を標準
化する。

施設の洗い出しを実施し
一文字処理場において基
本的な部分は把握された
が、その他の施設の洗い
出し、修繕・改築計画を
引き続き作成していく。

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている

上下水道の整備

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている

上下水道の整備下水道課
生活排水処理率を毎年度
向上させる。

平成28年度　72.0％
平成29年度　73.0％
1.0ポイント向上
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

社会課

生活困窮者の命と生活を
守りながら、就労可能な
生活保護受給者の自立へ
の取り組みを実施する。

平成29年度中の就労に
よる自立世帯を30世帯
としていたが、最終的
には27世帯であった。

就労支援プロ
グラムによる
生活保護受給
者への自立促
進援助

毎年、確実に就労に結び
ついて、自立していく者
がいる。

①毎年、生活保護受給者
の稼働能力の調査、見直
しを行い、１５人程度の
選定をする。
②ハローワークと連携し
ながら、保護からの早期
脱却を目指し、切れ目の
ない、集中的な援助を行
う。
（４月～３月）

①による自立世帯18世
帯、②による自立世帯９
世帯であった。
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

働く心身障害者を増や
す。

就労継続Bの新設
就労継続Aの定員増
就労部会の成果

心身障害者の
働く機会を増
やす事業

就労移行支援事業・就労
継続支援Ａ型Ｂ型事業の
利用者を増やす。

利便性と補助率・補助額
を拡充した通園助成制度
を継続して実施する。同
制度を広く周知し、就労
意欲の高揚を図り、事業
所及び通園助成制度の利
用者を増やす。

就労移行・就労継続支援
など福祉的就労の場の拡
充と共に一般就労への支
援と企業側への理解促進
に努めた。
福祉的就労の実績（目標
値）
就労移行支援　32名（62
名）
就労継続A　43名（40
名）　就労継続B　206名
（166名）

障害者が自立
し、安心して生
活している

○障害者の地域
での自立に向け
たサービスの充
実
○障害者の安心
して暮らせる地
域づくり

心身障害児童の療育機会
と相談支援の場を増や
す。

療育センターの相談員
ことばの教室の分室開
催
関係調整の開始

心身障害児童
の療育機会と
相談支援の拡
充事業

児童発達支援センターの
設置

県内での空白地域となっ
ている岩国圏域（市内）
に児童発達支援センター
の設置を目指し、関係調
整を始める。

社会福祉法人の意向を確
認し、意欲のある1法人
との個別調整を開始し
た。
32年度中の開設に向け
て、調整を継続する。
その間は市内の社会資源
を活用し、センターの役
割を面的に補う。

障害者が自立
し、安心して生
活している

○障害者の地域
での自立に向け
たサービスの充
実
○障害者の安心
して暮らせる地
域づくり

心身障害者・児のスポー
ツを推進する。

県キラリンピックの参
加者増
スポレク事業の実施・
支援
市障害者体育大会は雨
天開催

心身障害者・
児のスポーツ
活動を推進す
る事業

県キラリンピック・岩国
市心身障害者・児体育大
会への参加者（申込者）
を増やす。

心身障害者施設・事業所
へキラリンピック・市心
身障害者・児体育大会へ
の参画を促す。
心身障害者・児によるス
ポーツ交流やクラブ・
サークル等の自発的な運
営を支援する。

障害者団体や施設及び事
業所へ個別にスポーツ大
会への参画や自発的なス
ポレク事業の企画・開催
を促した。
・市障害者体育大会参加
者＝雨天開催のため参加
者減（122名→121名）
・県キラリンピック参加
申込＝増加（45名→60
名）
・自発的活動支援事業＝
新規開催
５事業募集し、２事業申
請―２事業実施

障害者が自立
し、安心して生
活している

○障害者の地域
での自立に向け
たサービスの充
実
○障害者の安心
して暮らせる地
域づくり

障害者支援
課
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

いわくに子育てアプリの
新規登録者数を毎月40件
向上させること

H29年３月末時点の登録
者数2,019件、H30年３
月末時点の登録者数
2,459件で、1年で440
件、1か月平均36件増加
した。

いわくに子育
てアプリの新
規登録者数開
拓事業

①市役所内外の子育て支
援情報を収集して、情報
内容を充実させる。
②最新の情報を提供す
る。
③新しい情報提供先を開
拓する。

◆情報収集方法の検討
◆情報ソースの開拓
◆広報の仕方の工夫

システムをカスタマイズ
して、機種変更による
データの引継ぎを可能に
したこと及び予防接種情
報についてダウンロード
した時期に関わらず最新
情報に更新すること（予
防接種の接種時期を個別
にプッシュ通知で知らせ
ること）により、子供の
健やかな成長を支援し
た。

安心して子供を
産み育てること
ができる

子育て支援の充
実

すべての支援を必要とす
る児童や家庭へネット
ワークによる必要な支援
を実施する。

従来の岩国市要保護児
童対策地域協議会によ
るネットワーク力を生
かすとともに、4月に制
度改正と同時に岩国市
子ども家庭総合支援拠
点を設置して、職員を
対前年度２人増員し、
室自体の支援体制強化
を図った。更に、新設
された児童養護施設と
の連携強化を図った。

ネットワーク
を活用した支
援事業

①ネットワークによる支
援の司令塔
②すべての支援が必要な
子供や家庭に対し、ネッ
トワークを構築し、ケー
ス会議を開く。
③支援を必要としている
子供や家庭に適切な支援
を提供できるコーディ
ネート能力

（ネットワークを活用し
た支援）
ネットワークによる的確
な情報収集
適切な支援方法の検討
ケース会議の開催
子供・家庭の見守り
（ネットワークの構築）
既存の社会資源の有効活
用と地域に展開する子育
て支援資源の育成や新た
な社会資源の開発

岩国市要保護児童対策地
域協議会開催実績
代表者会議　１回19人出
席
実務者会議　４回58人出
席
個別ケース検討会議
88回914人出席

安心して子供を
産み育てること
ができる

子育て支援の充
実

こども支援
課
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

生活習慣病予
防事業（糖尿
病等）

特定健診受診率と保健指
導実施率を県平均以上に
する。
生活習慣病（糖尿病等）
予防の啓発の機会を毎年
度増やす。

①特定健診の全対象者に
受診券発送
②未受診者対策として対
象者別の受診勧奨の実施
③健診結果に基づく保健
指導の実施
④生活習慣病（糖尿病
等）予防について、デー
タを活用した住民への啓
発。地区組織（地域部
会、食推、母推等）と協
働した取組の充実
⑤乳幼児期からの基本的
生活習慣の確立に向けた
啓発

特定健診の受診勧奨を年
代別、受診歴別等対象者
別に実施。特定健診受診
率Ｈ28：23.9％、県平均
26.0％に届いていない。
健診結果に基づく保健指
導を結果説明会やグルー
プ、個別等ニーズに合わ
せ実施。特定保健指導実
施率Ｈ28：22.5％、県平
均18.3％以上を達成し
た。
データを活用した生活習
慣病予防の啓発を地区組
織や健康づくり登録団体
と共に実施。啓発件数の
実績は
Ｈ28年度98,405件
Ｈ29年度68,468件　減少
要因は、啓発ちらし配布
時より丁寧な声かけで推
進し１件あたりの時間を
要したため。

生活習慣病予
防事業（が
ん）

がん検診受診率を毎年度
向上させる。

①がん検診の対象者に受
診券発送
②未受診者に対する受診
勧奨の実施方法の見直
し、拡充
③がん予防について、
データを活用した住民へ
の啓発。地区組織（地域
部会、食推、母推等）と
協働した取組の推進

がん検診の休日連続実施
等集団検診実施体制の工
夫、地区組織と協働して
啓発先を拡大した。
がん検診平均受診率、
Ｈ28年度18.4％、
Ｈ29年度18.5％

○健康づくりの
推進
○生活習慣病等
の予防の推進

健康推進課
市民の健康寿命を延伸さ
せること

県統計による直近の岩
国市の健康寿命は
Ｈ26：男78.71
　　　女83.97
Ｈ27：男79.32歳
　　　女84.02歳
Ｈ28、Ｈ29年度の健康
寿命の公表は２年後の
予定。

一人ひとりが健
康づくりに積極
的に取り組んで
いる
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

保健事業の強
化

特定健診受診率と保健指
導実施率を県平均以上に
する。

①特定健診の全対象者に
受診券発送
②未受診者対策として対
象者別の受診勧奨の実施
③保健指導の推進

県の直近の統計資料によ
ると、平成28年度岩国市
の特定健診受診率は
23.9%で、県平均の26.0%
に達していない。しか
し、前年度の23.1%より
は向上している。特定保
健指導実施率は22.5%
で、県平均の18.3%をこ
えており、目標は達成し
ている。平成29年度の数
値が確定するのは、平成
30年９月頃となる。

後発医薬品の
利用促進

後発医薬品使用率の数量
シェアを平成29年度末ま
でに70％以上にする。

使用促進のための差額通
知や希望カードに加え
て、被保険者全員にシー
ルの配布を行う。

直近の統計資料平成30年
２月調剤分では、平成29
年度岩国市の後発医薬品
の使用割合は、71.0%で
目標値に達しているが、
年度を通じての数値の確
定は６月頃となる。

県の直近の統計資料に
よると、平成28年度岩
国市の一人当たり医療
費の伸び率は、
100.90%。19市町で低い
方から９番目。
（13市では低いほうか
ら６番目。）
平成29年度の数値が確
定するのは、平成30年
９月頃となる。

生活習慣病等の
予防の推進

一人ひとりが健
康づくりに積極
的に取り組んで
いる

保険年金課
国民健康保険加入者の医
療費の伸び率を県内で一
番低くする。

26



部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

介護保険課
新しい総合事
業の円滑な実
施

「新しい総合事業」の周
知と高齢者への生活支援
の充実

高齢者が安心し
て生活できる環
境づくりの推進

①市民に対して、市ホーム
ページや郵送による周知のほ
か、窓口や依頼のあった老人
会において説明を行い、活用
を呼びかけた。
関係機関に対しては、緩和し
た基準による訪問型・通所型
サービス提供の有無、当該
サービスを提供していない理
由について把握した結果を踏
まえ、訪問介護事業者連絡会
及び通所サービス事業所情
報・意見交換会で、計３回、
延べ111名に対し、サービス
提供事業所の開設に関する説
明を行った。
また、訪問型サービス事業所
の従事者要件となる外部研修
の開催について、市報や市
ホームページで広報を行っ
た。
地域包括支援センターには、
連絡会において利用状況を情
報提供し、連携して該当者の
利用拡大に取り組んだ。
②年度末における訪問型サー
ビス事業所数は6事業所であ
り、前年度と変化なかった。
また、通所型サービス事業所
数は４事業所であり、新規開
設の事業所が1か所あった
が、廃止となった事業所も１
か所あったため、前年度と変
化なく、全体として事業所数
は増えなかった。
利用者数（４月～２月までの
実利用者数の累積）について
は、昨年度と比較すると訪問
型は103人→184人、通所型は
81人→396人に増加した。

高齢者が生きが
いをもって生活
している

介護認定率の伸び率を毎
年度低下させる。

65歳以上の第1号被保険
者に占める要支援・要
介護の認定率は、平成
27年度19.1％（対前年
度0.2ポイント増）→平
成28年度18.5％（対前
年度0.6ポイント減）→
平成29年度18.7％（対
前年度0.2ポイント増）
であった。
（平成27年度・28年度
は３月末現在、平成29
年度は１月末現在）

介護認定率の伸び率
は、やや増加した。

①新しい総合事業につい
て、市ホームページやパ
ンフレット（郵送、窓口
説明等）を活用し、市民
に情報発信する。また、
関係機関（地域包括支援
センター、居宅介護支援
事業所、サービス提供事
業所等）との意見交換を
もとに状況を分析し、利
用の拡大を図る。
②新しい総合事業の対象
者が利用できる生活支援
のための事業所を、訪問
型・通所型とも、新たに
2か所以上増やす。
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

介護給付適正化事業実施
計画に基づき、主要５事
業を点検し、誤りの早期
発見、サービス事業者へ
の必要に応じた指導助言
を行う。
①要介護認定の適正化
（認定調査票のダブル
チェック）
②国保連合会からのデー
タを活用した縦覧点検及
び医療情報との突合によ
る点検、指導（毎月）
③ケアプランの点検（要
支援者に対するケアプラ
ン及び過剰サービス等確
認が必要と判断したプラ
ン100件）
④住宅改修等の点検（提
出書類では判断困難な事
例10件）
⑤介護給付費の通知（年
2回）

介護給付を必要とする人
への適切な認定とサービ
ス提供の促進

介護給付の適
正化

65歳以上の第1号被保険
者に占める要支援・要
介護の認定率は、平成
27年度19.1％（対前年
度0.2ポイント増）→平
成28年度18.5％（対前
年度0.6ポイント減）→
平成29年度18.7％（対
前年度0.2ポイント増）
であった。
（平成27年度・28年度
は３月末現在、平成29
年度は１月末現在）

介護認定率の伸び率
は、やや増加した。

介護認定率の伸び率を毎
年度低下させる。

介護保険課
高齢者が生きが
いをもって生活
している

高齢者が安心し
て生活できる環
境づくりの推進

①公平公正で客観的かつ正確
な認定調査を行うため、委託
した認定調査の結果について
は、１件当たり２回、職員を
替えて点検を行い、不明な点
は委託先の調査員へ直接照会
した。
②国保連合会からのデータを
活用し、毎月、請求内容につ
いて点検確認を行った。誤請
求については、過誤調整によ
り給付費を返還するようサー
ビス提供事業所に指導した。
その結果、医療情報突合で23
件131,317円、縦覧点検で36
件189,978円の過誤調整を
行った。
③自立支援に向けたプランで
あるか、過剰サービスとなっ
ていないか等を確認するた
め、要支援者に対するケアプ
ラン60件、過剰サービス等確
認が必要と判断したケアプラ
ン42件、計102件のケアプラ
ンを点検した。60件のうち18
件は、地域ケア会議において
要支援者に対する介護予防ケ
アプランの内容やサービス提
供について助言を行った。誤
請求については、8件514,519
円の過誤調整を行った。
④住宅改修が本人の身体状況
に応じた適切な改修となるよ
う、事前申請３件、事後申請
８件について訪問調査による
点検を実施した。
⑤介護サービス利用者や家族
に対し、年２回、介護給付費
通知としてサービスの回数や
費用額を通知した。年間通知
総件数は、13,452件。
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

高齢者ボラン
ティアグルー
プの充実

高齢者支援
課

健康であると感じている
元気高齢者が増える。

高齢者保健福祉計画に
かかる「介護予防･日常
生活圏域ニーズ調査」
において、要介護･要支
援認定を受けていない
人で主観的健康感につ
いて健康と回答した人
の割合は平成28年度
77.0％で、前回調査の
平成26年度78.3％と比
較して1.3ポイント減少
した。

高齢者ボランティアグ
ループ数を増加させる。

グループの立ち上げ、円
滑な運営支援を行う。

高齢者生きがいボラン
ティアグループの立ち上
げの啓発（ボランティア
養成講座や地域ケア会議
時に案内）を実施し、新
たに9団体ができ、活動
件数も増加した。
活動グループ数
　平成28年度:36団体
　平成29年度:46団体
活動件数
　平成28年度:5,238件
　平成29年度:6,800件

高齢者が生きが
いをもって生活
している

高齢者が安心し
て生活できる環
境づくりの推進
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

地域包括ケア推進のための組
織体制として、市において庁
内横断的に組織する「地域包
括ケア推進本部」、行政・医
療・介護等の関係機関や市民
組織等で構成する「地域包括
ケア推進協議会」、医療、介
護、介護予防、生活支援、住
まい及び認知症対策の6分野
について課題と対策を協議す
る「専門部会」、地域の実情
に応じた課題と対策を協議す
る「地域部会」を設置し、各
部会の結果を協議会で集約す
る体制で、協議検討を進めて
いる。
「地域部会」については、地
域包括支援センターにより開
催する地域ケア会議を位置づ
け、地区社会福祉協議会又は
自治連合会単位の地域毎で開
催し、地域の活動団体等の参
加のもと、地域の実情に応じ
て課題を抽出し、必要な資源
開発に向けた協議・検討を
行った。その結果、高齢者の
健康づくり及び介護予防にか
かる資源として「通いの場」
について9箇所立ち上げて104
箇所に増やした。
地域包括ケアシステムへの参
加団体数
　平成28年度:136団体
　平成29年度:160団体
地域部会（地域ケア会議）実
施回数
　平成28年度:29回
　平成29年度:32回

高齢者が生きが
いをもって生活
している

高齢者が安心し
て生活できる環
境づくりの推進

高齢者保健福祉計画に
かかる「介護予防･日常
生活圏域ニーズ調査」
において、要介護･要支
援認定を受けていない
人で主観的健康感につ
いて健康と回答した人
の割合は平成28年度
77.0％で、前回調査の
平成26年度78.3％と比
較して1.3ポイント減少
した。

健康であると感じている
元気高齢者が増える。

高齢者支援
課

地域包括ケア推
進体制の充実

地域包括ケア推進協議会
の参加団体が毎年度増え
る。

①地域包括ケア推進協議
会の充実を図る。
②市民や高齢者支援関係
機関で会議を開催し、地
域の生活課題を抽出す
る。
③課題解決に向け、関係
団体や行政がネットワー
クを構築するとともに、
資源の創出を図る。
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

高齢者が安心し
て生活できる環
境づくりの推進

高齢者支援課
健康であると感じている
元気高齢者が増える。

高齢者保健福祉計画に
かかる「介護予防･日常
生活圏域ニーズ調査」
において、要介護･要支
援認定を受けていない
人で主観的健康感につ
いて健康と回答した人
の割合は平成28年度
77.0％で、前回調査の
平成26年度78.3％と比
較して1.3ポイント減少
した。

認知症支援体
制の充実

多くの市民に認知症に関
する正しい知識の普及啓
発をし、認知症予防や地
域での見守り支援体制を
強化する。

①認知症サポーター養成
講座を開催し、受講者を
1,500人増やす。
②はいかい高齢者等SOS
ネットワーク事業や位置
情報提供事業の啓発を図
る。また、市民との協働
により多様な方法で認知
症高齢者等の見守りや安
全確保を行う。

認知症サポーター養成講座に
ついて、平成28年度から２か
年で市内全中学校での開催を
目標に掲げて取り組んでいる
こと、平成29年度には市役所
新入職員研修に組み込んでい
ること、関係機関として警察
署、消防署において協力を得
て開催したこと、地域の活動
の場でのＰＲに取り組んでい
ることにより、目標達成し
た。

認知症サポーター養成講座受
講者数
　平成28年度:1,720人
　平成29年度:1,817人
　累積9,922人

はいかい高齢者等SOSネット
ワーク事業及び位置情報提供
事業について、関係機関や認
知症の人の見守り支援協議会
等と連携し、対象者への周知
と協力事業所の拡大を図り、
見守りや安全確保を行ってい
る。

認知症高齢者等位置情報提供
事業
利用者数
　平成28年度:4件
　平成29年度:10件

はいかい高齢者等SOSネット
ワーク事業
 事前登録者数
　平成28年度:48人
　平成29年度:88人
協力事業所数
　平成28年度:61事業所
　平成29年度:76事業所

高齢者が生きが
いをもって生活
している
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部 局 名

健康福祉部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

健康福祉部の戦略策定シート

平成29年度

住民及び各種団体とともに、新たな健康福祉施策を展開することがで
きる住民連携・協働型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

課　名

市立病院の医
療スタッフの
確保対策

市立病院の医療スタッフ
を確保する。

市ホームページを活用し
て、市立病院等の情報を
提供するとともに、医療
スタッフ確保につながる
相談体制の充実を図ると
ともに、新たな確保対策
を検討する。

市ホームページにおいて
適宜相談等受け付けるよ
うに周知している。
公募については、広報、
ホームページにより、看
護師は定期的（３か月
毎）に、医師は平成30年
１月１日から随時、実施
している。

（仮）看護学
生奨学金貸付
事業の検討

看護師、准看護師の確保
につながる制度を検討す
る。

（仮）看護学生奨学金貸
付事業の実施に向けた検
討を行う。

県や医療機関等による同
種貸付事業の動向を注視
するとともに、市内医療
機関の看護師数の状況等
を踏まえて、引き続き検
討中。

（仮）病院研
修生受入支援
事業の検討

市内の医療機関に従事す
る医師の確保につながる
制度を検討する。

（仮）病院研修生受入支
援事業の実施に向けた検
討を行う。

研修医受入支援事業に関
する制度設計を行い、平
成30年度から事業を実施
することに決定した。

在宅医療を実施する医療
機関（医師）を増やす。

未達成
（効果的・効率的な取
組を検討中）

岩国市地域包
括ケア推進協
議会医療部会
への参画

岩国市地域医療連係情報
システム活用構想策定協
議会等と連携し、本市オ
リジナルの医療・介護連
携体制を構築する。

市民団体、医療関係機
関、介護事業者等で構成
する岩国市地域包括ケア
推進協議会医療部会に出
席し、施策内容を検討す
る。

平成29年４月27日、平成
30年１月31日、２月13日
の計３回開催された岩国
市地域包括ケア推進協議
会医療部会に出席し、医
療・介護連携について、
協議・検討をした。

適切な医療が受
けられる環境が
整っている

在宅医療の推進

救急医療機関に従事する
医師・看護師を増加させ
る取組を毎年度実施す
る。

未達成
（効果的・効率的な取
組を検討中）

一部達成
（事業の実施を決定）

医療体制の堅持
適切な医療が受
けられる環境が
整っている

地域医療課
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部 局 名

産業振興部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

 岩国管内新規高等学校
卒業者の内定状況は昨
年度と比較して改善し
ているが、人材不足は
業種に関係なく全国的
な傾向である。今年度
より開始した事業は効
果があらわれるまで長
期的な取組が必要であ
る。そうしたことから
総合的かつ特徴のある
取組を継続していくこ
とが必要である。

若者の就業支
援

若者の市内就業機会の拡
充

市内の事業所・教育機関
及び公共職業安定所長と
の連携を強化

（３月末）

人材マッチング事業
　８名中５名就職
　参加企業１８社

職業理解セミナー
　高校対象
　延べ５校６５６人
　延べ５社

地場産業に活力
があり、雇用が
拡大している

○企業誘致の推
進
○雇用の促進
○商工業の振興

　条例の整備後の本社
機能の誘致はなかった
が、法改正に伴い条例
改正し誘致を図る。企
業誘致の目標は達成し
ているが、優遇・支援
策を充実することで企
業誘致を促進する。ま
た、新たな首都圏等企
業の交流により誘致だ
けでなく既存企業の活
性化を図る。

企業誘致及び
優遇・支援制
度の整備

本社機能の誘致や市内企
業の販路拡大等により、
雇用の場の拡大を図る。

条例の整備、首都圏等へ
の情報発信及び市内事業
所への訪問の強化、岩国
在住の異業種産学官と首
都圏等企業の交流の場の
提供

（３月末）
企業誘致数　　　２社
計画雇用人数　２０人
中小企業販路拡大支援事
業　　　　　　　４社
企業訪問
　市内　　　１２０件
　首都圏　　　２２件
首都圏以外　　　２件
　東京営業本部 313件
不均一課税　条例制定
課税免除　　条例上程
岩国架け橋会in東京
　参加人数　２４０人

地場産業に活力
があり、雇用が
拡大している

○企業誘致の推
進
○雇用の促進
○商工業の振興

　推進体制を確立する
ための組織を立ち上
げ、特産品資源を選定
し、これを中心にプロ
モーションの推進、高
付加価値化・販売促進
支援等の取組を実施、
今後は高付加価値化・
販売促進支援等の取組
の継続、専門的な人材
の確保・育成、地域商
社機能の構築に向けた
取組が必要である。

地域ブランド
推進事業

全国的なブランド力を持
つ特産品等を増やす。

特産品等の地域ブランド
推進体制の確立・プラン
策定に当たり、官民連携
組織を設置し、関係団体
と協力体制を築く。

　岩国ブランド推進協議
会の立ち上げ
　９の特産品資源を選定
　観光交流所で試飲試食
を開始
　東京にて観光物産展
等・ＳＮＳ等の情報発信
　商品開発講座の開催
　新たな特産品開発
　地域商社機能の構築及
び専門的な人材の確保へ
の取組

岩国の魅力が広
く知られ、岩国
ファンが増えて
いる

地域ブランド化
の推進

産業振興部の戦略策定シート

平成29年度

「地域の誇りと愛着を育てる」をスローガンに、市民とともに新たな
産業活性化策に取り組む改革推進型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名

商工振興課

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

労働人口定住者を毎年増
加させる。
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部 局 名

産業振興部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

産業振興部の戦略策定シート

平成29年度

「地域の誇りと愛着を育てる」をスローガンに、市民とともに新たな
産業活性化策に取り組む改革推進型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

入館者数
（Ｈ29.3.25オープン）
Ｈ29年度：16,245人

① 「本家
松がね」活用
事業

岩国城下町地区への誘客
や地元活性化を図る。

「本家　松がね」での定
期的な観光・文化イベン
トの開催により、同施設
のＰＲ周知をはじめ滞在
時間や観光消費金額を拡
大する。

◆観光物産の発信玄関口
として、ホームページの
開設（9月）、パンフ
レットの作成（9月）、
案内板の設置（10月）等
により、特産品の試飲・
試食数、来館者数も増加
した。
◆地元行事やＤＣイベン
ト等の開催により、観光
客や地元住民の交流・周
遊を促進した。

観光客動態調査
平成28年：792,495人
平成29年：810,337人

② アウトド
ア事業との連
携事業

豊かな自然資源等をＰＲ
し、アウトドア客の誘客
を図る。

アウトドア事業者の情報
誌に市内関係施設のＰＲ
広告を掲載による周知活
動を継続する。
　（平成29年度第２回
目）

アウトドア事業者の情報
誌に市内関係施設のＰＲ
広告を掲載し、周知活動
を行った。
　（平成29年度第２回
目）

岩国錦帯橋空港利用者を
毎年増加させる。

 利用者数
平成28年度：451,207人
平成29年度：503,388人

岩錦帯橋空港
利用促進事業

① 利用者が気持ちよ
く・安心して空港施設を
利用できる。
② 首都圏や沖縄県にお
いて、イベントやＰＲ活
動を積極的に行い、空港
利用者を増やす。

◆利用者目線で、アクセ
スや施設内の改善を関係
機関と連携し実施する。
◆岩国錦帯橋空港の利便
性の高さを、首都圏や沖
縄県に向け、また地元に
おいては、広島西部以
西・山口県内を中心にＳ
ＮＳやＨＰ、各種イベン
ト・企業訪問等において
積極的にＰＲを行う。

◆アクセスや施設内の改
善等を関係機関と共有し
た。
◆利便性（恵まれた気象
条件・市街地に設置・搭
乗者駐車場の無料（5日
間）など）を広島西部以
西・山口県内を中心にＳ
ＮＳやＨＰ、各種イベン
ト・企業訪問等において
積極的にＰＲした。
◆広島・宮島に近いこ
と、錦帯橋や特産品など
を首都圏や沖縄県におい
てＰＲした。

空港・港湾が盛
んに活用されて
いる

空港・港湾の活
用

市内各地がつな
がり、多くの観
光客でにぎわっ
ている

観光客数を毎年度増加さ
せる。

観光振興課

○観光交流の推
進
○観光交流基盤
の整備・充実
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部 局 名

産業振興部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

産業振興部の戦略策定シート

平成29年度

「地域の誇りと愛着を育てる」をスローガンに、市民とともに新たな
産業活性化策に取り組む改革推進型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

錦帯橋課
錦帯橋入橋者を毎年度増
加させる。

錦帯橋入橋者数
28年度620,434人、
29年度684,151人で
前年度比63,717人増
110.27％で目標達成。

錦帯橋魅力発
信事業

錦帯橋の美しさ、構造の
素晴らしさを積極的にPR
し、世界的な知名度を向
上させる。

◆錦帯橋の歴史や構造、架
け替え等について、小中高
生への錦帯橋見学時等にお
ける説明会等を開催すると
ともに、一般向けの説明会
等を開催する。
◆錦帯橋の世界遺産推進に
向けて、世界遺産講演会の
開催、錦帯橋模型の組立て
実演・体験の実施、書籍や
DVDの宣伝販売、ホーム
ページ、PR用品による周知
拡大を行なう。

◆説明会の開催
　小学校向け　８回
　中学校向け　２回
　一般向け　　１回

◆世界遺産登録推進
　シンポジウム１回
　模型組立　　６回

　その他、論文集や錦帯
橋ＤＶＤの販売を行うと
ともに行事紹介等をホー
ムページで実施し周知拡
大を図った。

市内各地がつな
がり、多くの観
光客でにぎわっ
ている

○観光交流の推
進
○観光交流基盤
の整備・充実

地場産野菜集
荷体制の強化

卸売業者の地場産野菜の
集荷により、生産者の市
場出荷の負担を軽減す
る。

生産者、生産者団体との
情報交換、生産状況の把
握

地場産野菜生産者団体の会
議参加などで、団体からの
要望や生産状況を収集し、
卸売会社へ提供することに
より地域特産品の出荷増に
つなげた。

地場産野菜の
消費拡大
　（地産地消
の推進）

地元消費者に地場産野菜
と市場流通を知ってもら
うことにより、地場産野
菜の消費を拡大する。

朝市や市場まつり開催な
どの定期的な市場開放
や、地場産野菜を使った
料理教室の開催

11月12日に「岩国市場まつ
り」を開催し、15,000人に
催しを通して地場野菜の紹
介ＰＲをおこなった。ま
た、「ふれあい朝市」を毎
月開催し、重点的に地場産
野菜を販売することによ
り、消費拡大につなげた。
地場産野菜を使った料理教
室を９回開催し、延べ209
人の参加者に料理方法など
広めることにより消費の拡
大につなげた。

野菜重点推進
品目産地化支
援

重点推進品目野菜の生産
者・生産団体を支援す
る。

JAが市内で重点的に推進
する野菜について基準面
積以上作付けした者に対
して助成を行う。

計画面積544.7ａに対し、
計画どおり133,000円を助
成したことにより、重点推
進品目野菜の市場出荷に貢
献した。

活力ある農山漁
村づくり

農林水産業の経
営が安定し、担
い手が増えてい
る

生産流通課
地場産野菜の市場供給率
向上

平成28年：1,043ｔ

平成29年：1,136ｔ
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部 局 名

産業振興部
（農林水産
担当）

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

就農開始直後
の経営安定を
図る、農業次
世代人材投資
事業

認定新規就農者を毎年確
保する。

◆就農相談（随時）
◆就農計画の作成を支援
（随時）
◆認定後に資金を交付
（原則年２回）

就農相談や新規就農希望
者の掘り起こしを実施。
計画的に就農が開始でき
るよう関係機関と連携し
就農計画の作成を支援し
た。
本年度においては、新規
就農者１名を確保した。

農地中間管理
機構事業

中心経営体に集積・集約
化を推進する。

◆貸出希望登録（随時）
◆借受希望登録（７月随
時）
◆農用地利用配分計画
（４月・11月）

農地中間管理機構事業を
活用しての借受希望登録
者79名(借受希望面積
125.0ha)、貸付登録筆数
214筆(貸付希望面積
22.4ha)となっている。
本年度の実績は、１法人
3.87haの集積を実施。
諸会議等で情報提供を
行ったが、担い手の不足
等により集積・集約化が
進んでいない。

森林整備加速
化・林業再生
事業

森林組合等の林業経営体
への雇用を毎年確保す
る。

◆森林組合等の労働環境
の整備のため高性能林業
機械等を導入（随時）

森林組合等の林業経営体
に緑の雇用事業等の活用
により雇用を確保した。
２森林組合等で２人を新
規雇用した。
１森林組合で高性能林業
機械２台を導入した（ｽｲ
ﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ･ﾊｰﾍﾞｽﾀ。

産業振興部（農林水産担当）の戦略策定シート

平成29年度

○農林水産業の
経営が安定し、
担い手が増えて
いる

○自然環境が適
正に管理されて
いる

課　名 組織目標の達成状況

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

美しく活力ある農山漁村づくりのため、事業者のしっかりした生活基
盤の実現を支援する専門家組織

○農林水産業を
支える担い手づ
くり

○自然環境の保
全

組織目標を達成するための主な取組

農林振興課
収益を向上させる意欲あ
る農林業者の割合を増や
すこと

本年度は、認定新規就
農者の新規確定が１名
（平成30年度就農予
定）の確保ができた。
農地中間管理機構事業
を活用した集積は、１
法人で行ったが、貸付
希望登録された農地
に、借受希望に合致す
る優良な農地が少な
く、集積・集約化はあ
まり進んでいない。
畜産農家においては、
市有牛制度などを活用
し、着実にブランド化
が進んでいる。
高性能林業機械を導入
し、森林施業の効率
化・省力化を推進し、
新規就業者の確保をし
た。
農業・林業ともに、担
い手が増加しておら
ず、意欲のある農林業
者の割合は増えていな
い。
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部 局 名

産業振興部
（農林水産
担当）

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

産業振興部（農林水産担当）の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

美しく活力ある農山漁村づくりのため、事業者のしっかりした生活基
盤の実現を支援する専門家組織

組織目標を達成するための主な取組

レンコン生産
に伴う農地利
用・基盤整備
促進事業

レンコン共販出荷量を年
間３００ｔにする。

◆農地の流動化を進め
る。（随時）

レンコン共販出荷量は生
産量(約2,500t)の約１割
にとどまっている。
農地の流動化についても
耕作放棄地等はなく円滑
な運営がなされている。
Ｈ29年度の共販の実績と
してはＪＡ山口東26ｔ、
ＪＡ岩国市195ｔの合計
221ｔであった。

ブランド牛産
地づくり事業

ブランド牛となる市有牛
の飼育（貸付）頭数を３
００頭にする。

◆優良子牛保留支援（随
時）

市有牛購入及び産子の飼
養管理指導、受胎率向上
対策に取組んだ。
Ｈ29年度末の累計の市有
牛数は48匹となってい
る。
H29年度までの保留支援
累計数は、13頭となって
いる。

ブランド米の
確立対策

結びつき米の生産を年間
８００ｔとする。

◆学校給食センターでの
利用を働きかける（随
時）
◆営農組合、集落営農法
人への作付け誘導（随
時）

生産者、実需者、消費者
及び関係者で食味審査や
意見交換を行い、市産・
市消を基本とした結びつ
きの強化を推進した。
また、11米(ｲｲﾖﾈ)グラン
プリの開催を通じて、結
びつき米のＰＲを行っ
た。
Ｈ29年度の結びつき米
は、677ｔ／年であっ
た。

岩国の魅力が広
く知られ、岩国
ファンが増えて
いる

地域ブランド化
の推進

農林振興課
収益を向上させる意欲ある
農林業者の割合を増やす
こと

本年度は、認定新規就農
者の新規確定が１名（平
成30年度就農予定）の確
保ができた。
農地中間管理機構事業
を活用した集積は、１法
人で行ったが、貸付希望
登録された農地に、借受
希望に合致する優良な農
地が少なく、集積・集約化
はあまり進んでいない。
畜産農家においては、市
有牛制度などを活用し、
着実にブランド化が進ん
でいる。
高性能林業機械を導入
し、森林施業の効率化・
省力化を推進し、新規就
業者の確保をした。
農業・林業ともに、担い手
が増加しておらず、意欲
のある農林業者の割合
は増えていない。
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部 局 名

産業振興部
（農林水産
担当）

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

産業振興部（農林水産担当）の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

美しく活力ある農山漁村づくりのため、事業者のしっかりした生活基
盤の実現を支援する専門家組織

組織目標を達成するための主な取組

港の利用者を毎年度増加
させる。

イベントの実施によ
り、港の利用者は増加
した。

港湾イベント
の共催

平成30年10月11日に岩国
港へ寄港する豪華客船
「ダイアモンド・プリン
セス」のおもてなしを成
功させる。ポートセール
スを行い、客船の誘致を
行う。コンテナ船の慰問
を行う。柱島でのイベン
トを成功させる。

客船等の誘致ほか

・平成30年度の豪華客船
寄航に向けて、関係団体
との運営の協議を重ね
た。
・柱島での清掃活動と地
引網の親子体験を実施し
た。

漁獲高を毎年度向上させ
る。

 　市全体の漁獲高は減
少しているが、一部干
潟でアサリの増殖が見
られる。また藻場も回
復してきているため、
将来的に漁獲高の向上
が見込める。

水産多面的事
業の導入

活動グループの支援・指
導を充実させ、新規利用
団体を発掘する。

漁業関係者への斡旋
新規利用団体は無かっ
た。

港利用者の収益を毎年度
向上させる。

　漁港施設の健全な維
持・修繕に務めている

漁港水産物供
給基盤機能保
全事業

老朽化した漁港施設の改
修・維持管理を計画的に
実施する。

黒島・端島漁港実施
漁港施設の改修・維持管
理計画を策定した。

水産振興課

農林水産業の経
営が安定し、担
い手が増えてい
る

活力ある農山漁
村づくり
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

予測される都市構造の変
化に対応した計画を行
う。

人口減少・超高齢社会
に対応した都市計画変
更に向け、関係機関と
の協議・調整を行っ
た。

予測される都
市構造の変化
に対応した計
画を行う。

計画決定当時から社会情
勢が大きく変化する中、
都市計画道路の必要性や
実現性を適正に評価し、
事業の推進または計画の
見直しを図る。

都市計画道路見直しに向
けて関係機関との協議・
調整を進める。

策定した都市計画道路の
見直し案について、国・
県等と協議・調整を行
い、都市計画変更へ向け
た準備を進めた。

多様なニーズに
対応した交通基
盤が整ってい
る。

幹線道路網の整
備

景観形成事業
（補助金）

歴史的建造物や町並みを
保全するとともに、周囲
の景観に配慮した建造物
が造られ、魅力ある景観
が形成されている。

岩国・横山重点地区の修
景・修繕助成を12件行
う。（通年）

岩国・横山重点地区にお
いて計16件の修景・修繕
への助成を実施した。

景観啓発事業
（いわくに景
観賞）

景観形成、景観まちづく
りに対する市民の意識が
醸成されている。

市内の魅力的な建造物や
美しいまちなみ作りなど
を募集し、優れた応募を
表彰する。

募集した２部門に計14件
の応募があり、造物部門
２件、まちなみ・まちづ
くり部門３件をいわくに
景観賞として表彰した。

景観啓発事業
（なぞとき古
地図まちなみ
探検）

次代を担う世代が、地域
の景観まちづくりに関心
を持ち、理解を深める。

小中学生とその保護者を
対象に、古地図を手に謎
ときを楽しみながら、エ
リア内の魅力的な建物や
景色を見つけるまちある
き

横山地区で、城下町の歴
史を学びながら「百年先
も残したい」と感じる
「建物や風景」などの景
観を探して巡る「景観ま
ちあるき」を実施。小学
生とその保護者計32名の
参加があった。

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

景観まちづくりに対す
る市民の皆様の意識醸
成（啓発）を目的に、
第１回いわくに景観賞
を募集・表彰したほ
か、まちあるきを楽し
みながら、身近な景観
に関心や理解を深めて
いただく景観まちある
きを実施した。
また、歴史的な町並み
が色濃く残る岩国・横
山重点地区において、
景観保全や景観形成の
ため、修景・修繕への
助成を16件実施した。

都市計画課

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

毎年度、良好な景観形成
への改善を目にみえるよ
うにする。

良好な景観の形
成

多様なニーズに
対応した交通基
盤が整っている

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

地域特性を活かしたまち
づくり計画を作成する。

地区の住民へ向け、計
画作成に必要なまちづ
くりの意欲向上を図る
ことが出来た。

西岩国駅前土
地区画整理事
業見直し計画
策定事業

平成31年度末までに、都
市計画された土地区画整
理事業区域内のまちづく
り整備計画を住民ととも
に策定する。

平成29年度末までに、住
民等が、まちづくり整備
計画を考える場（まちづ
くり協議会）を設けられ
るように支援する。

まちづくり協議会の設立
は出来なかったが、まち
づくり講座開催を通し
て、地区住民の意欲向上
を図ると共に、設立に向
けての課題確認が出来
た。

○多様なニーズ
に対応した交通
基盤が整ってい
る

○誰もが快適に
暮らせる生活環
境が整っている

幹線道路の整備率を毎年
増加させる。

幹線道路の早期完成に
向け、国土交通省、山
口県等へ要望した。

岩国大竹道路
等幹線道路の
早期整備促進

地域高規格道路等の幹線
道路整備予算が計上され
ている。

早期整備を国土交通省等
関係機関に要望する。
（８月、11月）

８月には、国土交通大臣
へ直接、要望を行った
が、11月は要望先との調
整がつかず、実施できな
かった。

多様なニーズに
対応した交通基
盤が整っている

幹線道路網の整
備

都市計画課
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

老朽化した駐輪場の改修
率を、毎年度向上させ
る。

平成29年度は２か所の
駐輪場の改修を実施し
たが、前年度より改修
率を向上することがで
きなかった。（※平成
28年度は４か所実施）

駅前駐輪場整
理改修事業

①老朽化した駐輪場を改
修し、利便性、防犯性を
向上させる。
②駐輪スペースを確保
し、公共交通機関への乗
り継ぎをスムーズにする
ことにより、利用者を増
加させる。

①老朽化した駐輪場の照
明設備等を更新する。
②自転車整理員を定期的
に配置し、整理整頓を行
い、有効駐輪スペースを
拡大する。

①岩国駅前駐輪場の階段
滑り止めや、西岩国駅前
駐輪場の植栽・樋等の改
修を実施した。②岩国駅
前ほか２か所の駐輪場に
整理員を定期的に配置
し、自転車整理を実施し
た。

多様なニーズに
対応した交通基
盤が整ってい
る。

公共交通の利便
性の向上

市民との協働を推進する
ことにより、人々の集ま
る公園を増加させてい
く。

多くの市民が公園の維
持管理に関わることに
より人々が集まる公園
となった。

市民との協働
による公園の
管理の推進

公園の芝生事業、地域づ
くり支援事業や公園アダ
プト制度を通して、市民
が公園に関わる機会を創
出する。

市民との協働による、公
園の芝生化を１公園で、
また花とみどりのまちづ
くり支援事業の新規取組
を１公園以上でそれぞれ
推進する。

市民と協働による公園の
芝生化を藤生ヶ丘街区公
園で実施し、市民が公園
に自然と関わる意識の醸
成が図れた。また花とみ
どりのまちづくり支援事
業では２公園で花壇の設
置、花の苗等の配布を11
公園で実施することがで
き、公園の潤い空間の創
出が図れ、人が集まる公
園となった。

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている

公園緑地の整備

きめ細やかな公園管理に
より、利用者の満足度を
向上させる。

お堀沿いの白壁改修
や、樹木診断の実施に
よる危険木の伐採な
ど、公園の環境整備を
推進することができ
た。

観光地の公園
として環境整
備の推進

市民や観光客などのニー
ズに沿った公園整備を行
う。

白壁整備、樹木健全化な
ど、誰もが安心して快適
に利用できる公園づくり

○お堀沿いの白壁を３ヵ
年で改修（L=286ｍ）
し、環境整備を進めた。
○樹木健全度調査を実施
し、危険木３本を伐採し
安全の確保を図った。

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている

公園緑地の整備

公園施設の改善率を毎年
度増加させる。

長寿命化計画に基づ
き、日々の点検結果を
踏まえた更新及び改修
工事を実施した。

公園施設の改
修・更新の推
進

長寿命化計画に基づき
人々が安心して利用でき
る公園施設を整備する。

老朽化した公園施設の更
新及び改修工事を、12公
園で実施する。

長山公園ほか11公園で老
朽化した施設の更新及び
改修を実施した。

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている

公園緑地の整備

公園みどり
課
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

持続可能な都市づくり計
画を行う。

策定計画スケジュール
どおりであるが、策定
途中であるため、効果
の発現はない。

集約都市形成
推進事業

進展する少子高齢社会に
対応したまちづくり計画
を策定する。

立地適正化計画策定に向
け、現状を把握する。
（通年）

現況把握、意向調査等を
行い、集約型都市構造へ
の推進を図ることとし
た。
また、庁内勉強会を開催
し、コンパクトシティー
について職員の意識の醸
成を図った。

魅力的でにぎわ
いにあふれた中
心市街地となっ
ている

中心市街地の再
生

いつまでもここに住み続
けたい。

工事等は順調に進捗し
ているが、未供用であ
るため効果の発現はな
い。

多目的広場・
防災センター
整備事業

平成32年度までに、防災
活動や学習の拠点、災害
時の物資の輸送拠点や一
時避難場所として、ま
た、平常時においては市
民の憩いの場所として整
備する。

平成29年度中に、多目的
広場の造成を完了する。

敷地造成工事が完了し、
次年度予定している建築
等工事の準備が整った。

救急・災害時の
備えが整ってい
る

防災対策等の充
実

いきいきと暮らすことが
できる。

平成38年度供用開始に
向け、予定通りに構想
策定が終了したが、未
供用であるため、効果
の発現はない。

岩国医療セン
ター跡地活用
検討事業

市民が安心していきいき
と暮らすことができる
「福祉のまちづくり」を
目指す。

H29年度中に、福祉に関
する現況を踏まえ、まち
づくり構想を策定する。

まちづくりの将来像「だ
れもが支えあう地域支援
と交流のまち」を掲げた
まちづくり構想を策定し
た。

拠点整備推
進課
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

利用する市民、観光客等
の増加による経済効果

駅東西自由通路等の供
用開始に関する市民の
関心は高く、東西の交
流が活発になってき
た。街づくり岩国では
記念イベントを開催、
また駅コンコースを利
用してイベントも活発
に利用され始めてい
る。

岩国駅周辺整
備事業

平成31年度までに、市の
玄関口にふさわしい都
市、交通、交流拠点の整
備と安心・安全な移動環
境、快適な空間を創出す
る。

東西自由通路と岩国駅舎
の橋上化、バリアフリー
化工事が完了し、平成29
年中に供用開始する。引
き続き、東西駅前広場を
整備し交通結節点として
の機能強化を図る。

予定より４ヶ月早く、11
月26日に、駅東西自由通
路と岩国駅舎の橋上化等
の工事が完了し供用開始
した。また、東西駅前広
場の整備について交通結
節点としての機能強化や
賑わいの創出の場となる
よう関係機関と協議を
行った。

魅力的でにぎわ
いにあふれた中
心市街地となっ
ている

中心市街地の再
生

空き店舗率を毎年度改善
していく。

本通り、中通り、中央
通りの空き店舗率は平
成25年12月17.5％（基
準値）から12.1％と改
善が見られ一定の成果
を上げた。
（目標値　11.8％）

中心市街地活
性化事業

来街者及び新規出店者の
増加を図ることで街の賑
わいを創出する。

㈱街づくり岩国を中心
に、中心市街地内にある
魅力ある店舗情報を発信
する。
また、空き店舗情報の集
約など新規出店希望者に
対する一元的な出店サ
ポートを行う。

各種事業の円滑な推進に
より平成27年４月からの
新規出店者は延べ61件に
なった。また、岩国情報
アプリの店舗情報は約
330店舗掲載し情報発信
を行った。

魅力的でにぎわ
いにあふれた中
心市街地となっ
ている

中心市街地の再
生

中心市街地
整備課
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

限定特定行政庁から特定
行政庁への移行

平成30年４月１日よ
り、特定行政庁へ移行
し、全ての建築物の建
築確認等の事務を岩国
市で行う。

限定特定行政
庁から特定行
政庁へ移行

全ての規模・構造・用途
における建築物の審査・
検査・許可・指導等を行
う。

特定行政庁移行に係る県
との協議及び事務引継ぎ
研修等による職員のスキ
ルアップ
関係条例・規則等の制定
及び改正
建築審査会設置準備
県より大量引継ぎを受け
る建築確認申請書等の文
書登録及び書庫の整備

特定行政庁移行に係る県
との準備協議会におい
て、課題等を整理し、事
務の引継ぎを行った。
研修機関での研修及び県
の実務研修等により、職
員のスキルアップを図っ
た。
関係する条例・規則・細
則・要綱の制定及び改正
を行った。
建築審査会の委員を選任
し、委員候補５名に就任
の依頼を行い、全員の承
諾を得た。
県より引継ぎを受ける確
認申請書等を収納する書
庫に書棚等の整備を行
い、文書の移管を完了し
た。

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている

住宅・住環境の
整備

開発・宅造の許認可事務
全権限移譲

平成30年４月１日よ
り、開発・宅造の許認
可事務の全権限移譲を
受け、全ての規模の許
可事務を岩国市で行
う。

開発・宅造の
許認可事務全
権限移譲

全ての規模における開
発・宅造の審査、検査、
指導を行う。

全権限移譲に係る県との
協議及び事務引継ぎ
研修等による職員のスキ
ルアップ
関係条例・規則等の制定
及び改正

全権限移譲に係る県との
準備協議会において、課
題等を整理し、事務の引
継ぎを行った。
研修機関での研修等によ
り、職員のスキルアップ
を図った。
関係する条例・規則・細
則の制定を行った。

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている

住宅・住環境の
整備

開発指導課
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

市道（生活道
路）整備改良
事業

市道改良率を年間1.0％
向上させる。

舗装や側溝改良により４
ｍ以上に拡幅改良を実施
する。

規制幅員の道路改良には
地権者の同意や事業費が
大きく係わるため改良率
が微増となっているが、
地権者等の協力を得て拡
幅改良を実施した。

橋りょうの長
寿命化及び耐
震補強の推進

点検結果に基づき補修・
補強や更新を毎年度７橋
実施する。

点検を行い、緊急性の高
い橋りょうから、補修等
の長寿命化や耐震補強を
実施する。

橋の重要度、損傷程度等
を考慮しながら三笠橋、
愛宕橋など大規模修繕が
必要な橋を優先せざるを
得ないため、目標達成が
困難な状況にある。

幹線道路の整備率を毎年
度増加させる。

用地補償完了
　Ｈ28　　34%
　Ｈ29　　59%

楠中津線等幹
線道路整備事
業

平成38年度までに（都）
楠中津線等を整備する。

楠中津線Ｌ＝790ｍ内の
用地補償を行う。（通
年）

多くの地権者等から早期
の買収、協力を得て順調
に用地買収、補償が進ん
だ。

多様なニーズに
対応した交通基
盤が整っている

道路施設の改善率を毎年
度向上させる。

道路課

市道改良率
　Ｈ28　　0.1%
　Ｈ29　　0.1%

橋りょう長寿命化達成
　Ｈ28完成　0橋　継続
中
　Ｈ29完成　1橋

安全な生活道路
の整備
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

雨水排水等排
水路整備によ
る浸水対策事
業

近年の市街化等による遊
水機能低下で浸水被害の
多発する地区の雨水排水
施設を計画的に整備し、
浸水被害を最小化する。

川下、牛野谷、愛宕の３
地区において、雨水排水
施設の整備を行う。

【川下地区】施工延長
L=18.6m（Φ600）を推進
工法で着手し、繰越して
５月を完成予定とする。

【牛野谷地区】施工延長
L=38m（□900×500）を
整備完了。

【愛宕地区】
本線50ｍの発注と支線
129ｍの発注をし、継続
事業として実施中。

浸水被害を防
ぐための排水
対策事業

排水能力の不足する普通
河川を整備し、内水氾濫
による浸水被害の最小化
を図る。

室の木川の断面不足によ
り、大雨時に周辺地域が
浸水するため、麻里布中
学校グラウンドに調整池
を設置する。（Ｈ28～30
年度）
・排水能力の不足する石
田川流末の川西ポンプ場
を新規に整備する。（Ｈ
29～33年度）

【室の木地区】
調整池設置工事（第２期
工事）として６月議会承
認を受け、予定通り翌３
月に完成。付近への地盤
影響が懸念される。

【川西地区】
ポンプ場整備の前段階で
石田川の護岸工事に着
手。水道管等の移設で繰
越して６月を完成予定と
する。

土砂災害警戒
区域等の周知
事業

市民からの居住区域の状
況等に関する問い合わせ
に対して、迅速に対応で
きるようにする。

関係図書の窓口配置や、
広報、ホームページ等に
よる情報提供を継続して
行う。また、イカルス講
座への登録など、個別の
説明会開催要望があれば
対応する。

H28.11.29の指定後も
ホームページや「広報い
わくに」を活用し情報提
供を行った。イカルス講
座による個別の説明会開
催実績はなし。

河川課
浸水や土砂災害による被
害の最小化

整備工事は、実施計画
に則った進捗が臨め、
浸水被害の軽減が図ら
れた。

防災対策等の充
実

救急・災害時の
備えが整ってい
る
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部 局 名

都市建設部

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

確かな技術力と時代の変化への対応力により、魅力あるまちの未来を
創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

耐震改修事業
中高層の耐震性に劣る住
棟の耐震性の確保

耐震補強及び外壁・内
装・屋上防水の改修を行
い、建物の耐震性と長寿
命化を図る

荒田団地Ａ１棟の耐震等
改修工事及びＢ１棟の耐
震実施設計を完了した。

外壁改修事業
コンクリート片の落下防
止と建物の長寿命化

外壁のコンクリート剥離
やクラックの補修を行
い、落下防止と建物の長
寿命化を図る

四方田団地、荒田団地の
各１棟分の外壁改修工事
を、入居者に配慮しなが
ら施工し完了した。

住戸改善事業
中高層の１階の住戸内を
高齢者等にやさしい住戸
にする

住戸内の段差解消・給湯
器・手すり・洋式便器・
ドアホンの整備を行い、
高齢者等が生活しやすい
環境に整備する

中高層１階の空き住戸と
なった６戸について、住
戸改善工事を完了した。

低所得世帯に良好な住環
境を提供する

指定管理者となる委託
者を選定し、協定を締
結した。

指定管理制度
導入の準備

Ｈ30年度から指定管理者
へ移行するための準備

指定管理者の選定（７
月）及び引継ぎ

平成30年度から指定管理
者への移行に向け、順調
に引継ぎ作業を行うこと
が出来た。

上昇傾向にある空き家率
を抑制する

山口県や建築士会及び
司法書士と連携し、セ
ミナー・相談会を開催
し、空き家の所有者に
啓発を図った。

空き家等の所
有者による適
切な管理の促
進施策

管理が不適切な空き家の
発生の抑制及び所有者の
管理に対する認識の向上

所有者に対し、適切な管
理方法の情報提供や指
導・助言をおこなう。ま
た、意識啓発を図るため
の空き家等に関するセミ
ナー・相談会を開催（10
月）する。

危険空き家の所有者に対
し、除却に対する助言・
指導を継続的に行った。
空き家等に関するセミ
ナー・相談会を10月６日
に開催。

住宅・住環境の
整備

今年度計画の耐震改修
工事及びバリアフリー
化等の整備について年
度内に完成することが
出来た。

建築住宅課

耐震化、バリアフリー化
された市営住宅に入居す
る世帯を毎年増加させ
る。

誰もが快適に暮
らせる生活環境
が整っている
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部 局 名

由宇総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

由宇地域ささ
え愛交付金活
用団体発掘事
業

地域ささえ愛交付金事業
を利用して
地域の課題を解決しよう
とする自治会をはじめ各
種グループの新規応募団
体の件数を毎年３団体以
上とする。

①４月に広報等で事業の
周知を行う。
②４月に各種団体の会合
で事業を周知するための
説明を行う。
③年間を通して自治会長
や団体代表者へ事業実施
を働きかける。
④事業実施希望一覧表を
作成して職員が実現に向
けたアドバイスを行う。

ささえ愛交付金事業は、
早めの周知により7団体
の申請を受け付けること
が出来た。その内、新規
団体は3団体であった。
カープタウンゆうを生か
したまちづくりを始め、
由宇地域のイベント、商
店街の紹介の新聞を作成
又、高齢者の健康対策、
地域の仲間作りを推進し
地域を盛り上げる要因を
醸成することができた。

夢プランの事
業実施

地域の活性化につながる
夢プランの具体的な取り
組みを支援する。

①夢プランの事業実施の
取り組みを支援する。
②職員も会議に参加して
実現に向けたアドバイス
を行う。

由西地区の夢プランを作
成した「由西を元気にし
よう会」が本格的な活動
に入り、4月に会議を開
催し、市としてどのよう
な支援体制が出来るか協
議をし、その具体的な活
動支援の一つとして、地
区の花壇造に「地域ささ
え愛交付金」を助成し
て、地域の美化運動を支
援した。３月には、今年
度の実績報告があり、市
として、支援体制のあり
方、方向性を検討して行
きたい。

住民からの発意に基づい
た、自治会や地域諸団体
との協働事業件数を毎年
度増加させる。

平成27年度　６件
平成28年度　６件
平成29年度　７件

組織目標を達成するための主な取組

市民活動が活発
に行われている

市民活動の促進

課　名

由宇総合支所の戦略策定シート

平成29年度

職員が一丸となり、市民と協働して地域の課題を解決する戦略型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況

地域振興課
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部 局 名

由宇総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織目標を達成するための主な取組
課　名

由宇総合支所の戦略策定シート

平成29年度

職員が一丸となり、市民と協働して地域の課題を解決する戦略型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況

市民福祉課
市民の期待を超える業務
改善の件数を毎年度増加
させる。

平成28年度取組み件数
「７件」

住民改善要望
処理システム
構築事業

住民改善要望処理システ
ムを構築し、市民の要
望・期待にこたえる業務
改善に取り組む。

①各班は、システム改善
又は苦情、要望を「改善
要望書」に記入する。
②改善要望書を翌月始め
に確認し、各班で問題点
及び改善方法を検討す
る。
③改善策が見つかれば、
関係課と協議し要望改善
の実現を図る。
④協議の顛末を改善要望
書に記入し整理する。

①「岩国れんこん運動」
の一貫として各課員が共
有フォルダーに「改善
ノート」を作成し、窓口
サービスや業務効率の向
上につながる事例を記入
し課内で情報共有する取
り組みを実施した。
②「れんこんで見通しイ
イネ」をスローガンに改
善事例７件を実施し住民
サービスの向上が図られ
た。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

農林建設課
地域住民や各種団体と協
働してのコスト削減と利
便性の向上

協働による作業は増加
してきており、本庁職
員の参加する作業も行
うことができた。
協働による作業は定着
してきており、目標達
成の成果は上がってい
る。

市民協働によ
る市道・公園
及び海岸の維
持管理の実施

自治会単位で、地域の公
共施設の草刈や清掃を、
自主的に年1回行うこと
を定期化する。
広域的に利用されている
2箇所の公園について、
各種団体と協働し草刈及
び清掃を年1回実施す
る。
由宇町の海岸を誰もが安
心して親しむことができ
るよう、漁業協同組合と
協働し、海岸線の清掃や
漁場再生作業を行う。

自治会長集会で公共施設
の草刈及び清掃の実施を
お願いする。（４月）
各種団体と清掃ボラン
ティアの実施について協
議する。（５月）
実施状況及び予定を調査
する。（６月）
自治会清掃後のごみの収
集（随時）
各種団体との協働による
清掃活動（随時）
藻場や貝の生息地の清掃
と再生作業を行う漁業協
同組合と協働し、作業を
行う。（随時）

年度初めに各種団体等の
作業計画を伺い、協働で
の作業を行った。
中倉農村公園清掃作業、
神代漁協とのあさり魚場
作業を3回、潮風ｳｫｰｷﾝｸﾞ
ﾛｰﾄﾞｸﾘｰﾝ作戦、ツール･
ド・ゆうのｺｰｽ清掃作業
を行った。
自治会が行った街区公園
のごみの回収は、職員が
行い、処理費の削減に努
めた。
４月29日のあさり魚場作
業は、本庁職員家族を含
めると約100人での作業
となった。

市民活動が活発
に行われている

市民活動の促進
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部 局 名

玖珂総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

自主防災会が
行う先進地視
察研修の支援

先進地視察研修を通じ、
各地区の防災意識の高揚
を図り、地区単位で防災
訓練が行われるよう支援
する。

①実施計画提案（６月）
②視察研修内容の決定
（７月）
③視察研修の実施支援
（10月）
④視察研修に対する評価
助言（３月）

①先進地視察先を福岡県
久留米市内の自主防災組
織とし、実施計画案を作
成支援した。（７月）
②視察先の自主防災組織
との調整を支援し、研修
内容を決定した。（８
月）
③視察研修を10月28日に
実施し、婦人会、防災委
員等30名が参加した。
④視察研修に対する評価
や今後に向けての助言を
行った。（３月）

若い世代を対
象とした防災
教育研修会の
開催支援

小・中学生を対象とした
防災教育研修会の開催を
支援し、防災に対する意
識付けを行い、防災訓練
参加者の裾野を広げてい
く。

①実施計画提案（10月）
②防災教育の内容の決定
（12月）
③防災教育の実施支援
（２月）
④防災教育に対する評価
助言（３月）

①初めて対象とする小学
生（玖珂小学校）及び継
続となる中学生（玖珂中
学校）の防災教育研修会
を実施するため、社会福
祉協議会の助成制度を活
用し、実施計画案を作成
支援した。（玖珂小：６
月、玖珂中12月）
②各小・中学校の防災教
育の内容を決定した。
（玖珂小：８月、玖珂
中：１月）
③防災教育研修会を実施
し、玖珂小学校では、９
月24日に開催し児童105
名、玖珂中学校では、２
月15日に開催し生徒103
名を対象として、それぞ
れに防災委員、婦人会等
のスタッフ約20名が参加
した。
④防災教育研修に対する
評価や今後に向けての助
言を行った。（３月）

救急・災害時の
備えが整ってい
る

防災対策等の充
実

組織目標を達成するための主な取組

地域住民が主体となっ
た防災訓練について、
地域自治会連合会や各
種団体と連携し、７地
区で実施された。

地域住民が主体となった
防災訓練を毎年度７地区
以上実施できるよう推進
する。

地域振興課

玖珂総合支所の戦略策定シート

平成29年度

「選択と集中」を基本として、各種団体や組織からの提言・発意を施
策に取り入れる地域経営型の組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
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部 局 名

玖珂総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織目標を達成するための主な取組

玖珂総合支所の戦略策定シート

平成29年度

「選択と集中」を基本として、各種団体や組織からの提言・発意を施
策に取り入れる地域経営型の組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況

地域振興課

地域住民が主体となった
防災訓練を毎年度７地区
以上実施できるよう推進
する。

地域住民が主体となっ
た防災訓練について、
地域自治会連合会や各
種団体と連携し、７地
区で実施された。

防災訓練開催
までの手続き
や実施内容等
の助言、指導

全地区の訓練が定期的に
実施されるようにする。

①地区防災組織との実施
に向けた協議
②消防署への職員派遣申
請等の手続支援
③避難誘導路、避難場所
等の訓練内容の助言
④訓練内容の決定

①各地区の自主防災会と
実施に向けて協議した。
②消防署への職員派遣申
請手続及び日程調整等を
支援した。
③７地区の地域における
避難誘導路や避難場所等
訓練の内容について助言
した。
④７地区の状況により訓
練内容の助言を行い、決
定した。

救急・災害時の
備えが整ってい
る

防災対策等の充
実

事務改善事業
事務処理のミスをなく
し、業務を円滑に推進す
る。

ミス事案の検証と改善
1.ミス事案の確認
2.課内会議で検証、改善
協議
3.改善の実施

ミス事案が１件あり、課
内会議等で検証し、改善
策を検討する。改善策を
実施している。

接遇向上推進
事業

市民サービス意識の高揚
を図るとともに、接遇マ
ナーを習得する。

接遇研修等の活用
1.研修への参加
2.研修報告及び課内研修
の実施
接遇の改善
1.問題点の確認
2.課内会議で検証、改善
協議
3.改善の実施

接遇研修に２回参加。受
講内容を全職員に回覧
し、研修内容の周知を図
るとともに、みんなで取
り組んでいる。また、今
年度２件の指摘があり、
課員みんなで指摘事項を
改善するよう心がけてい
る。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進市民福祉課
接遇の向上につながる事
務改善件数を毎年度増加
させる。

２件の改善策を課員み
んなで取り組み、事務
処理の改善及び接遇の
向上に努めました。
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部 局 名

玖珂総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織目標を達成するための主な取組

玖珂総合支所の戦略策定シート

平成29年度

「選択と集中」を基本として、各種団体や組織からの提言・発意を施
策に取り入れる地域経営型の組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況

施設の改善件数を増加さ
せる

・市道維持、改良　25
件
・河川・水路等維持、
改良　13件
・林道維持改良　3件
・塔ヶ森展望公園景観
伐採　1件

市道の改良、補修、河
川、林道等の施設の改
良、補修など、施設の
改善を実施した。塔ヶ
森展望公園の景観確保
のため、平成28年度、
平成29年度の２か年計
画で展望台周辺の除伐
を実施した。

毎月のパトロールによる
施設状況の把握及び地元
要望への迅速な対応

毎月、市道パトロールを
実施し、42箇所の簡易補
修及び支障木の撤去等を
行い、通行者の安全保障
に努めた。

○多様なニーズ
に対応した交通
基盤が整ってい
る

○誰もが快適に
暮らせる生活環
境が整っている

○安全な生活道
路の整備

○住宅・住環境
の整備
○公園緑地の整
備
○上下水道の整
備

施設の維持管
理

安全安心で効率的な維持
管理

農林建設課
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部 局 名

周東総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

地域住民の自主防災に対
する意識を高める。

・自主防災組織・自治会
等による研修会や訓練
（通年・随時）
・結果評価及び検討（３
月）

周東地域自主防災連合会
５月　役員会
防災研修会
６月 河田自治会・祖生
地区
７月 中田地区
10月 井堀自治会
１月 北方自治会
啓発活動
10月 周東中央文化祭
「防災コーナー」

地域と行政で情報を共有
する。

・行政防災無線屋内受信
機の各戸設置を推進（通
年）
・周東町自主防災会役員
会による意見交換会（４
月・10月）
・結果評価及び検討（３
月）

事業推進状況
地域住民の各種集会の機
会を捉えて設置のお願い
をすると共に、岩国警察
署(岩国西幹部交番・玖
珂交番）や岩国市消防団
周東方面隊が独居世帯や
高齢者世帯を中心に巡回
や戸別訪問を行う際、設
置を呼びかけてもらうよ
う依頼した。
周東地域自主防災連合会
５月　役員会にて啓発計
画
３月　設置率25％
平成29年度申請　87件

自主防災組織
強化事業

市民活動が活発
に行われている

地域振興課

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

より身近な総合支所として信頼され、市民と行政との新たな協働の軸
となる横断型組織

市民活動団体との協働事
業を増加させる。

ＩＪＵ応援団・夢プラ
ン組織・自主防災組織
及び観光協会等と共に
地域作りに取り組ん
だ。各団体の研修会や
協議会等に積極的に参
加し、行政からの情報
提供をしつつ意見交換
を行い、事業推進の方
策を共に考えた。

組織目標を達成するための主な取組

周東総合支所の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

市民活動の促進

53



部 局 名

周東総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

より身近な総合支所として信頼され、市民と行政との新たな協働の軸
となる横断型組織

組織目標を達成するための主な取組

周東総合支所の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

住民がやりがいを感じな
がら地域づくりに取り組
めるようサポートする。

・事業計画作成（４月）
・年間計画の協働実施
（通年・随時）
・情報交換や研修会（随
時）
・結果評価及び検討（３
月）

夢プラン
（檜余地ふるさと振興
会）
役員会　４月　２月
総会　　３月
廃校活用検討会議
11月　３月

地域に新たな観光資源を
開拓し、整備する。

・企画運営会議や情報収
集活動を通じて発掘した
観光資源の整備計画を作
成（年２回程度）
・結果評価及び検討（３
月）

観光協会と協力して地域
資源の掘り起こしに取り
組み、観光スポットの整
備とＰＲ活動を実施し
た。
実行委員会
９月　10月　11月　12月
２月（２回）
ＰＲイベント
３月25日

地域振興課
市民活動が活発
に行われている

市民活動団体との協働事
業を増加させる。

ＩＪＵ応援団・夢プラ
ン組織・自主防災組織
及び観光協会等と共に
地域作りに取り組ん
だ。各団体の研修会や
協議会等に積極的に参
加し、行政からの情報
提供をしつつ意見交換
を行い、事業推進の方
策を共に考えた。

市民活動の促進
魅力ある地域
づくり推進事
業
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部 局 名

周東総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

より身近な総合支所として信頼され、市民と行政との新たな協働の軸
となる横断型組織

組織目標を達成するための主な取組

周東総合支所の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況

接遇の向上

職員が自ら考え実行する
ことにより、身近で親し
みやすい総合支所として
接遇の向上を行う。

改善事例が１件あり、改
善策等を協議し、随時実
施した。

業務の改善
迅速で理解と納得が得ら
れる事務処理を行う。

新総合支所建設に伴い、
福祉班と保険年金班の事
務所移転が必要となった
が、限られたスペースの
中で市民が利用しやすい
受付窓口の配置を行っ
た。

生活衛生・環
境衛生業務の
分担事業

総合支所と支所の役割を
明確化し相互の連携を図
る

現在の周東・玖珂両総合
支所の環境衛生業務内容
の把握と問題点を見出し
業務分担を早めに明らか
にする。

玖北地区で協議された業
務分担事項を確認すると
ともに、玖珂・周東の現
状握把に努め、相互理解
を深めた。

住民苦情・相
談的確対応事
業

苦情・相談に対する、的
確かつ迅速な対応

職員間で情報共有すると
ともに、関係機関とも連
携して的確に対応し、市
民の信頼を得る。

業務改善事例「苦情検索
エンジン」と称した情報
の早期引き出しを行う専
用ファイルを作成すると
ともに、課内職員間で合
議を行い共有化を図って
担当者不在でもできるだ
け対応できるようにし
た。

農林建設課
　整備が必要とされる施
設における未整備箇所の
減少

住民からの要望や問い
合わせに対し誠意を
持っての対応に心掛
け、記録の整理と保持
を強化した。
市道、その他の管理施
設のパトロールを強化
し、苦情の解消や事故
の防止に努めた。

　施設の維
持・管理・引
継業

安全性と利便性を兼ね備
えた、身近な施設の適切
な維持管理

・定期的に点検を実施す
る。
・異常気象後の緊急的な
点検を実施する。
・地域からの要望、意見
等の整理、実施、検証す
る。

大きな事故の発生は無
く、安全の確保に一定の
成果は達成された。
苦情や要望は減少したと
は言えないが、今後の課
題として精度を高めた
い。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

環境衛生課
職員間、自治会や環境衛
生組織、関係行政との連
携

新たな住民からの苦情
や要望には、自治会や
課内職員は勿論、各総
合支所、本庁、環境保
健所等と連携して、問
題の早期解決に努め
た。

月例の班長会議を活用し
た接遇の向上と業務の改
善
①発生した事案の情報又
は課題の共有
②改善策の検討及び実施
③次の会議において、実
施状況の報告及び検証

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

市民福祉課
市民の理解と納得が得ら
れる事務処理の改善件数
を毎年度増加させる。

改善事例が１件あった
が、常に親切で丁寧な
接客対応を心がけた。

行政経営の推進

行政経営の推進

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している
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部 局 名

錦総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

体験メニュー
の開拓、確立

地域資源を活用した体験
が年中実施できる。

やましろ体験交流協議会
と協力し、新規体験メ
ニューの開拓及び見直し
調整をする。

体験プログラム17種類に
ついて、一般客向けへの
実施の可否を調査し、料
金表（案）を作成した。
新規体験メニューの開拓
には至っていない。

インストラク
ターの育成、
登録

○訪れる人が安心して体
験できる。
○インストラクター育成
を通じ、行政、諸団体、
地域住民の協働意識が育
つ。

体験インストラクターの
育成を目的として、地元
商工会等の諸団体と研修
や新規養成を実施する。

体験プログラムの安全性
向上のための研修を１回
実施した。
やましろ体験交流協議
会、地域おこし協力隊
員、行政担当者を対象に
セミナーを開催、体験交
流事業の気運醸成、地域
課題解決に向けた交流企
画の掘り起こしを行っ
た。

民泊受入家庭
の維持、登録

○民泊受入家庭を維持
し、登録していくことで
継続的な受入れを可能に
する。
○登録した民泊受入家庭
同士の交流により地域住
民の繋がりを強める。

○やましろ体験交流協議
会と協力し、新規民泊家
庭の掘り起こし及び登録
を行う。
○民泊受入れに際し、民
泊説明会及び安全衛生講
習会などのさまざまな研
修を実施する。

2校の民泊受入に対し民
泊説明会等を５回実施。
また、民泊家庭の女性を
対象とした視察研修を１
回実施し、視察先を含む
家庭同士の交流を図っ
た。
民泊家庭に対し、受入意
向調査と紹介依頼を実施
するとともに、「やまし
ろ体験交流協議会だよ
り」を戸別訪問配布し普
及を図った。

地域振興課
地域の活性化に結びつく
体験交流事業を継続させ
る。

平成29年度来訪者
　201名

（やましろ体験交流協
議会受入生徒ほか）

錦総合支所の戦略策定シート

平成29年度

協働による地域づくりのために積極的に地域活動へ関わる組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

市内各地がつな
がり、多くの観
光客でにぎわっ
ている

観光交流の推進
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部 局 名

錦総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

錦総合支所の戦略策定シート

平成29年度

協働による地域づくりのために積極的に地域活動へ関わる組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

幅広い業務に対応できる
事務処理能力の向上及び
市民との信頼関係の構築

業務マニュアルの見直
し及び研修により、課
員が業務を共有するこ
とができ窓口業務を円
滑に進めることができ
た。

業務手順書の
整備及び研修
の実施

業務手順書を作成・改善
し、研修を実施すること
で、課員全員が課内の業
務を把握する。また、制
度や手続きを正確で分か
り易く説明できる体制を
構築する。

課内３班（市民税務班、
福祉班、地籍調査班）が
業務手順書を作成・改善
し、課内研修により業務
を把握する。
・班内検討会(７月～11
月)
　　業務手順書作成・改
善
・課内研修（12月～２
月）
　　業務研修
　　接遇研修

業務マニュアルを随時、
作成・見直しを行うと共
に、班内また課内で業務
を共有できるよう研修を
実施した。
接遇研修を実施し、より
良い市民サービスを心が
けた。

地域の支援者や関係機関
等との連携体制の構築・
強化

地域の支援者や各関係
機関との連携により、
地域の現状や課題を把
握することができ、市
民が地域で安心して暮
らすための、各々の取
組み目標ができた。

民生・児童委
員協議会や社
会福祉協議
会・関係機関
等との連携強
化

地域の支援者である民
生・児童委員や各関係機
関と連携でき、市民の見
守りや支援をスムーズに
進めることができる体制
を構築する。

民生・児童委員協議会や
社協・各関係機関等の会
議を活用して、地域の問
題点の検討や情報交換・
支援サービスの情報提供
を行うなど、地域の支援
者と連携し、サポートを
する。
・民生・児童委員協議会
月例会
・社協等・・諸会議
・事例検討会
・子育てネットワーク

各関係機関や団体等の会
議に参加して、福祉や環
境等の情報交換を行うこ
とができた。
過疎化や高齢化が進む中
で地域の現状を把握する
ことができ、市の取組に
ついても紹介する良い機
会となった。

市民福祉課

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進
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部 局 名

錦総合支所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

錦総合支所の戦略策定シート

平成29年度

協働による地域づくりのために積極的に地域活動へ関わる組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

各種施設にお
ける日常的な
点検体制の強
化

事故ゼロを達成し安全
で、安心な地域を造る。

点検体制を徹底し、事故
や災害、トラブル等につ
ながる要素を早期発見、
早期対応解決する。

　事故等につながる危険
箇所の補修・改善を434
箇所(3月末)行い事故の
発生を防いだ。
　凍結により発生した、
地域水道施設の異常を課
内全員の協力により回復
することができた。

市民協働によ
り、農林地域
の保全対策と
支援強化

農林業者の安定的な収入
を確保できる環境にす
る。

○農林業生産者との連携
を強化し、農林生産物の
収益を上げるため有害鳥
獣等による被害防止対策
を行う。
○地域を活性化するため
新規就農者等人材確保を
支援する。

　農林業生産者と猟友会
の協力により、有害鳥獣
捕獲及び防止対策を実施
し、生産物被害の拡大を
防ぐことができた。
　新たな新規就農者を確
保出来なかったが、農業
生産者との協議の場を持
つことができ、地域の持
つ問題点などを共有する
ことができた。

地域内の観光客数、都市
農村交流人口の増加

美川ムーバレー.美川大
水車の来場者の増加。
・ムーバレー来場者
　平成28年　62,447人
　平成29年　70,063人
（対前年12％増）

観光施設整備
事業

観光施設を整備し、良好
な状態に保つ。

美川農林漁業体験実習館
施設の整備

体験実習館は建設から20
年を経過した施設であ
り、老朽化の為、以下の
施設整備（修繕等）を実
施することで良好な状態
とした。
○空調設備、館内消防設
備、浴室配管設備、浴室
温水設備、トイレ照明、
浄化槽、その他

市内各地がつな
がり、多くの観
光客でにぎわっ
ている

観光交流の推進

事務処理能力の向上及び
住民との信頼関係の構築

職員の事務処理能力が
アップすると同時に、
住民サービス向上に繋
がる業務改善の意識付
けができた。

職場内研修
（業務及び接
遇）の実施

○業務研修を行うこと
で、市民福祉班の職員全
員が班全部の業務を把握
○業務研修を行うこと
で、接遇マナーの習得及
び住民サービス意識を向
上させることで、住民が
親しみやすい支所の構築

○時期ごとの業務が始ま
る前に班内研修を行い、
事務改善を検討する。
確定申告時期には、錦総
合支所市民福祉課との研
修を実施
○接遇研修への参加
参加した職員による研修
報告及び班研修の実施

時期ごとの業務が始まる
前に班内研修を実施し、
市民サービス向上に向け
て課題意識を高め、業務
手順書を整備することが
できた。
税申告研修には、班員全
員で積極的に意見交換を
行い、事務スキルを高め
ることができた。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

美川支所

農林建設課

生活環境トラブルゼロを
達成し、安全で安心な活
力ある中山間地域を造
る。

点検や見回りを徹底す
ることにより、素早い
対応ができ、地域住民
に安全と安心を提供す
ることができた。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進
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部 局 名

美和総合支
所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

協働による交
通弱者支援事
業

自治会と協働し、町内拠
点エリアの移動手段を充
実する。

①自治会長集会で、ささ
え愛タクシーの運行につ
いて協議し、本年度の方
針を決定する。（４月）
②ささえ愛協議会で、さ
さえ愛タクシーの運行を
決定する。（５月）
③拠点エリアで、運行の
実証実験
（７月～１月）
④実証実験の検証（２
月）

昨年度に引き続き、自治
会連合会がささえ愛交付
金を利用し、ささえ愛タ
クシーを運行した。
・実施期間：７月３日～
１月26日（７か月間）
・運行日数：64日（１日
当たり２便）
・利用者数：213人（１
日当たり3.3人）

小さな拠点づ
くり事業

ふるさとづくり推進協議
会と協働し、地域の活動
拠点の構想を取りまとめ
る。

①ふるさとづくり推進協
議会に拠点建設委員会を
設置する。（７月）
②行政と推進協議会で、
今後の活動や拠点施設の
構想について検討する。
（８月～２月）
③構想の取りまとめ（３
月）

下畑地区ふるさとづくり
推進協議会に建設委員会
を設置し、行政と連携し
今後の目標、活動計画及
び拠点施設概要等の構想
を取りまとめた。

市民福祉課
市民サービスの向上につ
ながる業務改善件数を毎
年度増加させる。

業務改善について、課
内協議し、市民サービ
スの向上に努めた。

職員提案によ
る窓口サービ
ス、業務改善
運動の実施

職員が自ら考え、実行す
る業務改善を行う。

①窓口サービス業務改善
の提言募集（４月）
②実施方法の決定（５
月）
③業務改善運動の実施
（６月～12月）
④検証・結果報告（１
月）
⑤報告書の作成（２月）

①市民来庁及び退庁の際
の挨拶を励行した。
②民生委員協議会におい
て、福祉制度の周知に努
めた。
③確定申告の医療費控除
等の改正点を周知させる
など、申請受付時間の短
縮を図った。
④受付マニュアルを作成
し、担当者不在時でも円
滑な事務処理ができるよ
う改善を図った。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

地域振興課
市民との協働事業件数を
増やすこと。

協働事業件数

平成27年度 ： 33件

平成28年度 ： 37件

平成29年度 ： 40件

美和総合支所の戦略策定シート

平成29年度

地域の課題に最適な解決策を導き出す横断型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

市民活動の促進
市民活動が活発
に行われている
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部 局 名

美和総合支
所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

美和総合支所の戦略策定シート

平成29年度

地域の課題に最適な解決策を導き出す横断型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

認定農業者の
育成支援

平成29年度末までに11経
営体を12経営体に増や
す。

美和地域は、13経営体
（個人７・法人６）か
ら、10経営体（個人４・
法人６）へ減少。
本郷地域は３経営体か
ら、４経営体（個人３・
法人１）へ増加。

農業法人の育
成支援

平成29年度末までに4経
営体を5経営体に増や
す。

予定していた組織が、法
人化を断念。既存の法人
との合流も模索したが、
困難な状況であるため、
連携による交流を進め
た。また、その他組織
（任意組織）についても
法人化への移行について
協議を行った。

新規就農者の
育成支援

平成29年度末までに新た
に1名を確保する。

新規就農の要件をクリア
する人材がなく、１名増
の目標は確保できなかっ
た。

農林建設課
認定農業者、農業法人及
び新規就農者を増加させ
る。

農林水産業を支
える担い手づく
り

美和地域においては、
玖北協議会・パート
ナーシップ協議会等で
地域の営農活動の把握
に努めたが、新規の認
定農業者はなく、ま
た、更新の認定農業者
も高齢等により、事業
の拡大は不可能という
ことで更新を辞退。
本郷地域においては、
１農事組合法人が認定
され、増加。

農林水産業の経
営が安定し、担
い手が増えてい
る

①担い手協議会等におい
て、担い手確保に向けた
情報交換
②情報に基づく個別推進
③就農促進会議や担い手
育成会議の開催による認
定支援
④成果の検証
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部 局 名

美和総合支
所

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

美和総合支所の戦略策定シート

平成29年度

地域の課題に最適な解決策を導き出す横断型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

支所内研修会
の実施

支所の全員が所内の業務
を把握できている。

支所内２班（地域振興
班、市民福祉班）が支所
内研修を企画し、事務改
善を実施する。
・当初検討会（４月～５
月）
・中間検討会（11月～12
月）
・成果報告（３月）

お互いの班の事務事業を
見て、聞いて、学び、協
力し合うことにより、班
の垣根を越えて協力して
事務事業に取り組むこと
ができた。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

地域との協働
の推進

支所の職員の地域との協
働意識が向上している。

○本郷地域のまちづくり
事業をいっそう充実させ
る。
夏フェスタ等地域の行事
を住民と協働して企画運
営する。
・夏フェスタ検討（４月
～５月）
・夏フェスタ実施（７月
～８月）
○地域おこし協力隊を活
用し、特産品開発、ＵＪ
Ｉターンを進める。
・隊員の支援（４月～３
月）
・成果報告（３月）

○夏季に行われる３つの
イベントを、ひとつの実
行委員会で地域住民が主
体となって実施すること
により、夏フェスタとし
て一体感が醸成された。
○地域おこし協力隊員の
活動により、地域の特産
品が開発され、また、
UJIターン対策として４
件の空家バンクが登録さ
れた。

市民活動が活発
に行われている

市民活動の促進

本郷支所
住民の理解と納得につな
がる組織としての対応力

支所内が一体となり、
また、住民と協働して
まちづくりを進めると
いう意識が高まること
により、地域に根ざし
た事務事業を進めるこ
とができた。
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部 局 名

議会事務局

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

市議会ホーム
ページ周知事
業

市議会ホームージの存在
自体を市民に知らせる。

議会だより、市報、市
ホームページ等の媒体を
活用する。

協議に基づき、様式など
の変更を行った。

市議会ホーム
ページ充実事
業

市議会ホームページの内
容を
魅力あるものにする。

「議会ホームページに関
する申し合わせ事項」に
基づき、平成28年度中に
開催した市議会ホーム
ページ編集委員会などの
内容を踏まえ、ホーム
ページをリニューアルす
る委員の活動を事務局の
関われる範囲で支援す
る。

平成30年度にリニューア
ルできるよう、内容の協
議を実施し、予算を確保
できた。

住民の関心を議会活動に
惹きつけるための高度な
情報収集能力や発信力を
持ち、
それを有効に機能させる
仕組みをあわせ持ったプ
ロフェッショナル組織

議会事務局

住民の関心を議会活動に引きつけるための高度な情報収集力や発信力
を持ち、それを有効に機能させる仕組みをあわせ持ったプロフェッ
ショナル組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標を達成するための主な取組

ホームページのアクセ
ス件数
H28年度：20,695件
H29年度：20,492件
ほぼ横ばいで、達成で
きていない。

議会事務局の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

小中学校非構
造部材耐震化
事業

平成32年度までに屋内運
動場等の22棟の天井等落
下防止対策を完了する。

①設計（前年度）
②入札（５月）
③工事（６月～11月）
④成果報告（11月）
⑤完成検査（12月）
⑥評価（12月）
※１施設当り実施設計、
翌年度工事の２か年事業

平成29年度は、中洋小学
校・神東小学校、通津中
学校・東中学校の4校の
天井等落下防止対策を
行った。

小学校低学年
トイレセミリ
フォーム事業

平成39年度までに小学校
の低学年用のトイレを清
潔で明るいものに整備す
る。

①設計（前年度）
②入札（７月）
③工事（７月～９月）
④成果報告（９月）
⑤完成検査（10月）
⑥評価（10月）
※１施設整備当り実施設
計、翌年度工事の２か年
事業

平成29年度は、平田小学
校の低学年のﾄｲﾚを整備
し、次年度の改修用の設
計として、麻里布小学校
の設計を行った。

市内46校の小中学校に
おいて児童生徒の安全
を確保し、快適な学び
舎としての教育環境の
整備を行った。また、
小学校32校、中学校14
校すべてをｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰ
ﾙに指定し、地域ととも
にある学校としての施
設の整備にも取組んで
いる。

子供たちが心豊
かに成長してい
る

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

教育政策課

学校等の教育施設におい
て安全で安心して活動す
る市民（児童生徒を含
む）の数を増やす。

教育環境の充実
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

基地を活用した英語教育
の推進

米軍岩国基地などの関
係機関と協議を行うこ
とで市としての方向性
が見出された。

英語教育推進
事業

英語を学びたいと希望す
る市民に対し、さまざま
ニーズに応じた情報提供
を行うとともに、それに
対する仕組みづくりを行
う。

米軍岩国基地を活用した
英語を推進するため、さ
まざまな手段を検討す
る。

英語教育の推進に対する
市民の思いやニーズを把
握するため、市内の小学
校５・６年生及び中学校
１・２年生の児童生徒約
4,500人、市内小中学校
の英語教育担当教員約80
人、無作為で抽出した市
民約1,000人を対象とし
たニーズ調査を行った。
米軍基地が所在するまち
における英語教育の現状
を把握するため先進地視
察を行った。

子供たちが心豊
かに成長してい
る

教育環境の充実

小中一貫教育の推進

小中の教職員及び児童
生徒の交流が盛んにな
り、小中一貫教育の意
識が高まった。

小中一貫教育
の推進

義務教育９年間を通し
て、系統的・継続的な学
習指導及び、生徒指導を
行なうことで、確かな学
力、健やかな体、豊かな
心の育成を図る。中１
ギャップや１０歳の壁な
ど、学校種の違いや発達
段階で生じる子供たちの
不安や負担を軽減する。

◆各学校の実態に合わせ
てカリキュラムづくりを
行う。
◆平成30年度に小中一貫
教育フォーラムを開催す
る。
◆平成32年度からすべて
の中学校区で小中一貫教
育をスタートし、東小・
中学校については、施設
一体型として開校する。

岩国市小中一貫教育の基
本計画ガイドライン、Ｑ
＆Ａ集、リーフレットを
作成した。
小中一貫教育ブラッシュ
アップ研修会を開催し、
教職員や保護者等への理
解・啓発を行った。
小中の教職員及び児童生
徒の交流が盛んになり、
課題を意識した協働体制
が構築された。

子供たちが心豊
かに成長してい
る

教育環境の充実

学校教育課
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

学校教育の充実学校教育課
安心安全で魅力ある学校
給食を提供し、保護者の
経済的負担の軽減

学校給食を教育の目的
を達成するために必要
な学校教育活動の一環
としてとらえ実施し
た。

学校給食・食
育の推進及び
保護者負担の
軽減

安心安全で魅力ある学校
給食を提供することで、
子供たちが健やかに成長
し、望ましい食習慣を身
に付け、食を楽しむ「豊
かな心」と食を通して
「生き抜く力」を育む。

◆成長期にある子供の心
身の発達と健康の保持増
進を図るため、栄養バラ
ンスのとれた安心安全な
学校給食を提供する。
◆望ましい食習慣が身に
付き、食を楽しむ豊かな
心を育む、魅力ある献立
を工夫する。
◆地元産の食材から郷土
を知り、郷土を愛する心
を養うことができるよ
う、地産地消に学校給食
の面から取り組む。
◆食の正しい知識を習得
し、食に携わる人々への
感謝と理解を深めるた
め、食育だより、地産地
消だより等の情報発信を
行う。
◆次代を担う子どもたち
の成長を願い、保護者の
経済的負担を軽減し、安
心して子育てができる
（若い世代に選ばれる）
まちを目指し、小中学校
の給食費無償化を実施す
る。

安心安全な学校給食を提
供するとともに、成長期
にある児童生徒の望まし
い食習慣を身につけるた
め献立の工夫を行った。
地産地消については、地
場産食材100％の日を設
けて推進を図った。
食育だより及び地産地消
だよりの発行、地元食材
を使った親子学校給食料
理教室の開催等の情報発
信を行った。
平成30年度からの市立小
中学校における学校給食
費無償化に向け関係機関
と協議を行うなど準備作
業を行った。

子供たちが心豊
かに成長してい
る
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

青少年課
いじめの認知件数を増や
し、いじめの解消率を上
げる。

「いじめ防止対策推進
法」施行後の平成26年
以降、認知件数は増加
傾向にある。各校とも
些細なできごとにも気
を配り、現行のいじめ
の定義に従って正確に
認知している。
解消率についても迅
速・的確かつ組織的な
対応により、ほぼすべ
ての事案が解消してい
る。

安心安全のた
めの学校支援
活動の推進

○いじめの解消に向け、
各校の自治能力が向上す
る。
○いじめの早期発見、早
期対応により、いじめ重
大事態を防ぐ。

①指導主事の学校訪問支
援（随時）
②SSWの効果的な派遣
③岩国地域いじめ問題子
どもサミットの開催（８
月）
④岩国市いじめ防止対策
連絡協議会（６月・１
月）や岩国市いじめ問題
調査委員会（11月）の工
夫

ＳＣやＳＳＷ，指導主事
等の外部人材を活用し、
学校いじめ対策委員会を
中核として、早期発見・
早期対応に努めている。
また、昨年８月には岩国
地域17中学校から42名の
生徒が集い、「岩国地域
いじめ問題子どもサミッ
ト」を開催し、ＳＮＳに
よるいじめについて協議
するなど、生徒自身によ
る未然防止・根絶への機
運が高まった。

子供たちが心豊
かに成長してい
る

地域と一体と
なった教育力の
向上

教育センター

全ての学校、全ての教員
がＩＣＴを効果的に活用
して、楽しく分かる授業
を展開すること。

新教育ネット整備事業に
より、全教職員のコン
ピュータをリニューアル
した。
システムにおいては、校
務内部(機密情報)と校務
外部のネット分離により
セキュリティを確保し、
インターネットを使った
教材研究がしやすい環境
や、デジタル教科書等を
活用しやすい環境整備を
行った。
夏季研修講座ではタブ
レット活用研修講座を中
核とし、子ども達の学習
意欲が高まる授業づくり
が進められるよう計画・
実施した。

学校ICT活用
支援事業

○どの先生も、授業にお
けるICT活用に抵抗がな
くなり、１日平均１時間
（１単位時間）の活用実
績を上げる。
（年間175時間以上）
○ICT研修講座に各校１
名以上が参加するととも
に、情報担当者研修を実
施し、各校で復伝研修を
行うことにより平準化を
図る。

◆夏季研修講座の実施
（７月・８月）
・アプリ活用研修講座
・やまぐち総合教育支援
センターとの連携（遠隔
地研修）
◆学校教育課との連携
（随時）
・情報担当悉皆研修の実
施
・復伝型研修の実施
◆岩国市・和木町教育研
究会情報教育部会との連
携（随時）
◆ネットワーク指導員学
校支援巡回訪問（年間）

ICT研修講座では、タブ
レットアプリ活用講座21
校50名、コラボノート活
用講座14校26名、ロイロ
ノート活用講座13校19
名、遠隔地タブレット研
修(やまぐち総合教育支
援センターとの連携)18
校24名の参加があった。
授業での活用時間(年間
１学級平均)は、小学校
で約120時間以上、中学
校で約160時間以上とな
り、目標の１日１時間の
活用へは届かないが、目
指す状況へ迫りつつあ
る。

子供たちが心豊
かに成長してい
る

地域と一体と
なった教育力の
向上
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

科学に関する
教室や講座等
の開催

科学への興味・関心が膨
らむ教室や講座等を年２
回以上開催する。

◆内容の検討、講師手
配、会場確保、開催時期
の調整（前後期各１回以
上）
◆広報、周知（市報、チ
ラシ、ホームページ等の
活用）

特別科学教室を年２回、
市民科学講座を年２回開
催した。

科学センター
におけるイベ
ント等の開催

科学センターにおける特
別展等を年２回以上開催
する。

◆特別企画の内容の検
討、開催時期の調整（前
後期各１回以上）
◆広報、周知（市報、チ
ラシ、ホームページ等の
活用）

常設展以外の特別企画展
を年３回開催した。

科学セン
ター

科学に関する教室、講座
及びイベント等の参加者
を増加させる。

特別科学教室を年２
回、特別企画展を年３
回開催し、前年より来
館者が増加した。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

生涯学習の推進
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

生涯学習講座
の充実（講座
内容の充実）

新規受講者、リピ－タ
－、受講件数が増加す
る。

①新規講座の企画
②実施
③アンケ－ト結果の分析
④アンケ－ト結果に基づ
いた講座の評価・改善

・新規事業の企画には至
らなかった。
･生涯学習講座の充実に
向けて、講師向けの研修
講座を年度当初に行っ
た。
・歴史講座でのアンケ－
トでは、歴史講座開催の
希望が圧倒的に多かっ
た。
・小中学校における講座
では、子育て学習会を小
学校30校で、また、家庭
教育学習講座を中学校14
校で行った。

生涯学習講座
の充実（講師
の発掘）

講師登録者が増加する。

◆市民活動団体との連携
による講師の掘り起こし
◆市内企業との連携によ
る講師の掘り起こし

・生涯学習情報ガイドを
年度初めの早い時期に作
成し、各団体の総会開催
時に配布し、情報提供を
行った。
・市内の企業・団体と連
携し、講師の掘り起しを
行った。

地域、学校と
連携した公民
館事業の推進

地域、学校と連携した講
座が増加する。

①学校、地域との調整
②実施講座の企画
③実施
④アンケ－ト結果の分析
⑤アンケ－ト結果に基づ
いた講座の評価・改善

・公民館職員と学校が連
携し、講座の企画・調整
を行った。
・夏休みや参観日を利用
して講座を実施した。
・一部の講座でアンケー
トを実施し、回答者全て
から高評価を得た。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

生涯学習課
生涯学習講座等の新規参
加者を増加させる。

・歴史講座の受講者数
が前年度を下回った。
　H29　 93人
（H28　101人）
・イカルスの受講者数
が前年度を下回った。
　H29　29件　687人
（H28　32件　738人）
・イカルス講師が新規
に７人登録した。
（H28 ２人追加）
・イカルス講座が新規
に９講座登録した。
（H28 ９講座追加）
・公民館主催835講座
（延べ数）のうち、地
域や学校と連携した講
座数54講座。（H28　40
講座）

生涯学習の推進
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

◎新規事業として、文化
財探検隊を2回実施
○第１回
・開催日「８月２日」
・内容「海に土地をつく
る～干拓の秘密を探る」
・開催場所「尾津の干拓
地跡（南蛮樋門等）」
・参加者　5名
○第2回
・開催日「８月19日」
・内容「山に城を築く～
岩国城の秘密をさぐる」
・開催場所「岩国城縄張
（曲輪跡・空堀跡・石垣
等）
・参加者　13名

良質な文化、芸
術、文化財を身
近に感じること
ができている

文化財保護課
文化財を活用した事業を
見直し、充実を図る。

市内に存在する指定、
未指定の文化財を活用
した事業を再度検討
し、事業実施に至るこ
とができた。
このことにより、参加
者を始め、参加しない
市民にも、文化財の存
在をPRすることができ
た。

いわくに文化
財探検隊

　文化財の大きな魅力の
一つは、その多様性にあ
り、建造物だけでなく、
無形文化財や史跡、名
勝、天然記念物、埋蔵文
化財等がある。
　そうしたさまざまな文
化財を教育的に活用する
ため、文化財めぐりマッ
プや文化財カードなど新
たな教材の開発及び文化
財探検隊（学習会）の実
施等、新規事業に取り組
んでいきたいと考えてい
る。

29年度は、夏休みに２
回、文化財探検隊（学習
会）を実施する。
第１回
海に土地をつくる～干拓
の秘密を探る
座学で岩国の干拓の歴史
を学んだ後、尾津の干拓
地跡を探検し、南蛮樋門
等を見学して、子供たち
が自ら発見をするよう、
フィールド学習につなげ
ていく。
第２回
山に城を築く～岩国城の
秘密をさぐる
座学で吉川広家の岩国城
築城の経緯を学んだ後、
三重もの曲輪跡や空堀跡
など縄張りを探検し、
フィールド学習を行う。

文化財の保護・
活用と伝統文化
の継承
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

文化財を活用した事業を
見直し、充実を図る。

文化財保護課
岩国シロヘビ
の館運営事業

シロヘビの館は、錦帯橋
周辺に位置するという絶
好のロケーションを有
し、子供から大人まで、
天然記念物「岩国のシロ
ヘビ」の見学及び体験学
習を楽しむ場所として機
能している。たくさんの
入館者がいることを利用
し、特別企画展を充実さ
せ、シロヘビ以外の文化
財の啓発に活用したり、
サブカルチャー展を実施
して、市民に大いに楽し
んでもらったり、有効活
用を図っていきたい。

特別企画展を積極的に実
施する。
夏休みはシロヘビ以外の
文化財を知ってもらう企
画として、「オオサン
ショウウオがやってく
る」と題し、オオサン
ショウウオを１か月、生
体展示を行う。市内の全
小中学生に無料招待券及
びオオサンショウウオ展
のちらしを配ることで、
全小中学生に錦川に生息
する特別天然記念物の生
態及び錦川の保全を学ん
でもらう。
秋季にサブカルチャー展
を企画する。

◎特別企画展を３回実
施。
○１回目・期間「７月22
日～８月22日」
・内容「オオサンショウ
ウオがやってくる」錦川
のオオサンショウウオを
１か月、生体展示。中央
図書館とコラボして、期
間中、オオサンショウウ
オコーナーを設け、児童
対象に紙芝居と絵本の読
み聞かせを実施。
○２回目・期間「１２月
１日～１月31日」
・内容「卵から生まれる
動物のベビー展」
○３回目・期間「２月３
日～２月２８日」
・内容「バレンタイン特
別企画展」
◎シロヘビの館で生まれ
た子ヘビの名称募集
◎広島地区への宣伝とし
てポスティングや地元雑
誌への広告掲載を実施。
◎シロヘビの館ＨＰを作
成。

市内に存在する指定、
未指定の文化財を活用
した事業を再度検討
し、事業実施に至るこ
とができた。
このことにより、参加
者を始め、参加しない
市民にも、文化財の存
在をPRすることができ
た。

良質な文化、芸
術、文化財を身
近に感じること
ができている

文化財の保護・
活用と伝統文化
の継承
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

市内に存在する指定、
未指定の文化財を活用
した事業を再度検討
し、事業実施に至るこ
とができた。
このことにより、参加
者を始め、参加しない
市民にも、文化財の存
在をPRすることができ
た。

オオサンショ
ウウオ関連事
業（生息状況
調査・夜間観
察会等普及啓
発事業）

オオサンショウウオは、
世界最大の両生類であ
り、太古の原始両生類を
彷彿とさせる「生きた化
石」として、日本が世界
に誇る希少動物である。
錦川は、ほかにもカジカ
やサクラマスなど生物の
宝庫であり、錦川の生物
につき学ぶことは、素晴
らしい自然教育となる。
 また、オオサンショウ
ウオは人家のそばを流れ
る川に主に生息し、人間
が築いた石積み護岸の穴
などに住みつくなど、里
山で人と共存してきた生
物である。今後も共存で
きるよう、錦川を保全し
オオサンショウウオの保
護を考えていくことは、
錦川をテーマにした生き
た環境教育としても最適
である。

①平成27年度から、宇佐
川・錦川本流においてオ
オサンショウウオの生息
状況等の調査を行ってい
る。引き続き調査を継続
するとともに、こうした
調査結果を活かして、今
後、次世代を担う子供た
ちへの自然教育・環境教
育に向けた教材を開発
し、活かしていく。
②科学の祭典や環境フェ
スタ等の機会をとらえ、
生体展示を行ったり、夏
休みに錦川支流の宇佐川
においてオオサンショウ
ウオの夜間観察会を実施
するなど、自然科学・環
境教育での活用を充実さ
せていく。

○オオサンショウウオ調
査研究委員会の意見を参
考に、市としての方向性
（緊急保護している個体
群を本来の生息場所であ
る宇佐大滝の上流に段階
的に放流する）という方
向性を打ち出した。
○文化庁の文化財調査官
を岩国に招聘し、市の方
向性を説明して、概ね了
承を得るとともに、放流
に当たって地元の同意や
環境整備等の条件が示さ
れた。
○８月１６日に宇佐川支
流の深谷川でオオサン
ショウウオの夜間観察会
を実施。１８名が参加。
○科学の祭典。環境フェ
スタ、青少年サイエンス
セミナー、にしきふるさ
とまつりの機会をとら
え、生体展示を行った。
○シロヘビの館で、夏休
みの１ヶ月間、長期の生
体展示を実施。

良質な文化、芸
術、文化財を身
近に感じること
ができている

文化財の保護・
活用と伝統文化
の継承

文化財保護課
文化財を活用した事業を
見直し、充実を図る。
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

明治維新150
年記念事業

2018年に明治維新150年
を迎えることから、県や
市の歴史を生かした観光
振興の取組と連携し、岩
国地域の幕末維新の出来
事や人物をクローズアッ
プさせ、先人を顕彰する
とともに、観光客にも発
信することで、徴古館の
入館者を10％増加させ
る。

○没後150年を記念して
企画展「吉川経幹－維新
前夜－」を開催
○吉川経幹を紹介する小
冊子（漫画形式）を制作
○常設展示室の幕末維新
記念コーナーの活用
○市内の明治維新関連史
跡への説明板等の整備

○岩国徴古館において、
平成29年10月29日から12
月24日まで「没後150年
記念　吉川経幹－維新前
夜－」を開催し、4,571
人の来館があった。
○小冊子「吉川経幹伝」
の制作をおこない、郷土
の先人に対する関心が高
まった。
○岩国徴古館常設展示室
の展示資料を定期的に入
れ替え、明治維新期にお
ける岩国地域の様子を広
く市民や観光客に発信し
ている。
○「贈正五位世木君之
碑」（周東町）に説明板
を設置し、岩国市内にお
ける明治維新関連史跡に
ついて周知を図った。

博学連携事業

博学連携事業は、同じ地
域にある学校と博物館が
相互理解・協力する事
業。学校教育において
は、博物館の利用によ
り、子どもたちの地域へ
の関心を高めて郷土を愛
する心を育み、博物館に
おいては、施設や所蔵資
料の周知・利用により活
性化させることができ
る。

○博学連携パンフレット
の製作
○体験教材の製作
○博物館学芸員による出
前授業等の実施

○博学連携パンフレット
を作成して各学校へ配布
し、岩国徴古館の活動に
ついて周知を図った。
○銭の鋳造体験キットを
製作し、体験教室の幅を
拡げた。
○岩国徴古館学芸員を学
校へ12回派遣して出前授
業をおこなったほか、社
会科部会や校長会での講
師も務めるなど、学校と
の連携を強めた。

博物館の利用率向上と学
芸員の専門性確保

博物館に所蔵する史料
が十分活用され、学芸
員の専門性が活かされ
た。また、そのことに
より博物館の利用率向
上が図られた。

文化財保護課

良質な文化、芸
術、文化財を身
近に感じること
ができている

文化財の保護・
活用と伝統文化
の継承
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

市内小学生の
図書館見学の
促進

市内小学生の図書館見学
者数を年間700人とす
る。

市内小学校へ図書館見学
の実施を依頼する。

平成29年度実績は、受入
人数559（前年度704）
人、受入回数25（前年度
29）回で、前年度比受入
人数20.6％減、受入回数
13.79％減となった。
(H29年度は、H30年３月
末時点）

図書館利用者
の登録率の向
上

登録率を36％とする。
図書館施設利用者、図書
館事業参加者に対して登
録を依頼する。

平成29年度末市内人口に
対する館外利用登録者率
は、35.7％となった。
(H29年度は、H30年３月
末時点）

図書館活動の
広報

図書館活動に係る広報が
市内一円でなされる。

①市報、マスコミ等への
広報依頼（画像添付）を
徹底し、報道・記事等の
数を増やす。
②各館において、ポス
ターを作成し、集客施設
に掲示を依頼する。

平成29年度末広報掲載数
は、165件（前年度117
件）41.02％増となっ
た。(H29年度は、H30年
３月末時点）

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

平成29年度の利用者数
は、308,411人で、前年
同月比、5.28％増と
なった（H30年３月末時
点）。これは、前年度
に中央図書館の空調設
備改修工事で2ヶ月間閉
館したことが主な要因
である。

図書館を利用する市民を
増やし続けること

中央図書館 生涯学習の推進
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

由宇支所
地域住民や各種多様な団
体と連携し生涯学習を推
進及び定着させる。

「由宇・モア・大学」
受講者の延べ人数は436
人で、「チャレンジ道
場・子ども講座」受講
者の延べ人数は214人で
あった。目標は概ね達
成できた。

生涯学習講座
（「由宇・モ
ア・大学」、
「チャレンジ
道場・子ども
講座」）の
フォローアッ
プ事業

「由宇・モア・大学」の
受講登録者数を140人以
上、「チャレンジ道場・
子ども講座」の受講者を
年間200人以上とする。

①講座の実施及び講座内
容の市民による評価
（５月～２月）
②結果評価（２月）
③改善案の検討（２月）
④実施する講座の決定
（３月）

「由宇・モア・大学」は
バラエティに富んだ内容
の講座を年間７回実施し
ている。皆勤者が増えて
いることをみると、満足
度が高かったと思われ
る。「チャレンジ道場・
子ども講座」は13講座を
実施し、大盛況だった。
引き続き次年度も実施し
ていきたい。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

生涯学習の推進

玖珂支所
生涯大学への参加者を毎
年増加させる。

玖珂まち生涯大学全8回
の受講者数は延べ1,050
人、昨年度904人と比較
して146人増加し、平均
受講者は昨年の113人か
ら131人と増加した。
また、受講登録者は241
人で組織目標を達成し
た。

玖珂まち生涯
大学の充実

平均受講者数110人、受
講登録者数150人以上と
する

①講座開催周知（毎回）
②内容要望調査（毎回）
③結果評価（毎回）
④検討及び次年度事業へ
の反映（10月と３月に開
催する実行委員会におい
て協議）

月２回発行の「今月のお
知らせ」、毎月発行の｢
くがニュース｣、講座開
催前の約１週間は防災無
線放送を流し、講座及び
行事の周知に努めた。
また、講座毎にアンケー
トを実施し、受講者の
ニーズを把握することに
努め、集計結果を10月及
び３月に開催される｢生
涯大学運営協議会｣には
かり、課題及び反省点な
どを次年度講座に反映し
た。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

生涯学習の推進
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

●周東中央公民館の建て
替えによる休止の間、代
替施設との調整を図り利
用団体がこれまでと同様
に活動が出来るように配
慮する。
●周東中央公民館で例年
実施している文化祭や講
演会等の行事について、
利便性や効率を考慮し、
市民がこれまで同様に関
わっていくことができる
代替施設を検討する。

生涯学習の推進周東支所
学習や発表の機会などの
情報提供

代替施設の調整や、生
涯学習事業の実施にあ
たり、市報掲載や各戸
配布、班回覧に加え、
個別に調整を行うこと
で、各種団体やボラン
ティアの協力を得るこ
とができ、概ね目標は
達成できた。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

●周東中央公民館で活動
中の利用団体の代替施設
として、集会所・南福祉
会館や、総合支所改修に
よる研修室設置などによ
り代替施設を調整し、継
続して活動が出来るよう
になった。一部、会員の
高齢化などを理由に今回
から休止となった団体が
あったが、新施設共用開
始後に再開できるよう継
続して関わる必要があ
る。
●文化祭、講演会など多
人数が集まる行事は、駐
車スペースや必要となる
設備などを配慮し、代替
施設を検討した。周東パ
ストラルホール・体育セ
ンター・青少年ホーム・
JA山口東高森支所等で滞
りなく実施できた。
周東学習講座全体講座は
周東中学校屋内運動場で
開催することで、中学生
にも学習の場を提供でき
た。

周東中央公民館で活動し
ている団体や行事につい
て、建て替え期間中も引
き続き継続して実施でき
るようにする。

周東中央公民
館代替施設の
調整
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

周東支所
学習や発表の機会などの
情報提供

代替施設の調整や、生
涯学習事業の実施にあ
たり、市報掲載や各戸
配布、班回覧に加え、
個別に調整を行うこと
で、各種団体やボラン
ティアの協力を得るこ
とができ、概ね目標は
達成できた。

周東生涯学習
まつりの充実

各種講座や体験コーナー
について、異文化体験な
ど多種多様なブースを設
置し体験できる場を提供
する。
生涯学習成果発表の場の
提供と、発表者による自
主運営のサポート

●運営ボランティアを募
集し、各ブースや発表会
場の運営に携わってもら
う。
●前年よりもブースの数
を増やす。
●成果発表参加者数につ
いては減とならないよう
維持に努め、スムーズな
自主運営が出来るよう積
極的にサポートする。

●運営ボアンティアを募
集し、高校生・一般ボラ
ンティア計39名に各ブー
スや発表会のステージ運
営に携わってもらい、盛
会に終了することができ
た。
●ブースの数は前年と同
数で、増やすことはでき
なかったが、国際交流や
偉人コーナーの設置な
ど、充実した内容となっ
た。
●演技発表参加者数は前
年より１団体増の26団体
となった。ボランティア
と参加者が積極的に運営
に取組み、スムーズに運
営することができた。

生涯学習やスポー
ツ活動等が盛んに
行われている

生涯学習の推進

錦支所

減少傾向にある錦支所管
内の生涯学習講座の参加
者を前年度より増加させ
る。

今年冬の大雪のため、
錦地域で予定していた
講座を中止した影響も
あり、延べ参加者数が
H28年度1,275人からH29
年度1,267人となり、前
年度と比較し僅かでは
あるが減少した。

生涯学習行事
の充実

生涯学習に進んで参加す
る市民を増やす。

①美川地区・錦地区合同
生涯学習講座の実施
②無料送迎車両の運行
③ニーズ把握のためのア
ンケート実施

年１回ではあるが、錦・
美川地区合同での講座を
実施できた。また、美川
地域のみであったが無料
送迎車両を運行し参加者
の増加を図ることができ
た。ただ、ニーズ把握の
アンケートは実施でき
ず、参加者から口頭によ
る意向を聞くのみとなっ
た。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

生涯学習の推進
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部 局 名

教育委員会

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

教育委員会の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

「教育文化のまち」を実現するため、市民と行政の新たな協働を創造
する市民参画型組織

美和支所

美和支所館内における生
涯学習講座の参加者数を
維持し、他団体との共催
回数も維持するとともに
出前講座等の開催につい
て検討する。

生涯学習講座の参加者
数は、対前年度
111.3％、共催回数７件
増加し目標は達成でき
た。
出前講座については、
結論を出すには至ら
ず、引き続きその方法
などを検討したい。

参加者に魅力
を感じてもら
える講座の企
画業

市民が進んで参加し、暮
らしに役立つ講座を企
画、実施するとともに、
各種団体との提携も進め
る。

①アンケートによるニー
ズ把握～ミスマッチをな
くすため、参加者（市
民）の要望、要求を詳細
に調査する。
②アンケート結果により
講座内容の決定
③出前講座等について検
討
④市民団体等へのアプ
ローチ
⑤年間講座計画の決定

ほぼ計画どおりに実施で
きたが、出前講座につい
ては引き続き検討を重
ね、地域の実情を考慮し
た生涯学習活動の推進を
図っていく。

生涯学習やス
ポーツ活動等が
盛んに行われて
いる

生涯学習の推進
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部 局 名

出納室

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

支払事務の効
率化

水道使用料等の公共料金
の口座振替を推進し、支
払事務の効率化を図る。

①準備期間（７月～１
月）
②口座振替実施（２月）

下水道使用料（農業集落
排水処理施設使用料等を
含む）の口座振替を平成
30年２月から実施した。
水道使用料の口座振替に
ついては、相手方の新シ
ステム導入後に取り組む
こととした。

差戻し件数の
削減

財務会計起票時の事務処
理の適正化を図る。

①差戻し要因の洗い出
し・班内研修
（８月～10月）
②庶務担当者研修（11
月）
③差戻し要因の掲示等
（随時）

差戻し要因について統
計・分析を行い、班内で
随時協議研修を行った。
平成29年度は庶務担当者
研修が実施されなかった
が、不備のあった担当者
には個別指導により注意
を促した。
同様の間違いをなくすた
め、統計・分析を行った
差戻し要因を一覧表にま
とめ、周知徹底する準備
を行った。

会計事務において、毎年
度、更なる効率化が図れ
るよう取り組む。

 平成29年４月１日から
公会計制度を導入し、
新しい財務会計システ
ムに更新した。

相互コミュニケーションによる自主的な事務改善を、全庁的な事務の
効率化へつなげることができる組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進

出納室の戦略策定シート

平成29年度

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

出納室
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部 局 名

監査・公平
委員会事務
局

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

年度当初の４月に全庁的
にチェック体制の整備・
充実に取り組むよう、掲
示板にチェック項目を掲
示し、周知した。また、
定期監査における事前審
査実施前にも前回監査の
指摘事項を公開フォルダ
に掲載し確認できるよう
にした。更に今年度から
は本監査前に事前審査指
摘事項について改善状況
と今後の対応策を文書で
徴取した。監査の形骸化
を防ぐため、本監査時に
監査委員が次回の監査で
は対応策を徹底し、指摘
事項を無くすよう指導し
た上で担当課長に改善状
況と指摘された原因を除
去するための対応策につ
いて再度、説明させた。
また、今年度の指摘事項
を踏まえ、来年度に掲示
し周知するチェック項目
を見直した。

市民満足度の向
上と持続可能な
行政経営が実現
している

行政経営の推進
監査・公平
委員会事務
局

定期監査の実施ごとに指
摘件数を減少させ、最終
的にゼロにする。

定期監査における事前
審査指摘事項が無い部
署は20部署であった
が、59の部署で前回監
査と同様か新たな改善
すべき軽微な指摘事項
があった。

予算執行の事
前チェックの
周知徹底

組織全体で改善策を講
じ、定期監査ごとに各部
署の指摘事項をなくして
いき、最終的にゼロにす
る。

①年度当初に全庁的に
チェック体制の整備・充
実に取り組むよう、掲示
板にチェック項目を掲示
し、周知（４月）。
②定期監査実施前に前回
監査の指摘事項を公開
フォルダに掲載し、周知
（年４～５回）。
③監査委員監査で事前審
査の指摘事項についての
改善方法等を聴取
④年間の定期監査終了
後、指摘事項を集約し、
チェック項目等の見直し
検討（２月～３月）。
⑤次年度当初にチェック
項目等を掲示板に掲載
（翌年４月）。

行財政運営の適法性及び経済性・効率性・有効性を確保できる経営戦
略型組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

監査・公平委員会事務局の戦略策定シート

平成29年度
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部 局 名

農業委員会
事務局

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

①農地利用状況調査実施
準備（５月～６月）
②農地利用最適化推進委
員による農地利用状況調
査と現地指導の実施（７
月～９月）
③調査結果の取りまとめ
（10月～11月）
④農地利用意向調査の実
施（12月～１月）
⑤調査結果に基づき、遊
休農地の減少に向けての
関係機関との調整

農林水産業の経
営が安定し、担
い手が増えてい
る。

○農林水産業を
支える担い手づ
くり
○活力ある農山
魚村づくり

農業委員会
事務局

遊休農地について、遊休
状況を解消する面積を、
毎年度増加させる。

新たに遊休農地となっ
た農地はあるものの、
遊休農地の合計面積は
前年度より減少してお
り、また、委員会とし
て設定していた解消目
標面積もクリアしてい
るので、組織目標は達
成できた。

農地利用状況
調査（農地パ
トロール）及
び農地利用意
向調査の実施

農地の利用状況を調査
し、遊休農地について
は、その利用に関する意
向を把握することで、的
確な指導・助言を行い、
遊休農地の発生防止と解
消による遊休農地面積の
減少につなげる。

①農地利用状況調査実施
準備（５月～６月）
②農地利用最適化推進委
員による農地利用状況調
査と現地指導の実施（７
月～９月）
③調査結果の取りまとめ
（10月～11月）
④農地利用意向調査の実
施（12月～１月）
⑤調査結果に基づき、遊
休農地の減少に向けての
関係機関との調整

農地の有効利用を図るため、行政、生産者、関係機関の連携強化の司
令塔となる組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

課　名 組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

農業委員会事務局の戦略策定シート

平成29年度
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部 局 名

選挙管理委
員会事務局

組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画

（主な取組を選択する指針） 主な取組名 主な取組の目指す状況 主な取組の内容 主な取組の達成状況 施策目標 施 策

・１月に実施された成人
式において、展示コー
ナーを設置し選挙啓発を
行なった。また、今年度
執行された２回の選挙に
おいて街頭啓発を行なっ
た。特に県知事選挙にお
いては、街頭啓発や期日
前投票事務に、高校生に
参加してもらい、若年層
への啓発に努めた。
・学生を対象に啓発ポス
ター等を募集し、集まっ
た1,671点の作品の一部
を市役所1階で展示し
た。
・市内４つの高校で選挙
出前授業を実施し、講義
を通し、のべ1,125人の
高校生に選挙啓発を行
なった。

選挙管理委
員会事務局

投票率が県内平均を上回
ること。

今年度執行の衆議院議
員総選挙では、県内平
均55.23％に対し
53.76％、山口県知事選
挙においては県内平均
36.49％に対し35.45％
と、いずれの選挙にお
いても県内平均を下
回った。

若年層に対す
る選挙啓発の
実施

20歳未満の投票率を岩国
市全体の投票率に近づけ
る。

・成人式や街頭での選挙
啓発（１月）
・啓発ポスターの募集、
掲示（通年）
・選挙出前授業の実施
（通年）

職員一人ひとりのレベルアップが組織全体のレベルアップにつなが
り、その相乗効果により進化する組織

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

選挙管理委員会事務局の戦略策定シート

平成29年度

課　名
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