
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。

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年度に提出され
た52件の審査請求に対
し、行政不服審査法に
基づき、適正な審理手
続を行い全て終了し
た。なお、平成30年度
において審査請求は提
出されなかった。

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
の運用

◆職員研修の実施

平成29年度に策定した
改正行政不服審査法の
制度運用マニュアルを
適正に運用するため、
審理員候補者と事務担
当者を対象とした研修
会をそれぞれ１回ずつ
実施した。

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等
と行うことにより、市
政の円滑な運営を図る
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。

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。

状況に応じたスケ
ジュール調整により、
関係部署等との協議時
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
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、
公務の円滑な遂行につ
なげることができた。

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30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

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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総務部の戦略策定シート

平成30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

広報紙から必要な情報
を見つけてもらい、読
んでみたくなる記事を
増加させる。

身近な情報を提供し、
読んでみたくなる記事
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。

◆市民にインタビュー
をするなど工夫を凝ら
した企画記事を増加さ
せる。

市民のインタビューを
掲載した企画記事を増
加させた。

市民の参画意
欲が高まる市
政運営となっ
ている

市民参加の推
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本
市の魅力を感じる機会
が増加した。
情報発信と移住・定住
受入体制の整備を進め
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

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

◆ＰＲ広告の実施

◆移住・定住相談窓口
ウェブサイトの作成

◆プロモーションツー
ルの作成

◆市民交流イベント、
ツールの作成などを実
施し、本市の魅力を発
信した。
◆移住・定住相談窓口
が設置され、ウェブサ
イト、モニターツ
アー、ＰＲ広告が実施
できた。

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

広報戦略課
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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30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

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評価者研修の実施、
研修計画の公開（４
月）

②人事評価実施要領・
評価システム操作マ
ニュアル等の公開（４
月）

③人事評価の実施（通
年）

④職員研修の実施（通
年）

⑤昇給、賞与等への反
映（次年度）

①管理職を対象とした
評価者研修及びシステ
ム操作研修を実施した
（H30/4/18～20 ６回
参加者数155人）。ま
た、次年度の研修計画
を公開した（３月）。
②実施要領・操作マ
ニュアル等を公開した
（４月）。分限処分の
指針を策定・公開した
（12月）。
③人事評価制度を本格
的に導入し、通年で実
施した。
④主な研修実績（職員
課主催分）として、女
性管理職研修会、ク
レーム対応研修、英語
対応研修、アンガーマ
ネジメント研修、ＯＪ
Ｔ研修等の新たな研修
を多く開催できた。
⑤今年度の評価結果
は、次年度以降の処遇
（昇給・賞与・任用・
研修等）に適切に反映
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。

今年度から人事評価制
度を本格的に導入し
た。今年度の評価結果
は、次年度以降の適切
な処遇反映（給与・任
用・研修等）に活用す
る予定である。
また、今年度から人材
育成班を創設し、人材
育成に集中して取り組
める体制を整備した。
「人材育成基本方針」
に基づき、めざす職員
像の具現化を図るた
め、喫緊の課題に対応
した研修を数多く開催
できた。
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総務部の戦略策定シート

平成30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
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組織目標を達成するための主な取組

様々な人権課題につい
て、正しく知り、正し
い行動ができる人を増
やす。

人権研修、イベントに
約800名が参加した。

人権研修、
イベント等
の開催

職場、地域、学校等に
おける人権推進リー
ダーの育成を目的とし
て、市民、企業等を対
象とした研修会等を開
催する。

人権教育・啓発指導者
養成講座開催（８
月）、
指導者研修会開催（８
月）

人権教育・啓発指導者
養成講座41人受講、36
人修了
指導者研修会20人受講

ワーク・ライフ・バラ
ンスに取り組む企業を
増やす。

ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業者数
平成29年度：95社
平成30年度：99社

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス推進講
座の開催

ワーク・ライフ・バラ
ンスへの取組に関する
講演・研修会等を開催
する。

女性管理職ネットワー
クセミナー開催（５
月）、ワーク・ライ
フ・バランス推進講演
会開催（７月）、
推進セミナー＆情報交
換会開催（10月、２
月）、
女性職員セミナー開催
（８月）

ワーク・ライフ・バラ
ンス推進講演会参加者
103名
推進セミナー、講座等
を６回開催、出席者数
103名

ＤＶ根絶を目指す。

ＤＶ防止を趣旨とした
講座を３回（延べ約
900名受講）開催でき
た。

ＤＶ防止に
向けた正し
い理解の普
及等の取組
の推進

高校生を対象としたＤ
Ｖ講座を開催する。

ＤＶ講座開催（11月）

高校生、学生を対象に
したＤＶ受講者アン
ケートで835人のうち約
95％が今後の参考に
なったと回答

一人ひとりの
人権が大切に
されている

人権課 人権の尊重
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総務部の戦略策定シート

平成30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

契約監理課
地域経済の維持に繋が
る入札制度を構築す
る。

入札制度については、
地域の実勢に沿った制
度改革を行うことが、
地域経済の維持・活性
化に繋がると考える。
平成30年度において
は、条件付一般競争入
札の対象を拡大したこ
とにより、受注意欲の
ある業者に入札参加の
機会が増えた事で、地
域経済の活性化に繋
がったと考える。

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、受注意欲の有る業
者の入札参加機会を拡
大する。

平成30年度に条件付一
般競争入札の対象を全
業種15,000千円以上に
拡大し、入札参加者数
の増加を図る。

条件付一般競争入札の
対象を全業種15,000千
円以上に拡大したこと
で、受注意欲のある参
加者が増えるととも
に、競争性、透明性、
経済性等の確保に繋
がった。
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組織目標 第２次総合計画 第２次総合計画
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総務部の戦略策定シート

平成30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、財産収入を得
る。

未利用市有財産につい
て、売却可能な財産の
選定を行い、一般競争
入札や公募先着順方式
等により売却を行っ
た。また、売却できな
い未利用財産について
も、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・集計を行
い、処分・賃貸する財
産の整理をする。

②ホームページ等によ
る市民等への情報提供
により未利用市有財産
の処分を図る。

未利用市有地を29件売
却した。また、一時的
な短期有償貸付を新た
に6件行った。

本庁にデータ統合でき
ていない錦町の地籍調
査完了地区の地図デー
タを本庁に集約する。

錦町地籍調査完了地区
の地籍図データを本庁
集約した。

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錦総合支所市民福祉
課管理の地籍調査完了
地区地図データを本庁
地図情報システムに集
約する。

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。

錦町地籍調査完了地区
の地図データを本庁集
約し、本庁の地図情報
システムに一本化し
た。また、30件の登記
情報とのアンマッチ
データの訂正を行っ
た。

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
課及び関係機関との連
絡・調整を図りながら
今年度取得予定の用地
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、計画どおり事業
用地を取得できるよう
にする。

研修会等に積極的に参
加して知識習得に努
め、地権者への解かり
やすい説明を行って、
計画どおり72件の用地
取得を行った。

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

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30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
ワークの更新などによ
り情報の保護におい
て、より強固なものと
なった。
一方で経費削減につい
ては、新制度や法改正
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）

○委託業務について、
業者へのヒアリングや
見積りの精査にあわ
せ、課員で可能なこと
については行うことで
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
できた。
○将来的な維持管理コ
ストの削減について
は、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、総合的に方向
性を判断していくため
に検討している。

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

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

防災・減災
につながる
情報の発信

情報提供を行なうこと
で、市民の安心・安全
が図られる。

避難者情報発令判断基
準作成（３月）

新伝達システムの構築
（３月）

基準を作成し、7月１日
付け自治会班回覧にて
周知。

新システム構築は未
済。

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）

9,528人。（2/28現）

受付を５月末で一旦停
止。施工済件数2,096件
（2/1現）

防災講習や避難訓練等
の実施（通年）

講話等の実施：24団体
1,791人出席。（2/28
現）

自主防災組織への新規
助成（通年）

７団体に783,213円
（3/12現）

自主防災組織活動マ
ニュアルの作成（３
月）

作成済みのマニュアル
の修正を行った。

消防団の車
両・施設を
更新する

地域防災力を維持す
る。

車両は、20年を経過し
たものから更新（３
月）

消防車庫等は、老朽化
の著しいものから更新
（３月）

ルールに基づいて実
施。

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30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。

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。

避難者情報発令判断基
準の作成
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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
事業採択に当たり、要
求部署の優先順位、市
民満足度、人口減少対
策、先駆性を反映させ
ることで、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」、「人口減少対
策」、「先駆性」の項
目を引き続き設けた。

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

地域交通課
効果的、効率的な公共
交通を目指す。

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」に定めた事業を実
施することにより、住
民への情報提供や公共
交通を守り育てる意識
の醸成に取り組むこと
ができた。

岩国市地域
公共交通網
形成計画に
定めた事業
の推進

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南岩国駅のバリアフ
リー化の推進

②マップや時刻表の継
続発行と適宜改善

③モビリティ・マネジ
メントの実施

①一部の事業を令和元
年度に繰越したもの
の、概ね計画に沿った
事業を推進することが
できた。
②計画どおりの事業を
実施した。
③事業内容を再検討し
た結果、対象者を転入
者から高校生に変更し
たうえで事業を実施し
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

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30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
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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30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

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。

　令和元年度の予算編
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30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、
さらに、平成30年７月
豪雨による災害復旧費
が令和元年度において
も多額となることか
ら、不足する財源につ
いては、財政調整基金
を大幅に取りくずすこ
とで予算編成を行っ
た。

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、主に新規事業とな
る政策企画課所管分と
継続事業である財政課
所管分の一般財源が的
確に振り分けられてい
る。

①H30年度の事業を基
に、H31年度に予定する
事業の所管について、
見直しを行う。

②政策企画課と財政課
の２課で所管見直しを
合意し、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。

　令和元年度に実施す
る投資政策的経費に配
分する一般財源につい
て、７月豪雨に伴う災
害復旧費も加味して平
成30年度より４億円程
度の増額を見込み政策
企画課と財政課所管分
の財源を振り分けた。
　その後のまちづくり
実施計画の査定及び予
算編成での査定におい
ては、災害復旧費以外
の事業については配分
した一般財源に近い額
での事業費とすること
ができた。
　しかしながら、災害
復旧費については、過
年度の災害復旧費が予
想以上に多額となり、
12億円を上回る一般財
源を要することとなっ
た。
　そのため、予算編成
では、財政調整基金の
取崩しをさらに増額し
て対応することとなっ
た。
　財源の振分けとして
は、災害復旧という必
要な予算への配分では
あるが、財政調整基金
の残高が大幅に減少す
ることになり、将来の
財政運営には大きく影
響する結果となってい
る。
　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30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

①業務マニュアルを見
直すとともに、充実を
図り、業務の標準化を
推進する。

②税務担当職員（総合
支所の税務担当職員を
含む）の研修会の開催
と外部研修会への積極
的な参加。

③苦情、意見、問合せ
等により発生した事案
のリスト化により、公
平、迅速な対応を推進
する。

職員の経験年数が短く
なる中でも、適正、迅
速な課税、対応ができ
るよう、各種業務のマ
ニュアル化や事案の
ファイリングを進める
ことが出来た。班内研
修・班内会議について
はより一層推進してい
く必要がある。

課税課

行政への信頼と財源を
確保するため、課税客
体の適正な把握に努
め、課税漏れ、課税誤
りをなくす。

職員全員が、正確な知
識、明確な判断基準に
基づいて課税し、ま
た、平易な言葉で市民
に説明できるような組
織作り。

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

すべての職
員におい
て、課税客
体の適正な
把握と正確
な課税が出
来、かつ、
市民に対す
る説明責任
を果たすこ
とが出来る
よう、職員
のスキル
アップを図
る

①市民税の新申告シス
テムのマニュアルを作
成し、固定資産評価や
届出受付の対応マニュ
アル等を充実させるこ
とが出来た。

②市民税班はマイナン
バー研修を全員受講す
る等、積極的に外部研
修にも参加。家屋償却
資産班は毎週の班内会
議に加え、随時班内で
打合せ・確認を行い疑
問点を解消していっ
た。

③基本的には、各班と
もマニュアルに追記す
る形で事案対応の共通
理解を図った。班内供
覧したものは、紙を綴
じたりシステム内に
ファイルした。
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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30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

課で徴収率
の目標設
定、新規滞
納者の抑制

積極的に研修に参加、
個人のレベルをアップ
し、それを共有する。
現年分の収納率の向上
及び維持。

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。

接触率が高くなるよう
な時間、曜日に架電し
新たな滞納者の抑制は
おおむね達成できてい
ると思う。

人材育成と
スキルの共
有

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。

積極的な財産調査等を
行い資力を見極め、滞
納処分や執行停止を行
う。

積極的な財産調査（預
金・給与・請け代金）
等の差押及び資力の見
極めにより執行停止の
処分を実施している。

行政経営の推
進

収税課
全庁的な情報に加え、
県税と情報を共有し徴
収率の向上に努める。

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
極的な財産調査及び県
税との情報共有、共同
催告、併任徴収と協力
して処分を進めている
が、現年は昨年を上
回っているが滞納に付
いては昨年が良すぎた
為に下回っている。
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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

市民のニーズに的確に
応える職員を毎年度増
加させること。

行政経営改革プランの
行動計画のなかに掲げ
る業務改善運動におい
て、市民目線に立った
市民サービスや業務プ
ロセスの向上等に向
け、４年間のなかで、
89部署中81部署、91％
の部署が取り組んだ。

行政経営改
革プランの
取組実施の
重要性の浸
透

計画最終年度となるＨ
30行政経営改革プラン
の達成状況を90％にす
る。

主担当部署へのＰＤＣ
Ａサイクルの働きかけ
を強化する。

行政経営改革プランの
進捗率
平成26年度　68％
平成27年度　63％
平成28年度　46％
平成29年度　73％
平成30年度　約85％

公共施設等アクション
プランの５年目までの
方向性を達成する。

公共施設の質と量の最
適化の必要性につい
て、全庁的な認識とな
るよう、全職員及び市
長以下部長級以上の２
通りに分け、専門家に
よる講義形式の研修を
実施した。

真に必要な
公共施設を
見極める、
施設保有量
の最適化

公共施設等アクション
プランの前期計画期間
における取組方策の達
成。

主担当部署へのＰＤＣ
Ａサイクルの働きかけ
を強化する。

主担当部署の個別施設
計画策定への働きかけ
とアクションプランと
の連携。

職員の研修における受
講者数　200人

“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30年度

課　名

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
対策の要望
（43項目）
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。

①平成30年度から外郭
防音工事の対象が85Wか
ら80Wに拡大された。今
後も工事対象の拡大や
制度の拡充に向けて、
あらゆる機会を通じて
政府に要望を行う。
②実現に向けて、全国
知事会による、日米地
位協定の抜本的な見直
に係る提言等を踏ま
え、継続して国に働き
かけを行っている。
③実現に向けて継続し
て国に働きかけを行っ
ている。

【参考】
43項目の安心・安全対
策の達成状況
・達成21件
・一定の評価13件
・未達成9件

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
慮に係わる
要請

②事件・事
故等に係わ
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セーフティブリー
フィング（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
6,499件、基地への申し
入れ27回実施
（H31.3.26現在）
②H30年11月16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9月19日及びH31
年3月15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

組織目標を達成するための主な取組

基地政策課
航空機騒音の軽減及び
事件・事故等の減少。

移駐完了（H30年３月
30日）後の航空機騒音
について、岩国基地へ
の艦載機の駐留があっ
た４月、５月及び１１
月から３月までの間は
これまでに比べＷ値や
騒音測定回数が増大し
た。一方で駐留がない
６月から１０月にかけ
ては、駐留がある月に
比べ減少に転じ、経年
変化があるものの、こ
れまでと変わっていな
い状況である。
なお、移駐の是非を判
断する基準時期である
滑走路沖合移設前と比
べると、概ね減少して
いる。

平成30年度内の騒音関
連苦情件数はこれまで
で最も多くなってい
る。

平成30年の米軍人等に
よる刑法犯（岩国署
管内）は０件となって
いる。

総合政策部（基地政策担当）の戦略策定シート

平成30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
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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。

市民活動登録団体数91
団体

職員向け協働講演会
(幹部職員44人、一般
職員32人）

市民対象協働講演会1
回40人、事例発表1回9
人

地域ささえ愛交付金67
事業

みんなの夢をはぐくむ
交付金15事業

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。

①協働のまちづくり計画
の具体的な取り組みとし
ての「協働のマニュア
ル」の策定のための検討
を実施した。
②市民協働推進員に限ら
ず、協働についての職員
向けの講座を幹部職員と
一般職員向けに分けて開
催し、協働の概念の定着
を図った。
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30年12月、
平成31年3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
（67事業）やみんなの夢
をはぐくむ交付金（15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親
切かつ丁寧な接遇に努
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。

行政経営の推
進

組織目標を達成するための主な取組

市民協働推
進課

市民生活部の戦略策定シート

平成30年度

市民の自治・協働の意識を醸成し、誰もが安心して暮らすことのでき
る地域づくりを推進するための組織

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

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30年度　78,503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
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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

組織目標を達成するための主な取組

市民生活部の戦略策定シート

平成30年度

市民の自治・協働の意識を醸成し、誰もが安心して暮らすことのでき
る地域づくりを推進するための組織

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

消費者被害の未然防止
と早期救済を図る。

啓発事業等、予定して
いた事業は実施し、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、高速バス車内放送、
消費者被害防止連絡会議
等を通じた市民への周知
を実施する。

③金融機関店舗前での啓
発活動の実施。

④消費生活川柳の募集。
（小中学生対象）

①消費生活講座8回、消
費生活セミナー２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年金支給日に合わせ
て、金融機関前での啓
発キャンペーン実施
（６回）
④消費生活川柳の募集
（小中学生941作品の応
募）

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ＬＥ
Ｄ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
犯灯の電気料金を全額助
成する。

③防犯カメラ設置事業を
実施する。

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
制度については、全額
助成を開始した。
③街頭防犯カメラ設置
に係る実施設計を実施
（40台）

くらし安心
安全課

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
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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

組織目標を達成するための主な取組

市民生活部の戦略策定シート

平成30年度

市民の自治・協働の意識を醸成し、誰もが安心して暮らすことのでき
る地域づくりを推進するための組織

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

くらし安心
安全課

交通安全意識の高揚と
交通事故を減少させる
こと。

平成30年度中の交通事
故による死亡者数は７
人で、前年に比べ３人
減少した。高齢者の死
亡者数は、6人で、前
年に比べ、３人減少し
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。

⑤米軍関係者を対象とし
た講習会の実施。

○春、夏、秋、年末年
始の交通安全運動を実
施し、期間中に街頭
キャンペーン、早朝街
頭指導、広報等を実施
○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（２回）
○交通安全教室の開催
（約240回）
○米軍関係者を対象と
した交通安全講習会実
施（３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
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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

組織目標を達成するための主な取組

市民生活部の戦略策定シート

平成30年度

市民の自治・協働の意識を醸成し、誰もが安心して暮らすことのでき
る地域づくりを推進するための組織

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

ＵＪＩターンによる定
住促進の推進を図り、
移住・定住の促進を進
める。

・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
9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、都市部で行われた
移住イベントでもＰＲ
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

小規模・高齢化集落等
に対する集落対策の実
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。

玖北地域の小規模・高
齢化集落において、集
落点検を実施し、実情
を把握した。
　117/117集落
  804/804世帯

地域おこし協力隊によ
る「地域協力活動」の
実施及び隊員の定住・
定着への支援

隊員の定
住・定着を
図り、地域
力の維持・
強化に資す
る

・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。

・新たに４名の地域お
こし協力隊員を各地域
等に派遣

・Ｈ30で任期が終了す
る２名の地域おこし協
力隊員が、任期終了
後、市内に定住（予定
を含む）

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。

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

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

組織目標を達成するための主な取組

市民生活部の戦略策定シート

平成30年度

市民の自治・協働の意識を醸成し、誰もが安心して暮らすことのでき
る地域づくりを推進するための組織

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

市民課

住民基本台帳・戸籍等
の証明書発行サービス
の開始により、窓口で
の待ち時間を減少させ
る。

平成30年7月1日から全
国のコンビニエンスス
トアなどで住民票の写
し等の各種証明交付
サービスを開始した。

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
しなどの各種証明交付
サービスを開始する。

・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。

平成31年2月末時点にお
いて住民票の写しなど
の各種証明書を757件発
行した。
また、コンビニ交付開
始に伴う周知のため、
市のホームページへの
掲載やチラシの作成な
どを行なっている。

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

市民生活部
（文化ス
ポーツ担
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

岩国市民文化祭の
参加者数
Ｈ30　 9,153名
Ｈ29　12,504名
Ｈ28　12,596名
Ｈ27　11,315名

岩国市民文
化祭の見直
し

新しい岩国市民文化祭
の姿を構築し、事業数
や参加者数を増加させ
る。

●岩国市民文化祭の各
種事業を評価する。

●各事業に関する見直
しを行う。

●適切な事業の具体的
な検討を行う。

平成30年度は、従来どお
りの分野別の形で開催し
た。（市民文化会館のプ
レオープン事業と位置づ
けた）31年度からは、分
野別事業は共催とした。
総合型への取り組みは進
んでいない

岩国市美術展覧会の
出品者数
Ｈ30　312点
Ｈ29　320点
Ｈ28　335点
Ｈ27　354点
入場者数
Ｈ30　1,791名
Ｈ29　2,374名
Ｈ28　1,889名
Ｈ27　2,118名

岩国市美術
展覧会の活
性化

岩国市美術展覧会の出
品者数と来場者数を増
加させる。

◆団体への働きかけや
セミナーの開催により
出品者の増加を図る。

◆鑑賞のためのセミ
ナー、ギャラリートー
クにより一般の関心を
高める。

◆他の行事との開催時
期の調整や連携を図
る。

平成30年度は、ギャラ
リートークも、出品者の
ためのセミナーも開催で
きなかった。

交流事業の数や、その
参加者数を毎年度増加
させる。

交流事業の数や、その
参加者数を毎年度増加
させる。

日米交流事
業及び多文
化交流事業
の開催

市民と基地住民やその
他の外国人との交流機
会を増やし、参加者数
を増加させる。

★日米交流事業を開催
する。
（４月、６月、10月、
11月、３月）

★多文化交流会を開催
する。

★各種事業のＰＲ活動
を強化する。
（チラシ、市報、ＨＰ
等）

★日米交流事業を開催す
る。
（４月、６月、10月、11
月、３月）

★多文化交流会を開催す
る。

★各種事業のＰＲ活動を
強化する。
（チラシ、市報、ＨＰ
等）

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

市民生活部（文化スポーツ担当）の戦略策定シート

平成30年度

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

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

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

文化振興課

文化、芸術活動の数
や、その参加者数を毎
年度増加させる。

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
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部 局 名

市民生活部
（文化ス
ポーツ担
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

市民生活部（文化スポーツ担当）の戦略策定シート

平成30年度

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

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

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

◆地域スポーツ人口拡大
推進事業の実施。
①スポーツ団体への業務
委託、実施内容等協議
（４月）
②事業実施（６月から）

◆地域スポーツ人口拡大
推進事業県補助金が廃止
のため未実施

◆日本体育大学との連携
事業を実施する。

◆トップアスリート、指
導者育成事業（空手　選
手21名、指導者３名）
障害者スポーツ強化支援
事業（水泳　選手１名）
講師招聘事業（ハンド
ボール　講師６名　選手
75名）

◆日米親善リレーマラソ
ンを実施する。(12月）

◆エントリー2,023人（参
加者数約5,000人）

◆フェンシング国際ジュ
ニア大会を実施する。(６
月）

◆アジア5カ国　参加者73
人

◆世界大会等事前合宿
（ソフトボール、フェン
シング）を実施する。

◆アメリカソフトボール
チーム世界選手権事前合
宿実施（トヨタ自動車と
の親善試合　約5,000人）
国際フェンシング女子エ
ペ世界大会等事前合宿実
施（4カ国　参加者34人）

◆プロ野球ウエスタン
リーグ公式戦岩国大会を
実施する。（４月）

◆広島対阪神戦　参加者
2,500人

◆愛宕スポコン記念イベ
ントを実施する。

◆日米交流陸上競技大会
などを実施

スポーツ活動への参加
者を毎年度増加させ
る。
2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競
技大会や世界大会など
を契機として、岩国市
民のスポーツの向上と
活性化を図る。

・多種目にわたるス
ポーツ教室やスポーツ
イベントを実施し、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。

スポーツ推
進課

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。
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部 局 名

市民生活部
（文化ス
ポーツ担
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

市民生活部（文化スポーツ担当）の戦略策定シート

平成30年度

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

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

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

◆愛宕スポコン備品整備
事業。

◆陸上施設用写真判定装
置など整備完了

◆日の出町テニスコート
整備事業。

◆テニスコート２面整備
完了

◆総合体育館の設備改
修。

◆トイレの洋式化、空調
設備更新完了

スポーツ推
進課

スポーツ活動への参加
者を毎年度増加させ
る。
2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競
技大会や世界大会など
を契機として、岩国市
民のスポーツの向上と
活性化を図る。

・多種目にわたるス
ポーツ教室やスポーツ
イベントを実施し、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。

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。

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
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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
境保全につながる家庭
におけるストップ温暖
化診断を実施した。

家庭におけ
るストップ
温暖化診断
の実施

一般家庭における地球
温暖化対策への取り組
みを促進することを目
的として、地球温暖化
防止活動推進員と協働
で、温暖化診断を実施
する。

地球温暖化対策につい
て総合的に学習できる
ように、出前講座や各
種イベントブースなど
で、温暖化診断を併せ
て実施する。

出前講座や各種イベント
ブースで温暖化診断を実
施した。平成30年度受診
者数実績333名（出前講座
6回、各種イベント出展9
回）

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（６～７
月）

②作成（８月）

③配布（９月）

○平成30年度版ごみ収集
カレンダーの表紙にペッ
トボトルのボトル本体と
キャップ・ラベルの分
別・出し方を掲載した。

○広報いわくにの「ごみ
ちょっと気にして、もっ
と気にして」のコーナー
でごみをつくらない、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）の推進を3回に
分けて啓発した。

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30年
度実績として144基につい
て補助金を交付した。

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
化の取り組みを推進す
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年度に3,170人
に委嘱している。

循環型社会の
形成

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

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28年度：898ｇ
平成29年度：896ｇ
平成30年度：925ｇ
※平成30年７月豪雨災
害の発生に伴う災害廃
棄物の排出があり、平
成30年度のごみ総排出
量が増加した。

環境部の戦略策定シート

平成30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

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
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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

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

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30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

ごみ焼却施
設整備事業

第一工場から新焼却施
設（サンライズクリー
ンセンター）への業務
移行。

第一工場の延命化、条
例等の整備。

新焼却施設（サンライズ
クリンセンター）への業
務移行に伴う条例等の整
備を実施

資源化処理
施設機能改
善事業

リサイクルプラザの機
能改善。

高速回転式破砕機の整
備補修、資源アルミ選
別機供給コンベア補
修。

高速回転式破砕機の整備
補修、資源アルミ選別機
供給コンベア補修を実施

し尿処理施
設の集約化

みすみクリーンセン
ターによる集約処理。

集約化に伴う収集・運
搬の効率化。

にしきクリーンセンター
での処理業務を停止し、
みすみクリンセンターで
集約処理を実施

焼却施設建
設事務所

新ごみ焼却施設が地球
温暖化防止に寄与する
ことを目的として、温
室効果ガスを削減でき
る高効率発電施設を完
成させる。

平成30年12月24日より
第一工場搬入分のごみ
の搬入を開始し、平成
31年1月中旬より実負
荷運転を開始してい
る。平成31年3月末ま
でに完成検査を実施し
て、4月より本稼働す
る。

ごみ焼却施
設の完成

工程管理、安全管理等
の施工監理を徹底して
工程通り施設を完成さ
せる。受電後、各種性
能確認試験を実施して
性能を確認する。

プラント設備を完成
（11月）、
試運転開始（12月）、
負荷運転開始（１
月）、予備性能試験
（２月）、引渡し性能
試験（３月）

平成30年12月より試運転
を開始し、平成31年2月初
旬に予備性能試験を実施
し、「処理性能が設計条
件を有している」ことや
「公害防止条件を全て満
足できる」などを確認し
ている。更に平成31年3月
末までに引渡性能試験の
結果を確認する。

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

リサイクプラザで火災
が発生して処理設備が
被災したため、一部の
廃棄物の処理に支障が
生じた

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

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。
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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 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

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
自立への取組を実施す
る。

平成30年度中の就労
による自立世帯を11
世帯としていたが、
最終的には9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０世
帯、
②による自立世帯１世
帯。

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

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

心身障害者・児及び関
係者による自発的な余
暇活動や社会に向けた
理解啓発活動の実施、
これを支援する。

自発的活動支援事業
を継続して実施した

理解促進研修・啓発
事業を拡充して実施
した

障害者やボ
ランティア
組織等によ
る自発的な
余暇活動や
理解啓発活
動を促進す
る事業

障害者の社会参加促進
や啓発活動を、障害当
事者とボランティア及
び住民組織や企業等と
行政とが協働して取り
組む。

・自発的活動支援事業
の利用促進。

・社会参加応援事業及
び理解促進研修・啓発
事業の継続実施。

・その他、官民協働に
よる余暇活動の実施。

自発的活動支援事業は公
募の結果、ボランティア
団体が企画した２事業を
採択し実施した（視覚障
害者支援事業・ミニコン
サートとパネルディス
カッションによる心身障
害児者啓発事業）

理解促進研修・啓発事業
は会場を市中心部に移し
て実施、福祉行政と民間
との協働のほか他機関
（法務局等）との連携も
行い事業を拡充した。

心身障害者・児のス
ポーツへの参画機会を
増やす。

県キラリンピック陸
上競技大会や市心身
障害者体育大会への
参加者を増やすた
め、市内福祉施設や
総合支援学校等に個
別の啓発と協力要請
を行い、障害者ス
ポーツの裾野を広げ
た。
理解促進研修・啓発
事業を活用して障害
者スポーツへの参画
の意義を啓発した。

心身障害
者・児のス
ポーツへの
参画機会を
増やす事業

特に若い世代における
障害者スポーツの裾野
を広げる。将来のパラ
リンピック・デフリン
ピック等のアスリート
の育成や障害者スポー
ツチームの設立に繫が
る取り組みを継続す
る。

・県キラリンピックへ
の参加者数と、参加種
目を増やし、全国大会
やパラリンピックに向
けた強化指定選手を援
助する。

・特に活動の薄い若い
世代の球技や重度障害
者がスポーツ活動に触
れることのできる機会
を作る。

県キラリンピック陸上競
技大会は前年の２倍の選
手団：７０名　となった
（雨天中止）
市心身障害者体育大会は
競技種目等を工夫して臨
んだが雨天中止
山口パラスポーツ大会を
市総合体育館で開催し
た。
総合支援学校生徒を対象
としたレクスポーツ体験
講座を２回開催し、重度
障害児のｽﾎﾟﾚｸ活動を推
進した。
市障害者スポーツ強化支
援事業を実施し、パラア
スリート認定選手の育成
を行なった。

心身障害児への療育・
相談支援体制の再構
築。（児童発達支援セ
ンターの開設に向けた
調整と経過的な援護体
制）

社福法人による児童
発達支援センター開
設に向けた国への補
助金申請支援

心身障害児
への早期相
談支援と早
期療育支援
体制を拡充
する事業

岩国（市・圏域）は、
県内における唯一の児
童発達支援センター未
設置地域である。
平成32年度を目処に児
童発達支援センターの
開設を目指す。

開設に向けた関係先等
の調整を継続して実施
する。
開設までの間は、既存
の社会資源による面的
な連携によりセンター
機能を補完する。

児童発達支援事業所の開
設調整（31年5月開設予
定）
心身障害児療育相談の連
携調整（療育センター運
営協議会ほか開催）
ことば・きこえの教室の
分室拡充（由宇分室開
設）
学福連携強化のため、市
内校長会＝学校現場との
連携体制を構築した

障害者が自立
し、安心して
生活している

障害者支援
課

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
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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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

病児・病後
児保育事業
の受け入れ
先確保

病児・病後児保育事業
所数及び受け入れ定員
数を増やす。

病児・病後児保育事業
の委託先を本年度中に
１事業所増やし、ま
た、次年度以降も事業
所が新設されるよう関
係法人に働きかけを行
う。

平成30年７月から新た
に1ヶ所の事業所を開
設することができた。
来年度中に2ヶ所の事
業所を開設できるよう
医療機関と協議を行っ
ている。

いわくに子
育て支援の
情報提供

いわくに子育てアプリ
へのアクセス数を増や
す。

① 市役所内外の子育
て支援情報を収集し、
情報内容を充実させ
る。

② 最新の情報を提供
する。

③ 新規登録者数を増
やす。

アプリを周知するため
のチラシを新たに作成
し、新規登録者数が
545人増えた。
また、プッシュ通知の
回数を増やし、アプリ
へアクセスしてもらう
ことにより、子育て支
援情報を提供し子ども
の健やかな成長を支援
した。

子育て支援
に向けた相
談体制の充
実

支援を必要とする子供
や家庭に対して子育て
世代包括支援センター
を中心に適切な支援を
行う。

① 情報収集。

② ケース会議の開
催。
③ 児童福祉サービス
の提供・支援。

④ 子供・家庭の見守
り。

岩国市要保護児童対策
地域協議会「実務者会
議」を６回、「個別
ケース検討会議」を87
回開催し情報共有を図
ることで、妊娠、出
産、子育ての過程にお
いて切れ目のない支援
を行った。

子育て支援の
充実

こども支援
課

安心して子供
を産み育てる
ことができる

子育て家庭において仕
事と子育ての両立が図
れている。

安心して子どもを預ける
ことができる施設の充
実、必要な子育て支援情
報が入手できる環境の整
備、相談体制の強化を図
り子育て家庭を支援し
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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

生活習慣病
予防事業

特定健康診査受診率を
県平均以上にする。
特定保健指導実施率を
前年度より１ポイント
上げる。
生活習慣病予防（糖尿
病等）の啓発の機会を
前年度より増やす。

①特定健康診査及び特
定保健指導対象者全員
に受診券の発送。

②未受診者対策として
対象者別の受診勧奨の
実施。

③実施医療機関と連携
した受診勧奨。

④生活習慣病（糖尿病
等）予防についてデー
タを活用した啓発。地
区組織（健康づくり登
録団体、老人クラブ、
食推、母子推、協賛企
業等）及び行政部会と
協働した取組みの継
続。

⑤乳幼児期からの基本
的生活習慣の確立にむ
けた啓発。

特定健康診査及び特定保
健指導対象者全員に受診
券の発送、健診未受診の
年代等により啓発内容を
工夫した受診勧奨、保健
指導の未利用者に電話に
よる勧奨や家庭訪問を実
施した。
特定健康診査受診率Ｈ29
年度25.8％（県平均
26.7％）Ｈ28年度年度
23.9％より1.9ポイント
増加したものの県平均に
及んでいない。
特定保健指導実施率Ｈ29
年度23.5％（Ｈ28年度
22.5％）Ｈ28年より1ポ
イント上昇した。
健康づくり登録団体等と
協力して、野菜摂取や運
動推進等生活習慣病予防
の啓発を実施した。
啓発件数は
Ｈ29年度68,468件、Ｈ30
年度実績は69,055件。

健康づくり
推進事業

健康づくり登録団体数
を前年度より５団体増
やす。

①平成30年度策定の健
康づくり計画、食育推
進計画等策定検討会や
ワークショップ参加者
および既存のグループ
等への働きかけを通し
た健康づくり活動の推
進・拡大。

②現行の健康づくり推
進体制の見直し強化。

市内で主体的に活動して
いる既存のグループ等へ
働きかけた結果、健康づ
くり登録団体が２団体増
えた。
Ｈ30年度策定した第２次
健康づくり計画では、参
加職種を増やすと共に、
市民部会、地域部会、行
政部会、健康づくり協賛
企業・団対のネットワー
クを強化した推進体制と
した。

一人ひとりが
健康づくりに
積極的に取り
組んでいる

健康寿命の延伸。

県統計による直近の
岩国市の健康寿命は
Ｈ27：男性79.32
　　　女性84.02
Ｈ28：男性79.77
　　　女性84.32
Ｈ29年、Ｈ30年の健
康寿命の公表は２年
後となる。

健康推進課

健康づくりの
推進

生活習慣病等
の予防の推進
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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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

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29年度岩国市
の特定健診受診率は
25.8%で、県平均の26.7%
に達していない。しか
し、前年度の23.9%より
は向上している。特定保
健指導実施率は23.5%
で、県平均の17.6%をこ
えており、目標は達成し
ている。平成30年度の数
値が確定するのは、平成
31年9月頃となる。

糖尿病の重症化予防の
ため、対象者の継続受
診率を80%以上にす
る。

糖尿病の重症化を予防
するため、国保データ
ベース（ＫＤＢ）シス
テムを活用した分析に
より、対象者を抽出
し、継続受診の勧奨を
実施する。

平成29年度の対象者は
289人で、対象者全員
が平成30年度に受診さ
れており、継続受診率
は100%で、目標を達成
している。

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30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。

平成30年度岩国市の後
発医薬品の使用割合
は、74.9%で目標値に
達している。

一人ひとりが
健康づくりに
積極的に取り
組んでいる

県の直近の統計資料
によると、平成29年
度岩国市の一人当た
り医療費の伸び率
は、101.64%。19市町
で低い方から8番目。
（１３市では低いほ
うから６番目。）
平成30年度の数値が
確定するのは、平成
31年9月頃となる。

生活習慣病等
の予防の推進

保健事業の
強化

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。
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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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

高齢者が安心
して生活でき
る環境づくり
の推進

高齢者が生き
がいをもって
生活している

①高齢者に対し、被保
険者証送付や「要支
援」者への更新申請勧
奨通知、窓口相談等に
おいて、総合事業につ
いて周知する。

②通所型サービス事業
所に対し、より効果的
な自立支援・介護予防
サービスとなるよう助
言指導する。

③介護人材の確保に向
け、訪問介護事業所及
び居宅介護支援事業所
に、実態把握のための
アンケートを行う。ま
た、訪問型サービスの
従業者要件となる研修
を、市報やホームペー
ジで周知する。

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28年度
18.5％（対前年度0.6
ポイント減）→平成
29年度18.8％（対前
年度0.3ポイント増）
→平成30年度18.7％
（対前年度0.1ポイン
ト減）であった。
（平成28年度・29年
度は3月末現在、平成
30年度は平成31年4月
1日現在の実績）

介護認定率の伸び率
は、やや減少した。

①被保険者証や更新申請
勧奨通知を送付する際、
総合事業に関するパンフ
レットを同封し周知を行
なった。また、窓口で
は、基本チェックリスト
の結果に基づき、生活機
能の低下が見られた方に
は、認定審査会の審査判
定を待つことなく迅速な
サービスの利用が可能で
あることを丁寧に説明
し、総合事業について周
知した。

②集団指導において、通
所型及び訪問型サービス
事業所に対し、利用者の
自立支援に向けたサービ
スの提供を行うよう指導
した。（参加事業所：通
所型32事業所、訪問型38
事業所）

③訪問介護事業所及び居
宅介護支援事業所に対
し、介護人材についての
アンケートを平成30年５
月に実施し、10月４日に
行われた岩国市地域包括
ケア推進協議会介護部会
で結果を報告した。な
お、県主催による訪問型
サービスの従業者要件と
なる研修が開催されな
かったため、周知は行っ
ていない。

総合事業の
円滑な実施

「総合事業」の周知と
高齢者への生活支援の
充実。

介護保険課
介護認定率の伸び率を
毎年度低下させる。
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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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

①要介護認定の適正化・
平準化を図るため、居宅
介護支援事業所等に委託
した認定調査の結果につ
いて、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ケアプランの質的向上
を図るため、ケアプラン
点検を100件実施した。
うち、38件は個別地域ケ
ア会議に出席し、計画内
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、63件
444,449円の過誤調整を
行った。

③住宅改修が適切に行わ
れているか、提出書類
（写真等）では確認でき
なかった８件について訪
問調査を実施した。

④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16件134,161円、
縦覧点検で58件251,846
円の過誤調整を行った。

⑤介護サービス利用者や
家族に対し、９月末と３
月末の年２回、介護給付
費通知として、サービス
回数や費用額を通知し
た。年間通知総件数は、
13,491件。

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。

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28年度
18.5％（対前年度0.6
ポイント減）→平成
29年度18.8％（対前
年度0.3ポイント増）
→平成30年度18.7％
（対前年度0.1ポイン
ト減）であった。
（平成28年度・29年
度は3月末現在、平成
30年度は平成31年4月
1日現在の実績）

介護認定率の伸び率
は、やや減少した。

介護給付の
適正化

介護認定率の伸び率を
毎年度低下させる。

介護給付適正化計画に
基づき、主要５事業に
取り組み、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ケアプランの点検。
（過剰サービス等確認
が必要と判断したプラ
ン100件）

③住宅改修等の点検。
（提出書類では判断困
難な事例10件）

④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）

⑤介護給付費の通知。
(年２回)

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
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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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

介護予防活
動の支援

①介護予防事業に参加
する人数を100人増や
す。

②高齢者自身の介護予
防につながる高齢者生
きがいボランティアグ
ループを５団体増や
す。

①介護予防教室を10箇
所の包括支援センター
ごとに１箇所以上新た
に開催する。

②高齢者生きがいボラ
ンティアグループの立
ち上げ支援を行い、５
つの日常生活圏域ごと
に１団体増やす。

①介護予防教室は7セン
ターにより、合計で8箇
所新たに開催した。

②高齢者生きがいボラ
ンティアグループの立
ち上げは3つの生活圏域
で、合計で9団体増加で
目標を達成し、53団体
となった。

地域包括ケ
ア推進体制
の充実

①地域包括ケア推進協
議会における医療部会
を細分化する。

②生活支援分野と位置
づける生活支援体制整
備事業における協議体
を設置する。

①地域の医師会や看護
関係団体等をメンバー
とした医療部会を５つ
の日常生活圏域ごとに
１箇所設置する。

②同事業を岩国市社協
に委託し、５人の生活
支援コーディネーター
の支援のもと、地区社
協又は自治会連合会単
位で生活支援の資源創
出のための検討を行う
協議体を設置する。

①5つの日常生活圏域で
医療部会を設置し、各
圏域2回ずつの医療部会
（圏域会議）を実施
し、達成した。
②同事業を岩国市社協
に委託し、5人の生活支
援コーディネータを配
置され左記の協議体が
市内全域36地区中26地
区で設置。

見守り支援
体制の充実

①認知症サポーターを
500人増やす。

②はいかい高齢者等
SOSネットワーク事業
における協力事業所を
10箇所増やす。また、
同事業の事前登録者を
増やす。

①認知症サポーター養
成講座を未実施の中学
校４校と、高齢者等見
守り活動に関する協定
締結事業所及び認知症
の人の見守り支援協議
会の構成団体に対し、
開催を働きかける。

②高齢者等見守り活動
に関する協定締結事業
所及び認知症の人の見
守り支援協議会の構成
団体に対し、はいかい
高齢者等SOSネットワー
ク事業の協力事業所登
録を働きかける。ま
た、介護支援専門員に
対し、はいかい高齢者
等SOSネットワーク事業
を対象者へ案内及び周
知を依頼する。

①左記の団体に働きか
け、H30年度1,092人養
成し、目標を達成し
た。
②左記の団体に働きか
け、協力事業所登録を
平成29年度80事業所か
ら30年度102事業所と22
箇所増加、事前登録者
を平成29年度88人から
平成30年度129人と41人
増加で、目標を達成し
た。

高齢者支援
課

地域包括ケアシステ
ムの構築・推進を図
り、同システムへの
参加団体数が増え
た。
H29　１６０団体⇒
H30 １７０団体

地域包括ケアシステム
の構築・推進を図り、
同システムへの参加団
体数が増える。

高齢者が生き
がいをもって
生活している

高齢者の社会
参加の促進

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 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）

課　名

健康福祉部の戦略策定シート

平成30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

組織目標の達成状況
組織目標を達成するための主な取組

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。

市及び病院のホーム
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。
また、広報やホーム
ページによる医療ス
タッフの公募を行うと
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
及び薬剤師は随時、実
施している。
また、平成30年度から
人材紹介会社を活用
し、医師の求人登録を
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。

研修医受入
支援事業の
実施

市内の医療機関に従事
する医師の確保につな
がる制度を実施する。

研修医受入支援事業の
制度設計を行い、事業
を実施する。

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
業を実施している。

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

岩国地域医療連携情報
システム「いつつばし
ネット」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。

岩国市地域包括ケア推
進協議会医療部会にお
いて、全域では平成30
年５月、平成31年２月
の計２回、５つの日常
生活圏域毎では平成30
年７月と12月にそれぞ
れ２回ずつ開催された
会議に出席し、医療・
介護連携について、協
議・検討を行った。

在宅医療の推
進

地域医療課

救急医療機関に従事す
る医師・看護師を増加
させる取り組みを毎年
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）

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
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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。人材不足を解
消する特効薬はない
ため、長期的に取り
組む必要がある。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。

若者の就業
支援・人材
育成支援

若者の市内就業機会の
拡充。
中小企業における人材
不足の減少。

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。

中小企業における人材
育成の支援。

人材マッチング
　１０名中３名就職
　参加企業１０社
職業理解セミナー
　中高校対象
　延べ４校７１１人
　参加企業延べ４社
中小企業大学校研修支援
　受講者数　１社２名

　工場立地法地域準
則条例を制定したの
で今後は企業の設備
投資を図る。企業誘
致の目標は達成して
いるが、ＩＴ関連企
業の優遇・支援策を
充実することでＩＴ
関連の企業誘致を促
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

企業・本社機能の誘
致・投資促進や市内企
業の販路拡大等によ
り、雇用の場の拡大を
図る。

首都圏及び市内企業等
への情報発信及び訪問
の強化。

市内中小企業の販路拡
大の支援。

本社機能等の誘致促
進。

企業の投資環境の整
備。

先端設備等導入計画の
認定。

企業誘致数　　　 ３社
　計画雇用人数　120人
企業訪問
　市内　　　　１１３件
　首都圏　　　　４１件
　東京事務所　３０３件
中小企業販路拡大支援事
業　４社
不均一課税条例　改正
工場立地法地域準則条例
　制定
中小企業設備投資課税特
例
　件数　10件
　特例額　約228百万円
IT等オフィス誘致
　件数　０社０人

　特産品資源を中心
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
も高付加価値化・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
向けた取組を実施。

地域ブラン
ド化の推進

特産品等のブランド力
を高め、地域ブランド
情報を発信し、浸透拡
大を図る。

IT等オフィス誘致の支
援
官民連携組織・専門的
な人材・首都圏におけ
る常設ＰＲブースの設
置。

高付加価値化の支援。

東京にて観光物産展等・
ＳＮＳ等の情報発信
　売上前年比　45.6％増
　来客前年比　 8.6％増
商品開発講座の開催
　開発商品数　１３品目
地域商社機能の構築及び
専門的な人材の確保への
取組　人材確保済
ＰＲブース
　平均売上順位　10.6位
地域団体商標
　支援件数　１件

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

産業振興部の戦略策定シート

平成30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30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
Ｈ30年度：14,561人
見込

「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。

◆観光振興・地域活性化
事業の推進
・英語版パンフレット作
成し、インバウンド対応
を図った。
・特産品を活用した商品
開発（恋アイス／限定）
◆地元の伝統文化やＤＣ
イベント等を活用し、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29年：810,337人
平成30年：820.258人

アウトドア
事業との連
携事業

豊かな自然資源等をＰ
Ｒ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広告掲載による周
知活動を継続する。
（平成30度第３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30年度第３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29年度：503,388
人
平成30年度：52万人
見込

岩国錦帯橋
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Ｐ
Ｒ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ＳＮＳ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。

◆利便性の高さを広島西
部以西・山口県内を中心
にＳＮＳ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。
◆空港ホームページに東
部地域の観光周遊ルート
を掲載し、観光促進を
図った。

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30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
平成29年度684,151人
平成30年度577,212人
で
前年度比△106,939人
減
84.37％で目標は達成
できなかった。

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、一般成人
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。

・説明会等の開催
　小学校向け　9回

・世界遺産登録推進
　国際意見交換会　1回
　模型組立　3回

・錦帯橋世界文化遺産登
録推進協議会ホームペー
ジやリーフレットの英語
版作成を行った。
・その他、論文集や錦帯
橋DVDの販売を行い、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

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

観光交流の推
進

観光交流基盤
の整備・充実

文化財の保
護・活用と伝
統文化の継承

農産組織育
成・補助

地元農家を支援するこ
とにより負担軽減を図
り、地場産野菜の市場
出荷を促進する。

市場出荷団体に対する
出荷資材補助と生産状
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把
握することにより、的確
に出荷資材の補助を行
い、夏場の高温や災害等
で収量が減少するなか、
地場産野菜の市場出荷数
量を維持した。

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。

朝市開催による市場開
放や、地場産野菜を
使った料理教室の開
催。

市場開放「ふれあい朝
市」を毎月第3土曜日に
開催し、来場者へ重点的
に地場産野菜を販売・Ｐ
Ｒした。
地場産野菜を使った料理
教室を８回開催（延べ
178人参加）したほか、
ＪＡが行なう地場産野菜
を使った料理講習会開催
の支援、販売協力店店頭
で販売促進活動を16回展
開するなど、地場産野菜
の消費拡大につなげた。

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。

重点推進品目野菜生産計
画面積約540ａに対し助
成を行う予定であった
が、事業内容を見直し、
重点推進品目野菜を生産
出荷する生産者に対し生
産指導、産地交流会の開
催を支援することにより
地場産野菜の市場出荷を
促進した。

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29年：1,136ｔ

平成30年：1,039ｔ
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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２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（随
時）

◆農用地利用配分計画
協議（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83
名(借受希望面積156.0ha)、
貸付登録筆数182筆(貸付希
望面積22.3ha)となってい
る。
本年度の実績は、３法人２
個人11.6ha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。
３林業事業体で10人を新規
雇用した。
１森林組合で高性能林業機
械１台を導入した（グラッ
プル１台）。

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、２名の新
規就農者を確保ができ
たが、認定新規就農者
の確保はできなかっ
た。。
　農地中間管理機構事
業を活用した集積は、
３法人と２個人で行う
ことができたが、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。

産業振興部（農林水産担当）の戦略策定シート

平成30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
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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

組織目標を達成するための主な取組

産業振興部（農林水産担当）の戦略策定シート

平成30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

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24ｔ、ＪＡ
岩国市195ｔの合計219ｔ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100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。
Ｈ30年度末の累計の市有牛
数は64匹となっている。
H30年度までの保留支援累計
数は、14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。
Ｈ30年度の結びつき米は、
700ｔ／年であった。

農林水産業の
経営が安定
し、担い手が
増えている

岩国の魅力が
広く知られ、
岩国ファンが
増えている

農林水産業を
支える担い手
づくり

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、２名の新
規就農者を確保ができ
たが、認定新規就農者
の確保はできなかっ
た。。
　農地中間管理機構事
業を活用した集積は、
３法人と２個人で行う
ことができたが、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

組織目標を達成するための主な取組

産業振興部（農林水産担当）の戦略策定シート

平成30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

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
岩国港へ寄航する豪華
客船「ダイヤモンド・
プリンセス」のおもて
なしを無事故で成功さ
せる。

・柱島でのイベントを
無事故で成功させる。

・事業主体や関係機関
と協議・連携を図り、
課内での役割分担を明
確にする。

・県主催の海岸清掃エ
コツアーに当課職員も
参加し、無事故をサ
ポートする。

・「ダイヤモンド・プ
リンセス」のおもてな
し行事は、関係者との
連携により無事故で成
功した。
・柱島で予定していた
県主催の海岸清掃エコ
ツアーは、7月豪雨災害
や台風の影響で中止と
なった。

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
してきており、将来的
に漁獲高の向上が見込
める。

水産多面的
事業の推進

・漁業者による干潟や
河川の保全活動が、水
辺の多面的機能の効果
を効率的に発揮させ
る。

・活動グループの支
援・指導を充実させ
る。

・新規活動グループの
拡大。

・活動グループとの意
思疎通が図れ、充実し
た支援・指導により干
潟の機能が向上した。
・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・管理に務めてい
る。

漁港水産物
供給基盤機
能保全事業
の推進

漁業従事者の安心・安
全な漁港施設の利用。

・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。

・黒島漁港（設計）

・端島漁港（工事）

・策定した維持管理計
画に基づき実施でき
た。（端島漁港整備工
事は、7月豪雨災害の影
響により、令和元年6月
末完成予定）

活力ある農山
漁村づくり

水産港湾課

農林水産業の
経営が安定
し、担い手が
増えている
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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

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
４ｍ以上に拡幅改良を
実施する。

道路の拡幅改良には地
権者の協力や事業費が
大きく影響するが、適
切な用地交渉等により
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
等を考慮すると、三笠
橋、愛宕橋など大規模
修繕が必要な橋を優先
することになるため、
しばらくは目標達成が
困難な状況となる。

幹線道路の整備率を毎
年度増加させる。

用地補償完了
　Ｈ29　　61%
　Ｈ30　　77%

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用
地補償の協力が得られ
たため、順調に用地取
得が行えた。

多様なニーズ
に対応した交
通基盤が整っ
ている

組織ビジョン （３年～５年後を想定した組織の目指す姿）

時代の変化に適応した技術力と協働を礎として、安心して暮らせる未
来を創造する組織

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
　Ｈ29　　58.7%
　Ｈ30　　58.8%

橋りょう長寿命化達成
　Ｈ29完成　1橋
　Ｈ30完成　2橋

都市建設部の戦略策定シート

平成30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

安全な生活道
路の整備

幹線道路網の
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）

時代の変化に適応した技術力と協働を礎として、安心して暮らせる未
来を創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成30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
排水施設の整備を計画
的に行う。

【川下地区】施工延長
L=18.6m（φ600）整備完了。
また楠町において、施工延長
L=64.6m（φ700）を着手し、
令和元年度７月完成見込み。

【牛野谷地区】施工延長
L=52m（□300×400）を令和
元年度整備予定。

【愛宕地区】
国道１８８号協議を行い繰越
して実施。施行延長L=51m(□
2,100×2,100)

浸水被害を
防ぐための
排水対策事
業

普通河川の排水能力不
足による浸水被害の最
小化を図る。

・排水能力不足の室の木
川への流入抑制を図るた
め、麻里布中学校グラウ
ンドに調整池を設置し、
平成31年度の供用開始を
目指す。

・土砂堆積等による通水
機能不足河川の浚渫を計
画的に行う。

【室の木地区】調整池
整備済み　2,660ｍ3
今回整備　1,640ｍ3
H30.7豪雨により、繰越して
事業完了となったが、令和元
年6月に供用開始することが
出来る見込みとなった。

【浚渫事業】
H30.7豪雨の災害事業も含め
堆積土砂浚渫を計画的に実施
することが出来た。
（災害分）多田川・瓦谷川・
荒瀬谷川・紅葉谷川ほか
（通常分）丸子川・保津川・
長野川・室の木川ほか

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、「広報いわくに」
への掲載及びホーム
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。

ホームページを活用し
区域指定に関する情報
提供に努めた。
５月広報に土砂法の概
要説明を掲載。
イカルス講座に登録を
行っているが、平成30
年度は個別の説明会の
開催実績はなし。

河川課

H30.7豪雨の災害によ
り、浸水や土砂災害等
の甚大な被害が発生
し、災害復旧に追われ
るなか、通常業務につ
いても遂行し、多少の
遅れは生じたものの概
ね目標の達成はでき
た。

防災対策等の
充実

救急・災害時
の備えが整っ
ている

浸水や土砂災害による
被害の最小化。
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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）

時代の変化に適応した技術力と協働を礎として、安心して暮らせる未
来を創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成30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Ｂ１棟の耐震
改修に係る外壁・内
装・屋上防水等の改修
実施設計を完了した。

外壁改修事
業

コンクリート剥離片の
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。

梅が丘団地５棟・１０
棟の外壁改修工事を、
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・洋式便器等の整
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
の５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。

指定管理者制度へ順調
に移行できた。

指定管理者
への移行

指定管理者制度導入に
よる、民間ノウハウの
活用による住民サービ
スの向上。

施設の不良箇所や苦情
に対する迅速な対応。

指定管理者へ順調に移
行することができ、地
域に密着した対応が可
能となった。

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
司法書士会と連携し、
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
の抑制及び所有者の管
理意識の向上。

所有者に対し、適切な
管理方法の情報提供や
助言・指導をおこなう
啓発活動として、空き
家等に関するセミ
ナー・相談会を開催。

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
い、講演会や相談会も
開催した。
セミナー・相談会　　8
月3日、講演会　10月10
日（錦、市民文化会
館）

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

耐震改修に係る改修実
施設計及びバリアフ
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。

耐震化、バリアフリー
化された市営住宅に入
居する世帯を増加させ
る。

建築住宅課
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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）

時代の変化に適応した技術力と協働を礎として、安心して暮らせる未
来を創造する組織

都市建設部の戦略策定シート

平成30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

下水道課
生活排水処理率を毎年
度向上させる。

平成29年度　34.9％
平成30年度　35.6％
0.7ポイント向上

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）

11.86ha整備
尾津３号汚水幹線
管きょ整備に着手
令和元年度完成予定

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

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。

◆機構改革に伴い、
増えた施設の状況の把
握。
施設・機器台帳を作
成。
維持管理頻度レベル、
手方等の見直し、
旧二課の施設管理の統
一を図り、維持管理の
効率化・適正化を図
る。

◆施設設計方法等を標
準化する。
（維持管理コストの安
価な施設の設計から建
設）

機構改革に伴い、旧河
川課の施設について台
帳の整備が進み、台帳
の入力についても順調
に進んでいる。
施設管理の方法の統一
は進めつつあるが、
財政課との説明は実施
したが、予算の獲得ま
では到っていない。
今後は、資料を充実さ
せ適正な管理が出来る
よう獲得へ向けて努力
する。

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

浸水被害を
防ぐための
排水対策事
業
防衛省事業
の推進

排除能力不足の施設を
整備し、内水氾濫によ
る浸水被害の最小化を
図る。

◆川西地区
排除能力の不足する石
田川流末の川西ポンプ
場を整備する。
（H29～33年度）

◆川下地区
老朽化している旭町ポ
ンプ場を再構築する。
（H30～34年度)
　
◆装束地区
老朽化している装束ポ
ンプ場を再構築する。
（H18～33年度）

川西・装束ポンプ場に
ついては、単年度での
完成を求められる、交
付金事業であり、今後
の工事内容において事
業実施の方法が懸念さ
れていたが、岩国市ポ
ンプ場整備基金を作る
ことにより、目処がつ
き、工事発注準備中。
旭町ポンプ場について
は設計業務が進み、事
業用地の確保等を行っ
ていく。

救急・災害時
の備えが整っ
ている

防災対策等の
充実

都市排水施
設課

各工事の着実な進捗実
施と共に、数多くの施
設の現状を把握し、維
持管理の適正化を図
る。

事業の推進に必要な岩
国市ポンプ場整備基金
の策定
機器台帳の作成
財政課への概要説明実
施
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部 局 名

都市建設部
（都市拠点
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

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の
変更に向け、住民との
意見交換等を行い、一
部の都市計画変更を
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、
都市計画道路や都市計画
公園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。

都市計画道路や都市計
画公園の見直しに向け
て関係機関との協議・
調整を進め、都市計画
道路については必要に
応じて、廃止の手続き
を進める。

都市計画道路の見直し
案を基に、御庄地区に
おいて住民意見交換会
を実施し、３路線を廃
止した。
また、都市計画公園に
ついても、廃止に向け
た検討を行った。

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

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19件
行う。（通年）

岩国・横山重点地区に
おいて18件の修景・修
繕へ助成を実施した。

景観啓発事
業（景観重
要建造物・
景観重要樹
木の指定）

指定を周知すること
で、景観形成に対する
市民の意識が高まり、
地域の重要なシンボル
として、景観まちづく
りのけん引役を担う。

景観計画に基づき、地
域の良好な景観形成に
寄与すると認められる
建造物や樹木を、景観
重要建造物・景観重要
樹木に各１点指定す
る。

景観重要建造物・景観重
要樹木各１件の指定に向
けて、必要な調査・検討
を行なった。

景観啓発事
業（景観ま
ちあるき）

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、決められた
エリア内の魅力的な建
物や景色を見つけるま
ちあるき。

今津地区において、小中
学生とその保護者を対象
に「第２回景観まちある
き」を実施した。悪天候
により、屋外でのまちあ
るきは中止したが、景観
学習に28名が参加した。

誰もが快適に
暮らせる生活
環境が整って
いる

良好な景観の
形成

都市建設部（都市拠点担当）の戦略策定シート

平成30年度

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、持続可能な魅力あるま
ちの未来を創造する組織

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

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。

景観まちづくりへの市
民の意識醸成（啓発）
を目的に、第２回とな
る「景観まちあるき」
を実施した。また、岩
国工業高校において、
全校生徒を対象に「景
観まちづくり　一人ひ
とりができること」を
テーマに景観講座を行
なった。
景観形成事業において
は、岩国・横山重点地
区で景観保全や景観形
成に寄与する修景や修
繕に対する助成を18件
実施した。

都市計画課
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部 局 名

都市建設部
（都市拠点
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

都市建設部（都市拠点担当）の戦略策定シート

平成30年度

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、持続可能な魅力あるま
ちの未来を創造する組織

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。

まちづくり計画の作成
に向け、地区住民等の
意向を把握するために
アンケートを実施し
た。

土地区画整
理事業見直
し計画策定
事業

西岩国駅前について
は、まちづくり協議会
を設立し、土地区画整
理事業に代わるまちづ
くり整備計画を住民と
ともに策定する。
南岩国駅前について
は、都市再生整備計画
事業を実施し、土地区
画整理事業に代わるま
ちづくりを推進する。

西岩国駅前について
は、住民等が、まちづ
くり計画を考える場と
して、まちづくり協議
会を設立できるよう支
援する。
南岩国駅前について
は、土地区画整理事業
の見直しを行うため、
都市再生整備計画事業
を活用し、先行して南
岩国駅前広場整備及び
交差点改良を行う。

西岩国駅前については、
地域の行事に参加し、協
議会の設立を目指してい
る準備会活動の周知を
図ったほか、地区内の居
住者を対象に、まちづく
りに関するアンケートを
実施した。
南岩国駅前については、
駅前広場の整備に支障と
なる駅舎の移転整備につ
いて、西日本旅客鉄道株
式会社と協定を締結した
ほか、地区内の居住者及
び土地、建物所有者を対
象に、まちづくりに関す
るアンケートを実施し
た。

多様なニーズ
に対応した交
通基盤が整っ
ている

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、
早期事業化に向け、国
土交通省、山口県等に
要望した。

岩国大竹道
路等幹線道
路の早期整
備促進

岩国大竹道路の早期完成
に向けた取り組みを行
い、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。
岩国南バイパス南伸の早
期事業化に向けた進捗が
みられること。

早期整備等を国土交通
省等関係機関に要望す
る。（８月、11月）
岩国南バイパス南伸に
ついて、県・市がアク
セス道路の検討を進め
る。

８月には国道交通省本省
の幹部に要望を行った。
なお、11月の要望会は実
施されていない。
岩国南バイパス南伸につ
いては、本省の社会資本
整備審議会において新規
事業化が妥当との判断を
得た。
アクセス道路について
は、県と市の役割分担の
もと協議を行い、方向性
を出した。
岩国大竹道路について
は、市、県、国の連携の
もと、地質調査の説明会
の実施後、国により地質
調査に着手した。

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
（都市拠点
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

都市建設部（都市拠点担当）の戦略策定シート

平成30年度

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、持続可能な魅力あるま
ちの未来を創造する組織

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30年度は3か所の
駐輪場の改修を実施し
ました。前年度より改
修率を向上することが
できました。（※平成
29年度は2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藤生駅前駐輪場の照
明灯とブロック積工の
改修、岩国駅前駐輪場
の塗装工事や、南岩国
駅前駐輪場の照明灯等
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、車第一街
区公園及び柳井田街区
公園の2箇所で実施し、
花とみどりのまちづく
り支援事業では花の苗
等の配布を12公園で実
施することができまし
た。公園の潤い空間の
創出が図れ、人が集ま
る公園となった。

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、
花菖蒲の排水路の整備
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=286
ｍ）し、環境整備を進
めた。
○吉香公園花菖蒲園の
水路改修及び花菖蒲苗
購入を行った。
○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。

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、
５公園で実施する。

麻里布第三街区公園ほ
か4公園で老朽化した施
設の更新及び改修を実
施した。

公園みどり
課

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
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部 局 名

都市建設部
（都市拠点
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

都市建設部（都市拠点担当）の戦略策定シート

平成30年度

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、持続可能な魅力あるま
ちの未来を創造する組織

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

進展する人口減少・少
子高齢社会を見据え、
活力ある市街地を維持
することのできるまち
づくり計画を策定す
る。

生活関連施設や居住が
コンパクトに集積した
都市構造への転換を図
り、持続可能な都市構
造の構築を推進するた
め、立地適性化計画を
策定する。
（H30～H31：２ヵ年）

都市再生特別措置法に
基づく都市機能及び居
住誘導区域の設定や届
出制度、評価に関する
事項など計画の素案に
ついて検討を行った。

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

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。

多目的広場において、
年次計画に沿って整備
進捗を図る。
昨年度完了した造成工
事に続き、建築工事、
土木工事に着手する。

昨年度完了した造成工
事に続き、建築工事、
土木工事に着手し、令
和2年度末の整備完了を
目指し順調に工事を進
めている。

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。

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。

黒磯地区福
祉交流拠点
整備事業

岩国医療センター跡地
において、豊かな地域
資源を活かし、市民が
安心していきいきと暮
らすことができる総合
的な「福祉・交流拠点
のまちづくり」を目指
す。

H28～H29年度に策定し
た「まちづくり構想」
に基づき、H30～H31年
度の２ヵ年をかけて実
施計画を策定する。

まちづくり構想に基づ
く、実施計画の策定に
着手し、建築及び土木
計画について検討を
行った。

拠点整備推
進課
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部 局 名

都市建設部
（都市拠点
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

都市建設部（都市拠点担当）の戦略策定シート

平成30年度

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、持続可能な魅力あるま
ちの未来を創造する組織

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

駅を利用するひとの増
加による、周辺商店街
への経済効果。

橋上駅舎、自由通路の
供用開始に続き、地下
通路、西口駐輪場連絡
通路、東口駐輪場の供
用が開始され、駅利用
者の利便性は向上し
た。ただし、駅の乗降
客数は横ばいで、周辺
商店街の歩行者通行量
も伸び悩んでいる。

岩国駅周辺
整備事業

平成31年度までに、岩
国駅周辺を都市・交
通・交流の拠点として
整備し快適な交通環境
を創出する。

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。

平成26年度より実施し
てきたJR西日本との協
定工事（橋上駅舎化・
自由通路新設等）につ
いて、全ての工事が完
了し精算を終えた。
東西駅前広場の整備に
ついて、令和元年度内
の完成を目指し、工事
の発注を行った。

空き店舗率を毎年度改
善していく。

本通、中通、中央通り
商店街の空き店舗率
は、平成29年12.1％か
ら平成30年14.7％と数
値が悪化しているが、
平成25年17.5％（基準
値）と比べると一定の
成果を上げている。
（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
のにぎわいを創出す
る。

㈱まちづくり岩国と連
携して、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
する一元的な情報発信
や出店サポートを行
う。

各種事業を利用した新
規出店者は、平成27年4
月からの延べ件数が78
件になった。また、店
舗情報の発信について
は、情報アプリに店舗
情報を約330店舗掲載
し、情報発信を行っ
た。

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、市内の全ての建築
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。

研修等による職員のス
キルアップ。

建築審査会の開催。

建築物の審査・検査・
許可・指導等におけ
る、県からの出向職員
による実務研修、研修
機関への研修、課内・
班内の研修等により職
員のスキルアップを
図った。
岩国市建築審査会を設
置し、審査会運営要領
及び許可に係る運用基
準等を定め、今年度６
回の審査会を行った。

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、市内の全ての規
模の開発・宅造の許認
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。

研修等による職員のス
キルアップ。

開発・宅造の審査・検
査・指導等における、
研修機関への研修、課
内・班内の研修等によ
り職員のスキルアップ
を図った。

中心市街地
整備課

建築指導課

魅力的でにぎ
わいにあふれ
た中心市街地
になっている

中心市街地の
再生

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
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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8
団体の申請を受け付け
た。
遊休農地環境保全事業
や自主防災会活性化事
業、防災啓発事業の他
ひょっとこ踊継承事業
などの住民発意による
事業を行い防災意識の
啓発や地域コミュニ
ティーの醸成が図られ
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行政職員も会議に参
加して実現に向けたア
ドバイスを行う。

8月から地域づくり支援
隊1名を地域振興課に配
置し、神東地域夢プラ
ンの実現のため、神東
地域振興協議会と協働
で耕作放棄地解消に向
けた事業に着手した。

由宇総合支所の戦略策定シート

平成30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

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
平成30年度　8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
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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

由宇総合支所の戦略策定シート

平成30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
組織目標を達成するための主な取組

課　名

市民福祉課
市民の期待に応える業
務改善件数を増加させ
る。

平成29年度７件
平成30年度12件

業務改善運
動

窓口サービスの向上な
ど、市民の要望や期待
に応える業務改善に取
り組む。

①課員は各自の業務改
善ノートを作成し共有
フォルダーで情報共有
する。

②身近な業務の中から
窓口サービスの向上事
例や業務改善案をその
都度ノートに記入す
る。

③課員は改善ノート
に、無記名のイイネを
記入し課内で優良事例
を選考する。

④改善ノートの事例は
課内で情報共有し必要
に応じ課内協議し実行
する。

引き続き改善ノートに
窓口サービスや業務効
率の向上に繋がる事例
を記入し、課内で情報
共有を図った。改善事
例を12件実施すること
ができ、住民サービス
の向上に繋がることが
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

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

由宇総合支所の戦略策定シート

平成30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
組織目標を達成するための主な取組

課　名

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実
施することが出来た。
協働による作業は定着
してきており、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

自治会単位で自主的に
地域の公共施設の草刈
や清掃を年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
出来るために、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）

・自治会による清掃後
のごみ収集（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、共
同での作業を行った。
官・民・産による中倉
農村公園清掃作業、神
代漁港とのあさり漁場
作業を行った。潮風ｳｫｰ
ｷﾝｸﾞﾛｰﾄﾞｸﾘｰﾝ作戦は、
台風のため中止となっ
たが、7団体98名の参加
申し込みがあった。
自治会による街区公園
清掃作業によるゴミの
回収は、職員が行い処
理費の削減に努めた。
あさり漁場作業は、本
庁職員家族も含めると
133名の作業となった。

市民活動が活
発に行われて
いる

市民活動の促
進

51



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。

②視察研修内容の決
定。

③視察研修の実施支
援。

④視察研修に対する評
価助言。

①先進地視察先を下関
市内の自主防災組織と
し、実施計画案を作成
支援した。（８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。
（９月）
③視察研修を11月4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。

②防災教育の内容の決
定。

③防災教育の実施支
援。

④防災教育に対する評
価助言。

①各小・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15日に開催し児
童109名、玖珂中学校で
は、2月15日に開催し生
徒84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）

組織目標を達成するための主な取組

地域振興課

地域住民が主体となっ
た防災訓練や研修会を
毎年度７回以上実施で
きるよう推進する。

地区住民が主体となっ
た防災訓練や研修会に
ついて、地域自主防災
会や各種団体と連携し
７回実施された。

救急・災害時
の備えが整っ
ている

防災対策等の
充実

玖珂総合支所の戦略策定シート

平成30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30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
た防災訓練や研修会を
毎年度７回以上実施で
きるよう推進する。

地区住民が主体となっ
た防災訓練や研修会に
ついて、地域自主防災
会や各種団体と連携し
７回実施された。

防災士の養
成支援

防災士としての知識と
技能の修得を支援し、
防災士を中心として地
域の自主防災活動を推
進していく。

①地区防災組織と防災
士養成に向けた協議。

②防災士養成講座受講
者の選考支援。

③防災士養成講座の受
講。

④地域自主防災活動へ
の参画支援。

①地域自主防災会と防
災士養成に向けた協議
を行った。（６月）
②防災士養成講座受講
者の選考を支援した。
（８月）
③防災士養成講座を４
名が受講した。（10・
11月）
④地域自主防災会が1月
26日に開催した防災
リーダー研修会（参加
者は自治会長、防災委
員、民生委員等126名）
において、防災士2名が
講話、避難所開設・運
営イメージトレーニン
グの指導を行い、その
他5名もスタッフとして
運営を支援した。

救急・災害時
の備えが整っ
ている

防災対策等の
充実
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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30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

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。

今年度は主だったミス
事案は確認できなかっ
た。今までに確認され
たミス事案を含め改善
策の実行が出来てい
た。

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。

今年度は接遇研修の参
加は無かったが、機会
があるごとに接遇につ
いて気をつけるよう皆
で実施した。

農林建設課
施設の改善件数を増加
させる。

・市道維持、改良　22
件　　　・河川・水路
等維持、改良　14件
・林道維持、改良　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。
・鞍掛山展望台周辺景
観伐採　１件

施設の維持
管理

安全安心な利用が行え
るように維持管理を行
う。

定期点検を実施し、施
設の状況把握を行い、
危険度や優先順位によ
り計画的な補修や改良
を行う。

毎月、市道パトロール
を実施し、56箇所の簡
易補修及び支障木の撤
去等を実施し通行者の
安全確保に努めた。
塔ケ森及び鞍掛山山頂
にある展望台の安全点
検を行い鞍掛山に関し
ては、簡易補修及びボ
ルト締めを実施。

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

公園緑地の整
備

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。

今年度については改善
件数を増やすことは出
来なかった。しかし課
員みんなが窓口を常に
意識し、丁寧な対応が
出来るよう努めた。

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
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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。

・自主防災組織及び自
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・2月　役員会
防災研修会
　6月　祖生地区
　7月　緊急防災会議
　9月　下中曽根地区
 10月　上市下地区
 12月　千束地区
　1月　北方地区
防災啓発活動
 10月　中央地区文化祭
　3月　生涯学習まつり
　「防災コーナー設
置」

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
員による意見交換会。
（年２回程度）

・結果評価及び検討。
（３月）

事業推進状況
H30.5月末をもって防災
ラジオの申込が一旦終
了した。次年度より改
めて申し込み再開を予
定し、設置の呼びかけ
を行った。7月の豪雨災
害後に申込が増加。
設置数1,442台　24.4%

周東総合支所の戦略策定シート

平成30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）

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

地域振興課

　
行政からの情報を提供
するとともに意見交換
を行ない事業推進が円
滑に行えた。
自主防災意識が高まり
研修会や講演会の開催
数が増加した。

市民活動が活
発に行われて
いる

組織目標を達成するための主な取組

自主防災組
織強化事業

市民活動団体との協働
事業を増加させる。

市民活動の促進
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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

周東総合支所の戦略策定シート

平成30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）

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

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）

・情報交換及び研修
会。（随時）

・結果評価及び検討。
（３月）

夢プラン
　桧余地ふるさと振興
会
　夢プランでの活動休
止
　地域おこし協力隊に
よる新たな取組みを実
施
　
廃校活用研修視察
　5月　美和町

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
　4月　7月　3月
モニターツアーの実施
　4月10日　3月23日

魅力ある地
域づくり推
進事業

地域振興課
市民活動団体との協働
事業を増加させる。

　
行政からの情報を提供
するとともに意見交換
を行ない事業推進が円
滑に行えた。
自主防災意識が高まり
研修会や講演会の開催
数が増加した。

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

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

周東総合支所の戦略策定シート

平成30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）

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

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
として接遇の向上と業
務の改善を行う。

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。

会議を活用し、発生事
案の情報や改善策を共
有することにより、接
遇の向上や業務の改善
に努めた。また、接遇
や業務の取り組み姿勢
などに関するチェック
用紙を配布、確認する
ことにより、認識を新
たにすることができ
た。

業務の明確
化

周東と玖珂総合支所の
市民福祉課業務につい
て、支所統合後の総合
支所と支所の役割を明
確にし、相互の連携を
図る。

①業務の調査。（４月
～６月）

②業務分担の協議。
（７月～12月）

③取りまとめ。（１月
～３月）

業務調査や業務分担の
協議により、現状の把
握と相互理解に努め
た。まだ細部の調整が
必要な業務もあり、引
き続き協議を継続す
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。

来庁者に対して、挨拶
と親切で丁寧な言葉使
いやわかりやすい説明
により、サービスの向
上に努めた。

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

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

周東総合支所の戦略策定シート

平成30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）

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

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。

周東・玖珂両総合支所
業務内容と違いや問題
点をより深く確認し、
業務分担を決めていく
とともに、相互の連携
の仕方を調整し体制を
整える上での根拠をな
す。

業務内容を点検し、支
所と総合支所の業務分
担と協力関係を確認
し、必要となる人員や
機材の確保について協
議した。

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、過去の経緯
や類似の事例も引き出
し、担当者や関係機関
とも連携して的確に対
応し、住民の信頼を得
る。

支所内でも問題となっ
ている事項の情報共有
化を図った。特に豪雨
災害時の住民からの情
報は多岐に渡るため、
情報が錯綜するなど困
難を極めたが、関係部
署間の相互の情報伝達
についてはそれぞれが
確認しながら行うこと
で、甚大な被害では
あったが特別大きなト
ラブルもなく対応でき
た。

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。

苦情や相談業務は、担
当者不在でも極力内容
を聞いて、可能な範囲
で受け答えを行うとと
もに、場合によっては
複雑な内容でも担当者
に後で説明ができるま
での確認を心がけた。
また、県や他課の業務
であっても、簡単な内
容は通報者の代わりに
連絡するなど、住民に
配慮した対応を行っ
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
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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

周東総合支所の戦略策定シート

平成30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）

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

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
持っての対応を心掛
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。
しかしながら、７月の
豪雨で、多くの施設が
被災し、被災箇所につ
いては本年度での完全
な復旧には至っていな
いのが現状である。
来年度以降において、
被災箇所を含め、整備
を要する施設において
は、速やかに整備する
事に努める。

当課所管施
設の維持、
管理、改修
及び次世代
への引継ぎ
業

安全で安心して利用で
きる施設を念頭に置
き、管理上による無事
故をめざす。

・パトロール、点検の
強化により、異常箇所
の早期発見と早期整備
を実施。（随時）

・市民からの要望、指
摘に対し、速やかに対
応し、事故につながる
箇所については早期に
対応する。（随時）

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。
苦情や要望の減少では
ないが、今後の課題と
して精度を高めたい。
また、７月の豪雨によ
る被災箇所の復旧にも
重点を置き、身近な施
設の適切な維持管理に
努める。

多様なニーズ
に対応した交
通基盤が整っ
ている

安全な生活道
路の整備
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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既
存体験メニューの受入
体制（受入人数、料金
等）の見直しをする。

一般（少人数）向け体
験の開拓を予定してい
たが、やましろ体験交
流協議会の事業方針が
示されず開拓活動や受
入体制の見直しに取り
組むという状況に至れ
なかった。

インストラ
クターの育
成、登録

訪れる人が安心、安全
に体験できる。

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。

沢トレッキング及び
ボートの研修を企画し
たが雨天延期となっ
た。後日改めて企画す
るも参加者が集まらず
実施できなかった。

民泊受入家
庭の維持、
登録

民泊受入家庭数を維持
し、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
講習会などの研修を実
施する。

やましろエリア内４千
戸に民泊家庭募集チラ
シを配布したほか既存
家庭のフォロー等を行
うも、新規家庭の発掘
には至っていない。
民泊説明会及び安全衛
生講習会を５月と８月
に実施。

ＨＰ、パン
フレットの
更新

情報発信基盤を整理
し、新しい情報と取り
組みを広報することで
集客力を高める。

教育旅行（修学旅行や
宿泊体験学習）と一般
客のどちらにも対応で
きる
ＨＰ、パンフレットを
作成する。

態勢整備を進めたが、
公開できる状況まで至
らずＨＰ、パンフレッ
トともに更新できな
かった。

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

錦総合支所の戦略策定シート

平成30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

地域振興課

地域活性化のため、体
験型交流事業の受け入
れを継続して推進す
る。

平成30年度実績
　学生　2校　 121名
　一般　7団体　62名
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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30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

業務マニュアルの見直
し及び、課員がマニュ
アルを共有できるよう
見える化したことで、
各個が自主研修に努め
窓口業務を円滑に進め
ることができた。

業務マニュ
アル等の作
成と見直し

課員が課内業務を把握
できている。

各班の業務マニュアル
等は、業務改善を心が
け、常に最新・最善の
状態に維持しつつ班
内・課内で見直しを行
う。
・班内検討会（４月～
３月）
・課内検討会（10月～
３月）
・成果報告（12月～３
月）

業務マニュアルは、常
に見直を行い、最新状
態を維持した。
業務マニュアルは課
員・班員が共有できる
よう、課共有フォル
ダーにまとめ探しやす
く分かり易いマニュア
ルとした。

地域や関係機関等との
連携により地域の現状
を把握し課題を見つけ
対策を講じることがで
きた。

地域との協
働の推進

課員と地域との協働意
識が向上している。

市民や地域・関係機関
等との連携を心がけ、
市民の相談から地域等
の課題の把握に努め、
解消に取組む。
・課題や相談への対応
（４月～３月）
・班・課内検討会（10
月～３月）
・成果・結果報告（12
月～３月）

地域・関係機関等の会
合に出席し、福祉や環
境の情報交換を行うこ
とができた。
相談や課題に対して各
担当班で協議した。
・「ひと目でわかる
ごみの分け方」チラシ
を協働で作成し高齢者
のごみ分別を支援し
た。

地籍調査推進について
は、地区推進員等と協
働の取組として、調査
が円滑に進むよう推進
計画を立てた。
・「錦町大原地区地籍
調査推進計画」作成

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
市民の理解と納得に繋
がる事務改善件数及び
問題解決件数の増加。
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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30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

管理施設点
検体制強化
事業

施設利用者の事故やト
ラブルを無くし、安全
で安心な地域にする。

点検体制及び内容を見
直し、徹底することに
より、事故やトラブル
につながる要素を早期
発見、早期対応解決
し、安定した生活基盤
を提供する。

点検の内容等の見直し及
び地域自治会との連携に
より道路や河川の異常を
いち早く把握でき、事故
やトラブルを未然に防ぐ
ことができた。

農林地域活
性化対策支
援事業

農林業者の安定的な収
入が見込めるよう農林
地の保全対策を行う。

農林業生産者及び猟友
会との連絡体制を強化
し、農林業生産物の収
益が上がるよう、有害
鳥獣被害防止対策を早
期に実施する。

新規就農者や農林業者
を支援し、地域の活性
化に繋げる。

農業生産者の要望で、イ
ノシシ捕獲のための罠を
確保し猟友会の協力に
よって被害の拡大を防い
だ。

新規就農者ではないが、
某団体の福利厚生のため
の農地確保への情報提供
や現地確認などを行っ
た。秋にはサツマイモ収
穫などが計画されてお
り、500人くらいの人が
参加するイベントが計画
されている。休耕地を新
たに農地として利用すこ
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
大水車来場者の増加。
・ムーバレー来場者
　平成29年　70,063人
　平成30年　62,714人
（対前年10％減）

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
館の整備。

老朽化した体験実習館
の以下の設備を整備
（修繕）することで良
好な状態とした。
○食堂照明、浄化槽濾
過装置、給水系統量水
器、浴室循環系等薬注
ポンプ、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

住民ニーズを的確に把
握し、適切な措置を速
やかにとる事ができる
チームワークを構築す
る。

班内で、時期ごとに対
応する住民ニーズの共
有を行った。
このことにより、的
確・適切な措置を速や
かに行うことができ
た。

職員提案に
よる窓口
サービス、
業務改善の
実施

職員が住民ニーズを的
確に捕らえ、自らが対
応策を考え、実行する
業務改善を行う。

定期的に班内で、発生し
た情報・課題を共有し、
改善策を検討・実施す
る。
次の検討時において実施
状況の報告・検証を行
う。

今年度は、確定申告シ
ステムがマイナーチェ
ンジしたため、定期的
に班内で、課題を共有
し、対応策を検討し
た。
このことにより、確定
申告を問題なく対応す
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

残念ながら事故ゼロと
はいかなかったが、地
域住民との連携により
異常箇所の早期発見補
修や鳥獣被害などを未
然に防ぐことができ
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

管理施設トラブルゼロ
を目標に、安全で安心
な安定した生活環境を
提供し、市民協働によ
る活力ある地域の基盤
づくりに積極的に関わ
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

協働による
交通弱者支
援事業

自治会連合会と協働
し、町内拠点エリアの
移動手段を充実する。

①自治会連合会で、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）

美和地域自治会連合
会、美和地域ささえ愛
協議会と協働し、ささ
え愛タクシーを運行し
た。
実施期間：7月9日～2月
22日
運行日数：77日
利用者数：231人
1日当たり:3人
1便当たり2.01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行政とふるさとづく
り推進協議会で今後の
活動計画や拠点施設の
構想について検討す
る。（５月～２月）

②構想の取りまとめ。
（３月）

ふるさとづくり推進協
議会と連携し、下畑地
域の小さな拠点づくり
構想（拠点施設の建設
計画や地域活動計画）
を策定し、新たな拠点
施設「下畑交流館」の
補助事業の採択を受け
ることができた。

協働による
移住定住促
進事業

移住応援団を募集し、
町内全域で市民協働に
よる移住・定住の促進
を図る。

①ふるさとづくり推進
協議会や自治会に対し
て空き家情報登録制度
の説明と移住応援団の
募集を行う。(４月～５
月)

②移住応援団と協働
し、空き家の情報提供
と調査を継続して進め
る。(随時)

移住応援団と協働し、
移住・定住の促進を
図ったことにより、空
き家バンク登録件数５
戸、移住者も１世帯が
確定した。また、応援
団不在４地域にも説明
を行い、１団体（生見
地区)の組織化を図るこ
とができた。

市民活動の促
進

市民活動が活
発に行われて
いる

美和総合支所の戦略策定シート

平成30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

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
平成30年度：41件

63



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30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お客さんの来所退所
時に挨拶を励行した。
②住民票等請求記載台
に用紙別の番号を表示
することで、お客さん
の利便性が向上した。
③職務上の情報を入力
できるシートを課内の
非公開フォルダに作成
し、情報共有すること
で円滑な対応ができ
た。
④主要事務のマニュア
ルを作成することで、
担当者不在時でも適切
な対応ができた。

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

認定農業者
の育成支援

H30年度末までに11経営
体を12経営体に増や
す。

美和地域は、11経営体
（個人５・法人６）か
ら増やすことが出来
ず、本郷地域は、４経
営体（個人３・法人
１）から３経営体（個
人２・法人１）に減
少。

農業法人の
育成支援

Ｈ30年度末までに４経
営体を５経営体に増や
す。

法人化を断念した営農
組織について、既存の
法人との統合も模索し
たが困難な状況。引き
続き組織間の連携を勧
める。

新規就農者
の育成支援

Ｈ30年度末までに新た
に１人確保する。

新規就農者の確保は出
来なかったが、Ｈ27新
規就農者への支援は引
き続き行っていく。

農林水産業を
支える担い手
づくり

新たな担い手確保は出
来なかったが、玖北協
議会・パートナーシッ
プ協議会（美和地域）
等で地域の担い手確保
に向けての情報収集ま
で行えた。

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、担い手について
情報交換。（随時）

② 情報に基づく個別推
進。（随時）

③ 就農促進会議、担い
手育成会議の開催によ
る認定支援。（随時）

④ 成果の検証。（３
月）

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。
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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30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、Ｕ
ＪＩ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
が生まれた。
○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、
住民と協働してまちづ
くりを進める意識を高
め、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

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）

公共料金の口座振替対
象を随時拡大し、支払
い事務の効率化を図っ
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
（７月～３月）

② 庶務担当者研修
（６月）

③ 差戻し要因の掲示等
（随時）

６月実施の庶務担当者
研修において会計事務
執行の注意点等につい
て周知徹底を図り、円
滑に事務が行われるよ
うに努めた。
不備があった場合に
は、個別に各担当者へ
の指導を行い、差戻し
件数の削減に取り組ん
だ。
差戻し要因の統計・分
析を行い、更なる差戻
し件数の削減のため次
年度に向けた取組の準
備を行った。

出納室の戦略策定シート

平成30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
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年度の公会計
制度導入と同時に財務
会計システムを更新
し、新しいシステムの
操作や公会計仕訳等の
全庁周知に努め、効率
的に会計事務が行われ
るよう取り組んだ。

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
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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17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（６月）

③ 工事（７月～12月）

④ 成果報告（12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30年度は、岩国小
学校、灘中学校・川下
中学校・岩国中学校・
周東中学校・錦中学校
の6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～10月）

④成果報告（10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30年度は、麻里布
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、川下
小学校の設計を行っ
た。

教育委員会の戦略策定シート

平成30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

教育政策課

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。

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

教育環境の充
実

子供たちが心
豊かに成長し
ている

学校等の教育施設にお
いて、安心・安全に教
育が受けられる環境の
整備を行う。
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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30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。

米軍岩国基地を地域資
源として活用した英語
を推進するため、さま
ざまな手段を検討し、
英語教育の推進を専任
とする新たな体制づく
りとして組織的な英語
教育推進体制の整備を
行う。

岩国市英語教育推進委
員会を設置し、今後の
英語教育のガイドライ
ンとなる「岩国市英語
教育推進計画」の策定
を行うとともに、市民
全体で英語教育につい
て考える「岩国市英語
教育推進フォーラム」
などを開催した。ま
た、体験活動の充実と
して、各種イングリッ
シュキャンプの開催や
基地内親子バスツアー
などのさまざま機会を
提供した。

生涯学習やス
ポーツ活動等
が盛んに行な
われている

生涯学習の推
進

小中一貫教育の推進。

全ての中学校区で、め
ざす子供像を学校・家
庭・地域が共有し、
小・中学校の教職員及
び児童生徒の交流を
行った。小中一貫教育
の取組を通して、人や
学びのつながりをつく
りながら、子供たちの
よりよい成長のために
学校・家庭・地域が一
体となって取組の充実
を図った。

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
導を行うことで、確か
な学力、健やかな体、
豊かな心の育成を図
る。
小中ギャップや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年度にやまぐ
ち小中一貫教育実践発
表会を開催する。
◆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。

各中学校区でのカリ
キュラム編成が進んで
おり、８割以上の学校
が９年間を見通した指
導体制を構築した。１
１月２７日にやまぐち
小中一貫教育実践発表
会を開催し、県内外か
ら300名以上の参加が
あった。2020年度、全
ての中学校区が同じ水
準で小中一貫教育をス
タートするにあたり、
教職員の意識の向上が
図られ、小学校から中
学校へのつなぎ部分で
の子供たちや保護者の
不安は軽減してきた。

子供たちが心
豊かに成長し
ている

学校教育の充
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30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

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
使用100％の日を設け推
進を行った。また、食
育だよりの発行、地元
食材を使った親子学校
給食料理教室の開催等
の情報発信も行った。

教育環境の充
実

子供たちが心
豊かに成長し
ている

学校給食・
食育の推進
及び保護者
負担の軽減

学校教育課

安心安全で魅力ある学
校給食を提供し、保護
者の経済的負担を軽減
する。また、地場産の
食材を活用し子供たち
においしく給食を食べ
てもらうためのさまざ
まな取り組みを行う。

学校給食を学校教育の
目的を実現するための
重要な学校教育活動の
一つとして実施した。

◆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。

◆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。

◆保護者の経済的負担
を軽減し、安心して子
育てができるまちを目
指し、小中学校の給食
費無償化を実施してい
く。

◆望ましい食習慣や豊
かな心を養うため、地
場産の食材を活用し子
供たちにおいしく給食
を食べてもらうための
取り組みを行う。

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。
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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30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

指導主事による学校訪
問521回、SSW稼働時間
624時間、県SC2,310時
間、市豊かな心派遣
SC132時間、市SC緊急派
遣156時間により、学校
を支援した。
また、市夏季研修会や
生徒指導主任会におい
て、いじめ未然防止・
根絶に関する研修の実
施や、各校のいじめ防
止基本方針の改定等に
より、初期段階での行
為を見逃さずに指導
し、児童生徒が深く傷
つく前に対応できてい
る。

地域と一体と
なった教育力
の向上

○指導主事の学校訪問
支援。

○SCやSSWの効果的な派
遣。

○いじめ防止・根絶強
調月間の取組の推進。

○各校のいじめ防止基
本方針の改定・提出確
認。（９月）

○いじめ未然防止・根
絶に関する研修の推
進。

○いじめ相談カードの
配布。（12月）

子供たちが心
豊かに成長し
ている

青少年課
いじめの早期発見・早
期対応による解消率の
向上。

岩国市におけるいじめ
の認知件数は、小中学
校合わせて279件で、
年々増加傾向にあり、
初期段階のいじめを含
め、積極的な認知がで
きている。児童生徒が
深く傷つく前に対応し
ている。また、平成29
年度 のいじめ案件に
ついて、6月末時点で
の調査結果では、小・
中学校共にいじめの解
消率は95％である。

いじめの未
然防止と根
絶の推進

○いじめの早期発見・
早期対応により、いじ
めの解消率を向上す
る。

○岩国市いじめ防止基
本方針を基に、各学校
のいじめ防止基本方針
を改定させる。
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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30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

心のかよう温かい家庭
をつくり、人と人との
つながりのある地域を
創る。

青少年対策として第三
日曜日は「家庭の日」
を各事業において周知
啓発、家庭の大切さを
考える機会を提供し
た。補導活動について
は積極的に声かけを実
施する取組ができた。

次代を担う
青少年健全
育成業

○心豊かな人間性を備
え、伸び伸びと育つ子
供のため心のかよう温
かい家庭づくりを推進
する。

○人と人とのつながり
のある地域づくりの推
進。

①立志の日作文発表大
会実施。

②家庭の日川柳の募
集。

③善行表彰の実施。

④街頭補導活動。

⑤青少年非行防止作品
の募集。

⑥「薬物乱用ダメ。
ゼッタイ。教室」の開
催。

立志の日作文発表大会に
は1,127点の応募があり
優秀賞8点の内、7名（1
名欠席）が市民文化会館
で発表、最優秀賞1名を
選んだ。善行表彰につい
ては市内全小・中・高校
生を対象に推薦された案
件を審査、今年度は教育
委員会表彰1件、教育長
表彰2件を表彰した。家
庭の日川柳については
158点の応募があった。
（前年比-64）補導活動
については29年度1,921
件に対し本年度は2,049
件（前年比+128）の声か
けを実施することができ
た。非行防止作品は
3,310点（前年比-578）
の応募があった。「薬物
乱用ダメ。ゼッタイ。教
室」を小学校32校、中学
校14校全てで実施した。

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
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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30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

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を活用した小学生
１人あたりの年間学習
回数70回以上、中学生
140回以上の活用実績を
上げる。

○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・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）
・情報担当のタブレッ
ト活用悉皆研修の実施
・復伝型研修の実施

○情報統計課との連携
（随時）
・業務改善のための校
務支援システムの運用

○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45名、コラボノー
ト活用講座10校10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180時間以上、中学
校で約264時間以上とな
り、目標の１日１時間
の活用を遙かに超える
ことができた。

子供たちが心
豊かに成長し
ている

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。
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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30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。

・教室、講座等の企画
内容の検討、講師手
配、開催時期の調整。
（前後期各１回以上）

・周知。（広報、チラ
シ、ホームページ等の
活用）

特別科学教室を年３
回、市民科学講座を年
１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
特別企画展等を年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）

・周知。（広報、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２回開催した。

生涯学習の推
進

生涯学習やス
ポーツ活動等
が盛んに行わ
れている

特別科学教室は、前年
より１回多い年３回の
開催となったが、特別
企画展は、３月下旬開
催の１件を含めて前年
より１回少ない年２回
の開催となった。

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。
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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30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・家
庭・地域の
協働による
生涯学習講
座の充実

新規受講者、リピ－タ
－、受講件数が増加す
る。

◆歴史講座の継続実
施。（明治維新150年の
企画）

◆子育て学習会。（小
学校）の継続実施

◆家庭教育学習講座
（中学校）の継続実
施。

◆地域連携教育活動の
継続実施。

◆各講座において地域
協育ネットの仕組みの
活用を検討する。

◆放課後児童教室との
連携。

◆イカルスの新たな利
用者の開拓。

・明治維新150年の企画
として、関連講座を6回
実施した。（例年5回）
・歴史講座の受講者数
が前年度を上回った。
Ｈ30　95人×6回（前年
93人）
・小学校の就学児健
診、一日入学を利用し
て、全小学校で子育て
学習会を実施した。33
小学校
・全中学校で家庭教育
学習講座を実施した。
14中学校
・放課後児童教室でイ
カルス講座利用があっ
た。5件
・高齢者のいきいきサ
ロンにイカルス講座の
冊子を配布してPRし
た。
・イカルスの受講者数
が前年度を上回った。
　Ｈ30　1,299人
（Ｈ29　700人）

生涯学習講
座の充実
（講師の発
掘）

講師登録者が増加す
る。

◆市民活動団体の講師
の掘り起こし。

◆市内企業の社会貢献
による講師の掘り起こ
し。

・イカルス講師が新規
に３人登録した。（Ｈ
29年度は７人）
・イカルス講座が新規
に４講座登録した。
（Ｈ29年度は９講座）
・市内企業で構成して
いる工業クラブに依頼
をしたが、登録は無
かった。

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

学校・家庭・地域の協
働をを意識して、各種
生涯学習講座を実施し
た。また、イカルス講
座の情報誌配布等によ
るPRにより、新たな団
体からの申し込みが増
加した。このことが、
参加者の増加につな
がった

生涯学習講座等の参加
者を増加させる。

生涯学習課
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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30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

生涯学習の推
進

学校・地域と連携した
公民館講座を実施し
た。中学生の応援を募
るなどしたことによ
り、新規参加者の増加
につながった。
また、樹木の剪定講座
の開催により、男性の
参加者が増加した。

中央公民館講座等の新
規参加者を増加させ
る。

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。

生涯学習課

生涯学習やス
ポーツ活動等
が盛んに行わ
れている

◆学校、地域と連携し
た講座数
　118講座

◆放課後児童教室と連
携した講座数　3講座

◆他課と連携した講座
数　41講座

◆企業、団体と連携し
た講座数
　4講座

◆他の公民館と連携し
た講座数
　9講座

◆夏休みの子供の居場
所や体験活動を意識し
た講座数　62講座

◆子供と高齢者など異
年齢の交流を意識した
講座数　20講座

◆中学生の応援を募っ
た講座数
　14講座
（いずれも延べ数）

平成30年度公民館主催
講座数　延べ864講座

◆学校、地域と連携し
た講座の実施。
（夏休みや参観日の利
用の工夫）

◆放課後児童教室と連
携した講座の実施。

◆他課と連携した講座
の実施。

◆企業、団体と連携し
た講座の実施。

◆他の公民館と連携し
た講座の実施。

◆夏休みの子供の居場
所や体験活動を意識し
た講座の実施。

◆子供と高齢者など異
年齢の交流を意識した
講座の実施。

◆中学生の応援を募る
などの工夫をする。
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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30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

岩国干拓の
歴史を知る
事業

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、文化財の価値
付けを行うと共に広く
市民に知っていただく
取組を進める。

・岩国の干拓の歴史と
その秘密を伝えるため
のリーフレットを作成
し、市民に広く配布す
る。

・南蛮樋門を市の文化
財に指定するよう調査
を進める。

・岩国の干拓の歴史と
その秘密を伝えるため
のリーフレットを作成
中。

・南蛮樋門を市の文化
財に指定するよう調査
実施。

文化・芸術活
動の推進

文化財の保
護・活用と伝
統文化の継承

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市内各地で、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。

①に関する実績
○平成29年度・30年度
で錦川本流の生息状況
調査実施。
○平成24年より緊急保
護を開始していたが、
本年度、文化庁の許可
を得て、そのうち10頭
を、本来の繁殖生息地
と推定される宇佐川上
流（宇佐地区）に放流
（平成30年8月21日・９
月7日）。
②に関する実績
○保護施設を平成30年
９月より一般公開（令
和元年12月27日ま
で）。10・11月の2ヶ月
間、企画展「ぬまがさ
ワタリの錦川のゆかい
ななかまたち」を開催
し、延べ736人の来館者
あり。
○環境フェスタ、にし
きふるさとまつりにお
いて、オオサンショウ
ウオの生体展示実施。
○深谷川においてオオ
サンショウウオの夜間
観察会を実施（平成30
年7月28日）

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。

文化財を活用した新た
な取組を毎年度増加さ
せる。

未指定を含めた文化財を
活用した新たな取り組み
を行うことにより、市民
の文化財に対する認知度
を高めることができた。

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
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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30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

本年は、明治150年の節
目の年にあたることか
ら、県や市の歴史資源
を活かした取組と連携
し、岩国地域の幕末維
新における出来事や人
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、岩国徴
古館の入館者数を増加
させる。

○明治150年記念企画展
の開催。
「電気工学の父　藤岡
市助」
「岩国の明治維新」
「実践の教育者　東沢
瀉」

○常設展示室「幕末維
新記念コーナー」の活
用。

○小冊子（漫画）「岩
国人物伝３　東沢瀉
伝」の作成。

○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、明示150年記念企画
展として「電気工学の
父　藤岡市助」（7/8-
9/2）、「岩国の明治維
新」（10/28-1/6）、
「実践の教育者　東沢
瀉」を開催し、122,983
人の来館があった。
○小冊子「東沢瀉伝」
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。
○「増野徳民生誕地」
（本郷町）他4か所に説
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

同じ地域にある学校と
博物館が相互理解・協
力し、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。

○体験教材の製作。

○博物館学芸員による
出前授業等の実施。

○資料集の作成。

○着用可能な具足のレ
プリカを製作し、体験
の幅を拡げた。
○岩国徴古館学芸員を
学校へ14回派遣して出
前授業をおこなったほ
か、社会科部会や生活
科部会での講師も務め
るなど、学校との連携
を強めた。
○博学連携資料集を作
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。

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

博物館の利用率向上と
学芸員の専門性確保。

学芸員の専門性を活か
し、積極的に学校や一
般市民に教育・普及活
動を行うことを通し
て、博物館への興味や
関心が高まり、利用率
の向上に繫がった。

文化財保護課
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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30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
学を依頼する。

平成30年度実績は、受
入人数656人（前年度
559人）、受入回数29回
（前年度25回）で、前
年度比受入人数17.35％
増、受入回数16％増と
なった（平成31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30年度末市内人口
に対する館外利用登録
者率は、37.6％とな
り、目標を達成するこ
とができた。（平成30
年度は、平成31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30年度末広報掲載
数は、157件（前年度
165件）4.85％減となっ
た（平成30年度は、平
成31年3月末時点）

生涯学習の推
進

図書館を利用する市民
を増やし続けること。

生涯学習やス
ポーツ活動等
が盛んに行わ
れている

平成30年度の利用者数
は、304,513人で、前
年度比、1.26％減と
なった（平成31年3月
末時点）。

中央図書館
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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30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。

今年度、「由宇・モ
ア・大学」の３講座
が、岩国市地域ささえ
愛交付金対象となった
ので、内容が充実し、
新規加入者が増え、受
講者延べ人数は497人
となった。
また、チャレンジ道
場、子ども講座の参加
者は延べ341人だっ
た。昨年度より参加者
も増え、目標は達成で
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、岩国市地域ささえ
愛交付金のおかげで、
魅力ある講師をお招き
することができ、受講
者にも大変好評であっ
た。
「チャレンジ道場、子
ども講座」12講座を実
施した（台風の影響で1
講座中止になった）。
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

子供、成人、高齢者と
年代によって違う「学
び」のニーズの把握に
努め、生涯学習講座の
提供を充実させ、参加
人数をふやす。

マンネリ化の見られた
こどもの館事業の見直
しを図ったが、講座数
の絞込みもあり参加者
数の減少が顕著となっ
た。しかしながら成人
向け講座においては受
講者数が増加している
ことから、一定の成果
はあげられたと考えて
いる。今後は比較的若
い世代の方を対象とし
た講座を企画し、幅広
い世代の方々が学ぶ機
会が得られるよう事業
の展開を図りたい。

各種生涯学
習講座の参
加者を増や
す

前年度より参加者を増
加させる。

【29年度実績】
子供向け講座
こどもの館事業
年82回開催・1609人参
加

天文教室
年5回開催・208人参加

親子ふれあい事業
年5回開催68人参加

成人向け講座
年21講座開催・418人参
加

生涯学習文化展
年1回開催・5,185人参
加

高齢者向け講座
年8回開催・1,050人参
加

① アンケート実施によ
り受講ニーズを把握す
る。

② アンケート結果によ
り可能な限りニーズに
応えられるような講座
を企画する。

③ マスコミへの報道依
頼や広報・ホームペー
ジを活用し、また、ポ
スター作成・掲示等、
講座開催周知に努め
る。

【今年度実績】
子供向け講座
こどもの館事業
年64回開催・993人参加

天文教室
年4回開催・73人参加

親子ふれあい事業
年5回開催106人参加

成人向け講座
年18講座開催・447人参
加

生涯学習文化展
年1回開催・5,113人参
加

高齢者向け講座
年8回開催・946人参加

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30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

周東学習講
座の推進

周東学習講座の受講者
を昨年より増やす。

全体講座（周東地域）
を周東中学校で開催す
ることで、地域の方々
に加え、中学生にも学
習の場を提供する。

周東学習講座を、全体講
座1回、地区講座6回、計
7回実施。受講者合計は
699名（前年比＋17）で
あった。
全体講座を周東中学校で
開催し、地域の方々に加
え周東中学校全校生徒及
び、高森みどり中学校3
年を対象に、講師に日本
初義手の看護師･パラリ
ンピック競泳日本代表の
伊藤真波氏を迎え講座を
実施した。中学生にも分
かりやすく、自己の体験
に基づいて講演された。

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、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、自主運営の
サポートをする。

○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。前年のボラ
ンティア数を維持す
る。

○前年のブース数及
び、演技発表参加者数
を維持する。

○多種多様なブース設
置のため、新規ブース
を２箇所以上設置し、
内容を更新すること
で、新しい体験や学習
の場を提供する。

○運営ボランティアを募
集し、高校生・一般ボラ
ンティア計36名に各ブー
スや発表会のステージ運
営に携わってもらった。
前年比3名減にも関わら
ず、積極的な活動により
スムーズな運営を行うこ
とができ、盛会に終了す
ることができた。
○ブース数は前年より4
増となったが、演技発表
参加者数は3減となっ
た。
○体験コーナーは、前年
と一部内容を変更し、例
年好評なコーナーは残し
つつ、マンネリ化しない
ように改善した。新規
ブース2箇所設置。7月豪
雨災害の記録や情報を提
供し、アンケート調査を
実施した。

周東支所

周東学習講座・生涯学
習まつり等、内容や会
場を工夫することで、
より多くの方に機会を
提供し、また、各種団
体と協力して事業実施
をすることができた。

学習や発表の機会など
の情報提供及び支援。

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30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

錦支所
減少傾向にある生涯学
習講座の参加者を前年
度より増加させる。

生涯学習講座の開催回
数を多少増やし、ま
た、今年度は新たに建
設中の「平瀬ダム見
学」等社会見学を取り
入れた影響もあり、延
べ参加者数は前年度と
比べ増加した。

生涯学習講
座の充実

生涯学習に進んで参加
する市民を増やす。

○講座の企画、講師手
配。

○講座開催案内。（毎
回）

○講座実施。（無料送
迎車両の運行）

○ニーズ把握のための
アンケート。（随時）

○次年度の年間講座計
画。

講座の開催案内につい
ては、毎回、会員への
個別通知と併せ、自治
会回覧等を通じて行っ
た。また、開催にあ
たっての無料送迎車両
の運行についても、こ
れまでの美川地域だけ
でなく、錦地域でも数
回ではあるが運行し、
参加者の増加を図るこ
とができた。
なお、ニーズ把握のア
ンケートについては年
度末１回のみ実施と
なったが、これを参考
に次年度の講座内容に
ついて計画していきた
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

美和支所

美和支所管内の生涯学
習講座等の参加者数を
維持し、他団体との共
催回数も維持する。

生涯学習講座等の開催
回数については、概ね
例年通りの開催ができ
たが、参加者数は減少
した。　　　要因とし
ては、開催を予定して
いた１講座が、講師の
体調不良により、急遽
中止になったことや人
口が減少傾向にあるこ
とが考えられる。

市民のニー
ズに応じた
教室や講座
の企画業

市民が進んで参加し、
暮らしに役立つ講座を
企画し実践する。
また、各種団体との連
携も推進する。

①生涯学習講座等の要
望についてアンケート
調査を実施。

②アンケート結果によ
り、講座内容等を決
定。

③出前講座等について
検討。

④年間講座計画の策
定。

項目の①・②・④につ
いては実施することが
できた。しかし、③の
出前講座については、
昨年から検討はしてい
るものの、開催には至
らなかった。

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

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･充実事業

市議会ホームページの
内容を魅力あるものに
し、市議会ホームペー
ジの存在を市民に知ら
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。

庶務課と議事課で連携
し「議会ホームページ
に関する申し合わせ事
項」に基づき、わかり
易く魅力あるホーム
ページにリニューアル
する委員の活動を事務
局の立場で支援する。

平成30年度に議会ＨＰ
のリニューアルを実施
し、見やすいレイアウ
ト等に変更するととも
に、新たに議案を掲載
することとし、情報の
開示を進めた。

市議会傍聴
者増進事業

本会議の傍聴者を年間
３０人以上増加させ
る。

庶務課と議事課で連携
し、議会だよりや、議
会ホームページ･市報等
を活用し、周知に努め
る。

議会ＨＰや市議会だよ
りで傍聴に関して周知
を図ったが、傍聴者数
の増加にはつながらな
かった。

議会事務局の戦略策定シート

平成30年度

市民の参画意
欲が高まる市
政運営となっ
ている

市民参加の推
進

情報発信・情
報共有・情報
公開の推進

課　名 組織目標の達成状況

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

議員の改選に合わせ、
議員の連絡先等の公開
情報の見直しを行っ
た。
タブレット等の利用に
ついては、会派代表者
会議において検討を
行ったが、実現には
至っていない。
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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

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30年度

年度当初の4月に全庁的
にチェック体制の整
備・充実に取組むよう
掲示板に掲げ周知し
た。また、前回の監査
指摘事項を公開フォル
ダに閲覧できるように
行い担当者に確認させ
た。その上で、今回の
事前指摘事項を代表監
査が指摘し、担当課長
に改善状況の対策の報
告を求め、文書も合せ
て徴収した。今年度の
指摘事項を踏まえ、次
年度のチェック項目を
再確認し、周知するよ
う掲示板などにて行
う。

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

各部署の指摘事項を前
回監査時より減少させ
る。

定期監査における事前
審査指摘事項が、掲示
板や課へのメールによ
り、前回に比べ減少傾
向であった。

予算執行に
おける事前
チェックの
周知徹底

組織全体で改善策を講
じ、各部署の指摘事項
を前回監査時より減少
させる。

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
ての改善状況と再発防
止の対応策を聴取。

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。（２～３
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）
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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

農地の適正な管理と農業の振興を図るために、地域と行政の架け橋と
なる司令塔組織

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30年度

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。
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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

選挙や立候
補者等の情
報提供の充
実

若年層に対
する選挙啓
発の実施

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30年度

課　名

・ホームページや広報
誌を通じ、選挙に関す
る情報発信を行った。
また、選挙公報につい
ては、新聞折込や希望
者への郵送のほか、誰
でも自由に手に取れる
よう公共施設やスー
パー、駅、病院へ備え
置きし、立候補者に関
する情報提供を行っ
た。
・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
発を行ない、若年層へ
の啓発に努めた。
・市内２つの高校に選
挙出前授業を実施し、
講義を通し、のべ278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

投票率が前回同一の選
挙に比べ上回ること。

平成26年に執行された
市議会議員一般選挙で
の投票率が57.40％
だったのに対し、今年
執行した同一の選挙で
は50.38％となり、前
回の投票率を下回っ
た。

より多くの市民に、選
挙に関心を持ってもら
い、投票率の向上を目
指す。

・ホームページや広
報、選挙公報での情報
提供。

・成人式等での選挙啓
発。

・選挙出前授業の実
施。
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