■平成２７年度

まちづくり推進部 地域づくり支援課 組織目標管理シート

№

難易度
(ABC)

課室
所名

1

地
域
づ
く
り
支
援
課

2

地
域
づ
く
り
支
援
課

3

地
域
づ
く
り
支
援
課

4

地
域
づ
く
り
支
援
課

5

地
域
づ
く
り
支
援
課

目標項目

目標指標の内容
（何を）

部局横断による全市一体的なまち
づくりの推進

ふるさと納税制度の利活用

B

A

男女共同参画の推進

目標の内容
目標値

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

①まちづくり調整会議の運営に
より地域局間の調整機能を確立
②部内会議の調整力を充実さ
せ、部内各課の連携メリットを発
揮

B

①メイン会場
・秋田ふるさと村ドーム
①出演者等 1,000人
劇場（客席数９９７席）
②サブ会場
②観客数 30,000人
・秋田ふるさと村お祭り
広場＆富士見大通り

目標に対する活動（上半期レビュー）
【 現 状 】
【ギャップと対策】
上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

・政策会議の運営を参考にまちづく
り調整会議を開催、適宜会議運営
・まちづくり調整会議の開催（1回）
の見直し
・部内会議の開催（毎週火曜日＝
・部内会議を開催しながら適宜運営
都合により未開催の場合有）
手法を見直し
・各部局との連絡調整

①H26実績＝102件
①件数 10,000件（前年比98倍）
ふるさと納税制度を活用し 8,162千円
・委託業者等の選定
た新たな応援市民への対 ②過去最高実績
・運営スキームの確立
②寄付額1億円（前年比12.3倍）
応
・横手の魅力ある特典の進呈
件数：102件（H26)
金額：12,863（H23)千円

②観客数

地域づくり協議会及び地区会議の
在り方の検証

（目標設定時の状態・
比較実績）

①機能的かつ機動的な
まちづくり推進部を構築
し、より充実した市民
まちづくり推進部新体制の
サービスを提供
確立
②地域の個性を生かし
つつ相乗的に地域の活
力を高揚

①出演者等
地域伝統芸能全国大会の成功

目標の基準値

・県及び関係団体等との綿密な打
ち合わせにより、きめ細かなスケ
ジュールを作成
・庁内の明確な役割分担及び打ち
合わせを徹底
・イベントの魅力をアピールした啓
発活動の実践

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

・引き続きまちづくり調整会議及び
部内会議を開催し、まちづくり推進
部の総合調整を図っていく。

目標達成の状況【output・input】
①達成値・実績値
②取組・行動内容
（目標の達成状況・
現在の状態）

・まちづくり調整会議の開催（3回）
・部内会議の開催（毎週火曜日＝
都合により未開催の場合有）

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

・各部局との連絡調整による協議案件
の整理と結果報告
・部長及び部内管理職の日程調整と
事業予算等の総合調整

・３００人以上の職員を抱える大所帯とし
てスタートした「まちづくり推進部」の総合
調整を担った。
・今後も調整が必要であるが、「まちづくり
推進部」の体制づくりが整った。

・寄附件数の増加に伴う調定などの
・委託事業者を選定し、物産団体連 事務手続きをミスなく進めるほか、
絡協議会及び各団体から協力を得 委託事業者と連携しながらトラブル ①件数 2,500件（前年比25倍）
て81種類の特典品を決定。9月1日 発生時の適切な対応を心掛ける。 ②寄附額5200万円（前年比6.3倍）
から新たなふるさと納税制度をス
・品切れの特典品発生。これらの対 ※3/18現在
タートさせた。
策をはじめ特典品の見直しや新た
な魅力ある特典開発に努める。

・委託事業者の選定にあたっての調
査、協議
・説明会を開催しながら物産団体連絡
協議会及び各団体から協力を得て81
種類の特典品を決定、9月1日から新
たなふるさと納税制度をスタート
・寄附の調定及びワンストップ事務の
手続き、及び委託事業者と連携しなが
らトラブル等の発生時に対応
・市民応援制度登録者へfun通信を送
付

・特典品を通じて市内物産の流通推進や
ＰＲが図れた。
・応援市民として約６００人の登録を得て、
fun通信の送付などにより交流人口の拡
大が図れた。
・寄附額が前年度より大幅な増額となり、
次年度以降の各事業実施に充当可能と
なった。

・定例会議（4回）開催
・連絡会議＝よこてイーストまつり、
横手駅西口祭ほか調整会議＝（3
回）
・各会場準備の細部打ち合わせ会
を多数開催
・市内各地域で行われたイベントに
おいてチラシの配布等を行ったほ
か、横手かまくらＦＭ等で独自の番
組を企画。

・定例会議（5回）開催
・連絡会議＝よこてイーストまつり、横
手駅西口祭ほか調整会議＝（4回）
・各会場準備の細部打ち合わせを多
数開催
・市内各地域のイベントでチラシ配布
等を行ったほか、市独自の広報紙の
作成及び横手かまくらＦＭで独自番組
を放送
・会場毎にスタッフ会議を開催

・全国規模の大会であり、コンベンション
に寄与できたほか横手市を大いにＰＲで
きた。
・横手駅改札口の総合案内窓口、県内の
ご当地グルメ屋台の設置、無料循環バス
の運行等により満足度の高いおもてなし
を提供できた。
・よこてイーストまつりと横手駅西口祭の
イベントとタイアップしたことにより、互い
の事業のボリュームアップにつながった。
・国内外及び市内団体も多数出演するな
ど、地域伝統芸能の保存・継承意識の醸
成につながった。

①新たな地域づくりの組織体制、支援
制度の素案作成
・地域づくり協議会及び地区会議に関
する担当課長・担当者会議の開催（3
回）
・公民館担当者等との協議（２回）・ま
ちづくり推進部部内会議検討（４回）

・新たな地域づくりの仕組みへ向けて多
様な議論が交わされ、素案作成という糸
口を見出した。
・交流研修会やセミナーの開催により、地
域づくりへの取り組みヒントや動向を確認
できた。

・策定委員会の開催（８回）
・男女共同参画推進協議会の開催（２
回）
・県南部男女共同参画センターとの協
議及び連携

・第３次行動計画には女性活躍推進法の
対応が盛り込まれており、実践的な取り
組みを伴う計画となってことで、男女共同
参画の更なる推進が期待できる。

・スタッフ説明会をはじめとした最終
打ち合わせ。各担当業務の最終確 ①出演者等 783人
認と大会当日の備え。
・各会場への訪問者に対するおもて ②観客数 25,756人
なしを徹底。

B

①これからの時代に対応した地 ・協議会、地区会議との協議、調整 ・各地域づくり協議会へ出席（第1回
協議会と地区会議の役割、 ①地域づくり協議会 8 域づくりの組織体制、支援制度 ・第2期地域づくり計画の推進
目）したほか、各事業を推進した。
機能、組織の在り方の明確 地域
の設計
・元気の出る地域づくり事業の推進 ・地域づくり協議会及び地区会議に
化
②地区会議 36地区
②地域間交流の促進と連携に ・いきいき地域づくり支援事業の推 関する担当課長・担当者会議の開
よる一体感の醸成
進
催（1回）

・地域づくり協議会及び地区会議に
関する担当課長・担当者会議を開
催
・各事業の評価、検証

B

横手市男女共同参画計画
（第３次）策定と計画的な意 継続
識啓発

・策定委員会の開催（６回）
・男女共同参画推進協議会及び策
①新計画の策定、完成
・県南部男女共同参画センターとの
定委員会の開催（3回）＝アドバイ
②推進員対象の研修会及び市 連携によるイベント開催
ザーを導入
民向け啓発イベントの開催
・男女共同参画推進協議会の開催
・県等が主催するイベント等に協力
（２回）
・市報、市HP、かまくらFM等による
・市報、市HP、かまくらFM等による
啓発活動を実施
啓発

・ワークショップを取り入れた策定委
員会を開催
・県南部男女共同参画センターとの
連携によるイベント開催
・各啓発活動の徹底

①新たな地域づくりの組織体制、支
援制度の素案作成
②地域づくり協議会委員全体研修
会の開催（1/23）
③地域コミュニティ創造セミナー開
催（5/29）

①第三次男女共同参画行動計画
策定（3/18）
②男女共同参画フェスティバル開
催（2/27）
③女性活躍推進セミナー
（8/28）

まちづくり推進部 生涯学習課

■平成２７年度

№

1

2

課室
所名

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

目標項目

難易度
(ABC)

目標指標の内容
（何を）

公民館の地区交流センター化の
推進

市民ステージ祭・交流美術展の
充実

Ａ

B

目標の基準値
（目標設定時の状態・
比較実績）

組織目標管理シート
目標の内容
目標値

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

・4～6月
新規試行開始館（6館）支援
試行14館による運営協議会の立
ち上げに向けて会議の実施
試行８館の事業検証と判定
・試行館の連携強化
関係条例の制定・廃止や指定管
14館運営協議会の立ち上げ
理に向けた関係部局との協議の実
・試行館の事業等評価
施
・公民館設置条例の廃止と交流
試行館長等の交流センター化先
セン
進地
ター設置条例の設置
（岩手）研修実施
・指定管理への移行
・試行館（14館）との連携強 ・試行 14館
・7～12月
化および一部指定管理へ
試行継続館
８館
（試行２年経過の８館が対象）
試行館の実績評価・検証結果と交
の移行
27/4新規試行 ６館
流センターの方向性について、まち
・庁内協議
づくり調整会議や政策会議への協
交流センターの総合計画への
議
明文化
試行館以外の公民館へ交流セン
28年度指定管理開始に向けた
ター化の状況説明を実施
条例・条件等整備
・28/4月
指定管理希望館との具体的協
議、指導
１２月議会
・1～3月
28年度指定管理に向けた準備、
指導

・出演者（団体）
・出展数
・観客数

秋田ふるさと村ドーム
他を利用
↓
横手市民会館に変更

目標に対する活動（上半期レビュー）
【 現 状 】
【ギャップと対策】
上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

・新規試行館支援→備品他を対応
・試行8公民館の事業検証を政策会
議に報告（8/17）→政策会議了承
・地域づくり支援課と3回の基本協
議実施→地区会議＋公民館を確認
・6/29先進地視察 一関市訪問
（生涯学習課4＋支援課3）
・一部指定管理をH28年4月を目指
していたが、新部としての対応を再
協議し、交流センター化のスタート
をH29年4月とし、指定管理について
はその後の検証結果等の状況を確
認し検討
（本件については、9/4の公民館
長会議に報告）

・市報、横手かまくらFMの有効利用
・ポスター、チラシの早めの配布
・各地域芸文協への積極的な参加
の
・8/10 市芸文協役員会実施
呼びかけ
12/5・6日の「市民ステージ祭・交
横手市芸文協との打ち合わせ ・担当職員による打ち合せを徹底 流美術展」開催の確定
を密にし、各地域芸文協との連 し、
・ステージ祭参加団体の調整
携を図りながら、一体的な開催 スムーズなスケジュール調整を行う
が継続出来る
・「佐々木宗一郎」氏の特別企画展
を実施（２０作品程度）
・出演者
・出展数
・観客数

５００人
１５０点以上
２，０００人

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

目標達成の状況【output・input】
①達成値・実績値
②取組・行動内容
（目標の達成状況・
現在の状態）

・試行１４館の協議会の立ち上げま
でいたらなかった。
・試行８館の事業検証を政策会議
に報告した。
・条例の具体的な検討に入れな
8/17 政策会議への報告を経て
かった。
・まちづくり推進部としての「基本計
・指定管理については、市の「指定
画」を2課で作成し、年内に政策会
管理者制度に関する運用指針」に
議へ報告、了承をえる
より、指定管理ありきのセンター化
（10月以降に検討チーム立上げ、
ではないことを、公民館長他にあら
今後のスケジュールを確認）
ためて説明を行った。
・14試行館の協議会を立ち上げる
・平成２８年度からの総合計画へ
「公民館を交流センター（仮称）とし
て市民協働の拠点とする」と明文化
した。

・芸文協役員会の随時開催
・参加団体の調整と確定
・地域局担当と調整打ち合わせ
・特別企画展の調整
・市民周知（かまくらFM,ちらし等）
の対応
12/5・6の開催

・出演者
・出展数
・観客数

６００名
１４５点
１，６００名

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

・市民協働による地域づくりを実施し
ている先進地を視察した。
・地域づくりの仕組みの見直しについ
て、原案を作成し部内での協議を行っ
た。
・社会教育委員や公民館長等へ交流
センター化に向けての現状を説明し協
力を求めた。

・指定管理に伴うリスク説明が不十分だっ
たことから、容易に指定管理できる期待
感を地域に与えてしまい、より十分な説明
が必要となった。
・新たな地域づくりの組織の検討が必要と
なった。

・地域芸文協への早めの声掛け、参
加をお願いした。
会員の高齢化があることから、保育
所、小学生にも広く声掛けし、幅広い
年齢層の参加を促した。
・交流美術展については、佐々木宗一
郎氏の作品２０点、山内出身の公立
美大生の作品２０点を展示し、質の高
い美術展が開催できた。

・目標の２，０００名までは届かなかった
が、前年度観客数は上回ることができた。
・参加者の年代が広がり、若い力の発掘
につなげられた。
・観客から「よかった」との声を多くいただ
いた。
・１２月の開催を要検討（高齢者の寒さ対
策）。
・市民会館までの足の確保を要検討。

■平成２７年度

№

課室
所名

目標項目

まちづくり推進部 スポーツ振興課 組織目標管理シート
難易度
(ABC)

（何を）

ー

ス
ポ
1

ツ
振
興
課

スポーツのまちづくり事業

Ａ

ー

ス
ポ
2

ツ
振
興
課

目標指標の内容

スポーツ立市よこて推進事業

Ａ

目標の基準値
（目標設定時の状態・
比較実績）

目標の内容
目標値

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

・各種スポーツ大会への市長杯カッ
・各種スポーツ団体主催による プと賞状の授与
・全市一体感のある統 全横手市民を対象とするスポー
ツ大会（10種目以上）の開催
・4/22～26 全日本男子バレーボー
・まちづくりとスポーツ振興 一的なスポーツ振興
ルチーム合宿
・スポーツ事業に他の関係部局 ・5/27 チャレンジデー2015inよこて
・スポーツを核に関係機関 ・他の分野（健康、観
が連帯した取り組みの推進 光、食等）との有機的な の施策を複合的に組み入れた ・7/3～5 横手わか杉カップ高校男
イベント（3回以上）の開催
子バレーボール大会
連携
・ｽﾎﾟｰﾂのまちよこてを全国
・7/28 巡回ラジオ体操
にPR
・全国に横手を宣伝で ・全国に横手を宣伝できるイベ
きる事業の開催
ント（3回以上）の開催や著名
・プロ、大学合宿の誘致（野球、バ
チームの合宿（5団体以上）誘致 スケットボール、バレーボール、バト
ミントン等）

・住民が気軽に行える
新たなスポーツの紹介 ・新たなニュースポーツの情報
・住民参加型スポーツ事業
と発展
収集や講習会等（3回以上）の
の推進
開催
・「する」スポーツに加え
・総合スポーツイベントの企
「みる」スポーツイベント ・部局を横断した総合的なイベ
画・実施
の開催
ントの開催
・日本を代表するスポーツ
・日本代表選手や指導 ・日本が誇れるトップアスリート
選手や指導者の育成
者育成のための体制強 やスポーツ指導者の創出
化

・ニュースポーツ（スマイルボーリン
グ、フロアカーリング等）の大会や
講習会への参加と必要備品の拡充
・横手の魅力（観光、文化、食等）を
モーラした複合型スポーツイベント
の開催（9/13 ふるさとあきたラン）
・スポーツ関係団体及び指導者の
要望による講習会や講演会の実施

目標に対する活動（上半期レビュー）
【 現 状 】
【ギャップと対策】
上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

目標達成の状況【output・input】
①達成値・実績値
②取組・行動内容
（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

成果分析【outcome】
③目標達成による成果
(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

・全日本男子バレーボールチーム
合宿（4/22-26）24名、4/26エキシビ
ションゲーム観客1,000人
・チャレンジデー2015inよこて
（5/27）参加率86.9％大牟田市に圧
勝、カテゴリー5で優秀賞受賞
・横手わか杉カップ高校男子バレー
ボール大会（7/3-5）8校、優勝松山
工業高校
・夏季巡回ラジオ体操・みんなの体
操会（7/28）1,500名
・那珂市スポーツ交流（8/1-2）38
名、カヌー体験、バレーボール交流
・大学野球合宿（8/1-29）中央学院
大、神奈川大、日体大 計137名
・慶應、東北高校野球サマーキャン
プ（8/16-19）50名
・3×3男子バスケットボール日本代
表合宿（8/20-22）11名、秋田ＮＨ11
名
・秋田ＮＨ合宿（9/1-3）16名、市民
交流会300名
・横手わか杉旗争奪東北中学校野
球大会（9/26-27）12校、優勝仙台
育英学園秀光中学校

・全横手市民を対象とするスポーツ
大会の開催 次年度開催予定の横
手市体育協会主催による2016横手
市民スポーツフェスティバルで実施
・10/9 秋田県体育施設協会研修
・スポーツ事業に他の関係部局の
会
施策を複合的に組み入れたイベン
トの開催 ①チャレンジデー～商工
・10/25 友好都市交流 あつぎマラ
観光部、健康福祉部、教育委員会
ソン
をはじめとする多くの部局と連携し、
大勝利をおさめた ②秋田ノーザン
・10/31-11/1 第55回奥羽横断駅
ハピネッツ市民交流会～観光協
伝大会
会、コンベンション協会等の協力で
多くの市民（300名）が選手との交流
・11/8 世田谷246ハーフマラソン
を楽しんだ ③夏季巡回ラジオ体
操・みんなの体操会～幼児から小
・11/28-29 横手わか杉カップ東日
中高生や高齢者まで大勢（1,500
本中学バレーボール大会
名）の参加で盛り上がった
・全国に横手を宣伝できるイベント
1/9-11 チャンピオンズカップ横手
の開催や著名チームの合宿誘致
東北中学新人バスケットボール大
①イベント～全日本男子バレー
会
ボールチームエキシビジョンゲー
ム、横手わか杉カップ高校男子バ
・2/6 横手市民スキー大会 アル
レーボール大会、バスケットボール
ペン競技
Wリーグ増田大会 ②合宿～全日
本男子バレーボール、3×3バスケッ
・2/7 横手市民スキー大会 クロス
トボール日本代表、玉川大学女子
カントリー競技
バスケットボール、宮城教育大学女
子ハンドボール、中央学院大学硬
式野球部、神奈川大学硬式野球
部、日本体育大学硬式野球部

・ふるさとあきたラン横手大会
（9/12-13）36チーム、優勝鹿角市Ａ
複合型イベント～全県駅伝大会に
加えご当地自慢フェスティバル、世
界ムカデ競走選手権、コニカミノル
タランニングクリニックの合同開催
・4/26全日本バレーボールチーム
フィジカルコーチ大楠法晴氏による
指導者講習会
・日産自動車ベースボールクリニッ
ク（8/29-30）13名、中学生48名
・楽天イーグルス野球塾（9/20）3
名、小学生92名
・パナソニックパンサーズバレー
ボール教室（9/26-27）10名、中学
生156名

・新たなニュースポーツの情報収集
や講習会等の開催
・ニュースポーツの大会・講習会を実施し
～スマイルボウリング、グランドゴ
・10/12 横手スポーツフェスティバ
・ニュースポーツ（グランドゴルフ、スマ たことで、生涯スポーツの振興及び冬季
ルフ、フロアカーリングの大会や講
ル2015（グランドゴルフ、ウォーキン
イルボウリング、フロアカーリング等） スポーツへの取り組みのきっかけづくりに
習会の実施
グ）
の大会や講習会の開催し、会場の整 つながった。
備や必要備品の拡充を行った
・部局を横断した総合的なイベント
・2/13-14 市民スポーツ交流大会
・大会誘致、スポーツ合宿等を実施したこ
の開催
スマイルボウリング
・秋田県の主催事業である”あきたふ とで、見る・応援するスポーツの機会を得
～複合型スポーツイベント”ふるさ
るさとラン横手大会”で横手の魅力を ることができ、交流人口の増加にも一定
とあきたラン横手大会”の開催
・2/13-14 ｂｊリーグ秋田ノーザンハ
アピールし、複合型スポーツイベントを の成果がみられた
ピネッツホームゲーム
成功させた
・日本が誇れるトップアスリートやス
・スポーツ関係の指導者講習会や講演
ポーツ指導者の創出
・2/21 横手市スポーツ賞授与式
・スポーツイベントや合宿に参加した 会、競技者向けクリニックを開催したこと
～全日本男子バレーボールチー
スタッフによるクリニックや教室び指導 により、指導者や競技者のレベル向上に
ムによる教室や指導者講習会、楽
・3月 全県スポーツ交流大会 スマ
者講習会などを開催し、見るだげのス 寄与した。
天イーグルスや日産野球部による
イルボウリング
ポーツを知るスポーツや育てるスポー
ベースボールクリニック、コニカミノ
ツにも拡大させた
ルタによるランニングクリニック、パ
ナソニックパンサーズによるバレー
ボール教室

・横手市体育協会や各種スポーツ団
体との念密な協議により市民スポーツ
フェスティバル開催に向けた準備を重 ・ｽﾎﾟｰﾂのまちづくり事業については、実
ねた
行委員会、競技団体との意見交換を行
い、事業内容の充実に努めた。
・スポーツイベントなどで横手の強み
である食、観光、健康の専門分野を巻 ・大会やイベントの開催にあたっては、実
き込んだPRを行った
行委員会や関係団体との調整会議を行
い、大会運営の充実と安全・安心な運営
・横手に関係のある人脈等をフル活用 に努めた。
し、全日本代表クラスのイベントの開
催に向け努力した結果が実った
・チャレンジデーについては、全地域のス
ポーツ推進員や体協関係者、企業、学校
・イベントの誘致同様にスポーツ合宿 の協力を得て大牟田市に大勝し、人口別
にも力を注ぎ、年数回の誘致活動に カテゴリー86.9％で優秀賞を獲得した
より大学や企業の有力チームの合宿
が実現した

■平成２７年度

まちづくり推進部 歴史まちづくり課 組織目標管理シート
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目標項目

目標指標の内容
（何を）

増田伝建地区の保存修理修景事
業の推進

増田伝建地区防災計画の策定

市内歴史遺産の悉皆調査の実施

A

A

A

目標の基準値
（目標設定時の状態・
比較実績）

目標の内容
目標値

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

1、国庫補助事業の説明会資料
を策定、また説明会の計画的実
施
修理修景事業2年度目 2、復原修理工事の進め方・施
伝建地区内の建造物及び
昨年度予算38,203千円 工管理方法を確立、また物件毎
工作物の修理修景
今年度予算49,689千円 の修理履歴を整理する
（許可行為も同様）
3、技術者や技能者の技術向上
のための講座を開催する

伝建地区防災計画

地区防災計画策定
H26年度 現況調査
H27年度 対策調査
H28年度 計画策定

目標達成のための具体的方法

1、今年度の委託契約
2、3回ある策定委員会の実施
3、地域懇談会の実施
4、火災・震災対策の計画完了
5、雪災対策の立案

目標に対する活動（上半期レビュー）
【 現 状 】
【ギャップと対策】

目標達成の状況【output・input】
①達成値・実績値
②取組・行動内容

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

１．、「伝統的建造物群保存地区の
手引き」を作成し春の相談会や今年
度事業実施する地区住民に使用し
た。
２．今年度事業は9月末現在で工事
は9割近く終了。資料の提出には
至っていない。
３．年度末の3月に実施している講
習会であるが、年度初めには補講
を1回行った。

１．次年度やそれ以降修理事業を
希望している住民にも手引きを使用
し、分かり易い説明に努めたい。
２．工事完了とそれに合わせた工事
監理資料の作成を業者に適切に指
導し、施工精度のレベルアップを図
りたい。
３．修理技術者講習会の内容を精
査し、修理事業に携わる技術者技
能者の育成に努めたい。

1、国庫補助事業の説明会資料とし
て「伝統的建造物群保存地区の手
引き」を作成。相談会や地区住民に
配布し活用した。
2、復原修理工事の進め方について
も上段の「手引き」を活用、また施
工管理については前年度を参考に
指導を実施。物件毎の修理履歴（カ
ルテ）の整理はまだ検討中。
（許可行為も同様）
3、技術者や技能者の技術向上の
ための講座は新規用1回と更新用4
回開催した。

１．、「伝統的建造物群保存地区の手
引き」を作成し春の相談会や今年度事
業実施する地区住民に使用した。
２．今年度事業は2月末現在で工事は
全て終了。実績報告書の作成を残す
のみ。
３．年度末の3月に実施している講習
会であるが、年度初めには補講を1回
い、年度末の3月には内容を最新のも
のに改良を加え実施した。

１．次年度やそれ以降修理事業を希望し
ている住民にも手引きを使用し、分かり易
い説明に努めたい。今後も理解を深めて
もらうよう努めたい。
２．設計から工事完了までの手順と書類
作成を業者に分かりやすく指導し、伝統
的建造物の施工精度と施工記録のレベ
ルアップを図りたい。
３．修理技術者講習会の内容を精査し、
修理事業に携わる技術者技能者の理解
力向上に努めたい。

１．工学院大学と今年度の防災計
画策定調査の委託契約を締結し、
1、2、工学院大学との調整
調査と防災計画（案）の立案を行っ
3、各災害について地域住民を対象
ている。
に懇談会を実施
２．今年度第1回目の防災計画策定
4、雪災以外の災害について基本計
委員会を6月に開催した。
画レベルの計画を策定
３．火災対策に関する住民懇談会
5、雪災対策の立案
を6月に実施し、火災対策に関する
住民の意見聴取を図った。

１．震災・雪災等に関する住民懇談
会を開催し、住民の意見を聴取し防
災計画に反映させる。
２．委託先である工学院大学と防災
計画策定調査報告書の編集内容
の調整を図る。
３．年度内に増田伝建地区防災計
画を策定する。
２．防災策定委員会を10月と2月に
開催し、最終的な防災計画を策定
する。

1、事業の流れを資料に整理、定期
的な説明会の実施する
2、業者に対しては公共工事を参考
に進め方・施工管理方法を提案、ま
た課内では物件毎の履歴をファイ
ルで管理できるよう整理する
3、増田まちなみ研究会と技術者養
成について定期的に話し合う、また
技能者については修理技術者養成
講座を開催する

１、工学院大学に防災計画策定調
査と防災計画（案）の立案を委託
し、調査報告と防災計画（案）の提
出を受けた。
２、防災計画策定委員会を計画通り
３回開催した。
３、防災計画策定調査の一環として
防災に関する住民懇談会を２回実
施、住民への防災意識喚起と意見
聴取を行った。
４、第６回防災計画策定員会におい
て防災計画が承認され、策定され
た。

１、防災計画（案）の策定にあたり工学
院大学と定期的に策定検討会を実施
した。
２．住民懇談会を実施し、防災計画に
住民の意見を反映させた。

１、防災計画が策定されたことにより、防
災事業の実施体制が整った。
２、次年度より防災設備整備事業に関す
る基本計画並びに実施設計の作成を開
始する。
２、雪災に関する調査データの取り纏め
調査期間の関係もあり、予定通り次年度
に纏めることなっている。

１、聞き取り調査で明らかになった地域特
性・地域遺産を第一次（中間）調書に纏
め、地域づくりの参考資料として調査実施
１．大森地区の公民館にて住民より
１、大森４地区、雄物川４地区、平
した地区の公民館に配布した。
１、調査対象地区の公民館と協働し、
の聞き取り調査を実施した。
鹿１地区で、地域の風習習俗、景観
地域づくりを進める上で有効と思える物件
１．住民からの聞き取り調査の実施
１．聞き取り調査の方法を、集団聞
住民から聞き取り調査の実施。
１．住民へ地域に残る歴史遺産
２．効果のある聞き取り調査にする
等、各地区の歴史遺産について聞
もあり、公民館、地域局との情報共有を進
聞き取り調査の分析
取りと個別聞取り等、調査地域に合
２、聞き取り調査に先立ち、調査対象
の価値の再認識を促進する
ために、聞き取りの方法手段につい
き取り調査を実施し、その地区の特
め、調査結果の有効な活用を検討する。
市内各所の歴史資産の実 Ｈ27年度 大森地区
調査結果の地域への報告
わせた調査方法にて実施する。
地区の歴史風習等の事前（文献）調
２．地域に残る歴史遺産の活用
て再検討を図った。
性、風習等歴史遺産の掘り起しを
２、調査地区の基礎知識、資料の必要性
態調査
４公民館を会場に実
２．地域の歴史遺産活用につて懇
２．住民の機運の盛り上がりに合わ
査のを実施。
を検討する
３．記録・記憶の喪失が思いの外危
行った。
が調査を実施して明らかとなり、聞き取り
施
談会等の実施
せて、聞き取り調査等により確認さ
３、調査結果を基にする第一次（中
３．地域に残る歴史遺産の活用
惧される状態であることが判明し、
２、聞取り調査等で確認された地区
調査の前となる基礎調査に想定以上の
３．関係部局課、団体等との支援方
れた地域の祭事等の復活等の支援
間）調書の作成。
方法を支援する
調査対象エリアを大森、雄物川、平
の特性等を第一次（中間）調書に纏
時間を有した。
法の調整
方法を検討する。
４、調査対象地区の公民館への調査
鹿地区へ拡大することを検討し準
めた。
３、聞き取り調査を実施する上で、協力者
結果の提供。
備を行った。
の参集しやすい時期・会場等の設定に苦
慮し、中々調査回数を増やすことが出来
なかった。

■平成２７年度

まちづくり推進部 横手地域課

№

難易度
(ABC)

1

2

課室
所名

横
手
地
域
課

横
手
地
域
課

3

横
手
地
域
課

4

中
央
公
民
館

5

6

朝
倉
公
民
館

栄
公
民
館

目標項目

目標の内容
目標指標の内容

安全安心で住みよい地域環境の確
保を目指す

金沢地区総合交流施設(仮称）整備
事業の推進

主催講座の充実と、合同講座の開
催による生涯学習の機会を増やし、
連携と交流を図る。

主催講座の充実と、合同講座の開
催による生涯学習の機会を増やし、
連携と交流を図る。

主催講座の充実と公民館利用者の
増加

目標に対する活動（上半期レビュー）
【 現 状 】

【ギャップと対策】

目標達成の状況【output・input】
①達成値・実績値

②取組・行動内容

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

・朝礼や事務打合せ会の開催、随
時連絡の徹底による課内・係内の
情報共有。
・窓口の書類・マニュアルの整備。
・庁内案内図の掲示、所掌事務一
覧表の窓口備え付け。
・職員のマナーアップ、スキルアップ
を図るための一人一研修受講。

・毎週月曜日に朝礼、火曜日に課
内連絡会議を実施している。
・窓口に書類棚を配置し、使用しや
すい書類配置に取り組んだ。
・庁舎入口に案内図を掲示したほ
か、取扱業務の案内文書を掲示し
た。
・くらしの便利帳の改定等にあたり、
誤来庁を防ぐような記載に努めた。
・地域課一般行政職職員18名の
内、研修等受講者（受講予定者）11
名。（1名は2か月間の中堅職員研
修受講。）

・朝礼、課内連絡会議等を継続して
実施する。
・制度改正に伴うマニュアルの更新
を行うとともに、未作成の業務につ
いてポイントを押さえたマニュアルを
作成する。
・誤来庁者を防ぐため、広報、チラ
シ等の記載について、注意を呼び
かけていく。
・研修等への積極的な参加を呼び
かけていく。

・課内・係内の情報共有により、窓
口での一般的な受付はスムーズに
行えている。
・証明書発行の来庁者は徐々に増
加している（26年度7月～2月 328
件、27年度同期 563件）。誤来庁
者は徐々に減少してきている。
・庁内案内図掲示等により、来庁者
が目的課への移動で迷っている
ケースは減少してきており、職員の
積極的な声掛けもよくできている。

・定期的な朝礼、課内打合せ、係内打
合せを実施し、情報共有を密にした。
・窓口事務取扱いマニュアルの随時更
新、配置書類の整理に工夫した。
・庁舎入口への案内図の掲示、証明
書発行にあたっての注意事項の掲
示、各課執務室前への課名掲示を
行った。
・市民宛の通知発送にあたり、誤解の
ないような標記をするよう他課への呼
びかけをおこなった。

・窓口対応、案内については一定の満足
をいただき、横手地域の窓口拠点として
信頼をいただいている。
・定例打合せ等を今後も継続してさらにス
ムーズな窓口運営に努める。職員個別の
研修会等への参加を積極的に呼びかけ、
職員のスキルアップを図っていく。
・個別業務については、担当者不在で
待っていただく事例もあり、さらに課内、係
内での調整が必要である。

＊道路の安全確保
・H26道路瑕疵事故4件
・H26除雪作業事故3件
・除雪作業の苦情582件
＊公園施設の適正な維 年度末
持管理
・所管公園33箇所の遊
具、施設等の安全点検
の実施により事故０件

＊道路
・各公民館や郵便局など関係機関
＊道路
と連携し、補修箇所の早期発見、修
・道路瑕疵、除雪作業事故0件
繕を行う。
・除雪作業による苦情件数の
・除雪苦情内容の精査と、委託業者
20%削減
への聞取り、指導を行う。
＊公園
・町内との意見交換会の実施
・安全確保のため修繕箇所の早
＊公園
期発見、改善より事故0件を目
・安全点検パトロールを定期的に実
指す
施し、使用禁止措置や修繕を迅速
に行う。

＊道路
・瑕疵事故を未然に防止するため、
各関係機関とも連携し、補修箇所
の早期発見、修繕に努めたが、4月
2件、5月1件の車両パンク事故発生
した。
・除雪委託業者1社に対し地区住民
より、改善要望を受け聞取り及び指
導を行った。
＊公園
・所管公園の安全点検パトロール
(毎月1回)を実施し、遊具、施設等
の不具合による事故防止に努め
た。

＊道路
・事故防止のため各関係機関との
連携を強化し、補修箇所の早期発
見、修繕に努める。
・11月１日より除雪体制に入ること
から、きめ細やかな除雪作業を行
い、苦情件数の削減に努める。
＊公園
・安全点検パトルールを継続して、
園内の事故防止に努める。

＊道路
・除排雪等の要望、苦情件数 332件
(3月末まで)
・道路瑕疵事故4件、除雪作業事故
3件(3月末まで)
＊公園
・公園内の施設利用による事故0件

＊道路
・毎年除雪の苦情、要望等の多い地
域のパトロールと、委託業者に対して
の指導を強化した。
・建設部及び除雪業者による道路パト
ロールの報告により、早期の道路補
修等の実施に努めた。
＊公園
・安全点検パトロール(月1回)の実施
により、事故の未然防止に努めた。

＊道路
・除雪の苦情件数を昨年度より４３%削減
した。
・道路瑕疵事故は昨年度より1件増加した
が、仮舗装による補修のため、早期に舗
装が破損することから、事故の削減には
至らない。
＊公園
・安全点検パトロール(月1回)を来年度以
降も継続実施し、事故防止に努める。

Ａ

・平成28年度の小学校統合
により廃校となる金沢小学
校を活用して同地区の交
流促進施設として整備す
る。

・基本設計・実施設計業
務委託を実施する。
年度末
・整備事業に必要な調
整・手続き等を進める。

・総合交流促進整備計画の円滑な
実施のために、市各部署との連携
・Ｈ28年度当初予算計上ができ を密にし、国への諸手続き等の確
る改修工事費の概算。
認、ＦＭ計画との摺り合わせ等を行
・必要な調整・手続きを完了す う。（４月～H２８.３月まで）
る。
・地区住民との協議を行い、具体的
な施設整備事業内容の精査し決定
する。（５月～１０月まで）

・4月からのＦＭ計画推進に伴い、機
能合体及び複合化施設建設も視野
に入れた整備事業に取り組んでい
る。
・基本及び実施設計業務委託が予
定されていた上期に実施できなかっ
た。
・市各部署との連携をとり整備事業
に必要な協議を実施している。ただ
し、精査が必要なことから、上期ま
でに整備事業内容の調整を完了で
きなかった。

・当初予定よりも基本及び実施設計
業務委託が遅くなっている。年内に
委託契約を実施したい。
・市各部署との調整を完了し、事業
計画・事業費を確定すること。
・現在の金沢公民館施設の老朽化
が目立つ。地区住民や議会への説
明を行い当初事業完了予定の平成
29年度の早期に供用できるように
事業を推進する。

・整備方針の見直しを行い、交流大
ホール新設の代わりに既存体育館
を改修して活用することとしたため、
基本設計が不要となった。
・実施設計業務委託契約を締結し、
実施設計を完了した。
・教育委員会と施設移管に向けた
調整を行い、平成28年度に所管替
えすることとなった。
・金沢公民館整備検討委員会を中
心とした地区住民への説明会を実
施した。

・11/26 金沢地区市民地域会議にて
進捗状況説明。
・12/24 施設整備に係る意見交換会
（金沢地区）。
・1/7 施設整備に係る意見交換会（金
沢地区）。
・1/12 実施設計業務委託契約締結。
・3/3 整備内容の報告会（金沢地
区）。

・実施設計業務が完了し、28年度の施設
改修工事に向けた準備が整った。
・併せて、旧金沢小学校裏グラウンドの今
後のあり方、金沢中野財産区との関係、
施設出入口への押しボタン式信号機設置
の要望など、施設整備に関連する諸課題
について、関係機関とこれまで以上に連
絡を密にしながら、解決に向けて前進して
いく必要がある。

A

・朝倉公民館及び横手地域
の他公民館との合同講座
を実施し、地域間交流を図
り、より親しみの持てる公
民館にし、利用促進を図
る。
・通年講座（複数開催講座）
の受講率の向上

・朝倉公民館との合同
講座の開催。4回。他公
民館との合同講座の開
年度末
催。
・通年講座受講率の前
年度比

・過去の合同講座開催時のアン
ケートなどを振り返り、運営上の工
夫を担当者同士の打ち合わせを充
実させ、実行する。
・アンケートを実施し、満足度平
・毎回アンケートによる受講者の意
均値９０％以上。
識確認をおこなう。かつ、受講生同
・通年講座受講率８０％以上。
士のおよび担当職員も交流を深め
る。
・講座開催後の検証をおこない、次
回開催にいかす。

・朝倉公民館との合同講座の開催
（5回計画中2回開催済み）
・通年講座前期分開催済み 受講
率約75％
・アンケートによる満足度 約90％

合同講座については予定どおり開
催し、受講生同志の交流の幅を広
・後期分の各講座の実施
げることができた。さらに、共同で行
・アンケートによる受講者の意識調 う事で職員（公民館指導員）のスキ
査
ルアップにもつながった。
・講座開催後の検証会議を公民館
通年講座の受講率は、74％と目
奨励員ともにおこなう
標値に届かなかった。
アンケートによる満足度は、90％
以上となった。

当初予定の開催日を調整するなど、
受講しやすい（参加しやすい）日程に
変更などした。
合同講座の開催場所を、他施設で
おこなうことで、他の地域の方々にも
集まりやすい状況を設定した。
講座の内容がマンネリにならないよ
う、過去の事業内容を振り返り、新し
い情報収集につとめ、企画内容を決
定し、誰もが楽しめるよう工夫につと
めた。

タイムリーな情報収集をすることで、新し
い発見をしてみたり、一個人ではできない
ようなことを提供しようと試みたことが、受
講者にとって満足度が高く、リピーターに
なり、友人知人に公民館事業への参加を
うながす様子が見られたなど、広く多くの
市民への生涯学習意欲向上の手助けが
できた。
通年講座の受講率アップが見られな
かった点について、開催日および回数の
見直しが必要と思われた。

中央公民館との合同講
座の開催。4回。他公民
平成27年度末
館との合同講座の開
催。

・中央公民館との合同講座の開催
は、お互いの協力で順調に開催で
きた。
・造（つくり）講座は、食器や盆など、
4月 講座開催に向けた打ち合わ
毎回連続したテーマで作成し、最後
アンケートを実施し、満足度レベ せ。4月末から講座開始。アンケート
は、みんなで調理をし自分の作った
ル５のうち４以上を90％に近くす 結果に基づき、次回の講座の内容
作品で食したことで、満足度が上
る。主催講座の参加者を前年 の充実に向ける。自主サークル化
がった。
比、１割増加させる。
を目指すなど、公民館利用者の増
・手作り力アップ講座も、目新しいも
を図る。
のを行ったことで、参加者も次の講
座を楽しみにしている状態である。
・アンケートによる満足度は、ほぼ
100パーセント。

・後期の講座も館報、口コミで宣伝
し、参加者の増加を図る。自主サー
クル化は難しい課題であるが、魅力
ある講座の開催から、新しいサーク
ルができるよう努力していく。

合同講座は、中央公民館と5回、他
の公民館と１回と前年度より多く開
催できた。合同で行うことにより、地
域間交流が進んだ。公民館の知名
度が上がり、より親しみの持てる公
民館になった。アンケート結果の満
足度は90％以上になった。

中央公民館や、講師と綿密な打ち合
わせを行い、より満足度の高い講座に
するようにした。合同講座でなくても、
他の公民館の主催講座に参加し、講
座の進め方、新しい講座の発見、講
師との出会いなど学びを深めた。ま
た、アンケートの結果を分析し、次回
の講座につながるようにした。

参加者の人数が多くなくても、満足度の高
い講座がほとんどだった。新しいものに挑
戦することで、地域住民の好奇心、やる
気を引き出し、元気アップにつながった。
参加者の１割増については、講座の回数
が前年度に比べて減ったこともあり、達成
できなかった。サークル化については、な
かなか自主的に主体となる人づくりが難し
く、達成できなかったが、講座を行ったこと
により、現在すでにあるサークルの方に
会員が増えるかもしれないという嬉しい兆
しが見えたものもあった。

引き続きアンケート実施による講座
内容の再検討を行いたい。 受講
生の口コミにより今まで来館してい
なかった人が参加するようになって
いることも多くみられるので、より充
実した講座内容を行っていきたい。

・講座「笑学校へ行こう」では、男性
参加者が3名で参加者全体の２割
に留まった。
・講座「季節の小物づくり」では、習
得したことを地域の方や友人に教え
るなど広がりを見せている。
・参加者の口コミで受講者が増えて
いる講座が多い。
・２月末時点までの11か月間で、館
利用者数は昨年度１年間の利用者
数と肩を並べた。（延べ29,765人）

・物づくりの見本を館内コーナに展示
し、来館者に興味を持ってもらうように
した。
・アンケート実施によ
る要望確認に努めた。 ・地域活性
化に結び付くと思われる新規事業催
については、年度途中からの開催も
実施し、館利用者の増加を図り、加え
て満足度向上に努めた。

・受講生からの意見や要望を確認し、そ
れらを講座内容に活かしたことにことによ
り参加者が増え、趣味の幅の拡大が図ら
れた。
・男性向けの講座につ
いては、内容や開催時間等について検討
し、引き続き努力していきたい。

（何を）

信頼される地域窓口の構築

組織目標管理シート

B

A

目標の基準値

目標達成時期

（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）

・証明書発行周知によ
り来庁者は増加傾向。
横手地域の拠点として、条
・組織機構の変更や庁
里南庁舎における住民対
舎移動による誤来庁者 年度末
応サービスを円滑に執り行
が多い。
う。
・執務室分化による即
時対応職員数の減少。

＊道路、公園施設等の適
切な維持管理

A

横手中央公民館及び横手
地域の他公民館との合同
講座を実施し、地域間交流
を図り、より親しみの持てる
公民館にし、利用促進を図
る。

A

新規講座の開催
・ステキな寄せ植え講
座
笑いと健康、ものづくりを取 ・笑学校へ行こう!
り入れた講座の推進、満足 ・季節の小物づくり教室
平成27年度末
度の向上と利用者の増加 継続講座の充実
を目指す。
・ちりめんあそび教室
・らくらく健康体操教室
昨年度利用者数
・延べ29,963人

目標値

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

・担当職員が不在でも待たせる
ことなく速やかな受付処理がで
きる。
・誤来庁した方をスムーズに目
的の課室所へつなげることがで
きる。
・明るく丁寧、的確な対応で市民
に満足していただく。

・アンケート調査を実施し、結果の
振り返りを行い、次回の講座へつな
げる
・講座参加者の満足度向上、趣
・ニーズを随時把握し、新規講座に
味の幅拡大を図る
つなげる
・年度利用者1,000人増加
・募集手段の検討
・公民館利用についてのお知らせ実
施

<ステキナ寄せ植え講座>これまで
の基礎的内容から「魅せる」をテー
マに取り組んでいる。
<笑学校へ行こう>男性受講生増を
目標としたが、目標クリアには至っ
ていない。しかし給食の時間は、貴
重な体験となっているようだ。
公民館利用者数は、前年同期19％
増の17230人となっている。

■平成２７年度

まちづくり推進部 横手地域課

№

難易度
(ABC)

7

8

課室
所名

旭
公
民
館

境
町
公
民
館

目標項目

目標の内容
目標指標の内容
（何を）

地区住民と一体となった事業の推
進

みんなで広げよう地域の輪
地域住民と一体となった事業の展
開

9

黒
川
公
民
館

主催講座の充実と黒川地区元気事
業により地域の連携と交流の促進

10

金
沢
公
民
館

生涯学習主催講座の内容を充実さ
せ、参加促進を図る。

A

B

組織目標管理シート
目標に対する活動（上半期レビュー）

目標の基準値

目標達成時期

（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）

２６年度参加実績
地区住民と一体となった事
・旭地区夏まつり
業活動の推進により参加
1,200名
者増を図り、さらに元気な
・旭ふれあい館まつり
地域づくりを目指す。
1,100名

年度末

A

A

・主催講座（５講座）の参加
主催講座の参加者
者数
（H26年度
・受講者の満足度を高め
述べ1,002人）
る。

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

・町内会および各団体（学校、PTA、
婦人会など）とも連携し、各事業を
２６年度実績を上回り
推進する。
・旭地区夏まつり
1,300名 ・館報、チラシによる積極的な事業
・旭ふれあい館まつり 1,200名 周知と参加への呼びかけを行う。
・アンケートを継続して実施し、事業
の充実に反映させる。

【 現 状 】

【ギャップと対策】

目標達成の状況【output・input】
①達成値・実績値

②取組・行動内容

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

・旭地区夏まつり（8/1開催）
旭地区市民会議を主体として実行
委員会を組織し、地域内の各団体
と連携して館報等を活用した周知活
動を展開した。
参加者数としては、昨年を上回り
1,300名に近い参加となり、大変盛
況であった。

・旭ふれあい館まつり（10/24開催予
定 「こどもにまかせろU-15
FESTIVAL」を併催）
開催内容を工夫しながら、各利用団
体や学校・施設等と連携して充実し
たまつりにする。
併せて、チラシや館報で周知を徹底
し、参加者増を図っていきたい。

・旭地区市民会議を主体として実行委
員会を組織し、地域内の各団体と連
携して事業内容の工夫・検討を行っ
た。
また、館報やチラシ等を活用して周知
上記の結果となり、目標を達成する 活動を展開するとともに、公民館の利
ことができた。
用者、来館者にも開催予定表を掲示
して積極的にPRした。
・旭地区夏まつり
1,300名
・旭ふれあい館まつり 1,200名

①北中学校を含め３地区の会場
で文化・スポーツ交流会を開催
し、親睦交流会では情報交換の
場とする。
②昔の遊びを通じ世代間で交流
を深めながら、身近な食材で手
作りの食文化を体験する。

①３地区での協議や、参加団体へ
の依頼、住民への周知を図る。
・スポーツ交流４種目（午前開催）
バレーボール、ゲートボール、グラ
ウンドゴルフ、 野球。
3地区交流ふれあい事業11/8開催
・3地区交流ふれあい事業参加者
・親睦交流会（昼食会）
金沢・黒川・境町地区全戸にチラシ
予定。
300名
地産地消を学習する。
を配布予定。
冬まつり2月上旬開催予定
・境町地区冬まつり参加者200名
②境町冬まつりの共催事業とする。
・昔の遊び……おはじき、お手玉、
メンコ、けん玉など。
・手づくりおやつ作り体験…餅つき、
おやき、みそタンポなど。

年度末

・主催講座参加者 300人
・元気事業参加者 1,500人

・主催講座参加者 ２６８人（92.6%)
・主催講座は2講座が目標を下回っ
ふれあい講座
66人
ているので、今後のＰＲに力を入れ
黒川まなび教室
53人
・アンケートを実施し、募集方法の
る。また今後開催する「しめ飾りづく
リフレッシュ教室
98人
工夫・改良
り」「認知予防講座」に向けては、黒
しめ飾りづくり
16人
・これまでの実績を踏まえ、事業内
川地区全体に案内する。
合同講座２回
45人
・黒川地区元気事業
容の見直しや工夫
・元気事業については目標通りであ
さくらライトアップ 200人
・地域事業実施の各事業に実行委
る。
・元気事業参加者 １,4３０人(95.3%)
※ ほんもの体験
員会を組織する
今後、ほんもの体験の10月発表会
さくらライトアップ 200人
黒川小学校全校児童がプロの指導
とオアシス館まつりに向けＰＲに力
ほんもの体験
230人
を受けミュージカルの発表に向けて
を入れたい。
オアシス館まつり 650人
組んでいる。
雪まつり
350人

年度末

・主催講座参加者
H26年度末 1,002人
（前年度比 ＋28.1％）
新規参加者を1割増員
・受講者の意見やアンケート内
容を考慮して、講座内容を工夫
する。

・主催5講座について、アンケートを
実施し、受講者の意見を聞くなど内
容の充実を図る。
・活動内容などを公民館報に掲載
し、期間途中であっても定員に余裕
があれば地区住民の参加を促す。

①北中学校に通う生徒
の交流に併せ、金沢、
①３地区交流事業を開催す
黒川の地域住民と３地
る。
区での交流を図る。
事業終了までに
②昔の遊びと食文化を伝
②大人と子供が一緒に
承する事業を開催する。
体験しながら世代間交
流を図る。

・主催講座（５講座）の参加 ・主催講座参加者
者の増員
（H26 述べ265人)
・地域事業（３事業）への参 ・元気事業参加者
加者増員
（H26 述べ1,093人）

目標値

・主催講座
ふれあい講座
24人
黒川まなび教室 32人
リフレッシュ教室 54人

・9月までの主催講座
参加者数 409人
・今後とも、講座内容を工夫し、魅
新規参加者数 78人
力あるものをＰＲして参加者増員に
・館報に講座の様子を掲載し、広く 努めてまいりたい。
ＰＲに努めている。

・主催講座参加者 ８４１人
（前年比－１６％）
歴史遺産
６９人
歩いて健康 １４１人
女性スマイル102人
悠々講座 107人
子ども書道 210人

・境町地区地域会議が主体となり、各
団体、地域担当職員一丸となり事業
成功にむけ取り組みを強化した。
館報、地域の小学校、保育園、近隣
地域のコンビニエンスストアー、及び
横手地域内にある大型スーパーなど
にチラシやポスターを活用し周知を
図った。
・3地区交流ふれあい事業では境町地
域資源保全隊の協力を得て、また冬
まつりでは数年ぶりにかまくらを作成
し、当日は「なまはげ」も登場し、イベ
ントを盛り上げていただいた。

毎月発行の公民館報で各種講座・事
業を紹介し参加者の呼びかけと共に、
リフレッシュ教室では受講者へ個別に
案内。
元気事業の「ほんもの体験」の活動を
ＨＰや横手かまくらＦＭを活用してＰＲ
した。

・地区住民が相互に交流し、協力し合う場
となり、各まつりとも目標に掲げた参加者
数を達成することができた。
・事業内容についても年代を問わず好評
で、特に「こどもにまかせろ～」をはじめ子
供たちの出演・参加が多く、楽しく有意義
なものになった。

世代を超えての交流や、日頃、交流する
ことの少ない他の地域との交流を深める
ことができ、参加者からは大変好評を得
ることが出来た。

認知症予防講座の開催については、地区
の各団体の方と協議し進めたが、地区の
イベント等で多くの方が集まるような機会
に行うことを望まれ、調整がつかず実現し
なかった。

毎月発行の公民館報で各種講座・事
各講座において、参加者は増員しなかっ
業を紹介し参加者の呼びかけを行っ
たが、参加者の方々には、好評を得た。
た。

■平成２７年度

まちづくり推進部 増田地域課

組織目標管理シート
目標の内容

№

課室
所名

1

増
田
地
域
課

2

増
田
地
域
課

3

増
田
地
域
課

目標項目

安心安全な住み良い地域づくり

横手市増田地域じまん市の推進

まんが美術館の充実

難易度
(ABC)

B

B

Ａ

目標指標の内容

目標の基準値

目標達成時期

（何を）

（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）

・災害時の連絡系統や各
課、各職員の役割分担を
明確にした訓練を実施し、
地域住民と連携て災害等
に迅速に対応できる体制を
整備する。

・増田地域局と地域住
民が一体となり防災訓
練を実施することによ 年度末まで
り、防災意識の向上と
体制強化を図る。

出店者・出展物に工夫を凝
出店者数
7件
らし、来店者数の増加を図
来店者数 800人
る。

平成27年10月

・H26年度企画展4回
さらに魅力ある企画展等の ・H26年度入館者61,436
開催及び今後の施設運営 人
年度末まで
に関する検討
・H26年度まんが美術財
団設立

目標に対する活動（上半期レビュー）
目標値

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

目標達成の状況【output・input】

【 現 状 】

【ギャップと対策】

①達成値・実績値

②取組・行動内容

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

・増田地域センターと協力し、防災へ
の意識高揚のためクロスロード体験会
を実施。
・職員及び消防団等の異動に伴う連
絡系統の確認。
・地域局の避難訓練に消防団本部に
も参加してもらい災害対策本部設置
体制の確認を行った。

・今年で4年目を迎え4地域センターによる
防災訓練等が実施され、各地域での防災
への意識が高まり、地域単位でのAED講
習会や自主防災組織の立上げを進める
地域も出てきている。

・防災訓練（増田地区）の実施
・災害時の連絡系統の体制整備
・災害時における災害対策本部
等の迅速な設置体制の確立

・地域住民、消防団、婦人会等を含
めた防災訓練の実施と事後検証。
・増田地域局勤務職員を対象とした
駆け付け訓練の実施。
・緊急連絡網の伝達確認訓練の実
施

・増田地域の訓練実施のため、現
・クロスロード体験会の実施
在増田地域センターで検討中であ ・今後、内容、日程を関係機関と打 ・災害時の連絡系統の体制整備
る。
合せを行う。
・災害時における災害対策本部等
・緊急連絡網を作成中で作成後、訓 ・連絡網の作成。
の迅速な設置体制の確立
練を実施予定。

出店者数
来場者数

早い時期から周知を図り、農業に限
らず他産業の商品等も出店してもら
うようにして農業者以外の集客も図
る。

早い時期から周知を図り、農業に限
らず他産業の商品等も出店してもら
うように進めている。
また、農業者だけでなく老若男女の
集客をめざし、納豆汁の振る舞いや
抽選会、縁日を計画している。

10件
1,000人

・節目の年としての大規模企画展を
・開館20年、合併10年の節目に
含め、現在3回目となる「矢口高雄
・企画展成功に向けたＰＲや関係機
ふさわしい内容を含め、企画展
全原画展」を開催中。
関との連携
を年3回開催
・複合施設「ふれあいプラザ」のまん
・新美術館構想に向け、現場からの
・新しいまんが美術館構想の実
が美術館特化に向け、検討会議に
意見集約と庁内協議への参加
現
参加している。
・財団の事務所とスタッフ確保等に
・まんが美術財団の運営及び事
・財団への今年度の支援として、発
向けた実務上の支援
業展開への支援
足に伴う諸手続きや将来の収支試
算を中心に実施している。

人が集まる時期ということで「蔵の
日」に併せて実施するが、この時期
は農家が忙しかったり、農産物が少 出店者数
ないことから来年以降はりんご祭り 来店者数
と合体させるなど考えて取り組んで
いく必要があると思う。

・県外他市（登米市・石巻市・遠野
市）との連携によるスタンプラリー事
業のPR。
・限られた時間の中で公民館機能
の移転に関連する調整が必要。ま
た、原画収蔵に向け、漫画家の先
生との協議も急ぎたい。
・財団スタッフが確保されたので、実
務上の支援を継続する。

10件
1,200人

・まんが美術館常設展入館者数
約6万人
・春の企画展「東村アキコ原画展」
入場者数 761人
・合併10周年・まんが美術館開館20
周年記念企画展「宇宙兄弟展」入場
者数 5,831人
・秋の企画展「矢口高雄全原画展」
入場者数 1,144人

早い時期から周知を図り、農業に限ら
ず他産業の商品等も出店してもらうよ
うに進めた。
また、農業者だけでなく老若男女の集
客をめざし、納豆汁の振る舞いや抽選
会、縁日を実施した。

・原画収蔵数については、矢口高雄氏
からの寄贈と魅力アップ事業での借用
により、H27年度で76,040点（10人）増
加し、計76,487点（180人）となった。
・登米・石巻・遠野の各市との連携に
よるスタンプラリーを実施、4施設訪問
達成者数が168人となり、前年の102
人を大きく上回った。
・まんが美術財団に対する実務上の
支援として、スタッフ確保に向けた求
人手続きや税務上の諸手続きなどを
行なった。

フアーストフード的な軽食を提供できる店
舗を新たに追加したことが、集客の増に
つながったと思う。
人が集まる時期ということで「蔵の日」に
併せて実施するが、この時期は農家が忙
しかったり、農産物が少ない。
来年は蔵の日がないことから別の行事の
時期を見ながら取り組んでい区必要があ
る。

・原画の保存及びデジタルデータ化の作
業として、H28年度以降も継続的な人員配
置が必要である。
・新まんが美術館構想の具体化に向けた
協議に引き続き参加していく。
・記念企画展に多数の来館があったにも
かかわらず、全体では来館数が横ばいと
なっており、地元や近隣からの来館増に
向けた具体策の検討が必要。

■平成２７年度

まちづくり推進部 増田市民サービス課

№

難易度
(ABC)

組織目標管理シート
目標の内容

増
田
市
民
サ

ー

1

課室
所名

目標項目

元気な地域局、明るい環境づくり

B

目標指標の内容

目標の基準値

目標達成時期

（何を）

（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）

課、係を越えた窓口対
来庁者等への明るく爽やか
応（税業務の共有化、
な挨拶の励行と適切な窓
他課への案内）
口対応

ー

2

年度内

ー

3

高血圧管理の充実

A

増田地区高血圧管理者中
の治療中断者を国保デー
タベース（KDB）から把握す
ることにより、中断者に確
実に働きかける。

増田地区高血圧管理者
数40歳～69歳 529人
中の国民健康保険加入
者について血圧加療状
況を把握

年度末

ごみの新分別収集の徹底

B

・新しいごみの出し方の周 住民への変更点の説明
知
会開催

年度末

ｸﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞよこての２８年度本格
稼働に向け１２月中に全町内で
新分別収集についての説明会
を終了する

A

・園内における事故発
・医療的ケアを必要とする
生
園児を含む、全園児の安
（０件）
心、安全な環境整備の充
実
・月１回
・「年間安全教育」に基づき
避難訓練
継続した取り組みの充実を
交通安全計画
図る
防犯訓練（年６回）

ビ
ス
課

ー

4

増
田
市
民
サ
ビ
ス
課

・来庁者への積極的な声掛けと速
やかな対応
・『窓口対応マニュアル』に税業務を
加え整備し、より効率的な対応の実
施
・マニュアルの勉強会を前期1回、
後期1回の実施をする

１）国保加入者で健診等で血圧値を
把握できなかった人の血圧加療状
況を、ＫＤＢを使って確認する（40歳
40歳～59歳の加療状況把握し ～69歳までを対象とし、名簿作成す
名簿作成
る。）
・40歳以上の高血圧治療中断者 ２）（１）の血圧治療中断者には、電
の理由把握と指導
話または訪問で血圧値や中断理由
等を把握し、必要な方には指導を行
う。（40歳代・50歳代は１００％の把
握とする。）

ビ
ス
課

増
田
市
民
サ

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

・待ち時間の短縮
・クレーム発生ゼロ
・窓口対応マニュアルの更新
担当者が不在でも、落ち度なく
対応ができるようにする

ビ
ス
課

増
田
市
民
サ

目標に対する活動（上半期レビュー）
目標値

安心・安全な保育園づくり

年度末

・保育中の事故 （０件）
・年１回専門業者による安全
点検及び修理
・年間計画に基づいた確実な
訓練の実施

【ギャップと対策】

①達成値・実績値

②取組・行動内容

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

・来庁者への積極的な声かけ、状
況説明により来庁者からの不満の
声は無かった。
・窓口対応マニュアルに税業務を追
加整備する。

・来庁者への積極的な声掛けの実施
により担当係を探して立ち往生するこ
とがなくなった。
・窓口対応マニュアルによる課内全体
の勉強会を実施（8/25）
・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ関係、健診調べ関係、税申
告相談関係など窓口対応のポイント
について随時勉強会を実施した。

訪問による治療状況の把握を実施
（不在時は電話指導）
男性24人 女性 19人 計43人
名簿作成
実施状況
男性24人 女性 19人 計43人
（実施率100％）

訪問による血圧値把握と治療状況を
確認し、生活指導と資料・健康手帳提
供を実施した
対象者 43人中
・血圧継続治療者 40人
・血圧が安定し、服薬なしだが医師で
経 過観察者
2人
・高血圧治療中断者 1人
中断者の理由
高血圧の問題意識が低く治療の自
覚がなかった。
治療状況に問題のある方は1人で、ほ
とんど治療を継続していた。

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知カード送達や個人番
・来庁者への積極的な声掛けの実
号カードの交付申請などの問合せ
施
に対応のマニュアル作成および勉
・窓口対応マニュアルによる課内勉
強会。
強会実施（8/25）
・2月からの申告相談業務への勉強
会を予定。

・管理対象中40歳～64歳 293人
・293人中の国保加入者について加
療状況を確認し中断者の抽出作業
中

・新しいごみの出し方について職員
の勉強会実施
・早期に町内会長等を対象にした説
・町内会での説明会実施 9か所
明会を実施
・各町内会へ出向いての説明会の
実施

・毎朝、保育環境安全チェックの
実施
・毎回、目標達成に向けたPDCA
の実践

目標達成の状況【output・input】

【 現 状 】

・毎朝、保育環境安全チェックを実
施し、
医療的ケアを必要とする園児を含
めた
全園児の安全な保育の実施。
・専門業者による安全点検（10月下
旬
の予定）
・年間安全教育計画に基づき、毎月
1
回訓練を実施。

・中断者を確定し名簿作成
・名簿に基づきに中断者への指導
実施
・把握状況のまとめ

・担当を越えた業務の遂行で来庁者に積
極的な対応ができた。
・システム権限の制約があるため、直接
担当でなければできない業務もあり、状
況を説明して待ってもらうこともある。

・高血圧中断者に対する受診指導の良い
機会となった。
・治療中の方も継続治療、生活指導したこ
とにより高血圧を再認識し注意する良い
機会になった。
・訪問時は治療していたが、以前中断して
数年前に心筋梗塞となった方もいた。高
い値の方は治療継続の働きかけの必要
性あり。
・問題ある方の指導の必要な方の洗い出
しができた。

・町内会での説明会16か所予約済
・地域担当職員、生活環境課の協力
み
を得ながら全ての町内会へ出向いて ・新分別収集については周知できた。
・１２月１７日で全町内会（４１か所）
・予定未定16か所についても12月
説明会を実施。
・２月からの試行開始時も地域担当職員
の説明会を完了
中に説明会を開催できるよう地域に
・電話や窓口での問合せに対応できる の協力により大きな混乱は無かった。
働きかける
よう、課内での勉強会を実施。

・保育中のケガが1件発生
・これまでの取り組みから、課題や ・専門業者による安全点検及び修
問題を探り改善に向けていく。
理の実施
・職員間の意思疎通をはかり、チー
・交通教室12回
ム力を高めていく。
・避難訓練12回
・防犯訓練 6回

・事故発生をうけ、全職員で園児の安
全確保の為の反省と課題を話し合
い、園児と共に約束を確認し合う機会
を持った。
・各安全教室の後には、反省・評価を
行い、次回あるいは次年度への課題
をさぐる。

・職員あるいは園児と安全について考え
る機会を設けたことで、新なルールができ
たり、互いに安全を声がけしたりできるよ
うになった。
・毎回の反省・評価の実施が職員の意識
の向上を生み、連携の強化に繋がった。

■平成２７年度

まちづくり推進部 平鹿地域課

組織目標管理シート
目標の内容

№

1

課室
所名

平
鹿
地
域
課

目標項目

地域の安全安心を守る運動の推
進

2

平
鹿
地
域
課

元気の出る地域づくり事業の円
滑な実施

3

平
鹿
地
域
課

吉田地区生涯学習センター及び
醍醐公民館の地区交流センター
化支援

4

5

6

平
鹿
地
域
課

平
鹿
地
域
課

平
鹿
地
域
課

地域資源を活用した産業・観光
の推進

地域の安全・安心な道路環境と
公園施設の維持管理

難易度
(ABC)

目標指標の内容

目標の基準値

目標達成時期

（何を）

（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成 (具体的な取組・行動の内容・スケ
後の状態）
ジュールの概要など)

目標達成の状況【output・input】

【 現 状 】

【ギャップと対策】

①達成値・実績値

②取組・行動内容

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

①平成26年中の交通事
故発生件数29件、傷者
39名
②平成26年度実績
①交通安全運動の啓発強
・防災パレード：年２回
化
・女性消防団住宅防災 平成２７年度末まで
②防災・防犯運動の啓発
周知活動：年６回
強化
・防犯パトロール：年７
回
・巡回パトロール：年16
回

①H27.8.18に交通死亡事故ゼロ1,000
①交通死亡事故ゼロ1,000日を達成
日達成表彰式を実施した。関係団体
したが、交通事故については前年
の出席のもと今後も交通安全運動の
度より増加している。今後も、交通
連携強化を図ることとした。
指導隊、交通安全協会、交通安全
実施した取組
母の会等との連携強化による交通
・平鹿地域交通安全対策連絡協議会
安全運動の展開を図る。
①平成27年中の交通事故
の開催（２回/年）
①交通指導隊、交通安全協会、交
・年末の交通安全運動
・発生件数27件、傷者40名（前年比 ・交通指導隊による街頭指導、交通安
通安全母の会等との連携強化によ ①交通事故状況等
・交通安全教室の開催
全教室、交通安全パトロール
る交通安全運動の展開
・件数19件、傷者25人（前年比 4
2件減、1人増）
②今年度、建物火災は無いが、ゴミ
・交通死亡事故1,000日達成
・各地区交通安全協会の啓発活動
街頭指導、広報配布、交通安全教 件、5人増）
①交通事故発生件数の減少
焼きの原因による原野火災で消防
（H27.8.16達成、現在継続中）
・交通安全協会母の会による交通安
室等の開催及び啓発普及
・交通死亡事故ゼロ1,000日達成
及び交通死亡事故1,000日達
車が出動している。消防分署、消防
・街頭指導、交通安全パトロール74 全教室及び啓発活動
②消防団、火災予防組合、防犯指 ・街頭指導、交通安全パトロール55
成（達成日：平成27年8月16
団、火災予防組合との連携強化に
②H27年度は建物火災２件、車両火災
回
導隊、防犯協会等との連携強化によ 回
日）
よる啓発普及を図る。
１件、その他火災２件発生した。その
②平成27年度実績
る防災・防犯運動の展開及び巡回 ②火災・犯罪の予防活動
②火災・犯罪の予防活動の推
・女性消防団住宅防災周知活動：3
・防火パレード：年２回
他火災は、野焼きが原因による火災
パトロール
・女性消防団住宅防災周知活動：3
進
回
・女性消防団住宅防災周知活動：５ であり地域の消防団、火災予防組合
関係会議等で「防災（火災報知器 回
・消防団による防火パレードの実施
回
との連携強化による野焼き禁止の啓
設置）」、「安全な雪下ろし」など基に ・防犯パトロール：2回
③防犯指導隊、防犯協会等との連
発普及を図る。
・防犯パトロール：７回
集落・地区等で防災組織化について ・巡回パトロール：12回
携強化による防災・防犯運動の展
・消防分署、消防団とで協力して平鹿
の啓発普及を図る。
・巡回パトロール：16回
開及び巡回パトロール
地域内の住家へ火災報知器の設置状
・ひらか安全・安心パトロールの実
況の確認及び設置の推進に取り組ん
施
だ。
・ロックパトロール、年末の防犯パト
・防犯指導隊、防犯協会等との連携強
ロールの実施
化による防災・防犯運動の展開及び
・のぼり旗の設置、チラシの配布等
巡回パトロールを実施した。

A

・第１期地域づくり計画
第２期地域づくり計画にお の継続事業が多い。
平成２７年度末まで
ける１７事業の円滑な実施 ・事業の多くは職員が
になっている

・上半期に計画されている事業は計
画通り進められている。
・9月末現在、地域づくり協議会を2
・地域への情報提供やサポート体制
・事業内容の掘り下げと地域
回開催し、前年度の事業検証、及
の強化。
における共助意識の浸透を
び当該年度の事業進捗について協
・地域の魅力を発信し、地域活力を
図る。
議を行っている。
増加させる。
・また、ひらか未来塾については各
団体との連携を図り、事業の実施
が図られている。

A

地区交流センター化移行
に向けての支援。

Ａ

Ａ

Ｂ

交流センター化に向け
ての運営協議会が立ち
平成２７年度末まで
上がり、内容協議が進
められている。

・各地域と連携したイベ
・地域特性を活かしたお祭
ントの開催
りやイベントの充実及び新
平成２７年度末まで
・関係機関との企画商
たな観光客の取り込み。
品の提案及び実施

・道路、公園施設内の不備 ・定期的な道路パトロー
箇所の早期発見・迅速対 ル、公園施設巡回（月
応
/1回 集中点検実施）

平成２７年度末まで

・要望、苦情への迅速で的 ・市民満足度の向上を
確な対応
図る

地域に親しまれる市営温泉施設
「ゆっぷる」の運営

目標に対する活動（上半期レビュー）
目標値

Ａ

・地域密着型交流施設の
推進
・利用者数の維持増加

①平成26年度2回実施
した自然散策会への参
加者は合計86人であっ
た
②地元園児を対象とし
た自然体験学習では、
ほだぎへの植菌作業は
平成２７年度末まで
できたが、秋の収穫祭
開催までには至らな
かった
③食堂部門（テナント）
の売上げが月平均200
万円前半にとどまって
いる

・下半期の事業についても進捗状
況を確認しながら進めて行く。
・本年度が地域づくり計画の中間年
であり、新しい地域づくり計画を見
据えた事業検証が必要と考えてい
る。
・委員自らが地域興し、地域の活性
化について考えており、それを時期
地域づくり計画に反映させるために
情報提供などきめ細やかなサポー
トを行っていく。

・年度は未定だが、両地区の交流
・4月16日醍醐公民館運営協議会、
センター化に向け、部が一丸となっ
平成２８年度から地区交流セ
4月17日吉田公民館運営協議会を
生涯学習課と平鹿地域課が連携を
て速やかな担当者の打合せ、細か
ンター化になり、指定管理も
開催し、上半期の事業を決定し、事
取り、綿密なスケジュールのもと支
な調整が必要と思われる。
含めて具体的な運営方法を
業が順調に進捗している。
援活動を進めていく。
・各管理施設の点検等を行い、交流
確定する。
・運営についてはそれぞれの地域
センター化に向けた準備を進めて
で考え、地域で行動している。
行きたい。

①交通死亡事故ゼロ1,000日を達成し
た。、今後も、交通指導隊、交通安全協
会、交通安全母の会等との連携強化によ
る交通安全運動の展開を図り交通事故ゼ
ロ1,500日達成を目指す。（達成日Ｈ
28.12.28）
②今年度は、大きな火災は無いが、野焼
きが原因による原野火災で消防車が出動
した。今後も野焼きの禁止、火災予防に
ついて、消防分署、消防団、火災予防組
合との連携強化による啓発普及を図る。
・火災報知器の設置の推進
・火災予防の地域内の啓発
防犯については、指導隊、防犯協会等と
の連携強化による防災・防犯運動の推進
を引き続き行う。
・ひらか安全・安心パトロールの実施
・巡回パトロールの実施
・啓発のぼり旗の設置、チラシの配布等

平鹿地域づくり計画3年計画の2年
目であり、17件の元気の出る地域
づくり事業を進め、年度内に事業を
全て完了させた。

吉田及び醍醐公民館は平成25年度
から試行期間として進めており、各
種事業は地域運営協議会で協議の
上進めている。

吉田、醍醐とも運営協議会で決定した
事業を開催し、地域住民との連携が
図られ、地域としては交流センター化
に向けて進んでいる。

交流センター化に向けた市の方針が未確
定な為、各公民や地区会議の地域住民
に対して十分な説明が出来ず、地域全体
的な取り組みが出来なかった。方針が決
まり次第打合せを密にして進めて行かな
ければいけない。

・あやめまつり
今年も多くのボランティア協力を得
た(延べ142名)
まつり期間に合わせた旅行企画を
JRと協力して実施(JR日帰りパック
計2回108名、JR駅からハイキング
計1回40名)
・地場産商品開発
地域の農産物をふんだんに盛り
込んだ「ままけぇ弁当」を地元飲食
店と開発し大きな反響を呼んでい
る。

・JRと連携した旅行企画について
は、今年度のアンケート結果を基に
今後の企画へ反映させる。
・槻の木ファンタジーの開催に合わ
せ、雄物川・大森・大雄と4地域が連
携するスタンプラリーを実施予定。
・「ままけぇ弁当」については、四季
毎にメニュー変えてリピーターを獲
得するとともに、イベント等での活用
をPRする。

○ＪＲと連携した新たな企画商品の
実施
・３地域連携ＪＲ日帰りパック（あや
めまつり：2日間 108人参加）
・駅からハイキング1回実施（あやめ
まつり 40名）
○「ままけぇ弁当」については、あや
めまつり開催時に限定販売し、その
後も四季毎にメニューを変えて、評
判を得ている。

○イベント関係
・既存イベント内容等の改善等
・JR秋田支社への企画商品の提案、
調整及び実施
・幅広く地域ボランティア募集して協働
によるイベントの実施
○消費拡大について
・「ままけぇ弁当」について、地元飲食
店と開発し、表紙パッケージのデザイ
ンを平鹿地域内の小学校へ依頼、優
秀8作品を表紙デザインに採用し、弁
当の内容とともに好評を得ている。

○イベント関係
・JR秋田支社との連携事業については、
県内外からの集客力があったものの、今
回もアンケート結果の意見を基に来年度
事業に反映させる。
・幅広くボランティアを募り、地域のお祭り
として意識を高め協働して取り組んで行
く。
○消費拡大について
・「ままけぇ弁当」について、あやめまつり
の開催期間（土日のみ）の販売を皮切り
に、他の会議、研修等に利用され、地場
産商品のPRに努めることができた。

・要望事項については、早急に現地
調査を行い、危険性のあるものから
実施した。（25要望箇所中、20箇所
・安全で安心な道路、公園施
対応済）
・不備が想定される箇所の事前対応
設の維持管理を図る
・市民地区会議「ハード事業」要望
・効率的な作業処理
対応予定箇所 18箇所
・管理瑕疵による事故防止の徹底
・市民ニーズを的確に把握
対応済箇所
9箇所
・要望依頼者と出来るだけ現地で立
し、直営作業を主体に改良、
・昨年度に引続き浅舞公園内で松く
ち会い詳細の把握に努める
修繕作業を実施
い虫被害により赤松2本の枯死を発
見。倒木の危険性が懸念されること
から、伐採処理を行うことについ
て、9月議会に補正予算を計上。

・冬期における道路パトロールの強
化を図り、不備箇所の早期発見・早
期改善を実施する。
・残要望箇所の適時対応の実施
・松くい虫被害木については、降雪
前に伐採処理を完了する予定。

・道路、公園施設における要対応箇
所の改善率については、応急的対
応（一時的補修）も含めて目標を達
成した。
・要望、苦情等の依頼者に対して可
能な限り即日の対応を実行した。
（連絡、回答含む）

・定期的な道路パトロールと施設巡回
により危険個所・不備箇所の早期発
見に努めた。
・要望依頼者とは、可能な限り直接、
現地で立ち会いをお願いし、要望内容
の詳細の把握に努めた。

安全安心な市民生活の基盤となる道路、
公園施設の環境が良好に維持されるとと
もに、初期対応の迅速化・適格化により住
民の満足度と市政への信頼度を高めるこ
とができた。

①10月11日実施予定の自然散策会
への参加予定数は47人となった。
②10月20日に醍醐保育園年長園児
を対象とした収穫祭（きのこの生育
観察、収穫、きのこを使ったいもの
こ会）を実施予定。
③食堂部門を担うテナントに対し、
機会をとらえ随時提言するが、減少
傾向にある売上げに対する危機意
識が希薄であり、目標とする金額へ
の到達は難しい状況である。

①参加者数は１回目４３人、２回目
４５人であった。このほか、それぞれ
に４人の職員が随行した。
②地元園児を対象に、ほだぎへの
植菌作業及び収穫祭を実施するこ
とができた。収穫祭では地元園児
の保護者の協力でいもの子汁を準
備、ゆっぷるを会場に世代間交流を
深めた。
③今年度１１か月間の食堂部門の
月平均売上げは２，２２７千円で目
標を下回っており、今後１か月間で
の目標達成は見込めない状況であ
る。

①市報で広く参加者を募集するととも
に、これまでの参加者に対し個別に開
催通知を発送した。
②地元地縁団体等と地元保育園との
連絡調整を行った。また、ほだぎの生
育管理を行った。
③１１月に開催した職場全体会議で
は、入込客数の推移やフロント、売
店、食堂の売上げについての現状分
析を行い、課題を出し合い意見交換を
行った。また、平日の利用促進のため
にミニディサービスの受入れを行っ
た。

①これまで８年間１６回実施しており、リ
ピーターが定着してきている。事業を通し
て親しみやすい施設として確立されてい
る。
②地元保育園の恒例行事になりつつあ
る。収穫祭の写真を館内にパネル掲示
し、来館者への事業周知も図った。
③食堂部門を担うテナントに対し、機会を
とらえて提言しているが、テナント側の要
望もある中で経営方針まで踏み込むこと
は難しい状況である。しかし、過去２年間
と比較すると売上げは改善傾向にある。

・あやめまつりなどで、地域ボ
ランティアを積極的に募集し、
協働による地域づくりを推進
する。
・地域の特性を活かしたお祭
りやイベントの充実を図り新
たな観光客の取り込みを図
る。

①自然散策会参加者50人程
度で2回開催する
②自然体験学習では植菌作
業はもとより、世代間交流を
目的とした収穫祭を開催する
③食堂部門売上げについて
月平均250万円以上を目指す

・地域ボランティアが積極的に参加
できるように環境づくりを進め、協働
による地域観光の推進を図る。
・各団体、関係機関と連携した企画
商品の提案及び開発。
・イベント等を通して農業者、各団
体、関係機関と連携し地場産商品の
ＰＲ及び消費者への認知を図る。

①市報等で広く募集するとともに、こ
れまでの参加者に対し個別に開催
通知を発送する
②地元地縁団体や地区会議との連
携で開催する
③食堂部門と随時打合せを行い、メ
ニュー開発を含めた提言を行う。ま
た、平日の利用促進のため、社会福
祉協議会が事業主体となっているミ
ニディサービスの受入れ等で売上げ
増加を図る

①5月24日実施の自然散策会は43
人の参加があった。
②5月15日実施の自然体験学習で
醍醐保育園年長園児が原木への植
菌作業を体験。
③食堂部門を担うテナントに対し、
随時メニュー開発などの提言を行っ
たが、4月から9月までの月平均売
上げは213万円であった。
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組織目標管理シート
目標の内容
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1

課室
所名

目標項目

若い世代からの健康意識を高める

A

ビ
ス
課

ー

2

平
鹿
市
民
サ

丁寧で的確な市民サービスの実施

ー

3

ビ
ス
課

職員個々の福祉制度への理解を深
め、係全体の対応力を強化し、市民
満足度の向上を目指す。

目標の基準値

目標達成時期

（何を）

（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）

血圧値高値者の割合が高
H26年度活動実績
いなど平鹿地域の健康課
健康相談 720人
題に沿った健康啓発、保健
健康教育 2569人
活動を積極的に展開する

年度末

目標に対する活動（上半期レビュー）
目標値

目標達成のための具体的方法

（どの水準までどうする･達成後 (具体的な取組・行動の内容・スケ
の状態）
ジュールの概要など)

【ギャップと対策】

①達成値・実績値

②取組・行動内容

成果分析【outcome】
③目標達成による成果

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

健康相談・健康教育の機会を逃さない
ようにスタッフの日程調整に努め血圧
測定や血圧管理保健指導を実施し
た。
特に若い世代には、新生児訪問や乳
児健診時の血圧測定と保健指導の実
施や生活習慣病予防健診・特定健診
時の健康相談では血圧値に基づき血
圧管理指導に力を入れた。
また、高齢者の参加が多い各イベント
では健康相談コーナーを設置、いきい
きサロン等では家族の健康管理の一
環としての血圧管理の説明保健指導
を実施した。

各世代を意識した健康相談・健康教育を
実施したことによって、若い世代からの高
血圧予防の大切さ、減塩の必要性、自分
のみではなく家族の健康が大事等々の声
があり、健康に対する意識づけに繋がっ
たと思われる。

①今後は窓口業務イコール「受付作業が
できる」ではなく、市民によりよいサービス
を還元できるよう、各制度について広く深
い知識を得るような時間の使い方が望ま
しいと考える。

・若い世代については、新生児訪問 ・10月福祉健康まつり・・・
や各乳幼児健診、生活習慣病予防
健康啓発活動（ティシュ、健診勧
健診時に血圧測定を実施。また個 奨通知配布）
H26年度実績の５％増加
①各種健康相談、健康教育
別に血圧管理について保健指導を
日々の生活の中で健康体を保
②各イベントにおける啓発活動
行った。
・11月結核予防婦人会・・・
持するための健康課題を浸透さ
③各団体の研修会・伝達講習の実
自殺予防研修会（蜘蛛の糸の講
せ、健康寿命を延ばす支援と
施支援
・いきいきサロンや中・小規模健康 演会）
なった。
の駅、特定健診等、各年代に沿っ
た血圧管理について説明・指導を ・３月感謝祭・・・健康啓発活動（ティ
行った。
シュ、健診勧奨通知配布）

A

①戸籍、住民基本台帳、印
鑑登録、臨時運行、国民健
康保険、後期高齢者医療
保険、国民年金、福祉医
療、諸税金に関する事務、
消費者行政事務等
②挨拶と声掛け

①係で作成したチェック
リストを活用し、定期的
に個人毎のスキルを確
認をする。
年度末
②来庁者、職員同士の
挨拶を大切にする。相
手に合わせた声掛けを
する。

Ｂ

・各福祉制度の理解度
・各種相談への対応能力
・福祉施策を取り巻く市の
現状と国の動向等の理解
度

・保健福祉係５名中２名
が新任だが、昨年末程
年度末
度の窓口対応力は維持
できている。

・係全員が各福祉制度を理解
し、窓口対応、手続きを淀みなく
進めることができる。
・困難事例や緊急時に主体的に
対応し、内容に応じて関係機関
等への橋渡しができる。

・担当業務のローテーションと年度
途中での業務分担の見直し。
・各種相談や訪問は係２名体制で
対応し、職員個々の経験値を高め
る。

目標達成の状況【output・input】

【 現 状 】

①主担当業務のスキル定着度に関
しては、当初からの指導を素直にイ
ンプットし、順調にスキルアップして
いるケースもあれば、定着しないう
ちに独自の考えで処理してしまうな
①主担当は制度の内容を詳しく
ど課題が多いケースもあり、一様で
説明できること。副担当は主担 ①主担当業務は９月と年度末に確
はないが、法や規則に基づき、正確
当に代わり窓口受付が可能に 認、副担当業務は１２月末に確認
であることが求められる業務なの
なること。
し、課長に書面にて報告する。
で、その遵守に努めた。
②高齢者や手続き窓口を探して ②係内の打合せや情報交換、仕事
②来庁者に対する声掛けについて
いるお客様に積極的に声掛けを を通した交流を重視する。課題は組
は全員が積極的に行っており、比
して係に誘導するなど、気遣い 織で解決し、情報の共有をする。
較的順調と考えている。一方で職員
ができる組織づくりを行う。
相互の予定管理や意思疎通を目的
に毎週係内打合せを行ってきたが、
相互理解という点で課題が多く、業
務の定着に支障をきたすケースも
ある。

ビ
ス
課

平
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目標指標の内容

・その時々の業務量に応じて事務
分担を随時見直した。
・各種福祉に関する相談について、
初回相談時に対応した職員が継続
して関わるようにした。

目標値 前年度実績５％増加を達
成できた。
健康相談 ２７２１人
健康教育 ３０４９人

①新しく配属になった職員に関して
は、一つでも多くの窓口受付を正確
に出来るように適切な指導するこ
と。２年目以上のキャリアがある職
員に関しては、通り一遍の作業に終
始することが無いよう、自主研修と
係内研修の時間を確保したいと考
えている。
②職場であることの配慮を怠ること
なく、相互理解に努めつつ仕事に向
かっていく体制を整えるよう、声掛
けをしていく。

①新たな業務にも積極的に取り組
む職員が多かったことから、主・副
担当業務のみならず、軽易な窓口
業務については全員が対応できる
ようになった。
②常に来庁者を意識することができ
る職員が多く、窓口での声掛けや他
課職員への誘導も丁寧に行うこと
が出来た。

①マイナンバー制度の導入やこれま
で窓口で扱わなかった確定申告相談
業務等が予定されていたため、そこに
向けた準備を各々が意識的に行った
事が良い結果に結びついた。本庁と
連携しながら研修に積極的に参加し
たことが大きく寄与している。
②「即対応する心構え」を備えた職員
が係を良い方向に牽引してくれた。

・各福祉制度の理解不足から、事務
分担による業務量の偏りが解消さ
れていない。また、２名体制での相
談等への対応が実施できていな
い。
・下期に向け事務分担の見直しと
ローテーションを更に進める。

・各福祉制度について最低２名以上
の職員が窓口対応可能となり、担
当不在による窓口業務の滞りは解
消されたが、窓口対応以降の事務
処理量の偏りが解消しきれなかっ
た。
・人員的な問題もあり、２名体制で
の相談対応が実施できなかった

・業務のローテーションと相互に手伝う
体制づくり。
・各種福祉に関する相談を内容に応じ
て業務分担ごとに対応するようにし、
一部職員に偏らないようにした。

・業務分担に応じ相談対応することによ
り、一定程度は経験値を高めることができ
た。昨今、相談内容は複雑化しており、困
難事例への対応には幅広い福祉制度の
理解が必要と感じている。

