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平成24
平成24年度
24年度
第５次鯖江市総合計画推進にかかる
次鯖江市総合計画推進にかかる施策方針
にかかる施策方針
～総務部～

第５次鯖江市総合計画の着実な推進を目的として、平成２４年４月に策定した施策方針の取
組結果について、次のとおり報告します。

平成２５年３月
総務部長

千 秋 冨 秀

１ 総括

1

地域主権時代における自治体運営を担うための優れた政策形成能力を身に付け、市民の
目線、生活者の視点に立って自ら考え行動する職員の育成に努めました。

2

市民と行政が協働してより良いまちづくりを展開するため、多様な広報媒体により積極
的な広報活動と情報公開に努め、情報の共有化を推進しました。

3

市民の立場に立った窓口対応に心がけ、親切丁寧な総合案内を目指しました。また、食
品の安全・安心に関することや複雑多様化する消費者トラブルに的確に対応するため、消
費生活相談員の資質向上に努め、市民が安心して相談できる体制を整えました。

4

鯖江市民主役条例の理念に基づき、市民主役のまちづくりの底辺を拡大するため、市民
主役事業のさらなる拡充や、地域コミュニティにおける人材養成を図りながら、より幅広
い層の市民を巻き込んだ市民参画施策を推進しました。

5

第三次鯖江市男女共同参画プランに基づき、男女共同参画社会に向けて、男女共同参画
事業を提案型市民主役事業として市民団体に委託し、各団体との連携・協働により啓発活
動を行い、女性の社会参加や男性の家事・育児参加意識の浸透を推進しました。

6

子どもやお年寄りの安全を守る薄暮時パトロールや交通安全教室を通して、交通安全の
啓発に努め、交通事故ゼロを目指した安全安心なまちづくりを推進しました。

7

自主防災の組織づくりと人づくりを推進するため、防災リーダー養成講座や出前講座を
行うとともに、組織自らが防災訓練や勉強会を積極的に行うことにより、市民・地域・行
政が一体となった、災害に強いまちづくりに努めました。

8

国の原子力災害防災指針が公表され、策定期限（３月１８日）も示されましたが、指針
に具体的な内容が記載されず、指針の改定が何度も繰り返されたため、鯖江市防災会議専
門部会（地域防災計画原子力災害対策編策定委員会）は設置しましたが、原子力防災計画
策定までには至りませんでした。

9

東日本大震災発生後２年が経過しましたが、被災者の生活はまだまだ安定に至っていな
い状況にあるため、被災地および被災者に対する継続的な支援活動を実施しました。
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2 課題

1

たんなん夢レディオ（ＦＭ放送）の聴取率が低いので、市民に関心を持ってもらえるよ
うな取組みが必要です。

2

審議会等への女性の登用率が計画通りに進んでいないため、各課への趣旨の浸透を図る
とともに、女性人材リストとのより効率的なマッチングを進める必要があります。

3

鯖江市地域防災計画（原子力災害対策編）の策定の際には、国や県の計画との整合性を
取る必要がありますが、国の防災指針のたび重なる改定や未だ検討中の事項が多く、その
ことに伴い県の原子力災害対策の改定も行われなかったため策定ができませんでした。今
後も国や県の動向を見極める中で策定する必要があります。
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３ 重点的に
重点的に進める項目
める項目の
項目の取組結果
＜取組項目＞
取組項目＞

＜取組結果＞
取組結果＞

■ 市民から信頼される職員の育成
多様な市民ニーズや地域の政策課題に的確に
対応していくため、「人事評価制度」や「職員
研修」、「職場の環境づくり」を人材育成の基
本柱として、質の高い政策形成能力と強い意欲
にあふれる『市民から信頼される職員』を育成
します。
また、職員一人ひとりが、来庁者に対する親
切で丁寧な対応を行い、あいさつの励行を行う
など、市民サービスの一層の向上を推進しま
す。

1

◆人事評価制度の見直し
・職務階層と評価基準の関係、評価項目数、
評価者ライン等を9月末までに見直す
◆職場研修（OJT）の充実・強化
・職場研修指導者研修の実施（1回）
および指導計画に基づくOJT指導の実践
（各課が年間を通じて実施）
・接遇マナー指導員研修の実施（1回）
および指導計画に基づく接遇指導の実践
（各課が年間を通じて実施）
◆職員の健康管理
・産業医による職場点検と所属長面談等の
実施（8回）
および衛生委員会の開催（3回）
・1人あたりの超過勤務時間の縮減
（過去3ヵ年平均に対して 5％削減）
・生活習慣病等（喫煙含む）対策
特定保健指導実施率

80％

■ 市が保有する情報や資料の共有化
市民が鯖江市に愛着と誇りを持ち、主体と
なってさらに魅力あふれるまちづくりに取り組
めるよう、広報さばえを充実するとともにケー
ブルテレビやFM放送などのメディアを活用した
り、市が保有する情報や資料をホームページや
携帯電話などを活用し、よりわかりやすく公開
することにより、市民との情報の共有化や一体
感の醸成を図ります。

2
◆市政情報の視聴率等の向上
・広報さばえ
・ケーブルテレビ
・FM放送
・ホームページアクセス数
・鯖江ブランド大使認定者数

3

85％
35％
15％
6,500回/日
300人

■ 市役所窓口における接遇の向上
来訪者に対する明るい笑顔と積極的なあいさ
つと声かけを行い、親近感と安心感を醸成する
ような市役所窓口を心掛けます。また、来庁さ
れた方へ職員対応アンケートを実施し、市民の
ご意見やご要望を把握し、市民の目線に立った
窓口対応に努めます。
◆来訪者アンケート
◆来訪者満足度

12回

600人
85％

【成果等】 目標を概ね達成しました。
多様な市民ニーズや地域の政策課題に的確に対応していくた
め、「人事評価制度」や「職員研修」、「職場の環境づくり」
を人材育成の基本柱として、『市民から信頼される職員』の育
成に努めました。
また、職員一人ひとりが、来庁者に対する親切で丁寧な対応
を行い、あいさつの励行を行うなど、市民サービスの一層の向
上を推進しました。

◆人事評価制度の見直し
・職務階層と評価基準の関係、評価項目数、評価者
ライン等を見直しました
[A]
◆職場研修（OJT）の充実・強化
・職場研修指導者研修の実施
1回[A]
および指導計画に基づくOJT指導の実践
各課が年間を通じて実施[A]
・接遇マナー指導員研修の実施
1回[A]
および指導計画に基づく接遇指導の実践
各課が年間を通じて実施[A]
◆職員の健康管理
・産業医による職場点検と所属長面談等の実施
8回[A]
および衛生委員会の開催
3回[A]
・1人あたりの超過勤務時間の縮減
（過去3ヵ年平均に対して 5％削減）
未達成（5％増加）[C]
・生活習慣病等（喫煙含む）対策
特定保健指導実施率 100％[A]

【成果等】 目標を達成しました。
広報さばえについては、表紙を充実するとともに、市民に少
しでも興味を持っていただけるようわかりやすい内容づくりに
努めました。ケーブルテレビおよびＦＭ放送については市民に
より身近な情報を届けるよう心掛けました。
ユーチューブやユーストリームでの映像情報発信に努めまし
た。
さばえブランド大使の応募を広く呼び掛け、大使には名刺サ
イズのリーフレット等をお渡しし、情報を提供しました。
◆市政情報の視聴率等の向上
・広報さばえ
・ケーブルテレビ
・FM放送
・ホームページアクセス数
・さばえブランド大使認定者数

89％[A]
35％[A]
15％[A]
6,653回/日[A]
285人[A]

【成果等】 目標を達成しました。
来訪者に対する明るい笑顔と積極的なあいさつと声かけを行
い、親近感と安心感を醸成するような市役所窓口を心掛けまし
たが、耐震工事により、駐車場、待合室の狭さなど、市民のご
意見を多数いただき、満足度をあげるにはいたりませんでし
た。
◆来訪者アンケート
◆来訪者満足度
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12回

600人[A]
82％[A]
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＜取組項目＞
取組項目＞

4

＜取組結果＞
取組結果＞

■ 消費者相談の機能強化
多種多様な消費者トラブルに対応できるよ
う、研修およびセミナーに積極的に参加し、消
費生活相談員のスキル向上を図ります。消費者
被害の未然防止のため、市民が多く集まる誠市
ややんしきまつりなど各種イベント会場におい
て啓発活動に取り組み、消費者意識の普及・向
上に努めます。
◆消費者生活相談員研修参加
◆消費者被害防止啓発

30回
12回

■ 市民主役のまちづくりの推進
市民主役条例推進委員会や地域の自治組織等
と連携しながら、地域住民の自治力の向上およ
び市政への多様な市民参画手法の拡充を図りま
す。

【成果等】 目標を達成しました。
様々な消費者トラブルに対応できるよう、研修に積極的に参
加し、消費生活相談員のスキル向上を図りました。消費者被害
の未然防止のため、市民が多く集まるイベント会場や確定申告
会場、若者を対象としてアルプラザや成人式会場など、月に１
回啓発活動に取り組み、消費者意識の普及・向上に努めまし
た。
◆消費者生活相談員研修参加
◆消費者被害防止啓発

39回[A]
12回[A]

【成果等】 目標を達成しました。
区長会や地区公民館館長等と連携し、「市民まちづくり応援
団養成講座」への参加者の推薦を受け、養成講座を実施しまし
た。また、市民主役条例推進委員会と連携しながら、市民主役
事業の創出を図りました。

5
◆市民まちづくり応援団養成講座の開催
10回 300人
◆提案型市民主役事業化制度への市民提案数
35件
◆事前ミーティング型市民主役事業による
検討事業数
5件
■ 男女共同参画社会の実現
女性の社会参加や男性の家事・育児参加意識
の改革、ワーク・ライフ・バランスを市民とと
もに推進します。また、市の審議会等への女性
の参画率の向上を図ります。

6

◆市の審議会等への女性の参画率
33.5％
◆ワーク・ライフ・バランスをはじめとする
男女共同参画に関する学習会の実施
10回 500人
◆父親参加型事業の参加人数
100人

■ 交通安全の推進
子どもやお年寄りを交通事故から守るため、
薄暮時パトロールや交通教室の充実に努め、交
通安全への活動を積極的に推進します。

◆市民まちづくり応援団養成講座の開催
12回 323人[A]
◆提案型市民主役事業化制度への市民提案数
38件[A]
◆事前ミーティング型市民主役事業による検討事業数
5件[A]

【成果等】 目標達成にはいたりませんでした。
男女共同参画推進の地域学習事業等開催の促進や市の審議会
等への女性の参画率の向上を図りました。

◆市の審議会等への女性の参画率
29.9％[B]
◆ワーク・ライフ・バランスをはじめとする
男女共同参画に関する学習会の実施
9回 418人[B]
◆父親参加型事業の参加人数
76人[C]

【成果等】 目標を達成しました。
幼少・高齢者を対象とした交通安全教室を開催し、薄暮時・
早朝時パトロール等を行い、交通安全への活動を積極的に推進
しました。

7
◆交通指導員会の充足
◆交通安全教室の開催
160回
◆高齢者の免許証自主返納

90％
13,000人
75人

■ 自主防災組織の育成・強化
防災の要である「自助」「共助」を推進する
ため、防災リーダー養成講座や出前講座、自主
訓練により、自主防災組織を育成強化します。

8

◆自主防災研修会
参加者数 200人
◆防災リーダー養成講座等
養成数 40人
◆出前講座、「災害時サポートガイドブック」
を使用した研修会
70回
◆町内自主訓練
15町内

◆交通指導員会の充足
◆交通安全教室の開催
◆高齢者の免許証自主返納

155回

90％[A]
12,800人[A]
74人[A]

【成果等】 目標を概ね達成しました。
防災の要である「自助」「共助」を推進するため、防災リー
ダー養成講座や出前講座、自主訓練により、自主防災組織の育
成強化を図りました。

◆自主防災研修会
3月24日 250人[A]
◆防災リーダー養成講座等
養成数 31人[C]
◆出前講座、「災害時サポートガイドブック」
を使用した研修会
70回[A]
◆町内自主訓練
65町内[A]
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＜取組項目＞
取組項目＞

＜取組結果＞
取組結果＞

■ 防災総合訓練の実施
自然災害に対する注意の喚起および防災技術
の向上を図るため、市民や防災機関との連携に
より防災総合訓練や水防訓練を実施します。

9

◆地区協働型防災訓練【平成24年8月予定】
2地区
◆職員非常参集訓練
職員参加者 400人
◆水防訓練【平成24年6月予定】
参加者 170人
◆職員緊急情報伝達訓練【4回】
1時間以内返信率
75％

■ 防犯活動の推進
子どもやお年寄りを犯罪から守るため、防犯
隊員の確保を図り、薄暮時パトロールの充実に
努め、防犯体制の強化を積極的に推進します。

【成果等】 目標を概ね達成しました。
自然災害に対する注意の喚起および防災技術の向上を図るた
め、市民や防災機関との連携により防災総合訓練や水防訓練を
実施しました。

◆地区協働型防災訓練【平成24年10月、11月実施】
2地区[A]
◆職員非常参集訓練
職員参加者 211人[C]
◆水防訓練 【平成24年8月22日】
職員参加者 175人[A]
◆職員緊急情報伝達訓練【3回】
1時間以内返信率
76.1％[B]

【成果等】 目標を達成しました。
子どもやお年寄りを犯罪から守るため、防犯隊員の確保を図
り、薄暮時パトロールの充実に努め、防犯体制の強化を積極的
に推進しました。

10
◆防犯隊の隊員数（条例による定員数202人）
100％
◆薄暮時青色回転灯パトロールの実施
700回

■ 原子力防災計画の策定
原子力防災計画策定委員会を設置し、原子力
災害に対応する、鯖江市地域防災計画(原子力防
災編)を策定します。

◆防犯隊の隊員数（条例による定員数202人）
99％[A]
◆薄暮時青色回転灯パトロールの実施
874回[A]

【成果等】 目標達成にはいたりませんでした。
原子力防災計画策定委員会を設置し、原子力災害に対応す
る、鯖江市地域防災計画(原子力防災編)の策定に向けて協議を
行いました。

11
◆原子力防災計画の策定委員会の開催

◆原子力防災計画の策定委員会の開催

3回[C]

5回
◆原子力(放射線)に関する基礎的な
研修会の開催(職員対象800人)
(一般対象500人)

8回
3回

■ 東日本大震災の被災に対する継続的な支援
東日本大震災の被災地および被災者に対す
る、継続的な支援活動に取り組みます。

12

◆鯖江市へ避難してきた人に対する
支援事業実施率（申請件数/実施件数）
100％
◆市民等の被災地支援活動に対する支援率
（申請件数/実施件数） 100％

◆原子力(放射線)に関する基礎的な研修会の開催
4回 職員401人[C]
1回 一般250人[C]

【成果等】 目標を達成しました。
東日本大震災の被災地および被災者に対する、継続的な支援
活動に取り組みました。

◆鯖江市へ避難してきた人に対する支援事業実施率
（申請件数/実施件数）
100％[A]
◆市民等の被災地支援活動に対する支援率
（申請件数/実施件数）
100％[A]
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