
（第2次燕市総合計画等における達成目標）

1．目標宣言

2．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

3つの重点施策
における事業の
目標達成率

- 80% 75%

3つの重点施策
の実施率

- 100% 100%

①

・令和2年度は、新型コロナウイルス感染症が
拡大する中、「フェニックス11+」などの市独自
の感染症対策を実施し、市民生活や地域経
済を支える様々な対策を実施してきました。

・感染症による様々な影響がある一方で、感
染症を契機とした社会のデジタル化の加速や
新たな働き方、地方移住への関心の高まり
等、ピンチをチャンスに変える好機にもなって
います。そのため、令和3年度の当初予算は、
感染症による難局を変革の機会と捉え、第2
次総合計画に掲げる「3つの人口増戦略」を柱
に、「①感染症対策の継続」「②地域社会の
DXの推進」「③新たな地方創生の推進」といっ
た、3つの重点施策を積極的に展開する予算
を編成したところです。

(1) 令和3年度の当初予算の3つの重点施策の各事業につい
て、確実な実施を通じて最大の効果を挙げることができるよ
う、事業所管課との進捗管理や市長との政策協議を通年で実
施します。

(2) 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況下、
引き続き市民ニーズや市内企業等の状況も把握しながら、市
民生活と産業を支える感染症対策の補正予算を、国の地方創
生臨時交付金などの財源を最大限活用し、適時かつ柔軟に
編成します。

(3) 各施策の取組や感染症対策の内容などが、市民や支援が
必要な方々に確実に情報が届くよう、事業所管課と連携を図
りながら、市公式ウェブサイト、LINE等の活用など情報発信を
強化します。

＜取組実績＞
（1）令和3年度の重点事業等の確実な実施が図られるよう、事業所管課
と連携を図りながら事業を進めてきました。3つの重点施策で掲げた事業
については、目標をクリアした事業の割合が75.0％となり、概ね進捗が図
られました。
　引き続き強化すべき分野や課題となった分野等については、新年度予
算要求時において重視する6つの視点（「新型コロナ感染症の拡大防止と
社会経済活動の早期回復」や「脱炭素社会の実現に向けた再生可能エ
ネルギーの導入等の推進」など）として各課に明示し、予算編成に活かし
ました。
　また、デジタル市役所については、申請・相談のオンライン化、市政情
報のデジタル発信強化、企業等のDXを中心に進めてきました。令和4年
度以降においても、庁内体制を強化し、引き続き推進していきます。

（2）長期化する感染症の市内社会経済活動への影響に対し、市民生活と
産業を支える感染症対策を、状況の変化に応じて迅速かつ的確に講ずる
ため、国の地方創生臨時交付金などを有効に活用し補正予算を編成しま
した。

（3）重点施策や感染症対策に係る支援策、ワクチン情報については、市
公式ウェブサイトやSNSの即時性・拡散性を活かし、タイムリーな発信に
努めてまいりました。
　市公式LINEについては、登録者数目標である8,000人をクリアするととも
に、市公式Twitterにおいても、年間で800人以上の増加となっています。
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27.2億円
（H27年度）

25.5億円
（R2年度）

現状維持

③
女性を含む多様な人材が働き続けることのできる環境づくりを職場でも家庭でも整え、男女問わずワーク・
ライフ・バランスの実現を目指します。

ハッピー・パートナー企業の登録数
30社

（H27年8月）
60社

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

66社

② 協働型（通年型）予算編成の取組強化により、持続可能な行財政運営に努めます。 財政調整基金残高

78,000人

令和3年度　企画財政部　目標宣言

部長 春木　直幸

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

①
「3つの人口増戦略」を柱に、ウィズコロナ・アフターコロナを踏まえたデジタル社会、分散型社会への対応
や感染症対策を継続する3つの重点施策を着実に実施します。

総合計画の目標人口
79,784人

（H27年度）
78,616人
（R2年度）

〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中
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1．目標宣言

2．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

財政調整基金
残高
（R3年度末残
高）

2,552,586
千円

（R2年度末
残高）

現状維持

3,184,069
千円

（R3年度末
残高）

②

・重点施策や感染症対策の財源は、クラウド
ファンディングを含むふるさと燕応援寄附金に
よるところが大きく、ふるさと納税が本市の厳
しい財政を下支えする財源構造がここ数年強
まっています。そのため、ふるさと納税に頼り
過ぎない財政構造への変換が必要です。

・ふるさと納税に頼り過ぎない財政運営に向
け、国県補助金等の歳入確保や不断の事業
見直しが必要不可欠です。

・新地方公会計制度に基づく財務書類は分
析・公表はできているものの、固定資産税台
帳の整備の遅れにより、財政健全化に資する
ツールとして活用しきれていない状況です。

(1) 当該年度の重点事業等の迅速かつ着実な実施と状況に
応じた改善を図るとともに、新たな課題等への対応を来年度
予算に反映させることを目的として、事業所管課との進捗管
理、市長との政策協議を通年で実施する協働型（通年型）予
算編成に継続して取組みます。本取組を通じて、国県補助金
等の歳入確保や事務事業・補助金の見直しを図りながら、限
られた財源をより効果的な施策に配分し、持続可能な行財政
運営に努めます。

(2) 将来にわたり持続可能な行財政運営を行うにあたり、中期
的な市税等の歳入や建物系保有量適正化計画に基づく施設
の統廃合・改修費用を含めた歳出の見通しを推計し、本市の
中期財政見通しを明らかにします。

(3) 新地方公会計制度に基づく財務書類を作成し、前年度比
較等の検証を行うとともに、各種財務指標の有効活用の検討
を引き続き行います。

＜取組実績＞
（1）今年度の重点事業等について、4月に所管課との進捗管理ヒアリン
グ、7月に市長政策協議（サマーレビュー）を行うなど、迅速かつ着実な実
施と状況に応じた改善に努めました。
　また、新たな課題等を令和4年度予算に反映させるため、10月初旬に当
初予算編成方針を職員へ周知するとともに、10月下旬の市長政策協議
（オータムレビュー）を経て、限られた財源をより効果的な施策に配分した
当初予算案を作成しました。
　加えて、感染症の影響に対し、国の地方創生臨時交付金等の財源を有
効に活用し、効果的な対策を事業課と連携して講じてきました。
　このような協働型予算編成の継続的な取組など、持続可能な行財政運
営に努めた結果、令和3年度末の財政調整基金残高は前年度並みを維
持できました。

（2）持続可能な行財政運営に資するため、中期的な市税等の歳入や建
物系保有量適正化計画に基づく施設の統廃合・改修費用を含めた歳出
を推計した中期財政見通しを、令和4年3月に公表しました。

（3）令和2年度決算に基づく財務書類の作成について、7月に固定資産台
帳整備に係る職員向け研修会を開催するなど、早期着手に努めた結果、
令和4年1月に、分析結果の概要を議会へ報告し、市公式ウェブサイトに
掲載しました。なお、広報への掲載は紙面が限られているため、3月号に
おいてQRコードから市公式ウェブサイトへ誘導する案内としました。
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66社③
女性を含む多様な人材が働き続けることのできる環境づくりを職場でも家庭でも整え、男女問わずワーク・
ライフ・バランスの実現を目指します。

ハッピー・パートナー企業の登録数
30社

（H27年8月）
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（第2次燕市総合計画等における達成目標）

1．目標宣言

2．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

ハッピー・パート
ナー企業の登録
数

67事業所 76事業所 90事業所

子育て応援企業
認定数

12事業所 22事業所 29事業所

男性の育児休
業取得促進奨
励金の申請企
業数（累計）

2事業所 10事業所 7事業所

みんなが活躍で
きる職場環境づ
くり推進補助金
申請企業数

- 5事業所 7事業所

各種審議会等に
おける女性委員
の割合

31.5% 35.4% 31.7%

〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中

③

・令和元年度に実施した男女共同参画に関す
る市民意識調査では、社会慣習や家庭内で
男女平等となっていると思う人の割合が、前
回調査（平成28年度）から微増（0.2～0.4％）に
止まっており、依然として「男性は仕事、女性
は家庭」の固定的性別役割分担意識が根強く
残っているため、仕事と家庭の両立が難しく
なっています。

・本市の女性就業率は県内で実質第1位（粟
島浦村に次ぐ2位）となっており、労働力確保
の意味においても、仕事と子育てが両立でき
る企業の職場環境改善が重要であり、市内企
業から積極的に取り組んでもらうための仕組
みが必要となっています。

・結婚、出産、子育て、介護などのライフイベ
ントに応じた働き方を自ら選択し、意識啓発は
もとより、企業も就業を継続させる環境づくり
が求められています。

（1）女性を含む多様な人材が活躍できる環境（ダイバーシ
ティ）づくりの推進を図るため、「女性活躍・ダイバーシティ推進
フォーラム」を開催するとともに、事業所の就業規則や社内制
度の改善に取り組む事業所に対する補助制度（みんなが活躍
できる職場環境づくり推進補助金）を新たに行います。

（2）ハッピー・パートナー企業の登録数の増加を図るため、（1）
の「みんかつ補助金」を企業訪問等でPRし、登録勧奨を行い
ます。併せて、つばめ子育て応援企業への認定にも誘導し、
男性の育児休業取得を促進します。

（3）若手社員対象に「マイキャリア×ライフデザインセミナー」
を開催し、人生設計及びキャリアプランを考え、家族形成の
きっかけ作りを図ります。

（４）あらゆる場面で女性の意見が反映されるよう、各種審議
会や団体等への女性の登用の促進を図ります。

＜取組実績＞
（1）「女性活躍・ダイバーシティ推進フォーラム」はオンラインと併用で開催
し、27事業所70人が参加しました。
「みんかつ補助金」については7事業所から申請がありました。
　【申請内容】
　　就業規則の変更　4事業所
　　ダイバーシティ推進研修等の実施　3事業所

（2）「ハッピー・パートナー企業」の登録数は、3月末現在で90事業所とな
り、昨年度から23事業所の増加です。
　「つばめ子育て応援企業」は2つ星が11事業所、3つ星が18事業所の29
事業所となり、「男性育児休業取得促進奨励金」も令和2年度は2事業所
（男性従業員2人）からの申請でしたが、令和3年度は5事業所（男性従業
員4人）から申請があり、令和3年度末の実績は累計で7事業所（男性従
業員6人）となりました。
　働きやすい職場環境づくりに関する市の支援制度を説明したチラシを作
成し、燕商工会議所、吉田・分水商工会の協力で、市内事業所に配布を
しました。

（3）「マイキャリア×ライフプランセミナー」は8月と9月に開催を予定してい
ましたがコロナの影響で延期となり、2月と3月開催に向けて準備を進めて
いましたが、再びオミクロン株の急速な感染拡大に伴い市内企業の参加
が見込めないため、今年度中の開催は断念しました。

（4）女性委員の積極的な登用については、総務課と連携し各課に働きか
けをしましたが、充て職となっている委員が女性から男性に代わるなどの
影響により31.7％となり、現状値から0.2％の増のとどまりました。
　今後も職員の意識を高めるため、継続的に働きかけをしていきます。
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