
企画財政部の運営方針

部名 課名

平成27年度　企画財政部　目標宣言

部長 五十嵐　嘉一

持続可能で効率的な行財政運営に基づき、「日本一輝いているまち」を目指します。

◆財源の確保と計画的な財政運営に努めます。
・国の「基礎的財政収支黒字化達成の目標」を受けて、平成28年度以降、歳出圧縮の
圧力がより厳しくなることが予想されます。
◆「選ばれるまち・燕市」を目指します。
・燕市に住みたい人（定住人口）、行ってみたい人（交流人口）、応援したい人（応援人
口）を増やすために、燕に住んでいる人達と一緒にまちづくりを推進します。
◆企画財政部の組織力の充実を図ります。
・日常の業務を通して、若手職員の育成により一層努めます。
・複雑・多様化する行政需要に対応するため、部内の機動的な職員配置に挑戦しま
す。

主な業務内容

企画財
政部

企画財
政課

・「まち・ひと・しごと創生法」
に基づき燕市版総合戦略の
策定
・総合計画の策定、管理
・行財政改革の推進
・予算の編成、執行管理

地域振
興課

・まちづくりの推進
・イメージアップ・交流の推進
・広報紙の発行
・公式ホームページの管理・
運用
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指標名 現状値 目標値

燕市版
地方創生
総合戦略

策定

－
27年9月
までに
策定

27年9月
策定済み

第2次
総合計画

策定
－

28年1月
までに
策定

28年1月
策定済み

第2次
行政改革
大綱策定

－
28年1月
までに
策定

28年3月
策定済み

1

人口増戦略な
どの社会状況
や財政状況に
的確に対応し
た数年先まで
の計画を策定
し、実効性あ
る推進を図り
ます!

（1）燕市版地方創生総合戦略の策定
　総合計画審議会や議会での協議、市民
へのパブリックコメントを経て、議会や市
民などのご意見を反映した燕市の地方創
生戦略を9月末までに策定し、効果を検証
しながら実効性ある施策・事業を推進しま
す。

（2）第２次総合計画の策定
　総合計画審議会や議会での協議、市民
へのパブリックコメントを経て、議会や市
民などのご意見を反映した総合計画を1
月までに策定します。

(3)第２次行政改革大綱の策定
　行政改革推進委員会や議会での協議、
市民へのパブリックコメントを経て、議会
や市民などのご意見を反映した行政改革
大綱を1月までに策定します。

（1）燕市版地方創生戦略の策定
　総合計画審議会での審議や市議会・議員協議会での協議、また、
市民へのパブリックコメントを経ていただいた意見・質問等を戦略に
反映させ、9月に策定しました。

（2）第２次総合計画の策定
　総合計画審議会での審議や市議会・議員協議会での協議、また、
市民へのパブリックコメントを経ていただいた意見・質問等を計画に
反映させ、1月に審議・協議を終了し、3月に完成しました。

（3）第２次行政改革大綱の策定
　行政改革推進本部および行政改革推進委員会での審議や市議
会・議員協議会での説明、また、市民へのパブリックコメントを経て
いただいた意見・質問等を計画に反映させ、3月に策定しました。
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平成27年度　企画財政部　目標宣言　取組実績

部長 五十嵐　嘉一

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 2



平成27年度　企画財政部　目標宣言　取組実績

部長 五十嵐　嘉一

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

指標名 現状値 目標値

6項目

（1）財政指標
　本市における平成26年度決算などの財政指標は、県内20市との
比較では7項目の目標値に対し6項目の達成となりました。本市に
とって課題となる将来負担率の引き下げのため、地方債借入の抑制
と財政調整基金の計画的な積立が必要となっています。

（2）予算・決算概要等の充実
【平成27年度補正予算概要】
　補正予算科目全ての内容を掲載し積算根拠を明らかにするととも
に、主要事業は補足説明資料も掲載して資料の充実を図りました。
【平成26年度決算概要】
　事業内容の充実と増減理由などの決算分析を掲載するとともに、
主要事業は補足説明資料も掲載して資料の充実を図りました。ま
た、今年度から事務報告書と関連付けることで、決算数値のみなら
ず事業検証にも使用できる資料としました。
【平成28年度当初予算概要】
　予算要求時に作成する事業シートを活用した新規事業等補足説
明資料を掲載するとともに施設等の図面を附属資料として添付し、
資料の充実を図りました。

32

環境の変化に
柔軟に対応で
きる財政運営
を実現するた
め、財政の健
全化とわかり
やすい財政情
報の発信に努
めます!

（1）財政指標
　市財政の規模、弾力性、健全度等を示
す主な財政指標（7項目）のうち、全ての
指標において県内20市の水準以上となる
よう、健全な財政運営に努めます。

（2）予算・決算概要等
　事業概要、目的、実績及び成果等を記
載するなど財政資料の内容充実を図ると
ともに、用語解説等も加えたわかりやす
い財政資料を作成、公表します。

県内20市
の水準以
上の財政

指標

6項目 7項目

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 3



平成27年度　企画財政部　目標宣言　取組実績

部長 五十嵐　嘉一

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

指標名 現状値 目標値

つばめ若
者会議プ
ロジェクト

数

8 17 19

今宵サ
ミットの参
加者満足

度

－ 100% 100%

ハッピー・
パート
ナー

企業登録
数

30社 40社 35社

実績値 達成状況 評価

3
若者と女性が
輝くまちづくり
を推進します!

（1）つばめ若者会議の魅力やメンバーの
活動の見える化のため、Ｗｅｂサイトを活
用した情報発信の管理を行います。

（2）つばめ若者会議の運営とチーム活動
について、メンバーの主体性を尊重しつ
つ活動しやすいよう積極的にサポートしま
す。

（3）今秋開催予定の全国各地で地域おこ
しに取り組むみなさんと活動成果発表な
どを行う「今宵サミット」の運営をサポート
すると共に、燕市の魅力発信に努めま
す。

(4)女性就業者を対象にキャリアアップ講
演会、官民合同での講座、情報交換を図
る女子会トークを開催し、働く意欲の向上
を図ります。

(5)女性労働者の育成・登用に積極的に
取り組むハッピー・パートナー企業の登録
推進をすすめます。

（1）Webサイトを活用した情報発信の管理
　　プロジェクト（チーム活動）に係るメンバーによる情報発信（サイト更新）に際し、
内容や表現などを管理を行い、結果として特別な注意案件はありませんでした。

（2）事務局としてサポートしたプロジェクト（チーム活動）
　【プロジェクト数 11 ／ 累計 19】
　①農園まんまパワー（4月～11月）-【参加者：10名】
　②ワークスタイリング（5月～2月）-【参加者：延べ90名】
　③カレーを食べるその前に（5月、8月、9月、11月）-【参加者：延べ60名】
　④ワンダーパーティー（4月）-【参加者：23名】
　⑤まちなかワークショップ（4月）-【参加者：15名】
　⑥Ｂｏｃｃｏｓｉｔ＠ｒｔ（6月）-【参加者：約150名】
　⑦夏至を祝うキャンドルナイト（6月）-【参加者：20名】
　⑧ワンダー映画館（9月）-【参加者：約500名】
　⑨大河津分水サンクスフェスタ（9月）-【参加者：約200名】
　⑩今宵サミットin燕（12月）-【参加者：約190名】
　⑪ひろちゃん市（1月）-【参加者：約420名】

（3）「今宵サミット」運営サポートと市の魅力発信
　12月4日（金）～6日（日）、燕三条地場産業振興センターをメイン会場に、全国16の地域から
18団体、総勢190人が燕市に集いました。その運営やおもてなし・市産業のPRなど事務局とし
て強力に支援しました。
　参加者アンケート満足度で「大変良い」・「良い」の回答を100％いただきました。
　【今宵サミットin燕の日程】
　4日 つばめディープツアー（地元の方しか行かないようなお店へ案内）
　5日 燕の王道ツアー・ワンダーツアー（産業史料館見学とものづくり体験）
　　 　事例発表・分科会
　　 　ごちそうキャノンボール・全体集会（市内3地区12の飲食店に分かれ懇親会。その
　　　お店の逸品を持ち帰り、魅力プレゼン大会）
　6日 パネルディスカッション

（4）働く女性の意欲向上
　企業・団体などと協働で女性就業者を対象とした講演会や交流会等を実施し、働く意欲の向
上を図りました。
　参加者アンケートを実施で、「講師から学んだことを、仕事や家庭において早速実践します。」
「女子会トークに参加し、参加者同士の悩みや考え方に共感し、仕事や家庭生活での取組事
例が刺激になりました」などの前向きな回答をいただきました。
　①キャリアアップ講演会（7月）【参加者：69名】
　②女子会トーク（7月・8月・10月）【参加者：33名】
　③スキルアップ講座（11月）【参加者：52名】
　④異業種交流研修（2月)【参加者：30名】

（5）ハッピー・パートナー企業の登録推進
・県男女平等社会推進課とともに企業8社を訪問しました。（8月～9月）【8社中4社登録】
・広報つばめ12月号でハッピー・パートナー企業について周知を図りました。
・今年度は、6社の登録があり、１社が市外へ移転しました。
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No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 4



平成27年度　企画財政部　目標宣言　取組実績

部長 五十嵐　嘉一

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

指標名 現状値 目標値

協賛企
業・団体

数
－ 15団体 29団体

イベント
参加者数
（延人数）

－ 130人 131人

カップル
成立率

－ 30% 50%

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

4
男女の出会い
を総合的に支
援します！

市内企業や団体等で構成する実行委員
会を立ち上げ、結婚を希望する男女の出
会いをサポートするイベントを実施しま
す。

(1)実行委員会の開催・・・5月～11月(8回
開催)

(2)出会い応燕団（協賛企業・団体）の募
集・・・5月から随時

(3)つばコンin恋花火大会2015の実施・・・
7月26日

(4)(仮)友活パーティー（つばめ若者交流
会）の実施・・・11月頃

(1)実行委員会の開催状況（7の企業・団体　+　市関係課　計13人で構成）
　・第1回　5月11日、第2回　5月22日、第3回　6月18日、第4回　7月2日、第5
回　7月20日、第6回　8月18日、第7回　9月9日、第8回　10月1日、第9回　10
月20日、第10回　11月6日、第11回　11月25日、第12回　12月8日、第13回
3月2日

(2)出会い応燕団（協賛企業・団体）の募集を広報5月15日号から開始
　・イベントの告知の応援　27団体
　・企業・団体内におけるイベント周知の応援　13団体
　・イベントの開催　5団体

(3)つばコンin恋花火大会2015～ときめき☆スターマイン～の実施
　（男性向けコミュニケーションスキル講座を事前開催　7月20日）
　・日時：7月26日　午後5時00分
　・場所：燕市役所（つばめホール、スカイデッキ）
　・参加者：男性　21名、女性　21名
　・カップル数：11組

(4)つばコン第2弾Cafe婚～薫り高き大人たち～の実施
　（男性向けコミュニケーションスキル講座を事前開催　12月5日）
　・日時：12月12日　午前10時00分
　・会場：燕市役所（つばめホール）
　・参加者：男性　15名、女性　15名
　・カップル数：6組

(5)クリスマス直前つばコンde友活Party　友達探してハッピーデーの実施
　・日時：12月12日　午後3時00分
　・会場：燕市役所（つばめホール、エントランス）
　・参加者：男性　30名、女性　29名
　※カップル発表なし

4

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 5



平成27年度　企画財政部　目標宣言　取組実績

部長 五十嵐　嘉一

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

指標名 現状値 目標値

つばめい
と登録者

数
－ 50人 76人

定住相談
窓口にお
ける相談

件数

0人 15人 2人

ＵＩＪターン
で燕市に
移住した

人数

－ 5人 0人

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価
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Uターンや移
住希望者を一
体的に支援し
ます！

(1)燕市出身の大学生等の交流とＵターン
を促すため、首都圏で交流会等を実施し
ます。
・東京つばめいと事業{交流会5回開催（8・
10・11・12・2月）、専用webサイトの作成、
事業運用マニュアルの作成、市内企業と
のワークショップの開催（6回）}

(2)移住・定住に関する施策等の説明窓口
を一元化し、速やかな相談対応を行いま
す。

(3)首都圏で開催される移住・定住に関連
するイベントなどへの出展やＰＲ活動を行
います。
・{5回（6・7・9・10・1月)｝

(1)東京つばめいと事業
　・交流会6回開催
　（6月6日、7月10日、8月7日、8月21日、9月25日、12月17日）
　・専用Webサイトの作成（3月下旬完成、4月1日公開）
　・事業運用マニュアルの作成
　・市内企業とのワークショップの開催（3月12日）
　・短期滞在型インターンシップの開催（3月25日・26日）

(2)移住・定住に関する相談対応
　・窓口対応　1件
　・電話対応　1件

(3)首都圏で開催される移住・定住に関連するイベント参加状況
　①新潟暮らしセミナー：4回（6月20日　4件、7月11日　1件、
　　　　　　　　　　　10月3日　1件、11月27日　3件）
　②日本全国！地域仕掛け人市2015（9月12日・13日　48件）
　③ふるさと回帰フェア2015（9月13日　19件）
　④長野・新潟・富山・石川4県合同移住相談会（10月25日　3件）
　⑤新潟・福島・茨城・栃木・群馬5県合同移住相談会（12月5日　9
件）
　⑥移住・交流＆地域おこしフェア　地域の魅力発信編（1月16日　物
販）
　⑦JOIN移住・交流＆地域おこしフェア（1月17日　10件）
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財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 6
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部長 五十嵐　嘉一
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ホーム
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目標指標
実績値 達成状況 評価
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誰でも読みや
すいわかりや
すい情報発信
に努めます！

(1)広報つばめの音声訳事業を社会福祉
協議会へ委託し、１０月以降、デイジー
版、ならびにＭＰ３版の広報つばめをＣＤ
に格納し、希望者に配布します。ＭＰ３版
については、ホームページにも掲載し、視
聴可能といたします。

(2)ホームページリニューアル事業にあわ
せ、ホームページ音声読み上げソフトに
適した「テキストページ」を順次作成し、１
月から、試験運用を実施したうえで、４月
から本格的に運用を開始します。

(3)４月・５月に、新入職員、初心者、編集
実務者および発信管理者向けの研修会
を開催し、ホームページの基礎的知識や
システムの操作法などについて研修をお
こないます。

(1)広報つばめ音声訳事業
　10月1日号から、デイジー版ならびにＭＰ３版のＣＤの配布を開始し
ました（平成28年1月31日現在　デイジー版：12人・ＭＰ３版：12人）。
また、同じく10月1日号から、市の公式ウェブサイトにもＭＰ３版を掲
載し、視聴ならびにダウンロードを可能としています。

(2)ホームページリニューアル
　デザイン変更・バリアフリー対応ページの新設・スマートフォン対応
（第2階層まで）を行ったリニューアルページを、12月29日から公開し
ました。バリアフリー対応ページについては、閲覧数の多いものを中
心に、今年度末現在で約450ページ作成し、今後も順次ページを増
やしていく予定です。

(3)ホームページ研修
　４月～５月に、新入職員、初心者、編集実務者および発信管理者
向けの研修会を計１０回開催し、延べ１４１人の職員が参加し、ホー
ムページによる情報発信の基礎的知識等について研修を行いまし
た。

4

財政指標 指数 県内ランク 水準達成

①経常収支比率 88.5 7 ○

②実質公債費比率 12.5 9 ○

③将来負担比率 144.2 18 ×

④公債費負担比率 14.8 4 ○

⑤財政力指数 0.682 3 ○

⑥実質収支比率 6.5 6 ○

⑦経常一般財源比率 101.4 7 ○
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