
（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

平成29年度　産業振興部　目標宣言

部長 坪井　誠

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

① 若手・女性農業者や農商工連携等、新たな取り組みに対して積極的に支援していきます！
製造品出荷額等

3,844.6億円
（H25)

4,310.0億円 4,375.0億円

新規創業者数（年間）
26人

（H26年度）
50人 50人

②
地域企業への人材流入、後継者育成など「ひと」を呼び込むとともに、燕製品のブランド化推進に
努めます！

観光客入込客数 699，100人 770,000人 900，000人

ブランド米販売実績
33.3トン
（H26年度）

36.0トン 38.0トン

№

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

③ 地域資源を活用した着地型観光を推進し、交流人口を増やします！ チャレンジファーマー支援事業申請数
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

-
(H26年度)

30件
(H32年度)

1件

3件

＜取組実績＞
(1) 市内農業者と商工業者が連携して行う開発事業2件と販路
拡大事業1件に対し補助金を交付するとともに、表参道ネスパ
スでの農産物販売イベントや農業まつりにおいて、成果品の販
売スペースを設けるなど、販路開拓に向けた支援も併せて行い
ました。成果品の一部は、地場産センター等でも販売していま
す。

(2) 作物、加工品、直売、米をテーマにした4つの分科会の活動
の支援を行うとともに、有識者セミナーを10月、11月、12月に各
分科会が企画し実施しました。分科会活動の中では、新たな開
発や付加価値向上等にむけ若手農業者のアイデアを活かした
取組がスタートしました。

(3) 若手枠を新設したなかで、農業者が行うコスト低減（9件）、
販路開拓（3件）、土づくり（4件）、生産拡大へのチャレンジ（1件）
の計17件に補助金を交付しました。

＜反省点・改善点＞
農商工連携については、新規事業ということもあり、農業者の
事業認知度が低かったと思われることから、次年度において
は、早い段階での周知活動や農業イベントでの周知を図ってい
くとともに、補助事業の成果に関しても広くＰＲを実施していくこ
とで本事業の認知度を高めていきます。
若手農業者ステップアップ事業については、分科会に積極的に
参加する若手農業者が少なく、限られた一部の農業者のみが
主体的に活動している状況であるため、より多くの農業者が活
動に参加できるよう、活動内容の見直しや会議開催日時の設
定などを検討していきます。
農力アップチャレンジについては、支援制度全体でも予定申請
数に達しなかったこともあり、内容の大幅な見直しを行うことで、
求められる支援制度への改定を行っていきます。

4
若手農業者ス
テップアップ事業
への登録人数

40人
(H28年度末)

60人 57人

農力アップチャ
レンジ（若手枠）
への支援（補助）
数

－ 3件

①

・農産物加工等の多様な取り組みによる新た
な商品開発等が進んでいる現状にあって、担
い手の育成に向けた積極的な取り組みや本
市ならではのものづくり産業との連携による
販売促進等を進める必要があります。

・農業従事者の高齢化や後継者不足により、
離農する経営体も増加傾向にあります。

・米価の下落等による農業所得の減少が見
込まれる中、消費者ニーズを捉えたブランド
化・高付加価値の農産物づくりや水稲直播栽
培等によるコスト低減化への取り組みを促す
必要があります。

(1) 農業生産者の所得向上のため、農業者と商
工業者が連携した、新たな食品開発やサービス
の提供など新たなビジネスチャンスの取り組みを
支援します。

(2) 若手農業者のスキルアップを目的にマーケ
ティングなどに特化した勉強の機会を提供し、売
れるための手法や売れる農産物づくりなど経営
意識の向上を図る取り組みを実施します。

(3) 所得向上に向けて農業者が行う新たな作物
づくりや環境保全・土づくり、コスト低減、高度水
田管理への高度化のチャレンジ（挑戦）事業を支
援します。

農商工連携への
支援（補助）数

- 2件

 評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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
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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

インターンシップ
受入れ企業数

－ 15社 42社

ネクストリーダー
ズセミナー受講
者数

－ 20人 37人

「選べるカトラ
リー」導入レスト
ラン数

1店
(H28年度末)

3店 3店

平成29年度　産業振興部　目標宣言

部長 坪井　誠

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

① 若手・女性農業者や農商工連携等、新たな取り組みに対して積極的に支援していきます！
製造品出荷額等

3,844.6億円
（H25)

4,310.0億円 4,375.0億円

新規創業者数（年間）
26人

（H26年度）
50人 50人

②
地域企業への人材流入、後継者育成など「ひと」を呼び込むとともに、燕製品のブランド化推進に
努めます！

観光客入込客数 699，100人 770,000人 900，000人

ブランド米販売実績
33.3トン
（H26年度）

36.0トン 38.0トン

№

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

③ 地域資源を活用した着地型観光を推進し、交流人口を増やします！ チャレンジファーマー支援事業申請数
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

-
(H26年度)

30件
(H32年度)

②

・人口減少による国内市場の縮小や労働力
不足が懸念されていることから、大学生等の
地方環流と企業との交流による産業振興、地
域活性化、人材確保等が必要です。

・企業経営の難易度が高まる中、事業の成長
をリードできる次世代経営人材の育成が必要
です。

・燕の技術力の高さを国内外に広く情報発信
するため、産地産業のさらなるブランド化推進
を図る取り組みが必要です。

(1) 市内企業における人材確保やUIターンによる
人口増加を図るため、産学官金による協議会を
立ち上げ、県内外の大学生等のインターンシップ
受入を促進します。

(2) 後継者（次期経営者）等を対象にビジネスセミ
ナーを開催し、経営スキル取得や経営者として
のマインド醸成を図っていきます。

(3) 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした
燕製品のブランド力を発信するため、首都圏のレ
ストラン等において燕製カトラリーの品質の高さ
を認識してもらう取り組みを実施します。

＜取組実績＞
(1) 受入事業を本格的に実施していくにあたり、「つばめ産学協
創スクエア協議会」を立ち上げ、産学官金が連携体制を強化し
ていくことを確認しました。6月の新潟大学の受け入れを皮切り
に、延べ97名(H30.3.29時点）の学生を、延べ42事業所(H30.3.29
時点)で受け入れました。

(2) 後継者等を対象に6～2月の間、計4回のネクストリーダーズ
育成セミナーを実施し37人（延べ62人）に参加していただきまし
た。参加者からは「経営管理の全体像が把握できた」など、経営
者としての意識の醸成に繋がりました。

(3) 燕製カトラリーの品質の高さを認識してもらい購買に繫げる
とともに、オリ・パラ公式施設での採用への波及効果を狙いと
し、国内外のVIP（要人）が利用するレストラン（日本橋三越特別
食堂（6、7月）、成田空港（9、10月）、ホテル椿山荘東京（2、3
月））に対し、燕を代表するカトラリー数種類を一定期間無償で
レンタルし、その中からお気に入りのものを選んで、延べ576人
（H30.3.30時点）から食事をしてもらいました。また、JAL機内誌
「SKY WARD」9月号にて事業を紹介（9月：閲覧可能者数 国内
線約267万人、国際線67万人）しました。

＜反省点・改善点＞
効果的かつ効率的なインターンシップ事業を実施するため、委
託先と定例打ち合わせを実施するなど意思の疎通と課題、進捗
管理などの情報共有を図っていきます。
経営人材育成については、より多くの方に参加いただくため、商
工会議所等と連携し、効果的な周知方法を検討していきます。
燕製品のブランド力発信については、購買にうまく繋げることが
できるよう、利用者や導入レストランから買ってもらえる仕組み
についても、検討していきます。
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 評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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
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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

産業観光受入体
制整備事業申請
事業所数

3社
(H28年度末)

8社 4社

燕市観光協会
HP改修後の
ページビュー数
(前年比)

100% 150% 85%

観光入り込み客
数

569,000人
（H28年度）

635,000人 676,000人

部長 坪井　誠

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

平成29年度　産業振興部　目標宣言

観光客入込客数 699，100人 770,000人 900，000人

ブランド米販売実績
33.3トン
（H26年度）

36.0トン 38.0トン

① 若手・女性農業者や農商工連携等、新たな取り組みに対して積極的に支援していきます！
製造品出荷額等

3,844.6億円
（H25)

4,310.0億円 4,375.0億円

新規創業者数（年間）
26人

（H26年度）
50人 50人

 評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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

・ものづくりの技を資源として活かした産業観
光は、インバウンド向けのコンテンツとしても
重要な素材であり、受入体制の整備が必要
です。

・インバウンド対応の観光ＰＲを充実させるた
め、観光協会による情報発信力をアップする
必要があります。

(1) 工場見学などを受け入れる事業所を支援す
ることにより、ものづくりの現場を見学できる事業
所の数を増加させ、産業観光を推進します。

(2) 燕市観光協会のホームページを12月までに
多言語化するとともに、工場見学などの産業観
光に関する内容も掲載することで情報発信を充
実させます。

(3) 燕市の「おもてなし力」をより一層アップする
ため、観光ナビゲーターを育成し、県内外からの
視察やツアーの受入に対応します。

＜取組実績＞
(1) 12月に「工場の祭典」参加企業や燕市観光協会の産業視察
受入企業など十数社を訪問し、補助金の活用について説明を
行い、1件の交付を行いました。

(2) 燕市観光協会ホームページのリニューアルは、産業観光の
情報を充実させるとともに、「イベント」・「まちあるき」・「体験」・
「買い物」など、観光メニューをジャンル分けや、英語、中国語
（簡・繁）に対応する内容とし、12月に開設しました。しかし、直
後に不具合により海外からのアクセスを制限した結果、前年比
（1～3月）で85％のページビュー数となりました。

(3) 燕市観光協会による視察・ツアーの受入は72団体・1,762人
（内・JR四季島が31回・949人）でした。国内では、県内から14団
体、東京から11団体、海外からはミャンマー1団体、香港1団体、
台湾4団体でした。

＜反省点・改善点＞
産業観光受入体制の整備については、「工場の祭典」開催前の
早い段階から企業訪問をするとともに、幅広く周知を行います。
観光協会のホームページについては、海外からのアクセスに不
具合が生じたことや、URLを変更したことで検索上位にあがらな
いことなどがページビュー数が伸びなかった原因と考えていま
す。今後、時間の経過とともにページビュー数も伸びてくると思
いますが、他サイトへのリンク依頼やSNSの活用などをして、観
光のＰＲ・周知を図ります。
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№

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

③ 地域資源を活用した着地型観光を推進し、交流人口を増やします！ チャレンジファーマー支援事業申請数
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

-
(H26年度)

30件
(H32年度)

②
地域企業への人材流入、後継者育成など「ひと」を呼び込むとともに、燕製品のブランド化推進に
努めます！
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