
（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

概ね順調以上の
評価項目の割合
（総合計画）

－ 70.0% －

地方公会計制度
に基づく財務書
類の作成

－
H30年3月
までに試
作・検証

H30年3月
までに試作

①

・合併特例債の発行や地方交付税の特例など
合併に伴う財政支援が終期に近づき、財政状
況が厳しくなっている中で、第2次燕市総合計画
に基づく施策を効果的に推進していかなければ
なりません。そのため、限られた財源を最大限
活かせるよう予算編成のあり方を見直す必要が
あります。

・新たな地方公会計制度が平成30年度から導
入されます。成果にこだわり、市民や議会への
説明責任を果たしていくため、予算執行の更な
る適正化と新制度に基づく財務書類の作成・分
析・公表を的確に行っていく必要があります。

(1) 本年度から、担当者・課・部レベルの段階的政策
協議（当年度事業の進捗管理を踏まえて来年度の施
策や予算に反映）を通年実施しながら、市長との政策
協議、市長査定につなげる「通年型予算編成」への取
り組みを始めます。

(2) 新地方公会計制度の導入に向けて、複式簿記へ
のデータ変換システムの構築や資産データの整備を
確実に行い、年度内に新制度に基づく財務書類を試
作のうえ、本格作成に向けてその内容を検証します。
また、各種財務データの有効活用に係る検討を行って
いきます。

(3) 補助金の交付要綱等交付基準の再整備を推進す
るとともに、事業効果や必要性を定期的に見直す観点
から、年度内に全ての補助金に終期を設定します。

＜取組実績＞
(1) 4月に平成29年度重点事業等の計画的執行の推進か
らスタートし、11月の平成30年度当初予算政策協議では、
所管課と事前に課題や論点整理に努め、協議の効率化
を図るとともに、所管課との連携により、限られた財源の
中で選択と集中を推進して基金取崩しを抑えた平成30年
度予算を2月に編成しました。

(2) 財務書類の調製は3月に完了しましたが、固定資産台
帳の異動処理の遅れから、検証作業は次年度となりまし
た。

(3) 10月に平成30年度当初予算編成方針に合わせて「補
助金交付ガイドライン」を作成し、毎年度予算編成時に本
ガイドラインに基づく内容確認、見直し等の実施を原則と
しました。

＜反省点・改善点＞
当初予算編成時では、期限の制約等から所管課の企画
財政課への依存度が強まる傾向にあるため、通年での実
務レベルによる計画的な協議の実施と、相互に政策形成
能力等を高める仕組みを検討します。
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№

今年度の目標設定 取組実績

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

 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 シティプロモーションを推進し、戦略的な情報発信による燕ブランドの向上を図ります！
全国調査において本市を「魅力
的」と答えた人の割合（ブランド総
合研究所「地域ブランド調査」）

10.1%
（H27年）

12.0% 13.5%

②
第2次総合計画初年度（平成28年度）の検証を踏まえ、各種施策の取り組みを深化させることで、目標
指標の達成を目指します！

総合計画の目標人口
79,814人
（H27年）

78,616人
（H32年度）

78,000人

①
通年型予算編成や新地方公会計制度への取り組みなどを通して、持続可能な行財政運営に努めま
す！

経常収支比率
（燕市行政改革推進プラン）

88.5%
（H26年度）

80％台を維持 80％台を維持

平成29年度　企画財政部　目標宣言

部長 田辺　秀男

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）
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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

概ね順調以上の
評価項目の割合
（総合計画）

－ 70.0% －

計画どおり以上
の実施項目の割
合
（行政改革推進
プラン実施計画）

76.9%
(H28年度)

80.0% 82.7%②

・第2次燕市総合計画は2年目を迎え、初年度の
取り組みをしっかり検証し、必要に応じて各種
施策の軌道修正を図るなど、目標達成に向けて
重要な年度となります。

・燕市行政改革推進プランも2年目を迎え、総合
計画の取り組みの深化を支えるべく、実施計画
の見直しや進捗管理による着実な推進が必要
です。

(1) 7月の総合計画審議会や行政改革推進委員会に
おける効果検証、通年型予算編成や政策レビュー（7
月、11月）などを通して、PDCAサイクルによる計画の
進行管理と各種施策の着実な実施を図ります。

(2) 総合計画等の着実な推進と合わせて、社会情勢を
的確にとらえ、部局横断的に対応すべき諸課題等に
ついて、部局間の連携・調整を図り、課題解決に向け
た迅速な対応に努めます。

＜取組実績＞
(1) 総合計画及び行政改革推進プランについては、7月か
ら8月にかけて審議会等を開催し、前年度事業の効果検
証を行いました。ここでの意見等を参考として各種施策の
取り組みを実施するとともに、事業の進捗を踏まえての政
策レビュー（11月）等を通じて、平成30年度当初予算編成
を行いました。

(2) サマーレビュー（7月）や政策研究会（4月、5月、8月、
10月）等において、部局横断的に対応すべき諸課題を
テーマに進捗状況と今後の方針について協議を行いまし
た。これにより、一部次年度に向けて部局横断的に取り組
む事業の方向性が定まりました。

＜反省点・改善点＞
短期的な課題解決に向けた部局間連携等の対応は改善
していますが、さらにその先の展開や総合計画の目標指
標を見据えた中・長期的なビジョンをもった協議に努めま
す。
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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

インターネット調
査における知名
度

59.3%
（H28年度）

62.0% 55.8%

市発信情報の新
聞掲載記事数
（全国・県域紙）

156件
（H28年度）

180件 190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

③

・昨年度からシティプロモーションの取り組みを
進めていますが、燕市の更なるイメージアップを
図るため、市外向けの情報発信を強化していく
必要があります。

・情報発信の有効な手段として、広報紙とウェブ
サイト以外にもマスメディアをはじめ多様な手段
を積極的に活用していく必要があります。

・情報発信に関しては、庁内各部署における意
識に偏りがあり、全庁的に質の高い情報発信が
行われるよう、意識向上を図っていく必要があり
ます。

(1) 地域資源や特色ある施策・事業等について、パブ
リシティを主体に積極的な情報発信を行い、「燕」を魅
せるシティプロポーションに取り組んでいきます。

(2) 市の魅力をアピールする「燕市ガイドブック」（市勢
要覧を兼ねる）を3月末までに作成します。観光パンフ
レットとは一線を画す内容とし、燕市の知名度向上と
交流・応援（燕）人口の拡大を図ります。また、作成に
あたり関係部署と連携して取り組むことにより、庁内の
広報マインドの醸成にもつなげていきます。

(3) 昨年度に初めて行った燕市の知名度等に関するイ
ンターネット調査を引き続き実施（6月）し、結果につい
て比較分析等を行い、発信すべき燕の魅力や事業を
検討しながら、目的別、対象別に最適な情報発信を
行っていきます。

(4) 地域の魅力を市内外に積極的に発信するために、
各部署の広報主任者に対し研修を実施（5月）し、的確
な情報発信のスキル取得と報道機会の拡大を図りま
す。

＜取組実績＞
(1) 首都圏の住宅展示場にて、ふるさと納税のパンフレッ
トを配布したり、UXの新潟自慢に長善館が取り上げられ
たり、NHKやUXで燕ジョイ活動部のコラボイベント「ENJOY
FES」が取り上げられるなど、露出が増えました。また、地
域おこし協力隊がBSNのぞっこんレポーターになり、市の
魅力をアピールしました。

(2) 「燕市ガイドブック」が3月に完成したので、今後県外の
イベントや移住定住フェアなどで配布し、市のイメージアッ
プを図ります。

(3) 燕市の知名度等に関するインターネット調査を9月に
実施し、分析結果を踏まえて10月の経営会議において報
告、情報共有を図りました。

(4) 広報主任者研修を5月と2月に実施し、情報発信の重
要性や方法を説明することで、全職員への徹底を促しまし
た。

＜反省点・改善点＞
広報紙以外のウェブサイトやツイッターなどのさらなる活
用については、全職員に徹底することができなかったた
め、追跡調査を行うなど、組織として効果的な情報発信が
できるよう周知をしていきます。
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