
（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

小規模企業者実
態調査の定期的
な実施

－

H30年度分
を、H30.10
までにとり
まとめ

233件
回収率
37.8%

地域経済牽引事
業の新規創出件
数

0 2 11

 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

①

・国内経済の回復基調により、市内事業所に
おいても業種・規模等によりばらつきはあるも
のの、企業活動（製造品出荷額等の回復な
ど）は改善の動きが見られます。

・一方、業績拡大を鈍化させかねない企業の
人手不足が深刻な状況にあるほか、雇用のミ
スマッチが人手不足に拍車をかけるなど、小
規模企業者を中心に企業の経営環境は厳し
い状況にあります。

(1)産官金連携による「産業振興協議会」を立ち上げ、従業者数
3人以下の小規模企業者における製造品目や景況感等の実態
を捉え、より効果的な施策を検討します。

(2)地域未来投資促進法に基づく地域の特性を活かした成長性
の高い新たな分野に挑戦する中核企業を燕市基本計画に基づ
いて創出します。

＜取組実績＞
（1）アンケート結果から、「金属製品製造業」が全
体の約８割を占め、１社あたりの製造品出荷額等
は9,921千円、合併直後の　「平成17年工業統計
調査」と比較すると47％の伸び率であることがわ
かりました。一方、経営者の高齢化が進んでお
り、経営課題は「売上不振」「人件費の負担」「後
継者がいない」が約６割を占めました。
今後の経営方針として、「現状維持」が約５割、
「廃業」が約４割という結果となりました。この内容
を商工団体と共有し、今後の産業施策に活かし
ていきます。

（2）地域経済牽引事業を検討する事業者からの
問い合わせや申請書等の作成については、新潟
県担当者等と調整を図りながら申請内容の審査
が迅速に行えるよう支援しています。
・燕市内企業の認定事業者数　11事業者（平成
31年1月末現在）

＜反省点・改善点＞
(1)商工会議所、商工会が記帳指導を行っている
会員を調査対象に実施しましたが、回収率が
40％に満たない厳しい結果になりました。今後、
同様の調査を実施する場合は、回収率upのため
の取り組みを検討します。

(2)地域経済を牽引する中核企業を創出させるた
め、制度周知や支援ニーズの把握を関係機関と
連携・協力しながら施策展開を図っていきます。
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① 中小企業者・小規模企業者の基盤強化に取り組みます！ 製造品出荷額等
3,844億6千

万円
（H25年）

4,310億円

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 これからの農業を見据える積極的な、新たな取組を支援して行きます！ ブランド米販売実績
33.3トン

(H26年度)
36.0トン

平成30年度　産業振興部　目標宣言
部長 小澤　元樹

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

4,375億円

② 産業観光を軸とした着地型観光を推進し、交流人口の増加を目指します！ 観光客入込数
699,100人

（H26）
770,000人 900,000人



（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

 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

№

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 これからの農業を見据える積極的な、新たな取組を支援して行きます！ ブランド米販売実績
33.3トン

(H26年度)
36.0トン

② 産業観光を軸とした着地型観光を推進し、交流人口の増加を目指します！ 観光客入込数
699,100人

（H26）
770,000人

3①

平成30年度　産業振興部　目標宣言
部長 小澤　元樹

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

① 中小企業者・小規模企業者の基盤強化に取り組みます！ 製造品出荷額等
3,844億6千

万円
（H25年）

4,310億円 4,375億円

・国内経済の回復基調により、市内事業所に
おいても業種・規模等によりばらつきはあるも
のの、企業活動（製造品出荷額等の回復な
ど）は改善の動きが見られます。

・一方、業績拡大を鈍化させかねない企業の
人手不足が深刻な状況にあるほか、雇用のミ
スマッチが人手不足に拍車をかけるなど、小
規模企業者を中心に企業の経営環境は厳し
い状況にあります。

(3)大学等教育機関との連携により地域企業へのインターンシッ
プの受入を促進することで、UIターンなどによる新たな雇用を創
出し、地域の活性化を図るための流れを構築します。

インターンシップ
年間受入数

97 300 322

＜取組実績＞
（3）平成30年9月から長岡技科大の長期インター
ンシップの受入れや早稲田大の地域連携ワーク
ショップの受け入れ等、さまざまな大学のインター
ンシッププログラムを実施してきました。「東京つ
ばめいと」と連携し、市内企業の紹介・発信を行
いました。
【受入状況（平成30年10月末事業中間報告書）※
3月末までの見込みを含む】
・学生　延べ322人
・学生の在籍大学　実数28校
・受入企業　50事業者
・受入協力企業　35事業者
【宿泊・交流施設の稼働状況】
・宿泊利用　216人　137／214日（64.0%）
学の多くの学生がインターン生として燕を体験し
ています。その人数も順調に増加していることか
ら、さらなるＰＲ活動に努めていきます。また、受
入企業拡充のため、インターンシップ体験者の地
元企業への就職や専攻知識等を基にした課題の
解決など、企業側にとって目に見える効果を生み
出すなどの取り組みと情報の発信に加え、地域
住民との交流により生活の場としての燕を体験し
てもらうことで、インターン生に強く記憶される取り
組みも検討・実施していきます。

＜反省点・改善点＞
(3)宿泊・交流施設を有する強みを生かし、県外大
学の多くの学生がインターン生として燕を体験し
ています。その人数も順調に増加していることか
ら、さらなるＰＲ活動に努めていきます。また、受
入企業拡充のため、インターンシップ体験者の地
元企業への就職や専攻知識等を基にした課題の
解決など、企業側にとって目に見える効果を生み
出すなどの取り組みと情報の発信に加え、地域
住民との交流により生活の場としての燕を体験し
てもらうことで、インターン生に強く記憶される取り
組みも検討・実施していきます。

900,000人

38.0トン



（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
数

6件
(累計)

9件
(累計)

11件
(累計)

観光入込客数
①施設観光
②イベント観光

①398,826
人 (H29)

②282,500
人 (H29)

①614,000
人 (H30)

②286,000
人 (H30)

①666,601
人

(H30)
②175,100
人 (H30)

道の駅「国上」の
入館者数

166,534人
(H29年度)

183,000人
(H30年度)

183,000人
(H31.3月末)

 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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現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価
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（H26）
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① 中小企業者・小規模企業者の基盤強化に取り組みます！ 製造品出荷額等
3,844億6千

万円
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4,310億円

平成30年度　産業振興部　目標宣言
部長 小澤　元樹

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

4,375億円

②

・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、受入体制を整備する必要が
あります。

・観光交流拠点施設や観光協会による情報発
信力をアップしなければなりません。

・国上山や良寛など、自然や歴史にまつわる
観光資源を、さらに磨き上げていく必要があり
ます。

(1)観光の柱である産業観光の受け入れ体制の強化・整備を行
い、見学可能な工場数の拡大を図りながら県内外からの来訪
者の増加を目指していきます。

(2)リニューアルした観光協会ホームページや多言語の観光パ
ンフレットなどを活用し、国内外への情報発信を積極的に進
め、交流人口の拡大を図ってまいります。

(3)観光交流拠点施設である道の駅「国上」について、集客が図
れるイベントを実施し、入館者数の増加を目指します。

＜取組実績＞
(1)産業観光の受け入れ体制の強化を図ってきま
した。工場の祭典などを通じ産業観光受入整備
事業補助金の活用をPRし、今年度5件の申請が
あり、実績の累計件数は11件になる見込みとなり
ました。

(2)リニューアルした観光協会ホームページや高
速道路のサービスエリアを活用した観光パンフ
レットの配置、首都圏の主要な駅における観光イ
ベントへの出展など、観光プロモーション活動を
積極的に実施いたしました。また、台湾からの誘
客促進を図るため、現地の旅行エージェントへの
セールスを行いました。、国内外への情報発信を
積極的に進め、交流人口の拡大を図りました。

(3)観光交流拠点施設である道の駅「国上」につ
いて、ハウスウェアなどの金属製品を平台に移す
など、商品陳列の改善を図りました。また更なる
改善を目指し、地域情報化アドバイザーからの指
導をいただきながら、今後の目指していく方向性
を含めた改善策などをご指導いただき、その成果
として酒類販売小売業の免許を取得し、販売商
品の充実を図りました。また、下町ロケットとタイ
アップしたPRの効果もあり、今年度は、売上金
額、入館者数とも大きく数字を伸ばす見込みとな
りました。
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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

研究会による先
進技術の実証数

－ １回 １回

水稲多収性品種
の作付面積

4.8ha 25ha 28.9ha

若手・女性農業
者の参加人数

56人 60人 58人

③

・農業者の高齢化や農地集積による経営面積
の拡大に伴い、作業の効率・省力化やコスト削
減による競争力強化に取り組む必要がありま
す。

・農業所得を向上させ、安定経営を実現するた
めには、従来の経営モデルにはない独自の販
路や新たな市場へのアプローチが必要です。

・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。

(1)作業効率の向上や省力化に期待されるドローンやICT等の
先進技術動向についての情報提供としてセミナーを2回開催し
ます。また、より本格的に農業者に知見を深めてもらうため、研
究会を設置したなかで導入等の推進を図ります。

(2)高収益作物への転換や作業コスト低減、また多収性品種の
作付を推奨するとともに、消費拡大、販路構築に向けての販売
PRイベント等、川上から川下まで総合的に支援します。

(3)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ります。

＜取組実績＞
(1)水稲栽培に係る秋作業に向けたドローンの有
用性等についての検証を行いました。その結果と
して、従来の生育確認に加え、刈取期の判断等
への活用も今後、見込まれるのではとの結論に
至りました。また、その他の作物への活用等も検
討してきており、今後も継続して研究して行きま
す。
（燕市先進技術勉強会）
・メンバー　農業者6名　　JA1名（オブザーバー）

(2)目標を達成しました。

(3)若手農業者のスキルアップや経営意識の向上
を図るため、毎月の定例会の開催のほか、首都
圏でのテストマーケティングや直売会等を実施し
ました。
・首都圏テストマーケティング
　こだわり商店（東京都新宿区西早稲田）
　H30.10/10～H31.1/9
・表参道ネスパス新潟館での直売　H30.10/13,14
・直売会（市役所エントランス）　H30.12/12
・視察（新発田市、新潟市江南区の加工品を扱う
農業者）　H30.8/3
ほか、5月から月1回程度の定例会議の開催。

＜反省点・改善点＞
(1)今後は稲作における春作業も含めた通年での
ドローン実証、また対象作物、ロボット農機具等
へも広げた内容で事業を実施します。

（2）目標は達成しましたが、今後も取り組みが拡
大するよう農業者へのPR等を進めます。

（3）若手農業者が抱える課題の解決や経営者と
しての知識やノウハウを学べる実践的な内容と
することで、より多くの若手農業者が積極的に参
加してもらえるよう努めます。
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③ これからの農業を見据える積極的な、新たな取組を支援して行きます！ ブランド米販売実績
33.3トン

(H26年度)
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