
１．目標宣言 （第2次燕市総合計画等における達成目標）

２．今年度の取り組み

目標指標

指標名 現状値 目標値 実績値

バス等の
乗車人員

92,056人
（H30実績）

95,000人 86,663人

計画に掲載した
施策・事業のう
ち、実施の目途
が付いた項目の
割合

― 20% 16%

休日運行社会実
験での平均乗車
人数

62.9人/日
（H29実績）

105人/日 31.1人/日

①

・人口減少・超高齢社会の進展に伴い、公共交
通に頼らざるを得ない人が年々増加することが
想定されます。

・生活圏域を同じくする弥彦村と連携して、両市
村の広域的な公共交通の利便性や効率性、持
続可能性をさらに高めていく必要があります。

・スワロー号の利用者数が伸び悩んでいます。

・上記のような課題を踏まえて、平成31年3月に
「燕・弥彦地域公共交通網形成計画」（５か年計
画）を策定しました。

(1) 運行ルートその他の運行上の問題点につい
て検証を行い、運行事業者及び関係者と協議
しながら、サービス向上、利用者数の増加を図
るための改善策を検討し、計画の実現に向け
て具体化を図ります。

(2) 「地域住民や観光客の鉄道からの二次交通
の確保や、観光地・イベントへの誘客促進を図
るための交通手段の充実」を図る施策として、
「スワロー号」をイベントに合わせて休日運行す
る社会実験の実施を検討します。

＜取組実績＞
【バス等の乗車人員（H30年度⇒R1年度）】
スワロー号：33,689人⇒29,113人
やひこ号：19,715人⇒18,789人
きららん号：38,652人⇒38,761人
合計：92,056人⇒86,663人（5,393人減）
　※運行日数は前年度比4日減

【燕・弥彦地域公共交通網形成計画の進捗状況】
〔31項目中　5項目実施〕（16％）
・県内高速バスの維持・改善に向けた要望・支援の実施
・JRへの要望活動の実施
・インターネットサービスを活用したバス等の運行情報提供に関する
調査・研究
・観光・イベントと連携した交通手段の検討
・新規路線の開設に向けた調査・研究

【スワロー号のイベントに合わせた休日運行の実施】
　8月24日(土)　ツバメルシェwith200メートルいちび（30人）
　8月31日(土)　ツバメルシェwithサンコアなかまち夏フェス（16人）
　9月16日(月)　スワローズ・ライスファーム（40人）
　9月29日(日)　越後くがみ山酒呑童子行列、「人とひと」ふれあいフェ
スタ（30人）
　10月5日（土）工場の祭典（30人）
　10月6日（日）工場の祭典（16人）
　11月3日（日）農業まつり（57人）
　1月18日（土）ツバメルシェwithスイーツグランプリ（29人）
　合計：249人（31.1人/日）
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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 達成状況 評価

③ 市税等の収納率向上に努めます！

令和元年度　市民生活部　目標宣言

部長 髙野　光郎

①
燕・弥彦地域公共交通網形成計画に基づき、圏域内の「スワロー号」、「おでかけきららん号」、
「やひこ号」の利便性の向上及び利用促進を図ります！

② ごみの総排出量の減量、再資源化・再利用化に取り組みます！

経常収支比率
（行政改革推進プラン）

80％台を維持

100,000人市が運行するバス等の乗車人員
70,164人

（H26年度）
95,000人

88.5％
(H26年度)

80％台を維持

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）



１．目標宣言 （第2次燕市総合計画等における達成目標）

２．今年度の取り組み

目標指標

指標名 現状値 目標値 実績値

ごみの総排出量
32,288t

(H30年度)
31,500t 32,073t

古着の回収量
67.5ｔ

(H30年度)
75ｔ 106.5ｔ

アルミ缶・
スチール缶の
回収量

3,660㎏
(H30年度)

3,800㎏ 3,060㎏

② ごみの総排出量の減量、再資源化・再利用化に取り組みます！ 市が運行するバス等の乗車人員
70,164人

（H26年度）
95,000人

③ 市税等の収納率向上に努めます！

№

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 達成状況 評価

100,000人

経常収支比率
（行政改革推進プラン）

88.5％
(H26年度)

80％台を維持 80％台を維持

①
燕・弥彦地域公共交通網形成計画に基づき、圏域内の「スワロー号」、「おでかけきららん号」、「や
ひこ号」の利便性の向上及び利用促進を図ります！

部長 髙野　光郎

令和元年度　市民生活部　目標宣言

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

②

・本市のごみの総排出量は微減で推移してい
ます。

・ごみの中に再生可能な資源ごみ等が混入し
ていることから、分別回収を進めることにより、
更なるごみの排出抑制、再資源化、再利用化
を推進していく必要があります。

（１）福服BOOK
　 市民から寄せられた古着等の売却益を、保
育園等で使用する図書購入費に充てます。
　
（２）カンカンＢＯＯＫ
  市内の事業所から空き飲料缶を寄付していた
だき、その売却益を児童館等で使用する図書
購入費に充てます。

（３）使用済小型家電のリサイクル
   小型家電製品に含まれている有用金属の再
資源化と不燃ごみの減量化を障がい者施設と
連携して分別処理を行います。

（４）ペットボトルのリサイクル
　 資源の有効利用のため、ペットボトルの異物
除去作業を障がい者施設に委託して、ペットボ
トルのリサイクルを進めます。

（５）食品ロス（※）の削減
　食品ロスに関連する庁内各所管部課を通じ
て、広報つばめ、市ホームページ及びイベント
等、多様な手段で啓発を行い、食品ロスの削
減、生ごみの減量化を進めます。
（※食品ロス：食べられるのに捨てられてしまう
食品のこと。）

＜取組実績＞
（１）福服BOOK
　 市役所駐車場での毎日回収が定着してきており、前年度に比べて5
割以上回収量が増加しました。今年4月からは古布類の回収を取りや
めて、福服BOOKでの布製品の回収も始めるため、更なる増加が見
込まれます。

（２）カンカンＢＯＯＫ
　協力事業所が4事業所増加し、20事業所となったものの、回収量は
減少しました。ペットボトルの増加による缶飲料消費量の減少などが
原因として考えられます。金属類の取引価格も下がってきており、一
層の取組強化が必要です。

（３）使用済小型家電のリサイクル
　小型家電製品に含まれている有用金属の再資源化と不燃ごみの減
量化に向け、障がい者施設と連携して分別処理を行いました。金属類
の取引価格が下がってきており、リサイクルを継続するために障がい
者施設への支援強化が必要です。

（４）ペットボトルのリサイクル
　 資源の有効利用のため、ペットボトルの異物除去作業を障がい者
施設に委託して、ペットボトルのリサイクルを行いました。

(5)食品ロスの削減
　　市民への周知を図るため、ふれあいフォーラムでのPRパネルの展
示や食品ロス削減月間（10月）に合わせたポスターの掲示（小中学
校）、子育て支援センターでの講話（5回）や古着等拠点回収での啓発
物品とチラシの配布（3回）などを行いました。また、農業まつりで食品
ロス削減への意識調査（353人）を実施したほか、広報つばめ（12月1
日号）で漫画形式での特集記事を掲載しました。
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１．目標宣言 （第2次燕市総合計画等における達成目標）

２．今年度の取り組み

目標指標

指標名 現状値 目標値 実績値

現年分
99.08％

(H30年度)
99.10%

83.96%
(R2.2月末）

滞繰分
12.13％

(H30年度)
14.50%

15.62%
(R2.2月末）

現年分
95.04％

(H30年度)
95.10%

79.83%
(R2.2月末）

滞繰分
14.79％

(H30年度)
16.00%

15.56%
(R2.2月末）

口座振替率
（４税合計）

53.36％
(H30年度

当初）
54.00% 55.02%

③

　収納率の維持・向上を目指し、未納者、滞納
者に対して、督促状を発し、文書や電話、訪問
等の催告を行っています。
　また、納税者の利便性を図るため、平成２４
年度からコンビニ収納サービスを導入、更に口
座振替を推進すべく、平成２８年度から振替依
頼書のハガキ化を行っています。
  平成30年度市税の収納率は、
現年分99.08％
  （前年同期比＋0.07％）、
滞納繰越分12.13％
  （前年同期比△0.98％）、
国保税の収納率は､
現年分95.04％
  （前年同期比＋0.36％）、
滞納繰越分14.79％
  （前年同期比△0.55％）となっています。
　今後、益々厳しくなる市の財政状況の中、更
なる自主財源の確保に努めるため、進捗してい
ない高額、徴収困難な案件への取り組みが必
要です。

(1)高額、徴収困難な案件について、滞納整理、
処分を強化し歳入の確保と適正な債権管理に
努めます。

(2)滞納繰越を最小限にとどめるため、現年度
の未納者に対して、訪問等を行い、徴収の強化
を図ります。

(3)職員による夜間訪問を含め、未納、滞納者と
積極的に接触を図り、納税相談の機会を通じ
て、個々の滞納解消に努めます。
　
(4)10月、11月を納税推進強化月間とし、夜間
催告や悪質な滞納者に対しては各種調査を行
い、厳正な滞納整理、処分を行います。

(5)納税義務の啓発と納期内納税を推進するた
め、広報・ホームページ・庁舎内に当月の市税
等の納期限を表示し、周知に努めます。

(6)口座振替の推進を広報・ホームページ等を
活用したＰＲに努め、口座振替率の維持向上を
図ります。

＜取組実績＞
(1)新設された滞納整理室では、市税等の高額、徴収困難な案件を扱
い、それぞれの案件に適した有効な手段をもって滞納整理を進捗させ
ました。また、債権管理条例の施行に伴い、条例の説明会や債権を
管理する担当課にヒアリング等を実施しました。

(2)例年８月と12月に行っている通常の催告書送付に加え、５月に現
年度分の未納者に対して催告書を送付します。比較的軽微な未納者
に対しては、年間を通して訪問徴収を強化し、滞納繰越への未然防
止を図りました。

(3)財産調査予告、差押え予告等の文書や電話、訪問を通じて、積極
的に滞納者と接触を図りました。納税相談の際は、一括での完納若し
くは完納に向けた計画をしっかり聞いて、滞納の解消に努めるように
しました。

(4)専門的な研修に積極的に参加、スキルアップを図りました。
財産調査の結果、担税力のある滞納者については、厳正な処分をす
ると共に今後、未納とならない様に方策を講じました。

(5)納税義務の啓発と納期内納税を推進するため、広報・ホームペー
ジ・庁舎内に当月の市税等の納期限・口座振替の案内等を表示し、
周知に努めました。

(6)口座振替依頼書のハガキ化による依頼実績（令和2年1月31日現
在）市民税333件・固定資産税676件・軽自動車税315件・国民健康保
険税51件の依頼が有りました。（当初賦課に対して市民税3.42％・固
定資産税1.97％・軽自動車税0.83％・国民健康保険税0.55％）
当初の見込みを上回る実績となり、納税者の利便性の向上と口座振
替率の向上が図られました。

＜反省点・改善点＞
収入未済額の縮減を図るため、今後も未納の早期把握に努め、滞納
の未然防止策と円滑な滞納整理を実施していきます。
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収納率
（一般会計）

収納率
（国保会計）

経常収支比率
（行政改革推進プラン）

88.5％
(H26年度)

80％台を維持 80％台を維持

髙野　光郎

95,000人

令和元年度　市民生活部　目標宣言

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

② ごみの総排出量の減量、再資源化・再利用化に取り組みます！ 市が運行するバス等の乗車人員
70,164人

（H26年度）

部長

③ 市税等の収納率向上に努めます！

№

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 達成状況 評価

100,000人

①
燕・弥彦地域公共交通網形成計画に基づき、圏域内の「スワロー号」、「おでかけきららん号」、「や
ひこ号」の利便性の向上及び利用促進を図ります！


