
（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

IoTの取組度（モ
デルケースへの
参加企業数）

- 3 3%

外国人材受入に
係る施策の具体
化

-
Ｒ2.1までに
とりまとめ

Ｒ2.2までに
とりまとめ

インターンシップ
年間受入数

291人 350人 260人

①

・これまでの国内経済の回復基調により、市
内事業所においても業種・規模等にバラつき
はあるものの、企業の生産活動は改善の動
きが続いてきました。

・しかしながら、先行きについては、海外需要
の減少や原材料価格の上昇による利幅縮小
などにより、一部に弱さがみられるようになっ
てきています。

・このような状況の中、地域経済の活力維
持・向上のため、地域を牽引できる地域中核
企業を創出し、地域企業の生産性を底上げ
していくことが喫緊の課題であると考えてい
ます。

(1)IoTの普及啓発・導入促進の拠点となる「燕
市IoT推進ラボ」を立ち上げ(5月)、情報共有や
産学官金によるネットワークづくり、先進的なプ
ロジェクトの推進等を行うことで、地域企業の労
働生産性の向上を図ります。

(2)産業振興協議会のワーキンググループにお
いて、人材不足対策や外国人材の受け入れな
どの喫緊の課題について議論(6月～)を行い、
事業化を見据えた効果的な施策を推進します。

(3)市内外企業の工場等立地ニーズを把握し(5
月頃)、産業用地の開発を推進します。

(4)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推進することで、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。

(5)高卒や仕事復帰を目指す女性等の就職の
マッチング支援などを行い、市内事業所の雇用
と人材確保を推進します。

(6)オリジナルカトラリーを製作し、選手村での採
用や一般向け販売を目指します。

＜取組実績＞
(1)各社の様々なデータを企業間取引等での活用することを目指し、共用
クラウドの基盤構築（実証実験）に取り組みました。実証実験では既に自
社でIoT等の活用による生産性向上に取組んできた企業を巻き込み、モ
デルケースとして創出・支援・発信することができました。
(2)外国人材や受入れ企業、地域（自治会）へのアンケート結果を踏まえ、
新年度の取組として外国人向け生活ガイドブック作成や市役所窓口への
多言語翻訳ツール導入、受入れ企業向け職場環境整備支援制度の創
設、外国人交流会開催について事業化し、暮らしや仕事の両面でのサ
ポートを図ります。
(3)募集期間に応募のあった４社の全てを「燕市企業立地選定委員会」に
よる審査を経て立地企業として決定し、12月24日に覚書を締結しました。
また、造成工事は、10月３日に工事に着手し、工事の完了は令和２年12
月頃、企業への引き渡しは令和３年３月末となる予定です。
(4)新潟大学等の県内大学、早稲田大学等の県外大学及び海外大学（県
内大学の留学生）のインターン生の受け入れをコーディネートしました。ま
た、国、県、他市町村等の行政視察の受け入れ対応も行いました。
(5)高卒への企業説明会や社会復帰を目指す女性向けの企業説明会を
実施しました。また、３月の春休み期間を利用して市内企業を知ってもら
おうと、高校２年生（吉田、三条商）を対象に企業見学ツアーを計画しまし
たが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施できませんでし
た。
(6)飲食提供事業者との契約に基づき、選手村納品分のオリジナルカトラ
リーを製作しました。なおスケジュールの都合上、令和元年度で全数製造
することが不可能なため、令和元年度予算を繰り越し、納期までの製造に
引き続き取り組んでいきます。
＜反省点・改善点＞
(1)市内企業にはＩｏＴ等に関する情報不足、導入・開発に係る予算・人材
不足といった現状があります。引き続きIoT推進ラボをプラットフォームとし
た取組みを通じ、各社の身の丈に合ったIoT等活用により、燕のものづくり
の競争力をさらに高めていきます。
(2)外国人材の受入れにあたっては、就労や環境整備支援だけでなく、暮
らしのサポートがとても重要であることから、引き続き関係者に耳を傾けな
がら環境整備を検討していく必要があります。
(6)オリンピック・パラリンピックの特殊性から、燕製品の魅力を発信するこ
とが難しい現状です。大会組織委員会等と連携を密にし、燕産地としての
大会への貢献を契機に燕製品のブランド力を強化・発信することができる
よう、引き続き積極的な情報収集や大会組織委員会との良好な関係性構
築を進めます。
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38.0トン

② 観光客の受入体制を整備し、交流・応援(燕)人口の拡大を図ります！ 観光客入込数
699,100人
(H26年)

770,000人 900,000人

③ 若い人材の農業経営への参画促進等により、変化に対応する農業の振興を図ります！ ブランド米販売実績
33.3トン

(H26年度)
36.0トン

4,375億円

令和元年度　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
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

① 労働生産性向上を目指す取り組みを支援するとともに、人手不足対策を進めます！ 製造品出荷額等
3,844億6千
万円(H25年)

4,310億円



（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

産業史料館の入
館者数

11,277人
(H29)

20,000人
(R1)

18,130人
(R1)

産業観光受入体
制整備事業申請
数

11件
(累計)

15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

①655,864
人 (H30)

②175,100
人 (H30)

①670,000
人 (R1)

②180,000
人 (R1)

①691,790
人 (R01)

②275,800
人 (R01)

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)リニューアルオープンした産業史料館に対す
る認知度をさらに高め、来館者数の増加を目指
します。体験工房館、屋外交流広場のPRに努
め、利用促進を図っていきます。

(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。

＜取組実績＞
(1)4/19のリニューアルオープン以来、順調に入館者数を伸ばすことがで
きましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、目標値を達成
することができませんでした。ものづくり体験者は、6,164人となりました。
(2)今年度は利用実績がありませんでしたが、今後、工場の祭典参加企業
説明会において事業の説明を行うなどPRを図っていきます。引き続き、工
場の祭典参加企業を中心に制度のPRを行い、産業観光受入企業の掘り
起こしを行います。
(3)交流人口の拡大に向けてプロモーション活動を行ってきた結果、施設
観光・イベント観光の入込客数の累計が967,590人となり、目標の数値を
クリアすることができました。
施設観光入込客数　691,790人　イベント観光入込客数　275,800人

＜反省点・改善点＞
(1)来館者の60％の方がものづくり体験を目的に来館されますので、今後
は、体験メニューの拡充を行うとともに、旅行エージェントとの観光券契約
をするなど、入館者数を伸ばす方策を行っていきます。
(2)利用実績の低調については、周知のPR不足、を反省し、引き続き制度
のPRを行います。また、要綱の修正なども行いながら、産業観光受入企
業の掘り起こしを行います。
(3)今後も様々な場面で「産業観光の燕」をPRし、交流人口の拡大を図っ
ていきます。
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③ 若い人材の農業経営への参画促進等により、変化に対応する農業の振興を図ります！ ブランド米販売実績
33.3トン

(H26年度)
36.0トン

4,375億円

② 観光客の受入体制を整備し、交流・応援(燕)人口の拡大を図ります！ 観光客入込数
699,100人
(H26年)

770,000人 900,000人

① 労働生産性向上を目指す取り組みを支援するとともに、人手不足対策を進めます！ 製造品出荷額等
3,844億6千
万円(H25年)

4,310億円
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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

雇用に関する取
り組みに関する
支援（補助）件数

0件 2件 3件

新たな取り組み
を行う農業者へ
の支援（補助）件
数

7件
11件（若手

枠3件）
11件

勉強会による先
進技術の実証件
数

1件 2件 2件

園芸作物拡大に
向けた支援（補
助）件数

1件 3件 4件

農商工連携への
支援(補助)件数

2件 2件 1件

若手・女性農業
者の参加人数

59人 65人 60人

③

・農業従事者の高齢化等による担い手対策
や農地集積による経営面積の増大に伴い、
既存作業の効率・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。

・農業所得の向上を図り、安定した農業経営
を構築するため、従来の経営モデルにない
独自の販路や新たな市場へのアプローチが
必要です。

・平成30年度からの米政策に対応するため、
主食用水稲以外の市が推奨する高収益作
物の作付けの拡大等、農業所得の向上に必
要な取り組みを推進する必要があります。

(1)地域の担い手である農地所有適格法人の新
たな従業員の雇用を支援する。

(2)チャレンジファーマー支援事業を拡充し、新
たに先進技術導入区分を設けることで、積極的
な農業経営者を支援します。
また、資金力のない若手農業者を優遇すること
で積極的な農業経営の促進に繋げます。

(3)農業生産者の所得向上のため、園芸作物の
拡大に向けた取り組みに対し、県等の事業も含
めて支援します。

(4)若手農業者のスキルアップを目的にマーケ
ティング等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）後継者になり得る若い従業員を雇用した農地所有適格法人を支援す
るとともに、経営発展に向けた研修等を実施しました。
・交付件数　3件、経営発展セミナー　1回
（2）新たに若手農業者への補助率を拡充するなど補助内容を見直し、11
件の補助金を交付しました。
・規模拡大支援区分　7件、複合営農支援区分　2件、販路開拓支援区分
1件、先進技術導入支援区分　1件　※うち若手への補助は3件
（3）農繁期を除き概ね月1回の頻度で先進技術勉強会を開催し、ドローン
を用いた実証実験や有用性の検討等を行いました。また、市内農業者へ
の情報提供等を目的に、5月にセミナー、11月にフォーラムを開催しまし
た。
・先進技術勉強会≪メンバー：農業者6名、JA1名（オブザーバー）≫
・実証実験（ドローン）≪水稲直播実証実験・果樹溶液受粉実証実験≫
・先進技術セミナー（R1.5.30）
・スマート農業フォーラム（R1.11.2）
（4）園芸作物の生産拡大に取り組む農業者を支援しました。
・園芸生産促進事業（県単）　2件、チャレンジファーマー（市単）　2件
（5）農業者と商工業者との連携事業について支援しました。
・交付件数　1件
（6）定期的に若手農業者の会議を開催し、活動内容等の検討を行いまし
た。その結果、市内事業所を会場にした農産物の直売会、首都圏での販
売イベントに参加しました。
・市内事業所への直売会　（3事業所を会場に5回開催）
・首都圏販売イベント（表参道ネスパス新潟館）　R1.10.13、14
＜反省点・改善点＞
(1)経営改善に消極的な法人も多いため、今後も法人への経営意識の醸
成を図りつつ、経営発展に向けた取り組みを支援していきます。
(2)制度の見直し等により、申請件数が大幅に増加しました。引き続き、新
たな取り組みに挑戦する農業者を支援していきます。
(3)春作業、秋作業と通年作業の検証を行うことが出来ました。しかし、単
年分の検証事例でしかないため、引き続き実証含め検証していきます。
(4今後も園芸作物の作付け拡大を推進し、国県の事業を含めて支援して
いきます。
(5)支援事業が1件と少なく、目標とした2件に達しませんでした。事業自体
の必要性を精査し、事業の見直しを行います。
(6)若手農業者のネットワークが構築されてきたと考えています。今後はよ
り自主的な活動が行えるよう支援していきます。
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令和元年度　産業振興部　目標宣言
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