
（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

市政運営の総合
的な４計画の中
間評価・見直し
等

着手

12月議会
素案説明

・
3月議会
最終報告

12月議会
素案説明

・
3月議会
最終報告

市民意識調査に
おける「住みや
すさ」の回答割
合

85.2%
（直近3ヵ年

平均）
87.0%

85.4%
（直近3ヵ年

平均）

78,000人

令和元年度　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
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

① 第２次燕市総合計画等の進捗状況を評価検証し、変化に対応した事業展開を進めます！ 総合計画の目標人口
79,814人

（H27年度）
78,616人
（R2年度）

88.5%
（H26年度）

80％台を
維持

80％台を
維持

③ シティプロモーションを推進し燕ブランドの強化を図ります！

№

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
目標指標

達成状況 評価

②
協働型（通年型）予算編成の取り組みや財政状況の分析等を通して、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）

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年度）

12.0% 13.5%

①

・「第２次燕市総合計画（7ヵ年計画）」は、中間
年にあたることから、目標達成に向けて取り組
んできた施策・事業について進捗状況の評価
検証を行うとともに、策定後の社会経済情勢や
市政を取り巻く状況の変化に対応した実効性
の高い計画に見直す必要があります。

・「燕市行政改革推進プラン」は、総合計画の着
実な推進を図るための行政経営手法、組織・人
事管理、財政運営等の方針を定めたものであ
り、総合計画と同様に評価検証を行い、必要に
応じて見直しも検討する必要があります。

・「燕市まち・ひとしごと創生総合戦略」及び
「燕・弥彦地域定住自立圏共生ビジョン」は、今
年度が終期であり、次期計画の策定に向け取
り組みを進める必要があります。

・各計画は密接に関連しているため、見直し等
にあたっては、計画間で整合するよう重層的な
総合調整が必要です。

(1) 総合計画審議会や政策レビューを通じて、こ
れまで実施した施策・事業の進捗状況を評価検
証するとともに、部局横断的に検討した重要課
題や社会経済情勢等の変化に対応した実効性
の高い総合計画に見直します。また、人口減少
問題に特化した総合戦略は、総合計画の見直し
と歩調を合わせ、次期計画を策定します。

(2) 行政改革推進プランは、行政改革推進委員
会でこれまでの取組内容を評価検証し、目標値
等の見直しを検討します。

(3) 共生ビジョンは、これまで実施した医療福祉、
観光振興、地域公共交通などの連携事業につい
てビジョン推進協議会で評価検討を行うととも
に、ビジョン懇談会の意見も考慮し、次期計画を
策定します。

(4) これら市政運営の総合的な４計画の見直し
等は、12月に素案を作成し、議会協議ののちパ
ブリックコメントで意見を募り、3月に公表します。

＜取組実績＞
(1) 総合計画と総合戦略は、11月に総合計画審議会を開催し、総合
計画の中間評価と見直し素案、第２期総合戦略の素案を審議しまし
た。

(2) 11月に行政改革推進委員会を開催し、行革推進プランの中間評
価報告書と見直し素案を審議しました。

(3) 共生ビジョンは、11月に推進協議会及びビジョン懇談会を開催
し、第１次ビジョンの評価検証と第２次ビジョンの素案を審議しまし
た。

(4) 各計画の素案は、12月に議会へ説明、パブリックコメントを行
い、いただいたご意見等を反映した最終案を2月の審議会等で審議
し、その後、議会に報告、公表しました。 3



（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

経常収支比率
91.0%

（H29決算）
90%以内 90.5%

（H30決算）

財務書類の検証
と分析後、公表

―

令和元年
12月までに
分析し、年
度内公表

R2年3月ま
でに分析・
公表

№

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 シティプロモーションを推進し燕ブランドの強化を図ります！
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年度）

12.0% 13.5%

②
協働型（通年型）予算編成の取り組みや財政状況の分析等を通して、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

① 第２次燕市総合計画等の進捗状況を評価検証し、変化に対応した事業展開を進めます！ 総合計画の目標人口
79,814人

（H27年度）
78,616人
（R2年度）

②

・燕市の中期財政見通しでは、人口減少の深
刻化による大幅な税収増は見込めない中、普
通交付税が合併特例期間終了により段階的に
縮減される一方、公共施設の更新費用や償還
のピークを迎える公債費、高齢化に伴う扶助費
の増加等により、今後さらに厳しい財政状況に
なっていくと見込まれています。そのため、さら
なる選択と集中による予算編成が求められると
ともに、第2次燕市総合計画に基づく施策の効
果的な推進に向け、限られた財源を最大限活
かせるよう予算編成方式をさらに進化させてい
く必要があります。

・厳しい財政状況が続く中、財政の健全化を図
るためには市民や議会の理解を得られるよう、
中期的な財政状況を見据えた中で、財政の状
況、分析に関する情報を分かりやすく、的確に
公表する必要があります。

・事務処理手続の公正性を更に向上させるた
め財務規則の見直しを実施するとともに、予算
執行の更なる適正化図っていく必要がありま
す。

(1) 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」への取り組みを継続して実施します。各事業
に対する課題等の情報を共有するとともに、重
点事業等に対する進捗管理を定期に実施しま
す。また、ビルドアンドスクラップの視点による既
存事業の見直しを実施します。

(2) 新地方公会計制度に基づく財務書類を作成
し、前年度との比較検証を実施します。検証結
果を全庁的に共有するとともに、データを公表し
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) 現状に即した財務規則の改正と運用の見直
しを進めます。

＜取組実績＞
(1)4月に令和元年度の重点事業等の実施計画（年間スケジュール）
を作成し、段階的協議として実務担当者との随時協議及び定期的
なヒアリングを実施するなど、事業の進捗管理、課題解決の方向性
等について情報を共有しました。　10月から開始した新年度予算の
編成作業においては、限られた財源を効果的な予算配分に結びつ
けるため、事業の優先度・予算の重点化を予算編成方針とし、各課
において事業見直しを実施しました。　11月の令和2年度当初予算
政策協議では、査定担当者と所管課の連携による事前の課題整理
や論点整理、その後の解決策や改善策と予算への反映などを協議
するとともに、第２次燕市総合計画の中間評価による見直し結果に
基づき施策の更なる充実を図ることに重点に置き、予算編成を実施
しました。

(2)平成28年度、平成29年度財務書類の資産評価額の修正作業を
進め、開始固定資産台帳の整備後の検証作業を10月に完了しまし
た。並行して作業を実施してきた各年度における資産の増減の登録
や各種財務情報の登録を完了し、平成30年度の財務書類を年度内
に公表できるよう類似団体との比較など準備を進め、3月中に議会
への説明とホームページでの公表を行いました。
　また、総務省が実施している具体的な活用方法の検討（簡易なセ
グメント分析の手法等）について今後も情報収集を行い、燕市にお
ける活用方法の研究を進めます。

(3) 財務規則改正のため、県内他市の規則との比較検証を行いな
がら作業を進めました。進捗を図りましたが、全条の改正作業には
時間を要する状況であり、次年度も継続して作業を進めます。
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部長  田辺 秀男

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

78,000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

インターネット調
査における知名
度

56.00% 58.00% 57.00%

市発信情報の新
聞掲載記事数
（全国・県域紙）

110件 200件 172件

②
協働型（通年型）予算編成の取り組みや財政状況の分析等を通して、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

① 第２次燕市総合計画等の進捗状況を評価検証し、変化に対応した事業展開を進めます！

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年度）

12.0% 13.5%

総合計画の目標人口
79,814人

（H27年度）
78,616人
（R2年度）

№

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 シティプロモーションを推進し燕ブランドの強化を図ります！

令和元年度　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
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

78,000人

③

・様々な情報発信に取り組んでいるところです
が、本市調査における知名度は56％であり、更
なるイメージアップに関する情報発信の強化が
必要であります。

・マスメディアに取り上げられる効果は非常に
大きいものであることから、積極的にパブリシ
ティに取り組んでいく必要があります。

(1) 各種事業へ下町ロケットのロケ地効果をプラ
スすることで、情報力の発信強化につなげます。
また、産業、自然、ひとづくりなどの地域資源を
ブランド化しながら関連する施策・事業を加えて
発信することにより、「燕」の魅力の浸透を図りま
す。

(2) 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。

(3) マスメディア各社とのネットワーク強化を図
り、パブリシティの充実に努めます。

(4) 引き続き、各部署の広報主任者に対し発信
すべき燕の魅力や事業について、燕市ウェブサ
イトやSNSなどの充実、更新及び強化することに
よる最適な情報発信を行えるよう周知していきま
す。

＜取組実績＞
(1)田んぼアート、農業まつりやスマート農業フォーラム等の各種事
業と下町ロケットレガシーのコラボ展開により、新たな関係人口の創
出に取り組みました。また、市役所エントランスホールへの大型看板
の再設置、ドラマで使用されたトラクターを道の駅国上にて常設展
示や道の駅及びＪＲ燕三条駅にダンボールトラクターを設置するな
ど、多角的にロケ地の発信を行いました。このほか、ＴＢＳテレビ日
曜劇場「グランメゾン東京」においても当市のカトラリーを取り上げて
もらい製品の品質の素晴らしさを発信しました。

(2)10月31日にインターネット調査を実施し、昨年度よりも1ポイント上
昇しました。燕市のことを知る媒体は、テレビからの情報が7割近く
を占めていました。

（3）市発信情報の新聞掲載記事数は昨年度から約1.6倍と増加しま
したが目標を達成することができませんでした。今後も燕市の特徴
のある事業などを積極的にPRできるよう各部署にも指導します。

（4）5月に広報主任者研修を実施したことにより、ツイッターやＦＭラ
ジオなどを積極的に活用した情報発信を行う部署が増えました。

＜反省点・改善点＞
各部署の情報発信において、報道発表するもののホームページな
どで公表しないケースが目立ちましたので、各部署で偏りがないよう
指導します。
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