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 １節　住みよい暮らしのために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

総務政策課 人権同和講演会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 〇

総務政策課
人権啓発活動（実施計画（推進プラン）の
作成）

－ 策定 未着手 未着手 未着手 作成中 作成中 △

総務政策課 男女共同参画 ハッピー・パートナー企業の数 ３社 ５社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 △

総務政策課 （２）協働の推進 協働事業の推進
協働事業の推進（むらづくり総合推進事業
の維持継続）

－ 維持継続 維持継続 維持継続 維持継続 維持継続 維持継続 〇

総務政策課 研修事業（連絡協議会の開催） ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ０回 △

総務政策課
組織維持（コミュニティ組織の維持活性
化）

９団体 ９団体 ９団体 ９団体 ９団体 ９団体 ９団体 〇

総務政策課 集落の維持（54集落の維持） 54集落 54集落 54集落 54集落 54集落 54集落 54集落 〇

総務政策課
集落活性化（むらづくり総合推進事業の継
続）

継続 継続 事業継続 事業継続 事業継続 事業継続 事業継続 〇

総務政策課 土地利用 景観の維持（自然保護活動の推進） － 維持 維持 維持 維持 維持 維持 〇

総務政策課 土地利用 景観の維持（村の原風景の維持） － 維持 維持 維持 維持 維持 維持 〇

総務政策課 旧校舎の活用
旧校舎・校庭の民間利用（太陽光発電や育
苗施設等としての利用拡大）

０か所 ３か所 利用拡大見込み無し 見込み無し 見込み無し ３か所に拡大 ３か所で継続 〇

総務政策課 老朽施設の解体（旧女川教員住宅の解体） － 解体 見込み無し 計画中 解体 実施無し 実施無し 〇

総務政策課
施設有効利用（公共施設等利用実態調査の
実施）

－ 実施 見込み無し 実施中 実施無し 実施無し 実施無し 〇

総務政策課 危機管理
避難訓練の実施（全村での訓練を隔年で実
施）

－ 隔年で実施 実施 未実施 実施 未実施 実施 〇

総務政策課 防災行政無線 戸別受信機の設置（全世帯に設置） － 設置 実行中 実行中 実行中 実行中 実行中 △

総務政策課 消防 火災発生件数（年間発生件数を0にする） ０件 ０件 １件 ２件 ０件 ３件 ２件 △

総務政策課
防災研修（自主防災会を対象とした研修会
を毎年開催）

０回 毎年開催 未実施 未実施 １回 未実施 １回 △

総務政策課 自主防災組織化（組織化率） 60% 100% 84.1% 87.1% 86.8% 86.8% 88.3% △

担当課

（７）公共施設等
の有効活用

（８）安心安全な
暮らしの確保

遊休施設等の利活
用

施策未実施の理由達成状況具体的施策

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

（１）基本的人権
の尊重

（３）集落・コ
ミュニティ活動の
充実

（４）土地の有効
活用

項目

ー

コミュニティ組織
の活性化

集落活動の支援、
充実

防災意識高揚
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 １節　住みよい暮らしのために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

担当課 施策未実施の理由達成状況具体的施策

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）項目

総務政策課 ハザードマップの更新（見直し） － 実施 計画中 計画中 実行中 実行中 実行中 △

総務政策課 備蓄品の整備（備蓄庫の整備） ２か所 ５か所 ４か所 ４か所 ４か所 ５か所 ５か所 〇

総務政策課 交通・防犯 交通死亡事故（発生件数をゼロとする） ０件 ０件 １件 ２件 ２件 ２件 １件 △

総務政策課 空き家を利用した移住者向け住宅の整備 ０軒 ２軒 ０軒 ０軒 ０軒 ０軒 ０軒 ×

空き家バンクを設立し、
賃貸借制度やリフォーム
補助金を導入することで
空き家バンクへの物件登
録を優先したため、住宅
の整備は行いませんでし
た。

総務政策課
空き家バンクの設立（H29年度までに設立さ
せる）

－ 設立 設立済み － － － － 〇

総務政策課 空き家台帳整備（空き家台帳登録軒数） ０軒 30軒 195軒 195軒 195軒 179軒 179軒 〇

建設課 村道の維持（現村道の維持管理） － 維持 実行中 実行中 実行中 実行中 実行中 〇

建設課
消雪パイプ敷設替（L=5,679ｍの更新　※村
道30路線）

－ 更新
実行中

（延長766.6
ｍ、　８本）

実行中
（延長1539.1
ｍ、15本）

実行中
（延長1997.1
ｍ、12本）

実行中
（延長1427.0
ｍ、8本）

完了
（延長1587.0
ｍ、7本）

〇

建設課 除雪ドーザ（更新） ０台 ７台 ３台 ２台 ２台 ２台 ０台 〇

総務政策課
JR米坂線の利用率維持（通学用定期券購入
補助金の継続）

－ 継続 継続 継続 継続 継続 継続 〇

総務政策課
路線バスの維持（小中学生通学定期券の無
料化事業の継続）

－ 継続 継続 継続 継続 継続 継続 〇

総務政策課
公共交通・デマン
ド

デマンド交通モデル事業（デマンド交通利
用者数）

０人 960人 ０人 未導入 未導入 計画中 378名 △

総務政策課
情報化推進事業（光回線契約者の増加
10％向上）

1,045回線 1,200回線 1,082回線 1,143回線 1,149回線 1,160回線 1,196回線 △

総務政策課 情報拠点整備事業（Wi-Fiスポット整備） ０か所 ２か所 ２か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 〇

総務政策課
情報セキュリティ研修（パソコン研修）、
サイバー犯罪被害防止研修会の開催

０回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 〇

（８）安心安全な
暮らしの確保

自然災害

空き家の管理及び
有効活用

生活環境の整備
（村道）

公共交通

（９）交通・通信

情報化社会の推進
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 １節　住みよい暮らしのために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

担当課 施策未実施の理由達成状況具体的施策

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）項目

建設課
加入促進（井戸水のみの世帯への加入推進
活動）

－ 実施 実行中 実行中 実行中 実行中 実行中 〇

建設課
水道施設の適正維持管理（水道基幹施設・
設備の更新）

－ － 実行中 実行中 実行中 実行中 実行中 〇

建設課
加入推進（下水道加入及び合併処理浄化槽
設置の推進）

－ 推進 実行中 実行中 実行中 実行中 実行中 〇

建設課
下水道施設の適正維持管理（下水道基幹施
設・設備の更新）

－ － 実行中 実行中 実行中 実行中 実行中 〇

住民税務課 啓発事業（不法投棄防止看板の設置） － 設置 実行中 実行中 実行中 実行中 実行中 〇

住民税務課
啓発事業（ごみの出し方チラシの全戸配布
を継続）

－ 継続 継続 継続 継続 継続 継続 〇

住民税務課 再資源化率向上（再資源化率） 15.6% 22.8% 14.2% 13.7% 13.4% 13.1% 12.4% △

健康福祉課 坂町病院活性化事業（協議会の継続） － 継続 継続 継続 継続 継続 継続 〇

健康福祉課 在宅医療の充実（訪問診療の数を増やす） － 継続 439件 392件 405件 453件 305件 △

健康福祉課 在宅医療の充実（訪問看護の継続） － 継続 継続 継続 継続 継続 継続 〇

健康福祉課 医療と介護の連携（ICT等の導入推進） － 推進 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

健康福祉課
医療と介護の連携（在宅医療推進センター
の活用）

－ 推進 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

健康福祉課
看取り体制の充実（看取りの数を増やす
（在宅））

－ 増加 ７件 ５件 ６件 ７件 ６件 △

健康福祉課
看取り体制の充実（看取りの数を増やす
（施設））

－ 増加 ５件 13件 11件 ８件 11件 △

健康福祉課 住民への普及啓発（年1回講演会等を開催） 0回 1回 実施 実施 実施 実施 実施 〇

健康福祉課 特定健康診査事業（受診率） 50.0% 60.0% 54.3% 53.9% 53.7% 49.5% 53.7% △

健康福祉課
糖尿病重症化予防事業（一人当たり医療
費）

320千円／人 345千円／人 333千円 365千円 411千円 431千円 430千円 〇

総務政策課 （13）消費者行政
暮らしの安全確保
（消費者行政）

啓発活動（被害防止のための情報提供） － 実施 実施 実施 実施 実施 実施 〇

（11）医療の確保

（12）国民健康保
険事業の安定化推
進

医療の確保

（10）生活環境

国民健康保険

上水道

下水道

産業廃棄物処理・
一般廃棄物処理
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 ２節　地域を担う産業振興のために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

農林課
農業施策（ほ場整
備、かんがい排水
整備）

土地改良区加入促進（土地改良区加入率） 41.0% 44.0% 41.0% 41.0% 41.0% 41.0% 41.0% △

農林課
農業施策（環境保
全型農業）

有機農業の推進（有機農業の環直払への申
請面積拡大）

810a 900a 785a 785a 785a 785a 785a △

農林課 6次産業化 6次産業化の推進 7団体 10団体 7団体 7団体 12団体 15団体 15団体 〇

農林課 6次産業化 6次産業化栽培・加工研修会の実施 １回 １回以上 ０回 １回 １回 １回 １回 〇

農林課
農業施策（担い
手）

新規就農者の確保 － １人 ２人 １人 ０人 １人 １人 〇

農林課
農業施策（担い
手）

認定農業者の育成（認定農業者技術向上研
修会を開催）

０回 １回 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 ×

認定農業者への農地集積が進
んだことで、耕作面積や営農
内容に違いが出始めました。
こうしたことから、認定農業
者に限らない農業者全体向け
にスマート農業研修会等を計
画しています。

農林課
農業施策（担い
手）

組織化の推進（新規団体） － １団体 法人化１ 無し 法人化１ 無し 無し 〇

農林課 稲作振興 一等級比率 88.0% 95.0％以上 87.1% 88.3% 87.0% 86.7% 74.1% △

農林課 畜産振興 乳牛飼養頭数 94頭 100頭 88頭 90頭 88頭 88頭 73頭 △

農林課 畜産振興 和牛飼養頭数（繁殖牛） 12頭 15頭 3頭 3頭 3頭 3頭 3頭 △

農林課 畜産振興 和牛飼養頭数（肥育牛） 394頭 400頭 98頭 95頭 89頭 89頭 86頭 △

農林課 肥育豚出荷頭数 7,965頭 8,100頭 8,056頭 7,714頭 7,247頭 7,247頭 7,486頭 △

農林課 採卵鶏・種鶏（採卵・ブロイラー頭数） 704,600羽 704,600羽 223,662羽 509,586羽 656,188羽 656,188羽 682,938羽 △

農林課 にいがた地鶏 3,300羽 3,300羽 200羽 ０羽 ０羽 ０羽 ０羽 ×
生産農家の休業や、労働力確
保が難しくなったため飼養を
中止している状況です。

農林課
農業施策（園芸振
興）

園芸振興のための意向調査（全世帯を対象
とした園芸振興に関するアンケート調査）

0回 2回 未実施 実施 未実施 未実施 未実施 △

農林課 猟友会による巡回 59回 65回 57回 70回 65回 53回 53回 △

農林課 防護柵等の設置支援 4か所 10か所 7か所 2か所 8か所 18か所 21か所 〇

農林課 カワウ対策 － 20羽程度 51羽 67羽 10羽 10羽 19羽 △

施策未実施の理由担当課 達成状況

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策

畜産振興

農業施策（有害鳥
獣）

項目

（１）地域産業の
分野別取組
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 ２節　地域を担う産業振興のために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

施策未実施の理由担当課 達成状況

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策

項目

農林課
適期の森林施業の
推進

森林経営計画作成推進（民有林内森林経営
計画面積の増加）

640ha 2,000ha 1541.87ha 1295.99ha 780.3ha 829.4ha 955.2ha △

農林課
治山・林道事業の
促進

林道・森林作業道の整備（民有林内路網延
長の増加）

96,617m 122,000m 109,105m 115,764ｍ 119,453ｍ 122,471ｍ 126,609ｍ 〇

農林課
特用林産物の生産性向上（菌床しいたけ）
生産性の増加

200t／年 300t／年 200t 220t 216t 198t 167t △

農林課
特用林産物の売上向上（菌床しいたけ）売
上額の増加

160,000千円／年 240,000千円／年 190,000千円 198,000千円 180,000千円 188,000千円 134,000千円 △

農林課 水産業 あゆ稚魚放流支援（稚あゆ放流量） 2,210㎏ 2,400㎏ 1,520㎏ 1,583㎏ 1,275㎏ 1,410㎏ 1,580㎏ △

総務政策課
販売額維持（年間販売額　※Ｈ24経済セン
サス）

3,224百万円 3,224百万円 2,856百万円 センサス未実施 センサス未実施 センサス未実施 センサス未実施 △

総務政策課 研修会支援（商業研修会） － １回 ０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ×

事業者からの要望がなかった
ため、実施しませんでした。
なお、県や企業が主催する研
修会等の案内は商工会を通じ
て会員へ周知を行いました。

総務政策課 プレミアム商品券発行事業補助金の継続 1回（110百万円） 1回（110百万円） 110百万円 110百万円 110百万円 55百万円
130百万円

コロナ対策とし
て

△

総務政策課 商品開発等支援（商品開発等事業支援） － １件 ０件 ０件 ０件 加工室を整備 ０件 〇

総務政策課 商品開発等支援（新規特産品の開発数） ０品 ５品 ０品 ０品 ０品 ５品 ０品 〇

総務政策課 地方産業育成資金（年間預託額） 60百万円 60百万円 60百万円 60百万円 60百万円 60百万円 60百万円 〇

総務政策課 中小企業振興資金（年間預託額） 35百万円 35百万円 35百万円 35百万円 35百万円 35百万円 35百万円 〇

総務政策課 職業訓練事業負担金 － ２人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ×
周知は実施しましたが、要望
がありませんでした。

総務政策課 企業誘致または起業 － １企（起）業 ０企（起）業 ０企（起）業 ０企（起）業 ０企（起）業 ０企（起）業 ×

アウトドア関係企業と交渉し
ましたが、条件が折り合わ
ず、誘致等には結びつきませ
んでした。

総務政策課 県内大学との連携 ０大学 １大学 ０大学 ０大学 １大学 １大学 １大学 〇

（１）地域産業の
分野別取組

企業振興・支援、
起業の促進

特用林産物の生産
振興

商業
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 ２節　地域を担う産業振興のために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

施策未実施の理由担当課 達成状況

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策

項目

総務政策課
行事の実施と各団体行事への支援及び助成
（主要施設入込客の増）

0% 5% 対前年△5.6％ 対前年△0.9％ 対前年4.5％増 対前年12.9％増 対前年△76.8％ △

総務政策課
情報共有及び意見交換の場の設営（関係者
による会議の開催）

２回 ３回 ２回 ２回 １回 １回 ０回 △

総務政策課
情報発信についての体制整備と各組織への
支援（観光協会HP閲覧数10％の増）

－ 10％増 対前年46％増 対前年△57.8％ 対前年16％増 対前年9％増
村ＨＰへ統合
のため計測不

可
△

総務政策課
文化財活用雇用創出事業（木羽葺職人体験
指導者及び見習い者育成）

０人 ４人 指導者１人 ０人 ０人 ０人 ０人 △

総務政策課
文化財活用雇用創出事業（喫茶コーナー及
び施設案内ガイド育成）

－ 育成 実行 実行 実行 実行 実行 〇

総務政策課
土産品原材料供給体制整備（稲わら生産者
育成）

１人 ５人 ２人 ４人 ４人 ３人 ３人 △

総務政策課
土産品原材料供給体制整備（猫ちぐら生産
者育成）

40人 40人 41人 30人 30人 30人 30人 △

総務政策課 木質バイオマス発電所の新設 － １か所 計画中 計画中 計画無し 計画無し 計画無し △

総務政策課 小・中学校での太陽光発電設備等の新設 － ２か所 計画中 計画中 計画無し 計画無し 計画無し △

総務政策課 エネルギー教育の実施（小中学生対象） － 各１回 計画無し 計画無し 計画無し 計画無し 計画無し ×

バイオマス発電事業の開始を
前提にしたエネルギー教育を
計画していましたが、発電事
業が頓挫したため実施不可と
なりました。

総務政策課 住宅用太陽光発電設備の普及 42件 100件 計画無し 計画無し 計画無し 計画無し 74件 △

総務政策課 産業間連携会議の設立 － １団体 ０団体 ０団体 ０団体 ０団体 ０団体 ×
会議を開催しましたが、参加
者からのニーズがなく、会議
の設立は行いませんでした。

総務政策課 情報・技術交換会の実施 － １回 ０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ×
開催に向け意向を調査しまし
たが、需要が見込めないため
実施しませんでした。

総務政策課 新たな事業創出への支援 － １件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ×
会議を実施しましたが、新規
事業の創出への支援まで至り
ませんでした。

各種団体との連携

（３）資源の活用

観光
（１）地域産業の
分野別取組

地域資源活用によ
る雇用創出

再生可能エネル
ギー施策
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 ２節　地域を担う産業振興のために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

施策未実施の理由担当課 達成状況

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策

項目

農林課 学校給食への村産食材の利用促進 15.1% 20.0% 調査無し 調査無し 調査無し 調査無し 調査無し ×

学校給食での村産食材の利用
は徐々に拡大しています。し
かし、給食全体での利用食材
の種類が多く、利用率の算出
には学校職員の負担が大きい
ことから調査は控えている状
況です。

農林課
あいさい市の利用促進（あいさい市の売上
20％増）

21,809千円 26,200千円 23,494千円 22,465千円 22,111千円 20,986千円 20,000千円 △

農林課
あいさい市の利用促進（固定化している出
品者の新規加入促進）

100人 120人 119人 120人 120人 120人 86人 △

農林課 農家と飲食店・旅館等とのマッチング － ２件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ×

村内食材の供給可能農家の把
握作業を進めてきました。令
和３年度は、マッチングの仕
組みを構築し、試験的ではあ
りますが村内飲食店、旅館等
で取組みを進めています。

地産地消
（４）地産地消の
推進
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 ３節　交流から定住を促すために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

総務政策課 ふるさと会員加入促進 304人 350人 324人 308人 312人 290人 267人 △

総務政策課 村人会員加入促進 208人 250人 218人 203人 194人 189人 184人 △

総務政策課 来村ツアーの実施 － １回 ０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ×

村内での村人会員と村民
の交流会を計画し、令和
３年度の実施に向け村人
会事務局と打合せを行い
ました。令和３年度は新
型コロナウイルスの影響
により中止とし、令和４
年度の実施を検討してい
ます。

総務政策課 IVUSAの受入拡大（夏と冬→四季ごと） ４事業 ６事業 ４事業 ４事業 ３事業 ３事業 ０事業 △

総務政策課 村内常設事務所の整備 － １か所以上 計画無し 計画無し 計画無し 計画無し 計画無し ×

村内でIVUSA後援会を立
ち上げましたが、常設事
務所を整備するまで至り
ませんでした。

総務政策課
移住者等向け住宅の整備（世帯向け移住者
等住宅）

０戸 ５戸 計画中 計画中 計画無し 計画無し 計画無し △

総務政策課 民間アパートの誘致 － １棟 計画無し 計画無し 計画無し 計画無し
募集したが応

募者なし
×

令和２年度に民間賃貸共
同住宅建設事業補助金を
活用し、建設事業者を募
集しましたが、応募があ
りませんでした。令和３
年度は応募があり、建設
事業者が賃貸共同住宅を
建設中です。

総務政策課
移住体験プログラムの作成（H30年度までに
作成）

－ 作成 計画無し 計画無し １集落で実施 １集落で実施 中止 〇

総務政策課 地域おこし協力隊 ０人 ３人 ０人 ２人 ２人 ３人 ２人 △

総務政策課 出会いイベント実施への支援 ０回 １回 １回 １回 １回 ０回 ０回 △

総務政策課
出会いイベントの実施を主として活動する
団体の育成

０団体 １団体 ０団体 ０団体 ０団体 ０団体 ０団体 ×

自発的に出会いイベント
を企画する団体はありま
すが、その他の活動も併
用しているため、主とし
ての活動は困難な状況で
す。

施策未実施の理由担当課 達成状況

（３）出会いの場
の創出

婚活、結婚相談

具体的施策

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

（１）都市との交
流

ふるさと会、村人
会

IVUSA

（２）移住・定住
施策

住宅整備、分譲地

田舎体験

項目
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 ４節　切れ目のない子育て支援のために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

健康福祉課
地域における子育て支援サービスの充実
（子育て支援センター「すくすく」の利用
率）

45.3% 60.0% 42.2% 33.5% 33.4% 39.1% 36.7% △

健康福祉課
子どもや母親の健康の確保・増進（1歳6か
児健診）

95.0% 100.0% 96.8% 100.0% 100.0% 90.9% 95.7% △

健康福祉課
子どもや母親の健康の確保・増進（3歳児健
診）

97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.5% 97.6% △

健康福祉課 延長保育事業の実施（3～5歳児利用率） 16.7% 20.0% 22.8% 29.0% 35.4% 44.3% 43.6% 〇

健康福祉課 延長保育事業の実施（0～2歳児利用率） 31.7% 35.0% 17.4% 18.3% 52.1% 60.5% 44.8% 〇

健康福祉課
子育て支援センター事業（子育て支援セン
ター「すくすく」の利用率）

45.0% 60.0% 42.2% 33.5% 33.4% 39.1% 36.7% △

教育課
保・小・中連携プログラムの推進（交流活
動の充実）

７回 ７回以上 10回 10回 ８回 ８回 ８回 〇

教育課
子育てに関する勉強機会の充実（講演会や
懇談会等勉強機会の充実）

５回 ５回以上 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 〇

教育課
スポーツ等のコミュニティ活動を通じた健
全育成対策の推進（スポーツ少年団加入
率）

40.0% 50.0％以上 52.6% 44.9% 43.2% 43.2% 37.5% △

教育課 非行防止啓発活動の充実 ２回 ２回以上 ３回 ３回 ２回 ３回 ３回 〇

施策未実施の理由担当課 達成状況具体的施策

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

（３）親と子の学
びと育ちを応援す
るために

項目

（４）子どもが安
全に育つ安心な村
づくり

ー

ー

ー

ー

（１）子育てをし
ているすべての家
庭を応援するため
に

（２）働きながら
子育てしている人
を応援するために
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 ５節　みんながいきいきと暮らせるために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

健康福祉課
生活習慣の適正化（小学生の朝食欠食率の
減少）

4.2% 3.0% 8.0% 5.3% 6.8% 8.4% 13.0% △

健康福祉課
生活習慣の適正化（中学生の朝食欠食率の
減少）

8.2% 5.0% 8.0% 12.5% 11.0% 15.4% 4.6% 〇

健康福祉課 肥満の減少（小学生） 11.7% 9.0% 13.7% 13.1% 11.6% 11.9% 12.0% △

健康福祉課 肥満の減少（中学生） 11.0% 9.0% 16.8% 14.8% 14.0% 16.6% 14.9% △

健康福祉課 肥満の減少（40～74歳） 30.8% 28.5% 27.6% 28.9% 26.6% 29.7% 28.3% 〇

健康福祉課
運動習慣の定着（毎日運動習慣のある人の
割合増加）

26.8% 30.0% 32.1% 34.7% 36.6% 33.8% 36.7% 〇

健康福祉課
喫煙率の低減（習慣的喫煙者の割合減少
男性）

35.5% 30.0% 30.5% 34.0% 33.1% 30.2% 27.8% 〇

健康福祉課
喫煙率の低減（習慣的喫煙者の割合減少
女性）

5.7% 5.0% 6.0% 5.0% 3.2% 4.9% 4.1% 〇

健康福祉課
地域理解意識醸成（メンタルヘルス講演会
の開催）

１回 １回 １回 １回 未実施 ０回 １回 △

健康福祉課 生ぎろでキャンペーン（啓発活動の継続） － 継続 継続 継続 継続 継続 継続 〇

健康福祉課
過去10年間の自殺死亡率（人口10万対）
15.0以下

－ 15％以下 － － 31% 30.10% 54.83% △

教育課
生涯スポーツの推進（健康教室の推進→通
年継続の教室増加）

３教室 ５教室 ４教室 ４教室 ４教室 ４教室 ４教室 △

教育課
スポーツ団体の育成（新規加盟団体の育
成）

12団体 14団体 12団体 12団体 12団体 12団体 12団体 △

教育課
スポーツ団体の育成（スポーツ活動を行う
児童割合の向上）

41.0% 60.0% 52.6% 44.9% 43.2% 43.2% 37.5% △

教育課
指導者・スポーツボランティアの育成（健
康運動指導士等）

１人 ３人 ３人 ３人 ３人 ５人 ５人 〇

教育課
競技スポーツの振興(スポーツ少年団・中学
部活動の指導者を地域から確保）

－ 各１人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ×
募集しましたが、時間帯
等の条件で折り合いが付
きませんでした。

教育課
スポーツ施設の充実（ど～む内にトレーニ
ング施設の設置）

－ 設置 会員525人 会員731人 会員961人 会員950人 会員983人 〇

施策未実施の理由担当課

項目 KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策 達成状況

（１）健康づくり

健康づくり・生活

心の健康づくり

スポーツ
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 ５節　みんながいきいきと暮らせるために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

施策未実施の理由担当課

項目 KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策 達成状況

教育課
芸術文化の振興（各サークルの展示会を開
催）

０回 ３回 ０回 ０回 １回 ３回 ２回 △

教育課
文化財保護の推進と活用（渡辺邸無料公開
日の設定）

１回 ２回 ２回 １回 ２回 １回 １回 △

教育課
文化財保護の推進と活用(歴史とみちの館入
館者数の増加）

4,000人 5,000人 4,680人 4,714人 6,138人 6,833人 5,349人 〇

教育課
文化財保護の推進と活用(埋蔵文化財包蔵地
の把握・周知及び保護）

－ 保護 実施中 実施中 実施中 実施中 実施 〇

教育課
文化財保護の推進と活用(発掘調査現場説明
会の実施）

０回 ２回 ０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ×
圃場整備の早期着工を優
先したため、実施しませ
んでした。

教育課
感動体験の創出（九ノ郷ウォーキング→関
川一周チャレンジウォーク）

－ 関川一周 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

教育課
健康の維持増進と体力の向上（運動拡大プ
ロジェクト、縄跳び運動の推進）

－ 推進 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

教育課 ICT活用によるアクティブラーニングの推進 小学校のみ 小・中学校 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

教育課 キャリア教育の推進 － 推進 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

教育課
防災教育の推進（地域と連携した防災合宿
の実施）

－ 実施 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

教育課
保小中・地域連携の推進（保小中連携協議
会の設立）

－ 設立 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

教育課 教育環境の充実（教員助手の適正配置） － 適正 完了 完了 完了 完了 完了 〇

教育課
教育環境の充実（小学校特別支援学級、中
学校への電子黒板導入）

－ 導入 完了 完了 完了 完了 完了 〇

教育課
教育環境の充実（中学校へのタブレット端
末、電子教科書の導入）

－ 導入 完了 完了 完了 完了 完了 〇

文化、芸能（３）芸術文化

（５）学校教育 学校教育について
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 ５節　みんながいきいきと暮らせるために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

施策未実施の理由担当課

項目 KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策 達成状況

教育課 幼児教育の充実（子育て学習会の実施） ０回 ２回 ０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ×
募集しましたが、参加者
がいなく、保育士等向け
に変更し実施しました。

教育課
青少年の健全育成（中学生ボランティアガ
イドの新規取組み）

０回 １回 ０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ×

他事業（チャレンジ100、
未来のハローワーク）の
新規実施に変更しまし
た。

教育課
青少年の健全育成（放課後子ども教室サ
ポーターの増員）

15人 30人 16人 16人 16人 18人 19人 △

教育課
青少年の健全育成（緑の少年団員の活性化
及び増員）

30人 50人 37人 20人 22人 18人 23人 △

教育課
生涯学習の充実（関川ふるさと学習の確
立・推進）

－ 確立 実施 実施 実施 実施 実施 〇

教育課 生涯学習団体の活性化（HPでの紹介） ０回 随時 ０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ×
令和３年度から、広報誌
で紹介しています。

教育課
せきかわゼミナールの育成（メンバーの拡
大）

10人 15人 ０回 ０回 ０回 ０回 ０人 ×
募集しましたが、参加者
がいませんでした。

教育課
生涯学習アドバイザーリストの見直しと活
用促進（H29年度までにリストの更新）

－ 更新済み 検討中 実施 実施 実施 実施 〇

教育課
生涯学習ボランティアの拡大(ボランティア
の拡大）

24人 30人 ０回 ０回 62人 63人 63人 〇

教育課 地域コーディネーターの配置 ０人 ５人 ０回 １人 １人 １人 １人 △

健康福祉課
民生委員による見守り事業の充実（見守り
活動の継続実施）

－ 継続 38人 51人 46人 41人 46人 〇

健康福祉課
老人クラブ組織の育成（老人クラブ連合会
への補助金継続　1連合会）

－ 継続 723千円 723千円 723千円 600千円 600千円 〇

健康福祉課
老人クラブ組織の育成（地区老人クラブへ
の補助金継続　21クラブ）

－ 継続
21クラブ
978千円

21クラブ
978千円

21クラブ
982千円

21クラブ
996千円

20クラブ
970千円

〇

健康福祉課 認知症地域支援推進員の配置 ０人 １人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 〇

健康福祉課 生活支援コーディネーターの配置 ０人 １人 １人 １人 １人 １人 １人 〇

健康福祉課 地域の茶の間活性化（実施か所の増加） 29か所 34か所 30か所 32か所 30か所 30か所 29か所 △

健康福祉課
介護予防普及啓発事業（研修や講演会の参
加者数増加）

444人 800人 2,244人 2,104人 2,244人 2,001人 998人 〇

健康福祉課 地域の茶の間での健康教室 － 6回 6回 70回 46回 30回 29回 〇

健康福祉課 ゆ～む利用券の配布 － 継続 1,366人 1,347人 事業廃止 事業廃止 事業廃止 △

健康福祉課 人間ドック補助金 － 継続 17人 12人 17人 19人 21人 〇

（７）人材の育成 ー

高齢者対策

（８）高齢者対策

介護保険、地域包
括

生涯学習（６）生涯学習
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 ５節　みんながいきいきと暮らせるために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

施策未実施の理由担当課

項目 KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

具体的施策 達成状況

健康福祉課
福祉施設入所者の地域生活への移行（H25年
度末施設入所者12%以上を地域生活へ移行）

施設入所者14人 12.0%
施設入所者

14人
施設入所者

13人
施設入所者

12人
施設入所者

12人
施設入所者

11人
△

健康福祉課
地域生活支援拠点等の整備（H29年度までに
地域生活支援拠点を整備）

－ 整備済み 未着手 未着手 未着手 未着手 未着手 ×
令和５年度末までに整備
を行います。

健康福祉課
福祉施設から一般就労への移行等（H24年度
実績の2倍以上）

０人 ２倍以上 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ×
移行者はいませんでし
た。

健康福祉課
福祉施設から一般就労への移行等（就労移
行支援事業利用者　H25末利用者の6割以上
増）

１人 ６割以上 １人 １人 ０人 ０人 １人 △

障がい者福祉（９）障害者福祉
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 ６節　無駄のない行財政の運営のために

（大項目） （小項目）
基準値
（H27）

目標値
（R2）

H28実績 H29実績 H30実績 Ｒ元実績 Ｒ２実績

総務政策課 固定資産台帳の整備（H28年度までに整備） － 整備済み 完了 完了 完了 完了 完了 〇

総務政策課
地方公会計の導入（地方公会計を導入し、
住民等へ分かりやすい公表に努める）

－ 公表 導入中 完了 完了 完了 完了 〇

総務政策課
人材育成のための人事評価の実施（職員の
人材育成に積極的に活用）

－ 活用 実施 実施 実施 実施 実施 〇

総務政策課
個人番号カード早期取得の推進（取得率15%
を目標）

－ 15.0% 6.30% 7.10% 7.52% 9.01% 20.00% 〇

総務政策課 ストレスチェックの実施 0% 100.0% 実施 実施 実施 実施 実施 △

総務政策課 メンタルヘルス講座の実施 ０回 １回 実施 実施 実施 実施 実施 〇

総務政策課 職員研修講座 １回／月 １回／月 毎月実施 毎月実施 個人研修 個人研修 個人研修 △

総務政策課 行政懇談会の実施 － 実施 未実施 未実施 実施 実施 実施 〇

総務政策課
的確な情報提供（ホームページ更新回数の
増）

－ 増加 実施 実施 実施 実施 実施 △

総務政策課
インターネットによる広聴活動の実施（パ
ブリックコメントの実施）

－ 実施 未実施 未実施 未実施 未実施 実施 〇

総務政策課 業務システム連携(連携自治体数） ２団体 ３団体 ２団体 ２団体 ２団体 ３団体 ３団体 〇

施策未実施の理由担当課 達成状況具体的施策

KPI（施策ごとの重要業績評価指数）

（３）広報広聴

ー

ー

ー

項目

（１）財政の健全
化

（２）行政の効率
化
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