
（藤崎町総合戦略会議による評価確定後）
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１．藤崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略施策パッケージについて

２．施策パッケージの見方について

（１）担当課による目標設定および検証

○重要業績評価指標KPI・・・事業の効果を検証する指標
○目標値・・・年度内の事業展開により目指すべき評価指標の数値（年度内達成値または累計値）
○実績値・・・年度末における評価指標の数値（年度内達成値または累計値）

○達成度（事業効果）・・・目標値と実績値を比較し、判定基準により事業の効果を５段階で検証します。
A 地方創生に非常に効果的であった。（実績値が目標値に近い場合や上回った場合など）
B 地方創生に相当程度効果があった。（実績値が目標値の７割～８割程度の場合など）
C 地方創生に効果があった。（実績値（年度内達成値）が目標値を７割程度より下回っても、事業開始前よりも状況（累計値）が改善した場合など）
D 地方創生にあまり効果がなかった。（実績値（年度内達成値）が目標値を７割程度より下回り、事業開始前と状況（累計値）が同じ場合など）
E 地方創生に効果がなかった。（実績値が目標値を大きく下回り、事業開始前よりも状況が悪化した場合など）

○今後の方針・・・事業効果を検証し、次年度以降の事業取組みの方針を決定します。また、その理由について詳細を記載します。
１．事業をさらに発展させる。
２．事業を継続する。
３．事業内容を見直す。
４．予定通り事業終了。
５．事業を中止する。

（２）藤崎町総合戦略会議による検証および評価

○総合戦略会議事業評価・・・事業効果及び今後の方針を検証し、地方創生の推進に有効であるかを３段階で評価します。
A 総合戦略の推進に有効である。
B 総合戦略の推進に効果は小さいが有効であると言える。
C 総合戦略の推進に有効とは言えない。

 【KPI】 key performance indicator

 重要業績評価指標。業績評価を定量的に評価する指標。達成目標に対し、どれだけの進歩があったかを明確にする指標であり、これをもとに進捗状況と業務改善を行う。

【PDCAサイクル】

 事業の推進やリスクマネージメントを円滑に行う手法。Plan（計画）−Do（実行）−Check（確認）−Action（行動）の４段階の構成となっていることから、PDCAと称されている。

 藤崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略施策パッケージは、令和２年度から令和６度までの５年間を計画年度とする藤崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略に

示した主要施策に基づき、具体的に実施する事業等を定めたものです。施策パッケージには、藤崎町総合計画基本計画（ふじさき未来・夢プラン）の実施計画

（アクションプラン）に定めた事業や新規に実施する事業の中から、数値目標を設定でき、総合戦略の推進やKPI達成に有効と考えられる事業を掲載しており、

PDCAサイクルにより効果検証することとします。
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 ＜基本目標１＞　地域産業に魅力ある“しごと”を創生する

◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

■経営体あたり農作物販売
額

489万円
（H22）

現状より増加
（H32）

590万円
（RESAS）

― ― ― ―
調査結果待ち

(RESAS)
【参考値】771万円

■観光入込客数
247,329人
（H26）

310,000人
（H32）

※5年で25％増加

265,670人
（観光入込客数調べ）

244,900人
（観光入込客数調べ）

211,323人
（観光入込客数調べ）

284,582人
（観光入込客数調べ）

292,777人
（観光入込客数調べ）

175,143人
（観光入込客数調べ）

■食彩ときわ館利用者数
150,793人
（H26）

181,000人
（H32）

※5年で20％増加

152,767人 147,498人 109,521人 229,261人 207,032人
172,752人

（ふじさき食彩テラス
利用者数調べ）

【参考値算出方法】 R1市町村別農業産出額（推計）661千万円 ／ 2020年農林業センサス市町村別経営体数（R1.12～R2.2末）857経営体 ≒ 771万円／経営体

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■経営体あたり農作物販売
額

590万円
（H27）

現状より増加
調査結果待ち

(RESAS)
【参考値】771万円

― ― ― ―

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■ふじさき食彩テラス利用
者数

207,032人
（R1）

242,032人
※５年で35,000人増加

172,752人

◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

藤崎ブランド農産物 みんなで発信！みんなで応援！ ■新規就農者数
18人

（H26）

48人
（H32）

※5年で30人増加

24人
（新規就農者支援制度利用者

数累計）

28人
（新規就農者支援制度利用者

数累計）

34人
（新規就農者支援制度利用者

数累計）

41人
（前年＋認定新規就農者＋
人農地プラン掲載者）

43人
（前年＋認定新規就農者＋
人農地プラン掲載者）

52人
（前年＋認定新規就農者＋
人農地プラン掲載者）

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初参考値 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■新規就農者数
43人

（R1）
73人

※5年間で30人増加

52人
（前年＋認定新規就農者＋
人農地プラン掲載者）

・新規就農者数は目標を達成しており、事業の効果が出ている。
・一方で地域産業の継続のためには、高齢者の離農に対する効果的な事業継承施策にも注力しつつ、今後も人数や経営面積数を維持していく必要がある。
・関係する補助制度や育成事業なども組み合わせ、町の基幹産業である農業の発展に向けたサポートを継続する。

概要
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

（１）まちの未来を耕す農業の振興

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

　地域資源を活かしながら、地域農業６次産業化、観
光コンテンツ創出、産業強化、戦略的雇用支援等を推
進し、地域に魅力あるしごとを創る。それにより、皆
が地域に定着し、輝いて活躍できる基盤づくりを進め
る。

・経営体あたり農作物販売額は増加の見込となっており、戦略推進の効果が見られる。
・観光入込客数や食彩ときわ館（ふじさき食彩テラス）利用者数については平成３０年度のふじさき食彩テラス整備を機に大幅に上昇した。食彩テラス利用者数は平成３０年
　度、令和元年度に目標を達成し、観光入込客数も令和元年度には目標値に迫る勢いだったが、令和２年度はコロナ禍の特殊な事情によりどちらも目標値を大幅に下回った。
・総じて総合戦略の推進に有効性が見られるため、今後も感染症の動向に注視しながら、効果的な個別施策の継続発展を期待したい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数

177,000千円（7,000千円増）
159,500人（3,500人増）

116,000千円
109,521人

C 地方創生に効果あり １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H30 H30
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数
新規雇用者数及び創業者数（累計値）

229,100千円（52,100千円増）
175,000人（15,500人増）
50人（50人増）

230,814千円
229,261人
97人

A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ハード R1
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数
新規雇用者数及び創業者数（累計値）

249,800千円（20,700千円増）
181,000人（6,000人増）
80人（30人増）

199,105千円
207,032人
106人

A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(活力) R2
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数
新規雇用者数及び創業者数（累計値）

272,700千円（22,900千円増）
189,000人（8,000人増）
115人（35人増）

193,669千円（5,436千円減）
172,752人（34,280人減）
123人（17人増）

C 地方創生に効果あり ３ 事業見直し A 総合戦略に有効

R3
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数

284,929千円（12,229千円増）
196,000人（7,000人増）

戦略推進係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

643,973 38,458 7,976 0 0

国・県支出金 283,602 3,988

地方債 346,700 35,700

その他

一般財源 13,671 2,758 3,988

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 ふじさき産品開発数 ５品 ８品 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 ふじさき産品開発数 ５品 １１品 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 ふじさき産品開発数 ５品 ８品 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 ふじさき産品開発数 ５品 ５品 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 ふじさき産品開発数 ５品

戦略推進係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

6,284 2,415 2,489 2,774 2,489

国・県支出金 3,142 1,207 1,244 1,387 1,244

地方債

その他

一般財源 3,142 1,208 1,245 1,387 1,245

目　　　　　　　標事業概要・取組内容事業名

①-(1)-1　まちの未来を
耕す農業の振興

総合計画分類：
1-1-(2)　地域６次産業化

の推進

ふじさき食産業創造拠点整備事業

【事業概要】
官民協働の地域商社を核として、農商工連携並びに
特色ある地域間連携による町の魅力ある農産物等の
地域資源を最大限に活用した「ふじさき『食』産業
創造プロジェクト」を立ち上げ、地域に魅力ある雇
用を創出し、町の将来的な人口減少の抑制につなげ
ることを目的に、プロジェクトを展開する地域商社
の活動拠点となる「ふじさき『食』産業創造拠点」
を整備した。令和３年度以降はふじさき食彩テラス
の売上金額及び利用者数の押し上げを目指す。
【取組内容】
ふじさき食彩テラスの農産物加工、飲食、観光情報
発信等の機能を拡充し、子育て家庭をターゲットに
した事業展開を図る。

平成30年3月末までに竣工する

ふじさき食彩テラス売上金額　52,100千円増
ふじさき食彩テラス利用者数　15,500人増
新規雇用者数及び創業者数（累計値）　50人増

ふじさき食彩テラス売上金額　20,700千円増
ふじさき食彩テラス利用者数　6,000人増
新規雇用者数及び創業者数（累計値）　30人増

ふじさき食彩テラス売上金額　22,900千円増
ふじさき食彩テラス利用者数　8,000人増
新規雇用者数及び創業者数（累計値）　35人増

ふじさき食彩テラス売上金額　12,229千円増
ふじさき食彩テラス利用者数　7,000人増
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ふじさき産品開発育成事業

【事業概要】地域6次産業化を推進するため、地元農産物等
を活用した新しいふじさき産品の開発や事業拡大の支援を
行うとともに、既存の商工業者が販売している産品のブ
ラッシュアップについてもアドバイスを行うなど、地域資
源の磨き上げ及び開発育成を図る。

【取組内容】若手農家等の地元農産物を活用した加工品の
開発、お菓子など既存商品のブラッシュアップ等、地域産
品を活用した事業経営の支援を行う。

ふじさき産品開発数　７品

ふじさき産品開発数　７品

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 藤崎委員：今後もある程度感染対策を継続

する必要があることを踏まえると、単に利
用者数増加を図るのではなく、利用者が増
えなくても売上が増加する方策、例えば客
単価の増加に繋がる商品提供などが望まれ
る。

1

総合計画分類：
1-1-(2)　地域６次産業化

の推進

ふじさき産品開発数　７品

ふじさき産品開発数　５品

総合戦略分類：
①-(1)-2　まちの未来を

耕す農業の振興

ふじさき産品開発数　５品

総合戦略分類：

令和２年度のコロナ禍において、テ
ラス利用者数の減に対し売上の落ち
込みが小幅であることから、客単価
が増加していることが見て取れま
す。今後も町の持つ地域の独自性を
最大限発揮する販売方法の導入や、
プロモーション・マーケティング等
における関係者の資質向上などによ
り、ふじさき産品のブランド力向上
と売上の増加を図ります。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

【実績】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外出自粛のため、ふじさき食彩テラスの売上金額及び利用
者数が減少した。

【今後の取組】
拠点施設の指定管理者である(株)ふじさきファーマーズＬＡＢＯが、売上金や町からの指定管理料等に
より、主体的に拠点施設を管理運営する。

（事業効果と今後の方針の乖離について）
令和２年度で地域再生計画が終了したので、令和３年度から事業名を「整備事業」から「運営事業」に
変更し、ふじさき食彩テラスの支援をして売上金額及び利用者数の押し上げを図る。

開発後の産品について、新聞社等へ
のＰＲ及びテラスでの発表会の支援
を行っている。
また、R3.7よりテラス観光案内所に
て産品の販売コーナーを設置し、よ
り多くの人が購入するようにしてい
る。事業費（千円）

年度

前期基本計画
石澤委員：開発で終わりではなく、販売場
所の支援が大切。

【実績・効果】
地元農産物を使用した商品の開発や既存商品のブラッシュアップなど、ふじさき産品の開発育成支援に
より、地域の稼ぐ力の強化につながった。
・開発商品（ドレッシングは「Ｄ」表記）
H29（8商品）：みょうがＤ、ぼくがつくったつがるロマン、じゃん坊くん、アスパラ＆チーズＤ、たま
ねぎ30Ｄ×2（醤油・白ワイン）、コメットりんご、ふじラスク
H30（11商品）：ミニトマトと豆乳Ｄ、ドライトマト、りんごフレンチマスタードＤ、生姜みそＤ、恋
する乙女パイ、にんじん30Ｄ、ごぼう30Ｄ、青森県産「ふじ」セミドライりんごのあめっこ、りんご
ジャムディップ、マイヤーレモンとりんごのジャム、りんごコンポートゼリー寄せ
R1（8商品）：ロースト大豆×3（プレーン・ミックス・キャラメリゼ）、干し野菜のピクルス、林檎の
御茶、大豆ポン、恋する乙女パウンド、黒ニンニク
R2（5商品）：ピーマンみそ、ふじさきSCONE、Pomus、カクテキできた！、黒にんにくラテせんべい

【今後の取組・方針】
平成31年度からは、ふじさき産品ＬＡＢＯ事業（ふじさき産品開発育成）として、ふじさき産品開発育
成事業を展開している。
今後も地元農家、事業者の活動を支援していく。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 認定農業者数 253人 231人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1・R3 H30 認定農業者数 253人 228人 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 認定農業者数 242人 223人(1,386ha) B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 認定農業者数 248人 212人（1,396ha） B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3
認定農業者数
経営面積

224人
1,410ha

農政係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

197 200 200 200 200

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 197 200 200 200 200

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 りんご産業基幹青年養成者数 3人 5人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1・R3 H30 りんご産業基幹青年養成者数 4人 4人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 りんご産業基幹青年養成者数 4人 4人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 りんご産業基幹青年養成者数 3人 1人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 りんご産業基幹青年養成者数 1人

農政係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

918 735 742 187 187

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 918 735 742 187 187

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 りんご病害虫マスター養成者数 2人 2人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1・R3 H30 りんご病害虫マスター養成者数 2人 2人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 りんご病害虫マスター養成者数 2人 2人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 りんご病害虫マスター養成者数 2人 2人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 りんご病害虫マスター養成者数 2人

農政係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

162 162 245 165 165

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 162 162 245 165 165

総合戦略分類：
①-(1)-3　まちの未来を

耕す農業の振興

認定農業者数を224経営体とする。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

藤崎町認定農業者事業

【事業の概要】
藤崎町認定農業者協議会に補助し、会員の資質向上
を図るため、認定農業者研修や先進地視察研修等を
通じて担い手の育成、技術の向上及び確保を目指
す。
平成３７年度目標：認定農業者数２８０人

【取組内容】
認定農業者の営農技術向上・知識習得を通じて、担
い手の育成を図る。

認定農業者数を252経営体とする。

認定農業者数を236経営体とする。

総合計画分類：
１－１－（３）　将来の
担い手の育成・支援体制

の整備

認定農業者数を242経営体とする。

認定農業者数を248経営体とする。

4

県りんご産業基幹青年養成事業

【事業の概要】
県りんご協会が実施しているりんご農家の後継者対
象の研修会に派遣し、りんご生産者の育成とりんご
産業の発展を図る。
研修期間2年（1名）

【取組内容】
地域組織活動の中核的役割を果たすりんご産業基幹
青年を育成する。

5名の養成を委託する。（2年目）

4名の養成を委託する。（1年目）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） （藤崎町総合戦略会議　事前評価用） 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績・効果】
R2年度末現在212経営体（新規認定　12経営体）
・計画していた視察研修、講演会及び勉強会、情報交換会が新型コロナウイルス感染症により開催する
ことができなかった。

【今後の取組・方針】
・高齢化による担い手農家減少に対応するため、後継者への経営継承による認定継続を促すと共に認定
新規就農者や基準到達者で未認定の者に対する認定農業者への誘導を積極的に実施する。

石澤委員：後継者へ経営継承を促す対策が
見えない。また、認定農業者であることの
メリットが見えない。

3

総合計画分類：
１－１－（３）　将来の
担い手の育成・支援体制

の整備

4名の養成を委託する。（2年目）

3名の養成を委託する。（1年目）

総合戦略分類：
①-(1)-4　まちの未来を

耕す農業の振興

3名の養成を委託する。（2年目）

農業者の高齢化が進んでいることか
ら、後継者への経営継承につながる
対策を検討中である。また、認定農
業者であることにより、農業機械導
入や施設整備の国・県の補助事業活
用ができることや各種農業制度活
用・資金融資等の際有利な条件と
なっております。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：
①-(1)-5　まちの未来を

耕す農業の振興

2名の養成を委託する。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

りんご病害虫マスター養成事業

【事業の概要】
県りんご協会が実施している病害虫の生態・防除等
の研修会に派遣し、りんご病害虫の発生予防から防
除までの基礎知識及び応用技術を習得した、地域で
活躍できる農薬に精通した人材の育成を図る。研修
期間1年(２名）
【取組内容】
地域で活躍できる農薬に精通した人材を育成する。

2名の養成を委託する。

2名の養成を委託する。

年度
前期基本計画

【実績・効果】
R2県りんご産業基幹青年養成委託1名、R3研修期間2年修了予定。

【今後の取組・方針】
若手りんご生産者育成のため、今後も養成委託を継続する。

総合計画分類：
１－１－（３）　将来の
担い手の育成・支援体制

の整備

2名の養成を委託する。

2名の養成を委託する。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

県りんご病害虫マスター養成委託2名

【今後の取組・方針】
りんご病害虫防除の熟練者育成のため、今後も養成委託を継続する。

5

事業費（千円）
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 りんご剪定士養成事業 2人 2人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1・R2 H30 りんご剪定士養成事業 3人 3人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 りんご剪定士養成事業 3人 3人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 りんご剪定士養成事業 3人 3人 A 地方創生に非常に効果的 ４ 予定通り終了 A 総合戦略に有効

R3

農政係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

216 324 327 330 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 216 324 327 330 0

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 にんにく種子育成ほ場面積 135ａ 140ａ B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1・R3 H30 にんにく種子育成ほ場面積 170ａ 170ａ A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 にんにく種子育成ほ場面積 170ａ 170a A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 にんにく種子育成ほ場面積 170ａ 130a B 地方創生に相当程度の効果 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

R3 にんにく種子育成ほ場面積 130ａ

農政係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

1,000 1,000 1,500 1,000 500

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 1,000 1,000 1,500 1,000 500

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 首都圏消費者農業体験交流人口 60人 51人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1・R3 H30 首都圏消費者農業体験交流人口 60人 42人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 首都圏消費者農業体験交流人口 60人 89人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 首都圏消費者農業体験交流人口 65人 0人 E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 首都圏消費者農業体験交流人口 70人

農政係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

500 500 500 500 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 500 500 500 500 0

6

りんご剪定士養成事業

【事業概要】
高度なりんご剪定技術習得とともに理念の実践行動
力を兼ね備えた人材育成を図る。
研修期間3年(2名）

2名の養成を委託する。（3年目）

3名の養成を委託する。（1年目）

総合計画分類：
１－１－（３）　将来の
担い手の育成・支援体制

の整備

3名の養成を委託する。（2年目）

3名の養成を委託する。（3年目）

総合戦略分類：
①-(1)-6　まちの未来を

耕す農業の振興

事業費補助終了

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業費（千円）

年度
前期基本計画 【実績・効果】

県りんご剪定士養成委託3名（R2年度修了）

【今後の取組・方針（事業効果と今後の方針の乖離について）】
りんご選定技術者育成のため必要であるが、県りんご協会で事業を開催しないため事業終了とする。事
業再開した場合は、今後も養成委託を継続することとする。また、町独自の剪定講習会を実施するもの
とする。

7

にんにく優良品種導入事業

【事業の概要】
にんにくのウィルスフリー種子を育成し、生産農家
に供給することにより、高品質にんにく生産の維持
を図る。

【取組内容】
にんにくのウイルスフリー種子購入助成により、に
んにく優良品種のブランド化を推進する。

にんにく優良品種の栽培面積維持・拡大を通じてブランド化推進を図る。

にんにく優良品種の栽培面積維持・拡大を通じてブランド化推進を図る。

総合計画分類：
１－１－（１）　ふじさ
きブランド農産物の付加

価値向上

にんにく優良品種の栽培面積維持・拡大を通じてブランド化推進を図る。

にんにく優良品種の栽培面積維持・拡大を通じてブランド化推進を図る。

総合戦略分類：
①-(1)-7　まちの未来を

耕す農業の振興

にんにく優良品種の栽培面積維持・拡大を通じてブランド化推進を図る。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：
①-(1)-8　まちの未来を

耕す農業の振興

訪問者数を７０人とし、町の農産物をPR、販路拡大を図る。

ＪＡ津軽みらいにおいて「ときわに
んにく」で商標登録出願中であり、
１０月頃に登録になる予定。商標登
録を契機にＪＡと一体的に更なる効
果的なＰＲ活動等を検討する。事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

食料と農業に関する基本協定
代表者会議助成事業

【事業の概要】
食料と農業に関する基本協定代表者会議の事業運
営。事務局・代表者会議、農業体験・交流会の実施
のための経費（町負担分）で、都市消費者と生産者
の交流を図る。
平成３３年度目標：交流訪問者数７０人

【取組内容】
首都圏消費者と地元生産者の交流人口を拡大するた
め、農業体験交流会を開催する。

訪問者数を６０人とし、町の農産物をＰＲし販売拡大を図る。

訪問者数を６０人とし、町の農産物をＰＲし販売拡大を図る。

年度
前期基本計画

【実績・効果】
ウィルスフリー種子購入費 6,709,600円
種子増殖ほ場面積 130a

【今後の取組・方針】
増反支援策の振興野菜作付支援事業との棲み分けを図り、ときわにんにくブランドの維持に必要な経費
を支援するほか、藤崎地域への効果波及を目指す。

（事業効果と今後の方針の乖離について）
予算削減のために事業費を徐々に減らしているが、ときわにんにくブランド維持のため、必要経費の補
助と種子増殖ほ場面積の維持を継続する（前向きな事業見直しなので乖離ではないと思われる）

石澤委員：ウイルスフリー種子助成も必要
だが、ときわにんにくをブランド化する中
で、ＪＡと町との協力が必要不可欠。現在
は別々に動いているように見える。

総合計画分類：

8
オンラインでの町農産物紹介等でコ
ロナ禍での交流継続を検討する。

事業費（千円）

１－１－（６）　消費者
団体との交流の促進

訪問者数を６５人とし、町の農産物をＰＲし販売拡大を図る。

訪問者数を６５人とし、町の農産物をＰＲし販売拡大を図る。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

新型コロナの影響により産直交流企画すべての事業を中止

【今後の取組・方針】
町農産物のPR、販売拡大に向けて今後も事業継続する。
(オンラインを中心とした農産物の紹介など)
※コロナの収束状況により、下半期より産直交流企画の再開を検討。
※Ｒ３年度の事業費は、Ｒ２年度の繰越分で対応するため計上なし。

石澤委員：コロナでできないのは仕方ない
が、オンライン等でやっているところはあ
る。コロナ収束を待つのではなく、交流を
継続してファンを増やす必要があるので
は。

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑
みると、実施できなかったのはやむを得
なかったと考えられる。
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

まちを歩き まちを知る 好奇心でまち再発見！
■観光ウェブサイト利用者
数

サイト開設
（H27）

500人
（H32）

※5年で500人増加

０人
（年度末開設）

14,574人 29,822人 48,121人 53,951人 42,052人

※これまでの指標「観光ウェブサイト利用者数」を、
より目標に近い指標「観光入込客数」に置き換えする

■観光入込客数
247,329人
（H26）

310,000人
（H32）

※5年で25％増加

265,670人
（観光入込客数調べ）

244,900人
（観光入込客数調べ）

211,323人
（観光入込客数調べ）

284,582人
（観光入込客数調べ）

292,777人
（観光入込客数調べ）

175,143人
（観光入込客数調べ）

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■観光入込客数
292,777人
（R1）

324,982人
※5年で11％増加

175,143人
（観光入込客数調べ）

（２）魅力あふれる観光の創出

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・観光ウェブサイトの開設後に一定の利用者があることから、事業の効果として評価できる。
・令和２年度にはコロナ禍の影響を受けて数値が大幅な減となっているので、状況回復後の反転攻勢に向けて、現在の施策を慎重かつ確実に継続する必要がある。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 Facebook「ふじさんぽ」の「いいね！」数 215 304 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 Facebook「ふじさんぽ」の「いいね！」数 334 657 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

ソフト R1 サイトアクセス数（Facebook「ふじさんぽ」の「いいね！」数含む） 45,000 53,951 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 サイトアクセス数（Facebook「ふじさんぽ」の「いいね！」数含む） 59,346 42,052 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 サイトアクセス数（Facebook「ふじさんぽ」の「いいね！」数含む） 46,257

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

648 648 396 264 264

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 648 648 396 264 264

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 町民力結集の新たな取り組み件数 1件 5件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 町民力結集の新たな取り組み件数 1件 7件 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

ソフト R1 町民力結集の新たな取り組み件数 1件 3件 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 町民力結集の新たな取り組み件数 3件 0件 E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 町民力結集の新たな取り組み件数 3件

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

6,001 6,650 6,650 204 6,218

国・県支出金

地方債

その他 6,001 6,650 6,650 204 6,218

一般財源

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 ご当地キャラ活動件数 30件 34件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 ご当地キャラ活動件数 30件 22件 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1 町内での新たな催しへの参加件数 1件 0件 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 町内での新たな催しへの参加件数 1件 1件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 町内での活動件数 5件

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

2,050 2,023 2,050 2,050 1,850

国・県支出金

地方債

その他 2,000 2,000 2,000 2,000 1,800

一般財源 50 23 50 50 50

1

観光ウェブサイト「ふじさんぽ」及び関連ＳＮＳ
運用事業

【事業概要】
観光情報の提供に特化したウェブサイト「ふじさん
ぽ」と当該フェイスブックの運用により、イベント
やご当地キャラクターの活動、特産品の情報を積極
的に発信し、閲覧者の来町したい気持ちを芽生えさ
せ、また閲覧者からのコメントやイベント参加者の
記事を掲載することで、観光人材として関わりを持
てる人物の発掘など、サイト等を通じて町への興味
と参加・交流の輪を広げ、観光人材育成へのつなが
りを図る。

サイトアクセス数及びフェイスブックへの「いいね」数前年比10％増とする。

サイトアクセス数及びフェイスブックへの「いいね」数前年比10％増とする。

総合計画分類：
４－５－（３）　専用

ウェブサイト及びSNSの活
用

サイトアクセス数及びフェイスブックへの「いいね」数前年比10％増とする。

サイトアクセス数(フェイスブックへの「いいね」含む）前年比10％増とする。

総合戦略分類：
①-(2)-1　魅力あふれる

観光の創出

サイトアクセス数(フェイスブックへの「いいね」含む）前年比10％増とする。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 平成28年度運用開始。

【実績・効果】
町の観光情報の発信に効果的である。
Ｒ２年度のアクセス数は３０％程減少した。イベントの中止等が原因と考える。
Ｒ２年度からYouTubeで動画配信開始
【今後の取組・方針等】
イベントの事前告知、中止などより的確な発信に努める。引き続き、興味を引く、魅力あるページづく
りと効果的な情報発信に取り組む。

１－４－（１）　魅力あ
ふれる観光コンテンツの

創出

町民力結集のため、町民参加の新たな取組を1つ組み込んでいく。

新たな取組を実施しながら、町の魅力を発信、町民力の結集を図る。

総合戦略分類：
①-(2)-2　魅力あふれる

観光の創出

新たな取組を実施しながら、町の魅力を発信、町民力の結集を図る。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

ふじさき秋まつり事業

【事業概要】
町の産業振興・芸術文化の向上・健康増進を目的
に、町民力を結集し、交流を深め、町のＰＲをす
る。

町民力結集のため、町民参加の新たな取組を1つ組み込んでいく。

町民力結集のため、町民参加の新たな取組を1つ組み込んでいく。

3

町の魅力発信事業

【事業概要】
町の魅力を広く情報発信するため、ご当地キャラク
ターを活用したグッズ製作・配布やキャラクターの
イベント参加、特産品販売委託への報賞を行う。

ご当地キャラクターの活動件数を年間30件以上とする。

ご当地キャラクターの活動件数を年間30件以上とする。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 ※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑みると、

実施できなかったのはやむを得なかったと考えら
れる。

2

総合計画分類：
１－４－（２）　観光情

報の発信強化

町内での新たな催しへの参加を1件以上とする

町内での活動件数１０件

総合戦略分類：
①-(2)-3　魅力あふれる

観光の創出

町内での活動件数５件

総合計画分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

【実績・効果】
R２年度は感染予防対策として、感染予防ガイドラインを作成し、コロナ禍での開催にむけ準備をしてい
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止を決定した。

【今後の取組・方針等】
まつり実行委員会やチームリーダー会議、参加者等の意見も取り入れ、既存事業の継続の可否や効果を
検証しながら新たな取組を検討する。
新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、コロナ禍での開催にむけた取組を検討する。

事業費（千円）

年度
前期基本計画 事業費は、町村の魅力補助金2,000,000円による

【実績・効果】
R２年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりキャラクターの活動は制限された。
実績：２件（五能線「あっぷる号」、東北DCのPRイベント（新規））

【今後の取組・方針等】
キャラクター活動は、原則町内とし、内容や必要に応じて圏域、県外で出演する。
知名度も高いので、キャラによる町の情報発信に努める。
イベントのノベルティについても参加者のニーズに合ったものを制作していく。
令和３年度以降もコロナの影響を考慮し、目標を変更する。
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事業区分 年度
重要業績評価指標 ＫＰ

Ｉ
目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 観光ボランティアガイド数 1人 3人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 観光ボランティアガイド数 4人 3人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 観光ボランティアガイド数 4人 3人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 観光ボランティアガイド数 4人 5人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 観光ボランティアガイド数 6人

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

125 125 191 191 191

国・県支出金 44 44 44

地方債

その他

一般財源 125 125 147 147 147

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 ふじさき産品ウェブサイトアクセス数 2,000件 6,573件 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 ふじさき産品ウェブサイトアクセス数 2,500件 11,009件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 ふじさき産品ウェブサイトアクセス数 前年より増 10,350件 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 ふじさき産品ウェブサイトアクセス数 前年より増 13,267件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 ふじさき産品ウェブサイトアクセス数 前年より増

戦略推進係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

4,999 2,485 950 1,134 950

国・県支出金 2,499 1,242 475 567 475

地方債

その他

一般財源 2,500 1,243 475 567 475

①-(2)-4　魅力あふれる
観光の創出

新たなまちあるきコースの設定と他事業との連携を図る。

事業名 事業の概要 目 標

まちあるき実施事業

【事業概要】
町を散歩するように「まちあるき」を行うことで、
町の魅力を再発見・再認識し、町への興味を深めな
がら、地域の人との交流や町特産品の飲食を通じ、
町のファンづくりを行い、交流人口の増加を図る。
町への愛着や郷土への誇りの醸成を図る。

津軽まちあるき博覧会でまちあるきツアーを1回実施する。

津軽まちあるき博覧会でまちあるきツアーを1回以上実施する。

総合計画分類：
１－４－（１）　魅力あ
ふれる観光コンテンツの

創出

新たなまちあるきを設定し、まちあるき博覧会で実施する。

新たなまちあるきコースの設定と参加増を図る。

5

ふじさき産品ＰＲプロモーション事業

【事業概要】
地元農産物を活用した加工品や既存の地場産品等の
PRプロモーションを強化するために、観光ウェブサ
イトと連動した、ふじさき産品のウェブサイト制作
やトータルな魅力を発信するためのPRデザインを作
成し、ふじさき産品を発信することで、観光交流人
口を増やす。
【取組内容】
ふじさき産品のウェブサイト開設・運営等により、
PRプロモーションを強化する。

ふじさき産品ウェブサイトアクセス数　2,000件

ふじさき産品ウェブサイトアクセス数　2,500件

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

4

総合計画分類：
１－４－（２）　観光情

報の発信強化

ふじさき産品ウェブサイトアクセス数前年比増

ふじさき産品ウェブサイトアクセス数前年比増

総合戦略分類：
①-(2)-5　魅力あふれる

観光の創出

ふじさき産品ウェブサイトアクセス数前年比増

総合戦略分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

これまでとは異なったアプローチと
して、農産加工品の詰め合わせの紹
介および地域商社と地域おこし協力
隊の協働によるECサイト構築の準備
をしております。事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 藤﨑委員：開設から年数が経過したので、新たな

Webサイト閲覧者の確保には、東北・青森県への旅
行キャンペーンに関与するなど、これまでと異なる
アプローチが望まれるような気がします。

事業費は、まちあるき推進実行委員会補助金（125千円）とR1からまちあるき委託料（66千円）委託料は
元気補助金2/3県補助
【実績・効果】
引き続き町体育協会にノルディックウォーキングによるまちあるきを依頼していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により実施できなかった。
また、令和２年度にまちあるきを目的とした任意団体「ふじさんぽの会」が結成された。（会員５名）

【今後の取組・方針等】
新たなまちあるきコースを設定し、ふじめぐり総選挙とも連携しながら相乗効果を高め実施していきた
い。

R2事業費は、東奥日報広告掲載55千円、オブジェ作成215千円、壁面スペース整備825千円、カメラ及び
付属品購入40千円の合計
【実績・効果】
ふじさき食彩テラスを拠点にウェブサイト等でふじさき産品の魅力を発信し、ふじさき産品のＰＲ体制
の強化を図ることができた。

【今後の取組・方針等】
今後もふじさき食彩テラスを拠点に、ふじさき産品ＰＲプロモーション事業を展開し、藤崎町の農産
物・グルメ・観光を発信する。
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

町内の買い物で みんなが縁（円）でつながります！ ■誘致企業数
12社

（H26）

15社
（H32）

※5年で3社増加

12社 12社 12社 12社 12社 12社

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■新規立地企業数
（従業員21人以上の製造業その他 または
従業員6人以上の卸売業・小売業・
サービス業）

12社
（R1）

15社
※5年で3社増加

12社

（３）活力ある地域産業の強化

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・誘致企業数は５年間で変化はなく、政策分野の成果が見られない。
・企業誘致に向け現状確認と課題整理をしっかり行って、関係機関と手を組んで取組を見直してもらいたい。
・今後はコロナ禍により東京一極集中を避ける企業が増えると考えられるため、そういった企業に対して町のメリットをきちんと伝えるようにしたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 地元業者での商品券利用率 50% 20～30%見込み B 地方創生に相当程度の効果 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 地元業者での商品券利用率 50% 42.10% B 地方創生に相当程度の効果 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 地元業者での商品券利用率 50% 44.21% B 地方創生に相当程度の効果 ４ 予定通り終了 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 地元業者での商品券利用率 50% 27.91% D 地方創生にあまり効果なし ４ 予定通り終了 B 総合戦略にわずかだが有効

R3

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

3,500 3,500 3,500 37,434 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 3,500 3,500 3,500 37,434 0

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 商店街自主事業 ３事業 １事業 E 地方創生に効果なし ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 商店街自主事業 ３事業 ２事業 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 商店街自主事業 ３事業 ２事業 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 商店街自主事業 ３事業 - E 地方創生に効果なし ３ 事業見直し C 総合戦略に有効でない

R3 商店街自主事業 ３事業

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

8,100 7,100 12,100 5,600 7,100

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 8,100 7,100 12,100 5,600 7,100

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 エントリーメニュー400食完売店舗の割合 100% 100% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 エントリーメニュー400食完売店舗の割合 100% 100% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 エントリーメニュー400食完売店舗の割合 100% 100% A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 エントリーメニュー400食完売店舗の割合 100% - E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 C 総合戦略に有効でない

R3

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

3,404 3,438 3,438 3,438 3,428

国・県支出金

地方債

その他 3,404 3,438 3,438 3,438 3,428

一般財源

1

プレミアム付商品券発行補助事業

【事業概要】
町商工会が実施するプレミアム付商品券発行事業に対
し、プレミアム相当分及び一部事務費分の補助を行
い、町商工業者の販売促進と加えて地元商店の利用促
進を図る。

地元業者での商品券利用率を50％以上とする。

地元業者での商品券利用率を50％以上とする。

総合計画分類：
１－３－（１）　地域経

済の活性化創出

地元業者での商品券利用率を50％以上とする。

地元業者での商品券利用率を50％以上とする。

総合戦略分類：
①-(3)-1　活力ある地域

産業の強化

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 鎌田委員：商品券利用率は例年より低い

が、地元業者に還元された金額で見れば例
年の７倍の額が還元されているという点に
着目すべきでは。

商工会への運営補助を通じ、商店街自主事業を3事業実施する。

KPIを「地元業者での商品券利用率」
としているため、低い評価となって
いるが、消費喚起の効果は、かなり
あったものと考えている。
今後は、令和２年度に作成した店舗
紹介パンフレット
（FUJISAKIPREMIUM)等を活用し、地
元業者のＰＲ向上に努めていきた
い。
→商工会としてはできれば事業を継
続して欲しい（鎌田委員）

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

商工会運営費補助事業

【事業概要】
町商工業者の経営基盤安定強化と、地域産業振興発展
のため、町商工会に運営費補助を行い、商店街の活性
化及び地元商店の利用促進を図る。

商工会への運営補助を通じ、商店街自主事業を3事業実施する。

商工会への運営補助を通じ、商店街自主事業を3事業実施する。

【実績・効果(事業効果Ｄ以下の詳細）】
Ｒ２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で急遽実施した。販売数は、食事券1,159セット、商品券
9,137セット。地元業者への利用率は昨年（44.21％）より６割以上減少。大型店での商品券利用率が増
加している。
地元店舗利用に向けた取組として、プレミアム付商品券事業参加店舗を中心に店舗紹介のパンフレット
（ＦＵＪＩＳＡＫＩＰＵＲＥＭＩＵＭ）を作成し、事業及び参加店舗の周知拡大に努めた。

【今後の取組・方針等（事業効果Ｄ以下を踏まえて）】
事業の目的である地域経済と地元商店等の活性化には至っていない状況。
今後事業実施の場合は、消費者と事業者のニーズを確認することも必要と考える。

1-3-(1)　地域経済の活性
化創出

商工会への運営補助を通じ、商店街自主事業を3事業実施する。

商工会への運営補助を通じ、商店街自主事業を3事業実施する。

総合戦略分類：
①-(3)-2　活力ある地域

産業の強化

3

ふじワングランプリ事業

【事業概要】
町特産品を活用したオリジナルメニューの開発を通
じ、地域資源や観光資源の魅力を向上させ、オリジナ
ルメニューを集めた食のイベントを開催することで、
集客及び外貨獲得を図る。
オリジナルメニューの継続販売や地域での認知普及、
店舗への誘客により、更なる地域経済の活性化と交流
人口の増加を図る。

オリジナルメニューの販売実績と参加店舗の売上げの概要を把握する。

拠点施設完成における新たな取組の構築を図る。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑み
ると、実施できなかったのはやむを得な
かったと考えられる。

2

総合計画分類：
１－４－（１）　魅力あ
ふれる観光コンテンツの

創出

販売条件や投票方法等を再検討し、店舗が参加しやすい方策に取り組む

イベント活性化に向け、新たな取組を1つ実施する

総合戦略分類：
①-(3)-3　活力ある地域

産業の強化

総合計画分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業費は、運営補助（5,600千円）。
【実績・効果】
ねぷた合同運行補助（1,500千円）は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため申請な
し。

【今後の取組・方針等】
自主事業実施に向けた商店街の機運醸成に必要な新たな取組の検討必要。
商店街の継続と活性化に向けて、町、商工会、事業者が一体となって取り組むことが必要。

事業費（千円）

年度
前期基本計画 ※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑み

ると、実施できなかったのはやむを得な
かったと考えられる。

【実績・効果】
R２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止を決定した。
（計画段階ではテイクアウト方式を採用したイベントを企画していた）

【今後の取組・方針等】
R２年度の計画を基に新型コロナウイルス感染症の状況を確認ながら、開催にむけた準備をしていたが、
R3年度も中止が決定した。
引き続き集客及び売上げ増の効果を高めるため、イベント開催の周知拡大の取組やイベントルールなど
新たな視点を取り入れながら参加店舗の意欲も高まるような取組に努めたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 参加者 前年比20％増 95人 109人 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 参加者 前年比20％増 163人 142人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 参加者 前年比20％増 177人 177人 B 地方創生に相当程度の効果 １ 事業を発展 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(活力) R2 参加者 前年比25％増 221人 521人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 参加者 前年比25％増 651人

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

2,916 2,916 2,970 4,433 5,104

国・県支出金 1,944 1,944 1,980 2,955 3,402

地方債

その他

一般財源 972 972 990 1,478 1,702

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 新規立地企業数 １件 ０件 E 地方創生に効果なし ３ 事業見直し C 総合戦略に有効でない

Ｈ31－R3 H30 新規立地企業数 １件 ０件 E 地方創生に効果なし ３ 事業見直し C 総合戦略に有効でない

ソフト R1 相談件数 ３件 １件 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 相談件数 ３件 １件 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 相談件数 ３件

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

130 70 70 70 70

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 130 70 70 70 70

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 小口資金保証料補てん制度利用率 90% 99.90% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 小口資金保証料補てん制度利用率 90% 98.50% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 小口資金保証料補てん制度利用率 90% 100% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 小口資金保証料補てん制度利用率 90% 100% A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

R3 小口資金保証料補てん制度利用率 100%

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

764 1,824 1,824 1,824 7,430

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 764 1,824 1,824 1,824 7,430

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

参加者数を昨年比20％増とする。

参加者数を前年比50％増とする。

ふじめぐり総選挙事業
（スタンプラリー実施事業）

ふじめぐり総選挙（旧・スタンプラリー実施事業）で
は、併せて町内飲食業者向けのセミナーを実施し、業
者の経営意識の向上や業者間の連携強化、おもてなし
の誘客意識の醸成を図る。

①-(3)-4　活力ある地域
産業の強化

参加者数を前年比25％増とする。

総合計画分類：
１－３－（２）　「食」
によるにぎわいの創出

参加者数を前年比25％増とする。

参加者数を前年比25％増とする。

5

企業誘致支援事業

【事業概要】
企業誘致での雇用の場の確保・拡充
企業に対し誘致活動をこれまで以上に展開し地元雇用
の場の確保・拡充を図る。
事業費は、県企業誘致促進協議会の負担金である。

工業団地情報を相談された全ての企業に提供する。

工業団地情報を相談された全ての企業に提供する。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

4

総合計画分類：
１－２－（１）　企業誘

致の推進

工業団地情報を相談された全ての企業に提供する。

工業団地情報について周知し相談体制を強化する。

総合戦略分類：
①-(3)-5　活力ある地域

産業の強化

工業団地情報について周知し相談体制を強化する。

工業団地情報について周知し相談体制を強化する。

総合戦略分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

【実績・効果】
R２年度からは、飲食店に限定せず様々な業種に参加してもらったことで、参加者数が大幅に増えた。商
工業振興にも効果的であった。また、町外の方にも多く参加いただいたので、町のPRにも効果があった
と考える。
参加店舗：３８店　参加者：５２１人

【今後の取組・方針等】
参加者を幅広く獲得するため、情報発信をメディア、情報誌、SNS、ラジオ広告と手段を広げる。参加店
舗においても商品のPRやリピーター獲得のため、イベントコラボの特典などを検討してもらう。
また、本事業に未参加店舗に対しは、趣旨を理解していただき参加を促す。参加店舗から未参加店舗へ
の参加誘導も期待したい。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

特別保証制度保証料補助事業

【事業概要】
町内の中小企業者が、県信用保証協会より事業資金の
保証を受けた場合の保証料を補てんし、企業経営の安
定に寄与する。

各融資枠90％以上を継続する。

各融資枠90％以上を継続する。

年度
前期基本計画

総合計画分類：
１－３－（３）　活力あ

る地域産業の育成

各融資枠90％以上を継続する。

各融資枠90％以上を継続する。

【実績・効果】
　相談は１件（不動産関係より）
　
【今後の取組・方針等】
　相談には個別に応じるとしていても、改めて紹介できる土地・建物がないジレンマがある。具体案件
がなくても、できるだけ希望を聞き取り提案できる対応を取る。
　町の支援事業に関する資料の内容を再度精査し、周知と相談体制の強化を図る。

①-(3)-6　活力ある地域
産業の強化

各融資枠90％以上を継続する。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

6

総合戦略分類：

事業費（千円）

融資枠の計は216,000千円。
【実績・効果】
R2年度は、経営安定化サポート枠（災害枠）で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へのサ
ポートを実施した。
認定件数・・・セーフティーネット４号：４０件、セーフティーネット５号：３４件、危機関連保証：
２件
【今後の取組・方針等】
融資枠や融資条件は変更せず、新型コロナウイルス感染症関連のサポートを継続して実施する。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29

H31-H33 H30

ソフト R1
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数
ふじさき産品及び地域連携商品開発件数

271,909千円（6,510千円増）
182,000人（7,000人増）
5件

199,105千円
207,032人
8件

A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数
ふじさき産品及び地域連携商品開発件数

278,419千円（6,510千円増）
189,000人（7,000人増）
5件

193,669千円（5,436千円減）
172,752人（34,280人減）
5件

C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3
ふじさき食彩テラス売上金額
ふじさき食彩テラス利用者数
ふじさき産品及び地域連携商品開発件数

284,929千円（6,510千円増）
196,000人（7,000人増）
5件

戦略推進係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 24,066 25,397 24,776

国・県支出金 12,033 12,698 12,388

地方債

その他

一般財源 12,033 12,699 12,388

7

地域商社を中心としたまち・ひと・しごとの未来
デザインLABO始動プロジェクト

【事業概要】
町食産業創造拠点施設を中心に産業振興に向けた多角
的事業の展開を図る。

【取組内容】
①ふじさきブランドLABO…地域特性を活用したマーケ
ティングによる販売促進/②ふじさき産品LABO…地域
産品をもとにした付加価値のある商品開発/③ふじさ
きデザインLABO…多様な人材の交流と対話によるイノ
ベーションの創出とコミュニティ形成/④ふじさきお
もてなしLABO…農・食・観光を軸とした観光コンテン
ツの開発と運営総合計画分類：

総合戦略分類：
①-(3)-7　活力ある地域

産業の強化

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 鎌田委員：コロナの影響を考慮しても、

町の魅力発信の担い手として総合戦略に有
効。

地方創生推進交付金事業として、平成31年度（令和元年度）から3ヶ年の計画で実施する予定。
【実績・効果】
①ふじさきブランドLABO…「りんごふじ誕生80周年」をキーワードにした地域独自の施策により「ふじ
発祥の地藤崎町」のブランドプロモーションを強化/②ふじさき産品LABO…商品開発5品/③ふじさき地域
デザインLABO…参加者による提案事業の運営補助（3チーム）/④ふじさきおもてなしLABO…体験コンテ
ンツを提供する町内団体向けのおもてなしセミナーの実施
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外出自粛のため、ふじさき食彩テラスの売上及び利用者数
は減少した。

【今後の取組・方針等】
引き続き、多様な人材を巻き込みながら事業を展開し、町食産業拠点施設を中心とした地域の活性化を
目指す。
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

地域のしごとの魅力を みんなで子どもたちに伝えよう！
■起業・創業制度資金の活
用件数

０件
（H26）

５件
（H32）

※５年で５件増加

０件
（累計）

０件
（累計）

１件
（累計）

４件
（累計）

６件
（累計）

９件
（累計）

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■起業・創業制度資金の活
用件数

６件
（H27～R1）

11件
※5年で5件の活用

９件
（累計）

（４）戦略的な雇用支援の推進

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・当初目標は達成しており、その上令和２年度のコロナ禍においても増加件数の伸びが失われていないことから、コロナ禍においても総合戦略の推進に有効であると考えられ
　る。
・今後も制度の周知などを徹底し、潜在的な活用希望者に働きかけていただきたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 職場体験実施校数 2校 2校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H30 職場体験実施校数 2校 2校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 職場体験実施校数 2校 2校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 職場体験実施校数 2校 2校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 職場体験実施校数 2校

学務係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 制度利用件数 1件 １件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 資金活利用件数 ３件 ３件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 資金活利用件数 ３件 ２件 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 資金活利用件数 ３件 ３件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 資金活利用件数 ４件

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 0 0 0 0 0

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 １社

H31-H33 H30 １社

ソフト R1 ０件

R2 １件

R3 移住支援事業対象の事業所の登録件数 ２件

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 0 0 0 0 0

職場体験実施校2校

職場体験実施校2校

職場体験実施校2校

職場体験実施校2校

総合戦略会議コメント

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

地元企業からの求人広告を1社以上、広報紙に掲載する

地元企業からの求人広告を1社以上、広報紙に掲載する

目　　　　　　　標

令和３年度より総合戦略に追加

事業費（千円）

総合計画審議会コメント

国移住支援金制度による雇用先となる事業所を前年比1件増とする

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

年度
前期基本計画

目　　　　　　　標

1

職場体験実施校0校

職場体験実施校1校

【実績・効果】
　R2年度はコロナ感染症対策により代替実施。
講師等を招聘し講演会を行った。藤中（自衛隊、スポーツインストラクター）明中（看板業社長、教材社
社員）

【今後の取組】
コロナ感染症の状況を見ながら実施を検討する。

事業費（千円）

事業概要・取組内容

【事業の概要】
中学生が地元の職場を体験することにより、地元の仕
事の良さを学ぶなど、将来的な地元就職に繋がる支援
を行う。
【取組内容】
中学校１・２年生を対象に、地元の職場体験を実施す
る。

事業名

中学校職場体験事業

総合計画分類：

総合戦略分類：
①－(4)－1　戦略的な雇

用支援の推進

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

2

未来を変える挑戦資金の1件以上の活用を図る。創業支援計画策定の情報収集等準備をする。

未来を変える挑戦資金の1件以上の活用を図る。創業支援計画策定を進める。

年度
前期基本計画

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

【実績・効果】
選ばれる青森への挑戦の活用が３件あった。創業支援計画の情報収集を図ったが策定には至らなかった。

【今後の取組・方針等】
信用保証協会からの資金利用者の情報提供により引き続き資金ニーズの把握に努める。
創業支援計画を早期に策定する。

「選ばれる青森」への挑戦資金の前年比1件増の活用を図る。

「選ばれる青森」への挑戦資金の前年比1件増の活用を図る。

「選ばれる青森」への挑戦資金の1件以上の活用を図る。創業支援計画策定を策定する。

3

地元雇用促進依頼事業

誘致企業等の訪問時に、地元雇用への協力依頼を行
い、そのために町広報の有料広告を活用し、求人広告
ができることをアナウンスする。

総合戦略分類：
①-(4)-3　戦略的な雇用

支援の推進

年度
前期基本計画 【実績・効果】

移住支援事業の雇用先の登録事業所は１件（和電工業）

【今後の取組・方針等】
町内の企業、事業所に対し移住者の雇用先となるマッチングサイトへの登録について、制度の概要を送付
し移住支援事業を周知し登録件数を増やす。

事業の概要：移住支援金の対象求人（東京圏から青森県に移住しマッチングサイト登録事業所に就業した
方に支援金を給付）を登録し、ＵＩＪターン者の採用につなげる。
併せて、東京圏に住むＵＩＪターン就職希望者への企業ＰＲや大手民間求人サイトへの求人情報掲載等高
い広告効果も見込まれる。

総合計画分類：
１－５－（１）　地元就

職の支援

国移住支援金制度による雇用先となる企業を1件調整する

国移住支援金制度による雇用先となる事業所を１件登録する。

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業概要・取組内容事業名

【事業概要】
起業創業に係る融資資金として「未来を変える挑戦資
金」について、積極的に周知し、資金の利用促進を図
る。
創業支援計画について、情報収集をはじめ、平成31年
度を目途に策定する。

総合戦略分類：

１－５－（３）　起業、
創業の支援

総合計画分類：

①-(4)-2　戦略的な雇用
支援の推進

就労・起業支援制度整備事業
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

■定住意識について「転出は考えていない」
「将来的に町に戻りたい」と考える人の割合

78.1％
（H27）

現状より増加
（H32）

未計測 未計測 未計測 未計測 75.6% 未計測

■町に愛着を感じている人
の割合

73.5％
（H24）

現状より増加
（H32）

未計測 未計測 未計測 未計測 75.9% 未計測

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■町に愛着を感じている人
の割合

75.9％
（R1）

現状より増加 未計測

◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

子どもたちが安心して遊べる 地域のみんなが見守り隊！ ■移住相談件数
０件

（H26）

10件
（H32）

※５年で10件増加

１件
（累計）

１件
（累計）

１件
（累計）

１件
（累計）

１件
（累計）

４件
（累計）

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■転入者数
406人
（R1）

480人
※5年で18%増加

369人

・定住意識が低下する結果の一方、町への愛着については、上昇して目標を達成している（Ｒ１時点）。
・進学・就職を機に若い世代が地域外に出ざるを得ない構造的問題がここに現れている。
・ひとづくりの分野では、引き続き「地域への愛着を育てるふるさとづくり」のため、継続的に町民への意識醸成を働きかけていきながら、若い世代の定住意識の高まりに繋
　げる必要がある。

・目標には届かなかったが、令和元年度の地域おこし協力隊採用開始や令和２年度のコロナ禍による東京一極集中への忌避などを経て、相談件数は着実に伸びている。
・件数の増加はもちろん、そこから着実に移住・定住に繋げられるように働きかけを行う。

（１）新しい人の流れをつくる定住移住の促進

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

＜基本目標２＞　まちの未来を築く“ひと”を創生する

概要
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

　豊かな自然や歴史文化、交通利便性の高さなど、町の強
みを最大限に活かしながら、町の未来を築く“ひと”を創
生することで、誰もが活躍できるまちづくりを推進する。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 移住相談件数 3件 0件 E 地方創生に効果なし ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 移住相談件数 3件 0件 E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1
移住相談件数
県外からの転入者数
三大都市圏と政令指定都市からの転入者数

前年より増（0件）
前年より増（110人)
前年より増（86人)

6件
88人
58人

C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2
移住相談件数
県外からの転入者数
三大都市圏と政令指定都市からの転入者数

前年より増
前年より増
前年より増

3件
94人
67人

B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3
移住相談件数
県外からの転入者数
三大都市圏と政令指定都市からの転入者数

前年より増
前年より増
前年より増

戦略推進係 R4
移住相談件数
県外からの転入者数
三大都市圏と政令指定都市からの転入者数

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 278 121 405 539

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 0 278 121 405 539

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 ふるさと納税者件数 888件 3,970件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 ふるさと納税者件数 4,764件 7,201件 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

ソフト R1 ふるさと納税者件数 7,562件 16,969件 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 ふるさと納税者件数 16,969件 14,216件 B 地方創生に相当程度の効果 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

R3 ふるさと納税者件数 16,969件

管財係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

25,488 39,940 99,729 84,002 94,400

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 25,488 39,940 99,729 84,002 94,400

1

移住・交流促進事業
【事業概要】
当町の社会動態を改善して人口減少問題を克服するた
め、主に都市部からの移住・交流を推進するととも
に、移住定住に係る窓口のワンストップ化を推進し、
移住関連情報の集約を図る。

【取組内容】
移住の首都圏窓口である青森暮らしサポートセンター
の活用や町タウンガイドブックによる情報提供を行
い、移住・交流受入環境を整備する。

移住ナビに必要な情報を随時提供する。空き家空き地バンクの実施協議を庁内で進める。

移住ナビに必要な情報を随時提供する。空き家空き地バンク登録件数を1件とする。

総合計画分類：
４－７－（１）　定住を
支える体制づくりの推進

圏域で実施する移住セミナー用に説明事項を集約する。

移住相談件数
県外からの転入者数
三大都市圏と政令指定都市からの転入者数

総合戦略分類：
②-(1)-1　新しい人の流
れをつくる定住移住の促

進

移住相談件数
県外からの転入者数
三大都市圏と政令指定都市からの転入者数

移住相談件数
県外からの転入者数
三大都市圏と政令指定都市からの転入者数

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 事業費は、圏域で実施する首都圏での移住セミナーの旅費及び弘前圏域移住・交流推進事業負担金

【実績】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、移住セミナー等はオンラインで実施した。そのため旅
費は発生しなかった。
【今後の取組】
弘前圏域で行う共同事業をベースに実施内容を検討する。
また、移住定住コーディネーターを配置し、事業の実施を手厚くする。

６－５－（４）　健全で
持続可能な財政構造の構

築

ふるさと納税者件数を前年度に対し10％増とする。

ふるさと納税者件数を前年度同程度以上の確保を目指す。

総合戦略分類：
②-(1)-2　新しい人の流
れをつくる定住移住の促

進

ふるさと納税者件数を前年度同程度以上の確保を目指す。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

ふるさと納税

【事業概要】
藤崎町を愛し、応援しようとする個人及び団体から広
く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施
し、寄附者の藤崎町に対する思いに即した事業に活用
することにより、活力あふれる「ふるさとづくり」を
推進する。

ふるさと納税者件数を前年度に対し10％増とする。

ふるさと納税者件数を前年度に対し10％増とする。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

2

総合計画分類：

事業費（千円）

【実績・効果】
　R2年度寄付額 14,216件 177,914,510円　事業費（経費）84,001,881円
　R1年度寄附額 16,969件 180,393,407円　事業費（経費）99,728,166円
 
【今後の取組・方針】
　ふるさと納税ポータルサイト（楽天ふるさと納税）追加及び新規登録事業者の増加を図り、寄附件数
の安定化を図るほか町内産品のPRにつなげる。

※返礼品に係る軽費は５０％以下
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 空き家バンク事業実施市町村数 8市町村 8市町村 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 空き家バンク事業者登録者数 10人 6人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 空き家バンク事業者登録者数 10人 3人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 バンク新規登録物件数 2件 1件 C 地方創生に効果あり １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

R3 バンク新規登録物件数 2件

戦略推進係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 278 187 207 222

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 278 187 207 222

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 新築移住世帯数 10世帯 23世帯 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31 H30 新築移住世帯数 14世帯 21世帯 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 新築移住世帯数 21世帯 20世帯 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

重点(希望) R2 新規移住世帯数 20世帯 15世帯 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3

建設係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

17,200 15,800 14,800 10,700 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 17,200 15,800 14,800 10,700

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29

H31 H30

ソフト R1

重点(希望) R2

R3 新規移住世帯数 20世帯

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 15,000

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 15,000

3

空き家・空き地バンク運営事業

【事業概要】
弘前市が実施している民間の不動産業者等と連携した
空き家バンク事業を、弘前定住自立圏市町村で実施で
きるかを検討する。
【取組内容】
空き家バンクの利用方法や各市町村の役割等について
検討を行い、将来的な移住施策に繋げる。

総合計画分類：
４－７－（１）　定住を
支える体制づくりの推進

バンク登録のため、空き家調査対象者に個別通知を発する

バンク登録件数2件増とする

総合戦略分類：
②-(1)-3　新しい人の流
れをつくる定住移住の促

進

バンク登録件数2件増とする

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） （藤崎町総合戦略会議　事前評価用） 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：
②-(1)-4　新しい人の流
れをつくる定住促進支援

引き続き関係施策について町内各課
と連携し、住環境における藤崎町の
強みを県内外にきちんと認知しても
らえるように施策の検証・実施を行
いたい。
→ぜひ、藤崎町の強み（交通の利便
性など）を活かし、住宅政策を頑
張っていただきたい（阿部委員）

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

若者移住すまいづくり補助事業

【事業概要】
町外から移住して住宅を建築又は新築の住宅を購入す
る若い夫婦に補助を実施する。
【取組内容】
土地と住宅を取得＝80万円
住宅のみを取得　＝50万円
土地と中古住宅購入　60万円

新規移住世帯を毎年10世帯を目標とする。

新規移住世帯を毎年10世帯を目標とする。

年度
前期基本計画 事業費は、空き家・空き地バンク協議会負担金

【実績・効果】
令和２年度は１件の新規登録及び１件の売却があった。

【今後の取組・方針等】
弘前圏域空き家・空き地バンク協議会が運営主体となっている。新たに町独自の取組として、総務課で
実施した空き家調査を元にバンク制度の周知をし、登録物件の増を目指す。
また、固定資産税通知とあわせた周知の実施についても検討していく。

この施策や若者移住すまいづくり補助事業
は、現在の予算は些かだが重要と思う。藤
崎町は弘前市の近隣であり、青森市、五所
川原市も通勤圏内であるという強みがあ
る。また、住みよい環境の実現や農地の保
全は住宅政策に直結している。

総合計画分類：
４－７－（１）　定住を
支える体制づくりの推進

新規移住世帯を毎年10世帯を目標とする。

新規移住世帯を毎年20世帯を目標とする。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

　【実績・効果】
土地・住宅取得　　800,000円×10件＝  8,000,000円
住宅のみ取得　 　   500,000円×  3件＝ 1,500,000円
中古住宅　　　 　   600,000円×  2件＝  1,200,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　計15件　10,700,000円
R2から中古住宅の購入も対象とする制度拡充を実施。
　【今後の取組】
令和3年度から窓口ワンストップ化のため住民課に事業移管。

4

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント
5

若者移住すまいづくり補助事業 【事業概要】
町外から移住して住宅を建築又は新築の住宅を購入す
る若い夫婦に補助を実施する。
【取組内容】
事業内容に応じて、次のとおり補助金を交付する。
・土地と住宅を取得 80万円
・住宅を取得 50万円
・土地と中古住宅購入 60万円
・中古住宅購入　30万円

総合計画分類：
４－７－（１）　定住を
支える体制づくりの推進

総合戦略分類：
②-(1)-5　新しい人の流
れをつくる定住促進支援

新規移住世帯を毎年20世帯を目標とする。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

年度
前期基本計画

【実績・効果】

【今後の取組・方針】
　令和３年度から移住・定住施策の窓口を一本化する。本事業については、今年度限りで終了する予定
である。
　また、令和３年度において、今後の当町の人口減少対策の実施体制等について、経営戦略課、建設
課、住民課の３課で検討することとしている。

事業費（千円）
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 補助金等交付決定件数 １０件 4件 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H30-H31 H30 補助金等交付決定件数 １０件 ８件 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 補助金等交付決定件数 １０件 11件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(希望) R2 補助金等交付決定件数（継続のみ） ６件 7件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 補助金等交付決定件数（継続のみ） ６件

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

2,824 2,423 1,184 1,564 1,065

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 2,824 2,423 1,184 1,564 1,065

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29

H30-H31 H30

ソフト R1 １人

重点(活力) R2 ０人

R3 移住者数(制度活用者) ２人

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 200 200 200

国・県支出金 150 150 150

地方債

その他

一般財源 50 50 50

6

子育て世帯定住促進事業

【事業の概要】
町内の民間賃貸住宅に転入する子育て世帯に、家賃補
助（最大月2万円を24か月間）及び義務教育就学児童
に米（最大で月5kgを24か月間）を給付する。（申請
期間：平成29年度から令和元年度まで）
【取組内容】
町に転入し、民間賃貸住宅に入居する子育て世帯に対
し、定住促進と子育て支援の充実を図るため、補助金
等を交付する。

新規転入世帯を10世帯（児童数20人）とする。

新規転入世帯を10世帯（児童数20人）とする。

総合計画分類：
２－１－（４）　子育て
しやすい環境づくりの推

進

新規転入世帯を10世帯（児童数20人）とする。

※令和元年度で申請受付を終了し、令和２～４年度は給付のみとなる。

総合戦略分類：
②-(1)-6　新しい人の流
れをつくる定住移住の促

進

　（家賃助成が令和３年度まで、お米助成が令和４年度まで）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績・効果】
　令和２年度　交付決定（継続）　７世帯

【今後の取組・方針】
　申請受付を終了し、令和４年度まで給付を行う。

7

移住支援金助成事業

国主導による移住施策で、東京圏からの移住者に対し
て就業等条件を満たした際に、100万円の助成を行
う。

総合計画分類：
４－７－（１）　定住を
支える体制づくりの推進

移住者を2人とする。

移住支援制度活用者を2人とする。

総合戦略分類：
②-(1)-7　新しい人の流
れをつくる定住移住の促

進

移住支援制度活用者を2人とする。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

年度
前期基本計画 【実績・効果】

支援金の対象となる移住者はいなかった。

【今後の取組・方針等】
移住支援助成制度について制度のメリットを周知し、移住の実現につながるように圏域移住施策、空き
家空き地バンク等の連携を図る。
町内事業所にも移住支援金助成事業の周知を図り、受け入れ事業としての登録を増やしていきたい。

R３年度より総合戦略に追加

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

地域の愛着やふるさとの誇り 学びながらみんなで育もう！ ■ジュニアリーダー数
10人

（H26）

15人
（H32）

※5年で5人増加

13人 13人 13人 13人 17人 17人

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■藤崎町図書館の年間貸出
冊数

23,755冊
（R1）

26,130冊
※5年で10％増加

19,326冊

（２）未来を創造する人材の育成

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・子ども達の学びをリードする人材の確保に成功しており、この成果を現場での地域愛を持った人材育成につなげていただきたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29

H31-H33 H30 まつりボランティアとしての参加人数 ２５人 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 まつりボランティアとしての参加人数 ４０人 １７人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 まつりボランティアとしての参加人数 ４０人 ０人 E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 まつりボランティアとしての参加人数 ４０人

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 0 0 0 0 0

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 食の体験学習実施学校数 3校 3校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 食の体験学習実施学校数 3校 3校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 食の体験学習実施学校数 3校 3校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 食の体験学習実施学校数 3校 3校 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 食の体験学習実施学校数 3校

学務係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

300 300 300 706 780

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 300 300 300 706 780

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 子ども総合学習塾参加者延べ人数 180人 182人 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 子ども総合学習塾参加者延べ人数 200人 201人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 子ども総合学習塾参加者延べ人数 200人 299人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 子ども総合学習塾参加者延べ人数 200人 39人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 子ども総合学習塾参加者延べ人数 120人

学務係 R4 子ども総合学習塾参加者延べ人数

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

38 15 15 15 15

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 38 15 15 15 15

総合計画分類：
６－３－（１）　ボラン
ティア活動の支援強化

総合戦略分類：
②－(2)－3　未来を創造

する人材の育成

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

ふじさき秋まつりに、2日間延べ40人の参加とする。

ふじさき秋まつりに、2日間延べ40人の参加とする。

総合戦略分類：
②-(2)-1　未来を創造す

る人材の育成

ふじさき秋まつりに、2日間延べ40人の参加とする。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

学生ボランティア参加事業

【事業概要】
秋まつりなど町のイベントに、中高生のボランティア
を募集、参加してもらうことで、町への愛着や誇りの
意識を喚起し、加えて奉仕精神の醸成により、思いや
りの心や挨拶の励行など、人間性に富んだ人材を育て
る。

ふじさき秋まつりに、2日間延べ20人の参加とする。

ふじさき秋まつりに、2日間延べ40人の参加とする。

2

食の体験学習事業

【事業の概要】
食を通じて、食文化の継承を図ることや自然の恵み並
びに勤労の大切さを理解してもらうため、小学校で田
植えや野菜づくりを体験する「食育ファーム」を開催
する。
【取組内容】
米、りんご、野菜づくりを体験することで、食の大切
さと感謝の気持ちを持った元気で健やかな子どもたち
を育てる。

町内全校で体験学習を開催

町内全校で体験学習を開催

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

総合計画分類：
３－１－（４）　食育の

推進

町内全校で体験学習を開催

町内小全校で体験学習を開催

総合戦略分類：
②－(2)－2　未来を創造

する人材の育成

町内小全校で体験学習を開催

町内小全校で体験学習を開催

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

新型コロナウイルス感染症の影響により秋まつりが中止となったため実績なし。

【今後の取組・方針等】
中学生に関しては、参加者募集の段階から学務課と連携し、従事内容を理解してもらった上での募集と
したい。
また、ボランティア学生の受け入れ希望も前年踏襲ではなく真に必要なチームとする。
高校や弘前大学ボランティアセンターの利用も視野に広く募集する検討を進める。

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑み
ると、実施できなかったのはやむを得な
かったと考えられる。

1

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業費（千円）

年間開催回数１2回以上。参加人数のべ1２０名以上

年間開催回数、８回以上。参加人数のべ１２０名以上

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

子ども総合学習塾

【事業の概要】小学生を対象に、土曜日及び長期休暇
を利用し、子どもたちの知・徳・体の充実のため、中
南地区関係機関と連携しながら、学生及び地域住民の
協力を得た総合的な学びの場を提供する。（中南地区
連携推進協議会で実施するコラボレーション企画事
業）
【取組内容】児童が宿題やドリル等を持ち込み、弘前
大学の学生と一緒にわからないことや知りたいこと
等、学習をする。また、ALTによる英語学習も取り入
れて行う。
※事業費は、学生の旅費費用弁償71千円と連携推進協
議会負担金総額32千円を27年度事業費実績で案分後の
5千円の合算額

年間開催回数14日以上

年間開催回数14日以上

年度
前期基本計画 【実績・効果】

　藤崎小(実績額\335,500)　学校農園：落花生、枝豆、ジャガイモなどの栽培及び収穫
　　　　　　　　　　　　　りんご栽培体験(R2より)：ふじ原木公園を活用したりんご栽培を体験
　中央小(実績額\155,000)　学校農園、借用田：りんご、米などの栽培及び収穫
　　　　　　　　　　　　　りんご栽培体験(R2より)：ふじ原木公園を活用したりんご栽培を体験
　常盤小(実績額\214,800)　学校農園、借用田：米、野菜などの栽培及び収穫
　　　　　　　　　　　　　りんご栽培体験(R2より)：ふじ原木公園を活用したりんご栽培を体験

【今後の取組】
　上記内容を継続する。

総合計画分類：
３－１－（１）　学力向

上の支援

年間開催回数14日以上

年間開催回数７回以上。参加人数のべ１００名以上

3 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

   Ｒ2年度：3回実施。新型コロナウイルスの関係で、５回中止となった。

【今後の取組】
　R3年度の目標値は、開催時のソーシャルディスタンス確保を考慮し設定。
　中南地区連携協議会（事務局：弘前大学）と連携をとりながら事業の継続を図る。
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事業区分 年度 総合戦略の重要業績評価指標 ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 交流事業参加児童数 30人 30人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1-R3 H30 交流事業参加児童数 30人 23人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 交流事業参加児童数 30人 19人 C 地方創生に効果あり ３ 事業見直し C 総合戦略に有効でない

重点(希望) R2 交流事業参加児童数 30人 0人 E 地方創生に効果なし ３ 事業見直し C 総合戦略に有効でない

R3 交流事業参加児童数 30人

R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

507 591 476 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 507 591 476 0 0

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 家庭教育支援事業参加者数 420人 259人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 家庭教育支援事業参加者数 150人 85人 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 家庭教育支援事業参加者数 80人 18人 D 地方創生にあまり効果なし ３ 事業見直し A 総合戦略に有効

R2 家庭教育支援事業参加者数 30人 33人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 家庭教育支援事業参加者数 30人

文化振興係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

197 197 177 138 208

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 197 197 177 138 208

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 郷土クラブ事業参加児童数 23人 20人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 郷土クラブ事業参加児童数 22人 17人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 郷土クラブ事業参加児童数 22人 16人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 郷土クラブ事業参加児童数 18人 19人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 郷土クラブ事業参加児童数 20人

文化振興係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

159 159 608 137 153

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 159 159 608 137 153

事業の概要・取組内容

【事業の概要】
藤崎町と田野畑村との友好都市提携協定の締結を踏ま
え、両児童との交流支援を行い、地域理解と互いに支
え合う人材の育成。
　
【取組内容】
藤崎町に田野畑村の児童を招待し、ねぷたまつりなど
で交流を深めることで、相互の地域理解と互いに支え
合う人材の育成を図る。

事業名

児童交流事業実行委員会補助事業

３－２－（３）　青少年
交流活動の充実

②－(2)－4　未来を創造
する人材の育成

総合計画分類：

総合戦略分類：

総 合 計 画 の 目 標

4

参加児童が体験活動及び交流を図り、郷土を愛し支え合う人材の育成。

参加児童が体験活動及び交流を図り、郷土を愛し支え合う人材の育成。

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

R2年度は新型コロナウイルスにより中止となった。
【今後の取組・方針】
藤崎町・田野畑村とも年々参加人数が減少していること、事業開始から10年の節目を超えていることか
ら、事業の終了を含めた見直しが必要であると考える。

小笠原委員：コロナ禍でも効果が見られる
ような代替案があれば良いのでは

・コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑み
ると、実施できなかったのはやむを得な
かったと考えられる。

参加児童が体験活動及び交流を図り、郷土を愛し支え合う人材の育成。

参加児童が体験活動及び交流を図り、郷土を愛し支え合う人材の育成。

参加児童が体験活動及び交流を図り、郷土を愛し支え合う人材の育成。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

総合計画分類：
３－２－（２）　家庭・
地域の教育力の向上

相談や講座を通して定期的に家庭教育の学習機会を提供。

相談や講座を通して定期的に家庭教育の学習機会を提供。

総合戦略分類：
②－(2)－5　未来を創造

する人材の育成

相談や講座を通して定期的に家庭教育の学習機会を提供。

当初の目的（震災復興に向けた子ど
も達の励まし）は達成したと考える
ため、事業終了も含めた見直しを行
う。ただ、そういった意見があった
ことを踏まえて、庁内関係部署と協
議の上、田野畑村・藤崎町双方の住
民の交流や地域理解・郷土愛醸成を
促進するような代替案についても検
討したい。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

家庭教育支援事業

【事業の概要】
幼児及び児童生徒の健全育成を図るため家庭教育相
談・家庭教育講座を実施する。

【取組内容】
幼児及び児童生徒の健全育成を図るため、保護者等に
家庭教育講座及び相談体制の充実を図る。
家庭教育相談　１２回　　家庭教育講座　２回

相談や講座を通して定期的に家庭教育の学習機会を提供。

相談や講座を通して定期的に家庭教育の学習機会を提供。

6

郷土クラブ事業

【事業の概要】
子どもたちに、地域に伝わる伝統芸能指導。

【取組内容】
地域の伝統芸能の指導者が、藤崎小・藤崎中央小のク
ラブ活動の時間に、地域に伝わる踊り「菊様の舞」
「松助踊り」を指導する。

｢菊様の舞｣｢松助の踊り｣を児童へ継承する。

｢菊様の舞｣｢松助の踊り｣を児童へ継承する。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績】
家庭教育相談・・・第３土曜日（午後１時～午後４時）
常盤生涯学習文化会館とふれあいずーむ館（隔月）で実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症の
影響で実施できなかった。
家庭教育講座・・・年間予定３回のうち年間２回実施
【今後の取組】
・家庭教育相談・・・学校経由の周知方法を見直し、広報などで広く町民に対し周知する。
・家庭教育講座・・・現在、保育園等への講師派遣を事業としているが、コロナ禍により希望する
　　　　　　　　　　保育園等がないことから、開催方法を見直しし実施する。

5

総合計画分類：
３－４－（２）　無形文

化財の保存継承

｢菊様の舞｣｢松助の踊り｣を児童へ継承する。

｢菊様の舞｣｢松助の踊り｣を児童へ継承する。

総合戦略分類：
②－(2)－6　未来を創造

する人材の育成

｢菊様の舞｣｢松助の踊り｣を児童へ継承する。

年度

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業費（千円）

前期基本計画

【実績】
・藤崎小学校郷土クラブ（４～５年生・８名）
・中央小学校郷土クラブ（４～６年生・１１名）

【今後の取組】
　今後とも、藤崎小学校及び中央小学校のクラブ活動の時間に、伝統芸能継承活動として、郷土クラブ
を実施する。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 文化協会所属団体数
団体　46
個人　　5

賛助会員　1

団体　45
個人　　4

賛助会員　1
A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 文化協会所属団体数
団体　46
個人　　5

賛助会員　1

団体　45
個人　　5

賛助会員　1
A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 文化協会所属団体数
団体　46
個人　　5

賛助会員　1

団体　37
個人　　5

賛助会員　1
A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 文化協会所属団体数
団体　40
個人　　5

賛助会員　1

団体　33
個人　　5

賛助会員　1
B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 文化協会所属団体数
団体　40
個人　　5

賛助会員　1

文化振興係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

600 600 600 600 300

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 600 600 600 600 300

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 利用者数(お話会参加者数) 1,100人 944人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H30 利用者数(お話会参加者数) 1,100人 1,057人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 利用者数(お話会参加者数) 1,100人 715人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 利用者数(お話会参加者数) 1,100人 606人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 利用者数(お話会参加者数) 1,100人

文化振興係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

総合戦略分類：
②－(2)－7　未来を創造

する人材の育成

芸能文化団体の活動支援。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

NPO法人文化協会活動補助事業

【事業の概要】
藤崎町における芸術、文化の交流を図るとともに、県
内の団体との交流

【取組内容】
芸術・文化の町民交流機会を増加するため、所属団体
の活動活性化に努める。

芸能文化団体の活動支援。

芸能文化団体の活動支援。

総合計画分類：
３－４－（１）　芸術・

文化活動の振興

芸能文化団体の活動支援。

芸能文化団体の活動支援。

8

子ども読書週間推進事業

【事業概要】
将来、子ども達が多様な学習ニーズに対応できるように、毎
年、「子どもの読書週間」及び「全国読書週間」を中心に、
子ども向け事業として本の読み聞かせ活動・図書資料の紹介
等をとおして乳幼児・児童・生徒への読書週間づくりに努め
る。
【取組内容】
児童向け図書資料の事実及びボランティア団体による読み聞
かせのお話会を開催し、乳幼児・児童生徒の読書習慣づくり
を推進する。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 ※目標値、実績値等の標記は、団体/個人/賛助会員の数。

【実績】
○活動費の支援（団体３３、個人５、賛助会員１）※R3.4月現在
○発表会等は新型コロナウイルス感染症の影響によりほぼ全て中止。
○研修会（会員研修会、役員研修会）の開催。
○広報紙（文化協会だより”結”）の発行。
【今後の取組】
○文化協会会員の活動支援や交流、芸術文化の振興及び活性化を図る。
※昨年度、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業等が中止となったことから、今年度
の補助額は減額となっている。

7

総合計画分類：

総合戦略分類：
②－(2)－8　未来を創造

する人材の育成

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業費（千円）

年度
前期基本計画

【実績・効果】
Ｒ２年度は、新型コロナウイルス感染防止対策を万全にして実施した。

【今後の取組・方針等】
目標数値は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による事業中止を見込まず、予定事業を全部実施した
場合における数値とした。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 特別支援教育支援員数 11人 11人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 特別支援教育支援員数 11人 11人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 特別支援教育支援員数 11人 12人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(希望) R2 特別支援教育支援員数 12人 12人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 特別支援教育支援員数 12人

学務係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 自主事業参加者数 1,100人 1,121人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 自主事業参加者数 1,800人 3,340人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 自主事業参加者数 1,800人 3,632人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 自主事業参加者数 1,800人 544人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 自主事業参加者数 1,000人

文化振興係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

4,746 4,381 5,906 1,560 4,574

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 4,746 4,381 5,906 1,560 4,574

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 参加延べ人数 1,000人 700人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 参加延べ人数 1,000人 700人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 参加延べ人数 1,000人 730人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 参加延べ人数 1,000人 0人 E 地方創生に効果なし ３ 事業見直し C 総合戦略に有効でない

R3 参加延べ人数 350人

社会教育係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

110 110 30 30 30

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 110 110 30 30 30

9

総合戦略分類：
②－(2)－9　未来を創造

する人材の育成

各小学校に3人ずつ藤中２名　明中１名、計12人配置

各小学校に3人ずつ藤中２名　明中１名、計12人配置

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

特別支援教育支援員事業

【事業の概要】
小中学校に在籍するLD（学習障害）、ADHD（注意欠陥
多動性障害）等、特別な配慮を必要とする児童生徒の
学校生活の支援を行う。

【取組内容】
各小学校3人、各中学校1人の支援員を配置し、児童生
徒の学習支援を実施する。

各小学校に3人ずつ各中学校に１人ずつ、計11人配置

各小学校に3人ずつ各中学校に１人ずつ、計11人配置

総合計画分類：
３－１－（２）　インク
ルーシブ教育の理解啓発

各小学校に3人ずつ各中学校に１人ずつ、計11人配置

各小学校に3人ずつ藤中２名　明中１名、計12人配置

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

　R1より藤崎中学校2人、明徳中学校1人配置。
　特別な配慮を必要とする子どもたちへの支援を各学校で実施できた。

【今後の取組】
　特別支援教育支援員のスキルアップを図っていく必要がある。
　特別な配慮を必要とする子どもたちが、増えているので状況に応じ配置人数を検討する

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

藤崎町文化センター自主事業

【事業の概要】
生徒・児童・一般を対象に新しい文化や芸術を広め
る。

【取組内容】
小中学生や町民に、新しい文化や芸術を広めるため、
演劇・音楽などの公演を実施する。

町民に新しい文化や芸術を継続的に推進。

町民に新しい文化や芸術を継続的に推進。

総合計画分類：
３－３－（２）　学びを
通じた人づくりの推進

町民に新しい文化や芸術を継続的に推進。

町民に新しい文化や芸術を継続的に推進。

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績】
○中学校鑑賞事業（「もったいないミュージカル」開催）　353人
○一般鑑賞事業(「小山内創祐コンサート」 12/12開催)　191人
※新型コロナウイルス感染症の影響により小学校鑑賞事業及び多数の一般鑑賞事業を中止
【今後の取組】
○今後も、地域住民並びに児童生徒の情操教育・芸術文化の推進を図るため、一般鑑賞事業２本、小・
中学校鑑賞事業各１本を実施する。

総合戦略分類：
②－(2)－10　未来を創造

する人材の育成

町民に新しい文化や芸術を継続的に推進。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

11

国際交流支援事業

【事業の概要】
｢国際交流凧フェスタinふじ崎｣の開催
【取組内容】
小学校児童と留学生との交流会や凧揚げ大会を通じて、国際
交流の理解を求める
人材の育成や地元への愛着を醸成するため、国際交流や地域
間交流活動の推進。
事業費３０千円は（財）青森県国際交流協会賛助金
活動費は青森県国際交流協会から藤崎町国際交流協会への助
成金で行っている。

国際交流に参画する町民の増加。

国際交流に参画する町民の増加。

10

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

年度

前期基本計画
【実績・効果】
R2年度は新型コロナウイルスにより中止となった。

【今後の取組】
藤崎町国際交流協会がメインの事業であるが、留学生との交流会や凧揚げ大会は実施しておらず、当協
会の委員の減少により事業の終了を含めた見直しが必要であると考える。
そのためKPIを自衛隊コンサート及び小学校での凧揚げの参加者数に変更する。
R3の凧揚げはコロナのため中止。

総合計画分類：
３－４－（４）　国際交
流・地域間交流の促進

国際交流に参画する町民の増加。

国際交流に参画する町民の増加。

総合戦略分類：

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

②－(2)－11　未来を創造
する人材の育成

国際交流に参画する町民の増加。

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑み
ると、実施できなかったのはやむを得な
かったと考えられる。

藤﨑委員：変更後KPIの自衛隊コンサートと
小学校での凧揚げは国際交流なのか

小学校の凧揚げは県に登録されてい
る外国の方が２名参加して、小学生
と一緒に凧揚げをしたり、給食を一
緒に食べたりしているので、国際交
流と認識している。一方自衛隊コン
サートは外国の方が参加していない
ので、国際交流ではないとなった場
合、KPIは小学校での凧揚げ実施を
「3校」が適切と思われる。
→国際交流か如何およびKPIの変更は
担当課で事業の意義付けを行って判
断していただきたい。これは団体へ
の支援事業なのか、町民の国際交流
支援なのか。（藤﨑委員）

24



事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 中学生海外派遣参加生徒数 12人 16人 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 中学生海外派遣参加生徒数 16人 16人 A 地方創生に非常に効果的 ３ 事業見直し A 総合戦略に有効

ソフト R1 中学生海外派遣参加生徒数 12人 16人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(希望) R2 中学生国際交流加生徒数 12人 9人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 中学生国際交流加生徒数 ７人

学務係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

4,403 5,157 5,765 989 1,908

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 4,403 5,157 5,765 989 1,908

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

12

中学生国際交流事業
（R2年度名称変更）

【事業の概要】
中学2年生を海外に派遣し、外国の文化と伝統につい
て理解と関心を深め、広い視野を持ち様々な分野で活
躍できる次代の人財を育成する。

【取組内容】
町内に住所を有する中学2年生を対象に海外でのホー
ムステイ・学校体験を実施する。

参加者12人 

参加者16人

総合計画分類：
３－１－（５）　国際理

解教育の推進

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

H29　参加人数17人
H30　参加人数16人
R1　 参加人数16人
R2　 新型コロナウイルス感染症対策のため、派遣・受入事業中止。
　　 オンライン事業参加人数9人（実績額989,000円）
【今後の取組】
Ｒ３年度より中学生海外派遣事業から中学生国際交流事業とし、派遣事業・受入事業する予定であった
が新型コロナウイルスの影響により中止とし、Ｒ２に引き続きオンライン交流事業を実施する。

参加者16人

オンライン事業参加者9人

総合戦略分類：
②－(2)－12　未来を創造

する人材の育成

オンライン交流事業7名

派遣事業12名、受入事業12名、オンライン交流事業12名
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

誰かの小さなチャレンジを みんなで全力応援！
■いきいき生活大学受講者
数

189人
（H26）

225人
（H32）

※5年で20％増加

257人 343人 352人 317人 379人 200人

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■公民館講座受講率
69.5％
（H30）

80％

（R6） 85.9%

（３）みんながチャレンジできる環境づくり

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・当初の目標を大幅に超える実績を継続的に出しており、生涯学習の高まりに成果が見られる。
・最終年度はコロナ禍の特殊な事情により目標を超えられなかったが、総合戦略の推進には有効であるので、今後も感染症拡大の動向に注視して事業を継続発展させていただ
　きたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 いきいき生活大学受講者数 377人 352人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H30 いきいき生活大学受講者数 400人 317人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 いきいき生活大学受講者数 400人 379人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 公民館講座受講者数 300人 200人 B 地方創生に相当程度の効果 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

R3 公民館講座受講者数 300人

社会教育係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

68 134 81 61 91

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 68 134 81 61 91

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 若手農業者の会「ワゲモンド」会員数 27人 23人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H30 若手農業者の会「ワゲモンド」会員数 27人 24人 B 地方創生に相当程度の効果 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 若手農業者の会「ワゲモンド」会員数 27人 24人 B 地方創生に相当程度の効果 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

R2 若手農業者の会「ワゲモンド」会員数 27人 21人 B 地方創生に相当程度の効果 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

R3 若手農業者の会「ワゲモンド」会員数 27人

農政係 R4  

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

2

若手農業者の会「ワゲモンド」支援事業

【事業概要】
若手農業者で組織する会「ワゲモンド」のチャレンジ
を支援することで、地元農作物のPRや栽培技術向上に
取り組むと共に、将来的な新規就農者の増加に繋げ
る。

【取組内容】
地域アピールや商品試作等の多様な活動をする会を支
援するため、新規就農希望者等へのPRを行う。

総合計画分類：

②－(3)－2　みんなが
チャレンジできる環境づ

くり
総合戦略分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円）

1

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
参　考

【今後の取組・方針（事業効果と今後の方針の乖離について）】
新規就農希望者及び未加入新規就農者が来庁の際、リーフレット等を配付し会員数増加に努める。
（事業の前向きな見直しであるため、本質的には乖離ではないと思われる）

事業概要・取組内容

【事業概要】
町内外から講師を招き、町民の生きがいや潤いのある
生活の手助けとなるような講座を開催する。地域課
題・歴史文化・健康・趣味等による学びの場の提供を
図る。
【取組内容】
地域課題や町民のニーズに合った講座の開催に努め
る。

事業名

②－(3)－1　みんなが
チャレンジできる環境づ

くり

総合計画分類：

総合戦略分類：

藤崎町公民館講座

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

年度
前期基本計画 【実績・効果】

１４講座　２００名
（例年5月からの事業スタートであったが、昨年度はコロナウイルス感染症拡大防止の観点から、8月ス
タートとなり、講座数及び参加者数ともに減少）

【今後の取組・方針等（事業効果と今後の方針の乖離について）】
コロナ禍において更に安全・安心な講座を開催するため事業内容及び開催方法等を検討する。
（事業の前向きな見直しであるため、本質的には乖離ではないと思われる）

目　　　　　　　標

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

■合計特殊出生率
※５年毎公表

1.28
（H20～24）

現状より増加
（H32）

■結婚の支障理由に「異性と出会う機会がな
い」「収入が少なく将来の生活が不安」を挙
げる人の割合

53.8％
（H27）

現状より減少
（H32）

未計測 未計測 未計測 未計測 54.3% 未計測

■希望の子どもの数を持てない理由に
「子育てや教育にお金がかかる」を挙
げる人の割合

65.9％
（H27）

現状より減少
（H32）

未計測 未計測 未計測 未計測 60.7% 未計測

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■合計特殊出生率
1.36

（H25～29）
現状より増加

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■結婚の支障理由に「異性と出会う機会がな
い」を挙げる人の割合

22.8%
（R1）

現状より減少
（R6）

未計測

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■希望の子どもの数を持てない理由に「子育
てや教育にお金がかかる」を挙げる人の割合

60.7%
（R1）

現状より減少
（R6）

未計測

◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

出会いから始まる恋物語 地域みんなのサポートで！
■（仮称）ふじさき出会い応
援団の構成団体数

（仮称）ふじさ
き出会い応援団

の組織化

10団体
（H32）

※5年で10団体増加

未組織化 未組織化 未組織化 未組織化 未組織化 未組織化

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■婚姻数
58件

（H29）
75件 35件

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

（１）出会いから始まる婚活の支援

・５年を通して組織化に至らなかったため、総合戦略の推進には有効でなかったと考えられる。
・婚姻数増加に向け、周辺市町村とも連携しながら各施策の有効性を見極めつつ、有効と考えられるものに注力していただきたい。

計測期間中
（H30～R4）

計測期間中
（R5～R9）

＜基本目標３＞　結婚・子育ての希望をかなえる“みらい”を創生する

概要
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

　地域全体で男女の出会いを応援し、出会いの場づくりな
どの支援を行うことで、晩婚化や未婚化を解消する。妊婦
や子育て家庭をサポートする環境づくりや子育てサービス
の推進など、若い世代の結婚・子育ての希望をかなえる
“みらい”を創る。これにより合計特殊出生率上昇と人口
自然減抑制を図り、将来の町の人口構造安定化につなげ
る。

1.36
（H25～29）

計測期間中
（H30～R4）

・結婚の支障理由についての指標はわずかだが目標を達成できなかった。しかし合計特殊出生率および希望の子どもの数を持てない理由についての指標は目標を達成した。
　各施策の効果が積み重なって、この結果となったと考えられる。
・引き続きコロナ禍でも実施できるやり方等を検討し各施策の継続発展を願いたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 出愛サポートセンターに登録し、お見合いをした人数 １０人 １７人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 出愛サポートセンターに登録し、お見合いをした人数 １７人 １３人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 出愛サポートセンターに登録し、お見合いをした人数 １７人 ４人 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(希望) R2 出愛サポートセンターに登録し、お見合いをした人数 １７人 ２人 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 出愛サポートセンターに登録し、お見合いをした人数 １７人

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

185 367 261 271 289

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 185 367 261 271 289

　

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 あおもり出会いサポートセンターSNS(Facebook)フォロワー数 200人 177人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 あおもり出会いサポートセンターSNS(Facebook)フォロワー数 200人 211人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 あおもり出会いサポートセンターSNS(Facebook)フォロワー数 250人 218人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 あおもり出会いサポートセンターSNS(Facebook)フォロワー数 250人 221人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 あおもり出会いサポートセンターSNS(Facebook)フォロワー数 250人

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29

H31-H33 H30

ソフト R1 婚活イベント参加率(婚活イベントの定員に対する参加者の割合) 95.0% 66.4% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 婚活イベント参加率(婚活イベントの定員に対する参加者の割合) 80.0% 81.3% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 婚活イベント参加率(婚活イベントの定員に対する参加者の割合) 85.0%

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 57 55 76

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 57 55 76

1

ひろさき広域出愛サポートセンター事業

【事業の概要】弘前市が実施している男女の出会い（お見合
い）を支援する出愛サポートセンター事業を平成29年度から
弘前圏域定住自立圏構成市町村に拡充し、男女の出会いの機
会を創出する。また、弘前圏域定住自立圏構成市町村が、結
婚を希望しながらも異性と出会うきっかけのない方々に対し
て、婚活イベント等を開催する。
【取組内容】会員制の出会いサポート事業。登録したプロ
フィールをもとに独身男女のマッチング支援を行う。

出愛サポートセンター登録者数（藤崎町）を10人とする。

出愛サポートセンター登録者数（藤崎町）を20人（累計）とする。

総合計画分類：
２－１－（１）　出会い
から始まる婚活支援

出愛サポートセンター登録者数（藤崎町）を25人（累計）とする。

出愛サポートセンター登録者数（藤崎町）を30人（累計）とする。

総合戦略分類：
③－(1)－1  出会いから

始まる婚活の支援

出愛サポートセンター登録者数（藤崎町）を35人（累計）とする。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

③－(1)－2  出会いから
始まる婚活の支援

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

あおもり出会いサポートセンター事業

【事業概要】
少子化の要因の一つである未婚化・非婚化・流れを変
えるために、結婚を望む方への機会づくりやウェブサ
イトによる情報提供等を実施する。
【取組内容】
サポートセンターに婚活イベント情報等を提供し、広
く参加希望者への周知を図る。

年度
前期基本計画

総合計画分類：

【実績・効果（事業効果Ｄ以下の詳細）】
・ひろさき出愛サポートセンター登録者数　男性９人・女性３人　計12人
・広報等でＰＲしたがお見合いまで行った人は少なかった。コロナ禍による外出自粛も一因と思われる。

【今後の取組・方針（事業効果と今後の方針の乖離について）】
　コロナの影響もあり、お見合いをした人数は少なかったが、町内住人で３人の成婚者実績があるので、
登録者数およびお見合い実施人数の増が成婚者増に繋がると考える。
引き続き多様な媒体（ポスター、パンフレット、ホームページ、市町村広報、新聞、冊子、ラジオ、
SNS、各種広報誌への広告掲載）によるサポートセンターの周知を行い、登録者を募集する。

3

ひろさき広域婚活支援事業

【事業概要】
弘前圏域定住自立圏全体で男女の出会いを応援し、晩
婚化や未婚化の傾向を解消するために、婚活イベント
を開催する。

【取組内容】
弘前圏域構成８市町村で本事業の実行委員会を組織
し、婚活イベントを実施する。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）
2

総合計画分類：

総合戦略分類：
③－(1)－3  出会いから

始まる婚活の支援

総合戦略分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

　SNS(Facebook)フォロワー数が微増した。

【今後の取組・方針等】
　あおもり出会いサポートセンターに婚活イベント情報等を提供し、広く参加希望者への周知を図る。

・圏域の事業とは別で全県での取組事業。
・今後負担金が発生する可能性もある。

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

・令和２年度ひろさき広域婚活支援事業参加者数
　R2.9.27　恋愛教習所CPライセンスを取得せよ！（板柳町）
　　男性18人・女性12人（うち当町住民男性１人女性１人）　カップル成立7組
　R2.10.17　ダムツーリズム満喫！ワインパーティin西目屋（西目屋村）
　　新型コロナウイルス感染症感染拡大のため中止
　R2.11.28　チキンなよ！全員集合！（弘前市）　新型コロナウイルス感染症感染拡大のため中止
　R2.12.19　Bリーグクリスマス ワッツで恋勝！（弘前市）　男性8人・女性6人 カップル成立3組
　R3.1.24　美味しい婚活パーティ 夜景deディナー
　　男性10人・女性7人（うち当町住民女性1人）　カップル成立3組
【今後の取組・方針等】
　令和３年度の婚活支援事業についても、令和２年度と同様にイベント会社等から企画を募り、イベント3件を実施す
るほか、男女別1件ずつに魅力アップセミナーを開催することとしている。

・事業費はイベントにかかる経費。
・イベント利用者の対象年齢を狭く設定し、
（20～30代、40代など）ミスマッチを防ぐよう
にしている
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

子どもたちに笑顔であいさつ！みんなで見守る地域の子育て
■（仮称）ふじさき子育て応
援団の構成団体数

（仮称）ふじさ
き子育て応援団

の組織化

30団体
（H32）

※5年で30団体増加

5団体 6団体 6団体 6団体 6団体 7団体

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■子育て支援アプリ利用率
（高校生までの子の保護者）

0%
（R1）

70%
※5年で70%増加

22%

（２）安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・５年を通して目標には及ばずに成果がなかった。
・地域ぐるみで子育てサポートを行う雰囲気が整っていることを町内外に確実にPRすることができるよう、各施策の効果検証および効果的な施策の実施をしていただきたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 学童保育登録児童数 233人 243人 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 学童保育登録児童数 300人 327人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 学童保育登録児童数 350人 361人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 学童保育登録児童数 350人 395人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 学童保育登録児童数 350人

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

26,965 38,664 39,671 56,888 57,410

国・県支出金 16,578 25,156 28,131 31,882 28,290

地方債

その他 486 927 1,083 21,185 23,443

一般財源 9,901 12,581 10,457 3,821 5,677

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 一時預かり保育・延長保育実施保育所（園）数 各7か所 各7か所 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 一時預かり保育・延長保育実施保育所（園）数 各6か所 各6か所 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 一時預かり保育・延長保育実施保育所（園）数 各6か所 各6か所 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 地域子ども・子育て支援事業の実施事業数 5事業以上 8事業 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 地域子ども・子育て支援事業の実施事業数 8事業

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

31,851 24,991 20,141 24,776 36,433

国・県支出金 21,234 16,658 13,699 16,512 24,288

地方債

その他

一般財源 10,617 8,333 6,442 8,264 12,145

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 助成件数 26,000件 27,709件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 助成件数 27,000件 28,444件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 助成件数 28,000件 29,652件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(希望) R2 助成件数 29,000件 21,275件 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 制度に対する満足度 60%

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

50,881 55,888 54,703 43,123 49,154

国・県支出金 8,209 8,523 11,207 7,996 9,310

地方債

その他 12,000 12,000 25,000

一般財源 42,672 35,365 31,496 35,127 14,844

目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

事業名

地域子ども・子育て支援事業を５事業以上実施する。

目　　　　　　　標

地域子ども・子育て支援事業を４事業以上実施する。

地域子ども・子育て支援事業を４事業以上実施する。

【実績・効果】
・延長保育事業　６か所
・一時預かり事業　２か所
・地域子育て支援拠点事業　１か所
・病児保育事業（病後児対応型）　１か所
・放課後児童健全育成事業　６か所
・乳児家庭全戸訪問事業　１か所
・養育支援訪問事業　１か所
・利用者支援事業　１か所
【今後の取組・方針】
　ニーズの把握に努め、必要に応じて事業を新たに実施する。

③-(2)-3　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

目　　　　　　　標

総合計画審議会コメント

学童保育の支援の単位が２となっている施設の統合を検討する。

病児保育事業（病後児対応型）以外
の事業は、利用しやすい受入体制と
なっている。
病児保育事業（病後児対応型）につ
いては、実施場所が藤崎保育所１か
所であり、利用できる児童について
も藤崎保育所在園児童のみに限定さ
れているため、利用実績が低くなっ
ている。
→共働き世帯は病児保育があるとあ
りがたい。今後の課題として、病児
保育受入を増やして欲しい（髙谷委
員）
※藤崎保育園で他園の児童を受入す
るより、通園している場所で受入し
た方が子どもも安心する

事業費（千円）

小学校区ごとに、学童クラブの実施
場所を小学校敷地内に１か所とする
ことで、放課後に利用児童が登室す
るときに、交通事故を防止できるこ
と。
→保護者目線では確かに上記のよう
なメリットがあるが、別学年の児童
を一つの学童に集合させることのデ
メリット（いじめ等）が発生しない
よう配慮していただきたい（髙谷委
員）

事業費（千円）

髙谷委員：学童クラブの実施場所をそれぞれ
１ヶ所にすることのメリットは何か（児童目
線で）

事業費（千円）
前期基本計画

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度

前期基本計画
・病児保育の実施場所は藤崎保育所。
病後回復期の子どもの受け入れを実施している
が利用実績は低い。

総合戦略会議コメント

髙谷委員：様々な事業を展開し、実施事業数
は目標値に達しているが、利用実績はどう
か。利用しやすい受入体制であるか

地域子ども・子育て支援事業を５事業以上実施する。

地域子ども・子育て支援事業を５事業以上実施する。

1

対象学年を小学６年生まで拡充する。

学童保育の運営を民間に委託する。

学童保育の支援の単位が２となっている施設の統合を検討する。

学童保育の支援の単位が２となっている施設の統合を検討する。

2

【事業の概要】
全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等
しく確保されるよう、地域の実情に応じた子ども及び
子どもの保護者に対する支援を行う。

【取組内容】
多様化する子育てニーズに対応したサービスを提供す
る。

地域子ども・子育て支援事業

２－１－（３）　子育て
支援の充実

③-(2)-2　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

【事業の概要】
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業
の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、家庭、地域
等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可
能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向
上、基本的な生活習慣の確立等を図り、児童を健全に育成す
る。
【取組内容】
平成３０年度から小学校６年生までの児童を対象として事業
を実施する。

放課後児童健全育成事業

２－１－（３）　子育て
支援の充実

③-(2)-1　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

【実績・効果】総合計画達成度：Ｅ
学童保育の支援の単位が２となっている施設の統合ができなかった。また、常盤小学校学童クラブにおい
ては、登録児童数の増加に対応するため、支援の単位を２から３に増やした。

【今後の取組・方針】
現在、藤崎小学校学童クラブは、藤崎小学校併設の学童保育専用室とふれあいずーむ館の２か所（支援の
単位が２）で、中央小学校学童クラブは中央小学校併設の学童保育専用室と小学校特別教室の２か所（支
援の単位が２）で、常盤小学校学童クラブは、常盤小学校併設の学童保育専用室、常盤生涯学習文化会
館、小学校特別教室の３か所（支援の単位が３）で実施している。利用児童の保護者の利便性向上と運営
の効率化を図るため、学童クラブの実施場所がそれぞれ１か所（支援の単位が１）とすることができない
か検討する。

事業費（千円）

【実績・実績】
・乳幼児医療給付対象者　608人、子ども医療給付対象者　910人
　※ひとり親医療費対象者を除く。
・令和２年度乳幼児及び子ども医療費給付額　43,122,292円
　（うち令和２年度乳幼児はつらつ事業費補助金　7,996,154円）

【今後の取組・方針】
　子ども医療費無料化を継続する。

・所得制限なしで中学生までを対象とした医療
費無料化事業。
・助成件数の増が一概に良いことであるとは言
いがたいので、R3よりKPIを変更。子育て支援
アプリのアンケート機能で測定する。

年度
前期基本計画

総合戦略会議コメント事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）
3

子どもの医療費助成を継続する。

子どもの医療費助成を継続する。

子どもの医療費助成を継続する。

子どもの医療費助成を継続する。

総合計画審議会コメント

子どもの医療費助成を継続する。

事業概要・取組内容

事業名 事業概要・取組内容

事業名 事業概要・取組内容

【事業の概要】
保護者の所得に関わらず、義務教育終了前児童の医療
費を無料化する。

【取組内容】
平成２８年６月診療分より所得制限を全廃して医療費
助成を行い、子育て支援の推進を図る。

子どもの医療費助成事業

２－１－（３）　子育て
支援の充実
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 支給者数 18人 19人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 支給者数 19人 19人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 支給者数 19人 15人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(希望) R2 支給者数 17人 19人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 支給者数 18人

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

1,800 1,900 1,500 1,900 1,800

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 1,800 1,900 1,500 1,900 1,800

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 子育て応援団の構成団体数 10団体 6団体 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 子育て応援団の構成団体数 10団体 6団体 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 子育て応援団の構成団体数 10団体 7団体 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(希望) R2 子育て応援団登録事業所数 10団体 7団体 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 子育て応援団登録事業所数 10団体

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

12 12 12 12 12

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 12 12 12 12 12

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 すこやか健診受診率（乳児健診） 95.0% 93.3% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1・R3 H30 すこやか健診受診率（乳児健診） 95.0% 90.3% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 すこやか健診受診率（乳児健診） 95.0% 91.6% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 すこやか健診受診率（乳児健診） 95.0% 91.7% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 すこやか健診受診率（乳児健診） 95.0%

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

1,580 1,580 1,980 2,022 3,121

国・県支出金 22

地方債

その他

一般財源 1,580 1,580 1,980 2,000 3,121

目　　　　　　　標

毎年度、すこやか健診受診率を伸ばし、受診率95%を目指す。

目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント

出産祝金の支給決定件数を17件とする。

4

出産祝金の支給決定件数を18件とする。

出産祝金の支給決定件数を17件とする。

出産祝金の支給決定件数を17件とする。

出産祝金の支給決定件数を17件とする。

【事業の概要】
第３子以降の出産時に祝金を支給する。

【取組内容】
藤崎町に引き続き３年以上住所を有し、第２子までの
子と生計を同じくしている父母へ、第３子以上の出産
時に支給する。

出産祝金支給事業

２－１－（３）　子育て
支援の充実

③-(2)-4　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

事業費（千円）
【実績・効果】
・第３子以降の祝金対象児童が19人であった。
　@100,000円×19人＝1,900,000円

【今後の取組・方針】
　引き続き第３子以降の対象児童に祝金を支給する。

年度
前期基本計画

総合戦略会議コメント

5
事業所を訪問しての働きかけに加
え、町広報誌でのＰＲも積極的に行
う。

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績・効果（事業効果Ｄ以下の詳細）】
・新型コロナウイルス感染症対策のため、町内の各事業所に赴いての広報活動ができなかった。

【今後の取組・方針（事業効果と今後の方針の乖離について）】
　事業の枠組み自体は地方創生に良い影響があるものと考えているため、感染症の動向を注視しながら応
援団加入の働きかけを継続する。また、町広報を活用したふじさき子育て応援団の周知を図り、登録事業
所の増に努める。

子育て応援団登録事業所数を20事業所（累計）とする。

子育て応援団登録事業所数を10事業所（累計）とする。

子育て応援団登録事業所数を10事業所（累計）とする。

【事業の概要】
子育て家庭にやさしい設備・うれしいサービスの提供など、
子育て家庭を応援する取り組みを行っている町内の事業所・
団体等をホームページで紹介するなど、みんなで子育て応援
の輪を広げる。
【取組内容】
子育てに優しい設備・うれしいサービスの提供など、子育て
家庭を応援する取組みを行っている事業所・団体を本格的に
募集し、子育てウェブさいとで情報提供する。

ふじさき子育て応援団事業

２－１－（４）　子育て
しやすい環境づくりの推

進

髙谷委員：広報活動の不足を感じる

③-(2)-5　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

6

事業費（千円）

毎年度、すこやか健診受診率を伸ばし、受診率95%を目指す。

事業費（千円）

【事業の概要】
低体重出生の原因となりやすいハイリスク妊婦に対す
る訪問指導の強化と離乳食期乳児の健診・訪問指導の
強化により、継続的な指導体制を確立する。
更には乳幼児期から児童期、青年期に渡り継続的に利
用できる子どもノートを使用し健康教育を実施する。
【取組内容】
乳児期に規則的な生活習慣が確立できるように健診
（相談）を充実させる。

すこやか健診（相談）事業

２－１－（２）　妊娠・
出産への支援

③-(2)-6　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：
毎年度、すこやか健診受診率を伸ばし、受診率95%を目指す。

総合戦略会議コメント

毎年度、すこやか健診受診率を伸ばし、受診率95%を目指す。

【実績・効果】
令和２年度乳児健診受診率91.7％

【今後の取組・方針】
継続して高い受診率を維持し、継続的な指導体制の確立を図る。また、公認心理師による心理検査と
助言を実施する。

年度
前期基本計画

事業名 事業概要・取組内容

毎年度、すこやか健診受診率を伸ばし、受診率95%を目指す。

総合計画審議会コメント

事業名 事業概要・取組内容

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

子育て応援団登録事業所数を10事業所（累計）とする。

子育て応援団登録事業所数を15事業所（累計）とする。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 わんぱく教室・子どもふれあい教室参加児童数 12,000人 922人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 わんぱく教室・子どもふれあい教室参加児童数 1,100人 1,104人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 わんぱく教室・子どもふれあい教室参加児童数 1,100人 982人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 わんぱく教室・子どもふれあい教室参加児童数 1,000人 322人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 わんぱく教室・子どもふれあい教室参加児童数 1,000人

社会教育係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

827 860 687 458 459

国・県支出金 551 573 458 0 0

地方債

その他

一般財源 276 287 229 458 459

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 助成件数 5,200件 4,937件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 助成件数 4,900件 5,027件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 助成件数 5,000件 4,930件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 助成件数 5,000件 4,263件 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 制度に対する満足度 60%

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

11,079 12,331 10,634 9,809 10,947

国・県支出金 5,166 5,998 5,281 4,738 5,473

地方債

その他

一般財源 5,913 6,333 5,353 5,071 5,474

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29

H32 H30

ソフト R1

R2 アプリの利用率（高校生のまでの子の保護者） 30% 22% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 アプリの利用率（高校生のまでの子の保護者） 40%

子育て支援係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 396 396

国・県支出金 264 264

地方債

その他

一般財源 132 132

医療費助成によるひとり親家庭への子育て支援を継続する。

学習・体験・交流活動の機会を定期的に提供。

学習・体験・交流活動の機会を定期的に提供。

学習・体験・交流活動の機会を定期的に提供。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

【事業の概要】
ひとり親家庭に対して、医療費の一部負担金（18歳未
満の児童は全額、保護者は月1,000円超分）を助成す
る。

【取組内容】
ひとり親家庭への支援充実のために、医療費の助成を
行う。

ひとり親家庭等医療費助成事業

２－１－（６）　ひとり
親家庭への支援充実

7

学習・体験・交流活動の機会を定期的に提供。

学習・体験・交流活動の機会を定期的に提供。

8
事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

目　　　　　　　標

医療費助成によるひとり親家庭への子育て支援を継続する。

医療費助成によるひとり親家庭への子育て支援を継続する。

医療費助成によるひとり親家庭への子育て支援を継続する。

医療費助成によるひとり親家庭への子育て支援を継続する。

目　　　　　　　標

総合計画分類：

総合戦略分類：

【事業の概要】子どもたちの学びの場・遊びの場・地
域の人との交流の場として、土曜日を中心に児童生徒
を対象にスポーツ・文化活動教室を開催。
　
【取組内容】町内2ヶ所で、わんぱく広場や子どもふ
れあい教室を開催し、学習・体験交流の機会を定期的
に設けている

放課後子ども教室推進事業

３－２－（３）　青少年
交流活動の充実

③-(2)-7　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

・助成件数増が一概に良いことであるとは言い
がたいので、R3よりKPIを変更。子育て支援ア
プリのアンケート機能で計測する。

③-(2)-8　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

当町の子育て支援施策は、小学生ま
でを対象とするものがほとんどのた
め、町総合戦略の計画期間の最終年
度である令和６年度までに児童（高
校生まで）のうち小学生までの児童
全員の利用（約７割）を目指し、令
和２年度から10％ずつ利用率を高め
る目標値設定とした。

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント

【実績・効果】
令和２年度登録者数　264人

【今後の取組・方針等】
　利用率が向上するよう、子育て支援情報の提供に努める。

総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

アプリの利用率（高校生のまでの子の保護者）を40%とする。

髙谷委員：目標値の設定基準は。

目　　　　　　　標

【事業概要】
安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりのた
め、電子母子手帳サービスと子育て支援情報を提供す
るアプリを運営する。

【取組内容】
ふじさき子育てアプリにて、子育て等に有益な情報を
提供する。

ふじさき子育て支援アプリ事業

③-(2)-9　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容

年度
前期基本計画

【実績・効果】
　対象給付者数426人（保護者172人・児童254人）
　助成額　 9,808,144円

【今後の取組・方針】
　引き続きひとり親家庭への医療費助成を継続する。

9

アプリの利用率（高校生のまでの子の保護者）を30%とする。
総合計画分類：

総合戦略分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績】
R2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため９月から実施
わんぱく広場（藤崎）・・・１６教室実施
子どもふれあい教室（常盤）・・・１４教室実施
【今後の取組】
子どもの接し方、学習、体験活動等の企画・実施方策・安全管理方策等の資質向上のため講義や、他の事
業関係者等との情報交換等を図る。
※目標数値は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による事業中止を見込まず、予定事業を全部実施した
場合における数値

髙谷委員：数字的には、コロナ禍のため仕方
ない

事業名 事業概要・取組内容
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 特定不妊治療の助成件数 12件 5件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1・R3 H30 特定不妊治療の助成件数 12件 13件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 特定不妊治療の助成件数 15件 15件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(希望) R2 特定不妊治療の助成件数 15件 16件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 特定不妊治療の助成件数 18件

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

200 600 711 787 900

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 200 600 711 787 900

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 予防接種率（おたふく風邪） 80% 71.2% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1・R3 H30 予防接種率（おたふく風邪） 80% 52.0% C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 予防接種率（おたふく風邪） 80% 31.8% C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 予防接種率（おたふく風邪） 80% 66.7% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 予防接種率（おたふく風邪） 80%

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

1,391 1,697 1,910 1,674 1,674

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 1,391 1,697 1,910 1,674 1,674

助成を行うことにより、出生率の増加を図り、もって少子化対策の一助とする。

助成を行うことにより、出生率の増加を図り、もって少子化対策の一助とする。

助成を行うことにより、出生率の増加を図り、もって少子化対策の一助とする。

【事業の概要】
青森県特定不妊治療費助成金事業を活用し治療を行っ
ている夫婦の経済的な負担軽減を図るため、1回につ
き50,000円を限度とし町が上乗せ助成を行う。

【取組内容】
特定不妊治療の助成を実施し、出生数の増加を図り、
少子化対策の一助とする。

特定不妊治療費助成事業

２－１－（２）　妊娠・
出産への支援

③-(2)-10　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

助成を行うことにより、出生率の増加を図り、もって少子化対策の一助とする。

事業概要・取組内容

定期接種化に追加されるまで、予防接種助成を行う。

目　　　　　　　標

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

【事業の概要】
未だ罹患が懸念されるが定期接種となっていないおた
ふくかぜと、４～１０歳に抗体の減衰が見られる不活
化ポリオの追加予防接種を行う。

【取組内容】
おたふく風邪５，０００円、不活化ポリオ９，４９３
円（６歳以上）若しくは１０，３１８円（５歳以下）
の予防接種助成を個別通知や勧奨を行いながら実施す
る。

【実績・効果】
本事業により妊娠・出産につながった。

【今後の取組】
今後も、継続し事業活動の促進を図る。

事業費（千円）

前期基本計画

予防接種率向上事業

２－６－（２）　各世代
における健康づくりの推

進

③-(2)-11　安心して妊
娠・出産・子育てができ

る環境づくり

11
事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

【実績・効果】
　おたふく（1歳～3歳未満）　接種率66.7％
　不活化ポリオ　　　　　　　接種率87.5％

【今後の取組・方針】
定期の予防接種と同様に対象者に対して事業の周知を図り、接種勧奨をする。

定期接種化に追加されるまで、予防接種助成を行う。

年度
前期基本計画

事業費（千円）

接種率を８０％とする。

接種率を８０％とする。

接種率を８０％とする。

10

助成を行うことにより、出生率の増加を図り、もって少子化対策の一助とする。

事業費（千円）

年度

総合計画分類：

総合戦略分類：

事業名

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

■町平均寿命
男性は全国との格差縮小
女性は現状維持
※５年毎公表

男性77.5歳
女性86.4歳
（H22町）

男性79.6歳
女性86.4歳
（H22全国）

男性78.5歳
女性85.4歳

（市町村別生命表）

― ― ― ― 調査結果待ち
（市町村別生命表）

■公共施設巡回バス利用者
24,901人
（H24）

26,800人
（H32）

※5年で7％増加

23,029人 24,179人 23,549人 24,798人 25,072人 23,051人

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

(注)第１期町総合戦略総括（町平均寿命）は、Ｒ２実績値がＲ５頃まで公表されないので、Ｈ２７実績値がＲ２時点でも継続しているという想定で評価しております。

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■町平均寿命
全国との格差縮小
※５年毎公表

男性78.5歳
女性85.4歳
（H27町）

男性80.8歳
女性87.0歳
（H27全国）

調査結果待ち
（市町村別生命表）

― ― ― ―

◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

まちづくりの第一歩 ボランティアにみんなで参加！
■ふじさき地域活性化助成
事業活用団体数

7団体
（H26）

12団体
（H32）

※5年で5団体増加

9団体 9団体 11団体 13団体 12団体 7団体

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■ふじさき地域活性化助成
事業活用団体数

12団体
（R1）

17団体
※5年で5団体増加

7団体

（１）みんなのまちづくり活動の支援

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・最終年度はコロナ禍という特殊な事情のため、目標値を下回る結果となったが、平成３０年度から目標値は達成していて、町民の自主的なまちづくりに大いに貢献していたと
　考えられる。
・引き続きコロナ禍でも実施可能なまちづくりのため、施策を継続して町民をサポートしていただきたい。

＜基本目標４＞　いきいきと活力ある“まち”を創生する

概要
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

　若者のまちづくりへの参画促進によるコミュニティ活性
化、町民の主体的健康づくりと食生活改善、安心して快適
に暮らせるまちづくりなど、地域資源や人材を活かした施
策連携により、いきいきと活力あるまちを創生し、みんな
が心豊かに共生できるまちづくりを推進する。

・町平均寿命は５年間の変化からは各施策による効果が出ていると明確には言えないところとなっており、今後は各施策の効果がはっきり実績に表れるよう施策を実施していた
　だきたい。（注）
・バス利用者数はじわじわと伸びていたが、最終年度はコロナ禍の特殊な事情で当初実績より下回った状況となっているので、引き続き利便性の向上などにも着目し、個別の施
　策を継続していただきたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 助成事業申請団体数 ６件 ６件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 助成事業申請団体数 ６件 ４件 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 助成事業申請団体数 ６件 ６件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 助成事業申請団体数 ６件 ３件 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 助成事業申請団体数 ６件

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

4,800 1,400 1,400 3,800 5,000

国・県支出金

地方債

その他 4,800 1,400 1,400 3,800 5,000

一般財源

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 助成金活用団体数 １０団体 ９団体 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 助成金活用団体数 １０団体 １３団体 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 助成金活用団体数 １４団体 １３団体 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(協働) R2 助成金活用団体数 １４団体 ７団体 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 助成金活用団体数 ８団体

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

2,625 2,872 3,300 1,495 3,900

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 2,625 2,872 3,300 1,495 3,900

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 交流会参加者　 ６０人 ５４人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 交流会参加者　 ６０人 ６５人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 交流会参加者　 ６９人 ５５人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(協働) R2 交流会参加者　　 ５８人 ０人 E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 交流会参加者　　 ５８人

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

11 11 11 11 11

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 11 11 11 11 11

コミュニティ助成の申請合計を6件とする。

コミュニティ助成の申請合計を6件とする。

総合戦略分類：
④-(1)-1　みんなのまち

づくり活動の支援

コミュニティ助成の申請合計を6件とする。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

コミュニティ助成事業

【事業概要】
住み良い地域環境づくりの推進及び地域住民の連携
意識の高揚、また、世代間交流を図るために、コ
ミュニティ助成の事業を活用し、ソフト事業やコ
ミュニティ施設整備関連に資することで、コミュニ
ティ活動の活性化を図る。

コミュニティ助成の申請合計を6件とする。

コミュニティ助成の申請合計を6件とする。

総合計画分類：
６－３－（２）　コミュ
ニティ意識の醸成から浸

透へ

2

ふじさき地域活性化助成金事業

【事業概要】
地域活性化のための取組を支援するため、町内会等
の団体が実施する新たなまちづくり・地域づくり活
動に対して助成金を交付する。

助成金活用団体を10団体とする。

助成金活用団体を前年比1団体増とする。（１２団体）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

実績：令和2年度実施分の申請件数は3件（採択は2件：中野目町内会、館川町内会）
R２年度中途で追加募集の案内があり、条件に合致した館川町内会が採択された。

【今後の取組・方針等】
次年度実施分の募集に向けた事業内容の周知を強化する。町内会の会議等での制度周知に向け担当課と
協議する。
（全体の申請件数が増えないと採択件数（2件）も維持できない）

成田委員：この事業は魅力が無いのか？い
くら声を掛けても申請が来ないのか。

1

総合計画分類：
６－３－（３）　まちづ
くり・地域づくり団体の

育成支援

助成金活用団体を前年比1団体増とする。（１４団体）

助成金活用団体を前年比1団体増とする。（１４団体）

総合戦略分類：
④-(1)-2　みんなのまち

づくり活動の支援

助成金活用団体を前年比1団体増とする。

宝くじ助成金は年々減少傾向にある
ため、当町の県への申請枠（Ｒ４：
４件）が、目標値（６件）より少な
いという現状である。制度周知と併
せて、現実的な目標値の設定につい
ても検討したい。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：
④-(1)-3　みんなのまち

づくり活動の支援

交流会の参加者が、一般も含め前年比5％増とする。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

まちづくり団体交流事業

【事業概要】
町内のまちづくり団体がそれぞれの取組を報告しな
がら、互いに交流を深める機会を作ることで、更な
る地域活性化の進展を図る。

交流会の参加者が、一般も含め60人とする。

交流会の参加者が、一般も含め前年比5％増とする。

年度
前期基本計画 【実績・効果】

新型コロナウイルス感染症の影響により、７団体（うち新規３団体）が申請し、事業を実施した。

【今後の取組・方針等】
活性化助成金を有効に活用してもらうため、周知活動の強化とともに、地域の課題解決に向けた取組で
あることを周知する。
また、助成金の活用を足がかりに、自立、発展した活動ができるように団体の活動を支援する。

総合計画分類：
６－２－（３）　まちづ
くり学習・交流機会の拡

充

交流会の参加者が、一般も含め前年比5％増とする。

交流会の参加者が、一般も含め前年比5％増とする。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 開催に係る経費は賞品分。飲食分は自己負担

【実績・効果】
R２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施団体は７団体だった。
交流会は開催できなかったため、活動団体の活動内容をまとめた活動報告書を作成しHPに掲載及び、R
１年度の参加団体に配布した。

【今後の取組・方針等】
事業の趣旨の周知を図りながら、助成金活用を促すため、助成金未活用団体の参加を増やす取組が必
要。

成田委員：実施団体数減等はコロナ禍によ
る影響なのか

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑
みると、実施できなかったのはやむを得
なかったと考えられる。

3
新型コロナウイルス感染症の影響で
ある。
（夏まつり等多くの人が集まる事業
が実施できなかった）

事業費（千円）
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 座談会開催回数 １回 １回 A 地方創生に非常に効果的 ３ 事業見直し B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 座談会開催回数 １回 １回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 座談会開催回数 ７回 ７回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 座談会開催回数 １回／２箇所 ０回 E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 座談会開催回数 １回／２箇所

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

460 0 15 0 15

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 460 0 15 0 15

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 公募委員数 ２人 ０人 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 公募委員数 ２人 ２人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 公募委員数 ０人 ０人

R2 公募委員数 ２人 ２人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 公募委員数 ２人

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 0 0 0 0 0

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 ボランティア登録者数 ３，６１３人 ３，５８６人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1-R3 H30 ボランティア登録者数 ３，６００人 ３，５２７人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 ボランティア登録者数 ３，６００人 ３，３７３人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 ボランティア登録者数 ３，６００人 ３，３３３人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 ボランティア登録者数 ３，６００人

福祉係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

80 80 80 80 80

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 80 80 80 80 80

4

広聴活動充実事業
（まちづくり座談会事業）

座談会を開催し地域の要望、課題に対し、担当課へ
の報告とその後の対応について確認を行う。

座談会を年1回開催し、意見箱への意見に対するフィードバックの体制を構築する。

座談会を年1回以上開催する。

総合計画分類：
６－４－（２）　広聴活

動の充実

座談会を年4回以上開催する。

座談会を年1回（２箇所）で開催する。

総合戦略分類：
④-(1)-4　みんなのまち

づくり活動の支援

座談会を年1回（２箇所）で開催する。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：
④-(1)-5　みんなのまち

づくり活動の支援

当該年度で募集する公募委員について、広報紙で募集する。

新型コロナウイルスの感染拡大の影
響で中止となったが、総合戦略の推
進に必要な事業であり、新型コロナ
ウイルスの発生状況等を確認しなが
ら開催を検討したい。事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

各種審議会委員公募事業

【事業概要】
各種行政分野の施策形成に関し、広く住民の意見を
取り入れるために、一般公募により各種審議会等委
員へ登用する。

当該年度で募集する委員について、広報紙で各委員1名を募集する。

当該年度で募集する委員について、広報紙で各委員1名を募集する。

年度
前期基本計画 事業費は、まちづくり座談会食料費（お茶代）

【実績・効果】
新型コロナウイルス感染症の影響により開催できなかった。
町の施策、話題等について意見交換できる貴重な事業として継続していく。
【今後の取組・方針等】
令和３年度は、開催時期、場所、開催方法を考慮した上で、テーマを設定し開催する。
多くの方に参加してもらえるような周知方法の検討も必要。
町ができること、地域ができることを共通認識し、町づくりの活性化につながるような座談会にしてい
きたい。
開催後の意見・要望等の取りまとめ、担当課の対応等の公表について検討する。

まちづくり座談会事業をこちらに統合 成田委員：この事業は総合戦略推進のため
必要な事業である。

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑
みると、実施できなかったのはやむを得
なかったと考えられる。

総合計画分類：
６－２－（１）　まちづ
くりへの住民参画の推進

当該年度で募集する委員について、広報紙で各委員1名を募集する。

当該年度で募集する公募委員について、広報紙で募集する。

6

ボランティア連絡協議会補助事業

【事業の概要】
ボランティア連絡協議会への補助
地域のボランティア活動の活性化を目的に個々の生
きがいや潤いのある生活、活気ある「まちづくり」
のための事業を推進する。
【取組内容】
ボランティア連絡協議会の活動を強化するために、
活動費の補助を行い、ボランティア活動の活性化を
図る。

ボランティア登録者数を現状維持とする。

ボランティア登録者数を現状維持とする。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

公募実績：総合計画審議会１人、商工業振興審議会１人の計２人

【今後の取組・方針等】
公募の対象となる審議会においては、効果的な募集の取組を継続する。

5

総合計画分類：
６－３－（１）　ボラン
ティア活動の支援強化

ボランティア登録者数を現状維持とする。

ボランティア登録者数を現状維持とする。

総合戦略分類：
④-(1)-6  みんなのまち

づくり活動の支援

ボランティア登録者数を現状維持とする。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業費（千円）

年度
前期基本計画

【実績・効果】
主な活動　クリーンロード作戦　新型コロナウイルス感染症により中止。
（参考）R3クリーンロード作戦実績　参加人数　延べ283人　ゴミ袋数　約550袋　総重量　2.1トン

【今後の取組・方針】
新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、事業を継続する。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 老人クラブ会員数 1,540人 1,496人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1-R3 H30 老人クラブ会員数 1,510人 1,466人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 老人クラブ会員数 1,510人 1,341人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(協働) R2 老人クラブ会員数 1,510人 1,261人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 老人クラブ会員数 1,510人

福祉係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

3,740 3,740 3,705 3,263 3,740

国・県支出金 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

地方債

その他

一般財源 2,215 2,215 2,180 1,738 2,215

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 介護教室参加者数 200人 224人 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

H30 介護教室参加者数 250人 188人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 介護教室参加者数 200人 189人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 介護教室参加者数 200人 194人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 介護教室参加者数 200人

介護保険係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

32,011 55,314 45,563 55,314 55,314

国・県支出金 18,727 22,209 17,086 20,743 20,743

地方債

その他 6,242 22,737 17,997 21,849 21,849

一般財源 7,042 10,368 10,479 12,722 12,722

④-(1)-7　みんなのまち
づくり活動の支援

老人クラブ会員の増及び自主事業充実のために支援する。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

老人クラブ補助金

老人クラブ活動に対する補助（連合クラブ1・単位ク
ラブ41）
高齢者の生きがいを目的とした講座・教室の開催
高齢者の社会活動振興と高齢者の生きがいや健康づ
くりを推進することにより、行政と協働し、明るい
長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目
的とする。

老人クラブ会員の増及び自主事業充実のために支援する。

老人クラブ会員の増及び自主事業充実のために支援する。

総合計画分類：
２－２－（１）　高齢者
の生きがい・居場所づく

り

老人クラブ会員の増及び自主事業充実のために支援する。

老人クラブ会員の増及び自主事業充実のために支援する。

8

【地域支援事業】
介護予防・日常生活支援総合事業

【事業概要】
各個人の状態に合わせた必要なサービスを提供し、
定期的な評価を行い介護状態への進行を防止する。
またパンフレットなどにより事業の普及を図る。
【取組内容】
筋力アップ教室、脳トレ教室等を実施し、要支援・
要介護へ進行しそうな高齢者の介護予防を行う。

被保険者が要介護状態になることを予防し、要介護状態になった場合には軽減もしくは悪化を防止する。

被保険者が要介護状態になることを予防し、要介護状態になった場合には軽減もしくは悪化を防止する。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
参　考

【実績・効果】
単位41クラブ。老人クラブ連合会は健老事業等により積極的に高齢者の福祉増進に努力した。
※R3．4現在　単位40クラブ（水木老人クラブの統合による）

【今後の取組・方針】
単位クラブ数の拡充

・老人クラブ補助事業（２）－２－１と統合。 成田委員：会員数は目標値に届かないが、
連合会には毎月広報誌を発行し、積極的に
活動を展開するよう努めている。
（会議にて追加）県内で老人クラブの活動
が低下している中、藤崎町は自治体等の事
務局なしで運営している。また、毎月広報
誌を出しているのも藤崎町だけだとも思っ
たので、コメントをした。

7

総合計画分類：
２－２－（２）　介護予
防・日常生活支援総合事

業の推進

被保険者が要介護状態になることを予防し、要介護状態になった場合には軽減もしくは悪化を防止する。

介護予防教室の参加者　200人

総合戦略分類：
④-(1)-8　みんなのまち

づくり活動の支援

介護予防教室の参加者　200人

総合戦略分類：

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
参　考 【実績・効果】

Ｈ29.1に新しい総合事業へ移行後、訪問型サービスや通所型サービスの第1号事業、筋力あっぷ教室、
脳トレ教室、げんき教室、にこにこわいわい健康教室等の介護予防事業や地域サロン等の集いの場を実
施し、利用者の介護予防等を図っている。参加者数は189人であった
目標については、総合戦略と同様とし、数値目標により達成度を明確をわかりやすくする。げんき・に
こわい・らく楽・筋力あっぷ・脳トレの参加実人数である（教室毎の重複は考慮しない）

【今後の取組・方針】
利用者を増やすため、周知活動を強化するとともに、様々なニーズに応えるため、新たな集いの場づく
りやボランティア個人や団体の育成に務める。
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

毎日がチャレンジデー！みんなで１日15分の運動！
■スポーツプラザ藤崎利用
者数

66,421人
（H26）

70,000人
（H32）

※5年で5％増加

44,271人 72,203人 54,943人 53,169人 46,403人 29,802人

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■ふじさきいきいきスポー
ツクラブ参加者数

5,723人
（R1）

※イベント参加者含む

6,009人
※5年で5％増加

3,370人

（２）いきいき健康づくりの推進

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・５年間で目標値を達成しているのが平成２８年度のみであることから、成果が現れていない。
・スポーツプラザの利用促進に限らず総合的な施策実施により町民の健康づくりの意識醸成がさらに必要と考えられる。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 特定健診受診率 60.0% 51.0% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1・R3 H30 特定健診受診率 60.0% 51.4% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 特定健診受診率 60.0% 47.8% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 特定健診受診率 60.0% 34.3% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 特定健診受診率 60.0%

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

16,842 16,842 21,604 12,408 20,314

国・県支出金 948 969 8,113 4,634 6,058

地方債

その他

一般財源 15,894 15,873 13,491 7,774 14,256

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 健康講座回数 9回 11回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1・R3 H30 健康講座回数 9回 12回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 地域事業件数　 3件 3件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 地域事業件数　 3件 0件 D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 地域事業件数　 3件

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

100 201 60 60 60

国・県支出金 50 100 30 30 30

地方債

その他

一般財源 50 101 30 30 30

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 健康推進員会会員数 １２６人 １３３人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1・R3 H30 健康推進員会会員数 １３０人 １２６人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 健康推進員会会員数 １２６人 １２５人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 健康推進員会会員数 １２６人 １２８人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 健康推進員会会員数 １２８人

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

355 355 355 355 355

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 355 355 355 355 355

1

各種健康診査・保健指導事業

【事業概要】
生活習慣病を中心とした疾病の早期発見・早期予防
並びに町民の健康保持増進を図るため特定健診等を
行い、適切な指導により早期改善・早期治療にむす
びつける。

【取組内容】
広報等に加え、健康推進員を通じた受診勧奨を実施
する。

特定健診受診率を６０％とする。

特定健診受診率を６０％とする。

総合計画分類：
２－６－（２）　各世代
における健康づくりの推

進

特定健診受診率を５２％とする。

特定健診受診率を５４％とする。

総合戦略分類：
④-(2)-1  いきいき健康

づくりの推進

特定健診受診率を５６％とする。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績・効果】
R２年度推計値３４．３％　　適切な指導により早期改善・治療にむすびつけた。

【今後の取組】
国の目標値の６０％を目指すとともに、精密検査についても受診率を上げていく。

・市町村国保の法定目標値は６０％。

総合計画分類：
２－６－（１）　住民主
体の健康づくり体制の確

立

３件以上の地域事業を行う。

３件以上の地域事業を行う。

総合戦略分類：
④-(2)-2  いきいき健康

づくりの推進

３件以上の地域事業を行う。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

健康相談及び健康教育事業

【事業概要】
地域住民の健康づくりのため、町内会の組織力と健康推進
員の健康づくりのノウハウを活用し、地区活動を通して地
区の健康課題に取り組むための助成を行い、健康づくり及
び生活習慣病予防を図る。
町内会長・健康推進員合同会議を開催し、地区の健康課題
について認識を共有する。
【取組内容】
健診結果説明会や個別訪問を行い、健診結果の見方を説明
しながら相談や健康教育を実施する。また、健康講座を実
施し、生活習慣病予防に努める。

３件以上の地域事業を行う。

３件以上の地域事業を行う。

3

健康推進員会補助事業

【事業の概要】
健康推進員会の運営費及び活動費に対する助成
住民一人ひとりが生涯を通じて健康で心豊かに生活
できるよう健康保持増進に寄与するとともに、地域
ぐるみの健康づくり体制を確立することを目的とす
る。
【取組内容】
健康推進員会員が各種健診の受診勧奨を行い、保健
活動を推進するとともに、ふじさき生き生き健康体
操の普及活動を実施する。

健康推進員会の活動を通じて、健（検）診受診率の向上、住民の健康増進を目指す。

健康推進員会の活動を通じて、健（検）診受診率の向上、住民の健康増進を目指す。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績・効果】
　･地域事業　　３町内（水木・榊・老ク女性部）　を予定、準備していたが、コロナ感染症拡大予防
のため実施なし。
【今後の取組・方針】
今後も地域をとおして健康づくり事業を広げていく。

・地域事業の内容は糖尿病や運動に関する話
等だが、地区の課題に応じて実施している。

成田委員：実績０件に対し達成度Ｄなのは
なぜか

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑
みると、実施できなかったのはやむを得
なかったと考えられる。

2

総合計画分類：
２－６－（２）　各世代
における健康づくりの推

進

健康推進員会の活動を通じて、健（検）診受診率の向上、住民の健康増進を目指す。

健康推進員会の活動を通じて、健（検）診受診率の向上、住民の健康増進を目指す。

総合戦略分類：
④-(2)-3  いきいき健康

づくりの推進

健康推進員会の活動を通じて、健（検）診受診率の向上、住民の健康増進を目指す。

年度

地域事業の実施には至らなかった
が、コロナ禍においての実施の検討
及び体制づくりを行っていたのでＤ
とした。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

事業費（千円）

前期基本計画

【実績・効果】
各種健診の周知や勧奨を通じて、保健事業の推進に寄与した。また町内会との協力により活動の幅を広
げつつある。
ふじさき生き生きけんこう体操
　実施回数：14回　　参加者数：81名（延べ278名）　　※新型コロナウイルス拡大防止として時間短
縮等の工夫で予定どおり開催し中止なし。

【今後の取組・方針】
現在の健康推進員と退任後の会員が、会の活動に賛同し自主的に活動を実施することで、地域ぐるみの
健康づくり体制整備・地域のリーダー育成を目指す。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 食生活改善推進員数 40人 38人 B 地方創生に相当程度の効果 １ 事業を発展 B 総合戦略にわずかだが有効

R1・R3 H30 食生活改善推進員数 40人 37人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 食生活改善推進員数 40人 37人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 食生活改善推進員数 40人 31人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 食生活改善推進員数 40人

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

133 133 133 133 133

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 133 133 133 133 133

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 チャレンジデー参加率 55％ 60.6％ A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 チャレンジデー参加率 70％ 70.6％ A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 チャレンジデー参加率 70％ 70.4％ A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 チャレンジデー参加率 70％ 0% E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 チャレンジデー参加率 70％

社会教育係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

897 789 813 118 760

国・県支出金

地方債

その他 400 430 432 93 360

一般財源 497 359 381 25 400

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 いきいきスポーツクラブ参加者数 5,400人 5,216人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 いきいきスポーツクラブ参加者数 5,400人 5,860人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 いきいきスポーツクラブ参加者数 5,400人 5,723人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 いきいきスポーツクラブ参加者数 6,009人 3,370人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 いきいきスポーツクラブ参加者数 6,009人

社会教育係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

総合戦略分類：
④-(2)-4  いきいき健康

づくりの推進

食生活改善推進員の活動を通じて、健康増進意識の向上を目指す。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

町食生活改善推進員会補助事業

町食生活改善推進員会への助成
地域住民に対し組織的、継続的に健康づくり活動を
行う。

食生活改善推進員の活動を通じて、健康増進意識の向上を目指す。

食生活改善推進員の活動を通じて、健康増進意識の向上を目指す。

総合計画分類：
２－６－（２）　各世代
における健康づくりの推

進

食生活改善推進員の活動を通じて、健康増進意識の向上を目指す。

食生活改善推進員の活動を通じて、健康増進意識の向上を目指す。

5

藤崎町チャレンジデ－事業

【事業の概要】毎年５月最終水曜日、住民参加型の
スポーツイベント　【取組内容】町民の健康づくり
と体力づくりとともに、地域間連携を深めるため
に、チャレンジデーの日は１人１日15分の運動を行
うようにする
町民の健康づくり、体力づくりとともに町民の連携
深める。
全国規模の事業で対戦相手もあり、交流にもつなが
る。

住民の健康づくりの意識の高揚を図る。

住民の健康づくりの意識の高揚を図る。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
参　考

【実績・効果】
母子を対象とした離乳食の試食、食育教育や一般対象の栄養教室等により食生活改善を通して健康増進
に寄与した。

【今後の取組・方針】
地域の健康づくりのリーダーでもあるが、会員の高齢化が問題である。若い世代の会員の育成を図りな
がら事業を推進していく。また、食生活に対する関心が高まってきており、今後も継続して事業を行っ
ていく。R3年度養成講座実施予定。

4

総合計画分類：
３－５－（１）　生涯ス

ポーツの推進

住民の健康づくりの意識の高揚を図る。

住民の健康づくりの意識の高揚を図る。

総合戦略分類：
④-(2)-5  いきいき健康

づくりの推進

住民の健康づくりの意識の高揚を図る。

年度

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：
④-(2)-6  いきいき健康

づくりの推進

体育・スポーツ事業を実施し、町民の健康増進とスポーツ精神の高揚。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

NPO法人藤崎町体育協会補助事業

【事業の概要】
体育・スポーツに関する各種事業の実施、支援、啓
発、指導及び奨励

【取組内容】
各種スポーツイベントやスポーツ教室等を実施し、
町民の健康増進を図る
体育・スポーツを振興し、町民の健康増進とスポ－
ツ精神の高揚を図る

体育・スポーツ事業を実施し、町民の健康増進とスポーツ精神の高揚。

体育・スポーツ事業を実施し、町民の健康増進とスポーツ精神の高揚。

前期基本計画
【実績・効果】
R2年度は新型コロナウイルスにより中止となった。

【今後の取組・方針】
今後も同様の事業展開をする。

※コロナ禍初年度という特殊な事情を鑑
みると、実施できなかったのはやむを得
なかったと考えられる。

総合計画分類：
３－５－（１）　生涯ス

ポーツの推進

体育・スポーツ事業を実施し、町民の健康増進とスポーツ精神の高揚。

体育・スポーツ事業を実施し、町民の健康増進とスポーツ精神の高揚。

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

スポーツ教室等２８事業開催し、目標値には達しなかったが健康増進、スポーツ精神の高揚を図ること
ができた。

【今後の取組・方針】
次年度も同様の取り組みとし、スポーツ教室のメニューを再検討し参加者の増加を目指す。

6

事業費（千円）
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 胃がん検診受診率(40歳以上) 50.0% 32.3% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1・R3 H30 胃がん検診受診率(40歳以上) 50.0% 22.0% D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 胃がん検診受診率(40歳以上) 50.0% 21.3% D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 胃がん検診受診率(40歳以上) 50.0% 22.0% D 地方創生にあまり効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 胃がん検診受診率(40歳以上) 50.0%

健康係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

55,149 55,149 60,610 28,949 51,614

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 55,149 55,149 60,610 28,949 51,614

7

がん検診事業

【事業概要】
死亡率が第１位であるがんの早期発見・早期治療を
目指し、がん検診を行う。

【取組内容】
医療機関に委託して実施するとともに、町の集団検
診を２会場で実施する。

各がん検診の受診率５０％を目指す。

各がん検診の受診率５０％を目指す。

総合計画分類：
２－６－（２）　各世代
における健康づくりの推

進

各がん検診の受診率５０％を目指す。

各がん検診の受診率５０％を目指す。

総合戦略分類：
④-(2)-7  いきいき健康

づくりの推進

各がん検診の受診率５０％を目指す。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果（事業効果Ｄ以下の詳細）】

Ｒ２年度胃がん受診率22.0％ ・ 早期治療につなげた。
Ｒ２年度より、胃がん検診内容の変更により、受診率算出が困難なため、地域保健・健康増進報告より
計上。評価指標の目標は、国の目標である受診率50%に設定しているが、現状では大きな乖離があり、
目標達成には大きな課題がある。
【今後の取組（事業効果と今後の方針の乖離について）】
実績は微増であったことでＤ評価としましたが、事業自体は大いに意義があるものと考える。
目標達成のためには、正しい検診（精度管理）と正しい受診（受診ＰＲ）をしてもらうことが重要で、
精度管理の充実と受診率の向上には、更なる制度のPRが必要と思われます。制度利用により公費負担を
受けて定額で受診できることや、早期発見による生存率の向上等について、改めて周知の方法を検討す
る必要があると考えます。また、受診制度の適用について、説明資料等が煩雑になっていることも考え
られますので、今一度住民目線に立って内容を見直すことも検討します。
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

避難所までのルートや避難方法 地域みんなで確認！ ■自主防災組織数
1団体

（H26）

5団体
（H32）

※5年で4団体増加

2団体 5団体 5団体 6団体 9団体 10団体

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■自主防災組織数
9団体
（R1）

14団体
※5年で5団体増加

10団体

（３）安心して暮らせる生活環境づくり

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

・当初の目標を大幅に超える実績となり、地域の自助・共助の体制強化が図られた。
・より安心な生活環境を構築するため、自主防災組織育成事業を含めた総合的な施策を継続していただきたい。

43



事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 相談窓口開設回数 2回 2回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1-R3 H30 相談窓口開設回数 2回 2回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 相談窓口開設回数 2回 2回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 相談窓口開設回数 2回 1回 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 相談窓口開設回数 2回

行政係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

19 21 22 22 22

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 19 21 22 22 22

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 防災訓練参加者数 700人 600人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1-R3 H30 防災訓練参加者数 700人 600人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 防災訓練参加者数 700人 400人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 防災訓練参加者数 100人 150人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 防災訓練参加者数 30人

防災係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

100 151 149 0 150

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 100 151 149 0 150

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 自主防災組織数 ８団体 5団体 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R1-R3 H30 自主防災組織数 ８団体 ６団体 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 自主防災組織数 ８団体 ９団体 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(協働) R2 自主防災組織数 11団体 10団体 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 自主防災組織数 12団体

防災係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

150 200 123 170 550

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 150 200 123 170 550

1

総合行政相談開設事業

【事業の概要】
身の回りのことで困っている人が気軽に相談できるよ
うに、総合行政相談窓口を開設し、住民が安心して生
活できるように支援する。
専門性を持った相談員を配置するなど心配事相談所と
は異なる相談体制を検討する。

【取組内容】
相談を必要とする人がより多く合同相談所を利用する
ことができるように、相談所開設の周知徹底を図る。

周知を徹底し、5月と10月に相談窓口を開設する。

周知を徹底し、5月と10月に相談窓口を開設する。

総合計画分類：
６－１－（３）　人権相

談体制の充実

周知を徹底し、5月と10月に相談窓口を開設する。

周知を徹底し、5月と10月に相談窓口を開設する。

総合戦略分類：
④-(3)-1　安心して暮ら
せる生活環境づくり

周知を徹底し、5月と10月に相談窓口を開設する。

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

町防災訓練の実施（年1回）、自主防災組織独自の訓練実施による防災意識の向上

町防災訓練の実施（年1回）、自主防災組織独自の訓練実施による防災意識の向上

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

５月及び１０月の年２回の相談窓口開設を計画していたが、５月は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止となった。
１０月相談件数　１件

【今後の取組・方針】
住民の相談する機会を確保するため、年２回の合同相談事業を今後も継続する。

年度
前期基本計画

3

自主防災組織育成事業

【事業の概要】
町民の防災意識を向上させるとともに、地域防災力の
向上を図るため町内会等を主体とした自主防災組織の
確立を目指す。
※育成事業費補助　上限50,000円×10団体

【取組内容】
地域住民の防災意識の向上はもとより、地域コミュニ
ティの連携強化を図るため、自主防災組織の整備を促
進する。

自主防災組織の新規結成（4組織）、及び活動支援

自主防災組織の新規結成（4組織）、及び活動支援

2

総合計画分類：
4-1-(2)　防災・減災体制

の充実

自主防災組織の新規結成（4組織）、及び活動支援

自主防災組織の新規結成（2組織）、及び活動支援

総合戦略分類：
④-(3)-3　安心して暮ら
せる生活環境づくり

自主防災組織の新規結成（2組織）、及び活動支援

年度

町防災訓練の実施（年1回）、自主防災組織独自の訓練実施による防災意識の向上

町防災訓練の実施（年1回）、自主防災組織独自の訓練実施による防災意識の向上

町防災訓練の実施（年1回）、自主防災組織独自の訓練実施による防災意識の向上

前期基本計画

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

【事業の概要】
町民の防災意識向上のために、全町的に防災訓練を実
施する。
また、地域での自主的な防災訓練の実施を促進する。

【取組内容】
町役場周辺において防災訓練を実施し、町民の防災意
識を向上させる。

防災訓練事業

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：

４－１－（２）　防災・
減災体制の充実

④-(3)-2　安心して暮ら
せる生活環境づくり

総合計画分類：

事業費（千円）

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

【実績・効果】
町避難所開設・受入訓練。
町消防団による水害対応訓練。

【今後の取組・方針】
自主防災組織、町内会の町民参加型の町防災訓練事業の継続実施。
（令和３年度の町防災訓練は新型コロナ対策として規模を縮小して実施予定。）

【実績・効果】
新規結成1団体。３団体が育成事業を活用して防災訓練等を実施。
（自主防災組織設置状況）
　H27　1組織　若松地区
　H28　2組織　亀田地区　矢沢地区
　H29　2組織　横町地区　水木地区
　H30　1組織　久井名舘地区
　R 1　 3組織　東町地区　みつや地区　柏木堰地区
　R 2　 1組織　木挽町地区
【今後の取組・方針】
新たな自主防災組織設立に向け町内会等への活動支援を強化。
設立後の自主防災組織の活動支援の強化。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 避難行動要支援者名簿登録者のうち支援希望者数 ７００人 ３６４人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1-R3 H30 避難行動要支援者名簿登録者のうち支援希望者数 ３８０人 ３４３人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 避難行動要支援者名簿登録者のうち支援希望者数 ３８０人 ３４８人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 避難行動要支援者名簿登録者のうち支援希望者数 ３８０人 ３０６人 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 避難行動要支援者名簿登録者のうち支援希望者数 ３８０人

福祉係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

一般財源 0 0 0 0 0

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 地域防犯パトロール回数 16回 18回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1-R3 H30 地域防犯パトロール回数 16回 17回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 地域防犯パトロール回数 16回 15回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 地域防犯パトロール回数 16回 13回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 盗難防止パトロール等の地域巡回活動、啓発看板の設置 地域防犯パトロール回数 16回

防災係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

230 230 230 230 230

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 230 230 230 230 230

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 交通事故件数 55件 未公表 ２ 事業を継続

R1-R3 H30 交通事故件数 55件 31件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 交通事故件数 55件 53件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 交通事故件数 50件 43件 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 交通事故件数 50件

防災係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

400 450 400 400 400

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 400 450 400 400 400

4

総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

各種防犯大会への参加やイベント時の周辺パトロール、地域の巡回活動を実施した。

【今後の取組・方針】
今後も防犯活動を継続展開する。

総合計画分類：
4-2-(2)　地域ぐるみの防

犯活動の推進

盗難防止パトロール等の地域巡回活動、啓発看板の設置

盗難防止パトロール等の地域巡回活動、啓発看板の設置

総合戦略分類：
④-(3)-5　安心して暮ら
せる生活環境づくり

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績・効果】
希望町内会等に臨機に説明を行い、随時名簿提供を行った。
啓蒙普及につとめるため、新たに支援マニュアルを作成し、配布した。
町防災訓練の中で、福祉避難所との机上訓練がなされた。
※名簿作成済み４８町内中、１６町内が避難者支援可能。

【今後の取組・方針】
継続して啓蒙普及につとめ、町内会等を通じ名簿提供範囲広めていく。
継続して福祉避難所に係る訓練を行う。

総合戦略分類：

6

交通安全推進事業

【事業の概要】
交通安全協会、交通安全母の会を主体とした事業を展
開し、交通安全意識の高揚と交通事故防止を図る。

【取組内容】
交通安全教室等の開催により、交通事故件数を減少さ
せる。

交通安全教室や街頭指導を行い、交通事故防止に努める。

交通安全教室や街頭指導を行い、交通事故防止に努める。

総合計画分類：

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント

４－２－（１）　交通安
全の推進

交通安全教室や街頭指導を行い、交通事故防止に努める。

交通安全教室や街頭指導を行い、交通事故防止に努める。

総合戦略分類：
④-(3)-6　安心して暮ら
せる生活環境づくり

交通安全教室や街頭指導を行い、交通事故防止に努める。

5

防犯パトロール強化事業

【事業の概要】
防犯協会、防犯指導隊を中心として、防犯強化に努め
安心安全な町を目指す。

【取組内容】
各種防犯大会への参加やイベント時の周辺パトロー
ル、地域への巡回活動を実施する。

盗難防止パトロール等の地域巡回活動、啓発看板の設置

盗難防止パトロール等の地域巡回活動、啓発看板の設置

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

事業費（千円）

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

④-(3)-4　安心して暮ら
せる生活環境づくり

避難行動要支援者名簿の協力者への提供。福祉避難所に係る避難訓練の実施。

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

避難行動要支援者支援事業

【事業の概要】
地域防災計画において、避難行動要支援者名簿を活用
し、災害時の避難支援体制の充実を図る。また、一般
の避難所で対処できない障がい者などの方を避難させ
る福祉避難所の運営マニュアルを活用し、非常時に迅
速に対応できる体制作りを進める。
【取組内容】
避難行動要支援者名簿の作成及び行動計画等の周知、
福祉避難所との連携強化による災害時の即応力を強化
する。

避難行動要支援者名簿の協力者への提供。福祉避難所に係る避難訓練の実施。

避難行動要支援者名簿の協力者への提供。福祉避難所に係る避難訓練の実施。

総合計画分類：
４－１－（３）　避難行
動要支援者支援の充実

避難行動要支援者名簿の協力者への提供。福祉避難所に係る避難訓練の実施。

避難行動要支援者名簿の協力者への提供。福祉避難所に係る避難訓練の実施。

【実績・効果】
各種交通安全事業等へ積極的に参加。
保育所（園）、小中学校で交通安全教室を実施。

【今後の取組・方針】
今後も交通事故抑止運動を継続展開する。

・令和２年度のパトロール回数が減っているの
はコロナの影響で夏祭りの開催等が減ったため
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 長寿命化修繕計画で補修が必要な橋梁数 26ヶ所 26ヶ所 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1-R3 H30 長寿命化修繕計画で補修が必要な橋梁数 24ヶ所 24ヶ所 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ハード R1 長寿命化修繕計画で補修が必要な橋梁数 22ヶ所 22ヶ所 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 長寿命化修繕計画で補修が必要な橋梁数 21ヶ所 20ヶ所 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 長寿命化修繕計画で補修が必要な橋梁数 20ヶ所

建設係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

新規 H29 記事掲載 ２回 1回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H31-H33 H30 広報等での周知回数 ２回 ２回 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 広報等での周知回数
広報紙２回

HP４回
広報２回
HP４回

A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R2 広報等での周知回数
広報紙２回

HP４回
広報２回
HP４回

A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 広報等での周知回数
広報紙２回

HP４回

企画調整係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

247 247 247 276 276

国・県支出金 43 43 43 44 44

地方債

その他

一般財源 204 204 204 232 232

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

橋梁長寿命化事業

【事業概要】
橋梁について点検・調査を行い計画的な補修事業を進
め、安全な交通を確保する。

【取組内容】
町内に架かる橋を計画的に点検・補修工事を行い、町
民の安全を確保する。

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画

【実績・効果】
緊急性のある補修は終了している。

【今後の取組・方針】
Ｒ３年度から次回の点検が始まる。（５年に１回橋の点検）

7

総合計画分類：

総合戦略分類：
④-(3)-7　安心して暮ら
せる生活環境づくり

8

消費生活相談体制整備事業

【事業概要】
消費生活相談体制として、弘前市市民生活センターと
の広域連携による相談体制を維持しながら、「藤崎町
相談窓口紹介ネットワーク」の構築を図り、消費生活
に関する専門的で円滑な相談体制を整備する。

町相談窓口紹介ネットワークについて、広報紙による制度周知を年2回行う

町相談窓口紹介ネットワークについて、広報紙による制度周知を年2回行う

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

総合計画分類：
４－３－（１）　消費生

活対策の強化

町相談窓口紹介ネットワークを構築し、情報提供を開始する。
広報紙による制度周知を年2回行う

町相談窓口紹介ネットワークと連携し情報共有を図る。
制度周知等について広報紙に２回、ホームページに４回掲載する

総合戦略分類：
④-(3)-8　安心して暮ら
せる生活環境づくり

町相談窓口紹介ネットワークと連携し情報共有を図る。
制度周知等について広報紙に２回、ホームページに４回掲載する

事業費（千円）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
前期基本計画 【実績・効果】

広報紙に消費者行政に関する記事を２回、ホームページに４回掲載した。
R２年１１月に消費者安全確保地域協議会を設置したことで、防犯部局との連携が円滑になった。

【今後の取組・方針等】
県、弘前市民生活センターからは、相談事例実績の報告があるが、具体的な被害となったケースは見られ
ていない。R２年に設置した消費者安全確保地域協議会と連携し積極的な情報提供を図り、引き続き広報
紙、ホームページで制度の周知及び注意喚起を行う。
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◆ 第１期指標

指標 当初 目標 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

まちの豊かな自然や雄大な景観 みんなでもっと自慢しよう！ ■資源ごみ回収量
309t

（H26）

340t
（H32）

※5年で10％増加

178t 164t 137t 119t 139t 109t

◆ 第１期指標達成状況に対する総括

◆ 第２期指標

指標 当初 目標 R2 R3 R4 R5 R6

■1人1日当たりのごみ排出
量

992g
（R1）

962g
(R6)

※5年で30g減量

966g

（４）快適で住みやすいまちづくり

オールふじさき！みんなでアクション！
計画期間の数値目標 達成状況（実績値）

※資源ごみ回収補助金の単価減　H26年度:４円/kg → H27年度:３円/kg → H28年度:２円/kg

・当初の数値から大幅に減少しており、住民ぐるみの環境政策が後退している。
・ごみ減量や循環型社会構築などを含む関係施策の実施を効果的に行って、より良い環境づくりに結びつけていただきたい。
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 町巡回バスの利用者数 25,250人 23,549人 C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H30 町巡回バスの利用者数 25,250人 24,798人 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1 町巡回バスの利用者数 25,250人 25,072人 A 地方創生に非常に効果的 １ 事業を発展 A 総合戦略に有効

R2 町巡回バスの利用者数 25,250人 23,051人 B 地方創生に相当程度の効果 １ 事業を発展 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 町巡回バスの利用者数 25,250人

庶務係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

8,122 8,202 8,382 7,945 8,966

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 8,122 8,202 8,382 7,945 8,966

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 福祉バス利用回数 155回 135回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H30 福祉バス利用回数 150回 133回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R1 福祉バス利用回数 150回 129回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R2 福祉バス利用回数 150回 64回 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

R3 福祉バス利用回数 150回

福祉係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

6,041 6,041 6,041 5,999 5,588

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 6,041 6,041 6,041 5,999 5,588

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 町の事務事業における二酸化炭素排出量　※削減目標 1,752,972kg- co2 1,850,530kg- co2 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H30-H32 H30 町の事務事業における二酸化炭素排出量　※削減目標 1,752,972kg- co2 1,770,736kg- co2 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 町の事務事業における二酸化炭素排出量　※削減目標 1,757,363kg- co2 1,726,348kg- co2 A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(協働) R2 町の事務事業における二酸化炭素排出量　※削減目標 1,757,363kg- co2 1,821,814kg-co2 B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(協働) R3 町の事務事業における二酸化炭素排出量　※削減目標 1,730,723kg-co2

環境係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

2

福祉バス運行事業

【事業の概要】
社会福祉関係団体の活動促進と地域住民の福祉向上
を図るため、福祉バス運行業務を実施する。

【取組内容】
老人クラブや保育所等の各種団体に利用されてお
り、冬期間の温泉送迎としても有効に活用してい
る。

総合計画分類：

事業費（千円）

年度
参　考 【実績・効果】

事業費は福祉バス管理運営（委託料）を計上。
地域の福祉活動の拠点となっている。

【今後の取組・方針】
今後も地域福祉の増進のために、中心的な役割を担ってもらう。

庁内削減率基準年度比5％以上とＰＲ

3

庁内削減率基準年度比5％以上とＰＲ

庁内削減率基準年度比5％以上とＰＲ

庁内削減率基準年度比5％以上とＰＲ

庁内削減率基準年度比5％以上とＰＲ

年度

事業費（千円）

1

巡回バス等交通ネットワーク再構築事業

【事業の概要】
少子高齢化の進行に伴い、買物弱者などの増加が想
定されることから、町巡回バスについて、現状の利
用状況や地域住民ニーズ等を整理し、問題点や課題
を把握することで、町巡回バス等の交通ネットワー
クを再構築する。

【取組内容】
公共施設巡回バスの現状と利用状況を把握する調査
をし、より良い運行方法等を検討。さらに鉄道等の
公共交通との連携等、利便性を高める。

総合計画分類：

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課） 総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

総合戦略分類：
④-(4)-2　快適で住みや

すいまちづくり

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

年度
参　考 【実績・効果】

新型コロナウイルス感染症の影響により施設が休止となった期間等があったので、その分の利用者減に
なったと思われる。

【今後の取組・方針】
新型コロナウイルス感染対策（外気導入・換気扇・ウイルスコーティング）を施した車両の購入

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

目　　　　　　　標

総合戦略分類：
④-(4)-1　快適で住みや

すいまちづくり

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

事業名 事業概要・取組内容 目　　　　　　　標

事業名 事業概要・取組内容

【事業の概要】
庁内における温室効果ガスの排出量削減目標を定め
実践するとともに、広報紙及びホームページで地球
温暖化防止をＰＲする。

【取組内容】
役場公用車のガソリン使用量、役場庁舎の光熱水費
等の抑制により、温室効果ガスの排出量を削減す
る。

地球温暖化対策事業

５－１－（２）　自然環
境保全活動の推進

④-(4)-3　快適で住みや
すいまちづくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

前期基本計画

事業費（千円）

【実績・効果】
各課の協力でガソリンや軽油等、省エネ対策の効果があったものの、冬季の影響で灯油量が基準年度比11.6％増と

なった。また、町民に対する啓発は、ホームページ及び広報紙により行った。

【今後の取組・方針等】
令和３年度から７年度までの新たな計画期間としてスタートするが、令和３年度においても、二酸化炭
素排出量５％削減の維持を目指す。
また、町公用車のCO2排出量ゼロ化等含め、地球温暖化防止対策実行計画推進委員会等で周知を行い、
引き続き省エネ対策を継続し、町民に対しても広報紙、町WEBサイトにより啓発活動を行う。

【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

事業費（千円）
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 汚泥コンポスト化率 100% 100% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31・H33 H30 汚泥コンポスト化率 100% 100% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ハード R1 汚泥コンポスト化率 100% 100% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 汚泥コンポスト化率 100% 100% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 汚泥コンポスト化率 100%

工務施設係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

7,657 9,067 9,644 6,819 9,767

国・県支出金

地方債

その他

一般財源 7,657 9,067 9,644 6,819 9,767

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 町民一人１日当たりのごみ排出量　※削減目標 889g 1,006ｇ B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H30-H32 H30 同上 889g 1,031ｇ E 地方創生に効果なし ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 同上 980g 992ｇ B 地方創生に相当程度の効果 １ 事業を発展 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(協働) R2 同上 980g 966g A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(協働) R3 同上 980g

環境係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 資源ごみ回収率 12.6% 9.5% C 地方創生に効果あり ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

H30-H32 H30 資源ごみ回収率 12.6% 11.0% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

ソフト R1 資源ごみ回収率 12.6% 10.0% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(協働) R2 資源ごみ回収率 12.6% 10.7% B 地方創生に相当程度の効果 ２ 事業を継続 B 総合戦略にわずかだが有効

重点(協働) R3 資源ごみ回収率 12.6%

環境係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

【実績・効果】
汚泥のコンポスト化率は100%であるが、令和2年度は秋まつり中止のため無料配布はできなかった。

【今後の取組・方針等】
引き続き事業を継続する。

【事業概要】
各家庭等からの生活排水を処理した汚泥を有効活用
し、汚泥発酵肥料として農地還元リサイクル事業を
推進する。

【取組内容】
汚泥収集運搬・脱水し、汚泥肥料を製造する。

事業名

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

秋まつりにおいて無料配布　１５ｋｇ　200袋　　３ｋｇ　600袋

目　　　　　　　標

秋まつりにおいて無料配布　１５ｋｇ　２００袋　　３ｋｇ　600袋

秋まつりにおいて無料配布　１５ｋｇ　200袋　　３ｋｇ　600袋

秋まつりにおいて無料配布　１５ｋｇ　200袋　　３ｋｇ　600袋

秋まつりにおいて無料配布　１５ｋｇ　200袋　　３ｋｇ　600袋

秋まつりにおいて無料配布　１５ｋｇ　200袋　　３ｋｇ　600袋

【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

年度
前期基本計画

事業費（千円）

事業費（千円）

汚泥コンポスト化推進事業

総合戦略分類：

5-4-(4)　資源循環型エコ
タウンの推進

総合計画分類：

④-(4)-4　快適で住みや
すいまちづくり

事業概要・取組内容

【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

町民一人当たりごみ排出量年間300㎏以下

5

町民一人当たりごみ排出量年間350㎏以下

町民一人当たりごみ排出量年間325㎏以下

町民一人当たりごみ排出量年間300㎏以下

目　　　　　　　標事業名 事業概要・取組内容

町民一人当たりごみ排出量年間300㎏以下

年度
前期基本計画

事業費（千円）

事業費（千円）

【実績・効果】
R２．４．１からスタートした、一般廃棄物と事業系廃棄物の区分収集をホームページ及び広報を活用
し周知した。また、区分収集に対する現地指導及び問い合わせに対する支援を行った。

【今後の取組・方針等】
広報等での周知啓発を継続し、分別への協力及び排出方法の現地指導やごみの減量化、資源化を推進す
るとともに、一般廃棄物と事業系廃棄物の区分定着を図る。

【事業の概要】
ごみの減量化や分別を徹底し、ごみ処理経費の削減
を図る。

【取組内容】
広報等を活用し、分別への協力及び排出方法の指導
を実施する。また、小型家電の分別も行う。

ごみ減量分別事業

５－４－（２）　ごみ減
量化の推進

④-(4)-5　快適で住みや
すいまちづくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

4

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

6

資源ごみ回収量年間200ｔ以上

資源ごみ回収量年間230ｔ以上

資源ごみ回収量年間260ｔ以上

資源ごみ回収量年間260ｔ以上

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

【事業の概要】
３Ｒ運動を推進し、地域ぐるみで資源ごみ回収活動
を実施する。

【取組内容】
ごみを資源として活用するため、資源ごみの回収に
ついて、今後も周知・啓発を図る。

資源ごみ回収事業

５－４－（４）　資源循
環型エコタウンの推進

④-(4)-6　快適で住みや
すいまちづくり

総合計画分類：

総合戦略分類：

年度

目　　　　　　　標

事業費（千円）

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

【実績・効果】
広報等を活用し、資源ごみの回収方法や再利用の流れ等の周知啓発と指導・支援を行った。

【今後の取組・方針等】
今後も広報等を活用した周知啓発を図るとともに指導・支援における活動を実施する。
※資源ごみ回収率＝（集団回収＋委託回収）／ごみ総排出量
（資源ごみ回収率10.725％＝（資源回収量561.351ｔ÷ごみ総排出量5,233.81ｔ）

資源ごみ回収量年間260ｔ以上

前期基本計画

事業名 事業概要・取組内容
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事業区分 年度 重要業績評価指標　ＫＰＩ 目標値 実績値 達成度（事業効果） 今後の方針 総合戦略会議事業評価

継続 H29 事業効果がA～Cの割合 80% 90.42% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

H31-H33 H30 事業効果がA～Cの割合 80% 95.79% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

ソフト R1 事業効果がA～Cの割合 80% 89.25% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

重点(活力) R2 事業効果がA～Cの割合 80% 96.51% A 地方創生に非常に効果的 ２ 事業を継続 A 総合戦略に有効

R3 事業効果がA～Cの割合 80%

戦略推進係 R4

庁内ヒアリング結果（経営戦略課） 外部評価を受けた対応（担当課）

H29 H30 R1 R2 R3

0 0 0 0 0

国・県支出金

地方債

その他

一般財源

総合計画審議会コメント 総合戦略会議コメント

④-(4)-7　快適で住みや
すいまちづくり

【実績・効果】

【今後の方針】
引き続き年度ごとに実績を検証し、PDCAサイクルを実施していく。

事業効果がＡ～Ｃの割合　８０％

7

事業名 事業概要・取組内容

【事業概要】町の人口の将来展望を示す人口ビジョ
ンを踏まえ、人口減少克服・地方創生を実現するた
め、自立性、将来性、地域性、直接性及び結果重視
の５つの政策原則に基づく総合戦略を平成２７年度
に策定し、策定後は各施策の効果検証を行う。
【取組内容】平成２７年１０月に人口ビジョン及び
総合戦略を策定し、平成２８年度から本格的な地方
創生推進事業を展開するとともに、効果検証を行
う。

人口ビジョン及び総合戦略事業

総合計画分類：

総合戦略分類：

目　　　　　　　標

事業費（千円）

年度
前期基本計画

事業効果がＡ～Ｃの割合　８０％

事業効果がＡ～Ｃの割合　８０％

事業効果がＡ～Ｃの割合　８０％

事業効果がＡ～Ｃの割合　８０％

事業費（千円） 【実績・効果】　【今後の取組・方針等】　　　（担当課）

６－５－（２）　行政
サービスの質の向上
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