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【基本情報】 ＫＰＩ 新規企業誘致数（5年間） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 1 基本的方向性 企業誘致および市内企業の育成による雇用創出 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

4社 

(H22～26合計値) 

     

28年度 ↓ 
0社 

(0) 
Ｃ 

企業立地推進事業。企業訪

問。企業誘致パンフレット

更新。 

現在、単独の企業に特化したセールスを行っ

ているが、交渉中の企業も含め、今後は門戸

を広くとった誘致活動を行う。 

専門性の高くない職種での雇用拡

大を狙った企業誘致をお願いした

い。 

29年度 ↓ 
1社 

(1) 
Ｂ 

・株式会社小浜酒造の誘致 

・進出希望のある企業に対

して、土地情報を提供する

とともに関係者との調整を

行い、次年度以降、2社進出

の確約をとった。 

遊休地情報を広く入手し、企業ニーズに即対

応できる体制を整える。また、小浜市独自の

魅力について洗い出しを行い、それを生かし

た誘致活動を行う。 

 

30年度 ↓ 
1社 

(2) 
Ａ 

進出希望のある企業に対し

て、土地情報を提供すると

ともに関係者との調整を行

った。株式会社木田屋商店

第２工場を誘致した。 

雇用創出・企業誘致を進めるうえでの大きな

課題は働き手の確保であり、そのためＵ・Ｉ

ターンの促進や雇用のミスマッチ解消の対

策を講じる必要がある。キャリア教育や「ふ

るさと教育」の拡充に加え、大学の就職セン

ターへの働きかけや企業説明会等を充実さ

せる。また、企業誘致に於いては事務職等ニ

ーズのある企業を優先的に勧誘する。 

 

1年度 

(目標値) 
2社      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）

まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.1 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.2 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 産業団地整備状況（市が保有する産業団地の分譲面積） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 1 基本的方向性 企業誘致および市内企業の育成による雇用創出 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
1.8ha(H27) 

     

28年度 ↓ 0.0ha Ｃ 
企業団地整備にかかる地元

交渉。 

地元交渉は現状通り慎重に進める。同意後の

事業執行に係る予算措置が問題となる。 
 

29年度 ↓ 0.0ha Ｃ 

誘致にあたり関係機関との

調整・協議を行っている。 

 

企業団地への進出希望者の業種について、社

会情勢を加味した柔軟な対応が可能となる

よう、関係機関への働きかけを行う。 

 

30年度 ↓ 0.0ha Ｃ 
誘致にあたり関係機関との

調整・協議を行っている。 

進出企業に対して、社会情勢を加味した柔軟

な対応が可能となるよう、関係機関への働き

かけ等を行う。 

 

31年度 

(目標値) 
3.5ha      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.3 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 空き店舗等を活用する事業所数 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 1 基本的方向性 企業誘致および市内企業の育成による雇用創出 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 
4件 

(4) 
Ａ 

創業補助金。小浜市創業支

援事業計画により金融機

関・商工会議所との連携に

よる創業支援。 

空き店舗の利活用も目標数値を満たしており、

引き続き現取組みを継続する。 

また、創業についての関係機関との連携につい

て、広く市民に知ってもらうための PR に努め

る。 

 

29年度 ↓ 
1件 

(5) 

Ａ 

 

創業補助金。小浜市創業支

援事業計画により金融機

関・商工会議所との連携に

よる創業支援。また、商工観

光課で企業向けの情報発信

サイト（FB）の立ち上げ。 

創業件数は伸びを示しており、これまで通り関

係機関との取り組みを続けていく。支援制度等

の PR 手法の検討や、創業後のケアについても

関係者と協議する必要がある。 

創業補助金の情報発信をもっとで

きれば（空き店舗の利活用も含め

て）若者が増えると学生の戻って

くる率が増えるのでは。 

30年度 ↓ 
1件 

(6) 
Ａ 

創業補助金（１件、むさし）。

金融機関・商工会議所との

連携による創業支援（３件） 

。起業向けの情報発信サイ

ト（FB）の立ち上げ。 

市内における創業事例はあるものの、空き店舗

等を活用した創業件数は伸びていない（自宅を

一部改修する等）。今後、関係機関との連携を密

にして情報を共有し、発信していくとともに、

新たな創業者の発掘を目指す。 

また、新ふるさと創造推進事業を活用した特手

エリア空き店舗対策に取り組む。 

 

31年度 

(目標値) 
5件      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.4 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 新規学卒者の地元就職率 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 1 基本的方向性 企業誘致および市内企業の育成による雇用創出 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
56.10%(H26) 

     

28年度 ↓ 53.6% Ｄ 

サマー求人企業説明会。ふる

さと仕事体験。ものづくり就

職奨励金。インターンシップ

補助。就職フェア。嶺南立地

企業雇用確保チーム。 

全国的に雇用環境が改善し、学生にとって

売り手市場が続く中、大企業志向が強まり、

地元離れが続いているのが現状である。 

これに対し、雇用対策協定に基づく労働局

と連携した地元就職への取組み、また、「ふる

さと仕事体験」等の取組みにより、地元就業

意識の向上を図る。 

 

29年度 ↓ 49.3% Ｄ 

サマー求人企業説明会。ふる

さと仕事体験。ものづくり就

職奨励金。インターンシップ

補助。就職フェア。嶺南立地

企業雇用確保チーム。 

地元高校生へ地元企業の魅力を伝えるため

の企画を行う。（ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞの活用等）また、

関係者との意見交換を密にして、現場の求め

る情報を提供できるような工夫に努める。 

定着率も拾ってはどうか。 

30年度 ↓ 71.6% Ｂ 

・平成２８、２９年度事業の

継続実施 

・大学訪問 

・保護者や学生本人への地

元就職の呼びかけ 

大企業志向が依然として強いことから、市と

市内企業同士が連携して、地元就職のよさを

発信していく。また、早期からの市内企業の

認知向上を図るため、インターンシップの拡

充や、企業紹介メディアの充実を行う。 

平成 31 年度には、市内企業と地域の魅力を

ＰＲする求人 webサイト「マチリク」を活用

し、Ｕターンを含む人材確保に取り組む。 

就職に関しては、政策的に行政が

手を出しにくい部分であるが、人

口に直結することであるため、ハ

ローワークとの連携を強め、地元

定着に取り組むべき。 

31年度 

(目標値) 
80%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 

 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 総務課 指標 No.5 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 育児休業取得率 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 1 基本的方向性 企業誘致および市内企業の育成による雇用創出 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
47.0%(H26) 

     

28年度 ↓ 

３５．７％ 

男性 9名⇒0名 

女性 5名⇒5名 

Ｄ 

新規採用者への研修 

出産を控えた職員への制度

等の説明 

男性職員の取得率の向上（取得しやすい雰囲

気の醸成、制度の理解、管理職の意識改革や

マネジメント力の向上等） 

35.7％･･･全国平均よりかなり低

い？ 

男性の育児休暇取得率はそれだけ

で目標にした方が効果や反省が見

えやすい？ 

29年度 ↓ 

６４．３％ 

男性 5名⇒0名 

女性 9名⇒9名 

Ａ 

新規採用者への研修 

出産を控えた職員への制度

等の説明 

男性職員の取得率の向上（取得しやすい雰囲

気の醸成、制度の理解、管理職の意識改革や

マネジメント力の向上等） 

今さらですが、市全体の計画に市役所だ

けの取得率が出るのには違和感が。ま

た、市全体の労働環境の担当課は商工観

光課、もしくは育児休暇のことであれば

市民協働課である。 

30年度 ↓ 

４８．０％ 

男性 14名⇒1

名 

女性 11名⇒11

名 

Ｂ 

男性職員の取得があった 

新規採用者への研修 

出産を控えた職員への制度

等の説明 

男性職員の取得率の向上（取得しやすい雰囲

気の醸成、制度の理解、管理職の意識改革や

マネジメント力の向上等） 

 

31年度 

(目標値) 
67.0%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 

 

 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.6 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 担い手への農地集積（本市の農地面積のうち、認定農業者や集落営農組織の農地面積が占める割合） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
38.50%（H27） 

     

28年度 ↓ 42.9% Ｂ 
農地集積・ 

集約化対策事業 

農地の受け手となる集落営農組織等を持たない地

域もあることから、地区説明会やリーダー養成講座

等を通じて、農地集積や集落営農組織の立ち上げに

ついて地域での理解を深める必要がある。 

 

29年度 ↓ 48.3% Ｂ 
農地集積・ 

集約化対策事業 

地域によっては受け手となる集落営農組織の立ち

上げから必要なところもあるため、引き続き地域の

実情に合った支援を行っていきたい。 

※組織の立ち上げには時間を要する 

 

30年度 ↓ 58.3 Ｂ 
農地集積・ 

集約化対策事業 

平坦農地や条件の良い農地においては農地集積が

進んできているが、中山間地においては未だ課題が

多いため、地域の実情に合った支援を行っていく必

要がある。 

 

31年度 

(目標値) 
60%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.7 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 新規就農に向けた研修者数（5年間） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 1人 Ｂ 新規就農研修推進事業 

8 月から研修生 1 名を受入れているが、研修

終了後、おばまアグリスクールのより柔軟か

つ迅速な運営を行う必要がある。 

 

29年度 ↓ 2人 Ｂ 

新規就農研修推進事業 

（農林水産課事業） 

地域おこし協力隊設置事業

（人口増未来創造課事業） 

平成 29 年度より地域おこし協力隊制度を活用

し、研修生２名を受け入れている。平成 30年度

からは、農業委員、嶺南振興局、ＪＡ、小浜市

で構成する「小浜市食と農の人材育成センタ

ー」を創設し、これを核とし、おばまアグリス

クールの運営を行う。 

研修生（地おこ）を更に増やしたいが、予算と

の調整が必要となる。 

 

30年度 ↓ 1人 Ｃ 
おばまアグリスクール研修

支援事業 

平成 30年度から、農業委員会、嶺南振興局、Ｊ

Ａ、福井銀行、小浜市で構成する「小浜市食と

農の人材育成センター」を創設し、これを核と

し、おばまアグリスクールの運営を行い、研修

生の支援体制を強化しているが、研修生の人材

確保が大きな課題である。 

 

31年度 

(目標値) 

15人→ 

5人 
     

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.8 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 多面的機能支払の農振農用地面積カバー率 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 63.4% Ｂ 

多面的機能支払交付金事業 

･農地維持活動 

･資源向上活動（共同活動） 

･長寿命化活動 

活動組織の広域化（17組織→1組織）が行わ

れたことにより、組織の事務処理等に係る負

担軽減が図られ、取り組みやすい体制が整っ

たことから、未取組地区の加入率を更に向上

させる必要がある。 

 

29年度 ↓ 73.1% Ｂ 

多面的機能支払交付金事業 

･農地維持活動 

･資源向上活動（共同活動） 

･長寿命化活動 

活動組織の広域化により、今年度は新たに５

地区（神宮寺、上竹原、鯉川、上田、和多田）

が加入し、農地・農業用施設の適切な保全管

理に取り組んでいる。次年度以降も引き続き

未取組地区に対し加入を促して行く必要が

ある。 

 

30年度 ↓ 84.9% Ｂ 

多面的機能支払交付金事業 

･農地維持活動 

･資源向上活動（共同活動） 

･長寿命化活動 

今年度は新たに６地区（田烏、阿納尻、若狭、

甲ケ崎、和久里、竜前）が広域組織に加入し、

農地・農業用施設の適切な保全管理に取り組

んでいる。次年度以降も引き続き未取組地区

に対し加入を促して行く必要がある。 

 

31年度 

(目標値) 
100%   評価   

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.9 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 有害鳥獣の個体数調整（シカ）（1年間の有害鳥獣の捕獲数） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

2,184頭 

(H27)管理規定

に基づき設定 

     

28年度 ↓ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ      

捕獲頭数

1,339頭 

（実績） 

Ｄ 有害鳥獣駆除事業 

猟期（11月～2月）を軸に、捕獲許可頭数を

より多くできるよう努める。併せて、猟師の

数の減少が深刻なので、新たな狩猟者の確保

も視野に入れる。 

頭数は減少していても、被害に変

化はあるか。 

今まで無かった場所で被害が出た

り、被害の範囲・規模はどうか？ 

29年度 ↓ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ      

捕獲頭数

1,290頭 

（実績） 

Ｄ 有害鳥獣駆除事業 

農業被害については減少傾向にあるが、山林

における食害や樹木の皮剥ぎなど山林の植

生や自然環境に与える影響が懸念されるた

め、継続した捕獲・駆除が必要である。 

捕獲数の目標値は達成してほし

い。囲いがないと何も作れない。 

猟師はどれくらい減っているの

か？頭数 1.5 倍を目指すなら猟師

も 1.5 倍必要か？獲ったシカは捨

てるのか。儲けにつながれば猟師

は減らない。 

30年度 ↓ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ      

捕獲頭数 

970頭 

（実績） 

Ｄ 有害鳥獣駆除事業 

これまでの捕獲により全体的には個体数が

減ってきているが、地域によっては依然とし

て農業被害等が見受けられるため、今後とも

継続した捕獲・駆除が必要である。 

捕獲は、産業保護と自然保護の観

点もあり、また頭数制限や高齢化

問題もあることから捕獲数が伸び

悩んでいる。当数自体が減ってい

るわけでない。農業被害額は減少

しているが、これが駆除事業の成

果とは断定できないところがあ

る。 

31年度 

(目標値) 
2,184頭      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.10 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 漁業士の人数（地域の中核的存在となる「青年漁業士」、後継者の育成に指導的役割を果たしている「指導漁業士」の人数） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
8人（H27） 

     

28年度 ↓ 7人 Ｄ ふくい水産カレッジ 

本市の水産業を担う、定置網漁、底曳網漁、

延縄漁などの漁業所得の向上に向けた具体

的な事業展開が必要。儲かる漁業、高付加価

値化の販路先確保および、安定供給を行う体

制づくりが必要。 

漁業権などの問題から、技術や知

識の継承のみでは、後継者はでき

ないのでは？ 

29年度 ↓ 7人 Ｄ ふくい水産カレッジ 

ふくい水産カレッジと連携し、水産業の新規

就業希望者に対して、操業に必要な知識、技

術の習得を支援し、本市の漁業、漁村の将来

を担う人材づくりを行なう。（漁船漁業 1名） 

家業を継ぐ担い手は比較的確保し

やすいものの、その他の新規就業

者については、漁業権などの問題

から、技術や知識の継承のみでは、

後継者はできないのでは？ 

30年度 ↓ 6名 Ｄ 小浜漁師塾研修支援事業 

ふくい水産カレッジと連携し、水産業の新規

就業希望者に対して、操業に必要な知識、技

術の習得を支援し、本市の漁業、漁村の将来

を担う人材づくりを行なう。 

（漁船漁業 1名継続）（養殖漁業２名新規） 

 

31年度 

(目標値) 
10人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.11 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 漁村の体験交流施設における地区外交流人口（ブルーパーク阿納の 1年間の利用者数） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

3,500人 

（H27） 

     

28年度 ↓ 

4,180人 

(学生のみ) 

※一般含：4,851人 

Ａ 

漁港維持管理経費 

核燃料税交付金(嶺南連携

事業)を活用した道路拡

幅、漁具倉庫建設 

カヤック 100艇の導入により、効率的な運用

を考慮し、修学旅行生に加え、家族客など海

水客への利用拡大を図る。 

 

29年度 ↓ 

4,275人 

(学生のみ) 

※一般含：4,590人 

Ａ 

ブルーパークの他、矢代区におい

て１校の体験を受け入れ。おばま

観光局において、田烏の養殖サバ

餌やり体験や漁村体験ツアーに

関する着地型旅行の予約システ

ムの構築を行った。 

SAVORJAPANの認定を踏まえ、内外海地区活性

化計画の実現に向け、各種体験の磨き上げ、

新規開拓を行ない、着地型観光の更なる促進

を目指す。 

教育旅行の横の連携の強化 

30年度 ↓ 

5,485人 

(学生のみ) 

5,700人 

Ａ 

ブルーパーク受け入れ拡大、田烏

の養殖サバ餌やり体験、飲食行動

調査事業の実施、小浜市の食文化

PR 動画作成、英語版タブレット

導入等 

SAVERJAPANの取り組みにおいて、食文化海外

発信の拠点として、各種体験の磨き上げ、受

け入れ体制の強化を図る。 

金沢開業の時点で、ブルーパーク

の受け入れが増加した。敦賀開業

で更に増えると予想される。 

受入態勢の整備は急務。 

31年度 

(目標値) 
5,700人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.12 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 養殖における新規魚種の導入 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 2魚種 Ａ 

「鯖、復活」プレミア

ム養殖拡大プロジェ

クト 

民間企業と連携し、鯖街道の起点の強みを活かした

養殖鯖のブランド化の確立及び、近年寿司ネタに需

要があるサーモンの販路拡大に取り組む。（京都中

央卸売市場への売り込みなど） 

 

29年度 ↓ 2魚種 Ａ 

「鯖、復活」プレミア

ム養殖拡大プロジェ

クト 

民間企業との連携により、サバの養殖尾数を拡大するとともに、安

定供給に向け、人工種苗生産や、IOTを活用した効率的な養殖技術

を確立させる。また、「へしこ」や「なれずし」への加工試験に取り

組み、刺身での提供と併せ小浜の魅力を最大限に発信する。 

トラウトサーモンについては、福井県をはじめ、関係機関と協議を

重ね、昨年度の課題解決に向けた養殖を開始したところであり、生

残率の向上に取り組む。（生簀の改良等） 

全国で初めて「鯖を愛するまち」の宣言や、鯖

料理専門の飲食店(株)鯖やと連携協定を締結

し、小浜市と鯖街道の魅力を発信する「SABAR鯖

街道」のアンテナ料理店を展開する等、民間と

連携した養殖に取り組んでいる。 

鯖の養殖に関する報告会を毎月実施し、関係機

関が連携し養殖に携わっている。 

30年度 ↓ 2魚種 Ａ 

「鯖、復活」プレミア

ム養殖拡大プロジェ

クト 

鯖の養殖については、民間企業の創意工夫により、販路の開拓や生

産コストの削減に取組みことが重要であることから、新たな養殖協

業体（田烏水産(株)と田烏の漁業団体等が構成員）が養殖に取組む。 

また、これまで取組んできた養殖の課題解決に向け KDDI、福井県立

大学、福井県、小浜市等が連携し IOT や AI を活用した鯖養殖技術

の本格研究に取組む。 

トラウトサーモンについては、福井県をはじめ関係機関と協議を行

ない、最も課題となる馴致技術の確立や、馴致済の種苗を搬入する

等、課題解決に向けた協議を行ない、サーモン養殖の効率的な養殖

技術を早期に確立し、継続して養殖に取組む。 

「鯖、復活プロジェクト」は、国の

地方創生事業の採択を受けている。

3 年間の事業が終わり、事業全体の

評価と、今後の取組を整理する必要

がある。 

31年度 

(目標値) 
2魚種      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 農林水産課 指標 No.13 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 六次産業化および新規特産品開発取り組み事例件数（5年間） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 2 基本的方向性 農林水産業の成長産業化と六次産業化による雇用創出・新たなブランドの育成 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 
9件 

(9) 
Ｂ 

小浜市六次産業化等特産品ブ

ランド力育成事業 

・小浜市六次化産品販路開拓

支援業務 

・小浜市六次産業化等特産品

開発事業補助金 

人と魚が往来する｢鯖街道｣賑

わい復活プロジェクト 

・小浜市水産食品販路開拓支

援業務 

新規特産品として開発された 9件について、

単発の開発支援に終わらず、販路拡大状況な

どの継続調査を行う必要がある。 

 

29年度 ↓ 
4件 

(13) 
Ｂ 

小浜市六次産業化等特産品

ブランド力育成事業 

・小浜市六次化商品等販路

開拓支援業務 

新商品として開発された 4件について、単発

の開発支援に終わらず、販路拡大状況などの

継続調査を行う必要がある。 

 

30年度 ↓ 
4件 

（17） 
Ａ 

小浜市六次産業化等特産品

ブランド力育成事業 

・小浜市六次化産品等販路

開拓支援業務 

新商品として開発された 4件について、単発

の開発支援に終わらず、販路拡大状況などの

継続調査を行う必要がある。 

 

31年度 

(目標値) 
15件      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.14 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 民間資源を活用した企業数（5年間） 

 1 基本目標 産業の振興、安定した雇用の創出による働きやすいまち 

 3 基本的方向性 民間資源を活用した地場産業の活性化 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 
1社 

(1) 
Ｂ 海の駅活性化プロジェクト 

現在策定中の海を活かした産業活性化プロ

ジェクト（内外海地区活性化計画）に基づき、

対象となる新たな法人組織の実現に向け検

討を進める。 

 

29年度 ↓ 
0社 

(1) 
Ｃ 

海を活かした産業活性化 

プロジェクト 

内外海地区活性化計画の具現化に向け、実働

部隊（法人組織）のあり方について再検討を

行う。 

 

30年度 ↓ 
2社 

(3) 
Ａ 

海を活かした産業活性化 

プロジェクト 

内外海地区活性化計画に基づき、田烏水産㈱

と㈱志積が設立された。次年度以降、ビジネ

スとして成立するよう事業進捗の厳格な管

理が求められる。【所管：農林水産課】 

 

31年度 

(目標値) 
2社      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.15 

 

【基本情報】 ＫＰＩ インターネット接続世帯率→フリーWi-Fiスポット数 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 1 基本的方向性 定住・移住の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
59.70%（H27） 

     

28年度 ↓ 未調査 － － － 

市内のインターネット接続世帯と

交流人口の相関関係？ 

市外から観光に来ている方は、イ

ンターネットで情報を得ている？ 

29年度 ↓ 未調査 － － 

昨年度の有識者会議での意見にもあるよう

に、市内のインターネット接続世帯率と交流

人口の相関関係は無いと考えることから、見

直し（削除）をお願いしたい 

フリーWi-Fi のスポット数に KPI

を変更したいとのことだが、フリ

ーWi-Fi 利用者数とかにできない

のか？ 

30年度 

26か所 

(H29現在) 

↓ 

28か所 Ａ 
観光集客施設等無線 LAN設

置支援事業ほか 

市が整備または補助金を活用し、Wi-Fi を整

備した数値。民間独自で設置したものを含ん

でいない。設置支援事業は 30 年度で終了す

るが、引き続き民間事業者へ働きかける。 

 

31年度 

(目標値) 
64%→32か所      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 人口増未来創造課 指標 No.16 

 

【基本情報】 ＫＰＩ ＵＩＪターンサイトへのアクセス数 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 1 基本的方向性 定住・移住の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 

０ 

↓ 

3,000 

3,000件 Ｂ 

小浜市紹介、起業支援、地域

おこし協力隊の募集、子育

て支援などの情報を更新 

空き家情報バンクの充実  

29年度 ↓ 
14,000件 

（H29見込み） 
Ａ 

隔週で情報更新するなど、

新鮮なサイト運営に心がけ

ている 

空き家の登録数を増加 

移住定住にかかる他事業への実績に結びつ

いていない 

「おばま初心者インタビュー」が

ない。地域おこし協力隊にブログ

など頼めないのか。 

30年度 ↓ 
19,000件 

（H30見込み） 
Ａ 

隔週で情報更新を行うとと

もに新たに先輩移住者のイ

ンタビュー記事の掲載を行

った。 

空き家情報バンク登録物件の増加 

移住希望者の関心が高い項目の一つである

就職関連の情報発信 

 

31年度 

(目標値) 
12,000件      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 人口増未来創造課 指標 No.17 

 

【基本情報】 ＫＰＩ お試し体験住宅事業を利用して定住に結びついた件数 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 1 基本的方向性 定住・移住の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 1件 Ｂ 

Ｕ・Ｉターン向けセミナー、

空き家ツアーの開催ならび

に出展 

市移住者向けサイトの運

営・充実 

新規就農希望者、新規創業者へのサポート充

実 

空き家ツアー参加者のイメージに

近い物件・環境だったか？ 

農業・漁業・古い町並みなど物件

の選定が必要か？ 

29年度 ↓ 
0件 

(1) 
Ｂ 

移住者向けサイトの更新充

実 

Ｕ・Ｉターン向けセミナー、

空き家ツアーの開催 

平成２９年度からお試し体験住宅を宮川地区に移設

した。市街地から遠く不便であることが影響したの

か、利用件数が減少した。 

次年度は、包括連携協定を締結している大学の学生

にもお試し体験住宅の利用を呼びかけ、若者の移住

促進に結び付けていきたい。 

また、移住希望者が滞在するハコを用意するだけで

は、地元住民との出会い、交流が生まれにくいとい

う課題がある。宮川地区で活動している地域おこし

協力隊ＯＢと連携しながら上記の課題をクリアして

いきたい。 

20才～35歳の母子家庭の支援、県
外からの移住の支援、結婚、出産
できる可能性のある女子に小浜で
住んで働いてもらえると人口も増
えるかも・・・ 

リノベーションした物件も現持ち

主と協力して内覧できないか。 

30年度 ↓ 
1件 

(2) 
Ｂ 

お試し体験住宅に地域おこし

協力隊ＯＢが経営するカフェ

を併設し、利用者が先輩移住

者に気軽に移住相談ができる

体制を整備。 

利用者ニーズの聞き取り。 

移住者向けサイトの充実。 

お試し体験住宅の利用件数は横ばい 

設置している宮川地区とのつながりの強化 

移住希望者のニーズに対する取組み 

 

31年度 

(目標値) 
3件      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 都市整備課 指標 No.18 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 小浜市住まい支援事業の利用件数（5年間） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 1 基本的方向性 定住・移住の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 
8件 

(8) 
Ｂ 

小浜市住まい支援事業によ

り、多世帯同居・多世帯近

居、Ｕ・Ｉターン者に住宅購

入費やリフォーム費の一部

補助。 

小浜市住まい支援事業を更に利活用しやす

い制度改善を図り、移住・定住者の拡大に努

めたい。 

 

29年度 ↓ 
4件 

(12) 
Ｂ 

小浜市住まい支援事業によ

り、多世帯同居・多世帯近

居、子育て世帯・移住者に住

宅購入費やリフォーム費の

一部補助。 

小浜市住まい支援事業を更に利活用しやす

い制度改善を図り、移住・定住者の拡大に努

めたい。 

 

30年度 ↓ 
11件 

(23) 
Ｂ 

小浜市住まい支援事業によ

り、多世帯同居・多世帯近

居、子育て世帯・移住者に住

宅購入費やリフォーム費の

一部補助。 

小浜市住まい支援事業を更に利活用しやす

い制度改善を図り、移住・定住者の拡大に努

めたい。 

 

31年度 

(目標値) 
30件      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.19 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 観光交流人口（市内の観光施設等に訪れた 1年間の観光客数） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

167万人 

（H27） 

     

28年度 ↓ 
196万人 

(H28) 
Ｂ 

・周遊観光ＰＦ事業 

・まちの駅関連事業 

・おばま観光局関連事業 

・観光協会補助金   等 

・ターゲットの明確化と効果的な訴求（情報

発信および誘客のあり方） 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域観光基盤整備 

 

29年度 ↓ 
182万人 

(H29) 
Ｂ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・まちの駅関連事業 

・おばま観光局関連事業 

・若狭おばま観光協会 

・ターゲット毎の効果的な情報発信 

・着地型観光プラットフォームの確立 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域観光基盤整備 

 

30年度 ↓ 
184万人 

(H30) 
Ｂ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・まちの駅関連事業 

・おばま観光局関連事業 

・若狭おばま観光協会 

平成３０年は、舞若道小浜ＩＣ一時退出効果

による道の駅の伸びと国体効果により増加

となった。次年度は既存の観光資源の更なる

磨き上げと的確な情報発信が求められる。 

目標数値に不明確な数字があり、

整理が必要。DMOでカウントしてい

る指標も取り入れる必要があるの

ではないか。 

31年度 

(目標値) 
200万人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.20 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 施設の宿泊・利用者数（市内の宿泊施設の 1年間の宿泊・利用者数） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

350,000人 

（H27） 

     

28年度 ↓ 
450,800人 

(H28) 
Ｂ 

・観光推進事業 

・おばま観光局関連事業 

・教育旅行等推進プラン策

定事業等 

・ターゲットの明確化と効果的な訴求（情報

発信および誘客のあり方） 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域観光基盤整備 

 

29年度 ↓ 
434,200人 

(H29) 
Ｂ 

・観光推進事業 

・ビジット OBAMA推進事業 

・おばま観光局関連事業 

・若狭おばま観光協会 

・ターゲット毎の効果的な情報発信 

・着地型観光プラットフォームの確立 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域観光基盤整備 

宿泊数が減少し、日帰りや食事だ

けのお客が増えている傾向があ

る。 

30年度 ↓ 
373,400人 

(H30) 
Ｂ 

・観光推進事業 

・ビジット OBAMA推進事業 

・おばま観光局関連事業 

・若狭おばま観光協会 

・ターゲット毎の効果的な情報発信 

・着地型観光プラットフォームの確立 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域観光基盤整備 

 

31年度 

(目標値) 
500,000人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.21 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 観光消費額（宿泊費、交通費、土産代、入場料等の 1年間の合計額） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

100億円 

（H26） 

     

28年度 ↓ 
131億円 

(H28) 
Ｂ 

・周遊観光ＰＦ事業 

・まちの駅関連事業 

・おばま観光局関連事業 

・観光協会補助金   等 

・さらなる情報発信と誘客促進 

・お客様に市内滞在時間を伸ばしていただく

ための仕掛けづくり 

・インバウンド受入基盤整備 

 

29年度 ↓ 
124億円 

(H29) 
Ｂ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・まちの駅関連事業 

・おばま観光局関連事業 

・若狭おばま観光協会 

・ターゲット毎の効果的な情報発信 

・着地型観光プラットフォームの確立 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域連携の推進 

 

30年度 ↓ 
110億円 

(H30) 
Ｂ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・まちの駅関連事業 

・おばま観光局関連事業 

・若狭おばま観光協会 

全体の観光入込数は増加したものの、消費単

価が高い県外宿泊者数の減少に伴い消費額

も減少した。次年度以降も、宿泊者を増やし

消費を促す仕掛けづくりを工夫していく。 

観光に関する指標がいくつかある

（入込数、宿泊数、消費額）が、観

光消費額が特に重要指標であり、

この数値の増加に向けた取組を考

えなるべき。 

31年度 

(目標値) 
140億円      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 食のまちづくり課 指標 No.22 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 食文化館来館者数 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

240,000人 

（H27） 

     

28年度 ↓ 224,000人 Ｄ 

・企画展示 

・ゴールデンウィーク関連

イベント 

・2016鯖サミット in若狭 

おばま  

など 

・各イベント内容の充実を図る。 

・より一層ＰＲに力を入れる。 

食文化館リニューアル後に下がっ

た？ 

今年度は自身も各種イベントに参

加し、賑わいを感じていたが、原

因は？ 

29年度 ↓ 204,000人 Ｄ 

・杉田玄白没後 200 年記念

企画展示 

・ゴールデンウィーク関連

イベント 

・2017鯖のまちフェスタ in

若狭おばま海の駅 

など 

・5/5 の「はたらく乗り物大集合」は、子ど

もの日のイベントとして定着しているが、マ

ンネリ化しないようブラッシュアップし、充

実を図る。 

・鯖のまちフェスタは、2 年続けて荒天によ

り 1 日だけの開催となったことから、H30 年

度は海の駅フェスタとして 1日だけの開催と

する方向で検討する。（時期未定） 

Ｄ評価が意外 

食文化館的な機能を「まちの駅」

にも使えないか。 

来館の人たちは入浴や、そうでな

ければ物販を要求されている 

30年度 ↓ 190,000人 Ⅾ 

・企画展示 

・ゴールデンウィーク関連

イベント 

・川崎海の駅フェスタ 2018 

          など 

・ゴールデンウィーク関連イベントは定着し

ており、一定数の来館が見込めることから、

引き続き行っていく。 

・地域団体が主催する YOSAKOI祭や音楽イベ

ントでの館の利用に引き続き協力を行って

いく。 

・川崎地区に来られる観光客が館へも足を運

んでいただける仕組み作りに行う。 

 

31年度 

(目標値) 
347,000人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 人口増未来創造課 指標 No.23 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 地域おこし協力隊員数（5年間） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 
4人 

(4) 
Ｂ 

新規隊員２名設置し、４名

体制へ 

活動ならびに定住しやすい

環境の整備を検討 

委嘱活動内容と期間終了後の定住に向けた

経済活動などとのマッチングが課題 

定住化先進地の制度を研究 

 

29年度 ↓ 
4人 

(8) 
Ｂ 

新規隊員２名設置 

（新規就農に向けた研修事

業との連携による出口のあ

る地域おこし活動） 

農業分野以外の事業との連携による制度活

用を検討する必要がある 

任期終了後の定住に向けた各種サポート 

 

30年度 ↓ 
4人 

(12) 
Ｂ 

新規隊員 1名設置 

任期満了 1名、退任 2名 

新規就農に向けた農業分野

での募集を継続 

食分野での新規募集を検討 

新規就農にむけ、退任後の出口までを見据え

た協力隊の採用を行っている。他方、諸事情

により途中で退任する隊員が出ている。 

 

31年度 

(目標値) 
15人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.24 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 外国人観光客宿泊者数 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
635人（H26） 

     

28年度 ↓ 
4,220人 

(H28) 
Ａ ・周遊観光ＰＦ事業 

数値が伸びたのは、一事業者の営業努力のお

かげ。市では、主に民宿を対象に外国人対応

のための基盤整備支援を続け、前向きな事業

者を増やすことに努める。 

外国人は民宿を求めているか？ 

効果のあった事業者の取り組み

は？（更なる深堀り・連携するも

の良いか） 

29年度 ↓ 
3,700人 

(H29) 
Ａ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・おばま観光局関連事業 

昨年 12 月に SAVOR JAPAN 認定を受け、一層

のインバウンド促進が求められる。民宿はそ

の受け皿としてのポテンシャルを秘めてお

り、更なる受入基盤整備を支援していく。 

市民の歓迎意識 
英語表記の拡充等、各施設の進

捗度を把握してはどうか？ 
伸ばせる所を伸ばしていく 

外国人向けガイドブックや標識が

必要では。 

30年度 ↓ 
3,500人 

(H30) 
Ｂ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・おばま観光局関連事業 

海外ＯＴＡに登録するなど受け入れ態勢を

進めている民宿等は外国人客が増加してお

り、こうした宿を一軒でも多く増やし市内宿

泊環境の底上げを図る。 

インバウンドへの具体的な政策 

キャッシュレス機器導入補助ほか 

31年度 

(目標値) 

1,500人→

4,000人 
     

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.25 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 新規観光業者数（5年間） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 0社 － 
教育旅行等推進プラン策定

事業 

今年度末策定予定の「内外海地区活性化計

画」を踏まえ、事業プログラムの実現を目指

す。事業実施主体として、新たな法人組織の

設立を視野に検討を進める。 

 

29年度 ↓ 0社 Ｃ 
海を活かした産業活性化 

プロジェクト 

内外海地区活性化計画の具現化に向け、実働

部隊（法人組織）のあり方について再検討を

行う。 

 

30年度 ↓ 
2社 

(2) 
Ｂ 

海を活かした産業活性化 

プロジェクト 

内外海地区活性化計画に基づき、㈱志積が設

立され、オーベルジュ＆宿泊棟の新設を目指

す。関係者との調整を踏まえた早期の事業着

手に取り組む。【所管：農林水産課】 

 

31年度 

(目標値) 
5社      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.26 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 秘仏めぐりバスツアー集客人数 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 385人 － 

１４日間で、２７便のツア

ーを実施し、定員に対して

６５．３％の乗車率だった。 

ツアー自体は非常に評判が良いが、コアなフ

ァンによるリピーター（１度の期間に複数回

乗車する）が多いこと、また新規感を持たせ

るため来年度は一旦実施をお休みをする。 

評判もよく、リピーターが多いの

に休むのか？ 

またリピーターが多いのに、１年

休んだだけで新規と受け取れる

か？違う層も参加したい内容(例：

食・手作り体験)と連携してはどう

か？ 

29年度 ↓ ― Ｄ 事業未実施 

市としては実施しなかったが、㈱ミフクツー

リストが自社企画として 3コースのツアーを

催行。民間ビジネスへ移行した。（次年度の開

催は未定） 

秘仏めぐりツアー 毎年秋が多

く、いつも同じ写真になるので季

節を変えて企画してほしいという

声がありました。 

30年度 ↓ ― － 事業未実施 
ツアーの目玉となるような秘仏公開が行わ

れないと当該企画は成り立たない。 
 

31年度 

(目標値) 

600人 

→ －  
     

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 文化課 指標 No.27 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 女性落語家コンテスト参加人数 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ ７５名 Ａ 
第９回ちりとてちん杯全国

女性落語大会 

次回は第１０回大会という節目でもあるため、

定員枠を１００名にする予定である。また、大

会がより盛り上がるように、市内の企業や団体

へ協力を呼び掛ける予定である。 

 

29年度 ↓ １００名 Ａ 
第１０回ちりとてちん杯全

国女性落語大会 

経費の削減と大会スタッフの確保が課題と

なっており、予選会場の見直しや交流会の持

ち方についても検討していく。 

 

30年度 ↓ ９８名 Ａ 
第１１回ちりとてちん杯全

国女性落語大会 

関東方面へのＰＲにも力を入れる。共催者の

ＮＨＫとよりよい協力体制を作っていく。 
 

31年度 

(目標値) 
７５人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.28 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 国際交流関係イベントへの参加者数（市内で活躍する国際交流関係グループが実施するイベントへの 1年間の参加者数） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

1,100人

（H27） 

     

28年度 ↓ 1,100人 Ａ 

ＲＥＩＮＡＮ国際交流のつ

どい、七夕のつどい、西安市

高校生短期相互派遣事業、

日本語教室等の開催 

国際交流の団体の構成員が固定化しており、新しい

イベントの開催、新たな参加者を募ることが難しく

なっている。 

 

29年度 ↓ 2,150人 Ａ 

ＲＥＩＮＡＮ国際交流のつ

どい、七夕のつどい、西安市

高校生短期相互派遣事業、

日本語教室等の開催 

今年 29 年度は、ＲＥＩＮＡＮ国際交流のつどいが

小浜市で開催されたため交流人口が増えた。国際交

流団体には、一つ一つの事業を確実に実施し、幅広

く参加者を募っていただけるよう働きかける。 

 

30年度 ↓ 1,780人 Ａ 

ＲＥＩＮＡＮ国際交流のつ

どい、七夕のつどい、西安市

高校生短期相互派遣事業、

日本語教室等の開催 

西安市との高校生短期相互派遣事業については、毎年、派遣生及

びホストファミリーの確保に苦慮しており、広報やＳＮＳを通じ

て、多くの市民へ当事業の周知を図り、理解を深めていただくこと

で参加者を募り、円滑な事業の遂行に努めたい。 

また、昨年から大きく数値が減少しているのは、ＲＥＩＮＡＮ国

際交流のつどいのカウント数が昨年は小浜での開催であったため、

全体数を報告していたのに対し、今年度は敦賀市での開催のため、

小浜のみのカウント数としたことに伴うものである。 

 

31年度 

(目標値) 
1,100人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.29 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 教育旅行受入れ人数（ブルーパーク阿納の 1年間の利用者数） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

3,500人

（H27） 

     

28年度 ↓ 4,180人 Ｂ 
里山里海湖ビジネス推進事

業 

カヤックを増艇し３００人規模の大規模校

の受け入れが可能になったことから、教育旅

行に加え修学旅行の誘致にも注力。併せて家

族等一般客の新規顧客拡大を図る。 

 

29年度 ↓ 4,329人 Ｂ 
里山里海湖ビジネス推進事

業 

阿納については、教育旅行受入れの先進地と

して確固たる地位を築き、次年度においても

今年度以上の予約を受けている。体験メニュ

ーのブラッシュアップが課題。 

教育旅行の横の連携の強化 

30年度 ↓ 5,485人 Ａ 
海を活かした産業活性化 

プロジェクト 

ブルーパーク阿納を中心とした海の体験メ

ニューは既に目標値を突破しているが、地元

に疲弊感が出ており、受け入れ態勢の再構築

を検討する必要有り。 

金沢開業の時点ですでにブルーパ

ークの受け入れが増加した。敦賀

開業で更に増えると予想される。 

受入態勢の整備は急務。 

31年度 

(目標値) 
4,700人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.30 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 中心市街地の歩行者・自転車等通行量（中心市街地 6地点における平日 1日の歩行者・自転車通行量） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

4,500人

（H27） 

     

28年度 ↓ 4,492人 Ｄ 
昨年度とほぼ同一数値であ

った。 

まちの駅がオープンしたことに伴い、同施設

周辺の通行量が増加した一方で、減少に転じ

た地点もあることから、今後は市街地を周遊

させる施策を加速させる必要がある。 

 

29年度 ↓ 3,549人 Ｄ 減少。 

実施日数が 1日であるため、この結果で全て

を評価する事は難しい。まちの駅オープンか

ら 2年が経ち、交通流の変更が生じている可

能性もあることから、調査手法、観測点の見

直しも検討する必要がある。 

小浜駅、東小浜駅からの二次アク
セスが充分でないので、観光向けに
電動自転車をもっと準備できると
国体でも街をめぐってもらえるの
ではないかと思います。 

なぜ平日の調査か。観光なら休日で

はないのか。旨いもんすごろくやま

ち遊び人生ゲームなど、回遊できる

企画が考えられないか。 

30年度 ↓ 4,270人 Ｄ 
昨年度より増加。一昨年度

とほぼ同数。 

昨年度と比較して車両が減少したのに対し、

歩行者が増加した（天候は晴れ、昨年度は

雨）。まちの駅の周辺で若干であるが人の流

れが生まれてきている。今後は、新駅前イン

フォメーションの整備や、特定エリアでの空

き店舗を活用した飲食店舗等の開業に対し

て支援を行い、中心市街地の賑やかさの創出

を目指す。 

現状は、交通量を測っているだけ

であり、中心市街地の交通 UPのた

めの施策を考える必要がある。 

31年度 

(目標値) 
4,600人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 商工観光課 指標 No.31 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 中心市街地の観光交流人口（中心市街地のホテル等宿泊者数と観光施設利用者の 1年間の合計） 

 2 基本目標 定住人口の維持、交流人口の拡大による出会いのあるまち 

 2 基本的方向性 歴史・文化・食を活かした交流人口の拡大 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

120,000人

（H27） 

     

28年度 ↓ 
302,114人 

(H28) 
Ｂ 

・まちの駅整備事業 

・観光推進事業 

・ターゲットの明確化と効果的な訴求（情報

発信および誘客のあり方） 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域観光基盤整備 

 

29年度 ↓ 
254,395人 

(H29) 
Ｂ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・まちの駅整備事業 

・観光推進事業 

・ターゲット毎の効果的な情報発信 

・着地型観光プラットフォームの確立 

・インバウンド受入基盤整備 

・広域連携の推進 

 

30年度 ↓ 
274,388人 

(H30) 
Ｂ 

・ビジット OBAMA推進事業 

・まちの駅整備事業 

・観光推進事業 

まちの駅・旭座の利用者数増がそのまま全体

の増加につながった。引き続き、まちの駅を

中心としたまち歩き観光の促進および宿泊

に繋がる仕掛けを検討していく。 

 

31年度 

(目標値) 
350,000人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 子ども未来課 指標 No.32 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 地域子育て支援拠点事業利用者数 

 3 基本目標 若い世代の希望を実現し、次代を担う人を育むまち 

 1 基本的方向性 子育て支援 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

14,134 人

（H26） 

     

28年度 ↓ 

15,891人 

(H27) 

16,377人 

Ｂ 地域子育て支援事業 

これまで同様に地域子育て支援センターを

中心に、各保育園やＮＰＯ法人わくわくくら

ぶにおいて育児不安などの相談や園の開放、

育児講座等により子育て家庭に対する支援

を行う。 

 

29年度 ↓ 17,999人 Ａ 

地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター、わ

くわくひろば、浜っ子こど

も園子育て支援室） 

子育て支援センターホールにエアコンを設

置するなど、子どもや保護者がより施設を利

用しやすい環境を整え、利用者数を増やす。 

 

30年度 ↓ 
17,700人 

(見込み数) 
Ｂ 

地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター、わ

くわくひろば、浜っ子こど

も園子育て支援室） 

土曜日（月１回）の試行開設により、子ども

や保護者がより施設を利用しやすい環境を

整え、利用者数を増やす。 

 

31年度 

(目標値) 
19,693人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 子ども未来課 指標 No.33 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 小浜の子育て関連『まとめサイト』へのアクセス件数 

 3 基本目標 若い世代の希望を実現し、次代を担う人を育むまち 

 1 基本的方向性 子育て支援 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ ― ― 子育て支援情報統合事業 

妊娠期から子育て期に関する情報を一元化し

たウェブサイトを作成しており、Ｈ２９．３

月中に公開を予定している。今後は広く周知

し、各種支援サービスの情報発信と利便性の

向上を図る。 

サイトは対象や年齢などで分けられと

ても見やすい。 

LINE の登録で今後情報など配信される

とのことだったが、子どもの誕生月など

も登録して、予防接種のお知らせなど忘

れやすいもののリマインドに使えない

か？ 

29年度 ↓ 39,289件 Ａ 

母子保健事業 

県内で初めて母子健康手帳アプリを

導入(H29.10)。保護者が子どもの情報

を登録することで、月齢にあわせた健

診や予防接種の情報を定期配信で届

けることができるようになった。 

イベントの開催やインフルエンザ等の

感染症情報など、随時配信による母子保

健、子育て情報の周知啓発をさらに進め

る。 

 

30年度 ↓ 37,000件 Ａ 

平成 29年 10月に導入した「母子手帳ア

プリ」の利用を進めるため「すくすくおば

まっ子」により周知を図った。  

また、イベントや感染症情報についても

随時配信を行った。 

加えて、平成 30 年 4 月 1 日からスター

トした子ども医療費等における現物給付事

業についても同サイトおよび LINE 配信す

ることで周知を図った。 

イベントの開催や感染症情報など、その

時期にあわせた旬の情報を配信するこ

とで、母子保健、子育て情報の更なる周

知啓発を進める。 

 

31年度 

(目標値) 
35,000件      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 子ども未来課 指標 No.34 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 生涯未婚率（45歳～49歳の未婚率と 50歳～54歳の未婚率の平均値で、50歳時未婚率を表す指標） 

 3 基本目標 若い世代の希望を実現し、次代を担う人を育むまち 

 2 基本的方向性 婚活支援 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

男性：21.0％ 

女性：5.6％ 

（H27） 

成婚者１組 

     

28年度 成婚者１組 成婚者２組 ― 

ＯＢＡＭＡで愛（出会い）応

援事業 

夏・冬イベント各１回実施 

Ｈ２８年度から婚活イベントに加えて、結婚を希望

する独身男女をサポートする「しあわせ請負隊」を

発足、および本気で結婚を考えている独身男女に

様々な出会いの場を提供するために事前に登録して

もらう「若狭小浜婚活倶楽部」を開設し、今後お見合

い会なども実施し、成婚につながるような出会いの

場を提供していく。 

 

29年度 成婚者１組 成婚者１組 － 

ＯＢＡＭＡでしあわせ応援

事業 

夏・冬イベント各１回実施 

写真お見合い会４組開催 

「若狭小浜婚活倶楽部」会員数をさらに増やし、写

真お見合い会を定期的に実施出来るようにする。ま

た、ファッション、美容業界との協働により研修会

を実施する。「しあわせ請負隊」の拡充 

 
商工会議所青年部では、２８年度
で８／２０組、２９年度で４／１
７組の婚活事業を展開。３０年度
も行う予定なので協力して開催し
てみては？ 

30年度 成婚者１組 
成婚者１組 

（見込み） 
Ｂ 

ＯＢＡＭＡでしあわせ応援

事業 

夏・冬イベント各１回実施 

写真お見合い会１組開催 

専用ＨＰ開設 

「若狭小浜婚活倶楽部」会員向け研修（婚活力アッ

プ）の充実および４０歳以上登録者向けのイベント

の開催 

子育て支援と婚活を関連付けた事

業ができるとよい。 

富山県南砺市を参考に。 

31年度 

(目標値) 

男性：15.9％ 

女性：4.2％ 

通算成婚者５組 

     

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 子ども未来課 指標 No.35 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 不妊治療費助成者数 

 3 基本目標 若い世代の希望を実現し、次代を担う人を育むまち 

 3 基本的方向性 妊娠・出産支援 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
28人(H26) 

     

28年度 ↓ 
31人（H27） 

35人(H28見込) 
A 

助成事業の HPによる周知と

様式の取得の利便性、およ

び同意署名による添付書類

の削減をはかった。 

国の制度改正に合わせ、治

療開始時の妻の年齢 43歳未

満に制限。 

引き続き事業の周知をはかり、妊娠出産を望

む夫婦に対し経済的負担の軽減を図る。 

所得制限により国の助成対象外となる高額

申請者が増加傾向にあり、予算の不足から補

正や流用対応が必要になっている。 

 

29年度 ↓ 
41人（H28） 

40人(H29見込) 
A 

子育て支援情報に事業情報

を掲載、周知と様式取得の

利便性拡大を図った。 

引き続き事業の周知をはかり、妊娠出産を望

む夫婦に対し経済的負担の軽減を図る。 

所得制限により国の助成対象外となる高額

申請者が増加傾向にあり、申請が年度末に集

中するため、予算の目途がつかず補正や流用

対応が必要になっている。 

 

30年度 ↓ 
38人（H29） 

40人(H30見込) 
A 

情報取得の利便性を図ると

ともに、治療や申請に関す

る相談も受けている。 

不妊治療の第一段階である人工授精にかか

る費用助成を拡大することで、より早期の治

療開始を推奨していく。 

 

31年度 

(目標値) 
30人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 市民協働課 指標 No.36 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 市民自ら企画し実践する事業の提案件数 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 1 基本的方向性 協働のまちづくりの推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
10件（H26） 

     

28年度 ↓ ７件 Ｄ 

いいとこ小浜づくり協働推進事

業の募集について、広報おばま、

チャンネルＯ、メディア等でＰＲ

している 

いいとこ小浜づくり協働推進事業の募

集方法について検討が必要。市民活動団

体に、直接働きかけることもしていきた

い 

提案数、内容が伸び悩んでいる。

提案団体の育成に取り組む必要が

ある。 

29年度 ↓ ７件 Ｄ 

いいとこ小浜づくり協働推進事

業の募集について、広報おばま、

チャンネルＯ、メディア等でＰＲ

したほか、ボラセン登録団体連絡

会で応募を呼びかけた 

市民活動団体、ボランティア団体等に、

個別に働きかけることもしていきたい。 
 

30年度 ↓ ９件 Ｂ 

いいとこ小浜づくり協働推進事

業の募集について、広報おばま、

チャンネルＯ、メディア等でＰＲ

したほか、ボラセン登録団体連絡

会で応募を呼びかけた 

地縁型であるまちづくり協議会と連携

しながら取り組む活動も重要であるこ

とから、市民活動団体およびまちづくり

協議会に働きかけを行っていきたい。 

 

31年度 

(目標値) 
14件      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 市民協働課 指標 No.37 

 

【基本情報】 ＫＰＩ まちづくり協定地区数（5年間） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 1 基本的方向性 協働のまちづくりの推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
5地区 

     

28年度 ↓ ６地区 Ｂ 

まちづくり協議会未設立地

区に出向き、設立の働きか

けを行った 

平成２９年度からは４地区増え、１０地区の

まちづくり協議会が地域協働のまちづくり

に取り組む 

 

29年度 ↓ １０地区 Ｂ 

まちづくり協議会未設立地

区に出向き、設立の働きか

けを行った 

平成３０年度からは、全１２地区でまちづく

り協議会が設立され、地域協働のまちづくり

に取り組む 

 

30年度 ↓ １２地区 Ａ 

平成２９年度中に何度も足

を運んでまちづくり協議会

の設立を依頼した結果、平

成３０年度当初から全地区

での設立に至った 

まちづくり協議会の活動をさらに活発に行

ってもらうための仕掛けが必要である 
 

31年度 

(目標値) 
12地区      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 生活安全課 指標 No.38 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 自主防災組織の結成団体数（自主防災組織の登録団体総数） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 1 基本的方向性 協働のまちづくりの推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

82団体

（H27） 

     

28年度 
↓ 

103 

91団体 

(行政区単位) 
Ｂ 

・防災意識の啓発や、自主防災組織への理

解を促進するために、出前講座や区長会

訪問を実施した。 

・自主防災組織未結成の区の現状と課題

を把握するためにアンケートを実施し

た。 

・地域防災リーダーを育成するために講

演会・研修会の開催や防災士の資格取得

を推進した。 

自主防災組織が未結成の区では、自主防災

に対する意識不足や地域防災リーダーの不

在、高齢化等様々な課題がある中、平成 28

年度の取組を継続して実施する。 

また、アンケート結果を踏まえ、未結成の

区に対し事例や研修等の情報を積極的に提

供するなど、プッシュ型支援を実施する。 

 

29年度 
↓ 

118 
101団体 Ｂ 

平成 28年度と同様の取組の他、調査結果

を踏まえ結成率の低い地域の区長会や区

に出向き自主防災組織結成への理解の促

進を図った。 

また、自主防災組織等活動支援事業補助

金の助成対象に、結成時の経費や防災士

取得費用の助成を新たに設けた。  

平成 29年度と同様の取組みを実施する。 

特に、遠敷地区において、気運の醸成が図

られつつあり、重点的に結成に向けた支援

を実施する。 

また、従来から組織的活動を行っているが

市への登録がされていない 11区に対して、

登録を促していく。 

 

30年度 
↓ 

133 

111団体 

(30年度末 

見込み) 

Ｂ 

結成率の低い地域の区長会等に出向き自

主防災組織結成への理解の促進を図っ

た。 

また、自主防災組織等活動支援事業補助

金について、平成 29 年度と同様に結成時

の経費や防災士取得費用を助成した。 

平成 30年度と同様の取組みを実施する。 

特に、地域の防災リーダーである防災士を

対象とした講習会や意見交換会等を開催

し、自主防災組織結成に向けた防災リーダ

ーとして防災士の活動を支援する。 

また、従来から組織的活動を行っているが

市への登録がされていない区に対して、登

録を促していく。 

 

31年度 

(目標値) 
148団体      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 高齢・障がい者元気支援課 指標 No.39 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 避難行動要支援者の個別支援計画策定割合  

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 1 基本的方向性 協働のまちづくりの推進 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
18％（H27） 

     

28年度 ↓ 20.7％ B 

避難行動要支援者名簿をより実

効性のあるものにするため個別

支援計画の策定を地区区長会に

説明。高齢者だけでなく、障がい

者についても個人情報の活用に

ついて同意を得た。 

各区に自主防災会が組織されると、個別支援計画の

策定がスムーズに進んでいくため、自主防災組織の

組織率を上げていく必要がある。また、個別支援計

画の策定を区の中で話し合う中で、要配慮者支援の

取組みを活性化していく必要がある。 

 

29年度 ↓ 42.7％ B 

避難行動要支援者名簿をより実

効性のあるものにするため個別

支援計画の策定を地区区長会に

再説明を行った。 

要支援者への取組みを活性化していくため、区長、

民生委員等に研修を実施する。 

個別支援計画の策定がスムーズに進んでいくには、

自主防災組織の組織率を上げていく必要がある。 

 

30年度 ↓ 54.7％ B 

地区区長会に説明をおこなうと

ともに、区長を対象した要配慮者

支援の講演会を実施した。 

各区長の引き継ぎがスムーズにおこなわれ

てきたため、次期区長に取り組んでもらえる

体制を整える。（５月と３月に依頼文を送付） 

 

31年度 

(目標値) 
80％      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



 

まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 教育総務課 指標 No.40 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 義務教育の充実に対する満足度（市民意識調査において学校教育に対して「満足」「まあ満足」と回答した人の割合） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 2 基本的方向性 郷土愛を育む教育の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
37.30%（H27） 

     

28年度 ↓  ― 

特色あるふるさと学習推進

事業（ふるさと小浜ＭＩＲ

ＡＩ事業を含む） 

地域と連携し、子どもたちの目線からふるさと

活性化に向けた具体的な提案を行っているが、

市政に反映するための方策が不十分である。そ

のため、今年度より市長部局の担当者に働きか

け発表会等に参加を依頼した。  

 

29年度 ↓   

特色あるふるさと学習推進

事業（ふるさと小浜ＭＩＲ

ＡＩ事業を含む） 

特色あるふるさと学習推進事業とふるさと

小浜 MIRAI事業のそれぞれの「ねらい」や「良

さ」の関連を図るため、次年度は統合して１

事業化を図る。 

地下水利活用や南川ラインレスキ

ューなど、各学校での教育事業に

も注目してみては？ 

30年度 ↓   
ふるさと小浜ＭＩＲＡＩ事

業 

ふるさと小浜 MIRAI事業の各校の活動内容を

より充実させる。そのために、各校の取り組

みの共有化を図るための方策を考えていく。 

 

31年度 

(目標値) 
47.00%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 生涯学習スポーツ課 指標 No.41 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 学級・講座の受講者数（各公民館で開催した各種学級・講座の１年間の受講者数） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 2 基本的方向性 郷土愛を育む教育の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

3,021人 

（H26） 

     

28年度 ↓ ２，７７３人 Ｄ 

身近な場所（公民館）で生涯

学習の機会を提供し、地域

の課題解決や地域の活性化

につながる講座を行う。 

・講座件数ならびに参加者の増加につながる

学級や講座のテーマや内容の進め方  

 

参加者や内容にマンネリ感がない

か？ 

29年度 ↓ ３，１４９人 Ａ 

市民ニーズに合った講座の

開催に努め、テーマに関連

のある団体等への案内やＷ

ＥＢサイト・ＳＮＳ等で発

信し、周知の強化を図った。 

幅広い年代の方に、より多く参加いただける

ようテーマおよび内容を検討し、講座内容の

マンネリ化および参加者の固定化の防止に

努める。 

 

30年度 ↓ 
２，８００人 

（見込み） 
Ｄ 

歴史文化や健康など、人気

のテーマが偏りを見せる

中、他市町に見られないよ

うな多彩なテーマでの開催

をこころがけている。 

今年度は「婦人のつどい」で開催した人権啓

発講演会の会場が変更となり、収容人数が減

少したことから参加者総数も微減となって

いる。次年度以降は、多数回参加した人に賞

品を贈るなど工夫で人集めに尽力したい。 

 

31年度 

(目標値) 
3,000人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 都市整備課 指標 No.42 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 本市らしい景観がまもられていると感じている市民の割合（市民意識調査において本市らしい景観がまもられていると感じている市民の割合） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 3 基本的方向性 農山漁村および中心市街地の活性化 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
36.00%（H27） 

     

28年度 ↓  ― 

小浜市景観条例に基づく景

観行為の届出について、小

浜市景観計画に定められた

景観形成基準に適合してい

るか確認している。 

継続  

29年度 ↓  ― 

小浜市景観条例に基づく景

観行為の届出について、小

浜市景観計画に定められた

景観形成基準に適合してい

るか確認している。 

継続  

30年度 ↓  ― 

小浜市景観条例に基づく景

観行為の届出について、小

浜市景観計画に定められた

景観形成基準に適合してい

るか確認している。 

継続  

31年度 

(目標値) 
47%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 環境衛生課 指標 No.43 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 自然環境がまもられていると感じている市民の割合（市民意識調査において自然環境がまもられていると感じている市民の割合） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 3 基本的方向性 農山漁村および中心市街地の活性化 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
47.00%（H27） 

     

28年度 ↓  ― 

・小浜市地下水利活用・保全検討委員会の

設置（委員会２回、分科会３回実施現地

視察 1回） 

・特定外来種であるオオキンケイギク駆除

と啓発を実施（生息マップ作成、広報誌

5月号の特集記事掲載） 

・環境教室を小学校、保育園で実施（小学

校 1回、保育園 6回）出前講座を実施（高

塚地区） 

・コウノトリの郷づくり推進会の活動協力

（国富公民館で情報交換会を実施） 

・クリーン作戦、社会奉仕、環境美化デー

の実施（小浜市建設事業推進機構と連携） 

・小浜市地下水利活用・保全検討委員会

については、先進地視察を予定。平成

30年度の答申に向けて協議を重ねる。 

・外来種駆除に関しては、周知啓発を継

続。オオキンケイギク以外の外来種に

ついても駆除を計画。 

・環境教室に関しては、様々なテーマで

取組めるように検討。 

・コウノトリの郷づくり推進会の支援を

継続、その他の団体活動について情報

収集を実施。 

・ボランティア清掃の継続的な実施と実

施箇所の検討。 

 

29年度 ↓  ― 

・小浜市地下水利活用・保全検討委員会を実

施（委員会１回、分科会５回実 施先進地

視察 1回）。 

・外来種（オオキンケイギクとセイタカアワ

ダチソウ）の駆除と啓発を実施。 

・環境教室を小学校、中学校、保育園で実施

（小学校 1回、中学校 1回、保育園 8回）

出前講座を実施（東市場地区）。 

・コウノトリの郷づくり推進会の活動協力

（国富地区にて水田魚道、退避溝を設置）。 

・クリーン作戦、社会奉仕、環境美化デーの

実施（小浜市建設事業推進機構と連携）。 

・小浜市地下水利活用・保全検討委員会

については、平成 30年度に答申予定。 

・外来種駆除に関しては、継続的に駆除

と周知啓発を実施。 

・環境教室に関しては、様々なテーマで

取組めるように検討。 

・コウノトリの郷づくり推進会の支援を

継続、その他の団体活動について情報

収集を実施。 

・ボランティア清掃の継続的な実施と実

施箇所の検討。 

 



30年度 ↓   

・小浜市地下水利活用・保全検討委員会を

３回実施し、まとめた提言を市長へ提出。 

・外来種（オオキンケイギクやセイタカア

ワダチソウ他）の駆除作業と啓発活動を

実施。 

・環境教室を保育園や小学校等で１３回実

施（保育園 9 回、小学校 1 回、児童クラ

ブ 3回）。出前講座を２回実施（青池学園

他）。 

・コウノトリの郷づくり推進会の活動協力

（国富小学校と連携してビオトープや水

路、水田魚道、退避溝等で生き物調査を

実施）。 

・クリーン作戦、社会奉仕、環境美化デー

の実施 

・毎月１回の不法投棄パトロールの他、特

別パトロール（市道や林道等３００Ｋｍ）

を実施。 

・小浜市地下水利活用・保全検討委員会

から提言された内容を実施に向け検

討する。（対応可能なものから実施） 

・外来種駆除に関しては、継続的に駆除

と周知啓発を実施。 

・環境教室に関しては、これまで実施済

みの地球温暖化対策や水環境の保全

の他、様々なテーマで取組めるように

検討。 

・コウノトリの郷づくり推進会や南川ラ

インレスキューの支援を実施 

・ボランティア清掃の継続的な実施と実

施箇所の検討。 

・毎月１回の不法投棄パトロールの他、

特別パトロールを実施。 

 

31年度 

(目標値) 
57%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 

 

 

 

 

 

 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 食のまちづくり課 指標 No.44 

 

【基本情報】 ＫＰＩ キッズ・キッチン（基礎編）の参加者数 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 4 基本的方向性 食文化の発信による食のまちづくりの推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
176人（H26） 

     

28年度 ↓ 262人 ― 

市民グループ（キッズ☆サポータ

ー）への委託事業として「キッズ・

キッチン基礎編」（市内年長児対

象）を実施した。 

※参加人数はその年の年長児の数で

あり、努力等の加減で増減は無い。 

昨年度に基準値として設定した数値が、「キッズ・キ

ッチン事業」に対する参加者数ではなく、一般的な

子ども料理教室の数字であったため、数値に大幅な

変化があった。それに伴い、３１年度の目標値も変

更させていただきたい。 

 

29年度 ↓ 264人 Ｂ 

市民グループ（キッズ☆サポータ

ー）への委託事業として「キッズ・

キッチン基礎編」（市内年長児対

象）を実施した。 

※参加人数はその年の年長児の数で

あり、努力等の加減で増減は無い。 

キッズ☆サポーターのメンバー増員が課題である。  

30年度 ↓ 254人 Ｂ 

市民グループ（キッズ☆サポータ

ー）への委託事業として「キッズ・

キッチン基礎編」（市内年長児対

象）を実施した。 

※参加人数はその年の年長児の数で

あり、努力等の加減で増減は無い。 

キッズ☆サポーターのメンバー増員が課題である。 

年長児が全員参加する＝年長児の

数が実績となるため、政策評価が

できない。 

31年度 

(目標値) 
216人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 食のまちづくり課 指標 No.45 

 

【基本情報】 ＫＰＩ キッズ・キッチン（拡大編）の受け入れ 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 4 基本的方向性 食文化の発信による食のまちづくりの推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
92人 

     

28年度 ↓ 

参加者 127人 

（平成 29年 3月 12

日実施分の参加予

定者数を含む） 

Ｂ 

毎回定員を上回る応募があり、抽

選を実施。市外・県外からの参加

者が全体の３割を占める。 

開催回数、定員を決めているため、参加者数に大き

な変化はないが、外国人も含めた地域外参加者の増

加に努めつつ、質の高い事業を継続して実施してい

きたい。 

 

29年度 ↓ 

参加者 86人 

（平成 30年 3月 11

日実施分の参加予

定者数を含む） 

Ｂ 

日程変更や市内の行事と重なっ

たことで、参加者数が少ない回が

一回あった。市外・県外からの参

加者が全体の３割を占める。 

開催回数、定員を決めているため、参加者数に大き

な変化はないが、外国人も含めた地域外参加者の増

加に努めつつ、質の高い事業を継続して実施してい

きたい。キッズ☆サポーターのメンバー増員が課題

である。 

 

30年度 ↓ 

参加者 100人 

（平成 31年 3月 17

日実施分の参加予

定者数を含む） 

Ｂ 

市外・県外からの参加者が全体の

３割を占め、特に京都市内からの

定着した参加者がある。 

開催回数、定員を決めているため、参加者数に大き

な変化はないが、外国人も含めた地域外参加者の増

加に努めつつ、質の高い事業を継続して実施してい

きたい。キッズ☆サポーターのメンバー増員が課題

である。 

 

31年度 

(目標値) 
140人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 食のまちづくり課 指標 No.46 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 食文化館サイトへのアクセス数（再掲）→ＳＮＳのフォロワー数 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 4 基本的方向性 食文化の発信による食のまちづくりの推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
― 

     

28年度 ↓ 

把握できるア

クセス数の項

目は、今日、昨

日、今週、今月、

総計。 

 

年度毎のアク

セス数は不明。 

―    

29年度 
↓ 

650件 

年度毎のアク

セス数は不

明。 

― 

企画展示などのイベントを

はじめとした最新情報を更

新 

サイトの機能上、アクセス総数が取れない 

情報発信の中心がフェイスブックに移って

おり、対象者への到達数（リーチ数）に指標

を変更したい。 

 

30年度 

検討中 

↓ 

 

843件 ― 

既存の Facebook に加え

Instagramを開設し、企画展

などのイベントや食文化館

の魅力を発信した。 

コンスタントに投稿する必要がある。 

投稿できる職員を複数名設定し、それぞれの

目線でフォロワーの興味を引くことのでき

る投稿をコンスタントに行っていきたい。 

 

31年度 

(目標値) 

1,000件 

10,000件 
     

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



 

 

 

まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 高齢障がい者元気支援課 指標 No.47 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 小浜市の健康寿命年齢（心身ともに自立し、健康的に生活できる寿命の平均年齢） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

男性：78.1歳 

女性：82.7歳 

（H26） 

     

28年度 ↓ 
男性：78.2歳

女性：82.8歳 
B 

壮年期からの生活習慣病の予防

や健康増進事業を実施。老人クラ

ブやボランティア等の団体が生

きがいづくりと社会活動の取り

組みを実施。 

子育て、保健指導、介護予防の各ステージで

切れ目ない支援ができる体制が必要である。 

介護予防を行うリーダー等の担い手の育成

が課題。 

 

 

29年度 ↓ 
男性：77.8歳

女性：82.2歳 
B 

壮年期からの生活習慣病の予防

や健康増進事業を実施。老人クラ

ブやボランティア等の団体が生

きがいづくりと社会活動の取り

組みを実施。 

子育て、保健指導、介護予防の各ステージで

切れ目ない支援ができる体制が必要である。

健康づくりを行うリーダー等の担い手の育

成が課題であり、ボランティア活動や健康づ

くり活動の支援が必要。 

 

30年度 ↓ 
男性：78.2歳

女性：81.8歳 
B 

壮年期からの生活習慣病の予防

や健康増進事業を実施。老人クラ

ブやボランティア団体が世代間

交流や社会奉仕ボランティアの

取り組みを実施。 

子育て、保健指導、介護予防の各ステージで切れ目

ない支援ができる体制が必要である。健康づくりを

行うリーダー等の担い手の育成が課題であり、引き

続き、ふれあいサロンなどの健康づくりやボランテ

ィア活動などの生きがいづくりの支援が必要。 

 

31年度 

(目標値) 

男性：79.3歳 

女性：83.1歳 
     

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 子ども未来課 指標 No.48 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 特定健康診査受診率 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

34.70% 

（H26推計値） 

     

28年度 ↓ 34.8％(H27) Ｂ 

集団検診年間 30 回と指定医療機

関による個別検診（県内 237 施

設）を実施 

防災無線やハガキ等による受診

勧奨 

より多くの方が、特定健診の必要性を理解して受診

行動に繋がるよう、対象に合わせた健診情報を提供

するなど、きめ細かな情報提供が必要である。 

「健康づくり 10 か条」のひとつとして周知してい

く。 

対象となる層が多いイベント(例：同窓

会など)と連携できないか？ 

婦人会イベントなどを通して啓発でき

ないか？29年度から始まる「介護ボラン

ティアポイント」のように健康的なこと

をしているとポイントを付けるなど、イ

ンセンティブも必要か？ 

29年度 ↓ 34.4％（H28） Ｄ 

集団検診年間 30 回と指定医療機

関による個別検診（県内 285 施

設）を実施 

効果的な受診勧奨について国保

保健指導事業により被保険者の

健康行動を分析。 

第３期実施計画策定 

受診しやすい健診実施体制の提供と、被保険者の健

康行動分析結果よりセグメント化した対象に効果的

な受診勧奨を実施し、受診率の向上に繋げる。 

5年継続受診すると翌年の健診受診料を無料とする、

継続受診を促すインセンティブを実施していく。 

 

30年度 ↓ 37.3％（H29） Ｂ 

５年継続受診すると翌年の健診

受診料を無料とする、継続受診を

促すインセンティブを実施。 

効果的な受診勧奨について国保

保健指導事業により被保険者の

健康行動を分析、受診勧奨資材の

通知等を実施。 

継続受診を促すインセンティブを実施するととも

に、より効果的に受診率の向上を図る目的で、国保

保健指導事業を国保ヘルスアップ事業に拡大実施し

ていく。 

 

31年度 

(目標値) 
55.00%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 子ども未来課 指標 No.49 

 

【基本情報】 ＫＰＩ がん検診受診率 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
38.00%（H25） 

     

28年度 ↓ 37.5％（H26） Ｄ 

集団検診年間 30 回と指定医療機関

による個別検診（県内 237 施設）を

実施 

防災無線やハガキ等による受診勧奨 

広報誌「健康のススメ」コーナーに

継続して情報掲載 

より多くの方が、がん検診の必要性を理解して受

診行動に繋がるよう、対象に合わせた検診情報を

提供するなど、きめ細かな情報提供が必要である。 

継続受診、全項目受診の必要性を周知し、がんの早

期発見に努める必要がある 

開催日・時や託児サービスなど受

診しやすくなっているか？ 

29年度 ↓ 41.8％（H27） Ｂ 

集団検診年間 30 回と指定医療機関

による個別検診（県内 244 施設）を

実施。国の対象変更に合わせ、年齢、

間隔を変更した。 

対象に合わせ、文面等を変え、違う

媒体で受診勧奨を実施。 

きめ細かな情報提供、受診勧奨の充実を図り、多く

の人に受診してもらう必要がある。 

継続受診、全項目受診の必要性を周知し、がんの早

期発見に努める必要がある 

 

30年度 ↓ 42.7％（H28） Ｂ 

公民館等の集団健診と指定医療機関

での個別検診を継続して実施。受診

しやすい大腸がんと女性が気になる

子宮･乳がん検診について重点的に

受診勧奨に取組んだ。 

受診を勧める対象や項目を見極め、受診に繋がる

効果的な受診勧奨の実施が求められる。単一項目

の受診が全項目の受診につながり、全がんにおい

て、死亡率の減少に繋がるような受診勧奨と実施

体制の充実が課題である。 

 

31年度 

(目標値) 
48.30%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 高齢・障がい者元気支援課 指標 No.50 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 要介護認定率（第１号被保険者に占める要介護認定者の割合） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
19.40%（H27） 

     

28年度 ↓ 18.7％ Ａ 

介護予防教室（モデル事業）

の実施 

介護認定の適正化 

平成 29年 4月の介護予防・日常生活支援総合事業へ

の移行を活かし、高齢者が社会参加活動を通じて、

自身の介護予防につながる仕組みづくりが必要であ

る。 

 

29年度 ↓ 18.6％ Ａ 

地域における介護予防教室

の実施 

介護認定の適正化 

平成 29 年度に高齢者数のピークを迎えたことから

「ふれあいサロン」などを活用し、身近な地域で介

護予防に取り組める仕組みづくりや高齢者が社会参

加できる場を提供していく必要がある。 

 

30年度 ↓ 18.0％ ― 

地域における介護予防教室

の実施 

介護認定の適正化 

総合事業の開始に伴い、生活機能の低下がみられる

方も早期から事業対象者としてサービスを受けられ

るようになった。この事業を活かして、事業対象者

等が要介護状態にならないよう生活支援サービスの

充実や早期から介護予防への取り組みが必要。 

 

31年度 

(目標値) 
―      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 高齢・障がい者元気支援課 指標 No.51 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 認知症サポーター数 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

1,900人 

（H27） 

     

28年度 ↓ 3,314人 Ｂ 

認知症サポーター養成講座

の実施 

（小浜警察署や小浜市役

所、高齢福祉関連の事業所、

小学校（３校）、老人クラブ

等で認知症サポーター養成

講座を実施） 

「地域見守り活動」協力に関する協定締結事

業所と小中学校に積極的に働きかけ、認知症

サポーター数を増やしていく予定である。 

 

29年度 ↓ 4,300人 Ａ 

認知症サポーター養成講座

の実施（民生委員、小浜郵便

局、小学校５校、若狭高校等

で実施） 

引き続き「地域見守り活動」協力に関する協

定締結事業所に働きかけるとともに、28年度

実施していない小中学校での実施を目指す。 

 

30年度 ↓ 5,022人 Ａ 

認知症サポーター養成講座

の実施（昨年に引き続き若

狭高校で実施。ふれあいサ

ロン等でも実施している） 

今年度は小中学校での認知症サポーター養

成講座の実施ができていないため、再度、小

中学校での実施を呼びかけていく。 

 

31年度 

(目標値) 
4,000人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 高齢・障がい者元気支援課 指標 No.52 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 施設入所率（要介護認定者に占める施設入所者の割合） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
30.50%（H27） 

     

28年度 ↓ 29.6％ Ｂ 介護認定の適正化 
要介護認定に至るまでの介護予防の促進や

在宅医療、在宅支援の充実が必要である。 
 

29年度 ↓ 27.7％ Ｂ 介護認定の適正化 

施設定員がかぎられている中で、支援を必要

とする高齢者を支えていくためには、在宅医

療、在宅介護サービスの充実が必要である。 

施設の数は増えたので、高齢者が

増えるだけで達成するが、入所待

ちの数は？在宅介護の満足度を上

げないと意味がない。 

30年度 ↓ 27.8％ Ｂ 介護認定の適正化 

入所定員は決まっているため、引き続き、要

介護状態とならないよう介護予防の促進や

要介護状態となっても在宅で医療や介護の

支援が受けられるよう在宅サービスの充実

が必要である。 

 

31年度 

(目標値) 
26.50%      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 高齢・障がい者元気支援課 指標 No.53 

 

【基本情報】 ＫＰＩ ふれあいサロン参加者数 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

10,200人 

（H27） 

     

28年度 ↓ 9,600人 Ｄ ふれあいサロンの実施 

28 年度の参加人数の実績値が目標値に達し

なかったが、新規開催地区を毎年１地区ずつ

増やす予定については２地区増えた。 

他にも現在、新規開催に向けて準備を進めて

いる地区が２地区あり、29年度以降ふれあい

サロンの活動が開始される予定である。 

 

29年度 ↓ 10,000人 Ｄ ふれあいサロンの実施 
29年度に新規開催地区が 3地区増えた。今後

も毎年１地区ずつ増やす予定。 

サロンの運営費は？２９年度はサ

ロンの運営にも活用できたが「集

いの場づくり支援モデル事業」で

多いのは体操のみで、ニーズに合

っているとは思えない 

30年度 ↓ 10,370人 Ｂ ふれあいサロンの実施 

30年度に新規設置区が 2区増えた。また、活

動を再開した区もある。今後も新規立ち上げ

や継続のサポートを行っていく。 

 

31年度 

(目標値) 
10,800人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 高齢・障がい者元気支援課 指標 No.54 

 

【基本情報】 ＫＰＩ ふれあいサロン開催区 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 5 基本的方向性 高齢者福祉体制の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 113 Ｃ 
今富地区の未開催地区を対

象にした体験会の実施 

未開催地区の高齢者を対象にふれあいサロ

ンの体験会を実施し、地域の方々からふれあ

いサロン立上げの機運を盛り上げる。 

サロンの運営費の補助も必要(現

状は共同募金の助成) 

29年度 ↓ 113 Ｃ 
内外海地区の未開催地区を

対象にした体験会の実施 

引き続きふれあいサロンの体験会を実施す

るとともに新規立ち上げのサポートを行う。 
 

30年度 ↓ 106 Ｃ 
未設置区が多い国富地区を

対象に体験会を実施した。 

設置区は微増しているが開催を休止してい

る区もあるため、引き続き体験会を開催する

とともに継続して開催するためのサポート

を行う。 

No.53 新規設置が 2 地区あり、参

加人数も増えたが、開催区が減っ

ている。サロン設置後、開催を維

持していくことが重要。 

31年度 

(目標値) 
117区      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 北陸新幹線・総合交通推進室 指標 No.55 

 

【基本情報】 ＫＰＩ ＪＲ小浜線乗車人員数（一日あたりの平均乗車人員数（西敦賀駅～青郷駅）） 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 6 基本的方向性 都市機能の再整備と地域交通の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

4,000人 

（H26） 

     

28年度 ↓ 3,988人 Ｂ 

定期助成等、各助成制度に

より利用促進を図ってい

る。また、嶺南が連携して小

浜線利用ツアーを実施し、

ＰＲに努めた。 

日常の利用促進だけでなく、観光利用での促

進策を考えなければならない。 
 

29年度 ↓ 3,827人 Ｄ 

定期助成等により利用促進

を図っている。 

また、嶺南市町が連携した

小浜線を利用した周遊ツア

ーを実施し、ＰＲ・リピータ

ー獲得に努めた。 

北陸新幹線敦賀開業を踏まえ、観光利用に向

けた駅周辺の環境整備も含めた一体的な取

り組みが必要 

 

30年度 ↓ 
3,900人 

（見込み） 
Ｂ 

定期助成等により利用促進

を図っている。 

また、小浜線が起点のサイ

クリングマップを作成し、

北陸新幹線敦賀開業を見据

えた環境整備に努めた。 

嶺南地域の存続可能な交通ネットワークの

構築等を目的とした嶺南地域公共交通網形

成計画が平成 31 年度に策定予定であり、こ

れを踏まえた本市の公共交通網の見直しが

課題である。 

 

31年度 

(目標値) 
4,000人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 北陸新幹線・総合交通推進室 指標 No.56 

 

【基本情報】 ＫＰＩ あいあいバスの乗車人数 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 6 基本的方向性 都市機能の再整備と地域交通の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 

90,000人 

（H26） 

     

28年度 ↓ 88,000人 Ｄ 

定期助成等、各助成制度に

より利用促進を図ってい

る。老朽化したバスを更新

し、利便性向上に取組んだ。 

利用者減少が続いている。ダイヤ見直し、経

路変更等、利用しやすい環境づくりが課題で

ある。 

通学者数に左右されているが、観

光を意識した路線の見直しや調査

方法なども検討が必要ではないの

か？ 

29年度 ↓ 84,000人 Ｄ 

引き続き、定期助成等、各助

成制度により利用促進を図

っている。一部路線で道の

駅発着に変更予定。 

利用者減少が続いている。 

引き続き、ダイヤや運行ルートの見直し等、

利用しやすい環境づくりが課題である。 

あいあいバスのダイヤ、運行ルー

トなど見直しをされるなら、観光

客が利用できる時間、場所なども

考慮してもらえると良いのではな

いかと思います。 

高齢者の買い物支援に何か対策

は。デマンドバスなど。 

30年度 ↓ 
84,000人 

（見込） 
Ｄ 

平成 30年度より、ひとり親

家庭への定期助成を拡充

し、利用促進を図っている。 

利用者減少が続いている。 

平成 31 年度より、池河内線が小浜美郷小学

校を経由するよう路線を変更予定である。引

き続き、ダイヤや運行ルートの見直し等によ

り利便性を向上させることが課題である。 

 

31年度 

(目標値) 
90,000人      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 都市整備課 指標 No.57 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 小浜市立地適正化計画の策定 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 6 基本的方向性 都市機能の再整備と地域交通の充実 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 策定中 Ｂ 立地適正化計画策定事業 

説明会等を開催し住民の意見を反映し、都市

計画審議会の意見を聴き平成２９年度に策

定予定。 

 

29年度 ↓ 策定済 Ａ 立地適正化計画策定事業 
3/16までパブリックコメント実施 

30年 3月に策定 
 

30年度 ↓ 策定済 Ａ 立地適正化計画策定事業 

本計画を活用し、概ね 20年後の人口、高齢化

の状況を展望しながら、都市機能、居住を誘

導図べき区域等について検討を進める。 

 

31年度 

(目標値) 
策定済      
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まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 人口増未来創造課 指標 No.58 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 広域連合の設立 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 7 基本的方向性 広域連携の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 調整中 Ｃ 

六市町の首長で組織する

「嶺南地域行政推進委員

会」を設置し、首長会議、副

首長会議、各課長で構成す

る専門部会等を開催し、新

たな広域連携のあり方や連

携事務について研究や検討 

一部事務組合等による広域処理の推進など、

広域連合の設立を踏まえた広域連携の調整

ならびに推進 

 

29年度 ↓ 調整中 Ｃ 引き続き検討・調整中 

一部事務組合等による広域処理の推進など、

広域連合の設立を踏まえた広域連携の調整

ならびに推進 

 

30年度 ↓ 調整中 Ｃ 引き続き検討・調整中 

一部事務組合等による広域処理の推進など、

広域連合の設立を踏まえた広域連携の調整

ならびに推進 

 

31年度 

(目標値) 
設立      

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小）  



まち・ひと・しごと創生 小浜市総合戦略 評価シート 担当課： 人口増未来創造課 指標 No.59 

 

【基本情報】 ＫＰＩ 広域による連携事務 

 4 基本目標 誇りと愛着を持ち、安心して住み続けられるまち 

 7 基本的方向性 広域連携の推進 

 

【指標達成状況】 

年度 目 標 結果 評価 取組状況等 次年度に向けての課題等 有識者会議からの意見 

27年度

(基準値) 
－ 

     

28年度 ↓ 0事業 Ｂ 

「広域ごみ焼却施設」につ

いて、若狭町以西の四市町

による枠組みにより建設に

向けた「循環型社会形成推

進地域計画」の策定に取り

組んでいる 

広域連合の設立を踏まえた平成 34 年度中の稼

働を目標とした「施設整備基本計画」の策定 

若狭霊場の次期施設について小浜市・おおい

町・高浜町による「広域斎場整備協議会」を設

置し、事業スケジュールの決定や施設整備の基

本計画策定等に向けて協議を進める 

 

29年度 ↓ 2事業 Ｂ 

29 年度設置した若狭町以西

の四市町による枠組みによ

る若狭広域行政組合におい

て「広域ごみ焼却施設」や

「介護認定事務」について

取り組みを開始 

斎場やゴミ処理施設等の広域設置に向けた適

地選定等 
 

30年度 ↓ 
0事業 

（2） 
Ｂ 

若狭広域行政事務組合にお

いて介護認定事務、広域ご

み焼却施設の設置に向け取

り組むとともに、次年度か

らスタートする障害支援区

分認定事務の広域化に向け

た取り組みを行った。 

次年度から新たに障害支援区分認定事務の広

域化がスタート 

広域ごみ焼却施設の建設に向けた取組み 

斎場の広域設置に向けた協議 

 

31年度 

(目標値) 

5事業（事務処

理開始初年度） 
     

※評価欄の記号 Ａ･･･平成 31年度の目標値到達（達成）／Ｂ･･･目標値に到達していないが、数値が上昇（順調）／Ｃ･･･基準値と数値が同一（停滞）／Ｄ･･･基準値より数値が下降（縮小） 


