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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                          《産業建設課》（掲載頁 １０） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

遊休土地の有効活用 町内の遊休土地を活用した

新規就農者の確保もしくは、

既存農業経営者の経営面積

の拡大 

2名  0.3ha 3名  5ha 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

遊休土地の有効活用 青年就農給付金 750 町広報に掲載 

農地中間管理事業   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

町内の遊休土地を活用した新規就農者

の確保もしくは、既存農業経営者の経

営面積の拡大 

3名  5ha 0名  2.1ha 0％ 42％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

経営面積については、引き続き、既存農家への集積を促進する。新規就農者については、JA

や県就農支援センターと連携をとり、双方の最新情報を共有していく。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                                   《産業建設課》（掲載頁 １０） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

オンリーワンの農産

物づくりに取り組む 

新規複合経営者の支援    0 名

  

3名 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

オンリーワンの農産

物づくりに取り組む 

 

経営体育成支援事業 0  

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

新規複合経営者の支援 3名   0名   0％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

上富田町のオンリーワン作物を作り、ブランド化していく必要がある。 

農業振興協議会で、引き続き、検討していく。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １１） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

企業誘致のためのＰ

Ｒ活動を実施する 

５年間での雇用創出者数

（農業除く） 

  20名  

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘  要 

企業誘致のためのＰ

Ｒ活動を実施する 

事業所等立地促進事業 0  

上富田町商工会への補助 3,000  

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

５年間での雇用創出者数（農業除く） 20件 0件 0％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

今後も引き続き、県や銀行等と連携をとり、積極的に企業誘致を行う。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

《産業建設課》（掲載頁 １１） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

再生可能エネルギー

の事業化の検討 

再生エネルギーの検討 木質バイオマスに

ついては、田辺市

で計画中のため、

経過を覗っている

状況 

20名 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

再生可能エネルギー

の事業化の検討 

 0  

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

※  

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

    

再生エネルギーの検討 20名 0名 0％ 

    

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

※  

４．特記事項 

町内では、遊休土地を利用した再生可能エネルギー発電への民間事業者の取り組みが活発で

あり、今後においても情報提供を積極的に行う。また、公共施設への再生可能エネルギーを

利用した発電設備を設置するなど、環境に配慮したまちづくりを推進する。木質バイオマス

の利用については、隣接する田辺市が実施する方向であり、採算がとれるのか研究する必要

がある。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １１） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

再生可能エネルギー

の事業化の検討 

５年間での雇用創出者数 0    20人 

    

    

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

再生可能エネルギー

の事業化の検討 

情報提供と、公共施設への設

置推進 

0 木質バイオマスの視

察研修を開催 

   

    

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

再生可能エネルギーの事業化による雇

用創出者数 

20人/5年 0 0％ 

    

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・木質バイオについては、田辺市の動向を見ながら検討する。 

今後は庁内で再生可能エネルギー検討会議を設置し、研究する。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

《産業建設課》（掲載頁 １２） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

道の駅くちくまのを

拠点としたイベント

を開催する 

 

町の情報発信拠点・地域連携

の場として活用し、来訪者が

参加しやすい体験型イベン

トを開催する。 

   0 

 

 

かみとん市 

 年 ３回 開催 

 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

道の駅くちくまのを

拠点としたイベント

を開催する 

かみとん市 0 パンフの配布 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

町の情報発信拠点・地域連携の場とし

て活用し、来訪者が参加しやすい体験

型イベントを開催する。 

3回 １回 33％ 

１イベント当たりの参加者数 20名 500名 250％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

平成２８年度から、かみとん市を年４回開催予定。今後は、更に地元の交流施設となるよ

う、イベント等を通じ、周知していく。指定管理者は商工会。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １２） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

イベント等において

町をＰＲするブース

を設置する 

インターネット閲覧回数 ０ １万回/年 

町への観光入込客数 314,084人 345,492人 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

イベント等において

町をＰＲするブース

を設置する 

多世代交流町紹介映像制作事業 496,800 PR ﾋﾞﾃﾞｵ 15分版完成 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

インターネット閲覧回数(ＤＶＤ) １万回/年 0 0％ 

町への観光入込客数 345,492 325,051 94％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

※  

４．特記事項 

・移住者ネット等に掲載し、KPIを達成する。 

・他の観光誘致事業と連携をとり、10％増を目指す。 

・世界遺産追加登録を機に、新たな観光客の誘致を目指す。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １３） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

ふるさと納税の商品

を充実する 

さわやか上富田まちづくり

寄付金 

45名  300名  

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘  要 

ふるさと納税の商品

を充実する 

寄付項目の追加 0  

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

さわやか上富田まちづくり寄付件数 300件 99件 33％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・平成２８年度にふるさと納税専用サイトに登録、クレジット決済を導入することで利用者

の利便性を図る。 

・お礼品の商品を増やし、新規納税件数の増加を目指す。 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １３） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

観光コンシェルジュ

を活用した観光振興 

観光コンシェルジュ委託 0名  1名  

新規観光ツアー 年 0回／0人参加 年 4回／60人参加  

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘  要 

観光コンシェルジュ

を活用した観光振興 

観光コンシェルジュ委託 1,050  

新規観光ツアー 年 5回 

       延 84名参加 

962 小栗街道ツアー(1回) 
エコウォーク(1回) 
よくばりツアー(3回) 

ガイドの会(14名)結成 0 Ｈ27.11月結成 

わくわくガイドリーフレット作成 0 ※県補助金を活用 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

観光モニターツアー 実施回数 4回/年 5回/年 125％ 

観光モニターツアー 参加人数 延 60名 延 84名 140％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

現在は、地方創生交付金を活用して活動しているが、将来は自立する必要がある。 

旅行業法を取得し、ツアーを組み、新たな観光客の誘致を目指す。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １３） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

地域資源を利用した

観光振興のための観

光パンフレット作成

やＨＰを多言語化す

る 

町への観光客入込客数 314,084人  10％増  

町への外国人観光客宿泊者

数 

82人  100人   

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘  要 

観光パンフレット 観光パンフレット作成 1,820 デラックス版 5,000部 

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版 10,000部 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

町への観光客入込客数 10％増  3.5％増 35％ 

町への外国人観光客宿泊者数 100人   125名 125％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

今後は、スマートフォンでも閲覧出来る環境をつくり、また体験メニューを増やし、着地型

観光に取り組む。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《教育委員会》（掲載頁 １３） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

スポーツ観光パンフ

作成・ＨＰ多言語化 

新規団体合宿受入れ ０ １０団体/年 

新規大会の誘致 ０ ３大会 

スポーツセンター入込客数 89,518人 10万人 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

スポーツ観光ガイド

ブック作成 

広域ガイドブック作成 ０ 広域圏組合作成 

スポセンパンフ（英語版） ７４５  

    

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

新規合宿団体 １０ １１ 110％ 

新規大会の誘致 ３大会 ３大会 100％ 

スポーツセンター入込客数 １０万人 １４万５千人 145％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

スポーツセンター入込客数は平成２７年度は国体開催をした為、大幅に増加しております。 

今後は、閑散期や平日の誘致活動が大切になってくる。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

《総務政策課》（掲載頁 １３） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

訪問活動によりリピ

ート率を向上させる 

新規団体の合宿数 ０ １０団体／年 

新規大会の誘致 ０ ３大会 

スポーツセンター入込客数 89,518 10万人 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

訪問活動によりリピ

ート率を向上させる 

スポーツセンター合宿助成事業 ６０５ 5団体 800人 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

新規団体の合宿数 １０団体／年 １１ 110% 

新規大会の誘致 ３大会 ３大会 100％ 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ入込客数 10万人 14万 5千人 145％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

閑散期の 1,000円／人・泊については引き続き、継続していく。また、京阪神や関東方面に

も誘致活動を展開したり、合宿後の訪問活動にも力を入れる。また、スポーツ施設、宿泊施

設等と連携をとり、リピート率５割以上とする。 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １４） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

移住者ＰＲイベント

の開催、移住ＨＰを

開設する 

移住相談（セミナー等やＨ

Ｐ経由のもの） 

０  １５件 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

移住者ＰＲイベント

の開催、移住ＨＰを

開設する 

移住関連ＨＰ作成事業 464  

移住フェアへの参加 26 Ｈ28.2 移住フェア

参加 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

移住相談    １５件  ３件 20％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

県外のＵターンフェアにも積極的に参加し、上富田町をＰＲすると同時に、町内企業とも連

携をとり、雇用対策に取り組む。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １４） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

空き家登録システム

を構築する 

空き家登録（システム構築

後の新規登録） 

0 10件 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

空き家登録システム

を構築する 

登空き家登録案内業務 0  

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

空き家登録    10件 2件 20％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

空き家台帳整備事業については平成２８年度７月より取り組み予定。 

町内会にも協力していただき、基礎データの作成を行う。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 

  



15 

 

上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《産業建設課》（掲載頁 １５） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

農業後継者の婚活イ

ベントを開催する。 

 

 

農業後継者の担い手づくり

を目的として、田舎暮らしや

農業経営を望む女性との婚

活イベントを開催する。 

 

 

   0 

 

 

   15組 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

農業後継者の婚活イ

ベントを開催する。 

婚活イベント 0 参加費制 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

農業後継者の担い手づくりを目的とし

て、田舎暮らしや農業経営を望む女性

との婚活イベントを開催する。 

カップル 15組      

３組  

20％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

平成２８年度からは、農家だけでなく、一般の方も含めての婚活「さくらプロジェクト」を 

年４回程度実施し、カップルの成立を目指す。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《住民生活課》（掲載頁 １５） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

子育て支援センター

他制度を周知する 

ファミリーサポートセンター 

利用者件数 

４９件 ５８件 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

子育て支援センター

他制度を周知する 

子育て支援ガイドブックの配布 64.8 ２００冊印刷  

（一般財源） 

広報掲載・チラシ配布       －  

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

ファミリーサポートセンター利用者数 ５８ ４４ 75％ 

 

４．特記事項 

・平成２８年度から小規模保育事業「くまのこ保育園」開園し、１９名の児童入所を実現。 

 引き続き、広報活動を行い、センターの認知度を高めていく。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《住民生活課》（掲載頁 １６） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

保育士の研修・保護

者向け講演会の実施 保育所利用者数 ３２５人 
３５７人 

（１０％増） 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

保育士の研修・保護

者向け講演会の実施 

保育士等研修会 － 県保育士会主催 

保護者講習会 －  

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

保育士の研修・保護者向け講演会の実施 ３５７人 ３２４人 90％ 

 
   

 

４．特記事項 

・はるかぜ保育所では、一時預かり事業「こうまのおへや」３人/日まで ８００円／時間 

 ７０人／年間利用 （平成２７年度の実質利用者数は３９４人） 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《住民生活課》（掲載頁 １６） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

延長保育・土曜保育

の実施 保育所利用者数 ３２５人 
３５７人 

（１０％増） 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

延長保育・土曜保育

の実施 

延長保育の実施   

土曜（希望）保育の実施   

    

   

    

   

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

延長保育・土曜保育の実施 ３５７人 ３２４人 90％ 

 
   

 

４．特記事項 

・保育士等研修（町内研修２回・町外研修２回・調理実習１回）を重ねながら、 

 保育士や保護者の質の向上を目指す。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《教育委員会》（掲載頁 １６） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

子どもの体力向上推

進 

現在の３種目から種目を増

やす 

３種目 5種目程度に 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

子どもの体力向上推

進 

子どもの体力向上推進事業 109千円 SEACAに委託 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

子どもの体力向上推進 5種目程度に ３ ６０ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・種目を増やすことは、指導員の充実を図ることからはじめる。 

 SEACAと協議し、指導員の登録、育成に努め、ｈ３１までには 5種目程度に増やす。 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《教育委員会》（掲載頁 １６） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

学校施設の充実 学校給食の実施 １校 給食実施 :H３０ 

学校プール改修 ０件 プール改修：H30以

降 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

学校施設の充実 学校給食の実施 ４，３７７ 生馬小学校 

学校プール改修 ０  

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

学校給食の実施 ６ １ １６．６ 

学校プール改修 ２ ０ ０ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・平成 28年度給食用地の造成を行い、その後給食センター建築を進め、平成 30年 4月開

始。 

・プール改修については、朝来小学校、上富田中学校の２校について、平成 30年以降に検

討する。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《教育委員会》（掲載頁 １６） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

学力・体力の向上 全国学力・学習状況調査 
１／８上回る 

常時全国平均以上 

１０／１０ 

全国体力・運動能力、運動

習慣等調査 
全学年の平均 

５０．１点 

全国平均を５０点

として常時それ以

上 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

学力・体力の向上 教職員による先進校視察の実

施 

507千円 福井県・石川県に視

察 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

全国学力・学習状況調査 常時全国平均以

上 

１０／１０ 

８／１０上回る 80 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 常時全国平均以

上 

５０．０点 100 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

※  

４．特記事項 

・毎年同じ児童・生徒が調査を行うのではないので、毎年の比較は難しいのですが、全学年

で不得意な教科をつくらないように学習の工夫を行う。体力も同じで、苦手競技を繰り返

し行うことで、調査項目をクリアーし、平成 30年以降には常時全国平均以上を目指す。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

《教育委員会》 （掲載頁 １７）                 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業  

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

各種活動への参加 全５小学校で学校祭り開催 ４校で開催 全小学校 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

青少年育成町民会議 青春シンポジウムを実施 ５０ １回実施 

子ども会活動支援事

業 

チャレンジザウォーク ７０ １回実施 

地域組織活動 単位子ども会で事業実施 １２０ １０回程度 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

全５小学校で学校祭り開催 ５ ４ ８０ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・地域組織活動は単位子ども会（一カ所）を記載。単位子ども会については、年間行事１０

回程度を実施。（夏祭り、クリスマス会、ドッジボール、遠足等） 

・各小学校での祭りの開催は、朝来小学校を除く４校で実施。朝来小学校については、文化

祭を実施しており、地域の方々との連携が図れている。今後は朝来地区においても実施出来

るよう検討していく。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《住民生活課》（掲載頁 １８） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

ウォーキング人口を

増やす 

国保加入者のメタボリック

シンドローム該当者・予備

群を減らす 

26.7% 20.0% 

ウォーキングする人を増や

す 

18％ 

（Ｈ２４年度） 

23％ 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

ウォーキング人口を

増やす 

ウォーキング教室の開催 

（3回） 

消耗品費 

（ウォーキング

事業すべて）： 

248,923円 

講師：白浜はまゆう

病院森本理学療法士 

参加人数：82名 

第 1回古道ウォーキング 自動車借り上げ

料：139,300円 

講師謝礼金： 

50,000円 

講師：語り部 3名 

白浜はまゆう病院理

学療法士 2名 

参加人数：延べ 70人 

健康講座の開催 

（寛平ちゃんの健康講座） 

1,000,000円 講師：間寛平 

参加人数：641人 

ウォーキングマップの作成 793,800円 全戸に配布（7000部

作成） 

トリムコースの看板設置 1,163,376円 大 11枚、小 38枚 

スポーツセンター外周道路距

離路面表示の設置 

118,800円 50メートル間隔に表

示 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

 

 

 

 



24 

 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

メタボリックシンドローム該当者・予

備群を減らす 

20.0%   

ウォーキングする人を増やす 23％ 次回調査はＨ 

２９年度に実施 

 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

ウォーキング実施者の把握はＨ２９年度の生活いきいき調査を実施し把握予定。 

平成 27年度のメタボシック該当者や予備群の結果は平成 29年 2月ごろに報告がある予定。 

平成 28年度は、ウォーキング教室を 4回実施し、内訳として街歩きを中心に 3回（理学療

法士）、効果的な栄養補給について 1回（管理栄養士）の予定。また、11月 6日の健康福祉

と文化のまつりでウォーキングイベントを実施予定。11月 26日には、第 2回古道ウォーキ

ングの開催予定。 

男性の参加が少ないのが課題である。また、今後は自主的に取り組んで行けるようにリーダ

ー育成についても検討して行く必要がある。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《住民生活課》（掲載頁 １８） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

健診率を向上する 国保加入者の特定健診受診

率を上げる 

37.9% 40％ 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

健診率を向上する 個別案内による勧奨及び広

報、街頭啓発による周知 

16,000円 街頭啓発（2回/年）

における健康推進員

の費用弁償（8人分） 

受診しやすいような集団検診

日の工夫 

 当初予定検診日より

も 1日追加実施 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

国保加入者の特定健診受診率を上げる 40％ 20人増加  

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

平成 27年度の国保加入者の特定健診受診率結果は平成 29年 2月ごろに報告がある予定。 

平成 28年度の検診日も 1日追加予定。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １９） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

避難所でのエコノミ

ークラス予防エクサ

サイズ 

啓発研修 0 9回/年 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

避難所でのエコノミ

ークラス予防エクサ

サイズ 

避難所でのエコノミ―クラス

予防エクササイズ開発と啓発

研修の実施 

1,009 

 

DVD完成（3,000枚） 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

エコノミークラス症候群予防エクササ

イズの普及 

9回/年 0件 0％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

平成 27年度でエクササイズを開発、防災教育の一環。平成 28年度から学童保育やてんとう

むし教室など幅広く啓発研修に取組む。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

《産業建設課》（掲載頁 １９） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

町道・橋梁の長寿命

化をはかる。 

 

 

 

 

橋梁の点検         

0                        

トンネル           

0                     

跨線橋点検         

     0 

橋梁の点検  

219 箇所（平成 31 年まで） 

トンネル 

3 箇所（平成 31 年まで）                

跨線橋歩道橋点検 

１箇所（平成 31 年まで） 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

町道・橋梁の長寿命

化をはかる。 

自主点検 0 職員２１箇所点検 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

 橋梁の点検  

219 箇所（平成 31

年まで） 

トンネル 

3 箇所（平成 31 年

まで） 

跨線橋歩道橋点検 

１箇所（平成 31

年まで 

橋梁の点検  

21 箇所 

トンネル 

0 箇所 

跨線橋点検 

0 箇所 

 

10％ 

 

0％ 

 

   0％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 
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４．特記事項 

町道橋・トンネル・跨線橋歩道橋（道路付属物）の点検及び修 

繕の実施について、町が管理する橋梁（橋長２m 以上）・トンネル・跨線橋について、点

検・調査を実施し、それを踏まえた計画的な修繕や維持管理を行い長寿命化を図り、安心・

安全な通行の確保を目出す。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《上下水道課》（掲載頁 １９） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

水道施設の強化 第一浄水場自家発電設備の

更新 

未実施 更新完了 

第一浄水場受変電設備の更新 未実施 更新完了 

第一浄水場計装設備装置の

更新 

未実施 更新完了 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

水道施設の強化 第一浄水場自家発電設備更新

事業 

114,480 更新作業完了 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

第一浄水場自家発電設備の更新 更新完了 更新完了 100％ 

第一浄水場受変電設備の更新 更新完了 未実施 0％ 

第一浄水場計装設備装置の更新 更新完了 未実施 0％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・第一浄水場に関する設備更新を行い、KPIを達成する。 

・第一浄水場自家発電設備更新事業については、平成 27年度に更新完了。 

・第一浄水場受変電設備更新事業については、平成 28年度に取組む予定。 

・第一浄水場計装設備装置更新事業については、平成 30年度に取組む予定。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 １９） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

家具転倒防止対策 家具転倒防止器具の普及 0 100 件／5年 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

家具転倒防止対策 家具転倒防止器具設置事業 21 13件 25器具設置 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

家具転倒防止器金具の取り付け 100件/5年 13件 13％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・引き続き、家具転倒防止器具設置補助金制度を広報等で周知し、地震時の防災対策に努め

る。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《教育委員会》（掲載頁 ２０） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業  

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

伝統文化・芸能の継

承活動 

伝統芸能発表会 年１回 年３回 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

獅子舞 伝統文化・芸能継承事業 ２，５００ 芝居用具の整備 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

獅子舞等の伝統芸能発表会 年３回 年２回 ６６ 

獅子舞や神輿の参加子ども数 ２５０人 ５０ ２０ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

町としては引き続き、伝統芸能の維持に係る修繕等のサポートをしていく。 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 ２０） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

町紹介ビデオの制作 インターネット閲覧回数 ０ １万回/年 

町への観光入込客数 314,084人 345,492人 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

町紹介ビデオの制作 多世代交流町紹介映像制作事業 496 PR ﾋﾞﾃﾞｵ 15分版完成 

   

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

インターネット閲覧回数 １万回/年 0 0％ 

町への観光入込客数 345,492 325,051 94％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

今後、町政 60周年に向け、また世界遺産登録を機に、 

自分たちの町の良さや誇りを持てるよう内向けに発信し、町外からの来場者には、 

誇りや自信を持って、おもてなしの心で接するような町づくりを目指す。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《教育委員会》（掲載頁 ２１） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業  

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

上中・熊高との連携 上中全校生徒のフラワータ

ウンへの参加 

全員 全員 

※在学中に１度は参加 

ボランティアへの参加生徒

数を増やす。 

４７人 ５０名 

ボランティア連携にかかわ

る提案数 

１０ ３０ 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

フラワータウン フラワータウン ９５０  

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

フラワータウン事業への参加 全員 全員 １００ 

ボランティア連携にかかわる提案数 ３０ １０ ３３ 

ボランティアへの参加生徒数を増や

す。 

４７人 ５０名  

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・平成２７年９月に締結した町と熊高との協定に基づき、今度も連携を深めていく。 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《総務政策課》（掲載頁 ２１） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

地域ならではの活動 町づくりを進める会（仮

称） 

０ ５地区 

   

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘  要 

地域ならではの活動 各地域に町づくりを進める会

の設置 

０  

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

町づくりを進める会の設置 ５地区 ０ ０ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

６月３０日に市ノ瀬で設立総会が開催された。今後は、他の地区にも 

話を進めていく。 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調                        

《住民生活課》（掲載頁 ２１） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業 

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

集いの場づくり まちかどカフェなどの集い

の場 

３カ所 ３０カ所 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

上中・熊高との連携 ハートフルチェック 

（独居老人世帯への訪問活動） 

0 熊高生への認知症サ

ポーター養成講座開

催 参加者数５３名 

福祉の小地域活動、

まちかどカフェなど

集いの場つくり 

生活支援体制整備事業 

（地域支援事業の内） 

3,950 ２０カ所開催 

 

ボランティアの研修

会・交流会 

ボランティア研修会 

   （高齢者向け） 

 50 交流会２回 

講演会１回 

参加延べ数６７名 

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

まちかどカフェなどの集いの場つくり ３０カ所 ２０カ所 67％ 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・住民生活課実施の事業においては、上富田町社会福祉協議会と協力・連携をとり実施。 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 
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上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況調 

                        《教育委員会》（掲載頁 ２１） 

１．上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業  

施策名 ＫＰＩ（重要行政評価指標） 

項目 H26年度現在 数値目標 

福祉の小地域活動、

まちかどカフェなど

集いの場づくり 

まちかどカフェなどの憩い

の場 

１７か所 ３０か所 

※ 施策名は、「総合戦略」の上欄の項目を記入してください。例：「遊休土地の活用」、「ウォーキ

ング人口を増やす」等。 

※ 数値目標は、「総合戦略」に記載された数値目標を記入して下さい。 

 

２．平成２７年度における「総合戦略」関連事業 

施策名 関連事業名 決算額（千円） 摘要 

ボランティア育成    

※ 摘要は、事業の成果（アウトプット）を記入して下さい。例：講演会（講師○○氏）１回実施。参

加者○○名、等 

 

３．平成２７年度におけるＫＰＩ目標達成度 

ＫＰＩ（重要行政評価指標） 達成度 

（Ｂ／Ａ ％） 項目 数値目標（Ａ） 到達度（Ｂ） 

ボランティア育成 － － － 

※ 到達度は、基本的に年度末時点の指標を記入して下さい。指標等の取り方のタイミングによって

は、必ずしも年度末にこだわる必要はありません。 

 

４．特記事項 

・青少年育成会議において青少年育成県民運動推進委員研修会に参加。 

・補導委員連絡、青少年育成町民会議等、合同の研修会を開催、同じく合同の夜間巡回を実

施。（コミュニケーション能力スキルアップ研修会） 

 

記入例：○○事業については平成○○年度に取組む予定。 

   「総合戦略」のＫＰＩ目標は達成見込みなので、上乗せを目指すこととする、等。 


