
資料２
1-(1)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

創業支援事業計画
を活用した市内創
業者数

△

○

総合戦略　効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

ＫＰＩ分

(1)多様な主体と連携・協働し、産業支援プラットフォーム（産業共創会議）を通じて、市内事業者の取組を支援した。
   企業訪問を通じて事業者のニーズや課題を把握するとともに、市内事業者、創業希望者等の個別相談業務を実施した。
(2)創業希望者の掘り起こしを行うとともに、創業セミナーとして、しゃもじん創業塾を開催した。
   創業者に対して、インキュベーション施設への入居、マルシェ参加等を促すとともに、個別相談への案内を行った。
(3)庁内職員ワーキングの主宰、産業支援プラットフォームへの職員参加を行った。
   産業振興ビジョンの実施状況及び評価について、産業振興審議会において調査審議を行った。
   産業振興審議会の開催回数　２回　産業共創会議の開催回数　３７回
(4)広島県と連携を図り、市内事業者を対象に誰もが生き生きと働ける職場環境づくりのための取組発表や県知事とのディス
   カッションを行うセミナーを開催した。(イクボストークを実施）

(1)しごと共創センター管理運営事業
(2)起業創業支援事業
(3)産業振興ビジョン推進事業
(4)ダイバーシティ経営普及促進事業

(1)市内の経済団体、金融機関、産業支援機関、大学、まちづくり活動団体などの多様な主体と連携・協働し、産業分野や課題
   ごとの「産業共創会議」を開催するとともに、個別相談やセミナーなどを通じて事業者支援を行う。
(2)創業支援事業計画に基づき、産業経済団体、産業支援機関、金融機関と連携、協働して起業、創業の支援を行うとともに、
　 創業後も安定して事業を営むことができるようフォローアップを行う。
(3)事業者、産業経済団体、国・県の産業支援機関、金融機関、大学、NPO等のまちづくり活動団体、市民及び市の多様な主
　 体の総動により、産業施策を一体的、相乗的に推進する。
(4)市内事業所（経営者）を対象にダイバーシティ経営の基本的な考え方を学ぶとともに、身近で実践している事業所を紹介
    し、ダイバーシティ経営に取り組んでもらうことを促すためのセミナーを開催する。

(1)企業訪問を通じて、国や支援機関等の支援制度の周知や、センターで企画したセミナーへの案内などにより、支援機関と
　 連携した支援ができている。
   創業希望者や課題を持った事業者への創業支援や経営改善つながっている。
(2)創業意識啓発事業や創業の基礎を学ぶ創業セミナーは安定した参加者数がおり、意識の啓発、機運醸成には効果があ
   る。
(3)経済動向や事業者ニーズを捉えた上で、産業振興ビジョンが着実に進行している。
(4)広島県との連携により事業を実施することができたため、事業費も抑えられ、参加事業者数も増加した。
   多様な働き方の促進、ワークライフバランスの意義や必要性について、企業への意識啓発につながている。

(1)新規の企業の開拓にこだわらず、繰り返し企業訪問を重ねることによって、事業者に実感してもらえるような支援を継続す
　 る。
   産業支援プラットフォームの必要性を体感するため、経済団体との連携を強化し、地域共通の課題解決に向けたセミナー等
　 を企画、実施する。
(2)創業塾の参加者が創業したのか、また、就業したのか追跡調査を可能な限り実施する。
　 創業塾の参加者に対して、受講後のフォローを行い創業に踏み出してもらう。
　 インキュベーションマネージャーによるヒアリングに加え、専門家も入れたヒアリングの機会を増やす。
(3)社会経済状況の変化や国の施策の動向等を踏まえた見直しを行う。
(4)今後拡大する、外国人雇用なども含め、多様な人材の活用による新たな事業の展開や生産性を高める取り組みについて
   検討する。

①仕事のカタチ発掘

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

（１）コレできる！新しい仕事のカタチ発掘

目標値

193人

小見出し
評価

○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他

有効性
・創業に向けた環境整備や、創業後のフォローアップを行って
 おり、”新しいしごとづくり”を支援できている。
・ダイバーシティ経営の着実な普及・促進が行えている。

Ｂ

147人 ─ 101人 74人 52人

評価

1



資料２
1-(2)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

地域産業資源の件
数

△

○

（２）お宝ザクザクはつかいち

①地域に密着した商いを応援する

総合戦略　効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

(1)新規ビジネス創出支援事業（産業連関強化塾）
(2)商店街等活性化事業

(1)市内各地域の商工事業者、農林水産事業者、観光関連事業者の連携など、業種や地域の枠を超えた事業目標達成に向
　 けて事業者連携を強化し、地域資源を活用した魅力的な商品・サービスの創出を促進する。
(2)地域住民や観光客にとって魅力的で活力のある商店街となるため、商店街等が主体的に組織力の強化や空き店舗のリノ
   ベーションを行う。

(1)新たな人材の観光関連産業への参入のきっかけとすること及び「けん玉商店街」に外国人観光客を呼び寄せ、滞在時間の
　 延長を図る体験コンテンツの提案をテーマに、アイデアソン形式で産業連関強化塾を実施した。
(2)市と民間事業者、広島県宅建業協会佐伯支部が連携し、「商店街空き店舗めぐり」を実施するなど、商店街等が組織的に
   行う取組（組織力強化、空き店舗対策等）を支援した。

(1)新たな人材が観光関連産業へ参入するきっかけづくりにはなったが、けん玉商店街に対して外国人観光客を呼び込む提案
    は、結果として取り入れられていない。
(2)空き店舗ツアーを実施することで、空き店舗のみならず、その周辺ならではの地域資源と、それらの活用を考えている事業
　 者を結びつけることが出来た。

(1)産業構造調査の結果を踏まえ、事業の実施の是非、あり方、手法などを検討する。
(2)市内各商店会、廿日市商工会議所及び各商工会にヒアリングを実施し、それらを基に制度設計を行い、廿日市市の商店街
　 にアジャストさせた支援制度を構築し、推進していく。

19件

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

19件 30件 31件 31件 35件

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性 ・空き店舗活用に向けた活動が、地域に密着した商店街の
 活性化につながっている。 Ｂ
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                                                                                                                        資料２
                                                                                                                      1-(2)-②

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

農産物（ほうれんそ
う、こまつな）の生
産量

水産物の陸揚量

木材生産量

△

○

総合戦略　効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他

（２）お宝ザクザクはつかいち

②地域の魅力ある資源を活用

(1)地産地消事業
(2)フードバレーはつかいち創出事業
(3)けん玉普及振興事業
(4)林業振興事業

(1)食・農マッチングの継続、「地産地消応援店」を秋頃をめどに本格発信するため、先行実施店舗のヒアリングや課題の整理を行
　 い、応援店の店マップ作成し情報発信する。
   市内農林水産物の認知度を向上させるため、野菜・花卉・畜産・市産材・水産物等、第一次産業に関連した農林水産物の魅力
　 をPRする取組を支援する。
(2)市内事業者が「廿日市」をイメージさせるデザインやテーマに基づき、食の専門家によるプロデュースのもと、大人の女性を
　 ターゲットとした新しい「食」の商品・加工品の開発・造成を行う。
   造成した商品については、テストマーケティングを経て、更なる改良・改善を加え、冬期に東京圏で開催される展示会や商談会
　 に「フードバレーはつかいち」商品群として出品する。
(3)「けん玉発祥の地はつかいち」を世界にアピールし、市民のけん玉や木工製品等への関心を高めること及び、「けん玉」の製造
　 技術の継承により、廿日市市産のけん玉が持続的に製造され、市内外へ普及させる。
(4)今後の市有林の経営、市産材の有効活用のため、川上（森林）に対して、川下である木材・木製品製造業における市産材の活
　 用意向や需要量、また、市民（消費者）の木（市産材）への愛着度などについて、調査や意見交換などを行う。

(1)食・農マッチングを継続実施したほか、地産地消に係る店舗登録制度の設計案を作成した。
   市内農林水産物の認知度を向上させるため、野菜・花卉・畜産・市産材・水産物等、第一次産業に関連した農林水産物の魅力
　 をPRする取組（フードフェスティバル、環境フェスタ）を支援した。
(2)本市の多彩な食資源や加工技術を活用し、大人の女性をターゲットとした新商品を開発するため、フードバレー研究会を立ち
　 上げた。
   研究会では、専門家のアドバイスを得ながら、商品の開発を行うとともに、試食モニター会、催事に参加した。研究会の開催(3回
実施）
(3)市内外の関係団体や事業者が一体となり、けん玉ワールドカップ廿日市をアピールした。
　 廿日市市内のけん玉製造技術を継承するため、木材利用センター運営協議会と連携して、新たなけん玉製造技術者を育成し
　 ている。 （後継者　育成期間：H３０～H３２の３年間）
(4)今後の市有林の経営、市産材の有効活用の基礎データとするため、川上（森林）に対して、川下である木材・木製品製造業に
　 おける市産材の活用意向や需要量などについて調査・検討した。

(1)ＪＡ、商工会等と意見交換を複数回行い、関係機関との目指す方向の共有・確認ができ、次年度以降に向けて、体制整備がで
　 きた。
   地域で特産品化を進めている野菜や、畜産物について、生産者とともに消費者へ広くＰＲでき、消費者の廿日市市産農畜産物
　 の知識や愛着の醸成につながった。
(2)専門家のアドバイス(商品のブラッシュアップ、パッケージ製作のサポート）を受けながら、目標に近い、６事業者、８アイテムの
　 商品を開発することができた。
   予定していた商談会、展示会に出展することができ、概ね高評価であった。
(3)大会参加者数（実行委員会調べ）　４１５人　・大会来場者数（実行委員会調べ）　４９，０００人
   現在まで、５回「けん玉ワールドカップ」が行われた結果、このイベントを将来、長きにわたり廿日市市の一大イベントとして定着
　 させるためには、更なる周知と更なる集客を目指すことが重要となってくる。
   後継者候補が１人であるため、その１人に対しての負担や依存度が大きいため、後継者候補を更に増やす必要性がある。
(4)広島市との広域連携（木質バイオマス）による未利用材の利活用調査（共同木材集積場）を通し、木質バイオマス事業の有効
　 性を確認することができた。

(1)地産地消応援店制度を活用し、実需者・消費者ニーズを踏まえ、本市に適合した農産物の作付試験を行い、将来の作付・生産
　 拡大や６次産業化の可能性を調査する。
   市内企業と農畜産物とのつながりや、特産化に向けた地域での取組を紹介するなど、ＰＲする取組を引き続き支援する。
(2)商品アイテムを増やすため、引き続き研究会を実施する。
   常設の販売場所の確保を目指し、販売促進を行うとともに、販売の仕組みづくりについて検討する。
(3)今後はプロモーションの強化を図るなどし、更に集客力を高める。
　 後継者候補の確保を図る。
(4)確認した木質バイオマス事業の有効性を基に、市内への普及に役立てる。

12,055㎥ 16,516㎥ 21,247㎥ 24,087㎥ 23,212㎥

評価

B

―
―

(現時点未集計)

96ｔ 103ｔ 99ｔ 119ｔ 130t

有効性
・地域資源である市内産農畜産物やけん玉を活用した取組を
　行っている。
・地域の産品、食品加工技術を活用した新たな商品が誕生して
  いる。

21,800㎥

17,500ｔ

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

247ｔ

17,411ｔ 19,178ｔ －
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資料２
1-(2)-③

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

農商工等連携等事
業計画認定企業数

○

○

（２）お宝ザクザクはつかいち

③６次産業化のススメ

総合戦略　効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

フードバレーはつかいち創出事業

・市内事業者が「廿日市」をイメージさせるデザインやテーマに基づき、食の専門家によるプロデュースのもと、大人の女性をタ
  ーゲットとした新しい「食」の商品・加工品の開発・造成を行う。
・造成した商品については、テストマーケティングを経て、更なる改良・改善を加え、冬期に東京圏で開催される展示会や商談
  会に「フードバレーはつかいち」商品群として出品する。

・本市の多彩な食資源や加工技術を活用し、大人の女性をターゲットとした新商品を開発するため、フードバレー研究会を立ち
 上げた。
・研究会では、専門家のアドバイスを得ながら、商品の開発を行うとともに、試食モニター会、催事に参加した。
・研究会の開催(3回実施）

・専門家のアドバイス(商品のブラッシュアップ、パッケージ製作のサポート）を受けながら、目標に近い、６事業者、８アイテム
  の商品を開発することができた。
・予定していた商談会、展示会に出展することができ、概ね高評価であった。

・商品アイテムを増やすため、引き続き研究会を実施する。
・常設の販売場所の確保を目指し、販売促進を行うとともに、販売の仕組みづくりについて検討する。

2社

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

2社 2社 7社 7社 5社

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性 ・地域の産品、食品加工技術を活用した新たな商品が誕生し
 ている。 A
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資料２
1-(2)-④

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

認定農業者数・認
定新規就農者数

伝統工芸の技術後
継者（宮島細工、け
ん玉など

○

○

総合戦略　効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他

(1)新規就農者の応募が少なく、募集方法やＰＲに苦慮している。
(2)２月に開催した農業技術研修会では市外含め３２人の参加があり、省力化、低コストに関する栽培技術について参加者
   の知見が広がり、今後の栽培管理の選択肢拡大につながった。
(3)後継者候補の人数も１２人と多く、着実に育成できている。しかし、講師の方の高齢化が進んできているため、伝統的工
   芸品（宮島細工）の技術を教授できるような人材を育成することも重要である。
   宮島伝統産業会館における来館客数は増加しており、普及は促進していると感じる一方、宮島彫りや杓子づくりといった
   体験型観光の体験者数は減少しているため、更なる周知が必要である。
(4)講習会・講演会・説明会・相談会を通して市内事業者が経営しやすい環境をつくり、市内事業者の発展に貢献できた。
   各補助金制度は市内事業者の経営力の向上や販路開拓・拡大、コネクションの強化に貢献したが、利用する事業者が
   少ないことが課題である。

(1)募集方法の見直しのほか、関係機関との連携に苦慮しているため、より効率的な実施を検討する。
(2)市内における農業の実情や農業者のニーズにマッチした研修等を引き続き実施していく。
   国の制度等を活用し、就農希望者及び新規就農者を引き続き支援していく。
(3)講師の高齢化が進んでいるため、技術のみを教授していくのではなく、指導できるような技術も身に付けていけるよう改
   善していく。
   また、後継者が安心して技術を継承していくためには、販路開拓・拡大をしていかなければならないため、そこにも力を
   入れて取り組んでいく。
   宮島彫りや杓子作り体験の更なる周知をしていくことで、宮島細工に興味をもってくれる人を増加させていく。
(4)補助金制度のパンフレットやチラシ等を作成するなどして制度を周知させていく。

（２）お宝ザクザクはつかいち

④担い手育成

(1)新規農業経営者育成事業
(2)担い手経営基盤強化事業
(3)伝統産業振興事業
(4)商工業振興事業

(1)新規就農者を始め、既就農者を経営力の高い農業経営者に育成する事業を実施する団体に対し、事業に必要な経費
   を補助する。
(2)農業生産技術の向上を目的とした研修会の開催、新規農業経営者の早期経営安定化を図る為の就農給付金の支給
   及び地域の核となる集落法人の経営基盤を強化するため、事業に必要な経費を補助する。
(3)宮島彫、宮島ロクロ細工の製造技術の継承により「伝統的工芸品宮島細工」が持続的に製造され、観光客や市内外に
   普及させる。
(4)市内産業経済団体が事業者の現場改善や技術革新、販路開拓等への支援を計画的に実施することにより、市内中小
   企業及び小規模事業者が持続的に発展させる。

(1)新規就農者を始め、既就農者を経営力の高い農業経営者に育成する事業を実施する団体に対し、事業に必要な経費
   を補助した。
(2)経営力の高い農業者を育成するため、農業者に対して、経営発展及び生産技術の向上を目的とした研修事業を実施
   した。
   地域農業の担い手となる農業経営者を育成するため、新規就農者に対する経営・生産技術の指導や、新規就農者の
   確実な定着と早期の経営安定化に向けた支援を行った。
(3)宮島細工の後継者を育成するため、宮島彫り及びロクロ細工の講師による研修会を月に２回開催した。
   地域特産品などの「ものづくり」の仕組みとその歴史を学習・体験する観光の促進や、伝統的工芸品の収集、保管及び
   展示を行い、地域の伝統文化の保存を行った。
(4)商工会議所、商工会への財政支援、中小企業大学校広島校研修受講補助金、都商等販路開拓事業費補助金、地域
   資源活用・農商工連携等促進事業補助金の交付など

小見出し
評価

評価

有効性

・研修生及び既就農者を経営力の高い、農業経営者に育
 成できている。
・伝統的工芸品の後継者を育成できている。
・市内事業者への経営力の向上支援により市内事業を支
 える担い手としての育成に繋がっている。

A

目標値
Ｈ26

基準値
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

5人

25人 26人 27人 31人 31人 36人

－ 0人 3人 3人 3人
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資料２
1-(2)-⑤

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

市ホームページへ
のアクセス件数

○

○有効性
・様々な広報媒体と、市が主体となることによる情報の信
 頼性の高さや緊急時の迅速さを生かし、バラエティに富ん
 だ市の魅力を発信している。

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

総合戦略効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

（２）お宝ザクザクはつかいち

⑤お宝情報発信

広報広聴事業

・広報紙の発行
・市公式ホームページ・フェイスブックの運用管理
・FMはつかいちの市政ラジオ放送
・報道機関へのパブリシティ

【HP】平成29年度と比べ、平成30年度の市公式ホームページのアクセス件数が増加した。要因として、平成30年7月豪雨の際
の情報源として利用されたことが挙げられ、市民から、緊急時の重要な情報源となっている。
【FM】平成30年12月から、放送エリアが佐伯・吉和地域まで広がり、市内のほぼ全域をカバーできるようになった。

【HP】観光情報等の発信内容の充実化のため、宮島観光サイトの統合やレコメンド機能を追加する。
【FM】佐伯・吉和地域の話題を増量するなど、当該地域の市民への浸透を図る。

市民及び市に関心を持つ人からの「支持・共感」を得るため、市の活動や事業について情報発信を行うほか、複数手段による
パブリックリレーション活動でサービス向上を図る。

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

A

400万件－ － 327万件 316万件 352万件
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資料２
1-(3)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

宮島地域への外国
人観光客数

市内宿泊客数

○

○

64万人 64万人

○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他

・宮島地域への外国人観光客数増加に効果がある。
・体験観光ガイドブックは、市域全体（地域別）を網羅して
 おり、宮島以外の市の魅力発信や誘客促進も期待できる。
・宮島口地区の渋滞対策が進んでいる。

A

総合戦略効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

(1)観光友好都市であるモン・サン=ミッシェル市（フランス）と廿日市市（宮島）の関係を広くパリ市民に認知向上させる取組
   ができた。
   体験観光ガイドブックは、日本語のほか、誘客ターゲットを想定した多言語（英語、中国語（繁体）、フランス語）で作成
   し、本市のみならず広島市内の宿泊施設等へ設置しており、滞在・周遊の促進が期待できる。
(2)R2春のターミナル共用の実施状況・効果を踏まえ、随時、改善見直しを行う。
   渋滞ソフト対策の実施の結果、渋滞長が軽減された　（H21対策なし時：12.4km→H30対策時：6.0km）
(3)利用者の快適な利用をサポートでき、中山間地域の活性化も期待できる。

(1)東京五輪を控え、また、令和７年度には、大阪万博の開催が予定されていることから、日本への注目度が高まっている
   状態が継続すると考えられ、引き続き、海外向けのプロモーションに力を入れて取り組む。
   令和２年度以降は、完成したガイドブックを活用して、廿日市市全域を体験してもらえるよう、広くPRする。
(2)プロポーザルによる業務委託を参考に、市域への波及効果を生み出す観光事業等を企画する。
   東京オリンピック・パラリンピック開催前に、広島県や関係事業者と調整のうえ、一定の整備を完成させる。
(3)引き続き、老朽化している施設の改修工事を図る。

（３）拡散希望！見どころ満載はつかいち

①観光客効果を市全域へ

(1)観光誘客強化事業
(2)宮島口地区整備事業
(3)岩倉ファームパーク管理事業

(1)宮島のブランド力を高め一流の観光拠点を目指す一環として、平成３１年のモン・サン＝ミッシェルとの観光友好都市提
   携１０周年に向け、フランスからの誘客強化を図る。
   廿日市市の豊富な観光資源等を活用し、滞在時間の延長や観光消費額の増加はもとより、廿日市市の魅力を発信し訪
   れてみたいと感じてもらう。
(2)宮島口地区が市域全体の活性化につながる観光交流拠点となるよう、交通基盤の整備を推進する。
(3)利用者の快適な利用をサポートするために、当該施設に新たに炊事施設を増設することで、利用満足度の向上を図る
   とともに、中山間地域の活性化に寄与する。

(1)フランス（パリ市内）における旅行博出展やメトロ広告などのプロモーション事業を積極的に展開した。
   市域全体の体験コンテンンツをわかりやすく取りまとめた多言語版体験観光ガイドブックを作成した。
(2)市道路改良工事として、市道赤崎14号線を施工
   県港湾工事（市負担金）により、埋立工事完成
   渋滞ソフト対策として、パーク＆ライド、交通誘導員の配置等を継続実施
(3)炊事施設増設、浄化槽の改修

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

小見出し
評価

ＫＰＩ分

Ｈ30 目標値

56万人 59万人 66万人 69万人

14万人 22万人 21万人

評価

29万人 32万人 36万人

有効性
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資料２
1-(4)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

○

（４）新たな「人・モノ・コト」を開拓する

①人・モノ・情報の循環を生む基盤整備

総合戦略効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

(1)林道整備事業
(2)小規模農業基盤整備事業

(1)森林の適正な整備保全を図り、林業生産の低コスト化などの効率的かつ安定的な林業経営を確立するため、効率的な
   林内路網の形成を図るとともに、アクセス道や生活道としての機能や安全性の向上を図る。
(2)農作業労力の軽減及び農業経営の安定化を図るとともに、農地への安定した農業用水の確保や、災害から農地を守る
   ため、農道・農業用水路の整備を行う。

(1)林道２路線の開設工事、林道３路線の改良工事、林道１路線の舗装工事
(2)農道２路線の改良工事、農業用水路２路線の改良工事

(1)林道整備により効率的な林内路網の形成が図れ、アクセス道や生活道としての機能や安全性が向上した。
(2)農道整備により効率的な農業経営に資することができ、水路については、安定した農業用水の確保と水路管理労力の
   軽減を図ることができた。

(1)伐採可能な森林も多く存在しているため、今後、骨格となる林道を計画的に整備し、林業の現場作業の省力化・低コス
　　ト化を図る必要がある。
(2)基盤未整備による耕作放棄地も多いため、今後も計画的に整備を進め、農業経営の安定化、農作業労力の軽減を図
    り、農業の衰退を防ぐ。

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

小見出し
評価

ＫＰＩ分 評価

有効性

・林道整備により、伐採、搬出の低コスト化を実現し、持続
 可能な林業、森林資源の有効活用に貢献している。
・農道・水路の整備により、農作業の低コスト化を実現し、
 持続可能な農業、耕作放棄地の拡大防止、農地再生に
 貢献している。

A
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資料２
1-(4)-②

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

市と支援機関が連
携して実施したビジ
ネスフェアへの参加
企業数（累計）

△

○

総合戦略効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

（４）新たな「人・モノ・コト」を開拓する

Ｈ29 Ｈ30 目標値

－

(1)お礼の品の選定は、宿泊券の登録強化、かきや加工品等の競争力の高い品に注力した営業活動を行い、関係人
　 口、交流人口の増加が図れた。
(2)中小機構の支援を受け、市内事業者の支援を行ったが、新たに地域資源活用事業計画の認定を受けた事業者は0社
   だった。
   要因として、地域資源活用事業計画の制度自体を知らない市内中小企業者が多いと考える。
   また、計画認定後の補助制度に変更があり、計画の内容によっては十分な支援が受けられないため、企業に対してメ
   リットが伝わり難くなったことも要因として考えられる。

②新たな販路拡大支援

(1)ふるさと納税推進事業
(2)新規ビジネス創出支援事業

(1)インターネット等による市のふるさと寄附金に関する取組のＰＲや寄附金の受付や、お礼の品として登録する新たな特
　 産品等の開発などを行う。
(2)新商品等の開発をきっかけにした販路拡大、売上増加が促進され、競争力のある市内事業者を増加させる。

(1)市の魅力の発信、産業の振興、自主財源の確保を図るため、７月からふるさと寄附金の受付サイトを拡充し、「廿日市
   市を応援したい。廿日市市に貢献したい。」という思いのある人からの寄附金を募集した。
(2)国の事業計画の認定を受けた事業のうち、当該年度中に国の支援制度を活用できない事業の速やかな実施を支援し
   た。

0社 0社 4社 14社 100社

(1)複数サイトの導入（R1.7月時点で４サイト）により、寄附データの管理が難しくなっているため、サイトを一元化するシス
　 テムの導入に向け、整理が必要。
(2)商工会議所および商工会と連携し、制度の周知に努める。
   また、中小機構等と連携し、案件の発掘を継続して実施するとともに、企業にとって十分なメリットが受けられそうな案件
   を重点的に支援する事で、計画の認定数を増加させていく。

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性 ・特産品などを新たにお礼品として登録したことにより、市
 内事業者の販路拡大、取引件数の増加等に繋がった B
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資料２
1-(4)-③

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

○

総合戦略効果検証シート

１　はつかいちの「産業」はニュースにあふれている！！！
～そこ！に着目するはつかいち～

(1)市内産業団地等に進出した企業、商業施設に対して奨励金を交付することで、新たな雇用の場が創出されている。
   広島県と連携した企業立地を進めたことで、県と連動した助成制度創設（オフィス誘致、遊休地の活用、本社機能の移
   転等）が進んだ。
(2)工業施設用地について、立地を検討する企業の需要面積が現在の計画面積に対して概ね２倍となっている。
   観光・交流施設用地については、首都圏や関西の賑わい施設を運営する企業の聴き取りをしており、各社とも対象地区
   に高いポテンシャルを認める中で、宿泊施設を含めた複合的な施設が有効であるとした意向を示す企業の存在を確認し
   ていることから、着実に事業進捗している。

（４）新たな「人・モノ・コト」を開拓する

③新たな雇用の場を創出する高度な機能の集積

(1)企業立地促進事業
(2)新機能都市開発推進事業

(1)新たな企業、商業施設が事業用地に立地することにより、税収や市民の雇用機会が確保されるとともに、操業による地
   域経済への波及効果が創出し、本市経済の自立性を高める
(2)新都市活力創出拠点地区として位置付けている平良・佐方地区の新機能都市開発事業を推進するため、地権者の居
   所把握や意向確認、測量調査、関係機関協議などを行う。

(1)市内産業団地等に進出した企業や商業施設に対して奨励金を交付したほか、広島県と連携し、企業立地を進めた。
(2)地権者の居所把握や意向確認、測量調査、関係機関協議などを行い、8割以上の仮同意を得られたことから、平成
   30年11月に「平良丘陵開発土地区画整理準備会」が設立された。
   平成31年2月に準備会と事業協力者との間で事業協力協定が締結された。

(1)広島県と連動した助成制度創設の更なる検討を行う。
(2)地権者、事業協力者、廿日市市の３者が連携し、各関係機関との協議調整を図りながら事業を進めていき、事業の早
   期完了を目指す。

目標値
Ｈ26

基準値
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

小見出し
評価

ＫＰＩ分 評価

有効性

・市内産業団地等に進出した企業等に対する奨励金によ
 り、新たな雇用の場が創出されている。
・工業施設用地及び観光・交流施設用地に企業が立地す
 ることにより、新たな雇用の場を創出する高度な機能の
 集積につながる。

A
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資料２
2-(1)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

体験型事業の実施数

○

○

総合戦略効果検証シート

２　住みたくなる！ちょうどいいまち
～そこ！そこ！！のはつかいち～

意外と知らない、住み続けたい魅力いっぱいのまち

・廿日市市と広島都市圏在住の２０～４０代を対象としたＷＥＢ調査結果において、「廿日市市の様々な事業を知って、廿日
 市市で暮らすことに興味・関心が高まりましたか。」の問いに、４２％（昨年度３７．７％）が「高まった」と回答し、昨年度より
 ４．３ポイント上昇した。
・事業による直接的な影響度の計測は困難であるが、各種事業の実施により、「住みたい　住み続けたい」まちとしての市
 の魅力と認知度の向上を図ることができたものと考えている。

・年度ごとの目標である転入超過を維持するため、効果の高いプロモーションを継続して行う必要がある。
 また行政主導から、市民との協働による新たな取組みを展開するとともに、インナープロモーションを強化する。

－

（１）ウェルカムはつかいち　～暮らしを楽しむ魅力いっぱいのまち～

①都市との近接性をいかす

シティプロモーション事業

・移住・定住、交流促進のため、本市の魅力を効果的に市内外に発信する。

・広島都市圏及び首都圏の子育て世代をコアターゲットとし、本市の魅力をＰＲするシティプロモーション事業を行った。
 （コンセプトブックの製作・配布、移住定住モニターツアー、マツダスタジアムや東京で開催された「まるごとHIROSHIMA
  博」でのプロモーションなど）

Ｈ26
基準値

目標値

7件 6件 9件 8件 10件

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性 ・都市との近接性をはじめとした本市の魅力発信が転入超
 過の継続に貢献している。 Ａ
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資料２
2-(1)-②

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

20歳から49歳の女性の
人口の5年後の定着率
（2014（H26）について
は、2009年（H21）と比
較）

○

○

(1)地域支援員の業務内容の見直しを行い、より地域に合わせて必要なスキルを持った地域支援員等の設置を行う。
   住民が暮らし続けられるため、地域住民・民間事業者・出身者等の参画により、地域の将来ビジョンづくりを行う。
   地域とともに必要なデータ（人口推計など）を作成し、共有する取組みを、実施可能な地域・地区・集落から実施してい
   く。
(2)年度ごとの目標である転入超過を維持するため、効果の高いプロモーションを継続して行う必要がある。
   また行政主導から、市民との協働による新たな取組みを展開するとともに、インナープロモーションを強化する。

総合戦略効果検証シート

(1)移住定住相談については、きめ細やかな相談対応を行うことができた。
   2040年の想定人口の実現に向けて、移住定住促進のＰＲ、情報発信については、さらに充実させていく必要がある。
   立地適正化計画の動きに合わせて、各地区ごとに市民主体の持続可能な地域づくりを進めていく必要がある。
(2)廿日市市と広島都市圏在住の２０～４０代を対象としたＷＥＢ調査結果において、「廿日市市の様々な事業を知って、廿
   日市市で暮らすことに興味・関心が高まりましたか。」の問いに、４２％（昨年度３７．７％）が「高まった」と回答し、昨年度
   より４．３ポイント上昇した。
   事業による直接的な影響度の計測は困難であるが、各種事業の実施により、「住みたい　住み続けたい」まちとしての市
   の魅力と認知度の向上を図ることができたものと考えている。

(1)定住推進担当の地域支援員を配置し、移住定住相談、空き家バンク登録物件の紹介及び掘り起こし、情報発信など行
   う。
   中山間地域への移住や定住をサポートする中間支援機能のあり方やサポートの事業化の可能性を調査・検討する。
(2)移住・定住、交流促進のため、本市の魅力を効果的に市内外に発信する。

２　住みたくなる！ちょうどいいまち
～そこ！そこ！！のはつかいち～

意外と知らない、住み続けたい魅力いっぱいのまち

（１）ウェルカムはつかいち　～暮らしを楽しむ魅力いっぱいのまち～

②子育て世代を中心とした若者の移住・定住を促進する

(1)中山間地域振興事業
(2)シティプロモーション事業

(1)定住推進担当の地域支援員を配置し、移住定住相談、空き家バンク登録物件の紹介及び掘り起こし、情報発信など
   行った。
   中山間地域への移住希望者の円滑な受入のため、移住をサポートする中間支援機能のあり方及びサポートの事業化
   の可能性を検討するとともに、地域自治組織及び地域住民の意識醸成のため、講演会を開催した。
(2)広島都市圏及び首都圏の子育て世代をコアターゲットとし、本市の魅力をＰＲするシティプロモーション事業を行った。
   （コンセプトブックの製作・配布、移住定住モニターツアー、マツダスタジアムや東京で開催された「まるごとHIROSHIMA
   博」でのプロモーションなど）

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他

目標値Ｈ27

97% 97.45% 97.45% 98.97% 99.48% 99%

Ｈ26
基準値

Ｈ30Ｈ29Ｈ28

小見出し
評価

有効性

・空き家バンク制度を利用した移住者の受け入れにつなが
 っている。
・子育て世代をコアターゲットとした本市の魅力発信が転
 入超過の継続に貢献している。

A

評価
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資料２
3-(1)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

出会いの場への参加者
数（延べ人数）

４ヶ月児健康診査受診
率

子育てサポーター養成
講座受講者数（延べ人
数）

ゆったりとした気分で子
どもと過ごせる時間があ
る保護者の割合

○

○

Ｈ28 Ｈ29

(1)産後ケア事業
(2)不妊治療費助成事業
(3)男女共同参画推進事業

(1)産後１か月健康診査費給付事業や個別面談等により育児に不安を抱えている妊産婦をサポートする。
(2)不妊治療を希望する人の経済的負担を軽減するため、不妊治療を受けている夫婦に対し、１５万円を上限に特定不妊
   治療である体外受精及び顕微授精に要する費用の一部助成を行う。
(3)未婚の男女に対し出会いの場を提供する。

(1)産後１か月健康診査費給付事業　　受診者数８０８人（利用割合96.8％）
   育児・母乳外来等実施事業　利用者数６０人
   家事援助サービス費給付事業　利用者実人員２２人　訪問延回数３３７回
(2)特定不妊治療費助成事業　　受給者数　　２６人
(3)出会いの場イベントの開催　年1回、ガラス細工制作体験と蒸留所見学、美酒鍋ランチの実施

(1)産後ケア事業については２年目であり、順調な利用状況にあり、今後も出生数に応じて利用者は増えていくと思われ
   る。
(2)特定不妊治療費助成事業については制度設計のより申請開始が年度の後半頃になったため、当初予定した利用者数
   より少ない人数となった。
(3)参加者：４０人（男女各２０人）、カップル成立数：４組となり、男女の出会いの場づくりが推進できた。

(1)(2)引き続き広報及び親子健康手帳交付時の個別面談や相談等の充実により必要なサービスとを対象者を繋ぐこととな
   る。
(3)同事業を５ヵ年実施してきており、今後の事業のあり方を再検討する。

Ｈ30 目標値

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他

A
小見出し

評価

－
3・4ヶ月児　87.0％
1歳6ヶ月児　82.7％
3歳6ヶ月児　74.4％

３・４か月児87.9%
１歳６か月児 76.8%
３歳６か月児73.6%

80.7%－ －

有効性
・産前産後に必要なサポートを受けることで子育てにゆと
 りがうまれ、安心して健康的な子育てにつながっている。
・男女の出会いの場づくりが推進できている。

総合戦略効果検証シート

３　子育て世代に選ばれ続ける「そこ！」が大事
子どもたち、みんな“はつかいちの子”～みんなで子育て～

（１）子育てが楽しくなるまちづくり

①結婚・出産・子育て　～ライフステージに応じた支援～

Ｈ26
基準値

Ｈ27

評価

89.4% 94.0% 94.6% 97.8% 94.1% 100%

619人 671人 719人 778人 839人 900人

400人31人 109人 188人 228人 268人
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資料２
3-(2)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

イクボス同盟ひろしま加
入企業数

○

○

5社 5社 5社 7社 8社

総合戦略効果検証シート

３　子育て世代に選ばれ続ける「そこ！」が大事
子どもたち、みんな“はつかいちの子”～みんなで子育て～

（２）まち全体で子どもを育てる

①子育てしやすいまちに向けた人づくり

男女共同参画推進事業

・職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）を考え、組織の業績の結果を出しつつ自ら
 も仕事と生活を楽しむことができる上司（イクボス）を増やす。

・市の全管理職員が組織目標宣言の中で、イクボス宣言を行った。
・働き方改革認定企業等に個別にイクボス同盟への加入を打診した。
・県知事と市内事業者がディスカッションを行う「イクボス推進トーク＠廿日市」を開催した。

・「イクボス同盟ひろしま」への加入企業が２社増えるなど、子育てしやすいまちに向けた人づくりが進んでいる。

・広報紙や男女共同参画週間のパネル展示などを活用して加入企業の紹介を行う。

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性 ・「イクボス同盟ひろしま」への加入企業増え、子育てしや
  すいまちに向けた人づくりが進んでいる。 A

2社

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値
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資料２
3-(2)-②

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

イベント等での子育て
コーナーの設置回数

学校支援地域本部の設
置数

○

○

12

(1)既存の学校支援地域本部へ指導、助言を行った。
   廿日市中学校区、七尾中学校区、野坂中学校区、佐伯中学校区の４つの中学校区で学校支援地域本部を設置したこ
   とにより、市内全小中学校区で支援地域本部の支援が行われるようになった。
(2)国の補助制度を活用し、私立認可保育園の整備を行った。
(3)児童会入会希望者の増加に対応するため、大野東児童会を新築し、廿日市児童会を新築するための実施設計等を
   行った。
   吉和児童会開設のための小学校屋内運動場の一部を改修し、児童会室の整備を行った。
(4)学習の場において子どもの学習を支援し、居場所づくりの場においてスポーツレクリエーション等の体験活動を実施し
   た。
   学習への困りごとを抱えている保護者の相談に応じ、情報の提供や助言を行った。

(1)各学校支援地域本部が継続性をもって、地域と学校の連携を図っていくことを市として支援していく必要がある。
(2)主に、私立認可保育園の拡充により、０～２歳児の定員が、９４７人（平成２６年度末）から１，３１７人（平成３０年度末）
   に増加した。
(3)児童会の整備を行うことで、入会希望者の増加に対応することが出来ている。
(4)地域の方が講師やボランティアスタッフとして継続的に関わることにより、子ども達との信頼関係が構築でき、学習意欲
   の向上や学習習慣の定着に繋がっている。

(1)地域と学校が「連携・協働」「総合化、ネットワーク化」へと発展、深化するために、研修会等の開催により活動への理解
   を深めていく。
   作成したハンドブックやリーフレットの活用などにより、活動への新規の参加者や団体を求めていく。
(2)保育園の整備と同時進行で、保育士不足を解消することが、急務である。
   第２期子ども・子育て支援事業計画（令和２～６年度）において需要量の推計・目標値の設定を行い、廿日市市の子育て
   環境を計画的に充実していく。
(3)引き続き児童会の新築、改修の整備計画を検討する。
(4)学習支援に加え、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等の強化を図る。

14 15 17 17 17

－ 25回 23回 23回 26回 20回

総合戦略効果検証シート

３　子育て世代に選ばれ続ける「そこ！」が大事
子どもたち、みんな“はつかいちの子”～みんなで子育て～

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

（２）まち全体で子どもを育てる

②まち全体での子育て応援

(1)学校支援地域本部事業
(2)保育園整備事業
(3)児童会整備事業
(4)生活困窮者自立支援事業（子どもの学習支援事業）

(1)市内の17小学校区に設置された学校支援地域本部の助言協力を行う。
   新たに４つの中学校区で本部設置に向けた調整を行い、各本部の連携を支援し、各中学校での支援活動実施に向け
   て、調整を行う。
(2)保育園再編基本計画に基づき、計画的に民間の保育園を誘致する。
(3)大野東小学校の児童会入会希望者の増加に対応するため、大野東児童会を新築する。
   児童会入会希望者の増加に対応するため、廿日市児童会を新築のための実施設計等を行う。
(4)生活困窮世帯の子ども等を対象に、学習の支援を行うことで学力の向上を図るとともに、居場所の提供等を行うことで
   社会性や自立を育む。

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性

・廿日市市内全区域と学校との協働・連携が図れるように
 なり、廿日市市全体で子どもに対し、支援をする体制をつ
 くることができている。
・私立認可保育園の整備を行い、乳児の定員枠を増やす
 ことができている。
・入会希望者の増加に対応することが出来ている。
 学習支援や体験活動を通じた地域との交流により、子ども
 達の新たな人間関係が構築され、地域において子どもを
 育てる場となっている

A
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資料２
3-(2)-③

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

ＩＣＴを活用した授業を実
施している教師の割合

○

○

小66.9％
中72.9％

小64.4％
中72.6％

小72.0%
中65.6%

小70.0％
中65.0％

(1)小学校へのドラゴンフライズ訪問
   第２回広島ドラゴンフライズカップ（中学生のバスケットボール大会）
　 車いすバスケットボール体験教室
　 小学校へのコカ・コーラレッドスパークス訪問
(2)ＡＬＴ（外国語指導助手）を全学校へ配置し、小学校外国語活動、中学校英語科の授業において、指導を行った。
   台湾・基隆市と七尾中学校の生徒が交流を行った。
(3)ＤＢＯ方式により、大野学校給食センター整備運営事業を進めた。７月に建築工事を完了し、９月から学校給食の提供
   を開始した。
(4)教育用コンピュータ及び電子黒板等の整備が終了し、全学校において、ＩＣＴを活用した授業を行った。

(1)【バスケットボール】　小学５年生：８８人、小学６年生２４人
   県内のプロスポーツチームが学校を訪れることで、競技スポーツへの意欲を高めた。
   【車椅子バスケットボール】   参加人数：５８人
   新たな取り組みとして、障がい者スポーツを行うことで、障がい者のスポーツ活動の機会の拡大を図った。
   【ホッケー】　 小学６年生：２２人
   初めてホッケーをする児童が多く、プロの技術などを間近でみることで競技スポーツとしてのホッケーに対する関心を深
   めた。
(2)ALTの活用については、平成２９年度までと同規模で事業の継続を図り、同様に目標達成に向けた改善策を講じた。
   基隆市に出向き交流を図ることができた。
(3)学校給食衛生管理基準に基づいた大野学校給食センターの供用を開始し、廿日市学校給食センターの高い稼働率に
   よるリスクを分散した。
(4)ＩＣＴを授業に効果的に活用できるようにするために、各校のICT活用教育推進リーダー対象の集合研修を実施した結
   果、ＩＣＴを活用した授業を実施している教師の割合を昨年度の水準で保つことができている。

(1)スポーツ推進計画で位置づけた障害者スポーツを推進するため、パラリンピアンなどトップレベルのパラアスリートを
   招致することで、障がい者スポーツにふれあう機会の拡大と認知度向上に努める。
(2)基隆市との交流について、七尾中学校以外への施策展開を検討
(3)大野学校給食センターを拠点とした食育事業の展開を図る。
(4)大規模校での電子黒板不足対応のため、プロジェクター導入を検討

小63.7％
中61.8％

小62.0％
中63.0％

総合戦略効果検証シート

３　子育て世代に選ばれ続ける「そこ！」が大事
子どもたち、みんな“はつかいちの子”～みんなで子育て～

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

（２）まち全体で子どもを育てる

③次世代を見据えた特色ある教育

(1)スポーツ振興事業
(2)国際理解教育事業
(3)学校給食施設整備事業
(4)小・中学校ＩＣＴ活用教育推進事業

(1)子どもたちとアスリートとの交流により、心と体のバランスの大切さを学び、スポーツの楽しさを知るとともに、元気なは
   つかいちっ子を育てる。
(2)ＡＬＴ（外国語指導助手）を全学校へ配置する。
   台湾・基隆市と交流を行う。
(3)安全で安心な学校給食を実施する。
   学校給食の安定供給体制を整え、廿日市学校給食センターのリスクを低減する。
   給食施設の集約化・センター化により、安定的な運営を行う。
(4)教育用コンピュータ及び電子黒板等を全学校へ整備する。

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性

・子ども達がトップアスリートとふれあえる機会を増やすと
 で、競技スポーツへの関心を高めている。
・ＩＣＴを活用した授業を実施している教師の割合を維持し、
 新しい時代に対応した教育を実施できている。

A
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資料２
4-(1)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

○

総合戦略効果検証シート

４　「そこ！が好き」はつかいち
～はつかいちの心を育む～

（１）市民が楽しむ市内旅行　～はつかいちピクニック！～

①観る・食べる・動く体験

観光資源ネットワーク化事業

各地域（廿日市、佐伯、吉和、大野、宮島）を代表するイベント開催を支援することにより、地域性を生かした食や体験等を通じ
て市民相互の交流促進を図るとともに、市外の方々に本市の魅力を発信する。

 地元組織で構成する実行委員会に対して、イベント開催に係る経費の補助を行った。（イベント数：１０）
【イベント数の内訳】
　廿日市地域：２　佐伯地域：２　吉和地域：２　大野地域：３　宮島地域：１

毎年、恒例のイベントであるが、一定の来場者数を誇っており、市内外の方々が楽しみにしている定着した行事となっている。
地域性を生かした取組を実践されており、引き続き、地域活性化の観点からも支援を継続していく必要がある。

引き続き、地域性を発揮した魅力あるイベントとなるよう、市としても支援していく。

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

小見出し
評価

ＫＰＩ分 評価

有効性
・各地域の特色を生かしたイベントで、多くの来場者でに
 ぎわいを見せており、市内外の交流促進をはじめ、地域
 活性化に貢献している。

Ａ

Ｈ30 目標値
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資料２
4-(2)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

地域教材を活用した授
業実施率

○

○

0% － 100% 100% 100%

総合戦略効果検証シート

４　「そこ！が好き」はつかいち
～はつかいちの心を育む～

（２）はつかいち大好きっこ！を育てる

①ふるさとに愛着や誇りを持つ子を育てる

(1)スポーツ振興事業
(2)文化振興事業
(3)シティプロモーション事業
(4)学校教育振興一般事業

(1)廿日市市青少年育成活動をより一層促進し、地域における活動の活性化を図るため、地域のリーダーを養成するととも
   に、リーダー相互の交流と親睦を深める。
(2)けん玉伝承活動の推進に取り組む学校に対し、講師を派遣することで継続的に伝統の遊びを学ぶ機会を提供する。
(3)地元への愛着心の醸成やシビックプライド形成のベースを構築することを目的に、ふるさと学習のプログラム開発を行
   う。
(4)各校における地域を題材とした学習を推進する。
   各校の取組を保護者・地域に発信するための資料を作成する。

(1)ジュニアリーダー養成講習会の実施（８月１８日（土）～１９日（日））
(2)新１年生を対象にけん玉を配布（産業振興課）し、新１年生対象のけん玉講習会開催を希望する小学校にけん玉講師
   を派遣した。
(3)市内７つの学校でふるさと学習の総合的な学習サポートを行った。
   ３月に「ふるさと学習先進事例発表会」を開催し、４つの学校の児童、生徒が学習の成果を発表した。
(4)小・中学校でふるさと学習を実施し、ゲストティーチャーを招聘し、郷土を素材とした体験的な活動やプロモーション学習
   を行った。
   各校の取組を保護者・地域に発信するための資料を作成し、「ふるさと学習発表会」で展示発表を行った。
   「ふるさと学習発表会」を開催し、廿日市市内の学校の取組を広く保護者・市民に広報した。
   各校が取り組んだ成果を「ふるさと学習実践事例集」としてまとめ、市内小中学校に配付し、共有した。

(1)参加者：小学６年生　２０人、小学５年生　５人
   自然のなかで行うシナプソロジーや各体験活動を通じて、普段の生活の中では気づけない事に気づくことができ、子ど
   も達が自主的な行動を行うきっかけとなることで、リーダーシップの醸成につながった。
(2)けん玉発祥の地として、廿日市市に住む全ての子どもがけん玉を学ぶことにより、郷土の伝統文化への親しみを持つ
   ことができ、物事への集中力や継続して努力することの大切さを学ぶことができた。
(3)学習サポートの促進、「ふるさと学習発表会」の開催により、廿日市市のふるさと学習の認識、魅力がある程度高まっ
   た。
   廿日市市の「ふるさと学習発表会」の取り組みについて、「より良い取組みである」との回答が昨年度に比べて、16.4ポイ
   ント上昇した。（H30：65ポイント、H29：48.6ポイント）
(4)ステージ発表や展示発表、実践事例集市民に広報することができた。
   全小・中学校で地域教材を活用した授業が実施され、　「ふるさと学習実践事例集」を作成・配付することで、情報共有
   することができた。

(1)各地域には、特色ある施設等が所在することから、これらを活用して様々な地域を活用して事業を実施することで、よ
   り一層子ども達が地域に愛着を持てるように取り組む。
(2)今後も継続して事業を実施し、ゆかりのある「けん玉」の普及促進及び伝統文化の継承を行っていく。
   他校の取組を紹介するなどして、授業における伝承あそびの取組みの実施校を増やしていく。
(3)ふるさと学習により廿日市市を知ることで、将来的に廿日市で生活したい、貢献したいと思う人が増えると考える。
   このことから長期的なスパンで継続的にふるさと学習の支援を行うこと、発展的なプログラム開発を行い、地域と子ども
   たちがより近づける学習サポートを実施する。
(4)引き続き地域や関係諸機関と学校をつなぐ支援い「ふるさと学習」の取組の充実を図る。
   計画段階から学校と連携を図りながら年間を見通して「ふるさと学習」に取り組むことができるようにする。

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性

・本市ならではの地域資源を活用し、多様な体験を行えて
 いる。
・幼少期から本市ゆかりのあそびを伝承していくことによ
 り、本市に愛着もたせることができている。
・地元への愛着心の醸成やシビックプライド形成のベース
 の構築に効果が出ている。
・地域を題材として調べ学習、体験学習を行う中で、新たに
 地域のもの・人・ことのよさに気付き、地域に愛着や誇りを
 もつようになっている。

A

－

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値
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資料２
4-(3)-①

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

住みやすいと思う人の
割合

市単独補助路線及び自
主運行バスの利用者数

○

○

36.8万人

(1)維持困難な民間路線を市自主運行バスに転換または統合し、ニーズに応じたダイヤ設定や増便、運賃改定により利便
   性の向上を図ったほか、バス相互の乗継ぎ利用を踏まえたバスロータリー整備や、待合所にバス接近表示モニターを
   設置するなど交通結節機能を強化した。
   小型ノンステップバス２台を購入し、中山間地域の市自主運行バス２路線に配置した。
(2)佐伯都市計画区域における都市機能誘導区域、広島圏都市計画区域及び佐伯都市計画区域における居住誘導区域
   等を設定し、立地適正化計画の追加公表を行った。
(3)空き家の活用を推進するため、空き家バンク登録を積極的に展開し、登記手続きや改修、DIY等への補助を８件実施し
 　た。
   危険空家等除却支援補助事業を３件実施し、廿日市市空家等対策計画や地域からの情報を基に、所有者への適正管
   理を促した。
   空き家予防に関する啓発冊子（｢空き家の手引き書」、｢マイエンディングノート」）を作成し、３会場の啓発活動を行った。
(4)小さな拠点の構想づくりのため、勉強会の開催と地域住民、地域内の事業所従業員、出身者及びイベント来訪者を対
   象にアンケート調査を実施した。
   アンケート調査の分析結果を地域住民に説明し、地域内で共有するとともに、今後の取組に向けた機運醸成のため、報
   告会等を開催した。

(1)再編対象とした各バス路線の利用者数は増加傾向にあり、特に佐伯地域（津田）から吉和地域を結ぶ「吉和さくらバス」
   は、民間路線による従前の運行と比べ利用者数が約２倍となっている。
   利用実態として、住民の生活交通の役割とともに来訪者の移動手段として活用されており、交流人口の拡大による地域
   活性化や定住促進につながるものと考えている。
(2)約20年の期間をかけての都市構造の再構築のため、現段階での評価はまだできないが、立地適正化計画の公表によ
   りまちづくりの一定の方向性は示すことができた。
(3)空き家バンクをとおして、他県市町からの移住定住につなげることができた。また、セミナー等を実施しアンケートをとっ
   た結果、空き家予備軍に対して、身近な家財整理などの意識が向上している。
(4)より広く住民や関係者を巻き込みながら、吉和地域の構想づくり合意形成を図っていく必要がある。

(1)中山間地域の再編後の利用実態を把握・検証したうえで、必要に応じてダイヤや運用面の見直しを検討するほか、令和
   元年度に取り組む沿岸部のバス路線再編と合わせ、市域の一体的な公共交通ネットワークの形成を図る。
(2)策定した「立地適正化計画」について、市民と民間事業者とこの計画の方向性を共有し、拠点の形成による持続可能な
   まちづくりを促進するため、広報誌･ホームページ･出前トークなどで計画内容の周知を図る。
　 特に若い世代に対するまちづくりへの関心を高め、幅広い層における市民意識の醸成に努める。
(3)引き続き、空家化の予防、空家等の適正管理、活用の促進、危険空家等の解消等を推進する。
   まちづくりに資する空家等の活用に関する具体的な取組の実施につなげる。
   引き続き、危険空家等の解消を図るため、対象となる空家について、解体工事の一部について補助を行なう。
(4)地域自治に関する意識醸成、交流人口、関係人口の拡大、人交密度を高める、住民主体の子育て世帯の移住促進を
   図る。

40.6万人 40.5万人 40.9万人 40.4万人 39.5万人

70.1% 66.5% 66.5% 66.3% 66.9% 75.0%

総合戦略効果検証シート

４　「そこ！が好き」はつかいち
～はつかいちの心を育む～

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

（３）住み続けたい！をかなえる

①持続可能な地域づくり

(1)地域公共交通再編事業・自主運行バス購入事業
(2)市街地整備関連調査事業
(3)空き家対策推進事業
(4)中山間地域振興事業

(1)「廿日市市地域公共交通再編実施計画」に基づき、中山間地域（佐伯・吉和）のバス路線再編や交通結節点の整備に
   取り組むとともに、再編に伴い必要となるバス車両を購入し適正配置することにより、持続可能な公共交通ネットワーク
   の形成を図る。
(2)人口減少、少子高齢化社会に備え、コンパクトなまちづくりと、これに連携した公共交通のネットワークを形成し、居住や
   医療･福祉･商業などの暮らしに必要なサービス施設の立地の適正化を図る。
(3)地域住民の生活環境の保全を図り、空き家の活用等を促進し、空き家の増加を抑制する。
(4)地域住民・民間事業者・出身者等の主体的な参画による「地域の将来ビジョン（今後も地域で暮らし続けるために必要
   な、住民を含む多様な主体が主体的に取り組むための見取り図）」の検討や作成を支援する。
   これらのプロセスから暮らしや地域の活性化に必要な事業が創出され、各主体によって取り組まれていくよう促してい
   く。

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性

・コンパクトなまちづくりと連携・調和した公共交通ネットワー
 クを形成することで持続可能な地域づくりに貢献している。
・今後の取組に向けた機運醸成のため、報告会等を開催し、
 小さな拠点づくりの取組につなげることができた。
・空き家の意識啓発から危険空家の解消につなげ、空き家
 バンクを有効活用をすることで移住定住してもらい、地域づ
 くりに貢献している。

A

19



資料２
4-(3)-②

基本目標

施策

小見出し

主な事業

Ｐ
計画

Ｄ
実施

Ｃ
評価

Ａ
改善

ＫＰＩ

普段の生活の中で地域
の助け合いができてい
ると思う人の割合

消防団員数増

△

○

3人増 13人増 35人減 100人増

(1)各種広報活動、勧誘活動。
(2)診療所を適切に運営することにより、既定の開設日全てにおいて診療所を開設した。
(3)ボランティア対象施設を10ヶ所（Ｈ29）から32ヶ所（Ｈ30）へ拡大した。
   ボランティア対象施設（介護施設、廿らつサロン等）でボランティア活動１時間につき1ポイント（1日につき2スタンプが上
   限）をボランティア手帳に施設担当者がスタンプを押印する。
(4)地域医療拠点整備と併せて、将来を見据え、良好な居住市街地の形成に必要な都市機能導入のための誘導施設等に
   ついて、適正な立地を行うため、プロポーザル方式により事業者募集を行った。

(1)毎年度20人以上の入団者がある一方で、高齢化の進展、退団者の増加等により、団員数の大幅な増員には繋がって
   おらず、特に消防団の中核である基本団員の確保に苦慮している。
(2)診療所の安定的な運営により、市民が安心して医療にかかれる体制の維持に努めることができた。
(3)介護施設のみだった対象施設を廿らつサロン（6ヶ所）を対象施設としたことにより、より身近で馴染みのある場所で社会
   参加ができるようになった。ボランティア手帳交付者：138人（Ｈ29年度：88人）
   手帳にスタンプを押印することによりポイントを貯めることがやりがいとなっており、活動意欲につながっている。
(4)事業者の決定時期はずれたものの、平成30年度末には事業者から提案をいただき、令和元年度の事業者決定、令和2
   年度の既存施設の解体、工事着手に向けて着実に事務を執行している。

(1)高齢化の進展、退団者の増加等、依然として消防団員の確保は重要課題である。　今後は、これまで行なってきた事業
   をより一層推進するとともに、今後の社会情勢や将来の人口推計を見据え消防団組織の再編や条例定数の見直しや、
   国、県の展開するキャンペーン等に連動した活動も実施していく。
   機能別団員制度や学生団員活動認証制度により女性や若者の加入促進について積極的に取り組む。
(2)診療所を適切に運営することにより、継続して市民が安心して医療にかかれる体制を維持する。
(3)対象施設（百歳体操実施団体、学校支援等）を拡充し、高齢者が地域で役割を持てる場所の選択肢を増やす。
(4)後戻りがないよう、事業者及び市内部、事業協力者と調整を行う。

44.5% 37.8% 37.8% 39.9% 39.2% 50.0%

－

総合戦略効果検証シート

４　「そこ！が好き」はつかいち
～はつかいちの心を育む～

Ｈ26
基準値

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 目標値

（３）住み続けたい！をかなえる

②安心して暮らせるまちをつくる

(1)消防団活動運営事業
(2)吉和診療所管理運営事業
(3)一般介護予防事業
(4)地域医療拠点等整備事業

(1)毎年度２０名以上の消防団増員を目標とし、最終的には条例定数（７３２名）を達成することにより、地域防災力を強化
   する。
(2)吉和地域の初期医療体制確保のため、診療所を適切に運営し、開設日の維持に努める。
(3)地域住民一人ひとりが担い手となり地域の福祉力を高める。
(4)地域医療、介護、生活支援、交流拠点、防災拠点、交通拠点、居住支援等、本市における都市の課題解決及び拠点機
   能強化を考慮した複合施設の整備を行う。

19人増

小見出し
評価

ＫＰＩ分 ○目標達成（見込み）
△目標に届かない、その他 評価

有効性

・消防団員の確保により、地域防災力の強化を図っている。
・吉和診療所の安定的な運営は、周辺に医療機関がない吉
 和地域住民の怪我や病気への不安を軽減し、安心して暮ら
 せるまちづくりに繋がっている。
・高齢者が地域のボランティア活動を通して役割を持ち社会
 参加することで、自身の介護予防にもつながり住み慣れた
 地域で生活を続けられる事に繋がっている。
・安心して暮らせるまちづくりに繋げるため、地域医療拠点
 等の整備が着実に進捗している。

B
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