
○　最初のページに、見開きで資料の説明等を掲載しています。

　

資料４

第６次廿日市市総合計画後期基本計画

策定施策マネジメントシート（案）



後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性　 　 更新日 令和 年 月 日

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課

施策統括課長

１．施策の目的と指標
①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A

B

Ｃ

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）

総合
計画
体系

重点施策

施策方針 関係課

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A

B

C

A

B

C

成
果
指
標

「誰が(何が)【対象】」
「どうなる【意図】」た
めの施策なのかを示して
います。

なぜ、その成果指標にしたのかを示しています。

「成果指標」が前期基本計画中にどのような推移で
あったかを整理しています。
 「成り行き値」は実績値推移や環境変化から予測し
ています（後期基本計画で新たに設定した「成果指
標」の場合は実績値推移がないため、成り行き値は
予測していません）。
 どのように目標設定を進めたかは【目標値設定の
進め方】をご覧ください。

施策の目的・目標達成は、住民と行政の役割分担で実現すると考え、施策の成果
向上に向けての住民（個人、地域、事業者）と行政の役割分担の検討をしました。

目的がどのくらい達成されているかを客観的に測る
「ものさし」が成果指標です。



後期基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

①施策の基本方針

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 成果指標 基本計画期間中の取り組み方針

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

現状の水準と時系列での比較検討（過去と比較してどうだったか）、近隣他市・県平均・全国水準との比
較検討、目標達成度評価（前期の施策目標値に対して、高い・水準どおり・低いなどを判断し、その背景
や理由を考察しました。

これまで（前期基本計画期間を中心とする）と現在のおもな取り
組みや、市の特徴、現在の状況などを記載しています。前期基本
計画振り返りシートを参考にしています。

後期基本計画期間中の状況変化の予測や、解決すべき課題を記載し
ています。前期基本計画振り返りシートを参考にしています。

なぜその目標値を設定したのか、考え方・理由を記載しています。

基本事業は、施策の目的・目標達成のための主な課題としています。
前期基本計画からの継承事業や実施計画（令和２年３月更新）から仮に設定しています。
今後、さらに整理していきます。



施策方針 １－１－１病気の予防と健康づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
施策方針 １－２－１移動しやすい公共交通体系の整備 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
施策方針 １－２－２幹線道路体系の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
施策方針 １－２－３拠点性を高めるまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７
施策方針 １－２－４ ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
施策方針 １－３－１災害に対する備えの充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ11
施策方針 １－３－２ ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13
施策方針 １－３－３インフラや公共施設の適正配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ15
施策方針 １－３－４上水道の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ17
施策方針 １－３－５下水道の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ19
施策方針 １－４－１救急医療・地域医療の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ21
施策方針 １－４－２ ・・・Ｐ23
施策方針 １－５－１環境保全活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ25
施策方針 １－５－２豊かな自然の保護・活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ27
施策方針 ２－１－１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ29
施策方針 ２－１－２学校教育環境の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ31
施策方針 ２－１－３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ33
施策方針 ２－２－１魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世代への継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ35
施策方針 ２－３－１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ37
施策方針 ２－３－２地域と学校の協働による創造性豊かな子どもの育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ39
施策方針 ３－１－１男女共同参画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ41
施策方針 ３－１－２多様な働き方の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ43
施策方針 ３－２－１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ45
施策方針 ３－２－２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ47
施策方針 ３－３－１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ49
施策方針 ３－３－２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ51
施策方針 ３－４－１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ53
施策方針 ３－４－２観光情報の発信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ55
施策方針 ４－１－１新たな都市活力創出基盤の整備推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ57
施策方針 ４－１－２宮島口地区における新たな観光交流拠点の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ59
施策方針 ４－１－３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ61
施策方針 ４－２－１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ63
施策方針 ４－２－２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ65
施策方針 ４－２－３世界に羽ばたく人材の育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P67

目次

安心して歩行・通行できる安全な環境の整備

犯罪のない安心して暮らせるまちづくり

地域共生社会の実現に向けた地域づくりと暮らしの安心確保

社会のニーズに応じた教育の推進

子どもたちの状況に応じた教育や心の教育の推進

子どもを安心して産み育てやすい環境づくり

まちづくり活動の推進
持続可能な地域自治への支援
農林水産業の経営力強化と産業連関の強化
多様な地域資源のブランド化
地域資源の磨き上げと受け入れ環境の充実

シティプロモーション等による移住・定住・交流の推進
スポーツや趣味などの身近な挑戦の支援
新たなビジネスを創出する起業・創業の支援



後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

【平成25年推定値】【平成29年推定値】

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 健康推進課
施策統括課長 田村　恭宏

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位
A 人口 人
B
C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 自分が健康だと感じている市民の割合 ％

B 特定健診受診率 ％

C 日常的に健康づくりに取り組んでいる市民の割合 ％

Ｄ 健康寿命 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：市民が心身ともに健康でいるかどうかについては、まず本人が健康だと認識し
ているかどうかを図る必要がある。Ｂ：健康で暮らすためには、自分の健康状態に
ついて把握する意識が必要となる。よって健康診断受診率が高ければ市民の健
康意識が高いといえるため、特定検診受診率で測定する。Ｃ：市民の健康づくりの
実践状況を、日常的に健康づくりに取り組んでいる市民の割合で示す。Ｄ：市民の
健康寿命が延伸することで、心身ともに健康で暮らすことができていると考え、測
定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、Cは毎年実施するまちづくり市民アンケートによって測定
Bは健康推進課で測定　Ｄは広島県から提供

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 76.0% 76.0% 77.0% 77.0% 78.0%
成り行き値 75.7% 76.0% 76.0% 76.5% 76.5% 76.5%
実績値 75.1%
目標値 45.0% 54.0% 57.0% 60.0% 60.0% 60.0%
成り行き値 41.8% 42.4% 43.0% 43.6% 44.2% 44.8%
実績値 38.4% 39.8% 40.6% 41.2%
目標値 51.0% 53.0% 55.0% 57.0% 60.0%
成り行き値 49.0% 50.0% 51.0% 52.0% 53.0% 54.0%
実績値 47.0% 48.0%
目標値 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸
成り行き値 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸

実績値
男79.95
女84.46

男80.00
女85.15

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■市民：健康を意識し、自分の健康は自分で管理する。　■地域・コミュニティ：健康増進への環境づくりをする。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
ヘルスプロモーションの考え方に基づき、市民の健康増進が図れるよう、KDB等によるデータ分析、その結果を地域ごと
に市民と共有し、市民が主体となって健康課題を解決できるように伴走的に支援する。ひいては、予防を重視した意識啓
発と地域・コミュニティでの環境づくりを行う。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・2025年には団塊世代が75歳以上になる。また、本市では、住民基本台帳による推計では、2026年に高齢者人口が最大
になる見込みである。
・令和元年5月に医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布さ
れ、市町が中心となり高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するための体制整備が求められている。
・令和２年６月改正社会福祉法が成立し、地域共生社会（制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超
えて、子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会）の実現が
求められている。

特定健診受診率向上に対する取組強化
議会から「専門職による介護予防と健康事業の一体的な実施についての取組を強化し、健康寿命日本一を目指して欲し
い」との一般質問あり。
市長マニフェストとして、若者や働く世代が外出のついでに受けられる健康診断の実施を研究すること、との指示あり。

総合
計画
体系

重点施策 １　健康でいきいきと生活できるまちをつくる

施策方針 １　病気の予防と健康づくりの推進 関係課
地域包括支援センター、高齢介護課、
子育て応援室

市民

心身ともに健康で暮らすことができる
地域ぐるみで健康づくり活動に取り組む

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A
自分が健康だと感じる市民
の割合

B 特定健診受診率

C

日常的に健康づくりに取り組んでい
る市民の割合
（バランスのとれた食事をしている
人）

D 健康寿命

成
果
指
標

1



基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。 □

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
特定健康診査の受診率は、無料化や
個別通知、コミュニティとの協働によ
る受診勧奨に取り組んだ結果、向上
している。

平成30年度特定健診受診率は県内７位、全国
平均を超えている。
平均健康寿命は平成29年推定値で男80.00（県
内第3位） 女85.15（県内第2位）

目標値までは到達できてい
ない。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
特定健康診査の受診率は、健診自己負担金無料化や個別通知、コミュニティとの協働による受診勧奨により向上し
た。
健康はつかいち２１の取組については、健康づくりイベント、運動や食などの健康づくりを地域に広めるリーダーの養
成、交流ウオーキングや講座などの地域特性に応じた取組をリーダーや地域との協働で実施し、健康増進に対する
意識の醸成を図った。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
健康寿命の延伸、生涯を通じた健康づくりに向け、健康はつかいち２１に基づく取組の継続や保健事業と介護予防の
連携を図ることが重要。
地域共生社会の実現に向け、地域ごとの健康課題の把握、住民や関係者への情報提供、課題解決に向けた地域と
の話し合い、地域ごとの課題に応じた健康づくり事業の実施など、生活に身近な市民センターを拠点とし、地域・学校・
家庭の連携強化により全てのライフステージに応じた切れ目のない健康づくりを推進する、それを持続可能とするため
の環境を整備することが必要。
上記のことを実施するための体制として、専門職の配置や地区担当制の検討も必要。
新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への対応も必要。

①施策の基本方針
市民一人ひとりが心身の健康を意識して生涯にわたり健康で暮らせるよう、健康増進計画「健康はつかいち２１」のも
と、「地域で」「みんなで」取り組める事業を推進し、市民自らが健康づくりに取り組む社会を育む。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
特定健診受診率については、第３期国保特定健診等実施計画において国が示す目標値と年次目標を定めている（必
然性）。
平成２４年度から２８年度は毎年約3ポイント上昇していたが、国の平均を超えた平成29年度以降は上昇幅が鈍化し微
増にとどまっている。しかしＷＥＢ予約システムやＡＩを活用した受診勧奨にも取り組み始めており、今後上昇する余地
はある（可能性）。
市町村ごとの健康寿命は要介護認定者数をデータとして使用するため認定状況に左右される。今後、高齢者の保健
事業と介護予防事業の一体的実施など介護予防に重点的に取り組むことにより、要介護認定率の伸びが抑えられ、
健康寿命が伸びる可能性が有る（可能性）。
自分が健康だと感じる市民の割合については、主観的健康観であり、追跡アンケートではないため、年度によって差
が出る可能性がある（可能性）。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
健康診査等の推進 市民 病気を早期に発見す

る。

健康教育の推進 乳幼児・
学童期
の子ども

健康づくりについて学
ぶ。

「こころ」の健康づくりの推進 市民 こころの不調に気づき、
適切に対処できる。

市民の健康づくりの推進 市民 心身の健康に向けた取
組ができる。

スポーツ活動による健康づくり 市民 スポーツ活動による健
康づくりをする。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

・健康増進計画や特定健康診査等実施計画など、次期計画を策定した場合。
・後期計画から新たに指標としたものについては市民アンケート結果次第では見直す必要あり。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 都市計画課
施策統括課長 横瀬　文彦

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 自主運行バス等の利用者数 人

B 民間補助路線バスの利用者数 人

C
公共交通で安全、快適、円滑に目的地まで移動でき
ると感じる市民の割合

％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ、Ｂ：公共交通で安全便利に移動できるためには、公共交通を利用することがまずは必要であり、
市で把握可能な自主運行バス等の利用者数と、民間補助路線の利用者数を計測する。Ｃ：安全・便
利に移動できるかどうか、市民の意識を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、Ｂ：都市計画課にて測定、Ｃ：まちづくり市民アンケートにて測定

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 400,000 323,000 338,000 352,000 366,000 380,000 

成り行き値 342,000 323,000 321,000 319,000 317,000 315,000 

実績値 405,764 409,454 404,789 410,006 

目標値 268,000 269,000 271,000 272,000 274,000 

成り行き値 268,000 267,000 266,000 265,000 264,000 

実績値

目標値 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0%
成り行き値 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
実績値 71.9%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：公共交通の移動手段としての認識を高める。　■事業者：行政と連携し、地域の公共交通を維持・継続する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・市民の移動手段を確保し、持続可能な公共交通ネットワークを構築する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・民間路線の縮小・撤退をカバーするため、市の財政負担は増加傾向になる。
・withコロナ期では公共交通機関の利用者は減少する。

・ダイヤやルートへの要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ２　移動しやすく便利なまちをつくる

施策方針 １　移動しやすい公共交通体系の整備 関係課 地域政策課、中山間地域振興室

市民

公共交通（JR、広電、航路、バス（民間、自
主運行、地域運行）、タクシー）で安全・便
利に移動する。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A 自主運行バス等の利用者数

B
民間補助路線バスの利用者
数

C
公共交通で安全、快適、円
滑に目的地まで移動できる
と感じる市民の割合

成
果
指
標
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
料金・路線の見直しにより、バス利用
者は増加した。

他市との比較が難しい。 山間部、沿岸部のバス路線
の再編により、利用者ニーズ
を把握したルート、ダイヤ、
料金を設定したため、成果が
向上した。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
平成２８年に作成した「廿日市市バス路線等再編方針」、平成２９年に作成した「廿日市市地域公共交通再編実施計
画」に基づいて中山間地域及び沿岸部のバス路線再編、交通結節点におけるバス待合施設の整備やバスロケー
ションシステムの導入など、利用者の利便性向上に取り組んだ。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
民間路線の縮小や撤退もカバーしながら地域の生活交通を維持する必要があるため、地域の実情に応じて地域が
主体となった移動手段への転換も含め、持続可能な公共交通ネットワークの構築を図る必要がある。

①施策の基本方針
次期計画(R5年度～)策定を見据え、経営的観点を踏まえ、現行路線等の検証、新たな移動手段への転換等につい
て検討を進める。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
持続可能な交通体系の整備 交通機

関利用
者

交通機関で安全便利に
移動できる

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

利用者一人あたりの負担額や一般会計予算に占める負担割合などから、新たな移動手段への転換についての見直
し基準を作成し、持続可能な公共交通ネットワークを構築する。

民間路線の撤退
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 建設総務課
施策統括課長 前田　勝也

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位
A 人口 人
B 企業（測定不能）
C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
都市間（広島市⇔廿日市市⇔大竹市など）の移動が
円滑にできると思う市民の割合

％

B
地域間（廿日市、佐伯、吉和、大野、宮島間）の移動
が円滑にできると思う市民の割合

％

C

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ、Ｂ：都市間（広島市⇔廿日市市⇔大竹市）や地域間（廿日市地域、佐伯地域、
吉和地域、大野地域、宮島地域間）の車による移動がスムーズにできるかどう
か、市民の意識から測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、B：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値

目標値 73.3% 74.3% 74.3% 74.3% 74.3% 74.3%
成り行き値

実績値 73.3%
目標値 77.5% 77.5% 77.5% 77.5% 78.0% 78.0%
成り行き値

実績値 77.5%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■事業者：国への要望活動に協力する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・幹線及び補助幹線道路等を整備する。
・国・県・関係機関及び地域との連携・調整を図りながら事業促進に努める。
・要望活動を行い、早期事業化について強く働きかけていく。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・臨港道路廿日市草津線については、唯一の２車線区間となる広島はつかいち大橋東詰交差点から西詰交差点までの
Ⅱ期区間の整備が着実に進められている。

・物流アクセスの改善や渋滞の解消が求められている。

総合
計画
体系

重点施策 ２　移動しやすく便利なまちをつくる

施策方針 ２　幹線道路体系の整備 関係課 都市計画課、施設整備課

市民
企業

都市間（広島市、大竹市など）や地域間
（廿日市、佐伯、吉和、大野、宮島間）がス
ムーズに移動できる

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

成
果
指
標

A
都市間の移動が円滑にでき
ると思う市民の割合

B
地域間の移動が円滑にでき
ると思う市民の割合
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

☑成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ ☑
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
前期期間中に行ったＪＲ廿日市駅周
辺整備での成果が表れている。

比較できない。 前期基本計画の目標値は、駅周辺
の整備が終わった後は満足度が上
がり、その後また下がっているが、
概ね目標値どおりの実績値だった
と言える。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
ＪＲ廿日市駅周辺整備、大野浦駅周辺整備、都市計画道路廿日市駅通り線の整備が終わり、臨港道路廿日市草津
線の新八幡川橋東詰交差点から広島はつかいち大橋東詰交差点までの４車線化が完成した。
深江林が原線の一部が供用開始している。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
国道２号の渋滞緩和や広島南道路(商工センターから地御前ジャンクション)の整備については、事業化の目処など
の方針が示されていない状況であるため、広島県や広島市との調整や、国への要望活動を行っていかなければなら
ない。
隣接する広島市等との広域交通機能機能強化に重要な幹線道路及び幹線道路に接続する補助幹線道路の整備を
進め、円滑な道路ネットワークを確保をする必要がある。

①施策の基本方針
国・県への要望や補助幹線道路の整備などによる都市間・地域間のスムーズな移動を促進する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａについては、これまでのアンケートの上昇率を踏まえ、畑口寺田線４工区が令和３年度末に完成することで1ポイン
トの向上を目標値とし、以降維持を目指す。
Ｂについては、県道虫道廿日市線（速谷橋）、林道玖島川末線など、幹線道路を補完するアクセス道路の整備により
アクセス性を向上させることで微増する目標値とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）
今年度初めて取ったアンケートの結果であり、コロナウイルス対策のための自粛による交通量減少の影響を受けて
いると言い切れないため、次年度のアンケート調査結果によっては目標値の再設定が必要である。

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
国・県道の整備と渋滞対策 国・県

道の利
用者

スムーズに移動でき
る。

市街地内の円滑な交通を確保す
る補助幹線道路の整備

道路利
用者

スムーズに移動でき
る。

都市間をネットワークする幹線道
路の整備

幹線道
路利用
者

スムーズに移動でき
る。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 都市計画課
施策統括課長 横瀬　文彦

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 都市機能誘導区域内の施設の種類 種類

B 都市拠点・地域医療拠点、地域拠点、地区拠点 拠点

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
都市拠点・地域医療拠点で必要な施設の種類の割
合

％

B
市役所周辺からJA広島総合病院周辺が、市の中心
地としてふさわしいと思う市民の割合

％

C 地域拠点で必要な施設の種類の割合 ％

D
支所周辺が地域の中心地としてふさわしいと思う市
民の割合

％

E 地区拠点で必要な施設の種類の割合 ％

F
各JR駅などの交通結節点周辺が、日常生活の利便
性が高い地区だと思う市民の割合

％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：都市拠点・地域医療拠点で必要な施設の種類が誘導・維持されているかを
測る。Ｂ：市の中心地としてふさわしいと思う市民の認知度を測る。Ｃ：地域拠点
で必要な施設の種類が誘導・維持されているかを測る。Ｄ：支所周辺が地域の
中心地としてふさわしいと思う市民の認知度を測る。Ｅ：地区拠点で必要な施設
の種類が誘導・維持されているかを測る。Ｆ：地区拠点が日常生活の利便性が
高い地区であるか市民の認知度を測る。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、C、E：都市計画課調べ、B、D、F：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値

見込み値

実績値

目標値 100% 100% 100% 100% 100% 100%
成り行き値 100% 100% 100% 100% 100% 100%
実績値 100% 100% 100% 100%
目標値 42.9% 42.9% 100% 100% 100% 100%
成り行き値 42.9% 42.9% 100% 100% 100% 100%
実績値 28.6% 28.6% 28.6% 28.6%
目標値 65.6% 70.0% 75.0% 80.0% 80.0% 80.0%
成り行き値 65.6% 65.6% 65.6% 65.6% 65.6% 65.6%

実績値 65.6%

目標値 100% 100% 100% 100% 100% 100%
成り行き値 100% 100% 100% 100% 100% 100%
実績値 100% 100% 100% 100%
目標値 78.0% 78.0% 79.0% 80.0% 80.0% 80.0%
成り行き値 77.7% 77.7% 78.0% 78.0% 78.0% 78.0%
実績値 77.7%
目標値 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3%
成り行き値 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3%
実績値 93.3% 93.3% 93.3% 93.3%
目標値 72.0% 73.0% 75.0% 77.0% 78.0% 80.0%
成り行き値 71.6% 71.6% 73.0% 74.0% 75.0% 75.0%
実績値 71.6%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■市民：市の方向性、計画の目的を理解する。今ある施設を使う。　■事業所・団体：計画、市の方針を理解する。市と
協力してまちづくりを進める。■地域：市の方向性、計画の目的を理解する。事業者、市とよりよい関係をつくる。地元
のまちづくりへの補助。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■市：それぞれのエリアにふさわしい施設を整備し、維持する。バランス良く誘導する。点と点をつなぎ維持・向上す
る。拠点までのつなぎ（移動）をスムーズにする。
■国・県：国から民への直接の補助、国から地域への直接のソフト事業への補助、県道・国道の整備

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・ゆるやかに街中(拠点）に移動してくる。・ハザードの部分は、より厳しい設定（居住させない）がされる可能性がある。
・より市街化が進む。・国からの後押しが計画に沿っている。・居住誘導区域から外すところが増える可能性(浸水警戒
区域など）

・コンパクトシティにし、拠点と拠点のネットワークを充実させてほしいという意見がある。

総合
計画
体系

重点施策 ２　移動しやすく便利なまちをつくる

施策方針 ３　拠点性を高めるまちづくり 関係課
地域医療拠点企画室、中山間地域振
興室、住宅政策課、各支所

都市機能誘導区域等
①都市拠点・地域医療拠点
②地域拠点
③地区拠点

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A
都市機能誘導区域内の施
設の種類

B
都市拠点・地域医療拠点、
地域拠点、地区拠点

A
都市拠点で必要な施設の種類
の割合

A
－
２

地域医療拠点で必要な施設の
種類の割合

B

市役所周辺からJA広島総合病院
周辺が、市の中心地してふさわし
いと思う市民の割合

C
地域拠点で必要な施設の種類
の割合

D
支所周辺が地域の中心地とし
てふさわしいと思う市民の割合

E
地区拠点で必要な施設の種類
の割合

F
各JR駅などの交通結節点周辺
が、日常生活の利便性が高い
地区だと思う市民の割合

①都市拠点・地域医療拠点で必要な施設
が誘導・維持され、市の中心地としてふさ
わしい地区となる。
②地域拠点で必要な施設が誘導・維持さ
れ、各地域の中心地としてふさわしい地区
となる。
③地区拠点として必要な施設が誘導・維
持され、買い物や診療など、日常生活の
利便性の高い地区となる。

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
各拠点の整備、着々と進めている 拠点に増えているかどうかは不明だが、人口

(転入）は増えている
前期基本計画の支所機能に
係る満足度の目標値は達成
できていない。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
都市拠点地区(本市の中心地)の機能強化
・市役所周辺～ＪＡ広島総合病院にかけての区域について、都市の魅力や利便性の向上を図り、本市の中心地とし
てふさわしい機能を適正かつ集中的に配置・整備した。
・医療・介護や交流、交通、防災など、拠点機能の強化に考慮した複合施設を公民連携手法により整備することと
し、事業を担う民間事業者を決定した。
地域拠点の賑わいと活力を創出
・市民サービスや地域活動、地域防災の拠点施設の充実・強化を図るため、大野支所庁舎の建替え整備を行った。
・子ども・子育て世代の居場所づくりと様々な機能の複合化による新たな交流・にぎわいを創出するため、筏津地区
の公共施設の再編整備を進めた。
将来の人口減少を勘案した住みやすいまちづくりの推進
・将来の人口減少を勘案した住みやすいまちづくりを推進するため、拠点機能の適正な配置と居住の誘導を図る計
画となる「廿日市市立地適正化計画」を策定した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・「立地適正化計画」について、市内部はもとより市民、民間事業者等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、出前トーク等で計画内容の周知を図ることが重
要である。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て行く必
要がある。
・筏津地区の公共施設再編整備について新たな交流・にぎわいを創出できるようにサウンディングや住民説明会を
実施し、計画や方針策定を行うとともに競争的対話などの手法を取り入れながら事業者選定を行った。公民連携手
法により得られた成果を生かすように事業の推進、進捗管理をしていくことが必要である。
・地域の拠点施設の整備等は進んでいるが、地域の活力をより創出するためには、地域経営の観点で地域が主体と
なって運営していく必要がある。
・平成28年に把握した危険空家28件（うち特定空家5件）のうち、14件（うち特定空家5件）について措置済みとなった
が、残り14戸に対して引き続きの対応が必要。
・新たな危険空き家の把握と対応が必要。
・空き家所有者に向けての啓発の継続が必要。

①施策の基本方針
拠点性を高めるまちづくりは長期（立地適正化計画最終目標２０４０年）の視点での取り組みであり、コストは増加す
る。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａ：すでに必要な施設はあるため、維持する目標値とした。Ａ－２：Ｒ３年に官民複合施設が整備され、不足している
施設が整備され、それ以降維持していく目標値とした。Ｂ：地域医療拠点施設の完成やシビックコアの拠点性を高め
る（土地の高度利用・規制緩和など）ことで、ほとんどの市民がまちの中心地だと感じる目標値とした。Ｃ：すでに必要
な施設はあるため、維持していく目標値とした。Ｄ：吉和支所複合施設（Ｒ４）、筏津地区公共施設再編整備（Ｒ５）が
終わるため、微増する目標値とした。Ｅ：すでに必要な施設はあるため、維持していく目標値とした。Ｆ：宮島口周辺整
備が行われることや、各結節点周辺の用途地域の見直しなど土地活用を図るため、微増する目標値とした。
③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
各拠点の賑わいと活力を創出 土地の高度利用、土地利用規制緩和（容積率

の向上）、用途地域の見直し

居住環境の整備促進

空き家対策の推進

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 施設整備課
施策統括課長 市川　浩志

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 市内の交通事故件数 件

B
市内の道路を安心して歩行・通行できると思う市民
の割合

％

C

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：交通事故に遭わずに歩行するためには、交通事故件数を把握し、件数を減らす必要があるた
め、交通事故件数を把握する。Ｂ：市内の生活道路を安心して歩行・通行できているか、市民の体
感・認知度を聞くため設定した。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：広島県警の統計データ、Ｂ：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値

目標値 200 196 192 188 184 180 
成り行き値

実績値 254 221 201 203 
目標値 76.0% 76.1% 76.2% 76.3% 76.4% 76.5%
成り行き値 75.9% 75.9% 75.9% 75.9% 75.9% 75.9%
実績値 75.9%
目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：法を遵守し安全な通行を実施する。
■：地域やコミュニティ：道路アダプト制度などに参加し、身近な道路の除草、清掃に取り組む。通学路の見守りをする。
危険箇所の発見、危険回避等の自助対応及び改良要望
■事業所：道路の陥没などについて発見した場合に市役所に通報する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■市：通学路の整備（カラー舗装、路面標示、歩道の整備など）、生活道路の整備（歩道の整備、段差解消）、交通事故
防止のための環境整備など、交通安全への意識啓発
■県：交通安全施設（信号等）の整備、交通安全への意識啓発
■国：補助金等交付、交通安全への意識啓発、法改正

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・高齢ドライバーや交通弱者の増加、地域住民（道路の管理、見守り）の高齢化
・車の性能が上がる（交通事故が減る）。　・道路交通法の罰則の強化

・道路、通学路の改善及び交通安全施設の設置について要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ２　移動しやすく便利なまちをつくる

施策方針
４　安心して歩行・通行できる安全な環境の
整備

関係課
維持管理課、地域政策課、生涯学
習課

市民

市内の道路を交通事故に遭わず、安心し
て歩行・通行できる

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

A 市内の交通事故件数

B
市内の道路を安心して歩
行・通行できると思う市民の
割合

C

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
交通事故件数については、徐々に減
少している。道路整備の満足度につ
いては、下がっている。

交通事故件数については、人口割合でみると近
隣の佐伯区（人口139,326人）と同水準である
（０．１７％）。大竹市と比較すると本市の方が事
故率が低い（大竹市０．１９％）

満足度は低下しているが、
交通事故件数は大幅に減少
し、市民アンケートも7割が生
活道路の整備について肯定
的であることから目標を達成
していると考える。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・地域の実情や多様なニーズに応じた生活道路を計画的に整備した。
・通学路では、地域、PTAと連携し、子ども目線での交通安全対策（カラー舗装工事など）・歩道の整備を行った。
・交通安全対策施設の整備を行った。
・高齢者が安心して歩ける道路の改善を行った。
・暮らし安全指導員を３名配置し、廿日市警察署、交通安全協会等の関係団体との連携の下、保育園や小学校等に
おける交通安全教室、イベントや交通安全運動期間中の広報・啓発活動を行った。
・高齢ドライバーの交通事故防止と公共交通機関の利用促進を図るため、７０歳以上の運転免許証を自主返納した
市民に対し、市自主運行バスの無料利用者証、交通系ＩＣカードパスピー、タクシーチケットのいずれかの支援を行っ
た。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・道路の舗装は劣化するので、計画的に維持補修する必要がある。
・高齢化を踏まえ地域住民による道路愛護活動を継続する。
・高齢者の事故防止についての対策が必要である。
・通学路の安全対策・歩行空間の確保をする必要がある。

①施策の基本方針
交通安全に対する意識啓発を促進し、交通事故防止に向けた生活道路の整備や交通安全施設の整備の充実を図
る。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
交通事故件数については、ほぼ計画（交通安全計画）どおり減少したが、高齢ドライバーの増加や自転車利用者の
増加などから前期５年間の減少率と同様に事故件数が減っていくとは考えにくいため、180件を目標値とした。また、
安心して市内の道路を歩行・通行できると思う市民の割合は、歩道やカラー舗装など毎年計画的に整備していくた
め、着実な向上を目指した。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
安全に通行できる環境の充実 市民 事故なく安心して通行

できる。

通学路等における交通安全施設・
歩道の整備

児童・
生徒

安全に通学できる。

交通安全の意識啓発 市民 交通安全意識が向上
する。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

広島県交通安全計画が令和３年度に策定された際には、目標値の見直しを要することがある。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日

方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和

　
施策主管課 危機管理課
施策統括課長 佐川　智弘

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
地震・風水害などの災害対策がされていると感じる市
民の割合

％

B
災害の種別ごとに避難場所や避難経路を確認してい
る市民の割合

％

C 消防団員定数に対する団員数の割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：地震・風水害のための対策に対する市民の評価を測定する。B：市民の行動の変化を測定する。
C：消防団員の数により、地域防災力の向上の状況を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、Ｂ：まちづくり市民アンケート、C：消防本部及び消防署調べ

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 72.0% 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% 77.0%
成り行き値

実績値 70.6%
目標値 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% 77.0% 78.0%
成り行き値

実績値 72.3%
目標値 84.0% 84.0% 84.0% 84.0% 84.0% 84.0%
成り行き値 82.0% 81.0% 80.0% 80.0% 79.0% 78.0%
実績値 85.0% 86.0% 82.0% 82.0%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：ハザードマップ等で自分の住んでいる場所や地域の危険箇所、避難場所、避難経路等を確認する。
自主防災組織や消防団等が実施する防災訓練等に参加し、自らの防災意識を高める。併せて消防団への加入を検討す
る。
■地域：自主防災組織や消防団、民生委員等が連携・役割分担し、防災訓練や地域での声かけ等の地域防災活動を通
じて、地域住民の防災意識を高める活動を促進するとともに、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の避難を支援
するための取り組みや仕組みづくりにより、地域の防災力を高める。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

■市：河川改良、急傾斜地崩壊対策などのハード対策を実施する。また、迅速・的確な避難情報の提供・伝達に取り組む
とともに、児童・生徒の防災教育や地域の防災活動等を支援することにより、市民の防災意識や地域の防災力を高める。
消防団加入促進の活動を行うとともに、活動環境を整備する。
■県：砂防事業、河川改良、急傾斜地崩壊対策、港湾施設整備、海岸施設整備など、ハード対策を実施する。
■国：砂防事業など、ハード対策を実施する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）

・近年の異常気象等の影響により、潮位、時間雨量等が増加し、大規模な自然災害が発生する可能性が高まる。
・避難所の快適性や施設の安全性の確保等によるハード整備への住民の要求が高度化し、行政のコストが増加する。
・ＳＮＳなどの情報のデジタル化により、個人が発信・収集する情報が多様化・迅速化する。
・観光地をはじめとする人が集う地域や場所の災害に対する備えが必要となる。
・地域住民の高齢化により、防災の担い手が不足する。
・大規模災害が多発し、南海トラフ地震の危険性が高まる中、地域防災における消防団への期待と役割が大きくなってい
る反面、消防団員数は、平成２７年度から令和元年度の間の５年間の全国平均で、毎年０．８２％ずつ減少している。消防
団員の減少は、今後も加速していく見通しで本市においてもその傾向が高まる。
・国は、消防団を取り巻く状況を鑑み、平成２５年１２月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を
制定している。
・地域包括ケアシステム構築などの平常時の取組と連携して取り組む必要性が高まる。
【withコロナ期】避難所の確保と３密対策が求められる。

・避難勧告、指示等の判断基準の明確化
・潮位や時間雨量の増加等による自然災害への対策
・住民へ早めの避難を促すための対策
・急傾斜地崩壊対策や避難所の環境等のハード整備
・避難が必要な住民（対象者数）の把握（浸水想定区域内の要配慮者及び土砂災害特別警戒区域内の居住者）

総合
計画
体系

重点施策 ３　安全で安心なまちをつくる

施策方針 １　災害に対する備えの充実 関係課

建設総務課、施設整備課、維持管理課、都市計
画課、住宅政策課、建築指導課、下水道課、消
防本部、地域政策課、福祉総務課、健康推進
課、水道局

市民

災害から住民の生命・財産を守る

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A
地震・風水害などの災害対
策がされていると感じる市民
の割合

B
災害の種別ごとに避難場所
や避難経路を確認している
市民の割合

C
消防団員定数（７３２人）に対
する団員数の割合

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □
□成果はほとんど変わらない。

（横ばい状態）
□成果がどちらかと言えば低下した。 □
□成果がかなり低下した。 □近隣他市と比べてかなり低い水準である。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

目標値より低い実績値だった。

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
・防災行政無線のデジタル化（市全域）
・各地区の土砂災害ハザードマップの作
成
・消防団員の減少

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）

・河川改良や急傾斜地対策など、防災減災対策のハード整備を進めてきた。
・民間建築物の耐震化については、木造住宅の耐震化の普及と啓発を図るためのセミナーなどを開催した。また、耐震改修工
事に掛かる費用の一部を助成するなど、耐震化を促進した。
・地域防災相談員を配置し、自主防災組織が行う各種訓練等の活動を支援したり、出前トークによる市民の自主防災意識の向
上を図った。
・地域との協働による避難行動要支援者支援事業の推進を図った。
・住民とのワークショップにより、各地区の土砂災害ハザードマップを作成し、配付した。
・住民の円滑な避難行動につなげるため、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を改定した。
・佐伯・吉和・宮島地域の防災行政無線設備更新工事により、市全域の防災行政無線設備をデジタル化した。
・大規模な災害の発生に備えて、いつでも迅速な対応ができるように、消防及び救急の体制を整えてきた。
・消防庁舎整備を進めていく上での基本的な考え方を取り纏めた、「廿日市市消防庁舎再整備基本構想」を策定した。
・機能別団員制度を導入し、消防団員数の増加を図った。
・常備消防、自主防災組織等との連携の強化を促進した。
・消防団員の安全確保のための装備及び救助活動用資機材を充実させた。
・市内の催し等において、消防団加入促進のための広報活動や、警戒活動を行った。
・年末特別警戒や防火パレード等を行い、火災予防のための警戒活動を行った。
・広島県消防学校や広島県主催の研修に消防団員が参加し、育成を図った。
・毎年度、消防団車両の更新を計画し、行っている。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

・近年の大規模な自然災害により住民の防災への関心が高まっており、ハード整備への要望が多く寄せられている。事業を効
果的・継続的に実施するためには、「廿日市市地域強靱化計画」に基づき、事前の防災・減災と災害からの迅速な復旧復興の
ため施策を総合的・計画的に推進する必要がある。
・予算の適正配置、事業の優先順位付けが必要。
・指定避難所等の環境整備を進めていく必要がある。
・地域により自主防災活動の実態が異なるため、実情に応じた支援等を行う必要がある。
・市の避難情報が住民の避難行動に結びついていない。住民の迅速・的確な避難行動の意識を高めるためには、県や自主防
災組織、消防団等の関係機関との連携が必要である。
・避難行動要支援者名簿への登録者数、個別計画書策定率等の数値は向上しているが、実際の避難行動には結びついていな
い。避難率向上のため、地域における支援体制の充実が重要だが、個人情報の取扱いへの不安や、地域住民の高齢化、さら
にこれに対する行政のサポート不足などもあり、十分な支援体制が築けていない。関係所属間、支所や市民センター等と日常
的に連携し、各地区の現状を把握し整理するとともに、個人情報の正しい理解や共有のルールづくりの促進のほか、各地区の
実情に応じた個別の対応を図る必要がある。
・消防団員の高齢化、若年層の減少、就業構造の変化及び地域社会への帰属意識の希薄化等から、消防団員が年々減少して
いる。
・消防団員数の減少に歯止めをかけるため、より充実した施策を行い、魅力ある消防団組織を構築する必要がある。
・大野町及び宮島町と合併し、１０年超が経過した現在において、消防団組織のあり方を見直し、活動拠点となる消防団車庫の
更新整備を計画する必要がある。
・消防団の人材育成のため、指導者の確保、養成、必要な施設及び資機材を整備する必要がある。
・消防団活動を支援する協力事業所を増やし、被雇用者でも活動しやすい環境をつくる必要がある。
・あらゆる災害に対応できる組織体制の維持に向け、人材育成の推進等の対応が求められている。
・災害事象の複雑多様化に備えて、防災拠点施設としての役割を十分に果たすため、消防関係施設整備の推進が求められて
いる。

①施策の基本方針
・住民主体による避難対策の取組を推進し、住民の防災意識を高める。
・自主防災組織の運営や活動を支援し、地域の防災力を高める。
・消防団において、ソフト面については、消防団員の増員及び育成を図り、ハード面については、消防団車庫及び資機材等の整
備を行い、消防団の防災力の向上を図ると共に、適正な消防団運用を図るため、組織のあり方を検討し、活動するための環境
を整える。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
A・B：災害の多い地域のアンケート結果の割合から推定し、設定した。
C：平成２８年度から令和元年度の実績値の平均を目標値に設定した。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）
復旧期間が数年を要するような広範囲な被災をした場合。

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
土砂災害・水害・津波対策の推進 市民 被害に遭わない。

建築物等の耐震化 市民 建物倒壊による被害に遭わない。

消防力の向上 市民 複雑多様化する災害による被害に
遭わない。

消防団の充実・強化 市民 地域の防災力が向上し、安心、安
全に暮らせるまちになる。

指定避難所等の生活環境の充実 避難者
（市民）

安心して避難することができる。避
難生活での身体的負担が軽減。

自主防災活動の推進 市民 防災意識を高め、非常時に避難行
動がとれる。

災害に備えた体制整備 市民 予め立てられた計画などにより、
適切な避難行動がとれる。

近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値
だった。

12



後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 地域政策課
施策統括課長 小田　和歳

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 市内の犯罪認知件数 件

B 身近で犯罪に遭う不安を感じている市民の割合 ％

C

D

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：市民が犯罪に遭っていないかどうかを判断するため、犯罪認知件数により状況を把握する。B：身
近で起こっている犯罪や被害状況が市民の気持ちに影響を与えると判断し、市民意識を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：広島県警廿日市警察署公表資料、Ｂ：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値

見込み値

実績値

目標値 368 359 350 340 330 320以下

成り行き値 371 365 360 354 349 344 
実績値 573 488 440 377 
目標値 41.7% 40.7% 39.7% 38.7% 37.7% 36%以下

成り行き値

実績値 41.7%
目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：情報収集や、防犯知識の習得、自主的な対策などにより防犯意識を高める。
■地域：防犯灯や防犯カメラの設置などによる組織的な防犯活動を行う。
■消費者：消費者トラブルから自己防衛するために必要な知識を得る。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・警察や地域と連携をとり、活動支援や啓発活動を行う。
・防犯灯や防犯カメラの整備補助を行い、犯罪及び犯罪被害の抑止に取り組む。
・消費者のトラブルの発生・拡大を防止するため、必要な情報等の広報・啓発活動や、消費生活相談を受けやすくするた
め、消費生活センターの周知・体制の充実に取り組む。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・知能犯による犯罪件数は５年間で半減しているが、今後高齢者が増えることで、特殊詐欺の被害に遭う可能性が増え
る。
・沿岸部は転入者が増え、顔が見える付き合いが減る（地域のつながりの低下）ことで、犯罪の抑止力が減る。
・近年、消費生活の相談件数は減少傾向にあったが、令和４年度からの成年年齢の引下げ、高齢化の進行等によりぜい
弱な消費者の増加が予想される。

・犯罪抑止につながる防犯カメラ設置補助の充実について要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ３　安全で安心なまちをつくる

施策方針 ２　犯罪のない安心して暮らせるまちづくり 関係課 産業振興課

市民

犯罪に巻き込まれず、安心して暮らせる。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A
市内の犯罪認知件数（廿日
市署管内）

B
身近で犯罪に遭う不安を感じ
ている市民の割合

C

D

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
身近な犯罪の認知件数は平成29年
（1月～12月）488件から令和元年（1
月～12月）377件と約22％減少してい
る。

近隣の広島市佐伯区では、平成30年から令和
元年の身近な犯罪は117％増加している。また、
県内全市の合計では、ほぼ横ばいである。

前期基本計画の目標値は満
足度で計測していたが、実績
から判断すると施策としての
成果は高い。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・消費者トラブルを未然防止するため、廿日市市消費者協会と協力して出前トークの実施や啓発グッズの配付など、
児童から高齢者までのライフステージに応じた啓発活動を実施した。
・消費者の安心・安全を確保するため、平成２８年度に条例で消費生活センターの体制を明確にし、多様化・複雑化
する消費生活の相談、問題解決のための助言や斡旋等を適切に実施した。
・防犯等の管理団体に対し、防犯等の設置や維持管理に要する経費について補助金を交付した。
・犯罪発生の抑制につながるよう、地域による防犯カメラの設置費用の一部を補助した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・高齢化の進行、成年年齢の引下げ、デジタル化の進展に伴う電子商取引の拡大等によるトラブルの増加、深刻化
が進むことが懸念される。
・また、自然災害の発生や新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況下では、いわゆる一般的・平均的消費者にお
いても、悪質商法等の消費者トラブルに巻き込まれやすくなるなど、一時的にぜい弱な消費者となることが懸念され
るため、消費者団体、事業者等との連携の元、きめ細やかな対策を講じる必要がある。
・平成２５年度から平成２９年度に行った防犯灯のＬＥＤ化の取り組みにより、ＬＥＤ化率は約９９％になったが、今後、
ＬＥＤ防犯灯の取替時期が集中することへの対応策を検討する必要がある。

①施策の基本方針
犯罪に遭わないための意識啓発を推進すると共に、犯罪被害や消費者被害が発生しにくい環境づくりを推進する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・広島県警の２０２１年からの５年間の新たなアクションプラン（行動計画）素案において、目標年限の２０２５年には、
刑法犯認知件数を直近の状況の約１５％減を目標としているため、本市での犯罪認知件数も令和７年度までに１
５％減を目指す。
・同様に、県民調査で「治安良好」と感じる人の割合を直近の８５．３％から９０％以上を目指すことから、本市の「犯
罪に遭う不安感」を感じる市民の割合４１．７％から５ポイント減を目指す。
③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
消費者トラブルの未然防止 市民 消費者トラブルに遭わ

ない

防犯対策の推進 地域 犯罪発生が抑止される

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

広島県警のアクションプランの目標値が変更になった場合は、本市の目標も見直す必要がある。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 行政経営改革推進課
施策統括課長 山田　実

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 公共施設数 個

B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 緊急措置段階の橋梁数 個

B 公共施設の延床面積 ㎡

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：インフラの維持・補修は対象を変えながら繰り返されていくものであり、計画的
になされていることを緊急措置段階の橋梁数で測定する。B：公共施設のうち、建
物が適正な規模で管理されていることを測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：維持管理課調べ、B：行政経営改革推進課調べ

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 0 0 0 0 0 0
成り行き値 0 0 0 0 0 0
実績値 0 0 0 0
目標値
成り行き値

実績値 504826.9

目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：道路や公共施設を大切に利用し、美化活動に努める。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・予防保全型の維持管理を推進するため、パトロールや施設の維持補修を行う。
・施設の点検や修繕により、耐震対策も含めた老朽化対策を行い、長寿命化を図る。
・公共施設マネジメント基本方針に基づき、各施策を進める。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・老朽化が進み、修繕箇所が増える。

総合
計画
体系

重点施策 ３　安全で安心なまちをつくる

施策方針 ３　インフラや公共施設の適正管理 関係課 維持管理課、各施設管理課

公共施設

同じ計画的に維持・補修され、適正な規模で管
理される。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 公共施設

B

A 緊急措置段階の橋梁数

B 公共施設の延床面積

C

D

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
Ａについては、緊急措置段階での橋
梁数は最高水準の０を維持してい
る。

２０１９年の調査では、全国の点検結果のうち、
橋梁の判定区分Ⅳ（緊急措置段階）は０．１％で
あり、ほぼ同水準といえる。

緊急措置段階の橋梁数は０
を維持しており、目標値どお
りの実績値であった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・道路交通の安全性、快適性及び交通の円滑化の確保を図るため、計画的に緊急かつ優先度の高い箇所から、舗
装、側溝、法面及び橋りょうなどの維持補修を行った。
・老朽化した橋りょうの集中的な架替えや大規模な補修による財政負担を軽減させるため、アセットマネジメント（長
寿命化修繕計画）に基づいた、橋りょうの維持修繕を行った。
・「廿日市市公共施設マネジメント基本方針（Ｈ２５年度策定）」にインフラ施設に関する内容を追加する改訂を行い、
全庁的な公共施設のマネジメントについて検討した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・橋梁の適切な維持管理に努める。
・公共施設の効率的かつ計画的な維持補修、更新を実施するため、インフラ施設においては長寿命化計画の策定
（支援）を行い、計画に基づく予防保全を実施する必要がある。
・公共施設においては効率的な管理運営を実施するため包括的管理委託を実施しているが、さらなる効率化の観点
から対象施設の見直しを行う必要がある。
・効率的かつ効果的な管理運営を支援できるように各施設の施設台帳（マネジメントシート）を作成する必要がある。

①施策の基本方針
予防保全型の維持管理の推進
公共施設マネジメントシートによる個別施設の効率的・効果的な管理

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａ：緊急措置段階の橋梁数は０を維持していく。
Ｂ：公共施設マネジメント基本方針の目標値は令和３４年度末までに414,304㎡まで縮減することを目指した長期の目
標であり、後期基本計画期間の５年間では、具体的な目標値が定められないため、公共施設マネジメントシートに基
づき、縮減に向けた適正管理を行い、下方矢印とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
道路維持管理の推進 市民 道路を安全に通行でき

る。

橋りょう維持管理の推進 市民 橋りょうを安全に通行
できる。

各種公共施設の適正配置の推進

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
　 　 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 水道局工務課
施策統括課長 川岡敏久

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 管路更新率 ％

B

C

D

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

水道水を安定的に供給するためにも、老朽化した管路を定期的に更新する必要
があることから、管路更新率を成果指標とする。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

管路更新率は100年で全ての管路更新が一巡することを目標とし、1.0％を下回ら
ないように努める。
◎計算式：（１年間で更新した管路延長÷管路総延長）×100

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
成り行き値 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
実績値 1.1 0.8 0.7 0.5
目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■給水区域内に居住する住民は、水道サービスを継続的に利用する。
■水道水源保護のため、公共用水域の水質保全に努める。
■給水装置（水道本管から蛇口まで）の適正な維持管理に努める。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・財政面とのバランスを図りながら、計画的に施設の更新を実施する。
・施設の維持管理を適切に実施し、水道水の安定供給に努める。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・節水機器の普及や人口減少等により、給水収益の減収が見込まれる。
・耐用年数を超える施設が増加し、更新費用の増大が見込まれる。

・緊急時においても安定的な水道水の供給を希望されている。

総合
計画
体系

重点施策 ３　安全で安心なまちをつくる

施策方針 ４　上水道の整備 関係課 業務課

市民

安全で安心な水道水を安定して使用するこ
とが出来る。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A 管路更新率

B

C

D

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

成果はほとんど変わらない。
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
高度成長期に整備された施設が老
朽化し、耐用年数を超える施設が
年々増加している。

全国的な傾向であり、他の事業体も同様に、課
題を抱えている

毎年の事業量を定量化す
る。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・本市における施設の特徴として、同時期に建設された大規模な団地造成による老朽化した管路の更新時期が集中
する。
・アセットマネジメントの策定により、更新需要の把握と平準化に取り組んでいる。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・一定程度の更新費用の確保に向けて、給水収益の見直しを検討する。
・企業債残高を意識しつつ、起債の借入れ等、財源確保に努める。

①施策の基本方針
老朽化した施設を適切に更新し、安全・安心で安定した給水を行う。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
水道施設の適正管理の実践 水道利

用者
安全・安心で安定した
水道を利用できる。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

管路等施設には耐用年数があることから、計画的かつ効果的に更新していく必要がある。

・管路更新率は100年で全ての管路更新が一巡することを目標としている。
・資材の技術開発や改善により、耐用年数の設定変更や見直しが生じた場合は目標値の変更を検討する。

18



後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 下水道課
施策統括課長 新田　幸英

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 下水道処理人口普及率（処理区域内人口／行政人口） ％

B

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：市民が衛生的な生活環境で暮らしているかどうかを下水道処理人口普及率で
測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：下水道課測定

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 46.1% 56.8% 57.5% 60.4% 61.1% 68.8% 70.7% 72.5% 74.5% 76.9%
成り行き値

実績値 44.8% 53.8% 56.5% 58.9%
目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：公共下水道（本管）整備後、すみやかに排水設備の接続をする。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・計画的な整備を実施する。・公共下水道の必要性を周知し、理解を得ながら排水設備の接続促進が図られる制度づく
りを行う。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
未普及対策から老朽対策へ移行していく。

・単独浄化槽など既存の処理設備の老朽化などもあり、住民から、公共下水道の整備要望がある。
・本年7月の建設常任委員会では、「公共下水道全般の進捗状況と今後の整備計画」について、所管事務調査が行わ
れた。

総合
計画
体系

重点施策 ３　安全で安心なまちをつくる

施策方針 ５　下水道の整備 関係課

市民（公共下水道全体計画区域内）

衛生的な生活環境の中で暮らす。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A 下水道処理人口普及率

B

C

D

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。 □

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
目標達成度ではやや下回っているも
のの、上昇値のみでは、平成28年度
値から令和元年度での実績値で
14.1％と目標値と同水準である。

平成30年度末現在で、（全国平均79.3%、）広島
県平均75.3%となっているが、広島市（95.5%）、呉
市（88.0%）、福山市（73.1%）で数値を押し上げて
おり、同規模都市の東広島市（45.8%）、三原市
（47.7%）、尾道市（16.3%）、三次市（39.2%）などと
は同水準である。

令和元年度末で目標値から-
1.5%、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの目標値か
ら-4.4%の差となっているが、
要因としては、行政人口の推
計値との差異やｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ
の開始年度の差異などと考
えられる。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
平成29年度に策定した「廿日市市汚水処理施設整備構想」（アクションプラン）に基づいた計画的な整備を推進してい
るところである。　アクションプラン上の試算では、（平成29年度から）令和8年度までの汚水管渠整備費は年間約13～
18億円の集中投資が必要であり、構想策定前の年間8～9億円（平成29・30年度当初予算ベース）に対し、令和元年
度で12億4千万円、令和2年度で13億6千万円の予算計上により、事業推進を図っている。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
「廿日市市汚水処理施設整備構想」（アクションプラン）に基づく事業推進にあたり、（起債の増加等による）財源の確
保や執行体制（組織の職員数）の確保（『カネ・ヒトの確保』）などが課題となっている中、関係機関とも協議しながら実
施しているところであるが、これに加え、近年の集中豪雨（ゲリラ豪雨）等に対する浸水対策や施設の老朽化に伴う長
寿命化計画の実施なども急務であり、今後の大きな三つの事業展開（全体バランス）が課題である。

①施策の基本方針
アクションプラン（いわゆる汚水処理の10年概成）に基づいた計画的な整備の実施。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
（必然性）・本市の整備構想（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）は国の構想策定マニュアルや広島県の整備構想に整合したものである。ま
た、現況値についても同規模団体との比較では、見劣り感はない。　・住民要望も近年では、増加傾向にある。（廿日
市・大野処理区）　　・構想策定にあたっては、立地適正化計画など都市計画事業との整合を図っており、他処理区に
比べ住民要望の低い佐伯処理区についても、中山間振興の施策の面からも事業実施が必要である。
（可能性）・行政人口の推計値と実績値での差異やｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝのスタートの遅れ（予算反映の遅れ）などがマイナス要
因であるが、課題である『ヒトとカネ』について、関係部署との調整・協力を図りながら実施しており、一定条件はクリア
できるものと考えている。　・これらを考慮し、施策目標設定とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）
現在は、アクションプランに基づいた計画的な整備を実施しているところであり、現状では、構想策定時のパブリックコ
メントや昨今の議会対応、また日常業務においての（事業に対する）反対意見等は特段見受けられないものの、事業
推進にあたっては、事業費・事業量とも膨大であることから、今後においては財政状況の変化（悪化）や住民要望の変
化、周辺環境の変化による見直しが必要（あるもの）と考えられる。
※（住民要望の変化=未普及対策よりも浸水対策への要望、周辺環境の変化=老朽化対策の必要性（緊急性）など）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
公共下水道整備事業 市民

（下水
道全体
計画区
域内）

下水道が利用できる快
適な生活を送る。

「廿日市市汚水処理施設整備構想」（アクション
プラン）に基づいた計画的な整備の推進。

次期経営計画（経営戦略）の策定 市民
（下水
道全体
計画区
域内）

将来にわたって安定的
にサービスの提供を継
続する。

経営審議会の実施と経営戦略の策定

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 健康推進課
施策統括課長 田村恭宏

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位
A 人口
B
C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A かかりつけ医がいる市民の割合 ％

Ｂ 適切に医療機関を利用できると感じる市民の割合 ％

Ｃ 人生会議（ＡＣＰ）について行なっている市民の割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：適切に医療サービスを受けるためには、普段の状態を把握しているかかりつけ医がい
ることが望ましいため、かかりつけ医がいる市民の割合を測定する。B：市内の医療機関
や救急医療体制に対して、適切に利用しているか、市民の意識を測定する。C：人生会議
（もしものときに備えて、自分の医療・ケアに関する希望について考え、話し合い、文書に
残す手順）を行っている市民の割合を測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、Ｂ、Ｃ：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 62.5% 63.0% 63.5% 64.0% 64.5%
成り行き値 60.0% 59.0% 58.0% 57.0% 56.0% 55.0%
実績値 61.5%
目標値 42.0% 42.5% 43.0% 43.5% 44.0%
成り行き値 41.5% 41.5% 41.5% 41.5% 41.5% 41.5%
実績値 4120.0%

目標値 3.0% 4.0% 5.0% 10.0% 20.0%
成り行き値 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5%
実績値 1.0%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民： かかりつけ医を持つようにしたり、医療機関について情報収集をするなど、いざというときに適切に受診できる自
助努力。もしもの時に備えて、自分の医療・ケアに関する希望について考え、話し合い、文書に残すプロセス（人生会議）
を行う。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■医師・看護師の確保やかかり付け医の普及のための情報発信、啓発
■在宅医療・介護連携推進事業の強化（人生会議の普及啓発、等）

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・市内の診療所が減る可能性がある（医師の高齢化）
・広島西二次保健医療圏では、2016年の病床数と2025年の必要病床数を比較すると、回復期の病床が不足する見込み
である（第7次広島県保健医療計画地域計画）。
・廿日市市には現在19ヶ所の在宅療養支援診療所と2ヶ所の在宅療養支援病院があり、訪問看護ステーション等と連携し
て24時間対応できる体制の確保をすすめている（第7次広島県保健医療計画地域計画）。

新型コロナウイルス感染症に対して、検査や入院など医療提供体制が十分なのか、という内容の一般質問が出ている。
・高齢者の保健福祉に関するアンケート調査（令和２年２月実施によると、佐伯地域は「医療制度の満足度」が他地域に
比べて低い。地域内に小児科や往診可能な医療機関が少ないためか?

総合
計画
体系

重点施策 ４　いつまでも住み続けられるまちをつくる

施策方針 １　救急医療・地域医療の推進 関係課 高齢介護課、消防本部警防課

市民

必要に応じて適切に医療サービスを利用す
る。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A
かかりつけ医がいる市民の
割合

B
適切に医療機関を利用でき
ると感じる市民の割合

C
人生会議（ＡＣＰ）について行
なっている市民の割合

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
救急車への救急救命士搭乗率100％
は未達成であるが、99％を達成して
病院前救護体制が充実している。

救急相談センター広島広域都市圏に加入し、
#7119を周知することで、適切な医療機関の案
内を行っている。

（１）（２）より全体的に判断。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・休日・夜間急患診療所の運営をはじめ、病院への運営費補助や電話相談事業の運営費の一部を負担により、救
急車や救急医療機関の適正利用を促進するとともに、第一次、第二次、第三次救急医療体制の確保をした。
・吉和地域・宮島地域での診療所の維持により、市民への安心を確保した。
・休日・夜間急患診療所が休日夜間急患センターとして市の基幹病院であるＪＡ広島総合病院へ移転した。これによ
り第二次と第三次の救急医療の連携がとりやすくなった。
・救急救命士の育成及び現任の救急救命士の再教育を実施した。
・救急救命士の救急救命活動に対する医師の具体的指示、救急隊員への指導、助言、研修等について、メディカル
コントロール体制を整備した。
・地域医療を将来にわたって持続していくため、地域医療拠点の整備を進めるとともに、良好な居住市街地の形成を
促進する官民複合施設の整備が進行中である。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・市民が安心して生活できる医療体制を整備するため、関連団体等と引き続き連携を図る必要がある。
・へき地医療の維持に関しては、吉和地域の特殊性を踏まえた上で、地域において重要な役割を果たしている吉和
診療所の安定的な運営に努める必要がある。
・これまでの救急医療体制の維持に加え、今後は回復期の病床が不足する見込みがあることから、在宅での療養生
活を支援するために医療と介護の連携を強化し、心身の機能回復や重度化防止を推進していく必要がある。
・高齢者の保健福祉に関するアンケート調査（令和２年２月実施）結果を踏まえ、今後、佐伯地域の医療提供体制の
現状、ニーズ、課題等の確認が必要である。
・その場に居合わせた人が、救急隊の到着を待つことなく応急手当を実施できるように、普及させる必要がある。
・病院前救護における救急の予防を推進する必要がある。

①施策の基本方針
病院前救護体制の充実、救急医療体制の整備や在宅医療と介護の連携強化により、市民の安全、安心な生活の確
保を図る。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
かかりつけ医がいることで、適切に医療サービスを受けることができる可能性が高まると考えられる。（可能性）
一方で、年齢が若いほどかかりつけ医がいる割合が下がる状況からその割合は減少傾向になることが考えるが、い
ざというときに医療に関して相談できるかかりつけ医を持つよう普及啓発することで、かかりつけ医を持つ人の割合
を増やしたい。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
病院前救護体制の充実 市民 適切な病院前救護を受

けることができ、救急救
護に対する正しい理解
と認識を深めることが
できる。

救急医療体制の整備 市民 適切な救急医療を受け
ることができる。

地域医療拠点の整備 市民 高次な医療・福祉の提
供を受けることができ
る。

診療所の維持・管理 市民 身近な場所で診療を受
けることができる。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

医療情報提供手段の多様化、発達（かかりつけ医がいることは適切な医療サービスを受けるための有効な手段の１
つとなり得ることからその割合の増加は望ましいが、他の手段により適切な医療サービスを受けるための情報提供
手段が整うなどの態勢が整えば、必ずしもかかりつけ医がいる割合に固執する必要はない。）
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 福祉総務課
施策統括課長 山本　裕行

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
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

％

B
日常生活の中で、困りごとを相談できる相手がいると答え
た市民の割合

％

Ｃ
福祉・介護に関するサービスが適正に提供されていると思
う人の割合

％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：地域の中での助け合い、支え合いができているかどうかの市民意識を測定する。
B：日常生活で困りごとを相談できる相手がいるかどうかで、地域における支え合いの進
捗を測定する。
C：福祉・介護に関するサービスが適正に提供されているかどうかの市民意識を測定す
る。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A・B・C：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035
見込み値

実績値
目標値 45.0% 46.0% 47.0% 48.0% 49.0% 50.0%
成り行き値 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0%
実績値 39.9% 39.2% 40.3% 45.0%
目標値 86.5% 86.5% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0%
成り行き値 86.5% 86.5% 86.5% 86.5% 86.5% 86.5%
実績値 89.4% 90.0% 88.5% 86.5%
目標値 41.0% 45.0% 48.0% 49.0% 50.0%
成り行き値 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%
実績値
目標値
成り行き値

実績値
目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：町内会への加入や近隣とのゆるやかな関係づくり
■事業所・団体：地域課題の解決に向けた取組、事業活動の展開、相談窓口の周知、相談しやすい窓口づくり
■地域：悩んでいる人に気づくことができる地域づくり、地域の課題を出し合う、話し合う、課題解決に向けた活動

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■市：相談窓口の周知、委託事業者との連携、データの提供・課題の分析、施策（事業）への反映、地域同士をつなぐ
■国・県：財政的支援

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・生活困窮：コロナにより家賃助成等制度の拡充など、申請者が増え、生活資金貸付も増えている。
・高齢者の増加（７５才以上の後期高齢者）　　　・介護の担い手不足、離職　・ＩＴ化、ロボットによる補完
・障がい者の増加　・地域の担い手不足
・国の制度改正（社会福祉法改正）により、地域共生社会への取組強化

・介護や医療の担い手不足・中山間地域の人材不足・給与面での市としての支援への要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ４　いつまでも住み続けられるまちをつくる

施策方針
２　地域共生社会の実現に向けた地域づくり
と暮らしの安心確保

関係課
生活福祉課、障害福祉課、こども課、子育て応
援室、高齢介護課、地域包括支援センター、健
康推進課、住宅政策課、地域政策課

市民

誰もが自立して安心して暮らし、地域の多
様な主体が役割分担して、暮らしの質を向
上させる

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

A
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

B
日常生活の中で、困りごとを相
談できる相手がいると答えた市
民の割合

C
福祉・介護に関するサービスが
適正に提供されていると思う人
の割合

D

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。□

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
・地域包括ケアシステム、普段の生活の
中での助け合い、良くなっている
・日常生活の中で困りごとを相談できる
相手が減少しているのは、ネットなどで
解決できることも増えているからと考察
する。
・地域によっては、家族より地域の人へ
相談する割合が高い。

・地域のベースの違いがあるので単純に比較はでき
ない

地域包括ケアシステムが１４地
区構築されることが目標であっ
たが、１４地区には至らなかっ
た。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・吉和地域のひとり暮らしの高齢者などが夜間でも安心して暮らし続けられる泊まりのできる高齢者施設を整備し、施設を運営
する特定非営利活動法人に補助金を交付した。
・医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制である地域包括ケアシステムを構築するため、介護予防日常
生活支援総合事業を開始し、従来の指定介護事業所によるサービスに加えて、多様なサービスを充実した。
・障がい者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、障がい福祉相談センターにおいて、障がい者・家族等の
総合的な相談に応じた。
・障がいのある人の生活を地域全体で支え合うため、緊急時の相談や受け入れなどの地域生活支援システムの体制を整備し
た。
・生活困窮者については、はつかいち生活支援センターを設置し、情報とサービスの拠点となるワンストップ型の相談窓口を運
営した。相談支援員等が、支援対象者に応じた自立に向けた支援計画を作成し、生活立て直しを図った。
・さまざまな課題を抱えた人や世帯を包括的に支援するため、相談支援拠点の整備に着手した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

・吉和地域の高齢者施設においては、事業の継続性を確保するための組織強化を図るとともに、収支バランスを再検討する必
要がある。
・地域包括ケアシステムの趣旨や住民が相互に支え合える地域づくりという共通の目標を理解し、互いが役割を持ち連携する
チームづくりが課題であり、そのために、市役所の関係組織が連携し協議体づくりを推進していく必要がある。
・障がい者福祉では、増加する対象者、多様化するニーズへ適切に対応する必要がある。
・高齢者の増加、共働き世帯の増加により、子育てや介護の支援がこれまで以上に必要になる一方、核家族化、ひとり親世帯
の増加、地域のつながりの希薄化などにより、家族及び地域の支援力が低下していることや、個人や世帯単位で複数分野の
課題を抱えるなど、分野別に組み立てられた縦割りの制度では、対応が難しいケースが顕在化している。

①施策の基本方針
福祉・介護に関する制度・サービスを適正に提供することはもちろん、分野を超えて横断的、包括的な支援体制を構築するとと
もに、地域住民や地域の多様な主体が支え手となり、我が事として自立や支え合いを推進する機運の醸成を求めるための環
境整備を進める。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・Ａは、地域における助け合い（支え合い）は、着実に取組を進め、１ポイントずつの向上を目指す目標値とした。
・Ｂは、時系列比較では微減しているが、Ｒ４年度の相談支援拠点の整備により、１ポイントずつの向上を目指す目標値とした。
・Ｃは、新設の指標。現況値の設置は「高齢者の保健福祉に関するアンケート調査結果」の中から、高齢になっても住み慣れた
地域や自宅での生活を安心して継続するための満足度に関する設問のうち、生活支援（４０％）、介護保険サービス（３９．５％）
の数値を参考に設定し、１ポイントずつの向上を目指す目標値とした。なお、令和５年度については、令和４年度に相談支援拠
点、地域医療拠点が整備されることの効果により６ポイントの向上を見込んでいる。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
高齢者を地域で支える仕組みづく
り

障がい者福祉の充実

生活困窮者福祉の充実

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水
準である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水
準である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

Cについては、現況値がない中での設定としたため、R３年度アンケート調査結果によっては見直しが必要となる。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 循環型社会推進課
施策統括課長 廣本　雅彦

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 家庭での省エネに取り組んでいる市民の割合 ％

B １人１日平均ごみ排出量（家庭系ごみ） ｇ/人・日

C 事業系ごみの排出量 ｔ

D ごみのリサイクル率 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：家庭での省エネの取り組みがされているかどうか市民の活動状況を把握す
る。Ｂ・Ｃ・Ｄ：ごみの減量化や資源化がされているか、ごみの削減、資源化に向
けた実施状況を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：まちづくり市民アンケート、Ｂ～Ｄ：循環型社会推進課調べ

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値

目標値 76% 77% 78% 79% 80%
成り行き値

実績値 75.3%
目標値 584 578 572 566 560 
成り行き値 590 596 590 584 578 572
実績値 586 585 582 621
目標値 11,633 11,516 11,401 11,287 11,174
成り行き値 11,750 12,380 12,254 12,129 12,003 11,877
実績値 12,362 12,531 12,762 11,752
目標値 15.0% 18.0% 21.0% 23.0% 25.0%
成り行き値 12.0% 12.5% 13.0% 13.5% 14.0% 14.5%
実績値 42.4% 42.2% 39.1% 11.7%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：資源、エネルギーのムダ使いをしない、家庭での節電、節水に取り組む、自家用車の利用を控え公共交通機関
を利用する。ごみの３Ｒを徹底する。
■事業所・団体：高気密、高断熱の設備を導入する。■地域：資源の集団回収

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■市：啓発をする（減量化、資源化）・助成する（省エネ整備導入・資源回収・生ごみ処理機等）・把握する（町内会等の
集団回収、企業の社会貢献としての資源化量）
■国・県：・国が助成する・事業所向けの設備導入に対する優良事例の紹介

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
【withコロナ期】・感染症予防の観点から、個別包装の商品が１、２年は増える ・クールシェア、ウォームシェアができな
い・公共交通機関の利用が減少する、・通販が増えて、包装のゴミが増え、物流に関する資源が増える ・業界団体、リ
サイクル団体の経営悪化 ・資源買取価格が低下している

・燃やせるごみの有料化に対しては一定の理解を得られている

総合
計画
体系

重点施策 ５　豊かな自然を次世代につなぐ

施策方針 １　環境保全活動の推進 関係課 環境政策課

市民

省エネ、ごみの３Ｒ（リデュース、リユース、
リサイクル）に取り組み、良好な生活環境
の中で暮らす。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

A
家庭での省エネに取り組ん
でいる市民の割合

B
１人１日平均ごみ排出量（家
庭系ごみ）

C 事業系ごみの排出量

D
ごみのリサイクル率＝資源
化量/（搬入ごみ＋集団回収
量）

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。

成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
1人当たりのごみ排出量はほとんど
変わらない

１人当たりのごみ排出量は、県より高い水準、
東広島よりも高い。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
省エネルギー対策の取組
・公共施設の新築や改築に合わせて屋根を活用した太陽光発電等の省エネルギー設備の導入を促進した。
・温室効果ガス排出削減を図るため、対象設備の導入者等に対し補助金を交付した。
ごみ処理施設の整備
・一般廃棄物の効率的な処理を目的とし、はつかいちエネルギークリーンセンターを整備し、中間処理施設の集約
化を図った。
ごみ減量化及び資源化の推進
・市民のごみ問題に対する知識を深め、ごみの減量化、資源化を促進するため、出前講座や出前トーク、ごみ減量
市民アイデア募集、環境フェスタや市民センターまつりなどのイベントで啓発活動を行った。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・市有施設の新築や改築に合わせた省エネルギー設備の導入は順調に進んでおり、改築等を行う予定のない施設
についても、可能な範囲で民間企業への屋根貸しなどを行っているが、残りの施設については、屋根の耐久性等の
問題により設備の導入は困難であり、設備の導入は頭打ちの状況となっている。
・大野、佐伯地域の廃止した処理施設の跡地利用を検討する必要がある。
・ごみ減量に関する市民の意識調査を行い、燃やせるごみの有料化について効果を検証する必要がある。
・従来からの出前トーク、出前講座、環境フェスタ、市民センターまつりなどのイベントのほかに、新しい意識啓発事
業について検討する必要がある。
・若年層に向けたごみ３Rの啓発が必要である。

①施策の基本方針
･コストは現状を維持しながら、省エネ、３Rを推進し、良好な生活環境を目指す

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・１人１日平均ごみ排出量のうち、雑がみ30ｇ／人・日程度が含まれている。R7には未分別の雑がみを０（ゼロ）とし、
家庭系ごみ560ｇ／人・日をめざす。
・事業系ごみは年１％減を目標とする。
・全ごみ量は年36,299トン、850ｇ／人・日を想定。
・ごみの資源化率（＝施設資源化量／施設搬入量）は、集団回収の増加を加味できないことから、リサイクル率（＝
（施設資源化量＋集団回収量）／（施設搬入量＋集団回収量））に変更する。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
環境学習の実施 小学生 地球温暖化防止につ

いて学ぶ。

温室効果ガス排出削減の推進 市民 温室効果ガスの排出を
削減する。

ごみ減量化・資源化の推進 市民 コスト意識をもったごみ
の減量化や資源化に
取り組む。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水
準である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水
準である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

・国、県、周辺自治体のリサイクルの動向が変わらないこと（一括プラの施策のながれ）
・市の分別方法、リサイクル方法が変わらないこと
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性１　くらしを守る 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 環境政策課
施策統括課長 北岡　裕二

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

Ａ 市街化区域内人口一人当たりの都市公園面積 ㎡

B 人工林の間伐面積 ha

Ｃ 市の自然が守られていると思う市民の割合 ％

Ｄ 環境保護活動に取り組む市民の割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：快適で潤いのある都市空間の形成には公園が必要であるため、市街化区域
内における公園が配置・整備されているかを測る。Ｂ：森林が本来有している水
源かん養等の公益的機能が発揮し、環境整備がなされているかを把握する。Ｃ：
市の自然環境が守られているかどうかを判断するため、市民意識の現状を把握
する。Ｄ：自然環境を守る意識の高まりを把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：維持管理課調べ、Ｂ：農林水産課調べ、Ｃ、Ｄ：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値

目標値 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 
成り行き値 6.2 
実績値 6.2 
目標値 60 120 180 240 300 
成り行き値 20 40 60 80 100 
実績値

目標値 81.0% 81.0% 81.0% 81.0% 81.0%
成り行き値

実績値 81.0%
目標値 31.3% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%
成り行き値

実績値 31.3%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：自然を大切にする意識をもつ。森林や里山などを適切に保全する。　　■地域：環境美化活動や清掃などに取
り組む。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・事業者、市民への意識啓発をする。　・環境保全団体の取り組みを支援する。　・市街地においても快適で潤いのある
都市空間の形成に必要な公園緑地を整備する。　・森林、田畑などの適正な管理を支援する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・地域住民の高齢化により、地元管理の公園や、森林、田畑などの管理が困難になってくる。
・少子化により、公園の利用者が減少する。

・地域住民の高齢化により、街区公園などの地元での管理が困難であり、市で管理してほしいという要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ５　豊かな自然を次世代につなぐ

施策方針 ２　豊かな自然の保護・活用 関係課
都市計画課、施設整備課、維持管
理課、農林水産課

市民

自然環境を守る意識を高め、市街地では
潤いのある都市空間で過ごす。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

A
市街化区域内人口一人当たりの都
市公園面積（市街化区域内都市公
園面積／市街化区域内人口）

B 人工林の間伐面積

C
市の自然が守られていると
思う市民の割合

D
環境保護活動に取り組む市
民の割合

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
自然が守られているという認識は高
いが、市民自らが自然保護活動に取
り組んでいるかは３割程度である。

都市公園の１人当たり面積については、都市公
園法（国）では、５㎡以上と定められているた
め、どちらかと言えば、高い水準といえる。

この指標では、目標値を定
めていない。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・都市環境や都市の安全性を向上させるとともに、市民の憩いの場、コミュニティ活動の拠点となることから、豊かな
地域づくりや地域の活性化を図るため、街区公園などの整備及び施設の改修工事を行った。
・市有林等の施業を推進することで、森林の持つ公益的機能の保持、自然環境の保全に努めた。
・里山林整備・森林ボランティア活動への支援等を推進した。
・貴重な自然を守るための清掃活動を支援するとともに、ラムサール条約登録湿地等自然環境の大切さを知っても
らうため、児童や市民を対象とした講座を開催し、意識啓発を図った。
・各所海岸清掃の実施及び支援を行った。
・小学生を対象とした環境学習（水辺・里山教室）を開催した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・処理困難な漁業系海岸漂着ごみが増加しており、海岸清掃に伴う漂着ごみの処理経費も増加傾向にある。
・現在ある施設を適切に維持管理し、使用していく必要がある。

①施策の基本方針
今ある環境・自然を適正に維持・管理していく。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａについては、「廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例」で定める１人当たりの標準面積６㎡
以上を維持する目標値とした。
Ｂについては、着実に面積を広げていく目標値とした。
Ｃについては、高水準の実績値であるため、現状維持を目指す。
Ｄについては、年齢が下がるほど取組が低下しており、取り組んでいると答える割合が最も高い７０歳代の実績値（３
９．２％）以上を目指す目標値とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
都市緑化の推進 市民 市街地においても潤い

のある環境で過ごせ
る。

森林、田畑などの適正な管理 市民 森林などが有している
公益的機能により水源
を維持し、災害などか
ら守られる。

自然環境の保護と活用 市民 自然環境を保護する。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性２　人を育む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 学校教育課
施策統括課長 岡寺　裕史

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 小中学校児童生徒数 人

B 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A ＩＣＴを活用した授業を実施している教師の割合 ％

B
外国人と積極的にコミュニケーションを図りたいと思
う児童・生徒の割合

％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：児童・生徒に必要なＩＣＴの知識の習得が図られているかをＩＣＴを活用した授
業を実施している教師の割合で測定する。Ｂ：外国語の実践的な力が身につい
ているかを判断する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：文部科学省学校における教育の情報化の実態に関する調査、Ｂ：（小）市独
自調査、（中）広島県「基礎・基本」定着状況調査

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 8,992 8,957 8,965 9,022 9,099
見込み値

実績値

目標値 90% 93% 95% 98% 100%
成り行き値 72.0% 72.0% 72.0% 77.0% 77.0% 82.0%
実績値 66.9% 64.4% 72.0% 72.0%
目標値 90% 93% 95% 98% 100%
成り行き値 68.0% 68.0% 68.0% 73.0% 73.0% 78.0%
実績値 72.9% 72.6% 65.6% 67.4%
目標値 83% 83% 84% 84% 85%
成り行き値 80.0% 80.0% 75.0% 75.0% 70.0%
実績値 82.3% 80.6% 80.0% 81.9%
目標値 58% 58% 59% 59% 60%
成り行き値 55.0% 55.0% 50.0% 50.0% 45.0%
実績値 52.2% 51.8% 57.9% 49.9%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■児童・生徒：家庭での学習習慣を身につける。　■保護者：家庭での学習習慣を子どもに身につけさせる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所・団体：生徒の職場体験に協力する。　■地域：ゲストティーチャーとして学校と関わる。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■市：廿日市市としての特徴（色）ある学校づくり、市立学校の施設整備、ふるさと学習の推進、給食を通じた食育の推
進、防災教育の推進、ＡＬＴの配置
■国・県：学習指導要領の改訂、「学びの変革」アクション・プランの全県展開の推進

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・児童・生徒数は減少していく（微増から微減に向かう）。
・高校受験が令和５年度入学者選抜から変わる（自己を認識し自分の人生を選択し表現することができる力の重視
へ）。
・児童・生徒がデジタルネイティブ世代となる。
【withコロナ期】・オンライン教育（１人１台端末）が進んでいく。

保護者：知識を覚えるだけではなく、覚えた知識が使えるになってほしいという要望がある。
議会：社会の変化（オンライン教育など）に迅速に対応するよう要望がある。

総合
計画
体系

重点施策
１　子どもたちがたくましく自立し確かな学力
を身につける

施策方針 １　社会のニーズに応じた教育の推進 関係課 子育て応援室

児童・生徒

社会で活躍するために必要な資質・能力
が身につく。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 児童・生徒数

B

A
ＩＣＴを活用した授業を実施し
ている教師の割合（小学校）

Ａ
－
２

ＩＣＴを活用した授業を実施し
ている教師の割合（中学校）

Ｂ
外国語アンケートの肯定的
回答率（「外国の人に英語で
あいさつをする」）（小学校）

Ｂ
－
２

「基礎・基本」定着状況調査の質問
紙調査の肯定的回答率（「外国人
と積極的にコミュニケーションを図り
たい」）（中学校）

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

成果がかなり向上した。 □
A

成果がどちらかといえば向上した。□ A ICT活用教師の割合
B
□成果はほとんど変わらない。 □

（横ばい状態）
□成果がどちらかと言えば低下した。 B

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
A：小学校については向上している
が、中学校は低下している。（電子黒
板稼働時間数は増えている）
B：小学校の取組みがＨ３０から変わ
り教科化したため、研修を実施
・ICT機器活用（ネイティブな発音）

Ａ：市独自で再集計しているので比較できない。
Ｂ：市独自調査なので比較できない。
Ｂ－２：Ｈ３０のみ高騰したが、他は横ばいから
微減している。

A：小学校は向上、中学校は
低下している。
B：小学校は取組が変わり上
がっている。中学校は横ば
い。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・ＩＣＴ環境の整備・充実として、小中学校の教育用コンピュータ及び電子黒板等ＩＣＴ設備・機器を整備し（あと２年で
完備）、ＩＣＴ支援員等による授業者への支援を行った。
・外国語指導助手（ＡＬＴ）を１１人配置（最大配備）し、公立幼稚園、小中学校のすべての学年を対象に教員が行う
小学校外国語活動や、中学校英語科の授業等の指導に参加させたことにより、外国人に対するコミュニケーション
の意欲を高めた。
・グローバルキャンプを実施し、市内の中学生と留学生が参加した。
・台湾基隆市都の交流事業を実施し、教育・文化の交流を行った。
・山・海・島体験学習プロジェクトとして、市内小学校が自然宿泊体験活動を行った。
・食育について、大野給食センターにおいて見学等を実施し、食育の推進を図った。
②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・１人１台端末を整備することとなったが、一人ひとりの個別最適な学びのために、どのように教育に反映させるか
具体的な検討が必要である。（R2年度中端末整備完了）
・ＩCT指導員・支援員の増員が課題である。
・基隆市の交流は全市的に拡大していく。
・学校、学校給食施設及び関係機関が相互に連携した食育普及啓発活動を充実していく必要がある。

①施策の基本方針
ICTの活用は、今後一層推進していく。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・Aについては、授業を行う先生の行動を指標としている。パソコン１人１台設置など設備面でも充実させることから、
先生への研修等の実施により、確実な授業の実施につなげることができるため１００％とした。
・Bについては、コロナ対策として活動の自粛やマスク着用、対面でのコミュニケーションの機会減少などにより、外
国人とのコミュニケーションの機会が減ることが予測されるが、ICTの活用による新たな取組により微増を目指す。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
情報化社会に対応するＩＣＴ教育
の推進

児童・
生徒

情報活用能力を高め
る。

グローバル化に対応する外国語
教育の充実

児童・
生徒

英語力を高める。

自然体験活動の支援 児童・
生徒

豊かな自然の中で主
体的に活動する。

食育の推進 児童・
生徒

食の大切さについて学
ぶ。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水
準である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水
準である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 9 月 日
方向性２　人を育む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和 2020 11
　

施策主管課 教育総務課
施策統括課長 波田　宣裕

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 児童生徒数 人

B 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 小中学校大規模改修（長寿命化）実施率 ％

B

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：児童・生徒が安全／安心かつ快適な教育環境で過ごすためには、老朽化が
進行する校舎等を改修する必要があるため、小中学校の大規模改修（長寿命
化）の実施率により進捗を測る。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：教育総務課把握

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 8,992 8,957 8,965 9,022 9,099
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 59.2% 31.9% 32.7% 37.2% 40.7% 45.1%
成り行き値

実績値 26.4% 27.7% 27.7% 29.1%
目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■保護者・地域住民：ＰＴＡ活動をとおして、施設の維持管理に協力する。
■児童・生徒：施設を大切に使用し、日常の清掃などにより自ら清潔で快適な学校にする。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・計画的に施設の長寿命化や質的改善に取り組む。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・学校のICT環境の整備に伴い、授業や学校運営など全ての面においてICT活用によるデジタル化が急速に進展する。
・地球温暖化に伴う気象環境の変動に伴い、建物やグランドの豪雨・猛暑対策が必要となる。
【withコロナ期】・３密を防ぐための空き教室の活用や、長期休暇の短縮による気温調整が必要となる。

・老朽化対策を急ぐよう要望がある。・特別教室に空調を設置するよう要望がある。

総合
計画
体系

重点施策
１　子どもたちがたくましく自立し確かな学力
を身につける

施策方針 ２　学校教育環境の充実 関係課 学校教育課

児童・生徒、地域住民

安全・安心かつ時代の変化に対応した快
適な教育環境で過ごす。災害時には安心
して避難できる。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 児童・生徒数

B

C

A
小中学校大規模改修（長寿
命化）実施率

B

C

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
目標値より低い実績値で
あった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
安全・安心な教育環境を整備するため、小中学校リニューアル事業を実施した。
小学校
・トイレ（洋式化）改修工事・大野東小学校校舎改修工事・大野東小学校渡り廊下改修工事・大野東小学校特別教室
等改修工事（ＬＡＮ設備）
中学校
・阿品台中学校屋内運動場大規模改修工事・トイレ（洋式化）改修工事・阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教
室棟大規模改修工事・阿品台中学校普通教室棟大規模改修工事
小中学校の普通教室等の空調を整備した。
通学路に面したブロック塀等の外観調査を行い、危険なブロック塀等の所有者に危険である旨の周知を行った。
児童・生徒に対して安全・安心な学校給食を将来にわたって安定的に提供するため、ＤＢＯ方式により大野学校給食
センターを整備し、大野地域小学校2校、中学校2校に学校給食の供給を開始した。
大野学校給食センターを、食育推進のモデルと位置付け、関係部署とも連携して見学等を実施した。
安全で安心な学校給食を将来にわたって安定的に提供するため、津田小学校給食調理室及び吉和学校給食セン
ターのドライシステム改修を行った。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・学校給食施設整備基本構想に基づき、佐伯地域の給食センター化及び宮島地域の大規模改修等の時期について
検討していく必要がある。
・学校施設個別施設計画の有効的活用をしていく必要がある。

①施策の基本方針
安全・安心な学習環境の確保に向け、計画的な学校施設等の整備を図る。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
着実な改築・改修の実施率を設定した。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
学校施設の整備 児童・

生徒
安全・安心な学習環境
で過ごす。

小中一貫教育の推進 児童・
生徒

学校給食施設の再編整備 児童・
生徒

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性２　人を育む 更新日 令和 2 年 8 月 1 8 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 学校教育課
施策統括課長 岡寺　裕史

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 小学校の児童数 人

B 中学校の生徒数 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
自分の良さは、周りの人から認められていると回答
した児童・生徒の割合

％

B 不登校児童・生徒の人数 人

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：自己有用感の高まり状況を図るため、児童・生徒の意識を把握する。Ｂ：学校
に通えていない児童・生徒の状況を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：広島県「基礎・基本」定着状況調査、Ｂ：学校教育課把握

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 8,992 8,957 8,965 9,022 9,099
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0%
成り行き値 70.0% 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0%
実績値 68.8% 70.4% 70.9% 74.6%
目標値 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0%
成り行き値 70.0% 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0%
実績値 71.3% 69.5% 70.3% 72.2%
目標値 42 40 38 36 34 
成り行き値 40 44 46 48 50 52 
実績値 39 40 40 47
目標値 114 112 110 108 106 
成り行き値 110 114 116 118 120 122 
実績値 118 106 122 114

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民（保護者）：家庭は、健康的で基本的な生活習慣を子どもに身につけさせ、良好な家庭環境をつくる。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・学校は子どもの状態に気づき、支援を繋げる。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・特別な支援が必要な児童・生徒の増加が見込まれている。・オンライン授業、ＩＣＴ化などにより、個別最適な学びがで
きるようになる。・教員不足が生じている。

・支援の充実、いじめ対策などへの要望がある。

総合
計画
体系

重点施策
１　子どもたちがたくましく自立し確かな学力
を身につける

施策方針
３　子どもたちの状況に応じた教育や心の教
育の推進

関係課 こども課、子育て応援室

児童・生徒

子どもたちが安心して学校へ通える、通い
たいと思う。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A
児童・生徒数

B

C

A
自分の良さは、周りの人から
認められていると回答した児
童・生徒の割合（小学校）

A
-
2

自分の良さは、周りの人から
認められていると回答した児
童・生徒の割合（中学校）

B
不登校児童数を全体で３４
名以下にする（小学校）

B
-
2

不登校生徒数を全体で１０６
名以下にする（中学校）

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

成果がかなり向上した。 □
Ａ ・ A － 2
□成果がどちらかといえば向上した。

成果はほとんど変わらない。 □ □
B ・ B － 2
□成果がどちらかと言えば低下した。

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
有用感は全国平均より高いが、不登
校については、増加している。

Ａについては、全国平均より高い水準である。
Bについては、近隣他市と比べてどちらかといえ
ば低い水準である。

目標値を設定していない

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
いじめ問題への対応として、廿日市市いじめ問題対策連絡協議会（年１回）、廿日市市いじめ防止対策委員会（年３
回）開催した。学校環境適応感尺度（アセス）を市内全小・中学校で年３回実施し、研修講師を派遣した。こころの教
室相談員や生徒指導アシスタントを配置し、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を派遣した。つな
がり支援プロジェクトを市内全小・中学校で実施した。生徒指導アシスタントを設置した。こども相談室に青少年指導
員を配置した。特別支援教育支援員を配置した。教育委員会事務局に特別支援教育アドバイザーを配置し、巡回相
談、実態把握、専門的指導・助言、教育相談を実施した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
特別な支援が必要な児童生徒の増加が見込まれる中、あらゆるニーズに柔軟に対応できることが必要であり、その
ための人員確保や資質向上を図る取組の充実が必要。（教員へのサポート）

①施策の基本方針
子どもたちの状況に応じた教育や心の教育の推進

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａについては、本市の児童生徒の自己有用感に対する肯定的な回答の割合は、県の割合と比べて高い数値を示し
ている。また、ここ３年間の推移をみると、平均で小学校2.1ポイント、中学校1.35ポイント伸びている。このことから
も、自己有用感を高める市の取組「つながり支援プロジェクト」が浸透してきている。しかし、これ以上に自己有用感
の大幅な数値の増加は難しく、微増していく目標設定とした。
Ｂについては、本市の不登校児童生徒の割合は、ここ５年間の数値を見ると横ばいの状態だが、県や国の平均より
も高く、依然として本市の課題である。不登校の要因は、小・中学校ともに、「友人関係」「家庭環境」「学力不振」が上
位３つとなっているが、要因は複雑に絡み合っており、決定的なものは特定しにくい。そこで、１０年間の不登校生徒
児童の割合の平均から、具体的に減少させたい不登校児童生徒数を割り出し、施策目標設定とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）
Ａ：前期最終年度の実績値
Ｂ：国等で不登校の定義の見直しがあった場合

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
安心して学べる集団づくり 児童・

生徒
自己有用感を育む。

相談・教育体制の充実 児童・
生徒

こころの悩み（いじめ、
不登校、進路など）が
受け止められる。

発達段階に応じた子育てサポート
体制の充実

特別な
配慮が
必要な
児童・生
徒

一人ひとりの特性に
合った支援を受け、学
校生活を送る。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。
A

目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。　A-2
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。　B・B-2
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性２　人を育む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 生涯学習課
施策統括課長 佐々木　正臣

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B 文化財の数 個

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
市内の歴史に触れたり、史跡を訪れたり、無形・有
形文化を見たりした市民の割合

％

B 地域教材を活用した授業実施率 ％

C 無形・有形民俗文化財の団体数・人数 人

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：郷土の歴史や文化の継承・活用のためには、まず歴史・文化に触れたり見た
り、知ることから始まると考え、見たり触れたりしている市民の割合を把握する。
Ｂ：郷土の歴史を始めとした地域教材を活用している状況を把握する。Ｃ：無形・
有形文化財が適正に保存・継承されているかを把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：まちづくり市民アンケート、Ｂ：学校教育課、Ｃ：生涯学習課把握

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 33.0% 34.0% 35.0% 36.0% 37.0% 38.0%
成り行き値

実績値 32.2%
目標値 100.0% 10.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
成り行き値 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
実績値 100.0% 100.0% 100.0%
目標値 194 194 194 194 194 194 
成り行き値 181 181 181 180 180 180 
実績値 194 194 189 181 

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：郷土の歴史・文化に目を向け、興味・関心をもつ。　　■地域・コミュニティ：地域の文化を受け継ぐ。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■県：文化財保存大綱を策定する。
■市：県の文化財保存大綱に基づき、計画的に市内の文化財を保存・活用する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・文化財保護法が改正され、保全・保存だけではなく、地域において文化財が活用されることが示された。
・合併後１５年以上経過し、地域の特性に合わせたまちづくりが言われるようになり、地域の文化についてもクローズアッ
プされている。
・神楽団などを構成している人が高齢化している。
【withコロナ期】・神楽の公演や無形民俗文化財に触れる機会が見送られている。

地元で代々受け継いでいる文化を守り、伝えていくために、行政の支援の要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ２　郷土の歴史・文化を次世代につなぐ

施策方針
１　魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次
世代への継承

関係課 都市計画課、学校教育課

市民
文化財

魅力ある郷土の歴史や文化を知り、守り、
継承し、活用する。
適正に保存される。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

C

A
市内の歴史に触れたり、史跡を
訪れたり、無形・有形文化を見
たりした市民の割合

B
地域教材を活用した授業実
施率

C
無形・有形民俗文化財の団
体数・人数

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）
成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
Ａ：時系列比較する資料がないため
比較できない。Ｂ：最高水準を維持し
ている。Ｃ：文化を継承する人が徐々
に減少している。

他団体と比較できる資料がないため比較できな
い。

目標値を設定していない。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
小中学校でのふるさと学習により、ふるさとへの愛着と誇りを育てる授業を実施し、取組の成果を発表した。
指定文化財の保存修理・防火設備の維持管理事業の経費の一部を補助し、文化財の保存・保護を図った。
各地域にある歴史民俗資料館等の管理運営及び維持管理を行うとともに再編整備に向けた検討を実施した。
宮島地域の歴史的町並みを保存・復元・継承するために、伝統的建造物群保存地区として指定した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
郷土の歴史文化を継承するためには、まちへの愛着を高める必要がある。
文化財保存活用地域計画を策定し、計画的に文化財の保存・活用に取り組む必要がある。
郷土の歴史や文化に対する理解を深めるために、歴史文化を発信する歴史民俗資料館等の再編と建て替えを含め
た環境整備が必要。
宮島地域の伝統的建造物群保存地区では、伝統的建造物への理解醸成と共に、建物管理の仕組みづくりが必要。

①施策の基本方針
市への愛着に基づいた地域の歴史や文化に対する市民の関心を高め、文化財を適切に保存・活用する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａは、市民アンケートの新規設問であるため、成り行きが予測できないが、毎年１ポイントずつ上昇することを目指
す。Ｂは、現況値で最高水準であるため、最高水準の維持を目標値とする。Ｃは、無形・有形文化財の保存のための
活動する人が高齢化し減少する見込みであるが、前期基本計画の最高水準の維持を目標値とする。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
廿日市市への愛着と誇りの育成 児童・

生徒
廿日市市への愛着と誇
りを育成する

ふるさとを愛する心をつなぐ学習
環境づくり

市民 ふるさとへの愛着と誇
りを育成する

文化財や民俗芸能の保存 文化財 適正に保存され、継承
される。

歴史民俗資料館の整備及び活用
促進

市民・
国内外
の人

歴史文化について学
び、次世代に継承する
と共に、観光や学習の
資源として活用する。

宮島地域の歴史的町並みの保存 市民 歴史的町並みを適正に
保存し、活用し、次世
代に伝えていく。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 2 年 8 月 2 1 日
方向性２　人を育む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 子育て応援室
施策統括課長 梶田　真由美

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 測定不能 ―

B １５歳～４５歳の女性人口 人

C 住民基本台帳の１８歳未満の人口 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 合計特殊出生率 ％

B この地域で子育てをしていきたい人の割合 ％

C 保育園待機児童数 人

D
ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の
割合

％

Ｅ 子育て支援センターの利用者数 人

Ｆ 家庭児童相談件数 件

Ｇ 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：子育て環境の整備を図ることにより、合計特殊出生率が高められると判断し、市の実
態を把握する。Ｂ：廿日市市で子育てをしていきたいと思う市民の意識を把握する。Ｃ：保
育園待機児童数が少なければ安心して産むことができると判断し、市の実態を把握する。
Ｄ：子育てを楽しむためには、ゆったりとした気分で子どもと過ごすことが大切と判断し、母
親の実態を把握する。Ｅ：子育て支援センターの利用者数が多いことで子育てを楽しんで
いると判断し、実態を把握する。Ｆ：心身共に健やかに育てられるには、育てにくさを感じ
たときに相談でき、支援を受けることができることが大切だと判断し、相談件数の実態を把
握する。Ｇ：育てにくさを感じたときに親が対処法を知っていることで安心して子育てを楽し
むことができると考え、実態を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ｃ：こども課把握、Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ：子育て応援室把握

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値 18,300 18,000 17,700 17,400 17,100
実績値 19,938 19,674 19,393 18,982 18,613
見込み値 17,400 17,350 17,300 17,250 17,200
実績値 17,406 17,452 17,507 17,404 17,335
目標値 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
成り行き値 1.35 1.36 1.35 1.35 1.34 1.34 1.33 
実績値 1.39 1.46 1.36 
目標値 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%
成り行き値 98.2% 98.2% 98.3% 98.3% 98.4% 98.5%
実績値 97.50% 97.83% 98.12%
目標値 0 0 0 0 0
成り行き値 0 0 0 0 0 0
実績値 0 0 0 38 
目標値 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0%
成り行き値 81.8% 82.2% 82.4% 82.6% 82.8% 83.0%
実績値 81.36% 79.45% 81.55%
目標値 31,350 33,000 44,000 46,200 48,400 
成り行き値 28,000 28,500 30,000 40,000 42,000 44,000 
実績値 43,441 42,592 37,911 28,933 
目標値 700 735 772 811 852 
成り行き値 667 700 735 772 811 852 
実績値 563 579 605 636 
目標値 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%
成り行き値 78.2% 78.4% 78.4% 78.6% 78.8% 80.0%
実績値 87.20% 79.40% 78.20%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■家庭：親子の愛着を育む。家庭の役割を果たす。　■地域：地域ぐるみで子育てを支える。（第3の居場所、子ども食堂、朝ごはん
事業、あいさつ運動など）　■事業者：保育園を経営・維持する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・不妊治療、結婚、子育てに関する経済的支援・出産・子育てがしやすい環境づくり（妊娠出産知識普及、若い人の意識の醸成、妊
娠・出産・子育てのワンストップ相談支援、待機児童解消、ひとり親家庭支援、育休保障水準引き上げ、多子世帯支援）。・男性の育
休完全取得・定時退社促進。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・核家族化の増加による地域の人と人とのつながりの希薄化が加速する。・未婚化・晩婚化・晩産化が進行する。・結婚しても理想の
子ども数が減少する（子育てや教育資金への不安、子育てと仕事の両立の困難）。・子どもの貧困化。・ネット社会による情報過多。・
ネットからの子育て情報を得る人の増加。・子育ての孤立化による子育ての負担感の増加。・第2子以降出産意欲の減退。・子どもを
産む人と出生数の減少。・男性の育児参画数の増加。

不妊治療への支援の拡充（所得制限の廃止、対象者の拡充）、母子家庭への子育て用品の提供、学費の無償化、産後のサービス
無償化、若者の結婚・子育て支援（雇用・生活の安定）への要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ３　未来を担う人づくり

施策方針
１　子どもを安心して産み育てやすい環境づ
くり

関係課 こども課、健康推進課

この地域で子育てをしたいと希望する人
妊娠中から出産・子育て期における保護者
１８歳未満の子ども

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A
１５歳～４５歳の女性人口（住
基）

B
住民基本台帳の１８歳未満の人
口

A 合計特殊出生率

B
この地域で子育てをしていきた
い人の割合

C 保育園待機児童数

D
ゆったりとした気分で子どもと過
ごせる時間がある母親の割合

Ｅ 子育て支援センターの利用者数

Ｆ 家庭児童相談件数

Ｇ
育てにくさを感じたときに対処で
きる親の割合

廿日市市で産み育てる
安心して出産し、子育てを楽しむ
心身共に健やかに育てられる

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

成果がかなり向上した。 □

□成果がどちらかといえば向上した。

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
特定不妊治療助成制度の開始、ネ
ウボラの整備、保育園の整備（民営
化、一時保育、トイレ洋式化）による。

一時預かり保育実施園の整備や、民間事業者
の受入枠拡大に向けた保育園整備により、待機
児童が減った。

待機児童対策として民間事
業者による保育園整備、ネ
ウボラの整備により目標値
より高い実績値となった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育を
実施している。公私連携型保育所や民間保育園の新築費用の一部を補助し、多様な育児ニーズに対応する保育園
を設置した。
ネウボラや産後ケアなどの相談支援体制を充実した。こども医療費の助成、特定不妊治療費の助成など、子育て家
庭の応援、親になりたいと願う人への経済的支援を行った。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
子育て世帯、これから子育てをしようと思う人のニーズを把握する。不妊治療への支援の拡充。妊娠期から子育て
期におけるの切れ目のない相談支援拠点「ネウボラ」における機能の充実。妊産婦の相談支援拠点となる「産前産
後サポートセンター」の設置。児童虐待防止対策を行う子ども家庭総合支援拠点の設置。

①施策の基本方針
子どもを産み育てやすい環境づくりを推進する。　出生率の増加を目指して、子育て支援に重点を置く。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
子育て支援センターの拡充 子ど

も・保
護者

親子の交流が促進され
る。

地域全体での子育て支援 子ど
も・保
護者

地域の中で親子の居
場所ができる。

妊娠、出産、子育てと切れ目のな
い育児支援

妊娠中か
ら出産・子
育て期に
おける保
護者

安心して妊娠、出産、
子育てができる。

保育等の充実 保護者 子育てと仕事を両立で
きる

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

Ａは、国の値を目標とするため、国のＨ30年度までの過去１０年間の合計特殊出生率平均である１．４２を目標とし
た。
Ｂ、Ｄ、Ｇは、健やか親子２１の最終目標（令和６年度）を用いて、目標設定を行った。Ｂの実績は乳幼児健診の平均
値であるが、国の平均値をすでに上回っているため、国の３・４ヶ月児健診の基準を目標値とした。
Ｅは、ハード事業整備に伴い増加を見込み、その１割増で目標値を設定した。
Ｆは、相談件数の実績が毎年５％増加しているため、目標値も毎年５％増とした。相談件数が増加することをプラス
に捉え、市民の地域を見守る意識の高さと考え、目標設定を設定した。相談件数の内、虐待件数の占める割合の減
少も指標として施策を実施していく。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性２　人を育む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 生涯学習課
施策統括課長 佐々木　正臣

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 児童・生徒数 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A コミュニティスクールの導入校数 校

Ｂ
今住んでいる地域の行事に参加している児童生徒
の割合

％

Ｃ

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：地域全体で共通の目標を持って取り組むコミュニティ・スクールの仕組みを全
地域で導入することにより、持続可能な地域社会の実現を目指す。
Ｂ：地域の行事に参加することで、地域への理解・関心が高まるきっかけとなると
考え、実際に参加している児童生徒の割合を測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：生涯学習課調べ、B：文部科学省全国学力・学習状況調査

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 8,992 8,957 8,965 9,022 9,099
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 5 16 27 27 27
成り行き値

実績値 0
目標値 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%
成り行き値 - 65.6% 67.3% 70.3% 73.1% 74.8%
実績値 70.3% 67.3% 65.6% 73.1%
目標値 50.0% 51.0% 52.0% 53.0% 54.0% 55.0%
成り行き値 -
実績値 49.2% 49.2% 49.9% 54.1%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

市民：学校に興味・関心を持つ。　地域：地域の子どもは地域で育てる意識を醸成し、学校に協力する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
子どもたちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を養うとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の
活性化や子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進する。無償ボランティアを含む地域の様々な方の参画を得て、
様々な地域学校活動を総合化・ネットワーク化を進めつつ実施することに努めるとともに、活動の充実を図ることとする。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・再雇用や定年延長などにより、地域の担い手が不足していく。
【withコロナ期】・地域の活動が制限される。地域の子どもたちとの対面でのコミュニケーションが困難となる。

・再雇用や定年延長などにより、地域の担い手が不足していることへの対策について要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ３　未来を担う人づくり

施策方針
２　地域と学校の協働による創造性豊かな
子どもの育成

関係課 学校教育課、佐伯支所

児童・生徒

地域への理解・関心をもつ

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 児童・生徒数

B

C

A コミュニティスクール導入校

B
今住んでいる地域の行事に
参加している児童の割合

C
今住んでいる地域の行事に
参加している生徒の割合

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

成果がかなり向上した。 □

□成果がどちらかといえば向上した。□

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
・小学校１７校、中学校１０校に地域
学校協働本部を設置した。

・広島県内においては、地域学校協働本部を全
地域で実施している市町はほとんどない。

・全小中学校に設置すること
が目標であり、目標値どおり
の実績値であった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・家庭と地域と学校が協働し、地域ぐるみでの教育支援を行う「地域学校協働本部」を全小・中学校に設置した。
・地域ボランティアによる児童への学習や生活習慣、スポーツ指導などを行う放課後子供教室を実施し、児童が安
心して学習できる居場所づくりを行った。
・「親の力」をまなびあう学習プログラム（親が親としての役割や責任を自覚し、子育ての技術や知識を学ぶことを目
的に、広島県が作成したプログラム）のファシリテータのスキルアップのため、ステップアップ研修への参加を促し、
ファシリテータを活用した講座を実施した。
・佐伯高校に県外等からの入学者を受け入れるための下宿改修費の補助や、下宿通学者・遠距離通学者の経済的
負担を軽減する補助を行った。
・佐伯高校の魅力化を担当する地域支援員を配置し、生徒の学習を支援する公営塾を運営した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・全小中学校において、地域学校協働本部の設置が完了したが、より地域と学校が「連携・協働」し、「学校を核とし
た地域づくり」を推進する必要がある。
・新たなボランティアの担い手を発掘するため、市民センター等と連携し、活動内容など情報発信する必要がある。
・児童が安心して学習に取り組める居場所づくりをさらに進めるため、放課後子供教室の課題を洗い出し、解決に取
り組む必要がある。
・学習機会・情報提供の充実のため、関係施設へのチラシ配布等による親プロの周知が必要である。
・ファシリテーター間の情報交換や資質向上のために、情報交換会を実施する必要がある。
・ファシリテーターの派遣先を増やすため、子育て支援センター（ママフレンド）との取組を進める。

①施策の基本方針
地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化や子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａは、令和３年度までに５校、令和４年度までに１６校、令和５年度までに全小中学校２７校でコミュニティスクールを
導入することを目標とする。
Ｂは、コロナウイルスにより地域行事が中止・縮小しているが、再開したときに前期基本計画の目標値であり、未達
成である数値を目指す。Ｃは、前期期間中の目標値を超えているため、さらに着実に約１ポイントずつの向上を目指
す。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針

地域学校協働本部の活動推進

地域の
人

地域の子どもたちを育
成する。

放課後子ども教室の推進

児童・
生徒

地域社会の中で心豊
かに健やかに育まれ
る。

佐伯高等学校の魅力化

佐伯地
域

入学者を増やすこと
で、賑わい、活性化す
る。

学習機会・情報提供の充実

保護者 家庭教育に関する学習
の機会や情報の提供
を受ける。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水
準である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水
準である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 2 年 9 月 3 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 人権・男女共同推進課
施策統括課長 福ケ迫　美千子

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口 人

B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 固定的な役割分担意識を持たない市民の割合 ％

B 市の審議会等における女性委員の占める割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：性別に関係なく、誰もがお互いの個性と能力を認め合い、支え合うためには、
固定的な役割分担意識を払拭する必要があるため、市民意識の状況を把握す
る。Ｂ：市政への方針決定過程において多様な意見を反映するためには、審議
会などにおける男女比の均衡を図る必要があると考え、その参画率の状況を把
握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：アンケート（人権・男女共同推進課、まちづくり市民アンケート）、Ｂ：人権・男女
共同推進課調べ

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 51.0% 52.5% 52.5% 52.5% 54.5% 54.5%
成り行き値 50.0% 50.0% 51.0% 52.0% 53.0% 54.0%
実績値 50.6%
目標値 26.0% 26.0% 27.0% 28.0% 29.0% 30.0%
成り行き値 25.9% 26.0% 26.0% 26.0% 27.0% 27.0%
実績値 25.9%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：性別による固定的役割分担意識にとらわれず、家庭・学校・地域・職場で誰もが互いに認め合う意識をもつ。
■地域：地域団体の役員等への女性の参画を積極的に進めるとともに、女性が主体的に活躍できる環境づくりに努め
る。
■事業所：職場での女性の活躍の機会を確保・充実する。男女ともに育児休業・介護休業が取得しやすい風土や長時
間労働の解消など家庭生活との両立に配慮した就労環境をつくる。セクシュアル・ハラスメント等のハラスメント対策を
行う。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・第２次廿日市市男女共同参画プラン（後期実施計画）を推進する。
・市民・事業所等への意識啓発を図るための研修等を行う。
・関係する審議会委員、自治会長、管理職等方針決定過程への女性の参画を積極的に進める。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・育児・介護休業法の改正により、男性の育児参加が進んでいる。
【withコロナ期】在宅勤務の増加等により、家庭における女性の負担が増加している。

・市が設置する審議会等の女性委員、市職員の管理職等の女性の割合の向上への要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 １　ライフステージに応じた支援をする

施策方針 １　男女共同参画の推進 関係課

市民

誰もがお互いの個性と能力を認め合い、
支え合う家庭・学校・地域・職場をつくる

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 市民

B

C

成
果
指
標

A
固定的な役割分担意識を持
たない市民の割合

B
市の審議会等における女性
委員の占める割合
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
Ａについては、広島市より低い水準である。（広
島市H27：61.2%）
Ｂについては、広島市より低い水準である。（広
島市R2：30.0%、廿日市市R2：24.4％)

ＡＢともに、目標値を設定し
ていない。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・「男女共同参画市民フォーラムinはつかいち」を実施し、市民への意識啓発を行った。
・男女共同参画意識の浸透や働く場における男女共同参画を推進するための各種研修を行った。
（市民センターにおけるセミナー、就職・再就職を希望する女性を対象とした就業支援セミナー等）

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・従来行ってきた啓発事業から、男女共同参画社会の実現に向けた実践的な事業へ転換する必要がある。

①施策の基本方針
性別により生き方や働き方の選択肢が制限されることなく、個性と能力を発揮できる社会の実現をめざす。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・男女共同参画プランの実施計画見直し時期であるＲ４年度までを１期、Ｒ７年度までを２期として、目標値を設定す
る。
・指標Ａについては、平成３０年度に実施した意識調査における女性のみの回答５４．６％に近づける。
・令和３年度及び令和６年度に市民意識調査を実施予定であり、令和４年度の実績値を踏まえて令和４年度以降の
数値を見直す。
・令和４年度までにターゲットを絞ったセミナー等により効果的な啓発を行う。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
男女共同参画を進めるための人
づくり

市民 男女共同参画を実践す
る。

起業への働きかけの推進 事業所 男女共同参画を実践す
る。

男性の家事・育児・介護への参加
の促進

男性 家事・育児・介護の役
割分担をする。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

・令和４年度の意識調査において、現況値より数値が下がった場合。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 産業振興課
施策統括課長 光井　栄造

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
ダイバーシティ、ワークライフバランス等啓発事業の
参加者数（累計）

人

B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる企業数（一
般事業主行動計画策定状況）

社

B

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：仕事と生活の両立がしやすい職場環境を整備するための手段である計画の
策定状況を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：広島労働局への聞き取り

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 100 102 105 108 111 114 
成り行き値 100 102 105 108 111 114 
実績値 86 88 91 98 
目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

【市民】就業に必要なスキルの向上や知識の習得に努め、市内企業への就職など地域社会の活性化の主体となる。
【事業者】就業機会の増大、人材の育成及び多様な労働条件の整備に努める。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・子育てや介護等をしながら働くことができる就労環境づくりと、働きやすい、働き続けられるなど働く人に選ばれる職場
づくりを促進する。
・地域や企業が求める人材の確保、育成の仕組みづくりなど多様な産業人材の育成を促進する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・働き方改革関連法の施行、入管法の改正などの影響により、働き方の見直しや新たな制度への対応が重要となってく
る。

総合
計画
体系

重点施策 １　ライフステージに応じた支援をする

施策方針 ２　多様な働き方の推進 関係課
しごと共創センター、障害福祉課、
高齢介護課

多様な人材の雇用を希望する事業所

魅力ある職場づくりを行い多様な人材を雇
用する準備ができている。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A
ダイバーシティ、ワークライフバラン
ス等啓発事業の参加者数（累計）

B

C

A
ワーク・ライフ・バランスに取
り組んでいる企業数（一般事
業主行動計画策定状況）

B

C

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
一般事業主行動計画策定状況は
徐々に向上している。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・ダイバーシティ経営の導入研修やイクボストークの開催等を通じて、誰もがいきいき働ける職場環境づくりの推進に
取り組んでいる。
・人材確保や人手不足が深刻な経営課題となる中、市内企業と大学や高校等をつなぐ取り組みを強化している。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・地元企業の人材確保は深刻な経営課題となっており、地元で働きたくなる職場環境づくりや効果的な情報提供の
仕組みが求められている。
・働き方改革関連法の施行、入管法の改正等が進んでいるとともに、退職シニア等や外国人材の活用促進が重要と
なっている。

①施策の基本方針
・多様な働き方としごとづくり・人づくりを推進する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・地元企業が求める人材の確保、育成の仕組みをつくる。
・市内経済団体と連携して企業へのダイバーシティ経営の考え方を浸透させ、地元で働きたくなる職場環境づくりや
効果的な情報提供の仕組みを構築する。
・しごとづくり、人づくりのサポート機能を強化し、地元企業が求める専門性を有する多様な産業人材を育成する。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
就労意欲のある高齢者に対する
支援

働く意欲
を持つ
高齢者

生涯現役で活躍する。

就労意欲のある障がい者への支
援

働く意欲
を持つ
障がい
者

能力を活かした場で就
労する。

新たな就業希望者の就労支援 就業希
望者

希望する職種・地域で
就労する。

就職・再就職を希望する女性への
学習機会の提供

女性 多様な働き方で、就職・
再就職をする。

ワーク・ライフ・バランスの啓発 企業・
事業所

必要な人材を雇用でき
る。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

新型コロナウイルス感染症の影響による社会像や社会的価値観の変化、企業行動の変化
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 協働推進課
施策統括課長 和田　浩

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口

B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 地域の活動に参画している市民の割合 ％

B 市民センターが利用しやすいと思う市民の割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：まちづくりに興味・関心を持っている市民の割合を把握する。A-2：まちづくりに
参画（担い手として活動）している市民の割合を測定する。B：まちづくりに興味・
関心をもつために、市民センターを利用してもらう必要があり、市民センターの利
用しやすさを測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、Ｂ：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035
見込み値

実績値

目標値 40.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 57.1%
成り行き値 40.0% 40.0% 45.0% 46.0% 47.0% 48.0%
実績値 55.8% 55.0% 57.1% 44.4%
目標値 28.2% 28.4% 28.8% 29.0% 29.2% 29.5%
成り行き値

実績値 28.2%
目標値 40.0% 40.0% 42.0% 45.0% 48.0% 50.0%
成り行き値

実績値 44.2%
目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：地域の行事や活動に興味・関心を持つ。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・地域コミュニティへの支援

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・地域のまちづくりの担い手が不足している。・共働き世帯が増加し、多忙となっている。・晩婚化、８０５０問題など、地域
社会との接点が減少している。・インターネットやスマートフォンの普及により、隣近所とのつながりの必要性を感じない
人や、地域活動について無関心な人が増えている。
【withコロナ期】地域での活動（総会や行事など）が自粛されている。

・大規模災害が全国各地で起こり、避難行動や避難生活での共助の大切さについての意見がある。
・高齢者の独居世帯が増加傾向であり、見守りの必要性への要望がある。

総合
計画
体系

重点施策
２　地域のまちづくり活動を支える環境をつく
る

施策方針 １　まちづくり活動の推進 関係課 地域政策課、生涯学習課

市民

まちづくりに興味・関心をもち、参画する。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

A
地域の行事（とんどなど）に
参加している市民の割合

A-2
地域の事業（見守りなど）に
参画している市民の割合

B
市民センターが利用しやす
いと思う市民の割合

C

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）
成果がどちらかと言えば低下した。 □

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
Aについては、コロナの影響か、成果
が低下している。A-2、Bについては、
比較するデータがない。

近隣他市と比較できない。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・まちづくり拠点施設の整備として、大野支所複合施設の整備実施、吉和支所・市民センター等の公共施設を機能集
約する複合施設整備に着手した。また、宮島支所跡地に市民センター機能及びまちづくりと交流拠点機能、おもてなし
機能を有する宮島まちづくり交流センターを整備した。
・身近な地域活動の拠点としての市民センターについては、策定した長寿命化計画に基づく改修及びより多くの人に
快適に利用してもらうためのバリアフリー化等を進めていく。
・市民センターが生涯学習及びまちづくりの拠点として、より地域に密着し、地域の課題解決につながるよう、佐方市
民センター及び串戸市民センターの管理運営を地域で行った。
・市民活動センターを市民にとって使いやすい施設とするため、市民活動団体により構成される市民活動センター運
営協議会と企画運営を行った。
・市民活動センターおおのを開館した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・多様な主体を相互につなぐ中間支援機能を発揮できる体制をつくる必要がある。
・吉和及び宮島地域を含め市内全域の活動拠点においてまちづくり活動ができる体制を整備するなど、まちづくり活動
の支援を行う必要がある。

①施策の基本方針
地域や各種団体など、まちづくりの担い手のとともに着実に推進していく。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａについては、再び地域行事ができるようになったときに一度離れた地域住民を呼び戻す必要があり、前期期間中に
最も高かった数値を目標とした。Ａ－２については、実績値が単年度しかないため見込みが立てられないが、地域の
担い手が高齢化などで減少していく中で、現状を維持することプラス担い手の着実な育成を目標とした。Bについて
は、コロナ感染症の予防や外出自粛により市民センター利用者がいったん減少すると見込んでいる。アンケート結果
から、市民センターを利用している人のうち７４％は「利用しやすい」と答えているため、宮島まちづくり交流センター
（R3.4)、吉和支所複合施設（R5.5)、筏津地区公共施設（R5.3)などの新たな拠点施設を整備することで、新規利用者の
増加を見込み、利用しやすいと感じる市民が増えることを目標として設定した。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
活動に参画しやすい環境づくり 市民 できることをできる人が

担う

まちづくり拠点施設の充実・整備 市民 拠点を中心として活動
しできる。

地域活動の支援 市民 地域活動の担い手とな
る。

協働によるまちづくりの推進 多様な
主体

まちづくりの担い手とな
る。

多文化共生の地域づくり 市民 多様な文化をもつ住民
を受け入れ、共にまち
づくりの担い手となる。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

指標Ａについては、前年度から１０ポイント以上下がっているが、これはＲ２年４月末に測定したもので、コロナウイル
ス対策のための緊急事態宣言中であったことから、回答者の中には、コロナ自粛中で地域の活動が行われていな
かったため、「参加していない」を選択したことも考えられる。次年度の測定で、大きく実績値が変わった場合は目標値
を再検討する必要がある。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 地域政策課
施策統括課長 小田　和歳

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 地域自治組織数 組織

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
地域課題を地域主体で解決に向けて取組をしている
と思う市民の割合

％

B
課題解決に向けた地区単位の円卓会議が開催さ
れ、取組に反映できている地区数

地区

C

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：地域課題を地域で解決できているかどうか、市民の実感から状況を把握す
る。B：地区の地域課題を解決する状況を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：まちづくり市民アンケート、B：地域政策課調べ

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値 28 28 28 28 28
実績値 28 28 28 28 28
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 31.3% 31.5% 31.7% 31.9% 32.1%
成り行き値 31.1% 29.7% 28.3% 26.9% 25.5% 24.1%
実績値 31.1% 18.6% 17.3% 15.8%
目標値 15 17 19 20 21 
成り行き値 13 
実績値

目標値
成り行き値

実績値

目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：町内会に加入し、地域に興味関心をもつ。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・地域自治組織からの相談対応や、地域自治組織に対する助言、提案等の切れ目のない支援

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・少子化によりＰＴＡや子ども会として活動する保護者の担い手が不足する。
・定年延長、再雇用制度による地域の担い手が高齢化する。

総合
計画
体系

重点施策
２　地域のまちづくり活動を支える環境をつく
る

施策方針 ２　持続可能な地域自治への支援 関係課
協働推進課、中山間地域振興室、
各支所

地域自治組織

持続可能な地域の実現に向けた市民主体
の組織となる。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 地域自治組織

B

C

A
地域課題を地域主体で解決
に向けて取組をしていると思
う市民の割合

B
課題解決に向けた地区単位
の円卓会議が開催され、取
組に反映できている地区数

C

D

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）
成果がどちらかと言えば低下した。 □

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
地域課題を地域主体で解決できると
思う市民の割合は低下している。円
卓会議の実施は目標値を達成してい
る。

近隣他市と比べるデータではない。 円卓会議の実施は目標値通
りの実績値だった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・地域自治組織の活動支援として、まちづくりのパートナーである地域自治組織が計画した事業に対し「まちづくり交
付金」による支援を行い、地域課題の解決や地域特性を生かした事業の実施を推進した。
・持続可能なまちづくりの推進と中山間地域の振興を目的に、旧浅原小学校に、交流会館、交流広場、交流ホールを
備えた浅原交流拠点施設を整備した。
・集会所管理運営委員会等に対し、地区集会所の維持管理に要する経費について補助金を交付し、地区住民におけ
る地域活動を推進した。
・佐伯地域及び吉和地域における地域力の維持・向上を図るため、地域支援員を配置し、玖島地区、浅原地区及び
吉和地域の活性化、佐伯高等学校の魅力化、定住促進、農業活性化の取組を行った。
・定住推進員を配置し、地域と連携して定住を推進した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・地域自治組織の活動については、限られた財源、人的資源の中で地域で地域の行事を棚卸しし、本当に必要な事
業の優先順位付けを促し、地域自治組織の合意形成に基づくアイデアを実現に導くための支援が必要である。
・集会所については、従来の地域自治活動の場としての利用や、高齢化や人口の減少が見込まれる中、集会所機能
としての役割の変化も生じると考えられることから改めて公共施設としてのあり方について整理する必要がある。
・佐伯・吉和地域の地域力の維持・向上に向け、地域支援員の配置の効果を高めるためには、地域支援員を採用す
るに当たり、地域の課題を明確にし、設定した課題に基づく取組を行う上での地域支援員の必要性を十分検討する
必要がある。

①施策の基本方針
持続可能な地域自治に向けて、地域力や組織力の維持と課題解決に主体的に取り組む地域自治組織を支援する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａ：アンケートの設問の変更により、平成２９年度からの実績値が低下しており、令和２年度ではより答えやすい設問
とし、平成２８年度実績値に見込んでいる。その後、成り行きでは、社会情勢や地域の実情から徐々に低下していくこ
とが見込まれるが、持続可能な地域自治の維持・向上はまちづくりにおける基盤となるため、平成２８年度実績値か
ら１ポイント向上させることを目標値とする。
Ｂ：現在、全28地区において円卓会議は実施されているため、その場で出た意見やアイデアが地域自治組織の活動
に反映していくことを目標とする。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
地域自治組織の活動支援 地域自

治組織
地域の実情に合わせた
活動が行える。

中山間地域における生活サービス
機能の充実

佐伯・吉
和地域の
住民

地域の特性を活かした生
活サービスを受ける。

集会所機能等の維持 利用市
民

便利に活動ができる。

地域支援員の配置 佐伯・吉
和地域の
住民

活動の支援を受ける。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 農林水産課
施策統括課長 橋本　知明

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 市内農林水産事業者 事業者

B 市内事業者 事業者

C 人口 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A JA産直市場売り上げ高 万円

B 経営管理実施権配分計画 箇所

C 漁業生産額 円

D 市内総生産額 円

E 市内の農水産業物を購入している市民の割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ、Ｂ、Ｃ：農業、林業、漁業の生産額を測定する。Ｄ：企業が連関により売上が向上するこ
とが成果であると考え、また定期的に数値を測定できる指標として、市内総生産額を測定
する。Ｅ：市内の農水産業物を消費しているかどうかを、市内産農水産業物の購入してい
る市民の割合から測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ、Ｂ、Ｃ：農林水産課把握　Ｄ：産業振興課把握　Ｅ：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値
見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

目標値 22,000 － － － －
成り行き値 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 

実績値

目標値 3 
成り行き値 1 
実績値

目標値 24億 28億円 28億円 28億円 28億円 28億円
成り行き値

実績値 30億円 34億円 34億円 30億円

目標値 4000億
成り行き値

実績値

目標値 33.0% 34.0% 35.0% 36.0% 37.0%
成り行き値 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0%
実績値 31.8%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■市民：農業生産基盤や農業集落機能を維持保全する。市内産の農作物、漁業物を進んで選ぶ。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・農業生産基盤の維持・保全・整備を支援する。担い手の育成支援をする。
・農商工連携を促す。
・産学金官の連携・協働による多様な経営を支援するための産業支援プラットフォームの構築を強化する。
・農林水産業者、商工業・観光事業者、産業支援機関等との産業連関を強化し、市内産品の付加価値を創出し、域内の
供給と需要の循環を図る。
・農林業生産基盤となる林道等の整備を行う。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響による消費者の需要、産業構造が変化する。

総合
計画
体系

重点施策 ３　地域資源の活用を図る

施策方針
１　農林水産業の経営力強化と産業連関の
強化

関係課
産業振興課、しごと共創センター、
施設整備課

市内農林水産事業者
市内事業者
市民

農林水産業生産額向上
連関による生産額向上
市内の農業・林業・水産業を消費する

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 市内農林水産事業者数

B 市内事業者数

C 人口

A JA産直市場売り上げ高

B 経営管理実施権配分計画

C 漁業生産額

D 市内総生産額

D
市内の農水産業物を購入し
ている市民の割合

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。□

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）
成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
漁業生産額以外は目標値よ
り低い実績値であった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・経営力の高い担い手や新規就農者の育成のため、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。
・担い手の計画的な生産体制整備・販路拡大を図り、生産者と実需者（飲食店、製造・販売業者等）をつなぐため
の中間流通の仕組みづくりや、マッチング支援を行った。
・漁場環境の保全や水産資源の維持増大、漁業経営の体質強化等を図る取組に対して支援し、漁業経営の安定
と活性化を図った。
・上ノ浜、梅原、丸石漁港の海岸保全施設の適切な維持管理を推進し、防護機能や安全性を確保するため、長寿
命化計画を策定するとともに、本計画に基づく梅原漁港海岸の保全工事を行った。
・中小零細企業の経営改善普及事業である金融、経営、税務、労務などの相談及び指導を積極的に推進していく
ため、廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会及び宮島町商工会を支援した。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部と業務連携・協力に関する覚書を締結し、中小企業の支援（人材
育成等）に取り組んだ。
・新たな活動が始まった津田地区など商店街等が行う、魅力的で活力ある商店街とするための取組や、はつかい
ちプレミアム付商品券の利用促進による市内の消費喚起を促すための取組を支援した。
・市内産の農林水産物を活用した商品、市内事業者の食品加工技術を活用した商品、廿日市の歴史や文化に紐
付いた商品の開発を支援するため、専門家を招いて研究会を開催するとともに、商談会や催事に参加するなど販
路開拓を行った。
・農林業地域の環境改善を図るため、農水路及び農道・林道の整備を行った。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・耕作放棄地の増加や生産者の高齢化、地産地消の促進などの課題に対応するため、本市のめざすべき姿と、そ
れに向けた取組をまとめた「農業振興ビジョン」の策定が必要である
・商店街活性化・農商工連携について、セミナーの開催や商店街をフィールドとした異業種連携の機会等を提供す
ることで、市内事業者と生産者の新たな連携が生まれつつあるため、これを育成支援する必要がある。
・市内産品を活用した商品開発支援について、販路開拓、プロモーションなど販売に向けた仕組みづくりを行い、
今後、事業者間で自走できるよう支援する必要がある。
・農林業の生産基盤（農林道等）を強化し、安定的な生産供給体制を確立する必要がある。

①施策の基本方針
市内の農林水産業・商工業者・各組合・経済団体同士の連携促進を図ることで、互いの強みを活かす施策を講ず
ることを基本として活動する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
A：地産地消を進めていく中、まだ十分に取り組めていないこともあるため、数値の上積みが可能と考えられる。
B：新たに取組む制度のため現在計画を立案中である。このため、詳細な目標値が設定できない。
C：水産物についてはブランド化が進んでおり、金額の上積みが難しい状況である。また高齢化が進んでいるた
め、現状維持を目標とする。
E：各団体や教育委員会等と連携し、市民の地産地消を高める取組をR2から始めているため、上積みが期待でき
る。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
担い手育成や地産地消などによ
る農林業の振興

市民 安定的な農産物の供
給が受けられる。

経営力強化と基盤整備による水
産業の振興

市民 安定的な水産物の供
給が受けられる。

地域に密着した商工業の振興 市民 身近な場所で買い物
ができ、まちが賑わう。

農商工連携の強化

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水
準である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水
準である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

Ａ：ＪＡの計画に合わせ、令和４年度以降の目標値を設定する。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 産業振興課
施策統括課長 光井　栄造

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 地域資源（木製製品） 個

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 伝統工芸の技術後継者（宮島細工、けん玉等）の人数 人

B
地域産業資源（木製製品）について知っている市民
の割合

％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：地域の伝統産業を振興するため後継者の育成状況を把握する。Ｂ：地域資源
としての木材関連産業を振興するため、市民の認知度を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

Ａ：産業振興課、C：まちづくり市民アンケート

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 5 5 5 6 6 6 
成り行き値

実績値

目標値 44.0% 46.0% 47.0% 48.0% 49.0% 50.0%
成り行き値

実績値 42.8%
目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：地域資源や伝統産業の文化的・歴史的価値を認め、地域資源を活用した商品や伝統工芸品等のある暮らしを
尊重する。
■事業者：地域資源を積極的に活用し、新商品・新サービスの開発、市場化に取り組む。伝統産業の維持発展のため、
自主的に担い手の育成に取り組む。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・市内の多様な主体の連携・協働により、地域の強みである産地の技術、農林水産品、観光資源等の地域資源を積極
的に活用した新商品・サービスの開発、販路開拓、ブランド化（付加価値の創出）を支援する。
・地域資源としての木材関連産業、伝統的な技術・技法等でつくられた伝統的工芸品産業の振興や後継者の確保、育
成を支援する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・地域資源法（地域資源活用計画）の廃止により、地域資源活用に対する事業者の意識（気運）の低下が懸念される。
・職人の高齢化により後継者への技術の承継が困難になる。

総合
計画
体系

重点施策 ３　地域資源の活用を図る

施策方針 ２　多様な地域資源のブランド化 関係課 しごと共創センター、観光課

地域資源（木製製品）
けん玉

廿日市市の伝統的工芸品やけん玉制作
の技術が継承され、認知度が向上する。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 地域資源（木製製品）

B

A
伝統工芸の技術後継者（宮
島細工、けん玉等）

B
地域産業資源（木製製品）に
ついて知っている市民の割
合

C

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
前期基本計画での指標｢地域産業資
源の件数」は１９件から３１件まで増
えた。

近隣の大竹市や安芸太田町、江田島市と比べ
ると多いが、広島市と比べると低い水準である。

目標は４０件であったため、
結果として低い実績値であっ
た。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・平成２６年度から開催しているけん玉ワールドカップは、国内外に「けん玉発祥の地」、「木のまちはつかいち」をア
ピールするイベントとして定着しており、市民のシビックプライドの醸成、けん玉や木工製品等の地域産業資源への
関心の高まりに寄与している。
・地域ブランドの創出と地域活性化を図るため、平成３０年度にふるさと名物応援宣言（宮島細工・木製製品）を行
い、これらを活用した新商品・新サービスの開発や販路開拓に意欲的に取り組む中小企業者等を積極的に支援して
いる。
・市発祥の玩具であるけん玉を、遊び道具としてだけではなく、芸術性を高めたものとして、海外ブランドメーカーとの
コラボ企画し、世界に通用するブランド化に挑戦している市内製造業者もいる。
・「木のまちはつかいち」として、宮島細工や杓子等の伝統工芸が承継されており、担い手となる後継者の養成ととも
に、新商品の開発が期待される。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・けん玉については、高付加価値化に取り組む市内事業者がいる一方で、木材利用センターのけん玉製造は担い手
が定着せず、技術者の高齢化による後継者不足が深刻化している。

①施策の基本方針
・地域資源を活用したビジネスや伝統工芸品を含む木材関連産業を振興する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・地域産業資源の活用により、はつかいちブランドを構築する。
・後継者の育成により伝統産業の振興を図る。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
伝統的工芸品を支える後継者育
成、技術継承、販路開拓などの支
援

市 伝統工芸品を普及する
ことで認知度が向上す
る。

伝統産業の地域資源としての利
活用の検討

市 地域資源を活用し、認
知度が向上する。

けん玉ブランドの確立 市 廿日市産けん玉がブラ
ンド化され、認知度が
向上する。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

・伝統産業に携わる職人の引退等
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 観光課
施策統括課長 村上　雅信

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 観光客数 人

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 宿泊観光客数 人

B 観光客一人当たり消費額 円

C ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：宿泊観光客数で市内の観光客の状況を把握する。B：一人当たり消費額で市
内の観光ブランド力が向上した状況を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、B：観光課調査

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 821万 810万 754万 791万
見込み値

実績値

目標値 30万 40万 50万 60万 70万
成り行き値 25万 25万 30万 40万 50万 60万
実績値 66万 69万 64万 67万
目標値 3,000 3,000 3,500 3,800 4,000
成り行き値 2,500 2,500 2,500 3,000 3,200 3,500
実績値 3,372 3,515 3,541 3,627
目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：自ら市内観光消費者となり、週末レジャーなどで訪れた地元の良さを再発見し、市内外に発信する。
■事業者：各事業者が、創意工夫により観光資源の磨き上げを行い、魅力充実を図る。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・受け入れ環境を整備する（快適性、安全性、ストレスフリー、新しい観光スタイルの推進）。
・市内全域への回遊促進の仕組みづくりをする。
・市内の多様な事業者の連携・つながりづくりの推進による観光コンテンツの強化を図る。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
【現状】：新型コロナウイルス感染症の影響により、観光需要は大きく減少している。
【withコロナ期】：感染拡大防止を徹底し、近隣客など国内旅行需要を喚起するため、新しいスタイルの観光コンテンツを
充実させ、マイクロツーリズムやエコツーリズムなど新たな観光への対応が求められる。
【afterコロナ期】：中長期的スパンにおいては、インバウンドは引き続き重要である。

・市内の滞在時間及び宿泊観光客数を伸ばし、観光消費額を増やすよう要望がある。
・宮島口を観光交流拠点として、宮島を訪れる観光客を市内全域に回遊させる要望がある。
・嚴島神社大鳥居の改修期間中の観光需要の下支えとなる新たな魅力づくりの必要性について意見がある。

総合
計画
体系

重点施策 ４　観光ブランド力の向上を図る

施策方針
１　地域資源の磨き上げと受け入れ環境の
充実

関係課 中山間地域振興室

廿日市市を訪れる観光客

宿泊観光客数が伸び、一人当たり消費額
が増える。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 観光客

B

A 宿泊観光客数

B
観光客一人当たり消費額
(観光消費額／観光客数）

C

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

成果がかなり向上した。 □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
外国人観光客受け入れ環境の整備（Wi-
Fi 11アクセスポイント、案内板の多言語
化、トイレの洋式化など）を行い、外国人
観光客の受け入れを進めた。

世界的に旅行者が増えたことで
観光地宮島の観光客も増えて
きた。インバウンドでは、フラン
ス観光客が一番多く、観光友好
都市提携によるプロモーション
の結果が出ている。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
受け入れ環境の整備について、Wi-Fiの整備やトイレの洋式化など、ハード面の整備は、着実に、計画的に実施でき
ている。
一方、市内の滞在時間、宿泊を増やし、観光消費額を伸ばすことや、宮島と市内各地域をつなぎ、集客と経済効果
を高めることについては、成果が十分出ていない。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・Withコロナ、Afterコロナ期における観光振興の進め方
・ターゲットの見直し（近隣、国内観光から始め、その後インバンドへ拡大）
・観光需要の変化に合わせた新しい観光コンテンツの造成（エコツーリズム、ワーケーションなど）
・中山間地域への回遊促進と観光消費額の増加
・宮島の大鳥居改修工事期間中の観光需要の喚起

①施策の基本方針
国において、観光は成長戦略の柱、地方創生への切り札であると位置づけられ、国内旅行需要の強力な喚起や観
光産業の回復と体質強化、中長期的スパンにおいて重要なインバウンドの回復を図るとされている。世界遺産宮島
を抱える本市においても、観光振興は重要は施策であるため、推進していく。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａ：落ち込んだ観光需要を、まずはコロナ禍の前の水準まで早期に回復させ、その後は、従来値を上回る水準まで増
加させる。令和６年には、観光振興基本計画（Ｈ27～R6の10年間）の最終目標値である、宿泊客数70万人を目指
す。
Ｂ：宿泊者数の増加による観光消費額単価の上昇を見込み、４，０００円を目指す。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
受け入れ環境の充実 観光客 快適に観光できる。

地域資源の磨き上げ 観光客 地域資源で楽しむ。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

コロナ禍の長期化などにより世界経済が低迷し、国の目標値や重点施策が見直された場合に見直しを検討する。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性３　資源を活かす 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和
　

施策主管課 観光課
施策統括課長 村上　雅信

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 訪日観光客数 人

B 日本人人口 人

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 各観光協会、市の観光ＨＰのアクセス数 アクセス

B

C

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：観光に関するＨＰのアクセス数が増えることで関心を持っている人が多いと考
えられるため、観光に関する各機関のＨＰのアクセス数を測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：観光課調査

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 24,039,700 28,691,073 31,191,856 31,882,049

見込み値

実績値 126,933,000 126,706,000 126,443,000 126,167,000

見込み値

実績値

目標値 16万件 17万件 18万件 19万件 20万件

成り行き値 15万件 15万件 15万件 15万件 15万件 15万件

実績値 - - - -
目標値 200万件 300万件 400万件 450万件 450万件

成り行き値 200万件 200万件 250万件 300万件 400万件 400万件

実績値 404万件 474万件 444万件 417万件

目標値 52万件 54万件 56万件 58万件 60万件

成り行き値 50万件 50万件 50万件 50万件 50万件 50万件

実績値 - - - -

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：地域の良さを再発見し、口コミ、ＳＮＳなどで情報発信する。　
■事業者：インフルエンサーとして、ブログなどで、観光地の魅力が伝わるＰＲを行う。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■市：情報発信のためのコンテンツ（ＰＲ動画等）を造成し、自ら発信することに加え、県や国に情報を提供し、認知度の
高い広報媒体で広く周知してもらう。
■県：広域的な情報発信のための情報を集約し、市へ提供する。
■国：全国的な観光情報の収集と、海外に向けての情報発信を行う。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・情報チャネルが増えていき、ターゲットに合わせた情報発信の重要性が高まる。
・消費行動の多様化（集団から個へ）により、マスマーケティングからマイクロマーケティングへ移行する。

・ターゲットに効果的に届く、多様なツールの活用についての意見がある。

総合
計画
体系

重点施策 ４　観光ブランド力の向上を図る

施策方針 ２　観光情報の発信 関係課

訪日観光客
日本人

廿日市市の観光に関心を持った状態

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 訪日観光客数

B 日本人

C

A
はつかいち観光協会ＨＰアク
セス数

B 宮島観光協会ＨＰアクセス数

C 市の観光ＨＰアクセス数

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

これまでの指標は、市ホームページ
へのアクセス件数であったたため、
観光情報だけの成果の計測が困難
であった。

市ホームページのアクセス
件数は目標値に届かなかっ
た。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・複数の市観光公式サイトを統合し、情報の検索がしやすく魅力的なホームページとすることで、観光客の利便性の
向上や情報の一元化を行った。
・フェイスブックでの情報発信や、民間の広告媒体を活用した情報発信を行った。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・ターゲットに合わせた様々なツール（フェイスブック以外のＳＮＳ、ＳＮＳ広告等）の活用を検討する必要がある。
・観光情報の入手先の分析や、広告効果の検証を行う必要がある。
・情報チャネルの多様化やターゲットの個別化などにより、効果的な情報発信手段の選択が複雑化してきていること
や、ＳＮＳを活用した情報発信などは、民間のノウハウを積極的に活用していく。

①施策の基本方針
宮島口や関係団体など、今ある資源を活用した情報発信の推進とＩＣＴを駆使した情報発信を促進していく。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
旅行前「旅マエ」の情報収集は、「検索サイトでの検索」が主流であり、市や観光協会の公式観光サイトの情報の充
実は今後も重要である。実績値から、それぞれのＨＰのアクセス数を目指す。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
宮島口桟橋ターミナルの活用 宮島に

来た観
光客

市内各地の情報を得
る。

ＩＣＴの活用 あらゆ
る人

廿日市市の情報を目・
耳にする。

関係団体と連携した効果的な観光
情報の発信

興味が
ある人

体験した内容を発信す
る。

広域連携によるプロモーションの
実施

国内外
の人

廿日市市の情報を得
る。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

情報発信方法に大幅な見直しがあった場合。

56



後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性４　新たな可能性に挑む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和

施策主管課 経営政策課
施策統括課長 木下　英治

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 市民 人

B 市外の人（測定不能） 人

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A
廿日市市新機能都市開発事業（土地区画整理事
業）の進捗状況

―

B

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

新機能都市開発事業は後期基本計画中には終了しないため、数値としての目標
値は定めないが、土地区画整理事業（許認可申請、造成工事や道路整備など）
の進捗状況を成果指標とする。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

事業進捗状況

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035

見込み値

実績値
見込み値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
■市：新たな都市活力創出基盤の着実な整備の推進、事業用地に関する企業の投資意向などの市場調査、開発検討
対象地区の調査、ＰＰＰ手法での民間開発事業者誘導の可能性の調査・検討、木材港水面貯木場等を活用した新たな
産業用地を確保するための土地造成の早期実現に向けた整理
■県：都市計画の見直しの円滑な実施、木材港水面貯木場等を活用した新たな商業用地を確保するための土地造成
の早期実現、関連する県道などの幹線道路の接続整備

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）

・市内企業から住工混在の解消について要望がある。
・市外企業から廿日市市での立地意向が多く寄せられている。

総合
計画
体系

重点施策 １　はつかいちの新たな魅力を創造する

施策方針 １　新たな都市活力創出基盤の整備推進 関係課
都市活力推進室、産業振興課、建
設総務課、都市計画課

市民、市外の人

働く場ができる。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 市民

B 市外の人（測定不能）

C

目標

事業計画
の作成と
法18条同
意取得

土地区画
整理組合

設立

造成工事
着手

造成工事
５割完成

造成工事
７割完成

実績

成
果
指
標

A
廿日市市新機能都市開発事
業（土地区画整理事業）の進
捗状況
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）

□ 成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□ 成果はほとんど変わらない。

（横ばい状態）

□ 成果がどちらかと言えば低下した。 □

□ 成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

８.新たな都市活力創出基盤の整備による効果

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値だった。

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
前期基本計画中は着実に向上してい
る。

近隣他市と比較できる指標ではない。 目標値は達成していないが、着
実に向上はしている。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
【新機能都市開発事業の推進】
　○新都市活力創出拠点地区である平良・佐方地区において、新機能都市開発事業の推進のため、地権者、事業協力者及び
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推進している。
【木材港地区の土地利用の検討】
　○令和一桁代後半を目標年次とする広島港港湾計画が改訂され、木材港地区をバイオマス燃料輸入等の新規貨物需要に
対応するバルク（バラ積み）貨物取扱拠点として埠頭を再編するとともに、水面貯木場等を活用し、新たな産業用地を確保する
ための土地造成が位置付けられた。（工業用地２７．１ｈa、港湾関連用地８．９ｈa、埠頭用地９．９ｈa）
　○港湾計画の早期実現に向け、関係機関と事業手法や役割分担などについて整理を進めている。
【企業誘致に関する調査や活動の推進】
　○下平良二丁目地区埋立事業地に商業施設を設置した企業及び入居テナントに対し奨励金を交付した。
　○木材港北広島港造成地の立地企業に対し、奨励金を交付した。
　○佐伯工業団地の立地企業に対し、奨励金を交付した。
　○雇用機会の確保や新たなビジネスの創出を促進するため、賃貸等により、市内にオフィス等を移転又は新設する事業者に
対し、開設に必要な内装改修費、設備機器購入費、賃貸料及び通信回線使用料の一部を助成する制度を創設した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
【木材港地区の土地利用の検討】　木材港地区の土地造成については、埋立に必要な埋立免許が許可されるまで複数年を要
し、その後護岸造成工事等の完成までには、さらに複数年かかるものである。しかしながら、現段階では埋立の事業手法、事業
者及び事業時期は、未定の状況である。
【企業誘致に関する調査や活動の推進】　企業誘致活動については、工業団地完売等により誘致の取組を工場設置からオフィ
ス移転へシフトさせているが、他の先進自治体と比べると初期段階にあり、企業のニーズ把握が十分にできていない。

①施策の基本方針
・平良・佐方地区で地権者組織（土地区画整理組合）が施行する都市開発を支援する。
・将来を見据え、新たな土地利用や高次都市機能施設の建設が可能な地区の有効活用について検討する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
現状の事業予定を目標とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
新機能都市開発事業の推進

木材港地区の土地利用の検討

企業誘致活動の推進

　新機能都市開発事業は、安芸の宮島との相乗効果を考慮した「観光・交流施設用地」、市内企業の移転用地の確保が必要で
あることを背景とした「工業施設用地」を整備し、優れた立地特性をいかした都市機能を誘導することにより、市内企業の移転、
市外企業の新規立地に伴う設備投資及び経営規模拡大などによる新たな税源を確保し、将来を見据えた新たな活力を創出す
る。
　更には、宿泊施設などの付加機能による高度人材確保や若者の定住促進・人口交流など、地域経済の活性化や雇用機会の
拡大に繋がると期待できる。
　木材港地区については、臨海部への土地需要の高まりや工場立地の国内回帰といった社会動向や、木材港背後地に地域
雇用を生む生産拠点（臨海部産業用地）が不足している現状を踏まえ、「新たな産業空間の確保」を図ることにより、都市の発
展を牽引する。

□ 近隣他市と比べてほぼ同水準である。 □ 目標値どおりの実績値だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性４　新たな可能性に挑む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和

施策主管課 宮島口みなとまちづくり推進課
施策統括課長 胡田　一史

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 宮島への観光客数 人

B 宮島口地区住民数 人

C 地区事業者数 事業者

Ｄ 宮島口地区

　 ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 宮島口観光案内所の案内件数 件

B
観光ピーク期（GW・紅葉期）の平均渋滞長（上下線
合計値）

Km

C 宮島口地区開催イベント参加人数 人

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A宮島口観光案内所における案内件数で宮島口旅客ターミナルから市内各地へ
の回遊を測定する。B宮島口周辺生活道路の渋滞を観光ピーク期の渋滞長で測
定する。C宮島口ターミナルでの開催イベントに参加した人数により、賑わいが創
出されたことを測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：宮島口観光案内所でのカウント（観光協会）、B：宮島口みなとまちづくり推進
課測定、C：宮島口みなとまちづくり推進課・観光課測定

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 18,000 21,600 25,000 30,000 35,000 40,000 
成り行き値 18,000 21,600 25,000 27,000 30,000 35,000 

実績値 実績値なし

目標値 7.0 6.8 6.8 6.5 6.3 6.3
成り行き値

実績値 8.0 6.7 5.9 6.8
目標値 3,900 5,000 15,000 20,000 23,000 25,000 
成り行き値 3,900 5,000 10,000 15,000 18,000 20,000 

実績値 実績値なし

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■地区住民・事業者：賑わいを創出し、協力する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
宮島口地区の交通・環境・景観等の総合的な整備、賑わい創出の支援

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
新ターミナルのオープンにより観光客が滞留するが、コロナウイルス対策のため、外国人観光客が一時的に減る。

宮島口付近の渋滞対策が求められている。世界遺産宮島の玄関口にふさわしい景観が求められている。

総合
計画
体系

重点施策 １　はつかいちの新たな魅力を創造する

施策方針
２　宮島口地区における新たな観光交流拠
点の整備

関係課 都市計画課、観光課

A宮島への観光客
B宮島口地区住民
C地区事業者
Ｄ宮島口地区

A宮島口旅客ターミナル等を活用し、市内
を回遊する。
B・C周辺生活道路渋滞の解消
D賑わいの創出

指標名
数値
区分

A 宮島への観光客

B 宮島口地区住民

C 宮島口地区事業者

D 宮島口地区

A
宮島口観光案内所の案内件
数

B
観光ピーク期（GW・紅葉期）
の平均渋滞長（上下線合計
値）

C
宮島口地区開催イベント参
加人数

対
象
指
標

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
指標Ｂについては、ＧＷ期などの繁
忙期の既存駐車場への案内誘導や
パーク＆ライドなどのソフト事業によ
り、渋滞延長は縮小している。

近隣他市と比較するデータがない。 Ｂについては、目標値にほ
ぼ近い実績値であった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・宮島口まちづくり推進協議会の運営やまちづくり勉強会の開催などを行い、グランドデザインでの整備イメージに基づく整備計
画策定のための調整を行った。
・広島県施行の港湾施設整備事業への協力
・宮島口旅客ターミナル・桟橋の完成
・行楽シーズンや正月などに渋滞対策として交通整理員による既存駐車場への誘導案内・パーク&ライドなどを行い、宮島口地
区の生活環境の改善を行った。
・渋滞緩和や地区内の利便性・生活環境向上を目的とした赤崎３号線及び１４号線の道路整備を推進した。
・宮島口地区における景観形成の推進を目的に、景観ガイドラインを策定するとともに景観計画における景観重点区域の指定
及び景観地区の都市計画決定を行った。
・景観ガイドラインに定める景観形成基準に基づき、民間の改修工事等に要する費用の一部を補助する制度を設けた。
・宮島口旅客ターミナルの観光案内所、物販施設、建物管理事務所等をオープンした。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・広島県施行の港湾施設の整備及び赤崎３号線の整備について、県と連携してより一層推進していく必要がある。
・景観ガイドラインに定める景観形成基準に基づく地区の良好な景観形成に向けて、地域住民及び関係権利者の意
識醸成を図る必要がある。
・地区の景観形成の効果をより早期に実現していくためには、多面的な事業展開を検討し、継続した取組みを行う必
要がある。

①施策の基本方針
宮島口を新たな観光交流拠点として総合的な整備を進める。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａ：実績値がないが、Ｒ２年７月来島者数は前年比４割のため、将来的には前年並を見込だ上で、ターミナル供用開
始後間もないことや、オープン関連の問合せもあり、８割程度調整した目標値とした。
Ｂ：市営駐車場整備、市道赤崎３,１４号線整備が完成予定であり、これまでの誘導等対策の結果を踏まえた目標値
とした。
Ｃ：はつかいち観光協会と宮島口商店会がにぎわいイベントを開催するため、それぞれの過去の実績を元に、Ｒ３で
はコロナウイルス対策のため落ち込むが、Ｒ４年度からの回復を見込んだ上で、徐々に創出された賑わいが賑わい
を呼ぶ目標値とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
厳島港（宮島口地区）の港湾整備
(広島県）

利用者 利便性が高まる。

宮島口地区の生活環境の改善 宮島口
周辺住
民

渋滞が解消される。

宮島口地区の賑わいの創出や景
観形成

宮島口
地区

宮島の玄関口にふさわ
しい賑わいが生まれ
る。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

60



後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性４　新たな可能性に挑む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和

施策主管課 シティプロモーション室
施策統括課長 松尾　和政

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 市民 人

B 市外の人（測定不能） 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 人口の社会動態 人

B
市の取り組みを知り、廿日市市に暮らすことに興味・
関心がわいた２０歳代～４０歳代の率

％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：廿日市市の社会動態の状態から人口移動の状態を測る。B：移住・定住の
ターゲットである広島都市圏の２０歳代～４０歳代に対して、市の取り組みから廿
日市市に興味・関心をもった割合を測る。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：広島県移動統計調査（市区町別、世帯数及び人口動態（年報））、B：シティプ
ロモーション室調べ

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 転入超過 転入超過 転入超過 転入超過 転入超過 転入超過

成り行き値 転入超過 転出超過 転出超過 転出超過 転出超過 転出超過

実績値
転入超過
(236人)

転入超過
(600人）

転入超過
（207人）

転入超過
(86人）

目標値 50.0% 52.0% 54.0% 56.0% 58.0% 60.0%
成り行き値 47.8% 48.8% 49.8% 50.0% 50.0% 50.0%
実績値 32.4% 37.7% 44.0% 46.8%
目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：シビックプライドを持つ。親世代は市外に出た子ども世帯に帰って来てもらえるようアピールする。孫育てなどの
子育て支援をする。
■事業所・団体：雇用を創出し、事業を継続する。職場体験などの受け入れをする。
■地域：シビックプライドを持つ、廿日市市を知ってもらう、入ってきた人を温かく迎える。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

■市：生活環境の整備（学校、病院、買い物の通いやすさ、交通の使いやすさ、ごみ出しなどの生活ルールの分かりや
すさ、子育て世帯の負担の軽減）、市外・県外への廿日市市の住み良さのＰＲ、シビックプライドの醸成、リモート教育の
導入、企業誘致
■国・県：災害対策、治安維持
②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・少子高齢化が進む　　・市町間競争が進む　　・公共施設が老朽化していく　・コンパクトシティを推進していく
【withコロナ期】リモートワークが促進される。デジタル技術が躍進する。５月、７月に東京で初の転出超過となった。就職
や転勤で東京に移る人が減り、移動が抑制されている。地方移住への関心が高まり、転出超過の傾向が続くという見方
もある。

・定住促進住宅の整備について要望がある。・三世代同居への支援について要望がある。　・学校の存続について要望
がある。　　・バス、公共交通を充実することについて要望がある。　・商店を維持するよう要望がある。・若者の移住促
進について要望がある。・交流の場としての公園の整備について要望がある。・創業支援について要望がある。・高齢者
の活躍の場づくりについて要望がある。・子育て支援についての要望がある。・ICTを活用しやすい環境づくりについて要
望がある。・教育環境の充実について要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 １　はつかいちの新たな魅力を創造する

施策方針
３　シティプロモーション等による移住・定住・
交流の推進

関係課 住宅政策課、中山間地域振興室

市民・市外の人

廿日市市を知り、好きになり、興味関心を
もち、交流することで移住・定住につなが
る。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 市民・市外の人

B

A 人口の社会動態

B
市の取り組みを知り、廿日市市
に暮らすことに興味・関心がわ
いた２０歳代～４０歳代の率

C

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。

成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
・ミニ開発や大型商業施設の設置に
より成果が向上したが、その後は維
持している。

・県全体では転出超過だが、廿日市市は転入超
過を維持している。
・ミニ開発がある。
・大型商業施設がオープンしている。
・住みやすいまちランキングで1位（日経BP中四
国エリア）となった。

・ミニ開発や大型商業施設の
開設により、廿日市市のイ
メージ向上につながり、市内
で全てまかなえる町になった
ため、転入超過を維持してい
る。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・広島都市圏及び首都圏の子育て世代をメインターゲットに定め、移住・定住促進のため、コンセプトブックの制作、
広島電鉄ラッピング電車の走行、不動産情報誌への広告掲載、定住フェアへの出展、アンテナショップＴＡＵ（東京）
での「廿日市まるしぇ」の開催、移住定住モニターツアー、東京での「まるごとＨＩＲＯＳＨＩＭＡ博」への出展、マツダスタ
ジアムでの「わがまち魅力発信隊」への出展、各メディアを活用したメディアプロモーションなど、本市の魅力をＰＲす
る事業を行ってきた。
・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、小中学校においてふるさと学習
の支援を行った。
②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・行政主導の取り組みとなっていることから、地域団体、企業等と「オールはつかいち」で連携・協力する体制を強化
し、市民と協働でＰＲする新たな取り組みが必要である。
・移住先として選んでもらうためには、さらなる地域の魅力化及び受け入れ環境づくり、新たな雇用の場の確保が必
要である。

①施策の基本方針
市のイメージを向上させ、シビックプライドを醸成する。住みやすい廿日市市をアピールし、移住・定住を促進させる。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａ：県全体では転出超過が続いている状況で、本市では転入超過が継続している。新型コロナウイルスの影響で、地
方への移住への関心が高まっている、また、広島県では企業移転の問合せが増加しており、東京圏に住む若い世
代の地方への移住の希望が高まっているというデータもある。これを好機と捉え、今後も転入促進、転出抑制を図
り、転入超過の維持を目指す。
Ｂ：年々向上しているが、伸び率は鈍化しており、更なる鈍化の可能性はあるが、更なる廿日市市の良さをアピール
するシティプロモーションにより、６０％の目標達成を目指す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
シティプロモーションの推進 広島都市

圏及び首
都圏の子
育て世代

好感度、認知度が向
上する。

シビックプライドの醸成 市民 定住してもらう、ま
ちのＰＲをしてもら
う。

移住の機運醸成 広島都市
圏及び首
都圏の子
育て世代

移住に関心を持って
もらう。

新たな交流事業実施への取組

国際的イベントの開催支援

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性４　新たな可能性に挑む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和

施策主管課 生涯学習課
施策統括課長 佐々木　正臣

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位
A 人口 人
B

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位
Ａ－１ 主要スポーツ施設の利用者数（廿日市市スポーツセンター、佐伯総合スポーツ公園） 人

Ａ－２ 文化ホール来場者数 人

B 成人で週１回以上運動・スポーツを行う人の割合 ％

C
日ごろから文化芸術活動（音楽、演劇、舞踏、伝統
芸能、文学など）を行う人の割合

％

D 図書館を利用する市民の割合 ％

E 市民センターの利用者数 人

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A：スポーツ施設利用者及び文化ホール来場者は、市民自らがスポーツや文化に関する
生涯学習にチャレンジしている数値と捉え、数値の増減を図る指標とする。B：市民が生
涯を通じてスポーツや運動に親しみ、スポーツや運動を楽しみ又は支える活動を行って
いるかどうかを判断するため、定期的な取り組み状況を把握する。C：市民が生涯を通じ
て文化芸術活動に親しみ、楽しみ、支える活動を行っているかどうかを判断するため、取
り組み状況を把握する。D：生涯にわたり、図書を通じた学習に取り組んでいることを測定
するために、市民における図書館利用者の割合を把握する。E：生涯学習に取り組む場で
ある市民センターの利用者数により、市民の生涯学習への取組状況を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：生涯学習課調べ、B、C、Ｄ：まちづくり市民アンケート、Ｅ：地域政策課調べ

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 116,947 117,157 117,487 117,215 117,035
見込み値

実績値
目標値 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 536,000 543,000 550,000 550,000 550,000 

成り行き値 428,800 461,550 495,000 522,500 550,000 

実績値 545,423 554,068 556,360 506,593 

目標値 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

成り行き値

実績値 178,633 180,277 171,620 173,395 

目標値 55.0% 55.0% 55.0% 57.5% 57.5% 62.5%
成り行き値 49.5% 52.3% 57.5% 57.5% 62.5%
実績値 35.2% 53.7%
目標値 43.0% 44.0% 45.0% 46.0% 47.0% 48.0%
成り行き値

実績値 42.1%
目標値 35.0% 36.0% 37.0% 38.0% 39.0% 40.0%
成り行き値

実績値 36.0%
目標値 410,000 460,000 480,000 500,000 500,000 500,000 

成り行き値

実績値 463,534 477,114 489,824 492,793 

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：運動・スポーツや文化芸術活動などに興味を持ち、実施し、継続し、学んだ成果を発表し、まちづくりに活かす。
■地域・コミュニティ：住民個人が実施する活動を繋ぎ、協力し、成果を発表する場を創出する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・市民の自発的な運動・スポーツや文化芸術活動などを支援する。
・取組機会の提供、場（施設等）の提供（管理運営）、発表の場の提供（イベント開催）やイベント開催情報を収集し、市民に発信し、
つないでいく。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
・ライフサイクルや経済情勢などが、市民の学習（活動）意欲に影響している（忙しい、時間がないなど）。
・中央教育審議会では、人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策についての答申が取りまとめられ、新たな
社会教育の方向性として、社会教育を基盤とした人づくり、つながりづくり、地域づくりに向けた方策が示されている。
・スポーツ施設や文化ホールの設備等が老朽化している。
【withコロナ期】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントの自粛、縮小がなされている。対面での集いの場が持ちづらく
なっているため、オンライン等の活用によってつながる機会の継続が求められている。

・障害者へのスポーツ導入等の支援について要望がある。・大規模イベント開催の意義について意見がある。・施設の改修につい
て要望がある。

総合
計画
体系

重点施策 ２　市民が主役！　チャレンジを応援する

施策方針
１　スポーツや趣味などの身近な挑戦の支
援

関係課 図書館、地域政策課

市民

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 人口

B

A
－
１

主要スポーツ施設の利用者数
（廿日市市スポーツセンター、
佐伯総合スポーツ公園）

Ａ
－
２

文化ホールの来場者数

B
週１回・１時間以上スポーツを
行う人の割合

C
日ごろから文化芸術活動（音
楽、演劇、舞踏、伝統芸能、文
学など）を行う人の割合

D 図書館を利用する市民の割合

E 市民センターの利用者数

生涯学習に取り組み、さまざまなまちづく
りに活かす。

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

成果がどちらかといえば向上した。

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。 □

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
運動・スポーツについては、取り組む
人が増えている。
文化芸術活動については、ホールの
利用者が微減し、取り組んでいる人
の割合もスポーツほどではない。

運動・スポーツに取り組む人の割合は、県平均と
比較すると、Ｈ３０に４７．９％であったため、どち
らかと言えば高い水準といえる。

スポーツ協会登録者数は目
標値を達成したが、その他の
指標は目標値より少なく、文
化芸術団体の登録者数は現
況値を下回っている。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・廿日市縦断みやじま国際パワートライアスロン等、市民がスポーツに対して『する』『みる』『ささえる』視点から取り組
みたくさんのスポーツボランティアを輩出するなど地域づくりに寄与している大会を実施している。また、その集大成と
して、市で初めての国際大会であるASTCアジアトライアスロン選手権も開催した。
・スポーツに関する指導者等の養成については、社会体育関係団体に対し、講習会を開催している。
・市内で開催される小中学生を対象とした大会の優勝者に対して、はつかいち文化スポーツ市長賞を交付している。
・廿日市市美術展を開催し、市民の芸術発表の機会を提供した。
・小中学校を対象に移動文化教室を実施した。
・多種多様化する文化・スポーツに対する市民ニーズに応え、振興策を継続的に実施するためNPO法人廿日市市ス
ポーツ協会や（公財）廿日市市芸術文化振興事業団と連携した事業実施や支援を行っている。
・市民参加育成創造事業として、（公財）廿日市市芸術文化振興事業団に委託し、「はつかいち平和ほほえみコンサー
ト」の開催、ジュニアオーケストラの設立に向けた準備活動等を実施した。
・各市民センターにおいて、スポーツや文化教養など多様なの自主クラブ活動が実施され、市民の生活の一部になっ
ていると同時に、社会情勢（人生100年時代、終活など）に沿ったテーマとする講座を実施し、地域の課題解決に繋が
る事業を実施している。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・地域課題の解決や地域活性化を促進するための生涯学習活動の支援
・市民の学習活動の成果を社会参画・社会貢献に繋げる実践的な学習機会の提供
・学習拠点となる施設の環境整備（老朽化対策）
・健康寿命の延伸を観点としたスポーツや運動による日常的な健康づくり（特に女性の運動機会を増やす）
・障がいを理解したスポーツの指導者や介助者の確保
・スポーツをする場に行くまでのアクセスの確保
・市民が文化芸術を楽しむ環境を醸成し、市民一人ひとりの文化の力を活かしたまちづくりを進めるとともに、はつかい
ちに愛着と誇りを持つ担い手の育成
・各市民センターが、各地域において「つどう」「まなぶ」「むすぶ」中心的な役割を担う

①施策の基本方針
生涯にわたり学習し、学んだ成果を発表することで地域を元気にし、貢献できるよう促進していく。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａ－１については、利用率の高い公共施設（サンチェリー・佐伯総合スポーツ公園）の利用人数を高水準で保つ目標値とした。
Ａ－２については、前期基本計画中の目標値を引き続き目指す。
Ｂについては、廿日市市スポーツ推進計画の目標値６５％を最終目標年度（Ｒ８年度）のずれを考慮した目標値とした。
Ｃについては、市民の半数を目指しつつ、急激な変化は期待できないと考察し、１ポイントずつ向上する目標値とした。
Dについては、コロナの影響で図書館の利用は一時的に減少するが、移動図書館車の巡回地域拡大により、図書の借りやすさ、
返しやすさが向上し、利用する人が１ポイントつ向上することを目指す。
Ｅについては、コロナの影響で一時的に利用者数は減少するが、文化芸術活動に取り組む割合の伸びや新たな生涯学習の拠点
が整備されることによる伸びを見込んだ目標値とした。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
学びの場の提供 市民 いつでも集い、学び合

える。

文化芸術活動の推進 市民 文化芸術活動に親し
む。

文化・スポーツを通じた青少年の
育成

青少年 健全に育成される。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性４　新たな可能性に挑む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和

施策主管課 しごと共創センター
施策統括課長 高田　克彦

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 起業・創業を考えている人数 人

B

C

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A 創業支援事業計画を活用した市内創業者数 件

B

C

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

Ａ：市内での起業・創業の状況を判断するため、起業・創業を希望する人が実際
に起業・創業に至った件数を把握する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A：創業支援事業計画実績調査（中国経済産業局調査）

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 90 100 110 110 110 110 
成り行き値

実績値 101 74 52 101 
目標値
成り行き値

実績値

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■起業者：市や産業経済団体等の支援を活用しながら、自主的な努力と創意工夫により新しい事業を創出するととも
に、事業を継続・発展させるよう努力する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・産学金官と連携・協働し、段階に応じた支援や起業・創業の形態、ニーズに応じた支援を行う。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
【withコロナ期】・飲食業・観光業が減少する。
【afterコロナ期】・オンラインによる新ビジネスの登場、リモート化による新しいライフスタイルに伴う需要など、産業構造
が変化することが予想される。

総合
計画
体系

重点施策 ２　市民が主役！　チャレンジを応援する

施策方針
２　新たなビジネスを創出する起業・創業の
支援

関係課
産業振興課、農林水産課、地域政
策課、協働推進課

起業・創業を考えている人

起業・創業ができる。

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A 起業・創業を考えている市民

B

C

成
果
指
標

A
創業支援事業計画を活用し
た市内創業者数

B
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

成果はほとんど変わらない。 □
（横ばい状態）

□成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □ □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
創業支援事業計画を活用した市内
創業者数は横ばいであった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・平成26年度に「創業支援事業計画」を策定し、経済団体や金融機関、産業支援機関と連携して、創業希望者への支援を行う
ネットワークを構築している。
・「しゃもじん創業塾」では、県の支援機関や金融機関等と連携し、主に食や観光等の地域資源を活用した創業を支援し、毎年
一定の受講者を確保している。
・はつかいちビジネスチャレンジコンテストや中小機構の創業支援プログラム「ＴＩＰ＊Ｓ」等を実施し、創業意識啓発に取り組ん
でいる。
・市内創業希望者や創業間もない人に対し、事業拠点となる創業支援施設「しゃもじんキューブ」スペースを提供。各種相談へ
の助言、販路開拓等経営全般にわたる支援を実施している。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・市全体で創業支援のツールが増えつつある中、創業に係る支援メニューを点検して、市としての創業支援プラットフォームの
効果的なあり方を産学金官で協議、構築することが求められている。
・創業塾の受講者等への追跡調査やビジネスプランの立案、創業支援施設「じゃもじんキューブ」への誘導等といった創業を考
える人材への包括的なアフターフォローが不足しており、今後は受講後のサポートの見直し、強化が課題である。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活様式や従来にはないビジネス、これまで気づかなかった新しい価値観に
対応する必要がある。

①施策の基本方針
・地域に求められるビジネスの創出を図る。
・事業者の発展段階や地域特性に応じたサポート体制の強化を図る。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
・創業支援事業計画に基づく、廿日市らしい創業支援を強化する。
・事業承継や第二創業等による市内事業所や店舗の存続を図る。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針
産業振興ビジョンの推進

起業創業支援事業

コミュニティビジネスの支援

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。

・新型コロナウイルスの影響に伴う、社会構造・産業構造の変化
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後期基本計画策定・施策マネジメントシート１ 作成日 年 月 日
方向性４　新たな可能性に挑む 更新日 令和 年 月 日

１．施策の目的と指標

２．指標等の推移

３．施策の特性・状況変化・住民意見等
①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

令和

施策主管課 生涯学習課
施策統括課長 新中　安幸

①対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ④対象指標（対象の大きさを表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A １８歳未満の人口 人

②意図（この施策によって対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度を表す指標）  ＊数字は記入しない

名　　　　　称 単位

A トップアスリートふれあい事業の開催種目数 種目

B トップアスリートふれあい事業への参加人数 人

C 将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 ％

成果指標設定の考え方
（成果指標設定の理由）

A、Bトップアスリートと直接ふれあうことにいにより、将来を担う次世代の子どもたちが夢と
希望を持って世界へはばたく契機となる世界で活躍しようと思う人材の割合が増えると考
え、トップアスリートふれあい事業開催数とその事業への参加人数を把握する。Ｃ：市内の
小中学生が将来に夢と希望、目標を持っているか測定する。

成果指標の測定企画
（実際にどのように実績値を把握するか）

A、B生涯学習課調べ、C全国学力・学習状況調査

前期基本計画 後期基本計画
H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 R７年度

見込み値

実績値 17,406 17,452 17,507 17,404 17,335
見込み値

実績値
見込み値

実績値

目標値 2種目 2種目 2種目 2種目 2種目 2種目 2種目 2種目 2種目 2種目
成り行き値 2種目 2種目 2種目 2種目 2種目
実績値 2種目 2種目 3種目 5種目
目標値 200 200 200 200 200 200人以上 200人以上 200人以上 200人以上 200人以上

成り行き値 200人以上 200人以上 200人以上 200人以上 200人以上

実績値 700 233 375 702
目標値 85.9% 85.9% 88.5% 88.5% 88.5%
成り行き値

実績値 88.4% 87.3% 88.3% 85.9%
目標値 76.4% 76.4% 77.5% 77.5% 77.5%
成り行き値

実績値 74.8% 77.5% 76.7% 76.4%

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

■住民：子どもたちが将来の目標を見つけ、世界に羽ばたけるよう、さまざまな体験の支援をする。
■事業者、各種団体：子どもたちに夢と希望を与えられる事業を実施・継続する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）
・事業者、各種団体と連携して、子どもたちにさまざまな体験を提供できるよう支援する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（Ｒ７年度を見越して）
【withコロナ期】・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催延期となったことで、世界への意識の醸成が停
滞する。
・練習のみならず、大会参加・開催が大きく制限されることとなり、スポーツのあり方、参加の仕方が模索される。
・中学校の部活動について、生徒が所属感や達成感が感じられるような活動となるよう取り組んでいく。

総合
計画
体系

重点施策 ２　市民が主役！　チャレンジを応援する

施策方針 ３　世界に羽ばたく人材の育成 関係課 国際交流・多文化共生室

１８歳未満の子ども

将来に夢と希望を持ち、世界に羽ばたく

指標名
数値
区分

対
象
指
標

A １８歳未満の人口

B

C

A
トップアスリートふれあい事
業の開催種目数

B
トップアスリートふれあい事
業への参加人数

C
将来の夢や目標を持ってい
る児童の割合

Ｃ
－
２

将来の夢や目標を持ってい
る生徒の割合

成
果
指
標
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基本計画策定・施策マネジメントシート２

４．施策の成果水準とその背景
（１）時系列比較（５年前と現状の比較）
□成果がかなり向上した。 □ □

□成果がどちらかといえば向上した。 □

□成果はほとんど変わらない。 □ □
（横ばい状態）
成果がどちらかと言えば低下した。□

□成果がかなり低下した。 □

５．施策の現状と課題

６．基本計画期間における施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７．施策の目標達成のための基本事業（仮）

（２）他団体比較（近隣他市、県・国の平均との比較など） （３）目標達成度（目標値との比較）

＊背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）
オリンピック・ジュニアオリンピック等、世
界選手権への出場者は横ばいであり、
全国中学校体育大会の出場者は微減し
ている。また、スポーツ少年団の登録者
数は横ばい状態である。

結果としては目標値より低い
実績となった。

①施策の現状（いままでの取り組みの総括、市の特徴と要因として考えられること等）
・カープＯＢや空手日本代表候補選手、コカ・コーラレッドスパークス、ドラゴンフライズによる市内学校訪問交流や体
験教室などを開催し、トップアスリートとの交流を行った。
・全国大会及び国際大会に出場する選手並びに市内の大会で好成績を残した選手に対して、報奨金等を交付し、ス
ポーツ活動に対する奨励を行った。
・姉妹都市ニュージーランドマスタートンと交互に学生派遣を行う交流事業、カナダ・サーニッチのサマープログラム
へ高校生を派遣する事業を実施した。

②施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）
・国内外のトップアスリートを招聘してふれあい事業を開催しているが、一つのイベントとして終わらせず、継続的に
実施する仕組みづくりが必要。
・ＮＰＯ法人トップス広島との連携により、広島県内のトップアスリートを継続的に招聘できるよう取り組んでいく。
・マスタートン交流事業、サーニッチ高校生派遣事業を今後も継続的に実施していく。

①施策の基本方針
子どもたちに夢と希望をもって世界へ羽ばたいてもらうためのきっかけとなる事業を推進する。

②施策の目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）
Ａについては、前期基本計画期間中の実績を基準に、成果水準の維持を目指すもの。
Ｂについては、前期基本計画期間中の実績を基準に、成果水準以上を目指すもの。
Ｃ、Ｃ－２については、新型コロナウイルス対策の影響で「夢や希望をもって世界に羽ばたく」意識が醸成されにくいと考察する。
Ｃついては、実績値の時系列比較では微減しており、県平均よりも低いため、県平均の過去５年間の最高値を目標とする。
Ｃ－２については、実績値の時系列比較では横ばいであるが、県平均よりも概ね高いため、市の実績を基準に過去５年間の最
高値を目標とする。

③施策の目標設定の前提条件（どんな場合に目標値の設定見直しが必要か）

基本事業 対象 意図 基本計画期間中の取り組み方針

競技スポーツへの興味・関心の醸
成

児童・
生徒

競技スポーツへの興
味・関心を高める。

トップアスリートの支援
大会参
加者

大会参加に対して支援
をする。

海外での異文化体験
児童・
生徒

世界へ羽ばたくきっか
けをつかむ。

近隣他市と比べてかなり高い水準である。 目標値より高い実績値
だった。

近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準
である。
近隣他市と比べてほぼ同水準である。 目標値どおりの実績値

だった。
近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準
である。
近隣他市と比べてかなり低い水準である。 目標値より低い実績値

だった。
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