
【まちづくり】１施策評価書

章 4 章

 

総合評価

【手段】
その他

投入資源

（4,000） （4,100） （4,200）

（10,243）（10,290）（10,337）（10,385）

（－） （2）

（0.40） （－） （0.44） （－）

－

（－）

－

（－） （－）

（3,900）

（－）

10,196

（10,196）

3,868

（3,850）
目標以上

10,385人 目標通り

【課題】

1 施策ビジョンのKPIの達成に結びついていない。特に「生活拠点の形成数」は、実現の第1段階目となる「対象地域の選定」に至っておらず、平成30年度までに「地域デザインの策定」が実現できなければ達成できない。また
地域デザインに基づく取り組みとなる「生活を支える交通基盤の確保」「地域資源を活かしたコミュニティビジネスの振興」「まちづくり会社の創設とソーシャルビジネスの展開」も着手できない。
2 施策ビジョンのKPI「社会貢献活動参加者数」は目標を達成できたが、地域における人間関係の希薄化、地域への関心の低さから、多くの町会・町内会で地域福祉活動の担い手が不足しておる状態である。地域によって、支
え合い活動に差があり、平成27年度に実施した市民満足度調査では、地域やNPOなどが主体となった支え合いのしくみづくりが必要と答えた市民の割合は9割を占めている。

【改善方針】

1 未着手の施策は、できる限り早期に着手する。生活拠点の形成については、各町会・町内会との対話から課題の洗い出しを行い、その課題の共通点から町会・町内会をつなぐ作業を行い、地域協議会の設置を目指していく。
2 地域福祉委員会の設置促進と活動の充実を図る。定期的な通いの場の拡充、通いの場の担い手育成を図る一方で、各エリアに生活支援コーディネーターを配置、生活支援・介護サポーター及び認知症サポーターの育成を図
り、高齢化課題に対応する地域づくりを推進していく。

【結果】
行政活動の結果
（アウトプット
指標・統計デ－

タ等）
社会貢献活動参加者
数

3,807人
（H26）

4,200人

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H31

基準値

市民満足度（加重平
均値）

0.38
（H27）

0.5
（H32）

データ取
得不可

1 宅地建物取引業協会（連携協定締結、空き家セミナー等の開催）、石川県移住推進機構（制度
　情報の共有化、移住フェアの共同開催）、子育て情報誌作成事業者（情報誌への子育て・定住
　支援制度掲載）など
2 社会福祉協議会（地域の担い手確保、地域の生活支援活動のコーディネート、地域の生活支援
　活動の人材育成）

●項目（目標：実績）
1 学校教育支援地域本部事業登録ボランティア数（1,040人・17団体／累計：1,674人・52団体
　※H31目標値達成）→ボランティアの活用実績：全学校で1週間に2、3回実施（技術系の授業・
　ふるさと教育・学校行事・生徒指導のサポート、図書ボランティアほか）
　博物館・歴史民俗資料館・古墳群等市内施設を用いての教育の充実（全11校で実施／年：全11
　校で実施、まちの先生の授業数197回／年）
　定住促進助成交付金利用による移住世帯数（100世帯／年：110世帯）
　空き家バンク登録物件への移住世帯数（3世帯／年：4世帯）
2 社会福祉協議会ボランティア登録数（3,850人／累計：3,868人）
　地域福祉委員会設置（71町会・町内会／累計：74町会・町内会　※100％）
　生活支援コ－ディネ－タ－の設置数（1人／累計：1人）、生活支援・介護サポ－タ－養成人数
　（20人／累計：27人）
　認知症サポ－タ数（2,907人／累計：3,080人）
　スマートウオーク教室参加者（200人／年：250人）

【成果】
KPI

測定指標

区分

生活拠点（小さな拠
点）の形成数

－

元気高齢者の人数（要介
護認定を受けていない人
数）

10,196人
（H27）

2地域

実績値　上段括弧書きは各年の目標値 目標

1 地域と地域、人と人をつなげ・支えるための環境づくりとひとづくり
 1-1 学校教育支援地域本部事業（小学校に運営委員会を設置、地域コーディネーターを配置）
 1-2 まちの先生の活用（地域人材を活用した総合的な学習事業）
 1-3 定住促進助成金（45歳以下で住宅を取得した転入者に助成金を交付）
 1-4 空き家利活用促進事業（空き家バンク登録物件の改修及び清掃に補助金を交付）
2 人口減少社会に向き合った暮らしの安心と安全の確保
 2-1 ボランティアセンター事業（講座開催、保険加入費、団体活動助成、ボランティア交流）
 2-2 地域福祉活動事業（いきいきサロンやふれあい弁当の提供などの地域福祉活動に対する補助）
 2-3 生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの設置、生活支援・介護サポ－タ－養成講座開催）
 2-4 地域助け合いネットワーク構築支援事業（地域づくり研修会の開催）
 2-5 スマートウオーク推進事業（3地区でスマートウオーク教室の開催）

予算額 127,128 0 0 00

達成度

未実施・
準備期間

中

総合戦略
の分類

まちづくり－市民総活躍による暮らしやすさの追求－

【手段】
予算執行
の状況

区分(千円) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

執行額 121,488

【手段】
主な事業

主担当部課名 市民生活部　企画振興課

国の目標 時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する

　平成27年度は、策定年度及び戦略実施初年度という事情から、計画した17施策中、着手は9施策にとどまっている。着手した施策も取り組みをスタートさせたばかりで、半数以上で成果を測る数値がまだ出ておらず、多くの
施策の評価が次年度以降になるが、「ふるさと教育の推進」「移住・定住の促進」「空き家・空き地等の地域資源ストックの有効活用」については、目標以上の成果が出ている。
　基本目標指標の「生活拠点の形成数」は、実現の第1段階目となる「対象地域の選定」に至っておらず、今後、町会・町内会との対話から課題の洗い出しを行い、課題の共通点から町会・町内会をつなぎ、地域住民が地域デ
ザインを協議する「地域協議会」の設置を目指していく。平成31年度に「生活拠点の形成数」の目標値を実現するには、平成30年度までに地域デザインの策定を終える必要がある。
　2つ目の「社会貢献活動参加者数」は、平成26年の3,807人から27年は61人増加しており、今回の値で推移すると31年は4,112人となる。近年は登録数の増加が緩やかになっていることや、ボランティアグループのお世話役が
不在で活動を休止してしまう人も出てきており、現状のままでは目標達成が厳しく、現在導入に至っていない地域活動のポイント化など、地域の担い手を確保する効果が高い施策展開を検討していく。
　そのほか「市民満足度」と「元気高齢者の人数」は、変化を見る数値がないため、数値に基づく施策評価は来年度となる。

作成責任者名 市民生活部長　西村泰知

基本的な方向 人口減少・少子化・高齢化の進展を踏まえ、暮らしの様－な面でお互いが役割分担し、地域の全員が支え手となって、安全・安心で、幸せが循環する地域を作る。

施策の方向
1 地域と地域、人と人をつなげ・支えるための環境づくりとひとづくり
2 人口減少社会に向き合った暮らしの安心と安全の確保
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【まちづくり】２事務事業一覧表

事業名 誰に（受益者） 何を（事業実施内容） 指標 実績 目標 予算額 執行額 効果 必要 意義 満足 総合

41

411

4111

411101 学校教育支援地域本部事業 生涯学習課 市内８小学校児童
地域全体で子ども達を育てる
体制づくり。

学校教育支援地域本部
事業サポ－タ－の拡大

1758人/52団体 1200人/52団体 一般 647 637 5 5 5 4 5 ○ 拡充

411102 中学校わく・ワーク体験事業 学校教育課 生徒（中学校２年生） ・地域の企業への職場体験 体験回数 １回 １回 一般 452 307 3 4 4 3 3 現状維持

411103 ふるさと学習推進事業 学校教育課 児童（小学校４年生） ・九谷焼資料館の絵付け体験 体験回数 １回 １回 一般 314 170 4 4 4 3 4 現状維持

411104 まちの先生の活用 学校教育課 児童生徒
・地域人材を活用した総合的
な学習事業

まちの先生の授業数 197回 276回 一般 1,076 923 3 5 3 3 4 拡充

4112

211301 定住促進助成金 地域振興課
45歳以下で住宅を取得した人
（転入者／特区居住者）

補助金の交付
・転入者（20万円）
・特区居住（加算10万円）
・中山間地居住（加算30万円）
・市内在勤（加算10万円）等

補助金交付件数(転入
者）

110件 100件 一般 46,430 46,219 4 3 3 3 3 ◎ 改善

4113

211201 空家等適正管理対策事業 地域振興課
空き家バンク登録希望者
宅建業者

登録空家の調査事業 空き家バンク登録数 8 10 一般 149 148 3 3 3 3 3 現状維持

空き家利活用促進事業 地域振興課
空き家バンク登録物件所有者／
購入・借受者

補助金の交付
・改修費（1/2・最大50万円）
・清掃費（1/2・最大5万円）

補助金交付件数
（改修／清掃）

1件／2件 3件／3件 一般 307 307 2 2 3 2 2 改善

4114

411401 都市計画基礎調査業務 都市計画課 能美市・石川県
都市計画の現況、見通しの調
査（土地利用）

成果品納入 完納 完納 一般 3,518 3,518 4 5 5 2 4 現状維持

411402 土地利用計画検討業務 都市計画課 土地利用ＷＧ 将来土地利用構想案の作成 成果品納入 完納 完納 一般 3,938 3,921 5 4 5 3 4 拡充

4115

4116

412

4121

4122

4123

4124

4125

4126

412601 災害対策費 総務課防災対策室 市民 防災士養成講座受講支援 防災士不在町会の減 20 26 一般 790 770 4 4 5 4 4 現状維持

412602 災害対策出動費 総務課防災対策室 市民 防災訓練や研修の機会提供 総合訓練参加団体数 13 10 一般 1,037 528 4 4 5 5 5 ○ 現状維持

412603 自主防災組織運営支援事業 総務課防災対策室 町会（自主防災組織） 補助金交付 組織未結成団体の減 13 10 一般 4,818 4,798 4 4 5 4 4 現状維持

★地域生活拠点（小さな拠点）の形成

★生活を支える交通基盤の確保

地域資源を生かしたコミュニティビジネスの振興

★まちづくり会社の創設とソ－シャルビジネスの展開

地域防災力の強化（自主防災組織の資質向上とエリア
内組織のネットワ－ク化）

空き家・空き地等の地域資源ストックの有効活用（再
掲）

地域の担い手を迎え入れるための生活基盤情報の提供

地域で支え合う、地域がつながる

有効な土地利用対策によるコミュニティの持続性確保

★地域情報の発信（情報戦略）

地域協議会の設置及びワ－クショップ等を通じた地域
住民による「地域デザイン」の策定

地域と地域、人と人をつなげ・支えるための環境づくりと人づく
り

地域（コミュニティ）を守る・伝える

ふるさと教育の推進（地域の教育資源を生かした教育
活動）

★移住・定住の推進（再掲）

成果

次期方針重点項目会計担当課

主な事業の手段 管理指標（OUTPUTまたはOUTCOME) 事業費（千円）

施策別事務事業一覧

予算科目
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【まちづくり】２事務事業一覧表

事業名 誰に（受益者） 何を（事業実施内容） 指標 実績 目標 予算額 執行額 効果 必要 意義 満足 総合

成果

次期方針重点項目会計担当課

主な事業の手段 管理指標（OUTPUTまたはOUTCOME) 事業費（千円）

施策別事務事業一覧

予算科目

42

421

4211

4212

421202
社会福祉協議会助成金（ボランティアセン
ター事業）

福祉課 ボランティア
ボランティア保険加入費、団
体への活動助成等

ボランティア登録者数 3,868 4,200 一般 3,227 2,711 5 3 4 3 4 ○ 現状維持

421203 地域自殺対策緊急強化事業 福祉課 地域住民
自殺防止啓発
ゲートキーパー養成

自殺者 11 0 一般 767 767 5 4 5 3 4 現状維持

4213

422

4221

421201 社会福祉協議会助成金（地域福祉活動事業） 福祉課 地域住民
いきいきサロンやふれあい弁
当の提供などの地域福祉活動
に対する補助

地域福祉委員会設置 71 74 一般 12,756 10,836 4 4 5 3 4 ○ 現状維持

422101 特定健康診査等事業費 保険年金課 国保被保険者
生活習慣病予防を目的とした
健診・保健指導

特定健診受診率の向上 52.8％（H27) 60％以上（H31) 特別 31,088 30,141 5 5 5 3 5 ○ 現状維持

422102 一般介護予防事業 介護長寿課 65歳以上の高齢者

・地域での助け合い組織活動
（お助け隊等）を充実させ、
支えあいの地域づくりを推進
する。
・定期的な通いの場の構築
し、地域における介護予防を
推進する。

①地域の助け合い活動
数
②通いの場担い手育成
及び活動充実のための
研修開催

①6か所活動あり
②のみ活指導員研
修

①30地区
②地域の通いの場
担い手への育成研
修の開催

特別 7,127 7,052 5 1 5 3 3 ◎ 拡充

422103 生活支援体制整備事業 介護長寿課 65歳以上の高齢者及び住民

①生活支援コーディネーター
を設置し、地域の実態把握と
課題整理を行う。
②生活支援・介護サポ－タ－
を養成し生活支援の活動を行
う。

①生活支援コーディ
ネータ数
②生活支援・介護サ
ポーター育成数

①　第1層1名配置
②　27名養成

①1.2層　7名配置
②180人

特別 2,537 2,348 5 1 5 3 3 ◎ 拡充

422104 地域助け合いネットワーク構築支援事業 介護長寿課 住民

①町(内)会が地域づくり研修
を受講し、地域づくり活動を
展開する。
②認知症サポータ－を育成
し、地域での認知症の理解を
推進する。

①地域福祉委員会活動
推進会議数
②認知症サポーター数

①29町会
②3,080人

①74町会
②3,900人

特別 6,150 5,387 5 1 5 3 3 ◎ 拡充

4222

422201 スマートウオーク推進事業 スポーツ課 住民

スマートウオークを普及する
第1歩として、スマートウオー
ク教室を辰口・寺井・根上の3
地区にて実施。

参加者数 延200人 延250人 0 0 5 4 3 3 4 ○ 拡充

スマ－トウェルネスコミュニティの推進

★地域おこし協力隊や地域マネ－ジャの受け入れ

大学連携による気づきの創出と意識作り

★まちづくり人材の育成・確保（地域活動のポイント
化）

人口減少社会に向き合った暮らしの安心と安全の確保

地域を支える人を創る

高齢化に向き合った元気高齢者の増加

★地域包括ケアの推進
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【まちづくり】KPI一覧表

★ 重点施策 　

指標 基準値 目標値（H31) H27 H28 H29 H30 H31 達成状況 記入担当課

411 （223） （223） （223） （223） （224）

167

（1,550） （1,550） （1,550） （1,550） （1,548）

1,635

（登録ボラン
ティア数1,040人

/17団体）

（登録ボラン
ティア数1,080人

/18団体）

（登録ボラン
ティア数1,120人

/18団体）

（登録ボラン
ティア数1,160人

/19団体）

（登録ボラン
ティア数1,200人

/20団体）

1,674人/52団
体

全11校で実施 全11校で実施 全11校で実施 全11校で実施 全11校で実施

全11校で実施

（113） （113） （110） （105） （100）

110

（3） （3） （3） （3） （3）

4

（計画の検討
調整）

（計画の検討
調整）

（計画策定） （－） （－）

計画の検討調
整

（－） （－） （－）
（基本計画の

策定）
（HPリニュー

アル）

－

（－） （－） （－） （1） （－）

－

（－） （－） （－） （－） （2）

－

（－） （－） （－） （2） （－）

－

（－） （－） （－） （－） （2）

－

（－） （－） （－） （－） （2）

－

（－） （－） （－） （1） （－）

－

（－） （－） （－） （1） （1）

－

（－） （－） （－）
（検討会設

置）
（検討）

－

企画振興課未実施・準備期間中

412

未実施・準備期間中

検討会の設置－検討会の設置
★まちづくり会社の創設とソ－シャルビジネス
の展開

4125

未実施・準備期間中

未実施・準備期間中

4121

4124
地域資源を生かしたコミュニティビジネスの振
興

2回以上（累計）－
コミュニティビジネス起業セミナ
－の実施

調査実施－
コミュニティビジネスのニ－ズ調
査

2地域（累計）－
地域生活拠点（小さな拠点）の形
成数

地域で支え合う、地域がつながる 企画振興課未実施・準備期間中

計画の策定－地域公共交通網形成計画の策定★生活を支える交通基盤の確保4123

2地域（累計）－ 企画振興課未実施・準備期間中

企画振興課未実施・準備期間中

地域生活拠点（小さな拠点）の形
成数

★地域生活拠点（小さな拠点）の形成4122

2地域（累計）－
地域協議会の設置及び地域デザイ
ンの策定数

地域協議会の設置及びワ－クショップ等を通じ
た地域住民による「地域デザイン」の策定

学校教育支援地域本部事業サポ－
タ－の拡大

目標通り

目標以上

目標以下

目標以下

地域振興室

都市計画課目標通り

未実施・準備期間中 企画振興課

3世帯/年5世帯（H26－27の累計）
空き家バンク登録物件への移住世
帯数

目標以上

コミュニティの持続性確保の考え
を盛り込んだ土地利用マスタ－プ
ランの作成

－ 計画策定

基本計画の策定、HPリ
ニュ－アル等

－総合的情報戦略の策定

4113

4112 地域振興室目標通り100世帯/年移住83世帯
定住促進助成交付金利用による移
住世帯数

★移住・定住の推進（再掲）

地域の担い手を迎え入れるための生活基盤情報
の提供

空き家・空き地等の地域資源ストックの有効活
用（再掲）

★地域情報の発信（情報戦略）

有効な土地利用対策によるコミュニティの持続
性確保

地域振興室・農
政課

未実施・準備期間中
空き家バンク情報と連動させた農
地・作業所情報サイトの創設

－ サイトの創設

学校教育課

生涯学習課

地域振興室

地域振興室

企画振興課

商工課

商工課・地域振
興室

＋1,116人（H27-31の累
計）

＋561人（H23-27の累
計）

社会増減の人数

ふるさと教育の推進（地域の教育資源を生かし
た教育活動）

4111

全11校で実施/年6校/11校中
博物館・歴史民俗資料館・古墳群
等市内施設を用いての教育の充実

登録ボランティア数
1,200人/20団体（累計）

登録ボランティア数998
人/17団体

4116

※　KPI　上段（括弧書き）は各年の目標値

「まちづくり」に関する具体的施策区分

4115

4114

地域と地域、人と人をつなげ・支えるための環境づくりと人づくり
41

地域（コミュニティ）を守る・伝える

7,748人（H27-31の累
計）

7,795人（H23-27の累
計）

転出者数
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【まちづくり】KPI一覧表

★ 重点施策 　

指標 基準値 目標値（H31) H27 H28 H29 H30 H31 達成状況 記入担当課

※　KPI　上段（括弧書き）は各年の目標値

「まちづくり」に関する具体的施策区分

(77%) (90%) (97%) (98%) (100%)

77%

(11人) (37人) (45人) (48人) (50人)

11人

(3組織) (9組織) (15組織) (20組織) (30組織)

3組織

421 （3,850） （3,900） （4,000） （4,100） （4,200）

3,868人

（2） （2） （2） （2） （2）

3

（検討） （検討） （検討） （精度導入） （精度導入）

検討

（－） （1） （2） （3） （4）

－

422 (10,196) (10,243) (10,290) (10,337) (10,385) 

10,196

(56) (58) (60) (60) (60)

52.8

(1) (3) (4) (6) (7) 

1

(20) (60) (100) (140) (180) 

27

(2) (3) (3) (4) (5) 

2

(2,907) (3,800) (4,100) (4,400) (4,700) 

3,080

（－） (10) (20) (25) (30) 

－

(2) (3) (4) (5) (6) 

2

（29人） （35人） （40人） （45人） （50人）

29人

（－） （2,500人） （5,000人） （7,500人） （10,000人）

－

健康推進課目標通り

4222 スマ－トウエルネスコミュニティの推進

100日スポ－ツ運動達成人数 － 10,000人（累計）

50人（累計）29人（H27）
健康づくり指導員・運動指導員の
育成数

目標通り スポーツ課

スポーツ課データ取得不可

介護長寿課目標通り

介護長寿課目標以上

目標通り 介護長寿課

介護長寿課目標通り

介護長寿課未実施・準備期間中

介護長寿課目標以上

生活支援・介護サポ－タ－養成人
数

認知症地域支援推進員 2人（H27) 5人（累計）

3,900人（累計）2,907人（H27)認知症サポ－タ数

4221 ★地域包括ケアの推進

－ 30地区（累計）

6箇所（累計）2箇所（H27)認知症カフェの開設数

「通いの場」「生活支援お助け
隊」整備

60％以上／年50.7%（H26)特定健診受診率の向上

生活支援コ－ディネ－タ－の設置
数

1人（H27) 7人（累計）

180人（累計）－

10,196人（H27)
元気高齢者の人数（要介護認定を
受けていない人数）

高齢化に向き合った元気高齢者の増加 介護長寿課目標通り

－受け入れ人数
★地域おこし協力隊や地域マネ－ジャの受け入
れ

4213 地域振興室未実施・準備期間中

目標通り 企画振興課

地域振興室目標以上

2人（累計）

福祉課目標以上

2事業または地域（累
計）

10,385人（累計）

－

制度導入－

大学との連携事業数または連携地
域数

100%77%
町会・町内会の自主防災組織設置
率

人口減少社会に向き合った暮らしの安心と安全の確保

地域を支える人を創る 4,200人（累計）3,807人（H26)
社会貢献活動参加者数（社協登録
ボランティア数）

大学連携による気づきの創出と意識作り4211

地域活動のポイント化に向けた仕
組みづくり

★まちづくり人材の育成・確保（地域活動のポ
イント化）

4212

412

地域防災力の強化（自主防災組織の資質向上と
エリア内組織のネットワ－ク化）

4126

30組織（累計）3組織
複数の組織（町会・町内会）に連
携による訓練を実施した組織数

50人（累計）11人女性の防災士の数

目標通り

目標通り

目標通り

防災対策室

防災対策室

防災対策室

42

41
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