
戦略

目標

基本的方向性
（抜粋）

【戦略１】若い世代の希望の実現～若者・子育て世代の定住環境の創出～

【目標①】子育て環境日本一【重点目標】

若い世代が安心して結婚し、子どもを産み育てられるよう、子育てしやすい環境の整備や、出
会いから結婚、妊娠、出産、子育てなど、各ライフステージに応じた支援の展開により、子育
て環境日本一のまちを目指します。

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

駅前こどもステーションやリフレッシュ保育等については、利用者の意見等を考慮し
ながら、さらに利用しやすい環境づくりに努める。
保育所については、年間を通して待機児童が生じないよう引き続き受入体制の充実に
努めていく。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●「保育所の待機児童数」については、小規模保育事業所の開設等の受入体制の強化
により、年度当初の待機児童数は0である。「学童保育ルームの待機児童数」について
も0であるが、年度途中の「保育所の待機児童数（H29.10現在）」は、78人となってい
る状況である。
●駅前こどもステーションについては、開設後約2年が経過し、送迎ステーション登録
数や子育て支援センター利用者数も増加している。また、利用者の満足度も非常に高
い。
●ファミリーサポートセンター及びリフレッシュ保育についても、利用者数は前年度
比で増加している。
●新規事業である4歳児眼の健康診査についても、対象者547名のうち456名が受診して
おり、早期発見・治療につながっている。
●その他、こどもまつりの開催やたつのこ育て応援の店の拡充など、幅広く取組を進
めている。

②出会い・結婚・妊娠・出産・子育ての各ステージに対応した切れ目のない支援

出会いの場の提供、不妊治療等に対する支援、子育てに関する相談体制の充実など、各ステージに応じた支援の
充実を図ります。

④
病院・医院の数と夜間・休日などの医療
サービス体制に満足している市民の割合
(％)

39.4
(H28)

－ 50

⑤
子育てと仕事が両立しやすい職場環境であ
ると感じている保護者の割合(％)

54.8
(H26)

－ 62

80

③ 学童保育ルームの待機児童数(人) 0 0 0

②
駅前こどもステーションに満足してい
る利用者の割合(％)

－ 97.7

0 0

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

目標値
（H33）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

保育環境や学童保育ルームの充実、子育て・仕事の両立支援、小児救急医療等の医療体制の充実など、子育てし
やすい環境を整備し、「子どもと住みたい龍ケ崎」の実現を目指します。

①「子どもと住みたい龍ケ崎」の実現

１　基本情報

２　各施策の進捗状況について

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●保育環境・学童保育ルームの充実
小規模保育事業所等２か所の新規開設、駅前こどもステーションの送迎機能の強化等
により保育環境の充実を図るとともにファミリーサポートセンター運営やリフレッ
シュ保育事業等により在宅育児の負担軽減に努めた。また、空調設備設置や支援員の
スキルアップ等、学童保育ルームの充実を図った。
●医療体制等の充実
小児救急医療輪番制により夜間等の小児医療体制を確保した。また、4歳児の眼の健康
診査を眼科医及び視能訓練士との連携の上、新たに実施した。
●その他の事業
こどもまつり、たつのこ育て応援の店、市職員の育児休業メンター制度、男女共同参
画基本計画の改訂など

① 保育所の待機児童数(人) 0



第３子の出生数(人) 92 87 114

① ★住み替え支援による転入世帯数(世帯) － 50
延べ250
(H29～33)

② 住み替え支援に対する満足度(％) － 78.5 80

③若者・子育て世代への経済的な支援

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●若者・子育て世代の住み替え支援
若者・子育て世代住宅取得補助金交付事業により、市内で新規に住宅を取得しようと
する40歳未満の世帯を対象に支援を行った。
●多子世帯支援・子育てスタート応援事業
第3子以降の保育料軽減を図るすくすく保育助成金事業や第3子以降の小中学生の給食
費負担金の免除を行った。また、子育てガイドブックの作成や一時保育等（たつのこ
預かり・子育てサポート）の利用者への助成事業を実施した。
●その他の事業
小児マル福の対象年齢の拡充、子育て応援都市宣言記念プレミアムたつのこ商品券の
販売など

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

現状分析

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

支援が必要な妊産婦が増加していることから、今後も妊娠・出産・子育て期にかけて
切れ目のない支援を継続して行っていくこと、また、経済的負担軽減に向けた取組を
拡充することで安心して子育てができる環境整備に努めていく。

進
捗
状
況
評
価

① 年間の出生数(人) 543 489 600

②
妊娠・出産の支援に対し満足している市民
の割合(％)

80.5 85 85

●龍ケ崎市版ネウボラによる妊娠期から子育て期にかけての切れ目のない支援・相談
体制の確保や乳児家庭全戸訪問の実施により、「妊娠・出産の支援に対して満足して
いる市民の割合」は向上し、「乳児家庭全戸訪問の満足度」と併せて目標値に達して
いる。
●出会いの場の提供、不妊治療費助成、予防接種助成の拡充など、各ステージに応じ
た支援メニューも充実しつつある。
●「年間の出生数」は、ベース値と比較すると減少しており、現時点においては出生
数の増加につながっていない。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●「龍ケ崎市版ネウボラ」等のきめ細やかな子育て支援の充実
保健師、母子保健コーディネーター及び子育て支援コンシェルジュを中心に、妊娠・
出産から産後までのサポート体制を確保し、支援が必要な妊婦に対する支援計画の作
成、電話による支援、産後ケア、乳児家庭の全戸訪問等を実施した。
●出会い・結婚のサポートの充実
マリッジサポーターと連携し、婚活パーティ等を実施し、結婚に向けた出会いの場の
提供を行った。
●小児インフルエンザ予防接種費助成
助成対象を13歳未満から中学校3年生まで拡充した。
●その他の事業
不妊治療・不育症治療費助成、マタニティタクシー費用の助成など

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

住み替え支援、医療費の助成など、若者・子育て世代を経済的な面から支援します。

③

③ 乳児家庭全戸訪問の満足度(％) 72 93.1 90



進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

若者・子育て世代住宅取得補助金については、平成30年度から対象や補助額の拡充し
一部見直しを行った。引き続き積極的な周知を行い、定住人口の増加を目指してい
く。また、多子世帯支援については、保育料無償化等の国の動向や医療費助成の県の
動向等を踏まえ、効果的・効率的な事業実施を検討する。

進
捗
状
況
評
価

●若者・子育て世代住宅取得補助金の交付決定件数は155件、そのうち、転入世帯分は
50件あり、目標値の達成が望める水準で推移している。また、事後のアンケートによ
る事業に対する満足度も約8割、事業が住宅取得の後押しになった割合も約8割と、定
住促進に直結する事業となっている。
●このほか、医療費助成の拡充を実施するとともに多子世帯支援等を継続して行って
いるが、第3子の出生数はベース値よりも減少しており、現時点では目標値の達成は難
しい状況である。

現状分析



１　基本情報

現状分析

②特色ある教育環境の創造

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

進
捗
状
況
評
価 進捗状況評価

今後の施策・
事業展開の方向性

路線バスの年間利用者数(人) 1,082,244 1,093,933

⑤
鉄道やバスなど公共交通機関の利便性に満
足している市民の割合(％)

21.3
（H28）

【目標②】住んでみたいと感じるまちづくり

戦略 【戦略１】若い世代の希望の実現～若者・子育て世代の定住環境の創出～

①「選ばれるまちづくり」による移住・定住の促進

２　各施策の進捗状況について

都心への通勤圏であることの優位性を活かした都心に通えるまちづくりを進め、転入促進・転
出抑制を図ります。また、特色ある教育環境の創造や生涯学習・生涯スポーツの推進などによ
り、住んでみたいと感じるまちづくりを進めます。さらに、豊かな自然を守り、未来へ引き継
ぐためにも、自然・人にやさしい環境づくりに取り組みます。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

① 10

－

純移動数（20～49歳）（住民基本台帳人口
移動報告）(人)

△333 △153

83

目標

38

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

③ 空家の再活用数(件) － － 20

④

－

基本的方向性
（抜粋）

1,092,000

②
住み続けたいと感じる市民の割合（21歳～
50歳）(％)

●居住環境の優位性・魅力度の戦略的PRの展開
子育て環境情報サイト「子育てたつのこアクション」において、市の魅力についての
子育て世代のコメント掲載等、市民目線での情報発信を行った。また、子育て応援マ
ガジン「たつのこそだて」を作成・配布した。
●「通えるまちづくり」の推進
市内交通網の充実に向けて、路線バスICカードの導入、バリアフリーの推進に係る補
助金交付、佐貫駅東口ロータリー改修基本計画の策定、稲敷エリア広域バス・佐貫駅
～龍ケ崎駅間の深夜バスの運行などの事業を実施した。
●若者・子育て世代の住み替え支援
若者・子育て世代住宅取得補助金交付事業により、市内に新規に住宅を取得しようと
する40歳未満の世帯を対象に支援を行った。
●その他の事業
太陽光発電システム等普及促進導入補助金の交付、龍ケ崎コロッケ日本一事業、観光
アンバサダーとの観光PRなど

JR常磐線佐貫駅へのアクセス性向上など、市内交通網の拡充により「都心に通えるまちづくり」を進めるととも
に、観光振興、本市の優位性や魅力度の発信などにより、「選ばれるまちづくり」を目指します。

学力向上と主体的な学びをサポートするために、多様な学習機会の提供や地域資源を活かした体験型の教育環境
の創造など、特色ある教育環境の充実を図ります。

より利用しやすい公共交通網の構築に向けてコミュニティバスの再編やさらなる利便
性の向上を図るとともに、都心への交通結節点となる佐貫駅東口ロータリー改修を推
進する。また、佐貫駅駅名改称や道の駅開設を契機として、これまで以上に本市の優
位性・魅力の戦略的PRに努めていく。

⑥
年間観光入込客数(人)（茨城県観光客動態
調査報告）

314,500
(H26中)

262,500 850,000

●公共交通については、交通系ICカード導入や佐貫駅から竜ケ崎への深夜バス運行な
どにより利便性が向上し、「路線バスの年間利用者数」も大きく増え、目標値を達成
している。31年度に予定しているコミュニティバスの再編により一層の充実が期待さ
れる。
●優位性・魅力度の発信については、PR専用サイトやタウン誌による宣伝広告など、
積極的に展開している。観光PRやコロッケ日本一の周知も積極的に行っているものの
「年間観光入込客数」は、目標値を大きく下回っている。
●若者世代の「純移動数」は、ベース値との比較では数値は上向いているものの増加
には至っていない。

77.7
（H28）

□順調に進捗している　　　　　　　■やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある



現状分析

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●市民大学講座等の充実
龍・流連携事業による講座開催を中心に、茨城県の県民大学講座や私立大学生涯学習
支援プログラムを活用した講演会等を実施した。
●トップアスリートの育成
技術指導講習会「永里優季サッカー教室in龍ケ崎」や流通経済大学スポーツ健康科学
部の知見を活かしたスポーツコミュニケーションやコーチング等を学ぶ指導者講習会
を開催した。
●スポーツによる交流人口の増加
龍ケ崎市国際スポーツ大会キャンプ等誘致アドバイザーを任用し招致活動を展開し
た。その結果、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会における3つの国・地域
の事前キャンプ地として決定した。
●その他の事業
スポーツツーリズムの推進など

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●多様な学習機会の提供・アフタースクール・サタデースクールの充実
小学校3年生から6年生までを対象に、民間ノウハウを活かしながら、全小学校でス
クールの運営を行った。
●地域との交流事業の推進・龍・流連携事業の拡充
地域の住民や流通経済大学の学生と連携し、国際交流や伝統芸能体験等、児童生徒に
対し多様な学習・活動の機会を提供し、児童生徒の生きる力の育成を図った。また、
小中学校へのボランティア学生の派遣事業を継続して実施している。
●その他の事業
少人数指導など

①

流通経済大学などとの連携により、市民大学講座の開催などによる生涯学習の推進を図るとともに、トップアス
リートの育成や生涯スポーツの推進を図ります。

③大学等と連携した人材育成と生涯学習・生涯スポーツの推進

220 304 220
龍・流連携事業によるボランティア協力学
生数(人)

●特色ある教育環境の創造に向けて、アフタースクール・サタデースクール、魅力あ
る学校づくり推進事業、流通経済大学との連携事業を幅広く展開している。
●KPIの進捗状況については、おおむね順調に推移しているが、学力診断の結果の一部
や「地域ボランティア等活用延べ人数」については、ベース値よりも下回っている。

サマースクールへの児童生徒の延べ参加人
数(人)

児童5,914
生徒4,379

児童5,428
生徒4,558

児童6,500
生徒4,800

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

④
地域ボランティア等活用校及び延べ人数
(上段：校、下段：人)

13
3,286

17
2,975

17
4,000

③
茨城県学力診断のためのテストで県平均を
上回っている児童（小学3年生～6年生）・
生徒（中学1年生～3年生）の割合(％)

小学校
78.8
中学校
62.8

小学校85
中学校75

小学国語51
小学算数
52

中学国語
55.1

中学数学
55.4

小学国語
50.4

小学算数
46.5

中学国語
53.6

中学数学
51.4

小学国語60
小学算数60
中学国語60
中学数学60

②

全国学力・学習状況調査における児童（小
学6年生）・生徒（中学3年生）への質問事
項のうち、国語及び算数・数学の授業の理
解度(％)

小学校
79.3
中学校
67.5

（H22～27
の平均）

⑤

進
捗
状
況
評
価

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

龍・流連携事業については、「大学のあるまち」ならではのメリットを最大限活かせ
るよう連携体制のさらなる強化と積極的な活用を図る。また、アフタースクール・サ
タデースクールについては、希望する全ての児童が参加できるよう実施形態を検討す
る。学力の向上に向けては、少人数指導の充実など、個に応じたきめ細やかな指導に
よりKPIの達成を目指していく。



ごみの総資源化率(％) 13.5 13.1 20

①
ごみ収集サービスや資源リサイクルに満足
している市民の割合(％)

76.2
（H28）

－ 81

②
地域をきれいにする活動や公衆衛生に満足
している市民の割合(％)

57
（H28）

－

⑤ ★LEDを導入した主な公共施設数(施設) 12 33 29

③
市民一人が１日に出すごみの量（家庭系ご
み）(ｇ)

665 658.1 620

④

62

進
捗
状
況
評
価

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　■やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

総合型地域スポーツクラブについては、連携体制の強化を図りながら、運営支援や活
動拠点の確保等により、自立的運営と質的充実を図り、会員数の増加を目指してい
く。トップアスリート育成に向けては、指導者養成講座の定期的開催やトップアス
リートと触れ合う機会の提供を図る。

市民・事業者・行政が協力し、低炭素社会・循環型社会構築のために積極的に取り組み、自然・人にやさしい
「環境先進都市・龍ケ崎」の実現を目指します。

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

現状分析

④環境先進都市を目指したまちづくりの推進

●市民大学講座等については、県や私立大学等が提供するサテライト事業を実施した
こと等により参加者数が大幅に増加し、目標値を上回っている。
●スポーツ関連のKPIについては、「総合運動公園の延べ利用者数」は増加し目標値に
近づいているものの、「総合型地域スポーツクラブ会員数」及び「スポーツ全国大会
出場件数」がベース値よりも下回っており、目標値達成が難しいと考えられる。

④
総合運動公園の延べ利用者数
（利用者数+観覧者数）(人)

379,623 381,006 455,000

総合型地域スポーツクラブ会員数(人) 436 412 800

③
スポーツ全国大会出場件数（大学生を除
く。）(件)

56 43 70

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

① 市民大学講座の延べ参加者数(人) 113 625 160

②

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●地域リサイクル事業の充実・生ごみ減量の推進
ごみ減量に関する周知や意識啓発のため、ごみ減量キャンペーンを実施したほか、市
広報紙以外にも「ごみ減量通信」や「環境だより」等のチラシによる周知や地域のご
み減量・リサイクルの推進を図るためにごみ減らし隊による活動を行った。
●高効率照明（LED）の普及促進
市広報紙によりLEDの普及促進の周知を行うとともに、公共施設へのLED照明の導入を
行った。
●太陽光発電システム等普及促進導入補助金の交付
市民が行う太陽光発電システムや高効率給湯器等の設置に関し補助金を交付し、自然
エネルギーの利用促進を図った。
●その他の事業
クリーンプロジェクト（市内一斉清掃、不法投棄巡回パトロール、歩きたばこ・ポイ
捨て等指導員によるパトロール等）など



●循環型社会の構築に向けて、ごみ減量キャンペーン等による啓発活動やサンデーリ
サイクル、小型家電の拠点回収等の幅広い事業を展開するとともに、市内一斉清掃や
不法投棄パトロール、歩きたばこ・ポイ捨て等指導員によるパトロール活動の実施な
ど、市民とともにごみのない美しいまちを目指した活動を展開している。
●KPIとなっている「市民一人が1日に出すごみの量」については、ベース値と大きな
変化はなく現状を維持している状況である。「ごみの総資源化率」についても同様の
状況ではあるが、民間でも資源物の回収に取り組んでおり、このような取組と併せた
総資源化率は概ね20％となる。
●LEDの普及については、公共施設への導入が進みつつあり、29年度にたつのこアリー
ナや湯ったり館、コミュニティセンター等に導入したことで目標値をクリアしてい
る。

進
捗
状
況
評
価

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

現状分析

今後の施策・
事業展開の方向性

さらなるごみ減量化、循環型社会の形成に向けた取組の一つとして、ごみ袋の有料化
について、調査・研究を行っていき、近隣自治体の状況も参考としていく。また、自
然エネルギーの利用促進に向けて、家庭用燃料電池等に対する補助制度の検討を行
う。



①
市の良いところ、好きなところとして「活
気とにぎわいがある」と回答した市民の割
合(％)

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

H32実績
目標値
（H33）

①魅力ある都市拠点の形成

２　各施策の進捗状況について

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績

戦略

基本的方向性
（抜粋）

目標

既存市街地の魅力を高め、にぎわいや交流の拠点を形成することにより、交流人口の増加と転
入促進・転出抑制を図ります。また、公共施設における縮充の取組や、交通ネットワークの充
実などにより時間距離を短縮する多極ネットワーク型コンパクトシティを推進します。

【目標③】人口減少社会に対応したまちづくり

【戦略１】若い世代の希望の実現～若者・子育て世代の定住環境の創出～

H30実績 H31実績

●効果的、効率的な既存ストックのマネジメント方策の推進
公共施設再編成の第2期行動計画に基づき、公共施設マネジメントの進行管理を行っ
た。また、旧長戸小学校・旧北文間小学校の跡地の活用方針についての検討を行っ
た。
●多極ネットワーク型コンパクトシティの推進
コンパクトシティ推進の指針となる立地適正化計画の策定に向けて、市民アンケート
やワークショップ等により市民意見の把握に努めるとともに、将来人口推計に基づく
都市構造分析を実施した。また、誘導区域設定のための方針案の検討を行った。

●新都市拠点開発エリアの開発については、土地所有者の理解と機運醸成に向けた取
組等を丁寧に進めているところである。また、商店街ににぎわいを取り戻すためのま
ちなか再生プランの策定を進めている。
●佐貫駅周辺地域については、東口ロータリー改修や都市計画道路佐貫3号線整備等の
ハード事業とあわせて、駅名改称や発車メロディ導入などのソフト事業にも取り組ん
でいる。

5
0.4

（H28）
－

公共施設の面積や施設コストを縮小・削減しつつも、施設機能は充実させていく「縮充」の視点の下、複合化・
多機能化による総量削減など、既存ストックのマネジメント強化を図ることにより、次世代に利用価値の低い公
共施設や財政負担を押し付けず、人口減少社会に対応した公共施設等の環境を確保します。また、市内交通ネッ
トワークの充実などにより、都市機能について集約化・最適化を推進します。

今後の施策・
事業展開の方向性

②公共施設の縮充等、既存ストックのマネジメント強化

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

竜ヶ崎駅北地区を新都市拠点開発エリアと位置付け、高度な土地利用を目指すとともに、市の玄関口である佐貫
駅を起点としたにぎわいの創出を図ります。また、中心市街地の活性化を図るため、「まちなか再生」を推進し
ます。

進
捗
状
況
評
価

進捗状況

現状分析

新都市拠点開発エリア開発、佐貫駅周辺のにぎわい創出、まちなか再生の取組はいず
れも市全体の活性化や定住人口の増加に直結する施策であり、引き続き、実現等を目
指した取組を推進していく。

１　基本情報

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●新都市拠点開発エリア（竜ケ崎駅北地区）の土地の高度利用
土地所有者との合意形成に向けて勉強会や意向調査を実施したほか、本エリア開発に
参入意向を示している事業者との意見交換などを行った。
●JR常磐線佐貫駅を起点としたにぎわいの創出
佐貫駅を中心とした市の玄関口のにぎわい創出に向けて、周辺地域の土地利用状況や
高度利用の可能性について検討を行った。また、佐貫駅駅名改称の協議を進めたほ
か、JR佐貫駅発車メロディーの導入を行った。
●中心市街地の活性化の推進
（仮称）まちなか再生プラン基本計画策定に向け、アンケートや市民懇談会などによ
り市民等の意見の把握に努めた。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）



②
★未利用市有地の有効活用件数（100㎡以
上）(件)

47 49

77

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績

進
捗
状
況
評
価 進捗状況

■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

現状分析

今後の施策・
事業展開の方向性

公共施設の再編成については、引き続き、公共施設の面積や施設コストを縮小・削減
しつつも、施設機能は充実させていく「縮充」の視点を基本に、旧学校跡地の活用方
策の検討等を進めていく。

●旧学校跡地の活用方策の検討など、公共施設再編成の第2期行動計画の推進に努めて
いるところであるが、現時点では施設数減少には至っていいない。
●未利用市有地については、29年度は1件売却した。また、候補地を複数選定し売却の
可否を継続して検討しているところである。
●コンパクトシティを目指していく上で重要なポイントとなる公共交通の利用者数に
ついては、民間路線バス等へのICカード導入などの効果によりベース値との比較で約
1.5万人増加している。

③
乗合バス及び乗合タクシーの年間利用
者数(人)

1,274,919

H32実績
目標値
（H33）

1,289,812 1,299,000

52

①
★公共施設再編成による施設数の減少・総
量削減(施設)

82 82
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③
児童生徒1人当たりの学校図書館の利用回
数(回)

児童46.2
生徒31.9

児童42.20
生徒33

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

④
人が困っている時は進んで助けていると答
えた児童生徒の割合(％)

戦略

児童生徒一人ひとりが「確かな学力」、「豊かな心」、「健康な体」など、いわゆる「知・徳・体」をバランス
よく兼ね備えるための教育を推進します。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

【戦略２】教育環境の向上「まちづくりを担う人づくり」

⑤

児童
男48.50
女47.60
生徒

男54.20
女69.40

児童男女
60以上
生徒男女
60以上

児童
男46.69
女49.16
生徒

男49.36
女69.06

体力テスト総合評価でA又はBの児童生徒の
割合(％)

①

図形･数量A
+1

図形･数量B
+1

生命･宇宙
+1

②
AETとの学習が楽しいと答えた児童生徒の
割合(％)

児童90.2
生徒77.1

目標値
（H33）

児童84
生徒88

図形･数量A
-1.8

図形･数量B
-3.05

生命･宇宙
-3.35

今後の施策・
事業展開の方向性

●全国学力・学習状況調査の結果については、ベース値との比較では数値が向上して
いるが、県平均よりも低い状況が続いている。
●「AETとの学習が楽しいと答えた児童生徒の割合」については、中学生は目標値を上
回る結果となったが、小学生は数値が悪化している。
●体力テストでは、中学生女子は目標値を大きく上回っている一方、小学生女子は
ベース値を下回っている。

目標

基本的方向性
（抜粋）

【目標④】龍の子の生きる力を育むまちづくり

　児童生徒の「確かな学力」、「豊かな心」、「健康な体」とともに自主性や社会性を育む教
育を推進することや、義務教育環境の更なる向上のための小中一貫教育の推進など、少子化や
人口減少社会に対応した教育環境の整備を図ります。

①知・徳・体のバランスのとれた教育の推進

●ICT教育の推進・外国語活動・外国語指導の充実
ICT教育の推進は、教育用ICT機器を新たに導入し、9月から授業を展開している。ま
た、外国語活動・指導は、小中学校に週1時間以上、AETを活用した授業を展開し、授
業以外でもスクールイングリッシュ等を実施した。
●学校図書館の充実
小中学校17校に学校図書館司書嘱託員を配置し、司書教諭と連携しながら、図書の管
理等を行った。また、読み聞かせや家読等の特色ある取組を実施した。
●体力づくりの推進・部活動の活性化
体力アップ推進プランなどに基づき、運動・外遊びの時間を確保し、体力づくりに関
する取組を行ったほか、栄養教諭等による食育指導等を実施した。また、スポーツ指
導者派遣事業として、体育協会と連携し、部活動への外部指導者を派遣した。
●道徳教育の充実
問題解決的手法や体験的な学習を通じて、互いの人権を尊重し、いじめの撲滅・良好
な人間関係づくりをねらいとした授業を展開した。

全国学力・学習状況調査の算数（図形・数
量問題）・理科（生命・宇宙）の結果の県
平均との比較(ポイント)

児童73.7
生徒83.6

児童95
生徒82

児童50
生徒35

児童79.2
生徒82.5
（H28）

児童83.0
生徒82.2

H31
実績

H32
実績

H29実績
H30
実績

１　基本情報

２　各施策の進捗状況について　　　　　　　　　　　　

現状分析

②自主性や社会性を育む教育環境の整備

小学校で外国語が教科化されることを踏まえ、外国語活動を先行実施する予定であ
る。体力づくりについては目標値の達成に向けて自校の課題を分析の上改善方策を検
討する。

児童生徒が楽しく学び、自主性や社会性を育むための教育環境の充実を図るとともに、義務教育である9年間を見
据えた小中一貫教育を推進します。

進
捗
状
況
評
価 進捗状況

図形･数量A
-1.1

図形･数量B
-0.9

生命･宇宙
－



進
捗
状
況
評
価 進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

児童77
生徒65

自分には良いところがあると答えた児童生
徒の割合(％)

児童72.4
生徒60

●小中一貫教育の推進等については、「龍ケ崎市の新しい学校づくりに関する基本方
針」に基づき、学習カリキュラムの策定等の取組を進めているところである。
●自立性や社会性を育むためのシティズンシップ教育や多様な体験教育については、
各校で創意工夫のもと様々な取組がなされているが、KPIの成果にはつながっていな
い。
●KPIについては、「自分には良いところがあると答えた生徒の割合」等で目標値を達
成している。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績
H30
実績

H31
実績

H32
実績

目標値
（H33）

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

小中一貫教育の推進に向けた環境を整備していくため、将来的な施設一体型小中一貫
校のモデル校の設置に向けた検討を進める。また、シティズンシップ教育の充実を図
り、社会参画力を育成するため、龍の子人づくり学習カリキュラムを編成する。

みんなで何かをするのは楽しいと答えた児
童生徒の割合(％)

児童91.1
生徒88.3

児童92.5
生徒87.3

児童92
生徒90

③魅力があり、信頼される学校づくりの推進

地域の特性を活かした特徴的な教育活動を展開するなど、魅力ある学校づくりを推進します。また、学校情報の
積極的な発言による、家庭や地域との連携強化、児童生徒の安全確保などにより、信頼される学校づくりを推進
します。

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績
H30
実績

H31
実績

H32
実績

目標値
（H33）

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

13
3,286

17
2,975

17
4,000

②
教育の日推進事業における小中学校等の自
由参観者数(人)

13,114 9,175 18,000

●教育の日推進事業の充実
龍ケ崎市教育の日のメイン事業として、市内の各中学校の代表が学校内でまとめた
「いじめ撲滅」に関する意見を発表する事業を市議会本会議場にて行った。
●救急体制・防災体制の強化
龍・流連携事業を活用し「普通救命講習会」を開催し、小中学校教職員・教育相談員
など60人がAEDや心肺蘇生法についての知識・技能を深めた。また、全小中学校で防災
訓練を実施し、そのうち、13校では学校・地域・行政と連携し実施した。
●その他の事業
地域との交流事業の推進、情報の発信など

③
★救急救命講習を修了した教職員の割合
(％)

60 76 80

④ 防災訓練の参加者数(人) 9,559 16,226 10,500

①
地域ボランティア等活用校及び延べ人数
(上段：校、下段：人)

現状分析

③
地域や社会で起こっている問題や出来事に
関心があると答えた児童生徒の割合(％)

児童63.2
生徒54.4

児童59.4
生徒51.5

児童68
生徒59

●小中一貫教育・小中学校の適正規模適正配置の推進
小中一貫教育の推進については、新しい学校づくり審議会及び総合教育会議での協議
並びにパブリックコメントを経て基本方針を策定した。また、小中学校の適正規模適
正配置については、各学年1学級となっている川原代小学校及び大宮小学校を対象に保
護者等との意見交換会を実施した。
●シティズンシップ教育の充実
みんなで考える特色ある学校づくり事業計画に基づき、5小中学校での特色ある取組を
実施するとともに、魅力ある学校づくり事業「たつのこプロジェクト」においては各
校でフォーラム等を実施した。
●体験活動の充実
環境学習や伝統文化体験などの特色ある教育活動や小・中学生の職場体験学習等を実
施した。

児童76.6
生徒67

②

①



●龍ケ崎市教育の日推進事業については、市民の教育に関する関心と理解を深めるこ
と等を目的に幅広い事業を展開している。
●救命体制・防災体制の強化についても、救急救命講習を受講したことがある教職員
は、76％にのぼる他、地域等と連携した防災訓練の実施等の取組が進められている。
●学校評価を年2回以上実施し、その結果を公開している。
●KPIについては、「防災訓練の参加者数」は目標値を大きく上回っている一方、「教
育の日推進事業における小中学校等の自由参観者数」は目標値の半分程度となってい
る。

●インクルーシブ教育や教育支援体制については、多種多様な相談に応じるための体
制が整備されている。特に、龍の子支援システムでは、教育相談員の配置や適応指導
教室での指導、さわやか相談員の配置等により支援体制が構築されている。
●KPIについても、「児童の不登校解消率」以外の指標は数値が上昇しており、目標値
を達成している、又は達成が見込まれる数値となっている。

進
捗
状
況
評
価

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・事業展
開の方向性

教育の日推進事業については、KPIも意識しながら、引き続き、学校・家庭・地域と連
携した取組を展開する。学校の安全安心対策についても関係機関と連携しながら、引
き続き災害に強い学校づくり等に積極的に取り組む。

教育センターを中心に学校不適応などの問題への対応のため、児童生徒や保護者の支援体制の充実を図り、一人
ひとりの心に寄り添う教育を推進します。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績
H30
実績

H31
実績

H32
実績

目標値
（H33）

①
あなたの気持ちをよく分かろうとしてくれ
る友人がいると答えた児童生徒の割合(％)

児童77.1
生徒76.6

児童78.9
生徒78.7

児童80
生徒80

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

進
捗
状
況
評
価

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

インクルーシブ教育については、特別支援担当教諭だけではなく、全ての教職員に合
理的配慮を意識した教育のあり方を推進する。教育支援体制については、各小中学校
及び関係機関との連携により未然防止や早期解消の取組を継続していく。

●インクルーシブ教育の推進
特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に適切な支援が行えるよう、就学相談を行
い、必要に応じて適切な支援（合理的配慮）を行った。また、教職員の指導力向上を
図るため、研修会・研修講座を開催した。
●教育支援体制の充実
教育に関する様々な課題にスピーディーに対応するため、龍の子支援システム（相談
窓口等に関する組織横断的な取組）による運用を行った。

② 児童生徒の不登校解消率(％)
児童34.6
生徒16

児童29
生徒30

児童40
生徒20

③ 夢ひろば通級生の学校復帰率(％) 100 100 100

計画的な学校施設等の整備・改修や就学に関する経済的支援など、学びを支える教育環境の整備を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●学校施設の整備・改修
学校施設の良好な状態の維持を図り、安全性を確保していくための「学校施設長寿命
化計画（個別計画）」の策定に向けた準備を進め、平成30年度から着手することとし
た。
●学校給食センターの充実
地元食材への理解を深めるため、地場産の食材を取り入れたメニュー作成に取り組
み、「龍ケ崎トマト」を積極的に取り入れた。また、教育の日推進事業の一環として
「親子で作る給食献立」を実施し、全ての受賞献立を給食として提供した。学校給食
センター一元化のため、新学校給食センターの整備に向けて基本計画の策定等の取組
を実施した。
●就学援助の支給
経済的理由により、就学困難である児童生徒に対して就学に要する諸経費を支給し
た。

⑤学びを支える教育環境の整備

現状分析

④一人ひとりの心に寄り添う教育の推進

現状分析



●学校施設は、昭和40～50年代にかけて建築された施設が一斉に更新時期を迎えてお
り、長寿命化計画に基づく計画的な更新等が必要となっている。
●学校施設の耐震化率は100％となっている。また、普通教室・図書室・パソコン室に
おける空調率についても100％となっている。
●KPIについては、実績が確認できる指標は「生徒一人当たりの給食食べ残し量」以外
は既に目標値をクリアしている。

100

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績
H30
実績

H31
実績

H32
実績

目標値
（H33）

①
学校に行くのが楽しいと答えた児童生徒の
割合(％)

児童78.8
生徒79.2

児童88.4
生徒86.0

児童85
生徒85

現状分析進
捗
状
況
評
価

進捗状況
■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・事業展
開の方向性

学校施設長寿命化計画は早期の策定を目指して平成31年度内の策定を目標とする。ま
た、就学援助については、新たに支給を開始した入学準備金の周知と早期支給の検討
を行い、ニーズに沿った制度となるよう取組を進めていく。

② 児童生徒一人当たりの給食食べ残し量(ｇ)
児童36.9
生徒42.6

児童32.1
生徒43.6

児童35
生徒40

③
★学校施設の長寿命化計画（個別施設計
画）の策定率(％)

－ －



平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

戦略 【戦略２】教育環境の向上「まちづくりを担う人づくり」

目標 【目標⑤】子どもの健やかな成長と自立心を育むまちづくり

基本的方向性
（抜粋）

家庭教育の充実に向けて支援するとともに、家庭、地域、学校などが連携を図り、子どもたち
が安全・安心な環境と地域のつながりの中で健やかに成長し、自立心が育まれるようなまちづ
くりを進めます。また、生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児教育の充実にも取り組みま
す。

児童85
生徒78

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

児童79.8
生徒73.4

児童82.1
生徒74.6

①

１　基本情報

●各種セミナーの開催
子どもを持つ親たちの学習や交流の場として、子育てふれあいセミナーを開催した。
●地域の子育て支援拠点の充実
市内の民間の子育て支援センター6か所については、運営費補助金を交付し、支援を
行った。また、さんさん館及び駅前こどもステーションの子育て支援センターでも子
育て支援事業を実施し、出張相談として子育てコンシェルジュを計44件、派遣した。
●その他の事業
教育の日推進事業の充実、家庭教育相談の実施など

8 9

③
平日に家で1時間以上勉強をしていると答
えた児童生徒の割合(％)

児童51.8
生徒65.1

児童62.2
生徒67.9

児童57
生徒70

1,000

②

①家庭の教育力の向上

２　各施策の進捗状況について　　　　　　　　　　　　

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

進
捗
状
況
評
価

今後の施策・
事業展開の方向性

子育てふれあいセミナーは、仕事をしている保護者の参加促進に向けた検討を行う。
子育て支援拠点の充実に向けては、国の制度を活用しながら相談・情報提供等の支援
の充実を図るとともに、地域子育て支援センターが未設置の保育施設等に対して設置
の働きかけを行っていく。

人格形成において重要な時期である幼児期に注目し、幼稚園・保育園（所）・認定こども園の支援や幼・保・小
の連携などのほか、幼児教育の充実を図ります。

●小学校低学年の保護者を対象とした「子育てふれあいセミナー」には延べ約800人が
参加している。
●地域の子育て支援拠点施設の増加により利用しやすい環境が整いつつある。
●「子育てふれあいセミナーの延べ参加者数」が若干減少している。一方、その他の
指標については、数値が上昇しており、目標値を達成している、又は達成が見込まれ
る数値となっている。

現状分析

②幼児教育の充実

●幼稚園・保育園（所）・認定こども園と小学校の連携
幼児期教育と義務教育の円滑な接続を推進するため、「幼児教育と小学校教育の接続
のための研修会」や幼児と児童との交流事業を実施した。
●子どもの読書活動の推進
おはなし会やブックスタート事業、赤ちゃんタイム等を展開し、幼児期における読み
聞かせや読書の重要性の周知や図書館の利用促進を図った。
●その他の事業
職員専門研修への参加促進

④ ★地域子育て支援センターの設置数(か所) 7

子どもの健やかな成長に必要な家庭教育の充実のため、各種セミナーや相談体制の充実を図ります。

771

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

毎日、同じくらいの時間に寝ていると答え
た児童生徒の割合(％)

子育てふれあいセミナーの延べ参加者数
(人)

805

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）



重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

幼児期の教育と小学校教育の連携・接続を
行った割合(％)

83.3 100

③
幼稚園・保育園（所）・認定こども園職員
の専門研修に派遣を行った施設の割合(％)

94.4 100 100

進
捗
状
況
評
価 進捗状況

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

現状分析

今後の施策・
事業展開の方向性

⑤
図書館の子ども向け講座・イベントの延べ
参加者数(人)

706 1,875

●交流事業の実施により幼児教育と小学校教育のスムーズなコミュニケーションや連
携が図られている。
●読書活動推進に向けた図書館事業を幅広く展開しており、参加者も増加傾向にあ
る。これによりKPIの「図書館の子ども向け講座・イベントの延べ参加者数」は、目標
値を大きく上回る結果となっている。
●その他のKPIについても、目標値が達成している、又は達成が見込まれる数値となっ
ている。

④
幼児（0～5歳）一人当たりの絵本・紙芝居
貸出冊数(冊)

17.2

100

①
幼児との交流事業を行った小学校の割合
(％)

58.3 64

●学童保育ルームの充実
空調設備設置や支援員のスキルアップ等、学童保育ルームの充実を図った。
●多様な学習機会の提供・アフタースクール・サタデースクールの充実
小学校3年生から6年生までを対象に、民間ノウハウを活かしながら、全小学校でス
クールの運営を行った。

学童保育などによる安全・安心な居場所づくり、学習支援事業など、子どもが健全に育つ環境の整備を図りま
す。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

① 学童保育ルームの待機児童数(人) 0 0 0

進
捗
状
況
評
価

進捗状況
■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

学童保育については、施設・備品の整備や支援員等の適切な配置に留意しながら、引
き続き待機児童0を維持していく。
アフタースクール・サタデ―スクールについては、全小中学校での実施を意識しなが
ら、希望する全ての児童が参加できるよう実施形態を検討する。

④子どもの交流と活動の促進

子どもたちが地域住民などとの様々な交流を通じて、自立心を養い、健やかに成長できるよう、家庭、地域、学
校などとの連携強化を促進します。

②
アフタースクール又はサタデースクールを
実施した小中学校及び延べ参加者数(上
段：学校数、下段：参加人数)

4
736

11
4,576

●「学童保育ルームの待機児童数」は、0を維持している。
●アフタースクール・サタデ―スクールは、全小学校において実施しており、参加者
数もベース値から大幅に増加し、目標値をクリアしている。

17
1,500

現状分析

●子どもの交流・活動拠点の充実
たつのこやま管理棟において、ボランティア等の見守りにより、子どもの自由な遊び
場の提供を行った。また、遊びの拠点づくり事業「たつのこ遊んじゃ王」を計3回開催
した。
●子ども会活動の活性化・子どもの地域活動への参加促進
子ども会活動では、子ども会育成連合会主催のスポーツ大会やチャレンジキャンプ、
ニュースポーツ体験教室等の事業を行った。また、子どもの地域活動への参加促進で
は、児童生徒への市内一斉清掃への呼びかけやあいさつ運動の啓発活動等を実施し
た。
●新成人の交流促進
新成人が運営の主体となり、成人式典を開催した。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

③子どもが健全に育つ環境の整備

幼児教育と小学校教育の連携については、小1プロブレムの解消や小中一貫教育に向け
ての課題を把握しながら計画的に実施していく。
子ども読書活動の推進については、現在の取組を継続していく。

780

17.6 19

90

②



20,000

②
★市子ども会育成連合会の児童の加入率
(％)

39.3 33 40

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
たつのこやま管理棟（子どもの居場所）の
延べ利用者数(人)

18,937 17,402

③
地域社会などでボランティア活動に参加し
たことがあると答えた児童生徒の割合(％)

児童65.3
生徒68.7
（H28）

児童49.5
生徒56.9

進
捗
状
況
評
価 進捗状況

□順調に進捗している　　　　　　　■やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

現状分析

今後の施策・
事業展開の方向性

子ども会活動については、単位こども会の減少等により一部事業の存続が難しくなっ
ており新たな事業への転換が必要となっている。
地域活動への参加促進に向けては、積極的な啓発に努めていく。

④ 成人式典の参加率(％) 73.8 74.9 78

児童71
生徒74

●龍ヶ岡公園を中心に、子どもの居場所づくり事業や遊びの拠点づくり事業を展開し
ているが、「たつのこやま管理棟（子どもの居場所）の延べ利用者数」は、ベース値
と比較して減少している。
●少子化に伴い単位子ども会の数も減っており、「市子ども会育成連合会の児童の加
入率」も減少している。一方、子どもの交流機会として、スポーツ少年団活動は11種
目29団体が加盟し、活発な交流が行われている。
●市内一斉清掃への参加呼びかけ等を実施しているものの、ボランティア活動に参加
したことがある児童生徒の割合は、ベース値から大きく減少している。



②　文化財の保存・活用と文化芸術に親しむ機会の充実

多様な文化財の保存を図るとともに、市民が文化財に触れ、学び、理解する機会の充実を図ります。また、地域
に根付いた文化芸術の継承と新たな文化芸術活動の振興を図り、市民の主体的な文化芸術活動を促進します。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●文化財の指定及び保護・市民遺産の認定
市指定文化財1件の修復及び周辺整備事業を行った。また、市民遺産は、新たに3件の
認定を行った。
●歴史的資源などの活用
指定文化財や市民遺産を巡りながらウォーキングができる「歴史散策コース」を5コー
ス設定し、庁内連携しながら「健幸ウォーキングマップ」に掲載し、配布を行った。
●その他の事業
市指定文化財の修復記念見学会の開催、文化協会加盟団体への交付金交付など

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

読書・学習環境の充実に向けては、継続して図書館資料の充実を図るとともに、1階閲
覧室で利用が少ない和室をフロア化して、学習スペースを広げる等の検討を行う。人
権啓発のパネル展示は、より来客数を増やせるよう、方法や内容を工夫しながら、KPI
も意識しながら引き続き実施していく。

●人材バンク活用を活用した生涯学習講座・教室開催については、5教室を計画したが
トイレ工事の影響で4教室の開催となった。
●中央図書館は、図書館システム更新やトイレ工事により利用者の利便性向上が図ら
れ、KPIの「利用者の満足度」の向上にもつながった。「延べ入館者数」は、ベース値
との比較で減少しているが、入館者の減少は、工事等による休館日が多かったことが
影響しているものである。
●人権教室の開催数は、目標値4回のところ1回のみの開催となっている。

④ 中央図書館の利用者の満足度(％) 82.3 82.9 85

⑤ 人権教室の開催数(回) 2 1 4

160

③ 中央図書館の延べ入館者数(人) 204,595 184,408 226,000

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
人材バンクを活用した生涯学習講座・教室
開催数(講座・教室)

3 4 5

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート
１　基本情報

戦略 【戦略２】教育環境の向上「まちづくりを担う人づくり」

目標 【目標⑥】生涯にわたり学び、文化やスポーツに親しめるまちづくり

基本的方向性
（抜粋）

各年齢に対応した生涯学習環境を充実させるとともに、文化芸術に親しむ機会の充実と文化芸
術活動の促進を図ります。また、文化財の保存・活用を進め次世代に引き継ぐとともに、地域
に対する自信や誇りの醸成を図ります。さらに、生涯を通じてスポーツに親しめる環境を整備
します。

２　各施策の進捗状況について　　　　　　　　　　　　

①　生涯学習環境の充実と人権教育・啓発の推進

各種講座、体験教室などを実施し、幅広い年齢層に学習機会を提供するとともに、中央図書館を中心に市民が読
書に親しむことができる環境を整えます。また、人権に関する理解を深めるための人権教育・啓発を推進しま
す。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●人材バンクの充実
市民が講師として登録する人材バンクの登録講師を市広報紙・市公式ホームページで
紹介した。また、人材バンクを活用した講座・体験教室を開催した。
●中央図書館の利便性向上・読書・学習環境の充実
新たにインターネットによる蔵書検索・予約ができるシステムを導入し、サービス向
上を図った。また、駐車場の増設・トイレの改修等、利用者の利便性向上を図った。
●その他の事業
市民大学講座、人権啓発パネル展・ビデオ上映会など

② 市民大学講座の延べ参加者数(人) 113 625



進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　■やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

今後も市民が利用しやすいスポーツ環境整備に努めていく。また、全国トップレベル
で活躍する流通経済大学の公式戦開催数の増加や応援ツアーの複数開催等についても
検討し、流通経済大学と更なる連携強化を進め、実施していく。

●ここ数年、総合運動公園を中心に、観客席や照明の設置、機器更新など、スポーツ
環境の充実に向けた取組を進めている。
●「総合運動公園各施設の稼働率」及び「総合運動公園における流通経済大学運動部
公式戦の開催数」は、概ね順調に推移しており、目標値を達成している、又は達成が
見込まれる数値となっている。
●「流通経済大学運動部公式戦応援ツアーの延べ参加者数」については、ラグビー部
の応援1回のみの開催となったため数値が減少している。

⑤
流通経済大学運動部公式戦応援ツアーの延
べ参加者数(人)

58 35 80

② たつのこスタジアムの稼働率(％) 31.8 42 37

④
総合運動公園における流通経済大学運動部
公式戦の開催数(試合)

39 38 40

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
たつのこアリーナ（メインアリーナ）の稼
働率(％)

89 87.7 90

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

引き続き、文化財等の候補物件の掘り起こしなどを行い文化財指定を通して保全・活
用を図るとともに、市民遺産についても制度の推進を図る。また、新たに指定された
文化財・市民遺産等を活用した散策コースを随時検討・提案し、市の魅力発信や、文
化財への興味を高めることにつなげていく。

③　スポーツ環境の充実

総合運動公園施設の充実や流通経済大学などとの連携により、市民誰もが身近でスポーツに親しめる場や機会の
充実を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●第2次スポーツ推進計画の策定
関係団体ヒアリング、庁内関係課ヒアリング等を経て、スポーツ推進計画審議会での
答申を受けて、第2次スポーツ推進計画を策定した。
●流通経済大学運動部との連携
流通経済大学運動部の公式試合日程等について、市公式ホームページ・SNSにおいて周
知を行うとともに、ラグビー部の応援バスツアーを35人の参加者で実施した。また、
公式戦に際しては、たつのこフィールド等の市の運動施設の優先貸出しを行った。
●スポーツ施設の充実
たつのこアリーナの無酸素系トレーニングマシーン、たつのこフィールドの写真判定
装置の機器更新を行った。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●市指定文化財及び市民遺産の指定・認定や文化財等の歴史的資料の保存・保護に関
して積極的な取組がなされており、KPIの指定・認定数についても目標値に達する水準
で推移している。
●「指定文化財又は市民遺産等を活用したイベント件数」は、目標値が5件のところ1
件の開催となっている。
●「文化芸術フェスティバルの延べ来場者数」は、ベース値との比較で減少してい
る。

5

④
文化芸術フェスティバルの延べ来場者数
(人)

23,151 20,989 26,700

① ★市指定文化財の指定数(件) 17 19 20

② ★市民遺産の認定数(件) 6 11 12

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

② たつのこフィールドの稼働率(％) 61.9 60 67

③
指定文化財又は市民遺産等を活用したイベ
ント件数(件)

2 1



④
まちづくり・つなぐネットの実施回数
(回)

4 34 7

⑤
まちづくりポイントシールの交換・寄附枚
数(枚)

6,262 21,193 8,000

②
市民活動ステップアップ補助金の交付件数
(件)

3 0 3

③ 市民活動センターの延べ利用者数(人) 22,071 23,692 23,000

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
市民活動やボランティア活動に参加したこ
とがある市民の割合(％)

69.1
（H28）

－ 74

進捗状況
■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

●「協働事業への提案件数」については、ベース値との比較では変化はないが、ここ
数年は減少傾向にある。
●行政提案として実施団体を募集した案件は、市民団体からの応募はなかった。
●「公共施設里親制度の登録団体数」は、ベース値から7団体増加し90団体となり、目
標値に近づきつつある。導入から13年が経過し、既存団体の高齢化や後継者不足が顕
在化しつつある。

今後の施策・
事業展開の方向性

協働事業提案制度については、提案数の減少傾向に対応するための見直しが必要と
なっている。また、公共施設里親制度についても既存の登録団体において高齢化や後
継者不足が懸念されており、今後対応策を講じていく必要がある。

②　自主的で活発な市民活動の促進

幅広い分野で活発な市民活動が展開されるよう、支援策の充実を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●市民活動の支援と啓発
市民活動センターや市民交流プラザにおいて、施設を利用した交流会の実施や各種イ
ベントや講座を開催した。また、市民活動ステップアップ補助金の周知を行った。
●まちづくり・つなぐネットの推進
協力団体については、市内全中学校が協力団体となった。流通経済大学については、
学生が中心となり、コミュニティ協議会主催のイベントの運営補助を行う等、多彩な
サポートを実施した。実施件数も34件となった。
●まちづくりポイント制度の推進
制度の周知を行い、25団体から4,010枚の利用申請があり、21,193枚の交換・寄附枚数
があった。

協働事業への提案件数(件) 4 4 4

② ★公共施設里親制度の登録団体数(団体) 83 90 91

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート
１　基本情報

進
捗
状
況
評
価

現状分析

戦略 【戦略３】地域活性化「まちの活性化と認知度向上」

目標 【目標⑦】市民活動日本一【重点目標】

基本的方向性
（抜粋）

市民一人ひとりがまちづくりの担い手として意識を持って行動し、活発な市民活動によりまち
が活性化していく市民活動日本一のまちを目指して、「公共を皆で担う」気運の醸成を図ると
ともに、市民協働のまちづくりに取り組んでいきます。

２　各施策の進捗状況について

①　協働の取組によるまちづくりの推進

住民自治組織、ＮＰＯ法人をはじめ、市民活動団体などとの連携を図り、幅広い分野での協働の取組を推進しま
す。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●協働事業提案制度の推進
市広報紙及び市公式ホームページで提案募集を行い、市民提案型協働事業に1件、アイ
ディア提案に3件の応募があり、選定を行った。また、前年度の提案事業のうち5件の
事業を実施した。
●公共施設里親制度の推進
市広報紙及び公式ホームページでの周知に加え、桜まつり時等、各種イベント開催時
に里親制度のブースを設置する等、周知啓発を実施した。里親の団体も前年度に比べ1
団体増えた。

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①



H32実績
目標値
（H33）

①
まちづくりへ気軽に参加できる機会に満足
している市民の割合(％)

23
（H28）

－ 28

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

情報発信を行うに当たり、市広報紙や市公式ホームページ、SNS等のツールの特性を十
分に把握した上で、目的・内容等により効果的な手法による情報発信に努めていく。

●市公式ホームページは、インターネット環境が大きく変化しており閲覧者の約3～4
割はスマートフォン等のモバイル端末からのアクセスとなっている。
●個人の情報収集方法の多様化にあわせて、メール配信やSNS等活用等、幅広く取り組
んでいる。
●「市公式ホームページの年間アクセス件数」は、ベース値との比較で減少してお
り、目標値を大きく下回っている。
●その他の指標については、ベース値を上回り、目標値に達成可能な水準で推移して
いる。

③ ★フェイスブック「いいね！」の数(人) 1,279

④
市公式ホームページの年間アクセス件数
(件)

1,304,499 1,142,963 1,565,000

④　市民参加のまちづくりの推進

市民がまちづくりに関し、意見・提案ができる機会の充実を図り、まちづくりへの市民の参加を促進します。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●市民参加の機会の充実
地域における懇談会やかたらい広場等、直接市政に対する意見交換等を行う機会を確
保するとともに、インターネット市政モニターや市長への手紙、パブリックコメント
等、意見・提案ができる機会の充実に努めた。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績

② ★メール配信サービスの登録者数(人) 9,670 11,018 11,600

2,5001,786

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
市役所から発信される情報のうち、必要と
する情報は得られていると感じている市民
の割合(％)

68.9
（H28）

－ 74

進
捗
状
況
評
価 進捗状況

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

市民活動ステップアップ補助金は、市民活動センターと密に連携し、新規登録団体や
交付条件に該当する団体の把握に努め、より効果的な勧奨方法を検討する。

●より活発な市民活動の推進に向けて実施している「まちづくり・つなぐネット」及
び「まちづくりポイント制度」は、市民に定着しつつあり、KPIの「まちづくり・つな
ぐネットの実施回数」や「まちづくりポイントシールの交換・寄附枚数」も大幅に増
加し、目標値を大きく上回っている。
●「市民活動センターの延べ利用者数」も増加し、目標値に達している。
●一方、「市民活動ステップアップ補助金の交付件数」については、相談は寄せられ
ているが交付要件に該当しないケースもあり、活用件数は0となっている。

③　市民と行政の情報共有などを目指した情報発信力の強化

市民と行政が情報や問題意識の共有を図るため、行政情報や市民が必要とする情報を様々な媒体を通して積極的
に発信します。また、分かりやすく親しみやすい内容となるよう努めます。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●情報発信機能の充実
市公式ホームページのリニューアルに併せて、各地区コミュニティセンターにおいて
フェイスブックの運用を開始した。また、メール配信サービス、SNS及びデジタルサイ
ネージの活用を行った。
●市公式ホームページの充実と幅広い活用
検索性の向上及びデザイン・利便性の向上を図るため、市公式ホームページのリ
ニューアル作業を行った。
●その他の事業
政策情報誌の発行

現状分析



進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

懇談会やかたらい広場等の活用に向けて、幅広く周知を行っていく。個別の案件や簡
易な問合せについては、市公式ホームページの問合せフォームを有効活用できるよう
にする等、既存の取組の拡充やより効果的な新たな取組を検討する。

パブリックコメントの実施、市長への手紙、地域における懇談会の開催、かたらい広
場やインターネット市政モニターを実施する等、市民参加の機会の充実が図られてい
る。



●起業・創業を支援するためのMatch広域連携事業や創業補助金制度の構築、2020年の
分譲開始に向けたつくばの里工業団地拡張事業、同年開設予定の道の駅整備等、地域
産業活性化に向けた事業を積極的に展開している。
●KPIの企業立地奨励金による支援企業数、新規雇用人数は、現状では目標値を下回っ
ているが、つくばの里工業団地拡張事業等により数値の向上が期待できる。
●創業者数は、平成29年度は1名にとどまっているが同年開設のMatch-hako龍ケ崎が定
着することで数値の向上が期待できる。

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　■進捗に遅れがある

今後も起業・創業支援や既存企業への継続的な支援を行っていく。また、商工業振興
策の柱となる企業立地奨励金や中小企業事業資金融資あっ旋制度については、経済社
会情勢の変化を注視しながら事業を継続する。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

②　若者、女性、アクティブシニア層を中心とした人材の育成・還流・定着の支援

若者・女性の雇用機会の拡大やスキルアップのための支援を図るとともに、元気な高齢者の活躍の場、雇用の場
を創出します。

④
★観光物産協会がブランド認定（推奨）す
る企業数(社)

－ － 5
（H29～33）

⑤ 年間道の駅入込客数(人) － － 500,000

② 新規雇用人数（企業立地奨励金実績）(人) 12 3 50

③ ★創業者数(件) － 1 20
（H29～33）

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

① 企業立地奨励金による支援企業数(社) 6 1 10

①　産業、金融、行政の連携による地域産業の維持・強化

金融機関などと連携しながら、既存企業を支援するとともに、企業立地促進と起業・創業に対する支援の充実を
図ります。また、本市の地域資源を活用したにぎわいと交流の場として、牛久沼沿いに道の駅を整備するほか、
産業・金融との連携による事業展開などにより、地域経済の活性化を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●企業立地促進策の充実
つくばの里工業団地南側の約5haの拡張区域とする整備方針を策定し、事業用地の取得
に着手した。
●起業・創業の支援
取手市と連携し、インキュベーションオフィス「Match-hako龍ケ崎」を開設した。ま
た、事業経営者や専門家を講師に、社長塾や創業スクールを実施した。
●道の駅の整備
基本・実施設計を策定するとともに、指定管理者候補者の選定及び集出荷体制構築に
向けた体制整備を行った。
●その他の事業
企業立地促進奨励金、中小企業事業資金あっ旋制度、展示会等出展支援事業補助金の
交付、龍ケ崎産品の販路拡大、子育て応援都市宣言記念プレミアムたつのこ商品券の
販売など

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート
１　基本情報

戦略 【戦略３】地域活性化「まちの活性化と認知度向上」

目標 【目標⑧】地域の潜在力を活かした仕事とにぎわいを創出するまちづくり

基本的方向性
（抜粋）

企業立地促進や起業・創業支援などを通じた地域経済の活性化と雇用創出により、若者の転出
抑制、UIJターンの促進を図ります。また、女性やアクティブシニアの活躍が期待されること
から、スキルアップ支援や活躍・雇用の場の創出を図ります。

２　各施策の進捗状況について



⑤ 年間道の駅入込客数【再掲】(人) － － 500,000

①
龍ケ崎市に対して「自分のまち」という愛
着を感じている市民の割合(％)

69.5
(H28)

－ 75

② ★体験型産業観光プログラム数(件) － 1 2
（H29～33）

③
★観光物産協会がブランド認定（推奨）す
る企業数【再掲】(社)

－

コミュニティビジネスや保育士確保のための家賃補助制度等、活用が少ない制度につ
いては、より利用しやすい制度とするため、事業の内容見直しも視野に検討を行う。

③　認知度向上、地域ブランド確立等による付加価値の向上

本市の認知度向上とイメージアップを図るため、自然環境、歴史、農産品、物産品など、様々な地域資源の魅力
を向上させるとともに、効果的な情報発信を推進します。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

●シティプロモーション事業
「子育てたつのこアクション」キックオフイベントや「子育てたつのこフェス」の開
催、子育て応援マガジン「たつのこそだて」の発行、若手職員へ向けたシティプロ
モーションに関する研修等を実施した。
●「龍ケ崎ならでは」の生活スタイルの構築
ブランド農産物のPR、龍ケ崎独自の支援制度やライフスタイルについて情報発信を
行った。また、流通経済大学と連携し、学生による体験型観光プログラム「お米ス
イーツでの街歩き」を開発した。
●地域ブランド力の向上
学校給食を活用した市産品のPRや市内加工業者による新たな商品開発等を行い、観光
物産協会独自のブランド認定制度を構築するための支援を行った。
●その他の事業
フィルムコミッション、関東鉄道竜ヶ崎線ラッピングトレインの実施、龍ケ崎産品の
販路拡大、道の駅の整備

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●学生や高齢者の就労支援に向けて、関係機関と連携を図りながら、就職相談会や研
修会、講座等の実施等、様々な事業に取り組んでいる。
●市内の保育所等に就労する保育士等への家賃補助や保育士等合同就職説明会の開催
等により11名が市内施設に就職した。
●KPIの「流通経済大学卒業生の市内企業等への就職者数」は、ベース値よりは増加し
ているものの目標値は大きく下回っている。
●「コミュニティビジネスの起業者数」は、コミュニティビジネス支援補助金により
起業支援に取り組んでいるものの29年度は0件であった。

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
ハローワークとの連携による新規就職者数
(人)

－ 11 10

－ 5
（H29～33）

④
★龍ケ崎ブランド認定制度によるブランド
件数(社)

－ － 5
（H29～33）

0 0 10
（H29～33）

②
流通経済大学卒業生の市内企業等への就職
者数(人)

9 14 30

③ ★コミュニティビジネスの起業者数(件)

●ハローワークとの連携による雇用の拡大
起業応援ガイドを作成し積極的な周知を行うとともに、ハローワークと連携し、求人
情報や就職相談会開催等の情報を市公式ホームページに掲載し周知した。
●大学卒業生などの地元就職の促進・若者のスキルアップ支援
市内高校や流通経済大学と連携し、進路相談等を実施した。また、保育士や幼稚園教
諭の資格取得に対する就学資金貸付制度や家賃補助制度、合同就職説明会等を実施
し、各制度を利用した11人が市内へと就職した。
●その他の事業
コミュニティビジネス起業者支援、高齢者の雇用の充実など

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）



重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

25 43 40

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

③ 農業体験の参加者数(人) 319 288 500

各KPIの目標値達成を視野に、JR常磐線佐貫駅駅名改称や道の駅の開設といったインパ
クトを活かしながら、関係機関と連携したイベント開催や効率的な情報発信を行い、
継続的なシティプロモーション事業を展開していく。

④　農業の活性化支援

JAなどの関係機関と連携し、農業者の経営安定と担い手の育成、新規就農者の増加に努めるとともに、農産品の
ブランド化や地産地消を促進します。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　■やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・事業展
開の方向性

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●積極的なイベント参加によるブランド農産物のPR活動を行うとともに大学や関係機
関等と連携した産官学連携事業を推進し、新たなブランド農産物の開発や農産品の加
工等への支援を行う等、農業の活性化支援に取り組んでいる。
●平成29年度に「たつのこ産直市場」開設の準備を進め、平成30年4月に開設した。市
内外からの多くの来客でにぎわっている。
●KPIの直売の場の提供回数については、まいんバザールや日曜朝市やさい村、たつの
こマルシェを中心に積極的に参加し、目標値を上回る43回となった。
●農業体験の参加者数は、ベース値との比較で減少しており、目標値を大きく下回っ
ている状況にある。

進捗状況

今後の施策・事業展
開の方向性

農業活性化に向けて、引き続き、ブランド農産品の積極的なPR、市内農産物を活用し
たレシピ集作成等による加工等への支援、直売所の拡大、農業資源を活用したグリー
ンツーリズム事業の実施等の取組を進めていく。

①
農業後継者の育成など農業の振興に満足し
ている市民の割合(％)

7.8
(H28)

－ 13

② 直売の場の提供回数（常設を除く。）(回)

●直売の場の拡大
まいんバザールや日曜朝市やさい村、たつのこマルシェ等のイベントを中心に、生産
者の直売の場の提供を行った。また、農産物等直売所「たつのこ産直市場」の整備に
取り組んだ。
●農業体験の拡大・グリーンツーリズムの推進
農業体験については、保育所や小学校の児童の延べ288人が種まきや収穫作業の体験を
した。また、グリーンツーリズムについては、地域おこし協力隊を中心に、情報収集
や農業者との意見交換等を行い、事業実施に向け作業を進めた。
●その他の事業
農産品の加工等への支援、龍ケ崎ブランド農産品の拡大など

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●積極的なシティプロモーション活動や龍ケ崎オリジナルの創造、牛久沼を活用した
イベントの開催、ブランド認定制度の構築、観光プログラム開発、道の駅の整備等、
認知度向上やイメージアップに向けて幅広い事業展開に努めている。
●KPIの体験型観光プログラム数は、現状では流通経済大学社会学部国際観光学科学生
による「お米スイーツでの街歩き」の1件のみとなっている。



●市民大学講座等については、県や私立大学等が提供するサテライト事業を実施した
こと等により参加者数が大幅に増加し、目標値を上回っている。
●総合運動公園における流通経済大学運動部公式戦の開催数は、概ね順調に推移して
おり、目標値の達成が見込まれる数値となっている。
●流通経済大学運動部公式戦応援バスツアー延べ参加者数については、ラグビー部の
応援1回のみの開催となったため数値が減少している。

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

全国トップレベルで活躍する流通経済大学の公式戦開催数の増加や応援ツアーの複数
開催等についても検討し、流通経済大学と更なる連携強化を進め、実施していく。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

③
流通経済大学運動部公式戦応援ツアーの延
べ参加者数【再掲】(人)

58 35 80

① 市民大学講座の延べ参加者数【再掲】(人) 113 625 160

②
総合運動公園における流通経済大学運動部
公式戦の開催数【再掲】(試合)

39 38 40

②　大学（学生）・市民の交流促進

流通経済大学の豊富な人材や充実した施設を活用し、市民の関心の高い講座やイベントを開催し、大学（学生）
と市民の交流の促進を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●市民大学講座等の充実
龍・流連携事業による講座開催を中心に、茨城県の県民大学講座や私立大学生涯学習
支援プログラムを活用した講演会等を実施した。
●流通経済大学運動部との連携
流通経済大学運動部の公式試合日程等について、市公式ホームページ・SNSにおいて周
知を行うとともに、ラグビー部の応援バスツアーを35人の参加者で実施した。また、
公式戦に際しては、たつのこフィールド等の市の運動施設の優先貸出しを行った。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

H31実績 H32実績
目標値
（H33）

① 市民の龍・流連携事業の認知度(％)
36.9
(H28)

－ 42

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート
１　基本情報

戦略 【戦略３】地域活性化「まちの活性化と認知度向上」

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

市公式SNS等、デジタル媒体を積極的に活用するとともに、新聞折込みのタウン紙や公
共施設でのチラシ配布等の手法も併用する等、既存施策の拡充とあわせてより効果的
な方法を講じることで認知度向上を図る。

目標 【目標⑨】大学と連携した特色あるまちづくり

基本的方向性
（抜粋）

大学のあるまちという魅力を活かし、まちと大学の双方の活性化につながるような連携体制を
充実させていきます。

２　各施策の進捗状況について

①　龍・流連携事業の認知度の向上

龍・流連携事業や大学情報の積極的な発信に努め、龍・流連携事業の認知度の向上を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●龍・流連携事業に関する情報の発信
市公式ホームページのリニューアル時に、龍・流連携サイトの掲載内容の大幅な見直
しを行い、情報内容の拡充や情報への到達方法等の改善を図った。また、定期的に大
学運動部の情報を発信するとともに、佐貫駅東口のデジタルサイネージを利用した周
知にも取り組んだ。

●大学のあるまちのメリットを活かした特色ある連携事業を展開している。
●既存のホームページ等の利用のしやすさ向上を図るとともに、佐貫駅東口のデジタ
ルサイネージを使用する等、新たな広報の手法を用いて、市民に対して積極的な情報
発信に努めている。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績



まち全体で流通経済大学生を支援する機運を醸成し愛着を感じてもらえるよう学生割
引の充実に努めるとともに、保育士を目指す学生への家賃援助や学費の貸付け等によ
り卒業生の定住化を図っていく。

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
★体験型産業観光プログラム数【再掲】
(件)

－ 1 2
（H29～33）

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●新たな取組として、流通経済大学社会学部国際観光学科学生との連携により体験型
観光プランの開発及び実証に取り組んだ。
●学生の就労支援のため、関係機関と連携を図り、就職相談会や研修会、講座等の取
組を進めている。
●KPIの「体験型観光プログラム数」は、現状では流通経済大学社会学部国際観光学科
学生による「お米スイーツでの街歩き」の1件のみとなっている。
●「学割サービスの延べ利用件数」は協力店の増加に伴い大きく上昇し、目標値を上
回っている。一方、「流通経済大学卒業生の市内企業等への就職者数」はベース値と
の比較では増加しているものの目標値の半分に満たない状況である。

進捗状況
■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

5,948 10,785 7,140

②
流通経済大学卒業生の市内企業等への就職
者数【再掲】(人)

9 14 30

③ 学割サービスの延べ利用件数(件)

●観光ルート・魅力あるスポットの開発
流通経済大学と連携し、学生による体験型観光プログラム「お米スイーツでの街歩
き」を開発した。
●大学卒業生などの地元就職の促進・若者のスキルアップ支援
市内高校や流通経済大学と連携し、進路相談等を実施した。また、保育士や幼稚園教
諭の資格取得に対する就学資金貸付制度や家賃補助制度、合同就職説明会等を実施
し、各制度を利用した11人が市内へと就職した。
●保育分野での連携
八原保育所において流通経済大学と連携した運動プログラムを実施した他、保育実習
生の受け入れを行った。
●学生割引サービスの拡充
流通経済大学の学生を対象とした学生割引サービス協力店の募集を行い、新規に5店舗
を協力店に登録した。また、ガイダンス時や学内においてパンフレットを配布する
等、学生への周知を図った。

③　産・学・官連携の充実

市と大学に企業等も交えた連携体制の充実を図り、卒業生の定住を促進するとともに、大学の知見を活かした産
業の活性化やにぎわいの創出、まちの活性化に向けた取組を進めます。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）



④ ★住宅の耐震化率(％) 88.2 － 95

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

979

③
★避難所仮設トイレシステムの整備数(か
所)

－ 2 20

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

① ★災害時応援協定等の締結数(件) 35 38 47

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

●備蓄食糧のアレルギー対応品への切替、災害時応援協定等の拡大、防災貯留型仮設
トイレシステムの整備、消火栓の整備、情報発信の強化等、防災基盤の充実に向けた
取組を着実に進めている。
●計画的かつ着実な取組を進めることで、KPIについても平成33年度の目標値到達が見
込まれる状況である。

■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

災害等の発生に対して、迅速かつ的確な対応が図れるよう、平時から職員の危機管理
意識の向上を図るほか、計画や対応マニュアルの見直し・検証、防災貯留型仮設トイ
レや、災害時の情報発信ツールを活用した運用訓練等、今後も、あらゆる災害事象の
発生を想定して、その対策に取り組んでいく。

１　基本情報

戦略 【戦略４】地域力の向上「安全・安心で住みよい環境づくり」

目標 【目標⑩】防災・減災日本一【重点目標】

基本的方向性
（抜粋）

防災基盤の充実を図るとともに、消防団を中核とした地域の防災体制の充実を図ります。ま
た、市民一人ひとりの防災・減災意識の高揚を図るなど、自助・共助・公助のバランスの取れ
た取組を推進し、防災・減災日本一のまちを目指します。

２　各施策の進捗状況について

①　防災基盤の充実

地域防災計画や関連マニュアルの見直し、災害時における円滑な情報伝達手段の確保、災害備蓄の充実など、有
事に即応できる体制の充実と災害による被害を最小限にとどめるための取組を進めます。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●災害備蓄の充実と災害時応援協定等の拡大
災害時備蓄品の賞味期限等を考慮しながら、計画的に備蓄品の購入・更新作業を実施
した。また、新たに茨城県竜ケ崎警察署、いわき市及びひたちなか市と災害時応援協
定を締結した。
●消防水利の整備・避難所仮設トイレシステムの整備
消火栓について、市内5か所に新設し、市内19か所の修繕を実施した。また、防火水槽
1か所の修繕を実施した。避難所仮設トイレシステムについては、防災貯留型仮設トイ
レシステム（マンホールトイレ）を市内2か所の小学校において整備した。
●その他の事業
木造住宅耐震改修等費用の助成、大規模盛土造成地マップの作成、地域防災計画等の
見直し、防災行政無線のデジタル化、被災者生活再建支援金の支給など

②

②　消防団を中核とした地域防災体制の充実

地域防災の中核として消防団の充実強化を図るなか、自主防災組織の活動の活性化や地域防災リーダーの育成、
市民の防災・減災意識の高揚を図るなど、自助・共助力の向上を目指します。また、コミュニティセンターを単
位とした区域ごとに、地域の実情を反映した地区防災計画を策定するほか、複数の自主防災組織、消防団、小学
校などが合同で防災訓練を実施するなど、スケールメリットを活かした共助力の強化に努め、地域における防災
体制の充実を図ります。

★消防水利数(か所) 959 969



自助・共助・公助の総合的な防災力の向上を図り、ハード・ソフト対策を重層的に組
み合わせた防災・減災の取組を推進し、市全体で大規模な災害への防災力の向上を
図っていく。

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

① ★地区防災計画の策定地区数(地区) － 1 13

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●災害に備えて訓練を積み重ねることは非常に重要な取組であり、継続した取組が適
切な行動につながる効果を発揮することから、自主防災組織や各種団体等との連携・
支援を図り、地域の災害対応力の強化に資する事業を展開している。
●地区防災計画は、北文間地区で策定済である。
●KPIについては、計画的かつ着実な取組を進めていくことで、全ての指標で平成33年
度の目標値到達が見込まれる推移となっている。

進捗状況
■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

⑥
防災に関する講演会・研修会（出前講座
等）の開催数(回)

9 27 13

⑦
3日以上分の水・食糧を備蓄している市民
の割合(％)

26.7
（H25）

－ 32

④ ★防災士数(人) 140 238 270

⑤
★災害時避難行動要支援者避難支援プラン
個別計画作成希望者の割合(％)

32.4 33.9 35

518 512 550

② ★自主防災組織の防災訓練実施率(％) 89.9 100 100

③ ★消防団員数(人)

●地区防災計画の策定
地区防災計画策定については、3地区を対象として決定し、支援を行った結果、1地区
については策定が完了し、2地区については現在作成中である。また、他地区について
も、計画策定の目的と意義を説明する等、計画策定へ向けての啓発を実施した。
●地域防災リーダーの育成
地域における防災体制の強化を図るため、市民が防災士の資格取得をするに際して補
助金の交付を行った。また、防災士自らが自発的に防災知識・技術を向上するために
防災士連絡会の設立を推進した。
●その他の事業
地域における防災訓練の実施、消防団への入団促進、災害時避難行動要支援者避難プ
ラン個別計画及び支援者リストの整備、防災知識の普及など

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）



主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

平成31年9月のコミュニティバス運行計画の再編に向けて準備を進めるとともに、再編
の効果を向上させるセットメニューの運用方法等について協議していく。また、引き
続き高齢者向け共通定期券の周知に努めるとともに対象年齢の引き下げについて検討
していく。

●市内バス交通全体で見ると、交通系ICカード導入や佐貫駅から竜ケ崎への深夜バス
運行等により利便性が向上し、年間利用者も大きく増加している。
●KPIの「コミュニティバスの年間利用者数」は、ベース値となっている平成27年度か
ら増加傾向にある。27年度以降は19万人台を維持しており、目標値には達してはいな
いものの90％以上を維持している。
●「高齢者向け市内公共交通共通定期券の延べ売上月数」についても平成27年度以降
は着実に増加しており、平成29年度の実績値は目標値をクリアしている。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況

●中核的な地域コミュニティ活動の促進
13地区中、地域コミュニティの設立がされていなかった馴馬台地区について、平成30
年度の設立に向けての協議を行う場として、馴馬台地区地域コミュニティ設立準備会
を設置し、地元との協議を行った。また、松葉地区についても、意見交換会を実施し
た。
●地域活動拠点の充実
各コミュニティセンターの機能維持を図るためトイレ改修等の大規模改修工事を計画
的に進めた。また、青パト仕様の公用車を配備し、地域活動の利便性向上を図った。
●その他の事業
地域づくり補助金制度、地域担当職員、地域コミュニティ活動事例研修会の開催など

①
地域での助け合いやボランティア活動に満
足している市民の割合(％)

28.9
（H28）

－ 34

今後の施策・
事業展開の方向性

②　地域コミュニティを核とした地域力の向上

コミュニティセンターを単位とした中核的な地域コミュニティの形成及びその活動の促進を図るほか、地域コ
ミュニティ活動の活性化に向けた環境整備を図ります。

① コミュニティバスの年間利用者数(人) 190,570 191,939 205,000

②
高齢者向け市内公共交通共通定期券の延べ
売上月数(月)

261 370 342

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

高齢者や子どもにも利用しやすく、市内各地域へ移動しやすい公共交通網の充実を図るとともに、公共交通の利
用促進を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●コミュニティバスの充実
コミュニティバスに関する要望や運行課題、目指していくまちの姿を踏まえ、運行本
数の拡大、運賃の見直し、学生や高齢者への割引制度の導入、乗継券の発行、バスロ
ケーションシステム・交通系ICカードの導入等を柱として盛り込んだコミュニティバ
ス運行計画再編の方針を定めた。
●高齢者向け市内公共交通定期券の発行
高齢者向けのコミュニティバスと市内路線バスの共通定期券の販売促進を図るため、
市公式ホームページへの案内掲載や公共施設等へのチラシの設置等、周知を行い、前
年度に比べ販売数が70件増加した。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績

１　基本情報

戦略 【戦略４】地域力の向上「安全・安心で住みよい環境づくり」

目標 【目標⑪】地域がつながる、安全・安心なまちづくり

基本的方向性
（抜粋）

地域の住民が互いに支え合い、安全・安心に住み続けられるよう、地域の力を維持・向上し、
地域間の市民交流を促進することや、人と人とのつながりを活かした地域づくりを進めること
などにより、市民がいつまでも住み続けたいと感じるような安全・安心なまちづくりを進めま
す。

２　各施策の進捗状況について

①　市内公共交通網の充実

H31実績 H32実績
目標値
（H33）



18 18

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
★適正管理を促した空家等のうち、改善さ
れた空家等の割合(％)

24

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

③
★見守りネットワーク参加事業所・市民の
数(団体・人)

416 700 500

63.3

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●空家等対策の推進
空家等の適正管理に対する市民への周知として、市広報紙や公式ホームページで空家
等の適正管理に関する啓発を行ったほか、固定資産税納税通知書に啓発チラシを同封
する等の周知活動を行った。また、管理不全な空家等所有者に対しては、訪問・電話
等による改善指導のほか、文書による指導も行ったことにより、一部改善も含め、約
66パーセントの改善が図られた。
●その他の事業
空家等の利活用等に係る関係団体との協定書の締結、空家相談会の実施など

④　空家等対策の推進

多くの問題を抱える空家等の発生抑制に努めるとともに、やむを得ない事情で発生した空家等の適正管理を促進
します。

30
（H27～33）

■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●地域防犯及び安全安心なまちづくりを推進するため防犯カメラの設置を進めてお
り、犯罪抑止効果の向上や事件等発生時の早期解決の一助となっている。
●KPIの「防犯パトロールの実施団体数」「見守りネットワーク参加事業所・市民の
数」は、いずれも目標値をクリアしており、地域ぐるみでの防犯活動の充実や防犯意
識の高揚がうかがえる。

進捗状況

今後の施策・事業展
開の方向性

防犯カメラについては、竜ケ崎警察署と協議しながら、主要交差点や犯罪等の多い場
所への設置を進める。また、防犯サポーターの人材確保や、防犯連絡員の高齢化等の
理由により、活動が困難となっている分会に対して必要な支援を行いながら防犯体制
の強化に努めていく。

●地域の安全・安心の基盤向上
防犯力の向上のため、主要な交差点等に防犯カメラを新たに5か所（7基）設置すると
ともに、住民自治組織等の地域団体に対しても防犯カメラ等設置事業補助金を交付
し、3地区（5基）に防犯カメラが設置された。また、住民自治組織等からの要望に応
じて、防犯灯のLED化を進め、新たに93か所へ設置（既存の防犯灯からの付替え）を
行った。
●地域での見守り、助け合い活動の推進
地域の防犯見守り活動については、防犯連絡員を中心に、警察署との連携をし、徒歩
での防犯活動に加え、青色防犯パトロール車を使用しての活動を実施した。また、認
知症サポーター養成講座修了者のうち、97人を見守りネットワークの協力者として登
録した。

③　地域の防犯体制の充実

防犯カメラの設置など、地域の安全性の基盤を整備するとともに、地域での見守りやパトロールなど様々な活動
主体による地域防犯活動を促進します。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

①
犯罪や非行防止などの治安対策に満足して
いる市民の割合(％)

27.8
（H28）

－ 33

② 防犯パトロールの実施団体数(団体) 18

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●中核的地域コミュニティは11地区で設立され、地域に根差した活動を展開してい
る。一方、当初に設立した地区は設立から5年が経過し、事業の見直しも必要となって
いる。
●地域担当職員制度も定着しつつあり、地域に応じた活動を展開している。

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

引き続き、全地区での設立に向けて地域との意見交換等を行っていく。また、各地域
の課題を再確認し、組織の高齢化も踏まえた今後の中核的な地域コミュニティのある
べき姿について地域コミュニティ協議会とともに検討していく。



進
捗
状
況
評
価

今後の施策・事業展
開の方向性

市民や空家所有者等に市の空家対策への取組姿勢を示す条例の制定に向けての取組を
行いながら、引き続き、管理不全な空家の所有者等への改善指導を行っていく。ま
た、今後空家となることが想定される物件所有者に対して、相続や空家となった際の
管理や管理不全な状態の空家となる前の事前の準備・対応への意識啓発に努めてい
く。

現状分析

●空家等対策計画に基づき、予防対策・発生抑制、活用方策、適正管理、解体・除去
等、跡地利用の各段階に応じた取組を展開している。
●空家等と思われる物件は市内に1,051件あり、その内、40件が危険家屋と思われる物
件である。
●KPIの「適正管理を促した空家等のうち、改善された空家等の割合」は、平成29年度
末時点では、63.3％（147件中93件）となっている。

進捗状況
■順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある



健康ウォーキング講座の延べ参加者数(人) 217 243 450

⑦
いきいきヘルス体操教室の延べ参加者数
(人)

21,596 21,982 25,000

●健康づくりに関する意識の高まりに伴い、KPIの「スポーツ教室の延べ利用者数」が
大きく増加し目標値を上回っているほか、「てくてくロードを歩いた延べ人数」や
「健康ウォーキング講座の延べ参加者数」等の数値が向上している。
●一方、「スポーツイベント（市民スポーツフェスティバル等）の延べ参加者数」と
「ニュースポーツ教室・大会の延べ参加者数」はベース値との比較で減少している。

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

健康寿命延伸に向けた運動習慣の普及では、様々な事業が実施されているが、新たに
始まった健幸マイレージ事業を含め、利用者の状況を分析した上で内容の重複等によ
る分かりづらさ等を解消するよう事業の整理を行っていくよう努める。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

56,959 51,000②
スポーツ教室の延べ利用者数（指定管理
者）(人)

42,613

⑤ てくてくロードを歩いた延べ人数(人) 1,528 1,911 2,300

⑥

①　スポーツ・運動を通じた健康づくりの推進

市民誰もがスポーツ・運動に親しみながら、健全な心身を養い、健康づくりを進められる環境を整備する
ことなどにより、市民の健康寿命の延伸を図ります。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●スポーツ教室・イベントの充実・ニュースポーツの推進
総合運動公園を中心に各種スポーツ教室等を幅広く開催している。また、ニュース
ポーツについては、市民スポーツ・レクリエーションまつりに際してのスポーツ吹き
矢教室の開催やヘルシーボール大会等を実施し、普及啓発を行った。
●健康寿命の延伸に向けた運動習慣の普及
てくてくロードについては、市広報紙や公式ホームページ等での周知を行うとともに
利用者の増加を目的に完歩賞の拡充を図った。また、市内のウォーキングコースをま
とめたウォーキングマップを作成し、配布した。
●その他の事業
市民スポーツフェスティバルの開催、健康ウォーキング講座の開催、いきいきヘルス
体操・元気アップ体操の普及など

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート
１　基本情報

戦略 【戦略４】地域力の向上「安全・安心で住みよい環境づくり」

目標 【目標⑫】スポーツ健幸日本一【重点目標】

基本的方向性
（抜粋）

市民がスポーツ・運動を通じた健康づくりに取り組む環境を整備することで、健康寿命の延伸
を図るとともに、高齢者が「健幸」な長寿社会を目指すなど、市民が生涯にわたり健やかで幸
せな生活を送ることができるスポーツ健幸日本一のまちを目指します。

２　各施策の進捗状況について　　　　　　　　　　　

6,844 8,800①
スポーツイベント（市民スポーツフェス
ティバル等）の延べ参加者数(人)

7,378

④
ふるさとふれあい公園（グラウンドゴルフ
場・ゲートボール場・ディスクゴルフ場）
の延べ利用者数(人)

15,454 15,795 18,000

③
ニュースポーツ教室・大会の延べ参加者数
(人)

1,035 898 1,200



③
生きがいづくりや趣味を楽しむ機会・場所
に満足している市民（61歳以上）の割合
(％)

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●節目年齢特定健康診査負担金の無料化、かかりつけ医からの情報提供、受診年齢の
引き下げ等、健診環境の改善に積極的に取り組んでいる。
●データヘルス計画に基づく発病予防や重症化予防事業を新たに実施した。
●KPIについては、「特定健康診査受診率（国民健康保険加入者）」に大きな変化はな
く、目標達成は難しい状況である。
●「高齢者活動団体への助成数」については、新規事業である高齢者地域ふれあいサ
ロン活動支援事業により、地域で介護予防活動を定期的に行っている5団体を承認し、
活動費等の支援を行ったものである。

進捗状況
□順調に進捗している　　　　　　　■やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後の施策・
事業展開の方向性

特定健康診査の受診率向上に幅広く取り組んでいるが受診率が向上しない状況であ
り、事業実績の分析・検証を行うとともに、他自治体の事例調査も行いながら、より
効果的な事業を検討していく。

④ 高齢者活動団体への助成数(団体) － 5 15

35.5
（H28）

－ 50

28.5
(速報値）

48

② ★要介護認定率(％) 12.6 12.0 13

①
特定健康診査受診率（国民健康保険加入
者）(％)

28.4
（H26）

②　高齢者の「健幸」力の向上

高齢者の心身両面での健康づくりを推進するとともに、社会参加や生きがいづくりに親しみやすい環境を整備し
ます。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●健康寿命の延伸と医療適正化に向けた重症化予防
健診結果に基づき、指導対象者の抽出を行い、延べ約670人に対し、訪問・面接・電話
でのフォローアップを行った。その中でも、糖尿病重症化が予測される者に対して
は、全員を訪問・電話によるフォローアップを行い、健診当日に保健指導を実施し
た。
●地域貢献・地域自主活動に対する支援
地域で介護予防活動を定期的に行っている5団体を承認し、活動期間に応じた活動費等
の助成を行った。また、介護予防。日常生活支援総合事業訪問サービスの担い手とな
る生活支援サポーターを養成するため、生活支援サポーター研修を実施した。
●その他の事業
生活習慣病健診の対象者拡大、がん検診の受診率向上対策、快眠教室・睡眠講演会の
開催、介護予防に関する教室の開催、多世代交流など

重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）



重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

①
市税の収納率（国民健康保険税を除く。）
(％)

96.63 97.51 97.63

⑥ 社会資本形成の将来世代負担比率(％)
29.8

（H26）
H30.12
算出予定

30以下

④ 積立金残高比率(％)
40.6

（H26）
43.2 35以上

⑤ 実質債務残高比率(％)
219.2
（H26）

194.1 180以下

90.4
（H26）

93.0 90以下

② 基礎的財政収支(百万円)
3,053
（H26）

H30.12
算出予定

黒字

③ 経常収支比率(％)

H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

事務量に見合った所要人員の適正化、職種構成及び総人員数の見直し、民間委託等の
推進を図り、引き続き、効果的・効率的な執行体制の確保、人的資源の有効活用に努
めていく。

●市税の収納率向上
滞納整理に専念させるための職員の配置等を行い、必要な滞納整理・滞納処分を実施
した。また、滞納整理に苦慮している案件に関しては、高額事案検討会を開催し対策
を検討するとともに、茨城県租税債権機構への移管を実施した。結果として、前年度
と比べ収納率は0.4ポイント上昇した。
●中期財政計画の推進
平成28年度決算における財政運営目標の実績を見ながら、起債借入れにおける利子の
軽減と将来負担の平準化を図るとともに、長期債務残高の抑制を図った。

②

進
捗
状
況
評
価

現状分析

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

②　健全な財政運営の推進

市税の収納率向上への取組を推進するとともに、受益者負担や補助金・負担金の適正化、効果的な財政配分等を
図っていくことで、健全な財政運営の確立を目指します。

職員一人当たりの年間平均時間外勤務時間
数(時間)

113.9 121.1 108

●職員数は平成29年４月１日現在440人、平成25年以降は430人～440人程度で推移して
いる。
●職員研修は、階層別研修だけでなく、専門的な知識習得を図るための専門研修や特
別研修に取り組んでいる。KPIの「職員研修の延べ受講者数」も目標値を上回る結果と
なっている。
●「職員一人当たりの年間平均時間外勤務時間数」は増加しており、目標値の達成に
向けたさらなる対策が必要となっている。

□順調に進捗している　　　　　　　■やや進捗に遅れがある
□おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

平成29年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

① 職員研修の延べ受講者数(人) 1,107 1,217 1,162

１　基本情報

戦略 【戦略５】持続可能な行財政運営「将来につながる基盤づくり」

目標 【目標⑬】健全で効率的な行財政運営の推進

基本的方向性
（抜粋）

市民ニーズの多様化や需要増に対応できる人材の育成と確保、有効活用の観点による公共施設
の効率的な管理運営に加え、財政健全化に努めていくことで、将来を展望した経営的な視点に
よる健全で効率的な行財政運営を推進していきます。

２　各施策の進捗状況について

①　人員の確保と人材育成の強化

業務量に応じ、適切な人員確保・配置を行うとともに、市民ニーズの高度化・多様化にも対応し、政策を実現でき
る人材の育成に取り組みます。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

●人材育成基本計画の推進
人事評価制度による目標管理及びスケジュール管理による人材育成を推進した。ま
た、階層別研修や専門研修、特別研修等、延べ1,217人の職員が研修に参加し、職員の
スキルアップを図った。
●人員管理計画の推進
職員の給与支給事務・社会保険事務等の専門定型業務について、民間委託の可能性を
探り、民間事業者との協議を実施した。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績



重要業績評価指標（KPI）
★：H33年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 H31実績 H32実績
目標値
（H33）

① ★指定管理者導入施設数(施設) 25 25 28

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

社会状況の変化に的確に対応し、市民サービスの質を高めていくため、業務の効率

化、職員の適正配置、経費の抑制等を念頭に、行政サービス等の民間委託に継続的に

取り組む必要がある。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●定型業務の民間委託や公の施設の指定管理者制度の活用については、積極的に進め
ており、とりわけ指定管理者制度による公共施設の管理運営については、市民サービ
スとコスト削減等に対し、一定の成果をあげている。
●KPIについては平成29年度実績において変化はなく、目標値達成に向けては今後の取
組が反映されることとなる。

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

17.5
（H28）

－ 23

②
★行政サービス（専門定型業務）の民
間委託導入数(件)

－ 0 1

③
行政サービスの民間委託に満足している市
民の割合(％)

□順調に進捗している　　　　　　　□やや進捗に遅れがある
■おおむね順調に進捗している　　　□進捗に遅れがある

今後、大型事業の実施により、市債借入れの増加や基金残高の減少が懸念されること
から、中長期的な視野に立ち、柔軟な財政構造への転換、将来負担額の削減等、財政
力の強化を図り、持続可能な財政基盤の構築を目指していく。

●指定管理者制度の拡大
道の駅の開設に向けて、指定管理者候補者選定のための審査基準、業務仕様書、申請
要領等について、指定管理者選定委員会において審議を行った。また、総括評価制度
における本市の考え方についても意見の聴取を行った。
●行政サービスの民間委託の導入
民間の有する多様な専門性やノウハウ等を活かした市民サービスの向上と行政運営の
効率化、費用の縮減を図るため、様々な分野における行政サービスへの民間委託の可
能性について、民間事業者から意見を聴取した。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●経常収支比率については、以前高止まりの状況であり、歳出削減、歳入確保の取組
を継続していく必要がある。
●積立金残高比率については、ふるさと納税が好調なこともあり、基金残高が増えて
いるため、目標値に達している。
●実質債務残高比率については、市債借入れの抑制などにより、債務残高が減少して
おり、計画的かつ着実な取組を進めていくことで、平成33年度目標値到達が見込まれ
る推移となっている。

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

③　公共施設等の効率的な運営

市民サービスの向上と行政運営の効率化、経費の縮減を図るため、公の施設の管理運営や事務事業について、民間
活力の活用を推進します。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）


