
平成30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）

【P.11～18】

●保育環境・学童保育ルームの充実
小規模保育事業所･企業主導型保育事業所の各1か所の新規開設、駅前こどもステー
ションの送迎機能強化等により、保育環境の充実を図りながら、ファミリーサポート
センターのサポート会員の新規養成や修学資金貸付制度を利用した保育士の新規就業
等、子育て環境を担う人材の育成･確保を行った。また、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・健診体制等の充実
小児救急医療輪番制の運営や4歳児眼の健康診査の実施等、小児の健診･医療体制の充
実を図った。
●その他の事業
こどもまつりの実施、たつのこ育て応援の店の拡充、男女共同参画基本計画の改訂、
市職員の育児休業取得率100パーセントなど

① 保育所の待機児童数(人) 0 0 0 0

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

目標値
（R3）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績

80

③ 学童保育ルームの待機児童数(人) 0 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
100(送迎

分)96.7(支援セ
ンター分)

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)

－ 42.2 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)

－ 64.3 62

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等に代表される市の子育て環境は充実してきており、今後は
利用者ニーズの検証など、需要を見極め、事業内容の拡縮充を図る。学童保育ルーム
は、支援員の確保が難しくなってきており、民間委託等により運営維持を図るととも
に、サービスの質を維持できるよう取り組む。こどもまつり等のイベントは、市の類
似イベントとの連携開催等、庁内の横の連携を強化し、事業の効率化・ブランド化を
図り、さらに来場者数等を増やすよう取り組む。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●「保育所の待機児童数」は、引き続き平成30年4月1日現在で「0」を維持している。
小規模保育施設や企業主導型保育事業所の開設等の受入体制強化が要因の一つと考え
られる。(なお、平成30年10月1日現在では「46」で、前年と比べて「△32」となって
いる。)。また、「学童保育ルームの待機児童数」は、引き続き年間を通じて「0」を
維持している。
●駅前こどもステーションは、送迎機能の強化を図る等、利用者環境の改善が進み、
送迎の利用者数は前年度に比べ増加(24人→31人)し、「満足している利用者の割合」
も高い数値を維持し、目標値もクリアしている。一方、課題として、子育て支援セン
ターの利用者数は前年度に比べ減少（6,292人→4,463人）している。
●「医療サービス体制への満足度」は、ベース値と比較して上昇している。休日当番
医や夜間救急の取組が定着したことが要因と考えられる。また、4歳児眼の健康診査の
受診率は、上昇し(83.36%→88.4%)、病気の早期発見・早期治療につながっている。

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。



③ 乳児家庭全戸訪問の満足度(％) 72 93.1 94.3 90

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。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.19～24】

●「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･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、支援が必要な妊婦への支援計画の作成、電話で
の支援、産後ケア、乳児家庭の全戸訪問等を実施するとともに、電子母子手帳サービ
ス「たつのこたっち」の導入等による利便性向上を図った。
●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。
●その他の事業
小児インフルエンザ予防接種･ロタ予防接種の費用助成、不妊治療･不育症治療費の助
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 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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

妊産婦の産前･産後支援は、内容も充実し、満足度も高い状況となってきていることか
ら、妊娠から子育て期にかけての切れ目のない支援を引き続き行っていく。出会いの
サポートは、出会い･結婚を機に龍ケ崎市とも縁を結んでもらうための仕組みを民間と
の連携も視野に検討し、定住人口･関係人口の増加へとつなげていく。

進
捗
状
況
評
価

① 年間の出生数(人) 543 489 436 600

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 86 85

●近隣市においても、出生率（人口1,000人当たりの割合）は減少傾向にあり、全国的
にも減少傾向である。当市における「年間の出生数」も、ベース値と比較すると年々
減少しており、現時点において目標達成は厳しい状況にある。
●「妊娠･出産の支援に対して満足している市民の割合」や「乳児家庭全戸訪問の満足
度」は、ベース値･前年度と比較して上昇しており、目標値を達成している。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が
定着してきているためと考えられる。
●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。



●「住み替え支援に対する満足度」は、前年度と比べ減少している。若者･子育て世代
住宅取得補助金が一定の役割を果たしている（交付件数は、前年度比で増加(155件→
165件)している。）ものの、市内の転居者の満足度が低くなっていることが要因と
なっている。
●「第3子の出生数」は、引き続き減少傾向にあり、ベース値から大きくかい離してお
り、目標値の達成は難しい状況である。全国的な人口減少・少子化の状況もあるもの
の、医療費助成や子育てスタート応援事業を拡充するとともに、多子世帯支援等を継
続して行っているが、効果が十分に得られていない。

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。

現状分析

③

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）

【P.25～28】

●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を拡充し、年齢要件を緩和(18歳以上の子を養育する
場合は年齢要件なし)し、加算額についても増額した。
●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父親の育児参加の呼び
かけのための冊子「#papatry(パパトライ)」を配布した。
●その他の事業
小児マル福の対象年齢の拡充、子育て支援コンシェルジュの出張相談など

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

延べ250
(H29～R3)

② 住み替え支援に対する満足度(％) － 78.5 74.07 80

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、若者・子育て世代住宅取得補助金による住み替え支援を推進するととも
に、転入者のシビックプライド醸成やコンパクトシティ化推進等の視点も加味しなが
ら、より魅力的で効果的な制度となるよう、補助内容の見直しを検討する。その他、
マル福制度や多子世帯支援については、国や県の制度改正等の状況を見極めながら、
事業内容を検討していく。

進
捗
状
況
評
価

第３子の出生数(人) 92 87 85 114

① ★住み替え支援による転入世帯数(世帯) － 50 92



コミュニティバスの再編など、公共交通網の利便性向上に引き続き取り組み、費用対
効果を検証しながら、事業の推進を図る。居住環境の優位性や魅力度の発信は、引き
続きターゲットとする「子育て世代」への情報発信を行うとともに、さらにその下の
世代（２０歳台後半から３０歳台前半）への魅力度などの発信に必要な手法などを検
討しながら、PR活動を進めていく。

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)

262,500 250,764 850,000

●「公共交通機関の利便性の満足度」は、ベース値と比べて上昇している。深夜バス
の運行やICカード利用が可能となったことなど、その利便性の向上に継続的に取り組
んできたことが要因と考えられる。
●「住み続けたいと感じる市民の割合(21歳～50歳）」は、ベース値より減少している
ものの、30歳台後半の同指標は、ベース値より7ポイントの増加(82％→89％)してい
る。居住環境の優位性や魅力度の発信が、そのターゲットを「子育て世代」に明確に
設定し、実施していることが要因であると思われる。
●「年間の観光入込客数」は、年々減少の傾向があり、ベース値・目標値と比較して
も大きくかい離してしまっている。イベント開催時の気象状況などが影響を与えてい
る部分もある。

38

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

③ 空家の再活用数(件) － － 1 20

④

②
住み続けたいと感じる市民の割合（21歳～
50歳）(％)

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。

【目標②】住んでみたいと感じるまちづくり

戦略

1,099,210

【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）

【P.29～36】

目標

●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」での市民モデルによる市内人気
スポットの紹介、SNSでのターゲティング広告によるサイトへの誘導、各種タウン誌へ
の情報掲載、子育て応援マガジン「たつのこそだて」の作成･配布など、子育て環境･
居住環境の優位性を前面に押し出したPR活動を行った。
●「通えるまちづくり」の推進
市内交通網の充実に向けて、路線バスなどにおける通学割引定期券導入の調査･検討、
佐貫駅東口ロータリーの改修に係る実施設計の実施、佐貫駅から竜ヶ崎駅間の深夜バ
スの運行などを実施した。
●その他の事業
若者･子育て世代住宅取得補助金交付事業、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、観光アンバサダーによる観光PRなど

① 10

－ 76.6

純移動数（20～49歳）（住民基本台帳人口
異動報告）(人)

△333 △153

83

△137

77.7
（H28）

平成30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）

－ 24.8

□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

基本的方向性
（抜粋）

1,092,000

１　基本情報

現状分析



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
81.8
中学校
63.6

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
47.8

小学算数
49.2

中学国語
47.6

中学数学
48.4

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）

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。

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
3,151

17
4,000

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5,245
生徒4,129

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 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.37～40】

●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、アフタース
クールは8校で、サタデースクールは3校で実施した。
●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･チームティーチングによる習熟度別指導など

①

220 304⑤

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

多様な学習環境や内容の充実は、引き続き地域住民や流通経済大学との連携を図りつ
つ、市若手職員による出前授業や高校生とのセッションなど、新たな取組との連携も
視野に入れながら、より児童生徒の学習に対する興味関心を高め、かつ、基礎学力の
向上につながるような事業形態を模索していく。

216 220
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、アフタースクール･サタデースクール、魅力ある学
校づくり推進事業による地域住民との交流、流通経済大学との連携事業などを幅広く
展開しており、全体としては学習環境や内容の多様化が図られている。
●一方で、「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･生徒の割
合」は、全てにおいて50パーセントを割り込んでおり、基礎学力の定着のための施策
の充実も検討する必要がある。
●「地域ボランティア等の活用人数」や「龍･流連携事業によるボランティア協力学生
数」は、ベース値と比べて低くなっている。

②特色ある教育環境の創造

現状分析



重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.41～46】

●総合型地域スポーツクラブの支援、トップアスリートの育成
総合型地域スポーツクラブの「クラブ･ドラゴンズ」のPRを実施し、「クラブ･ドラゴ
ンズ」主催の「ランニングクリニック(講師:谷川真理氏)」の開催を支援した。また、
トップアスリートの支援として、スポーツクライミングの野口啓代選手に対して、た
つのこアリーナ内にスピード壁の設置場所の提供やトレーニング室の無償貸出を行っ
た。
●スポーツによる交流人口の増加、国際スポーツ大会キャンプ等招致等
国民体育大会実施に向けたリハーサル大会を実施し、組織力強化を図った。また、
2020年オリンピック･パラリンピック東京大会開催に向けた海外チームのキャンプ地招
致に関して、「龍ケ崎市スポーツ交流協会」を設立し、選手との交流や迎え入れる体
制の整備(語学講座など)を実施した。
●その他の事業
大学等との連携による市民大学講座の開催、スポーツツーリズムの推進など

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

① 市民大学講座の延べ参加者数(人) 113 625 661 160

④
総合運動公園の延べ利用者数
（利用者数+観覧者数）(人)

379,623 381,006 374,289 455,000

② 総合型地域スポーツクラブ会員数(人) 436 412 423 800

③
スポーツ全国大会出場件数（大学生を除
く。）(件)

56 43 42 70

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

今後、国民体育大会やオリンピック等の大きな大会が開催されることを踏まえ、ス
ポーツに対する市民の意識の高まりを実際に市の行うスポーツ事業へ転化できる仕掛
けづくりを意識しつつ、生涯学習も含め、大学等の関係団体との連携を強化しなが
ら、各種事業を拡充･改善していく。

現状分析

●市民大学講座は、大学等との連携を強化するとともに、市民ニーズを把握しながら
事業を実施してきた結果、参加者数は増加し、目標値を大きく上回っている。
●「総合型地域スポーツクラブ会員数」は、活動内容は充実しつつあるものの、会員
数の増加につながっていない。現状では目標値の達成は難しい状況である。
●「総合運動公園の利用者数」は、施設改修工事を実施したことから、前年度に比べ
て減少している。また、「スポーツ全国大会出場件数」も、ベース値と比べて減少傾
向であり、目標値の達成は難しい状況にある。



620

57
（H28）

－

③
市民一人が１日に出すごみの量（家庭系ご
み）(ｇ)

665 658.1 658.7

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.47～51】

●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
広報紙や公式ホームページ以外にも「ごみ減量news」などのチラシによる周知や市内
小中学生に雑紙回収袋を配布し、リサイクル意識の醸成を図る活動を行った。また、
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
市広報紙や公式ホームページ以外にも環境フェアなどのイベント時におけるLEDの普及
促進の周知を行うとともに、公共施設の照明器具をLEDへ転換し、電気料･CO2排出量の
削減を行った。
●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るとともに、その普及状況を注視しつつ、自然エネルギー
の一層の利用促進を進めるため、家庭用燃料電池等への補助制度の導入を検討した。
●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

④

55.6 62

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）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

④環境先進都市を目指したまちづくりの推進

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(％)

□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

ごみ減量化、循環型社会の形成に向け、さらなる有効な手法を検討するとともに、効
果的な周知活動に取り組む。また、ごみ袋の有料化については、引き続き調査･研究を
行っていく。太陽光発電システム等補助金については、当該補助制度から家庭用燃料
電池等に対する補助制度への転換を行い、さらなる自然エネルギーの利用促進を図
る。

⑤ ★LEDを導入した主な公共施設数(施設) 12 33 36 29

●「市民一人が１日に出すごみの量」については、様々な普及啓発活動を展開してい
るものの、ベース値や前年度と比べて大きな変化はなく、現状を維持している状況で
ある。なお、「ごみの総資源化率」については、民間での回収が定着してきており、
行政回収を含めた総資源化率（H29:19.4％）については、目標値とした水準近辺にあ
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、平成30年度には、さんさ
ん館や中根台中学校体育館、高砂体育館へ導入したことで目標値をクリアしている。
●「地域をきれいにする活動や公衆衛生に関する満足度」は、ベース値に比べ減少し
ているものの、「ごみ収集サービスや資源リサイクルの満足度」は高い水準を維持し
ており、ベース値からも上昇している。

ごみの総資源化率(％) 13.5 13.0 13.5 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）

－ 77.8 81

進
捗
状
況
評
価 進捗状況



１　基本情報

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.52～55】

●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、事業化検討報告会を実施したほか、参入意向を示
している3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、平成30年7月にJR東日本水戸
支社との間で佐貫駅を「龍ケ崎市駅」へ改称するための協定書を締結したほか、駅名
改称に係る民間企業等への影響調査や駅周辺の土地利用方策を検討するための基礎資
料としての公的不動産等についての調査を実施した。
●その他の事業
(仮称)まちなか再生プランの策定、市街地活力センター改修工事、にぎわい広場拡張
工事、龍ケ崎市版「小さな拠点づくり」など

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。

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(％)

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関係人口･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。その中で、先行事例や過去の事例などを参考と
しつつも、現在の社会のトレンドや今後の動向予測などに十分留意しながら事業を推
進する。

今後の施策・
事業展開の方向性

□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

●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やJR佐貫駅駅名改称事業は、引き続き実施に向けての事業を
継続している。
●しかしながら、「活気やにぎわいがあると回答した市民の割合」は、ベース値とほ
ぼ変化がなく、目標値とは大きくかい離している。これから新都市拠点開発や駅名改
称、現在進めている「まちなか再生」やそれに伴う事業の実施による指標値の上昇が
期待される。

5
0.4

（H28）
－ 0.6

平成30年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

R2実績
目標値
（R3）

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 R元実績



1,299,000

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.56～57】

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 83

R2実績
目標値
（R3）

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

公共施設の再編成は、引き続き施設機能を維持しながら、面積や施設コストを縮小･削
減する「縮充」の視点を基本に、検討していく。その際、施設の広域利用や長寿命
化、歳入の確保など、施設運営の持続可能性も考慮しながら、最適な活用方法につい
て検討を行っていく。

●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ない。
●未利用市有地は、候補地を複数選定し、売却の可否を検討しており、引き続き所有
の必要性等を考慮しながら、進めていく。
●「乗り合いバスやタクシーの利用者数」は、増加傾向にある。公共交通機関におい
ては、利用者の多様性に対応した対策（深夜バスの運行、ICカードでの運賃支払いが
可能）が効果を上げたものと考えられる。

1,289,812 1,313,619

77

49 52

③
乗合バス及び乗合タクシーの年間利用
者数(人)

1,274,919

②
★未利用市有地の有効活用件数（100㎡以
上）(件)

47

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。

②公共施設の縮充等、既存ストックのマネジメント強化

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績

●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、旧北文間小学校の跡地は、地元住民との協議等を踏まえながら、スポーツ
健康施設、小学校の歴史資料の保管施設、災害時等の緊急避難場所として活用する具
体的方策を決定した。
●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策定に係る関係機関等との協議や
市民懇談会、パブリックコメント等の実施を経て、計画を策定した。



１　基本情報

２　各施策の進捗状況について　　　　　　　　　　　　

現状分析

小学校外国語教育に適切に対応するとともに、中学の英語教育AETの適切な配置を進
め、英検受験に対する助成を進めていく。

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
－

●全国学力・学習状況調査の結果は、県平均よりも低い状況が続いている。また全国平
均と比較しても低い状況にある。
●「AETとの学習が楽しいと答えた児童生徒の割合」について昨年度と比較すると、小
学生は大幅な改善になり、中学生は目標数値の達成に近づいている。小学校において外
国語の授業時間数を増やしたことに伴い、AETを増員しAETと行う授業時間数が増えたこ
とが要因と思われる。
●学校図書館の利用回数は年々減っており、現状で目標達成は難しい。スマートフォン
やタブレットの普及が少なからず影響しているものと思われる。
●体力テストは、小・中女子はベース値・前年度と比べても数値が大きく増えている一
方、小・中男子はベース値・前年度と比べても大きな変化はなく目標値まで10ポイント
以上離れている。
●体力テスト総合評価を県のデータと比較しても下回っている。

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、中学校でも教育用ICT機器（タブレット・電子黒板）を全校導入し、
9月から授業を展開している。また、外国語活動・指導は、AETを2名増員し、授業以外
のスクールイングリッシュ等の活動もあり、英語によるコミュニケーション体験活動が
充実してきている。
●学校図書館の充実
全小中学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90.9
生徒80.8

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

R元
実績

R2
実績

H29実績
H30
実績

⑤

児童
男48.50
女47.60
生徒

男54.20
女69.40

児童
男49.40
女54.70
生徒

男49.50
女74.80

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
-2.0

図形・数量B
-1.35

生命・宇宙
-2.15

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
（R3）

―
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

平成30年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

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

児童40.7
生徒29.2

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.58～63】

□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」

今後の施策・
事業展開の方向性



②自主性や社会性を育む教育環境の整備

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64.9
生徒51.2

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、小中一貫教育推進事業で研究指定を受けていた2中学
校区で成果報告を行った。また、2060年度までの学校別児童生徒推計を実施し、市民保
護者からアンケート調査、関係者からのヒアリング、総合教育会議での審議を経て「愛
宕中学校と城南中学校の統合に向けた基本方針（案）」を策定した。
●シティズンシップ教育の充実
教育の日推進事業の一環として、地域貢献をテーマに6中学校の生徒会が集まりスロー
ガンを決定し、各中学校で小学生や地域の方をまじえながらフォーラムを実施した。
●体験活動の充実
龍流連携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

児童79.8
生徒71.1

②

①

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。

●教育の日推進事業の充実
龍ケ崎市教育の日として、保護者や地域の方々も含めた多くの方々に児童生徒の活動の
様子を参観する機会を設けた。中学校区ごとに小学生を招きフォーラムを開催し、地域
貢献活動の実践報告や、今後自分たちにできることを話し合った。
●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58人がAEDや心肺蘇生法についての知識・技能を深めた。また、市内小中学校及び県
立高等学校の管理職教員及び防災担当教員向け研修会を開催した。
●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
極的な発信による、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。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.68～72】

□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

施設一体型小中一貫校のモデル校設置に向け先行的な取組として、令和4年度の愛宕中
学校と城南中学校統合に向けて準備を進めるとともに、「龍の子人づくり学習」の中で
小中一貫教育の柱でもあるシティズンシップの醸成や社会参画力の向上を念頭に、地域
との連携を図りながら高校や大学とも連携を深めていく。地域貢献をテーマとした各校
の取組みを引き続き強化していき、系統性をもった龍の子人づくり学習カリキュラムを
推進する。

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91.1
生徒87.8

児童92
生徒90

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

●「自分には良いところがあると答えた児童生徒の割合」は目標数値を達成している。
地域との活動や地域貢献の取組みをすることで地域の人に必要だと思われる機会が得ら
れたためだと思われる。
●「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」は、ほぼ横ばいとなって
いるものの、目標には近づいている。令和2年度からの龍ケ崎版小中一貫教育「龍の子
人づくり学習」の実施により、目標達成に近づくものと考えられる。
●「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」は
小学生は、数値が目標に近づいている。一方、中学生はベース値・昨年度と比べても横
ばい状態である。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績
H30
実績

R元
実績

R2
実績

目標値
（R3）

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.64～67】

進
捗
状
況
評
価

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性



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

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

年々特別支援学級が新設・増設されており、特別な教育的配慮が必要な児童生徒への支
援は重要性を増している。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対して、就学相談などによる適切な支援
（合理的配慮）を行った。また、各小中学校の管理職と特別支援教育コーディネーター
を対象に研修会を開催するとともに、研修講座も開催するなど、校内の教育支援体制の
強化を図った。
●教育支援体制の充実
広報紙「りゅうほー」への掲載や全家庭にリーフレットを配布するなどにより、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）の周知を図った。

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28.5
生徒14.4

児童40
生徒20

③ 夢ひろば通級生の学校復帰率(％) 100 100 94 100

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

R元
実績

R2
実績

目標値
（R3）

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77.9
生徒77.6

児童80
生徒80

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.73～74】

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

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。

③
★救急救命講習を修了した教職員の割合
(％)

60 76 74 80

④ 防災訓練の参加者数(人) 9,559 16,226 18,787 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)

13
3,286

17
2,975

17
3,151

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 10,864 18,000

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績
H30
実績

R元
実績

R2
実績

目標値
（R3）

●「救急救命講習修了者の割合」は、ベース値との比較で14ポイント上昇し、目標達成
が見込める数値となっている。毎年夏休み期間に開催している龍流連携の救命救急講習
会が定着しているものと思われる。
●「防災訓練の参加者数」は、ベース値・前年度と比較しても大きく増えており、目標
達成をしている。各校と地域の合同防災訓練が定着してきており、防災意識が高まって
きていると思われる。
●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」については、現状で
は目標達成が厳しい状況である。

●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は、全体的に大きな変化はないが、「不登校解消率」については、減少傾向にあ
る。様々な原因・要因が複雑に絡み合う事例が増加しているために、解決が難しくなっ
てきているが、現場では様々な取組みを行い解決するよう努力をし続けている。
●近隣市と比べ、児童生徒の長期欠席率（児童生徒1,000人当たりの割合）は、ほぼ平
均的な数値となっている。



⑤学びを支える教育環境の整備

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

学校については、ハード面・ソフト面の両面から学びを支える環境の充実を図ってい
く。
学校給食は、地産地消を取り入れながら給食への理解を深め、食べ残しを減らす。
生活困窮世帯の児童生徒の学習支援や居場所づくりなどをNPO等と連携し、実施してい
くことで誰一人取り残さない教育環境整備を推進していく。

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30.7
生徒42.1

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(％)

－ － ― 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。

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績
H30
実績

R元
実績

R2
実績

目標値
（R3）

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90.4
生徒88.0

児童85
生徒85

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.75～76】

●学校給食センターの充実
毎月、1週間「茨城を食べようウィーク」を実施。特に11月は、「地産地消の強化月
間」とし地場産の食材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。また、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着手した。
●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援助及び特別支援教育就学奨
励費、被災児童生徒就学奨励費等を支給した。また、入学に当たって、必要な学用品等
の準備金を支給した。

●「学校に行くのが楽しいと答えた児童生徒の割合」は、児童生徒ともに毎年上傾向に
あり、目標値に達している。ハード面を含め学びを支える環境の充実が図られてきてい
ることが要因の一つと思われる。
●「児童生徒一人当たりの給食食べ残し量」は、児童は目標をクリアし、生徒は目標の
達成が見込まれる数値に推移している。食の大切さについて、給食訪問などにより児童
生徒達の理解が深まった為と思われる。
●「学校施設の長寿命化計画の策定率」は、平成30年度は0％であるが、令和元年度中
に策定するので、目標達成見込みとなっている。



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。

771 730

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.77～80】

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

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、小学校低学年の保護者を対象に事業を実施しているが、
仕事をしている保護者への参加促進が課題であり、日時・内容・手法の見直し等も含
めて今後の在り方を検討していく必要がある。
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。

●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参加者数」は、減少
傾向にあり、目標達成は厳しい状況にある。保護者の就労環境の変化が要因の一つと
思われる。
●「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」は、ベース値での
比較で減っており、目標達成は厳しい状況である。SNS等、インターネットの利用によ
る就寝時間の遅れが推察される。
●「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」は、小学校は増加
傾向にあり、目標値に達している。一方、中学生はベース値・昨年度と比較して減少
傾向にあり、目標値達成まで7ポイント離れている。小学校では学力向上施策を行って
おり、家庭で1時間以上勉強するよう徹底していることが要因と思われるが、中学校に
おいてはそれが行われていない。
●「地域子育て支援センターの設置数」は、昨年度から1件減少した。

現状分析

１　基本情報

④ ★地域子育て支援センターの設置数(か所) 7 8 7 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66.7
生徒62.8

児童57
生徒70

●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5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支援コンシェルジュを派遣した（計54
件）。
●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

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　　　　　　　　　　　　

平成30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）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

児童79.8
生徒73.4

児童82.1
生徒74.6

児童77.9
生徒71.8

①



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引き続き計画的に実施していく。また、幼児教育の一層の充
実に向けて、指導課指導主事による幼児教育施設巡回訪問実施について検討を進め
る。
子ども読書活動の推進は、利用者のニーズを把握しながら引き続き事業を実施してい
く。

780

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.81～83】

17.6 20 19

90

②

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 2,271

●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など、幼児教育施設と小学校が相
互に協力しあえる関係の強化を図った。
●子どもの読書活動の推進
例年の事業に加え、小中学校への出前講座や新規事業の学童保育ルームへの出前講座
と本のおまかせ便（図書館が選んだ50冊を1パックにして搬送）を行った。
●その他の事業
職員専門研修への参加促進など

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(％)

94.4 100 100 100

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 64 100

幼児期の教育と小学校教育の連携・接続を
行った割合(％)

83.3 100 100

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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。

②幼児教育の充実

●「幼児との交流事業を行った小学生の割合」や「幼児期の教育と小学校教育の連
携・接続を行った割合」又は、「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」は、全てのKPIで100％を達成しており、目標値も達成
している。園児と児童の交流会を行っていることや、小学校と幼児教育施設の職員が
一同に会し、合同研修会を行っていることなどが要因と考えられる。
●「幼児（0～5歳）一人当たりの絵本・紙芝居貸出冊数」や「図書館の子ども向け講
座・イベントの延べ参加者数」は、全てのKPIで目標値を達成している。「まいん」か
ら譲り受けた書架を活用して、児童コーナーを設置した他、親子を対象とした幼児に
対するイベント数や内容が充実したことが要因と思われる。



③子どもが健全に育つ環境の整備

17
1,500

現状分析

① 学童保育ルームの待機児童数(人) 0 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

学童保育ルームは、支援員の確保が難しくなっており、民間委託等により運営維持を
図るとともにサービスの質を維持できるよう取組む。
アフタースクール・サタデースクールは、学校や学童保育ルームとの十分な連携や、
支援・指導を要する児童への対応を検討していく必要がある。児童が楽しみながら学
ぶ経験ができるよう、引き続き学習だけでなく、体験的な活動を取り入れていきた
い。なお、現在は、小学校のみを対象として実施している。

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

11
4,333

●学童保育ルームの充実
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
サタデースクールの体験活動は、普段経験したことのないような活動ができ、９割以
上が楽しいと回答している。アフタースクールでは、異学年で学び合うことやゲーム
形式での学習を取り入れることで、集中して取り組むことができる児童が増えた。

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 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.84～85】

●「学童保育ルームの待機児童数」は、0を維持し、子育てと仕事の両立できる職場環
境への満足度も上昇している。
●アフタースクール・サタデースクールは、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。



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

児童52.8
生徒54.6

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

子ども会活動や地域活動については、学校などの関係機関との連携を強め、子どもの
生活スタイルの多様性やニーズを広く分析・検証した上で事業の在り方について見直
しを図っていく。
たつのこプレイパーク事業などのイベントと市の類似イベントとの連携開催等、庁内
の横の連携を強化し、事業の効率化・ブランド化を図り、さらに来場者数等を増やす
よう取り組む。

④ 成人式典の参加率(％) 73.8 74.9 77 78

児童71
生徒74

②
★市子ども会育成連合会の児童の加入率
(％)

39.3 33 30 40

●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プレイパーク「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・生徒に「まちづくりポイント制度」の周知を行い、市内一斉清掃への参加
を呼びかけ、参加した児童・生徒には学校を通してまちづくりポイントシールを配布
した。
●その他
新成人が運営の主体となり、成人式典を開催した。

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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 20,166

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.86～89】

20,000

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。

●「たつのこやま管理棟（子どもの居場所）の延べ利用者数」は、ベース値と比較す
ると、1,229人増え、目標値を達成した。隣接地での大型店舗の開業も影響しているも
のと思われる。
●「市子ども会育成連合会の児童の加入率」は、年々減少しており、目標値の達成は
厳しい状況である。放課後や休日の過ごし方が多様化していることが要因と思われ
る。
●「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、目標値達成は難しい状況にある。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、数値上昇には繋がっていない。



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）

【P.90～94】

●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4件開催した。
●中央図書館の利便性向上・読書・学習環境の充実
新たにシニア向けイベントや中国語できくおはなし会、赤ちゃんタイム導入１周年記
念イベントなどを開催し、幅広く利用者の促進を図った。また、DVDの整理基準を整備
し6月から館内視聴を開始した。
●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、中央図書館への防犯カメラの設
置、学習スペース改修工事の設計など

② 市民大学講座の延べ参加者数(人) 113 625 661

平成30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　　　　　　　　　　　　

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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 3 5

160

③ 中央図書館の延べ入館者数(人) 204,595 184,408 181,022 226,000

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

人材バンクのこれまでの活用状況を検証の上、さらなる利用促進に向けた取り組みを
強化するとともに、市民のニーズに応じた市民大学講座を開催するなど、生涯学習の
充実を図る。また、読書学習環境の充実に向けては、中央図書館への学習コーナーの
増設や、コミュニティセンター図書室の利用促進策の検討を進める。

●「人材バンクを活用した生涯学習講座・教室開設数」は、横ばいで推移している。
人材バンクの登録は増加しているものの、活用件数の増加にはつながっていない。
●市民大学講座は、大学等との連携を強化するとともに、市民ニーズを把握しながら
事業を実施してきた結果、参加者数は増加し、目標値を大きく上回っている。
●「中央図書館の利用者の満足度」は、ベース値・昨年度と比較して、大きく上昇し
ており、目標値を達成している。施設充実により満足度が上昇しているものと思われ
る。一方、「中央図書館の延べ入館者数」は、昨年度と比較すると、減少している。
施設充実のための工事により休館日が多かったのが要因の一つと考えられる。
●近隣市と比べ、公立図書館蔵書数（人口1,000人当たり）や、貸出冊数（人口1人当
たり）は、ほぼ平均的な数値となっている。

④ 中央図書館の利用者の満足度(％) 82.3 82.9 85 85

⑤ 人権教室の開催数(回) 2 1 1 4



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 3

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）

【P.95～98】

●文化財の指定及び保護・市民遺産の認定
利根川流域に分布する撞舞の類似芸能の現況について調査したほか、国選択文化財
「撞舞」の記録保存を行う場合の手法等について、茨城県文化課や文化庁の指導を受
け、それらを報告書にまとめた。市民遺産は「女化神社親子狐の石像」の認定により
延べ12件となった。
●歴史的資源などの活用
国指定重要文化財「絹本著色十六羅漢像」のレプリカを作成し、公開展示を開催した
り、旧竹内農場赤レンガ西洋館関連企画展等のイベントを行った。
●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支援など

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① ★市指定文化財の指定数(件) 17 19 19 20

② ★市民遺産の認定数(件) 6 11 12 12

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 21,993 26,700

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、市内にある文化財
や市民遺産等の歴史的資源の活用に市として一体的に取り組み、文化財への興味を高
めつつ、市の魅力発信や、シビックプライドの醸成につなげていく。
文化芸術活動の推進に当たっては、文化協会加盟団体ほか市民が行う活動の掘り起こ
しを積極的に進め、支援をするなど、市民への広がりを意識した施策に取り組んでい
く。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●「市指定文化財の指定数」や、「市民遺産の認定数」は、目標値に達する水準で推
移している。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源の保存
等に関して積極的な取組がなされている。
●「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3
件の開催となり、このペースを維持することが目標値達成に繋がる。
●「文化芸術フェスティバルの延べ来場者数」は、ベース値より下がっており、現状
では目標達成は難しい状況にある。催事を増やしてはいるものの、目標値とは大きく
乖離している。



② たつのこフィールドの稼働率(％) 61.9 60 63 67

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）

【P.99～100】

●スポーツ施設の充実
東京オリンピック等ナショナルチームの事前キャンプに向けて総合運動公園の案内サ
イン（英語表記＋ピクトグラム）を更新し環境整備をした。また、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。
●流通経済大学運動部との連携
運動部応援バスツアーの開催や野球、サッカー、ラグビー、陸上競技の公式戦が市内
で開催される時の施設の優先利用、公式戦開催の周知・ＰＲや集中応援日の告知など
により、市民と大学運動部との交流促進に努めた。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

①
たつのこアリーナ（メインアリーナ）の稼
働率(％)

89 87.7 86 90

③ たつのこスタジアムの稼働率(％) 31.8 42 40 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 41 40

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

今後も市民ニーズを見極めるとともに、費用対効果も検証しながら、”する・みる・
ささえる！”それぞれの観点からスポーツ環境の向上に努めていく。また、流通経済
大学運動部については、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。

●KPIである「たつのこアリーナ・フィールド・スタジアムの稼働率」は、目標数値前
後で推移している。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ことや、指定管理者等による
イベント開催が増加傾向にあることが要因と考えられる。
●「運動部公式戦応援ツアー延べ参加者数」は、ラグビー部、サッカー部の応援ツ
アーを開催したところ多数の応募があり数値が大幅に上昇したが目標達成には至らな
かった。

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 74 80



平成30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）

【P.101～102】

●協働事業提案制度の推進
提案募集の結果、市民提案型協働事業に2件、行政提案型協働事業に1件、アイデア提
案に1件の応募があり、その内、「休耕地を活用したひまわり迷路等づくり」及び「た
つのこ山美観創出事業」の2件を採択し事業化を図ることとした。
●公共施設里親制度の推進
桜まつり開催時のＰＲブース設置や花植えを行っている団体への戸別訪問等により積
極的に参加を呼び掛けるとともに公式ホームページでの周知、参加募集を継続して
行っている。

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① 協働事業への提案件数(件) 4 4 4 4

② ★公共施設里親制度の登録団体数(団体) 83 90 88 91

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、毎年度の目標値である4件を維持している。
一方で、事業開始から8年が経過し、行政提案型協働事業の次年度のテーマ設定が難し
くなっている。
●「公共施設里親制度の登録団体数」は、ベース値との比較では5団体の増となってい
るが、前年度比では2団体減少し88団体となった。全体としては概ね横ばい傾向にある
が、登録団体会員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

協働の取組によるまちづくりの推進は概ね順調に進捗しているが、この状況を継続し
ていくためには、協働事業提案は、事業開始から一定期間が経過し、状況の変化に応
じた見直しが必要となっている。また、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。



現状分析

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）

【P.103～105】

●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を中心に、団体間の交流会や各種イベント、講座
を開催するなど活動の場や情報の提供を図り、市民活動の支援に努めた。また、市民
活動ステップアップ補助金の交付を1件決定し団体の活動を支援した。
●まちづくり・つなぐネットの推進
事業所や学校など14団体が協力団体となり、地域におけるイベントの運営補助や防犯
パトロール、環境美化活動など、多彩なサポート活動を展開した。
●まちづくりポイント制度の推進
多様な周知活動やポイント交換メニューの見直しを行い、制度の周知、活用推進を
図った。交換・寄附枚数も前年度を大幅に上回り25,248枚となった。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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）

－ 74.7 74

②
市民活動ステップアップ補助金の交付件数
(件)

3 0 1 3

③ 市民活動センターの延べ利用者数(人) 22,071 23,692 25,376 23,000

④
まちづくり・つなぐネットの実施回数
(回)

4 34 36 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 25,248 8,000

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

市民活動をより身近なものとして定着・継続させていくためには若者世代の参加を促
進するための施策を展開していく必要がある。これまでの「市民活動日本一」を目指
した取組を総括したうえで新たな展開、方策を検討する。

●「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」はベース値との
比較で数値が上昇し目標値をクリアしている。まちづくりポイント制度が定着しつつ
あることが一助になっているものと思われる。
●「まちづくり・つなぐネット」、「まちづくりポイント制度」は、市民に定着しつ
つあり、関連するKPIの数値もベース値との比較で大幅に増加し、目標値を大きく上
回っている。
●一方、「市民活動ステップアップ補助金交付件数」は、対象となる社会貢献活動を
主体に活動する団体自体が少ないこともあり1件にとどまっている。



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）

【P.106～108】

●情報発信機能の充実
市公式ホームページや広報紙「りゅうほー」のほか、メール配信サービスや市政情報
モニター、デジタルサイネージ、ＳＮＳ等、様々な媒体を活用した情報発信機能の充
実に努めた。
●市公式ホームページの充実と幅広い活用
公開時に、Webアクセスビリティや見やすさに配慮した文章・ページづくりがなされて
いるかのチェックを徹底し、利用しやすい環境づくりに努めた。
●政策情報誌の発行
接触度を高めるため発行方法の再検討を行い令和元年度から見直すこととした。

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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）

－ 58.6 74

② ★メール配信サービスの登録者数(人) 9,670 11,018 11,487 11,600

2,500

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 1,214,086 1,565,000

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

情報メディアの多様化に伴い、発信する情報の内容に応じて様々な情報発信手段が想
定されるが、市民ニーズやその有効性を見極め、それぞれのメディアの特徴を活かし
た情報発信に努めていく。

●「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」はベース値との比較で
10ポイント以上減少した。全年代減少しており特に20歳以下の減少幅が大きい。情報
媒体の多様化に伴い、従来中心的な役割を担ってきた「りゅうほー」や公式ＨＰを情
報源としない市民が増えていることが要因の一つと思われる。
●「市公式ＨＰ年間アクセス件数」は前年度との比較では大きく増加しているが目標
達成は厳しい状況にある。情報源の多様化も影響しているものと思われる。
●その他の指標については、ベース値及び前年度を上回り、目標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 1,786 1,910



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

市民からの意見聴取の機会を充実させていくため、現行の仕組みの継続をベースに、
時代の変化やニーズに応じて見直しを検討するなど、さらなる満足度の向上に向けた
取組を推進する。

●「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」はベース値との
比較で約2ポイント増加した。微増ではあるが、市長と直接懇談する機会の確保や広聴
制度が定着してきたことが要因の一つと思われる。年齢別にみると、50代後半以降の
世代で満足度が低い傾向にある。
●意見・提案ができる機会の増加に伴い、一部に不適切な意見を提出する方など対応
に苦慮するケースも増加している。

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）

【P.109】

●市民参加の機会の充実
駅名改称事業や立地適正化計画策定などの主要施策に関する市長との意見交換会や地
域における懇談会の開催、かたらい広場等、直接市長と意見交換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 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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）

－ 24.9 28



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）

【P.110～115】

●企業立地促進策の充実
つくばの里工業団地拡張事業にかかる用地取得を完了するとともに地区計画を決定し
た。また、分譲開始に向けて、緑地率緩和等の制限緩和を図るため、産業集積に係る
重点促進区域の指定を受けた。
●起業・創業の支援
創業スクールや社長塾、ビジネスコンテストの開催等、「起業家タウンMatch広域連携
事業」を展開するとともに創業促進補助金による支援を行った。
●龍ケ崎産品の販路拡大
観光物産協会の新ブランド「プティアクーユ龍ケ崎」を立ち上げ、認証品となる新商
品を募集した結果、5商品を認証し、販売をスタートした。
●その他の事業
道の駅整備の推進、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など。

平成30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

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① 企業立地奨励金による支援企業数(社) 6 2 1 10

② 新規雇用人数（企業立地奨励金実績）(人) 12 0 3 50

③ ★創業者数(件) － 1 7 20
（H29～R3）

④
★観光物産協会がブランド認定（推奨）す
る企業数(社)

－ － 5 5
（H29～R3）

⑤ 年間道の駅入込客数(人) － － ― 500,000

●「企業立地奨励金による支援企業数及び新規雇用人数」は、現状では目標値達成は
厳しい数値となっているが、今後のつくばの里工業団地拡張事業の完了等により数値
の向上が期待できる。
●「創業者数」は、新たに6人が創業し累計7人となった。創業スクールの参加者が増
加するなど、創業支援の取組が徐々に浸透しているものの、その定着化が課題となっ
ている。
●「観光物産協会がブランド認定する企業数」は、新ブランド「プティアクーユ龍ケ
崎」に5商品（5事業者）が認定され目標値をクリアした。

□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

つくばの里工業団地拡張事業の早期完了に努め早期の分譲開始と企業立地を目指して
いく。また、起業・創業支援については、現在の事業が令和元年度で終了することか
ら、これまでの成果を検証の上，新たな事業方針を検討する。

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



●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
市内高校を対象とした企業訪問学習会の実施、流通経済大学の企業合同説明会への参
加等、大学や高校との連携による地元就職機会の促進に努めた。また、保育士や幼稚
園教諭の資格取得に係る資金貸付、市内保育所等に就労する保育士への家賃補助制度
の拡充を図ったほか、ハローワークと連携し保育士等合同就職説明会を開催した。
●その他の事業
アクティブシニア向け就職相談会の開催やシルバー人材センターの活性化による高齢
者の雇用の充実、コミュニティビジネス起業者支援など

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。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.116～120】

0 0 0 10
（H29～R3）

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 13 30

③ ★コミュニティビジネスの起業者数(件)

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

①
ハローワークとの連携による新規就職者数
(人)

－ 3 1 10

商工会や大学・高校の進路担当者と連携を図りながら地元就職促進のための新たな支
援策を検討する。また、高齢者については、多様な就業ニーズに対応した職種を確保
する取組を進めるなど、シルバー人材センターへの支援強化を図っていく。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●「ハローワークとの連携による新規就職者数」は保育士等合同就職説明会に参加し
た1名の新規就職が決定したものの目標達成には至っていない。
●保育士等修学資金貸付制度を活用した6名が市内の保育施設に就職するなど、取組の
成果が現れている。
●「流通経済大学卒業生の市内企業等への就職者数」は目標値を下回っており目標達
成は厳しい状況にある。昨今の売り手市場も影響しているものと思われる。
●「コミュニティビジネスの起業者数」は、昨年度に引き続き0件であった。支援補助
金の相談は寄せられるものの起業には至っていない。

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



③
★観光物産協会がブランド認定（推奨）す
る企業数【再掲】(社)

－ － 5 5
（H29～R3）

④
★龍ケ崎ブランド認定制度によるブランド
件数(社)

－ － ─ 5
（H29～R3）

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）

【P.121～129】

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

●シティプロモーション事業
市内人気スポットについてのアンケートを実施し、子育て環境情報サイト「子育てた
つのこアクション」で紹介した。また、新たな試みとして、インスタグラマーによる
体験ツアーを実施し、ＳＮＳを活用したＰＲの強化を図った。
●観光ルート・魅力あるスポットの開発
流通経済大学との連携による観光プログラム開発の成果として、学生の視点で本市の
魅力をまとめた龍ケ崎街歩きまっぷ「てくぱく」を制作した。
●龍ケ崎産品の販路拡大
観光物産協会の新ブランド「プティアクーユ龍ケ崎」を立ち上げ、認証品となる新商
品を募集した結果、5商品を認証し、販売をスタートした。
●その他の事業
フィルムコミッションによるロケ地提供、「るるぶ特別編集龍ケ崎」2018年版発行、
子育て環境日本一のＰＲ、農産品のＰＲ、道の駅整備の推進、牛久沼周辺自治体と連
携した賑わい創出の推進、牛久沼の水質浄化など。

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)

－ 69 75

② ★体験型産業観光プログラム数(件) － 1 1 2
（H29～R3）

⑤ 年間道の駅入込客数【再掲】(人) － － ─ 500,000

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

本市の定住・交流人口増加に向けて、ブランド化等まちの魅力を高めていくための施
策や若者のシビックプライドを高める施策を推進するとともに、シティプロモーショ
ン活動の継続とあわせて「龍ケ崎市駅」誕生を一つの契機とし、より積極的な周知・
ＰＲ活動を展開する。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●「龍ケ崎市に愛着を感じている市民の割合」は、ベース値から大きな変化はなく数
値を上げるには至らなかった。年齢別に見ると18歳～25歳の世代で数値が10ポイント
以上下がっている。
●「体験型観光プログラム数」は、流通経済大学社会学部国際観光学科学生との連携
による1件のみとなっており、目標達成には次の展開が必要となる。
●「観光物産協会がブランド認定する企業数」は、新ブランド「プティアクーユ龍ケ
崎」に5商品（5事業者）が認定され目標値をクリアした。
●「龍ケ崎ブランド認定制度によるブランド件数」については、現時点で制度構築に
至っていない。



□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

●「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」は、ベース値から
1.5ポイント上昇した。前々回から少しづつではあるが上昇を続けており、直売の機会
の拡大や担い手農業者向け支援制度の有効活用、市独自の補助事業をスタートさせた
ことなどが要因になっているものと考えられる。
●「直売の場の提供回数」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たが目標値には届かなかった。
●「農業体験の参加者数」は、地域おこし協力隊の取組により、前年度との比較で数
値が大きく上昇し目標値に近づきつつある。

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

農業者の所得向上や担い手の育成、地域資源としての農業振興など、農業活性化に向
けて、引き続き、新たなブランド農産品の育成とＰＲ、直売の機会の拡大、農業資源
を活用したグリーンツーリズム事業の推進を図る。

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)

－ 9.3

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

●龍ケ崎ブランド農産品の拡大
若手生産者による後継者クラブ「龍ケ崎しんりょく会」と連携し新ブランドの育成に
ついての検討を進めた。
●直売の場の拡大
農産物等直売所「たつのこ産直市場」を新規開設したほか、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拡大を
図った。
●新規就農者・担い手支援事業
新規就農者・農業従事者への新たな支援制度となる「畑作農業ステップアップ支援事
業」及び「新規就農者経営支援補助事業」を創設した。
●その他の事業
市内産農産物を活用した料理教室の開催やレシピ集の作成、農業体験・学習、地域お
こし協力隊によるグリーンツーリズムの推進、飼料用米生産支援など。

③ 農業体験の参加者数(人) 319 288 362 500

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）

【P.130～136】

40

13

② 直売の場の提供回数（常設を除く。）(回) 25 43 35



平成30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

情報の発信には、費用対効果を考慮しながら、現行方法により継続的に取り組む。ま
た、SNSでの発信、広報紙への掲載については、その頻度や効果的な方法を検討し、幅
広い世代の市民に情報が届くようさらなる向上を図る。

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）

【P.137】

●龍・流連携事業に関する情報の発信
市公式ホームページやＳＮＳ、龍・流連携掲示板、佐貫駅前に設置したデジタルサイ
ネージなど、様々な媒体を活用したリアルタイムでの情報発信に努めた。また、大学
運動部の応援と龍・流連携事業のＰＲを図るため、横断幕2枚を作成、寄贈し、各試合
の会場に掲示してもらうこととした。

●「龍・流連携事業の認知度」は、41％となり前回よりも4.1ポイント上昇し、目標値
まであと一歩のところまできている。年代別に見ると、41～45歳の方は知っている割
合が5割を超える一方、18～25歳では知らない方が8割を超える。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① 市民の龍・流連携事業の認知度(％)
36.9
(H28)

－ 41 42

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）

【P.138～139】

●市民大学講座等の充実
龍・流連携事業により「トラベル英会話」、「英語で学ぶ国際マナー」、「安心・安
全なまち」を開催した。また、スポーツ健康科学部の龍崎教授のゼミと連携し、防災
に関するパネル展示を行った。
●流通経済大学運動部との連携
運動部応援バスツアーの開催や野球、サッカー、ラグビー、陸上競技の公式戦が市内
で開催される時の施設の優先利用、公式戦開催の周知・ＰＲや集中応援日の告知など
により、市民と大学運動部との交流促進に努めた。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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 74 80

① 市民大学講座の延べ参加者数【再掲】(人) 113 625 661 160

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 41 40

●「市民大学講座の延べ参加者数」は、大学等との連携を強化するとともに市民ニー
ズを把握しながら事業を実施してきた結果、参加者は増加し、目標値を大きく上回っ
ている。
●「総合運動公園における運動部公式戦の開催数」は、たつのこフィールドを中心に
多くの公式戦が開催されており、平成30年度は目標値をクリアした。
●「運動部公式戦応援ツアー延べ参加者数」は、ラグビー部、サッカー部の応援ツ
アーを開催したところ多数の応募があり数値が大幅に上昇したが目標達成には至らな
かった。

□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

市民大学講座はアンケート等により市民のニーズを把握しながら既存講座の見直しや
新規講座開講について検討していく。運動部との連携については、市内での公式戦開
催による交流人口拡大も視野に連携事業を推進していく。

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



●観光ルート・魅力あるスポットの開発
流通経済大学との連携による観光プログラム開発の成果として、学生の視点で本市の
魅力をまとめた龍ケ崎街歩きまっぷ「てくぱく」を制作した。
●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
市内高校を対象とした企業訪問学習会の実施、流通経済大学の企業合同説明会への参
加等、大学や高校との連携による地元就職機会の促進に努めた。また、保育士や幼稚
園教諭の資格取得に係る資金貸付、市内保育所等に就労する保育士への家賃補助制度
の拡充を図ったほか、ハローワークと連携し保育士等合同就職説明会を開催した。
●保育分野での連携
八原保育所において、流通経済大学田中光教授の指導のもと運動プログラムを実施し
たほか、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
新規に3店舗を協力店として登録した。

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）

【P.140～144】

5,948 10,785 6,281 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 13 30

③ 学割サービスの延べ利用件数(件)

産・学・官連携による地域活性化に向けては、龍・流連携のさらなる強化とともに企
業も交えた連携体制を強化させていく必要がある。既存の連携事業とあわせて、企業
との連携強化を視野に学生の地元就労等につながる施策を検討する。

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

①
★体験型産業観光プログラム数【再掲】
(件)

－ 1 1 2
（H29～R3）

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●「体験型産業観光プログラム数」は、流通経済大学社会学部国際観光学科学生との
連携による1件のみとなっており、目標達成には次の展開が必要となる。
●「流通経済大学卒業生の市内企業等への就職者数」は目標値を下回っており目標達
成は厳しい状況にある。昨今の売り手市場も影響しているものと思われる。
●「学割サービスの延べ利用件数」は、目標値をクリアした昨年度から大きく減少し
目標に満たない数値となった。協力店は3店舗増加した。

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



平成30年度　第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン施策評価シート

●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おり、KPIについては
目標値到達が見込まれる推移となっている。

■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

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、その対策に引き続き取り組んでいく。また、木造住宅耐震改修等費
用や耐震シェルター等設置の助成制度の積極的な周知・ＰＲを図り、住宅の耐震化を
進めていく。

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）

【P.145～153】

●災害備蓄の充実と災害時応援協定等の拡大
災害時における市の備蓄食料については、アレルギー対応の方向に進め、平成30年度
末までに全品のアレルギー対応が完了した。また、新たに新潟県三条市と災害時相互
応援協定を締結した。また、災害時の電気設備への応急対策及び機能回復を図るため
の応急復旧工事を円滑に実施できるように、平成31年度中の締結に向けて作業をする
とともに、龍ケ崎市電設業組合と調整を進めた。
●消防水利の整備・避難所仮設トイレシステムの整備
消防における消火栓や防火水槽については、経年劣化に伴う改修工事を実施した。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）の設置を計画的に進めており、平成30年度については、新たに5か所に設置し、
合計7か所への整備が完了した。
●その他の事業
木造住宅耐震改修等費用の助成、宅地耐震化推進事業・耐震シェルター等設置、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 ★消防水利数(か所) 959 969

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① ★災害時応援協定等の締結数(件) 35 38 40 47

969 979

③
★避難所仮設トイレシステムの整備数(か
所)

－ 2 7 20

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



●地区防災計画の策定
地区防災計画策定については、平成30年度に1地区で策定が完了し、4地区については
現在作成を進めており、また、1地区は検討段階に入った。
●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・技術を向上するととも
に、防災士が居住地区で防災活動を営んでいただくために龍ケ崎市防災士連絡会を結
成。
●マイタイムラインの普及
北文間地区を除く全小学校区での防災訓練や、北文間地区での防災フェアが行われ、
自助・共助・公助の考えに基づき、災害時の初動対応訓練を行った。また、災害時の
逃げ遅れゼロを目的に、災害が発生した際に、住民自身やその家族が、自らの行動を
事前に時間軸で考える「マイタイムライン」の普及を行うための講座や訓練を行っ
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

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。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.154～159】

518 512 513 550

② ★自主防災組織の防災訓練実施率(％) 89.9 100 92.3 100

③ ★消防団員数(人)

④ ★防災士数(人) 140 238 248 270

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 33.3 35

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 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）

－ 38.7 32

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。その中で防災士については、引き続き、育成・養成に取り組むととも
に、地域でのリーダーとしての活動を支援する。

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① ★地区防災計画の策定地区数(地区) － 1 2 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おり、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、全ての指標で目標値到達が見込まれる推
移となっている。
●近隣市と比べ、消防団員数（人口1,000人当たり）は、多い状況となっている。

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



平成30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）

【P.160～165】

●コミュニティバス運行計画の再編
令和元年9月の運行計画再編に向けて、運行ルート・ダイヤその他施策案を含めた運行
計画を作成し、運行事業者との協議を進め協定書等を締結するなど、所要の準備を進
めた。あわせて、乗継券や1日乗車券等の運用方法についても検討を行い利用しやすい
環境づくりに努めた。
●バスロケーションシステム導入、関東鉄道竜ケ崎駅バス待合室等整備
コミュニティバス利用者の利便性や快適性の向上を図るため、運行計画再編にあわせ
てバスロケーションシステムや関鉄竜ケ崎駅に待合室を整備することとし、所要の準
備を進めた。
●その他の事業
コミュニティバス利用者300万人達成記念事業、高齢者公共交通共通定期券の発行、関
東鉄道竜ケ崎線の活性化事業の展開など。

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

R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① コミュニティバスの年間利用者数(人) 190,570 191,939 192,745 205,000

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)

261 370 300 342

●「コミュニティバスの年間利用者数」は、前年度から806人増加した。300万人突破
記念の無料運行など利用促進策の成果が現れているものと思われる。令和元年9月の運
行再編により、さらなる増加と目標値達成が期待される。
●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ヶ崎駅への深夜バ
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。
●「高齢者向け市内公共交通共通定期券の延べ売上月数」は、前年度から70月分減少
し目標値を割り込んだ。乗合タクシー「龍タク」の年間利用者数が増加していること
から利用者の一部が乗合タクシーに移行したと考えられる。

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

□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

令和元年9月のコミュニティバス運行計画再編について十分な周知とＰＲに努めていく
とともに、バスロケーションシステムや結節点における待合室整備、高齢者向け共通
定期券等の割引制度など、利便性向上につながる施策を展開する。



34

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●平成30年度末時点で12地区で中核的な地域コミュニティ設立され、残りの1地区につ
いても令和元年度設立が予定されており、市内全地区での立ち上げが完了することと
なる。
●「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」は、約2ポイン
ト上昇した。目標値までには至っていないが地域での登下校時の見守り活動や環境美
化活動等の展開が徐々にではあるが数値の上昇につながっているものと思われる。

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

市内全地区で中核的な地域コミュニティが立ち上がり、今後は、それぞれの地域で地
域の課題に応じた取組を推進するにあたっての支援が重要となる。また、組織の高齢
化も大きな課題であり、若者の参画も含めて、今後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。

●中核的な地域コミュニティ活動の促進
松葉地区での中核的な地域コミュニティの設立に向けて地元の方々との意見交換を進
めた。地域でとりまとめた「地域コミュニティ設立（案）」をベースに協議が進めら
れており令和元年度の設立が予定されている。また、新規事業となる「龍ケ崎コミュ
ニティフェスタ」開催に向けて実行委員会を組織し準備を進めたが、悪天候によりや
むを得ず中止とした。
●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空調機の更新やトイレ改修等の大規模
改修工事を計画的に進めている。
●その他の事業
地域集会施設への補助、地域づくり補助金制度、地域担当職員、地域コミュニティの
情報発信など。

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）

－ 30.8

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。

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.166～170】

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）



目標値
（R3）

●地域の安全・安心の基盤向上
防犯や犯罪抑制の観点から、竜ケ崎警察署と協議を行い、新たに3か所の交差点に4基
の防犯カメラを設置した。また、地域団体に対する防犯カメラ設置補助事業について
は、広報紙ほか住民自治組織連絡協議会総会等で周知・説明を行った。平成30年度は
補助実績はなかったが令和元年度設置予定の地域団体と調整を進めている。
●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、中学生一日防犯連絡員活動や流通経済大学生によ
る防犯・交通パトロール「ＲＹＵパト」を発足されるなど、身近な防犯体制の強化と
防犯意識の高揚を図った。

② 防犯パトロールの実施団体数(団体) 18

■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
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評
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現状分析

●「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」は、ベース値から2.4
ポイント上昇し目標達成が見込まれる数値となった。防犯連絡員による登下校時の見
守り活動や防犯サポーターによるパトロール、また、防犯カメラや防犯灯の新設等が
満足度の向上につながっているものと思われる。
●「防犯パトロールの実施団体数」は、目標値である18団体を維持している。防犯連
絡員の高齢化や新たな連絡員のなり手不足という問題を抱える中ではあるが、防犯
キャンペーンや防犯講演会などの開催により防犯活動の重要性や防犯活動への参加意
欲の向上を図ったことが要因であると考えられる。
●「見守りネットワーク参加事業所・市民の数」は、目標値をクリアしている。認知
症サポーター養成講座等において、協力者の呼びかけを行ってきたことが目標達成に
つながっているものと考える。

進捗状況

今後の施策・事業展
開の方向性

防犯カメラやＬＥＤ防犯灯など、犯罪抑止効果が期待される防犯インフラの整備を警
察や地元との協議を行いながら計画的に推進する。あわせて、地域における防犯環境
の向上に向けて、防犯連絡員協議会をはじめとする防犯団体や警察署と連携しながら
防犯体制の強化に努めていく。

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）

【P.171～172】

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）

－ 30.2 33

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績

③
★見守りネットワーク参加事業所・市民の
数(団体・人)

416 700 712 500

18 18 18

③　地域の防犯体制の充実



24.0 60.8 74.4

主要事業の取組状況
（※進行管理ｼｰﾄ参照）

【P.173】

●空家等対策の推進
本市の実情に応じた空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めた「龍ケ崎市空家等
の適正な管理に関する条例」を制定し、適正管理及び空家等に起因する犯罪等の未然
防止に努めた。また、管理不全な空家等1件の解体に対し補助金を交付したほか、管理
不全な空家等の所有者に対し、訪問・文書等で改善指導を実施し、その結果、64件で
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～R3）
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今後の施策・事業展
開の方向性

管理不全な空家等の問題の改善・解消及び空家等に起因する犯罪等の未然防止を図る
ため、空家等の所有者等への改善要請・改善指導に継続して取組む。また、専門家に
よる空家相談会の開催や空家等の適正管理に関する啓発チラシ等により空家等の適正
管理を促進する。

現状分析

●「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30年度末時
点では、74.4％（改善要請86件中64件が改善）となっており昨年度に引き続き目標値
をクリアしている。平成29年3月に策定した「空家等対策計画」にそって空家等対策に
取り組んできたことと、平成30年12月に「龍ケ崎市空家等の適正な管理に関する条
例」が施行されたことも改善率向上の一因と考えられる。

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

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

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(％)



6,844 8,285 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 15,650 18,000

平成30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　　　　　　　　　　　

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）

【P.174～179】

●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、スポーツ吹矢やユニカール、ヘルシーボールの教室をはじめ、ボ
ルダリング教室なども開催し、幅広い世代へのスポーツの普及に取り組んだ。
●健康寿命の延伸に向けた運動習慣の普及、健幸マイレージ事業
てくてくロードや健幸ウォーキングマップを利用し、市民のウォーキングへの取組を
支援し、ウォーキング等の歩数に応じてポイントを付与する健幸マイレージ事業を実
施し、市民のさらなる運動習慣の定着を促進した。
●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 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

③
ニュースポーツ教室・大会の延べ参加者数
(人)

1,035 898 1,157 1,200

56,959 47,895 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 1,176 2,300

⑥ 健康ウォーキング講座の延べ参加者数(人) 217 243 243 450

⑦
いきいきヘルス体操教室の延べ参加者数
(人)

21,596 21,982 19,492 25,000

●前年度においては、ベース値より減少していた「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･前年度と比べても増加し、目標値の達成が可能な状況へと改善してい
る。対象種目を増やす、開催時期や場所を変更するなど、改善に向けた取組が功を奏
したものと考えられる。
●一方で、「スポーツ教室の延べ利用者数」は、前年度大きく増加し、目標値を上
回っていたが、平成30年度では、前年度よりも減少してしまっている。施設等の改修
工事により使用できない時期があったことが影響したものと考えられる。
●その他のKPIは、ベース値･前年度と比較しても大きな変動はなく、目標値の達成が
難しい状況にある。

□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

スポーツに関する事業やイベントについては、今後も事業内容等の検証・評価をし、
改善につなげるような取組を引き続き行い、市民の健康意識を高め、健康寿命の延伸
を図られるよう、事業を推進していく。

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



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）

【P.180～190】

●健康づくりの推進(新たな検診や支援体制等の整備)、健診の拡充
これまでの健診結果の分析に基づき、健康寿命の延伸に必要なものとして、糖尿病の
予防体制の整備(糖尿病講演会の実施･医療機関受診勧奨)や胃がん医療機関検診の実
施、肝炎検診の無料化などを実施した。
●多世代交流の促進、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団体に、活動期間に応じた活動費等の助成
を行った。また、保育所に通う園児や学童保育ルームを利用する児童と歌や遊びなど
のレクリエーションを通じて、高齢者の交流活動を行った。
●その他の事業
対象年齢を拡大した生活習慣病健診の実施、がん検診の受診率向上対策、睡眠習慣の
改善のための講座の開催、介護予防に関する教室の開催など

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

28.6
(H29)

33.3
(速報値）

48

② ★要介護認定率(％) 12.6 12.0 12.5 13

①
特定健康診査受診率（国民健康保険加入
者）(％)

28.4
（H26）

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

●健診結果の分析に基づき、健康寿命延伸に向けての課題を整理した上で新たな取組
を実施できている。
●「特定健康診査受診率（国民健康保険加入者）」は、前年度と比べて上昇してお
り、目標値の達成は現状では難しいものの、改善がみられる。未受診者への受診勧奨
通知を過去の受診歴などに応じてグループ分けし、当該グループによって通知内容を
変えるなどの取組が影響したと考えられる。
●「高齢者活動団体への助成数」は、地域で介護予防活動を定期的に行っている5団体
に加え、新たに3団体の承認を行い、目標値達成に向けての取組強化が図られている。
一方、「生きがいづくり等に満足している市民(61歳以上)の割合」は、ベース値より
減少しており、高齢者向けの取組の全体化が課題となっている状況である。

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

引き続き、高齢者の心身両面での健康づくりを推進するとともに、高齢者の生きがい
づくりについては、特定の団体への支援にとどまらず、新たな活動の場の掘り起こし
や支援策などを検討し、高齢者がいきいきと活躍できるよう取り組んでいく。

④ 高齢者活動団体への助成数(団体) － 5 8 15

35.5
（H28）

－ 33 50



平成30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 1,217 899 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）

【P.191～192】

●人材育成基本計画の推進
階層別研修や専門研修、特別研修等、延べ899人の職員が研修に参加し、職員の能力向
上を図った。また、研修受講の機会を拡充し、業務遂行に必要な知識やスキルを習得
する職員の取組を支援した。
●人員管理計画の推進
定員管理を進めるにあたり、保育所やつぼみ園、施設管理事務所などの直営業務のあ
り方について、現状や課題、今後の需要や動向等を踏まえて検討を行った。また、令
和2年度にスタートする会計年度任用職員制度に係る庁内研修会を実施し、制度の理解
に努めた。

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

職員の資質向上や意識・行動改革を図るなど、全庁的共通認識の下、人材育成に取り
組むとともに、仕事の効率化・生産性の向上や、職員の働きやすい職場環境を整える
ため、「働き方改革」を推進していく。人員管理については、引き続き適正な定員管
理を行い、かつ、人員の適正配置を行うとともに、効果的な採用方法や、採用形態、
会計年度任用職員制度の導入について、具体的な、かつ、効果的な採用手法の検討を
進めていく。

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

職員一人当たりの年間平均時間外勤務時間
数(時間)

113.9 121.1 110.5 108

●職員数は平成30年4月1日現在442人、平成26年以降は430人～440人程度で推移してい
る。
●計画的に実施している研修に加え、組織のニーズに応じた研修を実施しており、平
成29年度に比べて研修機会は増えている。ただし、予定していた研修が台風対応によ
り中止となったため、受講者数は大きく減少している。
●「職員一人当たりの年間平均時間外勤務時間数」は、職員別平均退庁時間等の情報
提供による時間外勤務の“見える化”や、業務平準化に向けた意識啓発及び市長によ
るノー残業デー等の定時退庁日の職場巡視などを実施したことから平成29年度に比べ
大幅に減少し、目標値達成が見込まれる数値となった。

□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



●市税の収納率向上
中額から小額事案の量的整理の実施をはじめ、高額滞納者の案件については、高額事
案検討会を開催し、今後の対策を検討するほか、茨城県租税債権機構への移管を実施
するなど、対象事案に応じた滞納整理の取組を進め、収納率の向上に努めた。
●中期財政計画の推進
平成29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　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。

90.4
（H26）

93.0
95.6

（速報値）
90以下

② 基礎的財政収支(百万円)
3,053
（H26）

1,110
R元.12
算出予定

黒字

③ 経常収支比率(％)

⑥ 社会資本形成の将来世代負担比率(％)
29.8

（H26）
29.6

R元.12
算出予定

30以下

④ 積立金残高比率(％)
40.6

（H26）
43.2

40.7
（速報値）

35以上

⑤ 実質債務残高比率(％)
219.2
（H26）

194.1
194.8

（速報値）
180以下

□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

現年度分を含めた滞納税の徴収強化及び整理・圧縮を図るとともに、納付環境を拡充
することで、更なる収納率向上に努めていく。また、今後市税等一般財源の伸び悩み
や経常経費の増加により、戦略プラン登載事業の財源の確保が厳しくなることが懸念
されることから、全庁的な共通認識の下、歳出削減及び歳入確保の取組を強化してい
く。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●「市税の収納率」は、前年度に比べ上昇し、目標値を達成している。一方で、収入
が少なく差押できる財産がないケースや、未納のまま帰国する外国人がいるなど、滞
納整理がし難い滞納者が増えてきている。
●経常収支比率は、平成28年度より上昇局面に転じており、一層の歳出削減、歳入確
保の取組を推進していく必要がある。
●積立金残高比率は、歳入不足の補填として減債基金を取り崩したことから比率が減
少したが、目標値は達成している。
●実質債務残高比率は、指定管理施設の契約更新があったため、債務負担残高が増加
したことで比率が上昇しているが、地方債残高は順調に減少している。

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）

【P.193～194】

重要業績評価指標（KPI）
ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

①
市税の収納率（国民健康保険税を除く。）
(％)

96.63 97.51 98.63 97.63



●指定管理者制度の拡大
「道の駅」及び平成30年度に指定期間が満了する８施設の指定管理候補者を選定する
ため、指定管理者選定委員会等による審議を行うとともに、指定管理者の指定手続等
を行った。
●行政サービスの民間委託の導入
先進自治体や民間事業者に窓口業務の民間委託の取組状況等を聴取し、現状における
市民窓口課の民間委託導入について、メリットや課題等を取りまとめた調査報告書を
作成した。

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）

【P.195～196】

②
★行政サービス（専門定型業務）の民
間委託導入数(件)

－ 0 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

質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供するためには、各業務について、現状
の業務分析をもとに、ICTの活用や民間委託等の推進による更なる業務改善・効率化等
を進めていく必要がある。

進
捗
状
況
評
価

現状分析

●定型的な業務や労務作業の多くは、民間委託を推進し、一定の成果が得られてい
る。
●窓口業務の専門定型業務は、専門的な面もあるがゆえに、様々な課題があり、さら
に現状の嘱託職員等の従事体制やコストの問題などもあり、今後も検討が必要であ
る。
●指定管理者導入施設に大きな変化は見られない。

進捗状況

今後の施策・
事業展開の方向性

17.5
（H28）

－ 17.5 23

重要業績評価指標（KPI）
★：R3年度までの累積による目標値

ベース値
（H27）

H29実績 H30実績 R元実績 R2実績
目標値
（R3）

① ★指定管理者導入施設数(施設) 25 25 25 28


