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Ⅰ はじめに 

１ 行政評価の目的 

富岡市は、市の施策※1 や事務事業※2 について、統一的な基準を用いてさまざまな視点から客観的に

評価し、その結果を改善に結びつけることを目的に行政評価を行っています。以下に、行政評価の実施

により期待される効果を示します。 

（１）成果重視の行政経営 

職員自らが施策・事務事業の目的や目指す成果を明確にするとともに、達成状況の分析を行い、成

果重視の行政経営につながります。 

（２）事務事業の選択と集中 

各事務事業の目的、対象、手段、コストなどとともに、目標の達成度合いを指標によって確認し、有効

性、効率性などの評価を通じて、施策の中での事業の優先度の設定を行うことで、選択と集中の視点に

よる事務事業の整理が進みます。 

（３）市政の透明性確保 

各事務事業の目的、対象、手段、コスト、目標の達成度合いについて、市民へのわかりやすい情報提

供に努めるとともに、市政の透明性を確保します。 

（４）職員の意識改革と能力向上 

行政評価のためのプロセスを通じて、市民が何を求めているのか、どこをどう改善すればより良くな

るのかなどを考え、行動できるよう、職員の意識改革と政策形成能力の向上を促すことができます。 

（５）総合計画の進行管理 

総合計画の各施策に成果指標を設定し、指標値の達成度を計測、把握することで、進捗状況に基づ

いた総合計画基本計画の進行管理を行うことができます。 

（６）予算への反映 

行政評価による結果を予算編成検討のための資料として活用することで、目標とする成果と予算との

バランスを意識した行政運営を進めることができます。 

 

※1 施策：計画等で掲げた目標を達成するための取組の方針 

※2 事務事業：施策を実施するための具体的な方法や手段  
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２ 行政評価方法の抜本的見直し 

令和元（2019）年度に実施した施策や事務事業を対象とする今回の行政評価は、平成 31（2019）年

３月に策定した本市のまちづくりの最上位計画「第２次富岡市総合計画中期基本計画」（以下、「総合計

画」という）策定後はじめての行政評価となります。また、平成 31（2019）年 4 月に策定した「富岡市行

政経営改革プラン」（以下、「行革プラン」という）では、行革プランの位置づけを「総合計画と総合戦略

の両輪を強力に動かすための『エンジン』」としていることを踏まえ、これまでの方法を抜本的に見直すこ

ととしました。 

（１）評価対象の見直し 

総合計画に加え、行革プラン、総合戦略を行政評価の対象とします。なお、総合戦略については、独

自の評価の仕組みがあることから、本報告書では評価の対象としません。 

（２）評価項目の見直し 

①総合計画施策評価 

32 の施策評価については、これまでの「現状維持」「拡充」「縮小」の 3 段階評価を見直し、各施策で

設定した総合計画における「まちづくりの目標」の令和４（2022）年度中間目標値に対する達成度割

合を算出し、それを SからDまでの 5段階で評価することとしました。 

②総合計画事務事業評価 

これまでと同様に４段階評価としますが、評価基準を見直し、これまでの「現状のまま継続」「改善の上

で継続」「休止・廃止」「完了」を、完了事業を対象から除いた上で、「維持・継続が適当」「事業の拡充が

必要」「内容の見直し」「縮小・廃止」の４段階で評価することとしました。 

③行革プラン施策評価 

事務事業のうち、行革プランを推進するために重要な事業として位置づけられるものを抽出するとと

もに、４つの基本施策に含まれる21の施策について進行度割合を示しました。ただし、施策評価の達

成度割合と異なり、進行度割合の値は評価担当課の主観に基づき評価した値となります。 
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３ 行政評価の流れ 

（１）一次・二次評価 

①総合計画施策評価（施策評価シート 【参考資料 評価シート（資料１）】） 

「まちづくり目標」の実績値やその達成度を把握し、一次評価として、所属長が実績に対する評価・改

善策を提示します。次に、二次評価として、部局長が実績に対して見解を示します。そして、これらを共

通の書式「施策評価シート」にまとめます。 

②総合計画事務事業評価（事務事業評価シート 【参考資料 評価シート（資料 2）】） 

各事業担当課において、令和元年度実施事業の活動や成果の目標達成状況などから事務事業の

「目的妥当性」「有効性」「効率性」「公平性」の 4 項目で評価し、さらに総合評価として今後の方向性を

「維持・継続が適当」「事業の拡充が必要」「内容の見直し」「縮小・廃止」の４段階で評価するとともに、評

価を踏まえた今後の対応方針を示します。また、コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「コロナ後の『ニ

ューノーマル（新常態）』への事業展開（非接触型業務への転換等）」について見解を示します。そして、こ

れらを共通の書式「事務事業評価シート」にまとめます。 

③行革プラン施策評価（行政経営改革プラン 評価シート 【参考資料 評価シート（資料3）】） 

行革プランにおける年度別計画に基づく具体的取組の実績や担当課の主観に基づく進行度を把握し、

一次評価として、所属長が実績に対する評価・改善策を提示します。二次評価については、行革プラン

に位置づけられた事務事業評価や施策評価結果を必要に応じて援用することとし、行革プラン独自の

評価は行いません。 

（２）ヒアリング 

担当課による一次評価と担当部局長による二次評価について、企画担当課のほか、財政担当課も同

席してヒアリングを行います。これによって事務事業の事後評価結果や今後の施策の方向性について

情報共有を図り、令和２年度以降の事務事業の執行、予算の編成方針に役立てます。 

（３）有識者会議による外部評価・行政改革推進本部による評価 

一次評価、二次評価、ヒアリングの結果をもとに、行政経営改革有識者会議（市民委員会）による外部

評価、さらに富岡市行政改革推進本部（市長等幹部職員）で評価の適正を再度評価し、今後の方向性

を示します。 
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これらの流れについて、PDCAサイクルの中の位置付けとともに下図に示します。 

 

＜行政評価の流れ＞ 
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＜推進体制＞ 

行政評価には、庁内の各課や組織だけでなく、市民や議会、有識者などによる意見や見方を反映する

ことが必要です。本市ではより多様な意見や見方を得るために、以下の推進体制を設定しています。 
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４ 評価（達成状況）の把握方法 

（１）総合計画中期基本計画の施策 

３２の施策それぞれで「まちづくりの目標」として設定された 88 の指標について、令和４（2022）年度

の中間目標に対する令和元（2019）年度の達成状況を割合（％）で示すとともに、各指標を達成度で下

表のように区分し、評価の目安としました。 

また、施策毎の状況を把握するために、88の指標の、施策毎の平均を求めました。 

 

評 価 達成状況の区分 

S目標値を大きく上回っており、上方修正、見直しの検討が必要 中間目標値に対する R元年度の状況が 110ポイント以上 

A概ね順調 中間目標値に対する R元年度の状況が 80～109ポイント 

B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 中間目標値に対する R元年度の状況が 70～79ポイント 

C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 中間目標値に対する R元年度の状況が 50～69ポイント 

D内容確認の上、達成に向けた手法の見直しが必要 中間目標値に対する R元年度の状況が 50ポイント未満 

 

（２）総合計画中期基本計画の事務事業 

202 の事務事業について、「維持・継続が適当」「事業の拡充が必要」「内容の見直し」「縮小・廃止」※

の４段階で評価した結果を施策毎に事業数で示しました。 

（３）行政経営改革プランの施策 

４つの基本施策に位置づけられた21の施策について、①主管課による令和元（2019）年度の進行度

（％）と、②連動設定された事務事業を「維持・継続が適当」「事業の拡充が必要」「内容の見直し」「縮

小・廃止」の４段階で評価した結果の 2種類を示しました。 

 

 

 
※評価シートでは、「維持・継続が適当」「事業の拡充が必要」「内容の見直し」「縮小・廃止」はそれぞれ、「事業の維持・継続が適当」「事

業内容の拡充が必要」「事業内容の見直しが必要」「事業の縮小・廃止が適当」として設定 
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５ 評価結果の概要 

（１）総合計画中期基本計画 

〇「29移住定住対策の推進」が最も高く、「25保健・医療・救急体制の充実」が最も低い※ 

〇達成度（平均値）は、32施策全体では 9割以上 

 

 
※全体値は、R元年度実績値が計測不能の【施策３】「市総合防災訓練の市民参加率」、【施策１４】「キャリア体験事業参加生徒数」、【施

策２５】「運動習慣のある市民の割合」を除く 

105.2 

93.3 

163.6 

92.0 

101.8 

80.0 

73.8 

83.3 

85.1 

72.1 

137.0 

108.5 

80.2 

65.9 

0.0 

100.0 

98.6 

77.9 

81.3 

94.4 

102.5 

88.6 

70.4 

90.8 

60.3 

92.9 

133.8 

81.4 

203.1 

95.0 

61.2 

103.4 

0% 50% 100% 150% 200%

【1  低炭素・循環型社会の構築】（指標数2）

【2  安心して暮らせる環境の整備】（指標数2）

【3  防災・防犯・安全確保体制の充実】（指標数2）

【4  消防体制の充実】（指標数2）

【5  水道事業の充実】（指標数2）

【6  下水道・浄化槽の整備推進】（指標数１）

【7  安全で利便性の高い都市基盤の整備】（指標数３）

【8  快適で美しい都市環境の整備】（指標数2）

【9  豊かな住環境の形成】（指標数2）

【10  公共交通の確保と利便性の向上】（指標数2）

【11  商工業の振興と雇用対策の推進】（指標数３）

【12  農林業振興の推進】（指標数６）

【13  観光振興の推進】（指標数５）

【14  学校教育の充実】（指標数６）

【15  学校教育施設の充実】（指標数１）

【16  青少年の健全育成】（指標数１）

【17  生涯学習活動の充実】（指標数３）

【18  スポーツ・レクリエーションの充実】（指標数３）

【19  富岡製糸場の保存と活用】（指標数５）

【20  歴史・伝統・文化資源の保存と活用】（指標数３）

【21  文化活動の充実】（指標数４）

【22  高齢者支援の充実】（指標数３）

【23  地域福祉の充実】（指標数2）

【24  子育て支援の充実】（指標数４）

【25  保健・医療・救急体制の充実】（指標数３）

【26  持続可能な医療保険制度の構築】（指標数2）

【27  市民協働の推進】（指標数2）

【28  人権尊重社会の実現】（指標数2）

【29  移住定住対策の推進】（指標数2）

【30  富岡ブランドの推進（ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）】（指標数４）

【31  質の高い市民サービスの提供】（指標数2）

【32  持続可能な行政経営】（指標数2）

総合計画 施策毎の項目平均_中間目標値へのR元年度の達成度

92.6 

0% 50% 100% 150% 200%

総合計画 全体（指標数88）

総合計画 全指標の平均 中間目標値へのR元年度の達成度

【総合計画 基本目標１】 

【総合計画 基本目標２】 

【総合計画 基本目標３】 

【総合計画 基本目標４】 

【総合計画 基本目標５】 

【総合計画 基本目標６】 
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（２）行政経営改革プラン 

〇進行度は 80%が最も多く、次いで 60％が多い 

〇進行度（平均値）は、21施策全体では 71.4％ 

 

 

※施策によって名称の一部を省略して表示   ※「若者創業支援の充実」の 100％は該当欄の記述内容から想定 
 

 

➡総合計画中期基本計画、行革プラン それぞれの評価結果の具体的内容は次ペー

ジ以降をご覧ください。 

  

80 

80 

20 

80 

80 

80 

80 

60 

100 

60 

80 

60 

80 

80 

100 

60

100 

100 

40 

20 

60 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移住定住の促進(事業数4)

教育環境の充実(事業数10)

公共施設・設備の適正配置(事業数29)

医療費、扶助費の削減（健康寿命の延伸）(事業数7)

都市計画と地域公共交通網形成を一体的に推進(事業数4)

市民ｻｰﾋﾞｽ強化_市民窓口ｻｰﾋﾞｽの充実と利便性向上(事業数3)

市民ｻｰﾋﾞｽ強化_官民連携事業を推進(事業数0)

市民ｻｰﾋﾞｽ強化_市民ﾆｰｽﾞの把握(事業数0)

職員管理体制の強化_職員定数の適正管理(事業数0)

職員管理体制の強化_多様で柔軟な働き方の実現(事業数0)

職員管理体制の強化_市職員のｽｷﾙｱｯﾌﾟ(事業数1)

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの強化_外部評価を取り入れた行政評価(事業数1)

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの強化_業務改善ｼｽﾃﾑの構築(事業数1)

ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを推進(事業数5)

市有施設の戦略的な活用(事業数5)

多様な自主財源の確保(事業数3)

若者創業支援の充実(事業数4)

地域資源を活かした新たな観光振興を推進(事業数10)

地域づくり協議会の活動を促進(事業数2)

地域づくり拠点施設の活用(事業数13)

市民活動団体との連携・協働を推進(事業数3)

行政経営改革プラン 施策毎のR元年度の進行度

71.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行革プラン 全体（事業数105）

行政経営改革プラン 基本施策毎のR元年度の進行度

【
行
革
プ
ラ
ン 

基
本
施
策
１
】 

【
行
革
プ
ラ
ン 

基
本
施
策
２
】 

【
行
革
プ
ラ
ン 

基
本
施
策
３
】 

【
行
革
プ
ラ
ン 
基
本
施
策
４
】 
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Ⅱ 総合計画中期基本計画の評価 

１ 施策評価の概要 

〇「29移住定住対策の推進」が最も高く、「25保健・医療・救急体制の充実」が最も低い※ 

〇達成度（平均値）は、32施策全体では 9割以上 

・達成度は、「29移住定住対策の推進」（203．１％）が最も高く、１００%を大きく上回っています。 

・一方、実績値が把握できた施策の中では「25 保健・医療・救急体制の充実」（60.3％）が最も低く、

次いで「31質の高い市民サービスの提供」（６１.2％）も同程度となっています。 

・３２項目中１０項目が１００％以上、３２項目の平均（計測不能の指標を除く）は92.6%となっています。 
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※全体値は、R元年度実績値が計測不能の【施策３】「市総合防災訓練の市民参加率」、【施策１４】「キャリア体験事業参加生徒数」、【施

策２５】「運動習慣のある市民の割合」を除く  

105.2 

93.3 

163.6 

92.0 

101.8 

80.0 

73.8 

83.3 

85.1 

72.1 

137.0 

108.5 

80.2 

65.9 

0.0 

100.0 

98.6 

77.9 

81.3 

94.4 

102.5 

88.6 

70.4 

90.8 

60.3 

92.9 

133.8 

81.4 

203.1 

95.0 

61.2 

103.4 

0% 50% 100% 150% 200%

【1  低炭素・循環型社会の構築】（指標数2）

【2  安心して暮らせる環境の整備】（指標数2）

【3  防災・防犯・安全確保体制の充実】（指標数2）

【4  消防体制の充実】（指標数2）

【5  水道事業の充実】（指標数2）

【6  下水道・浄化槽の整備推進】（指標数１）

【7  安全で利便性の高い都市基盤の整備】（指標数３）

【8  快適で美しい都市環境の整備】（指標数2）

【9  豊かな住環境の形成】（指標数2）

【10  公共交通の確保と利便性の向上】（指標数2）

【11  商工業の振興と雇用対策の推進】（指標数３）

【12  農林業振興の推進】（指標数６）

【13  観光振興の推進】（指標数５）

【14  学校教育の充実】（指標数６）

【15  学校教育施設の充実】（指標数１）

【16  青少年の健全育成】（指標数１）

【17  生涯学習活動の充実】（指標数３）

【18  スポーツ・レクリエーションの充実】（指標数３）

【19  富岡製糸場の保存と活用】（指標数５）

【20  歴史・伝統・文化資源の保存と活用】（指標数３）

【21  文化活動の充実】（指標数４）

【22  高齢者支援の充実】（指標数３）

【23  地域福祉の充実】（指標数2）

【24  子育て支援の充実】（指標数４）

【25  保健・医療・救急体制の充実】（指標数３）

【26  持続可能な医療保険制度の構築】（指標数2）

【27  市民協働の推進】（指標数2）

【28  人権尊重社会の実現】（指標数2）

【29  移住定住対策の推進】（指標数2）

【30  富岡ブランドの推進（ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）】（指標数４）

【31  質の高い市民サービスの提供】（指標数2）

【32  持続可能な行政経営】（指標数2）

総合計画 施策毎の項目平均_中間目標値へのR元年度の達成度

92.6 

0% 50% 100% 150% 200%

総合計画 全体（指標数88）

総合計画 全指標の平均 中間目標値へのR元年度の達成度

【総合計画 基本目標１】 

【総合計画 基本目標２】 

【総合計画 基本目標３】 

【総合計画 基本目標４】 

【総合計画 基本目標５】 

【総合計画 基本目標６】 
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〇6 つの基本目標（政策分野）別では「環境・安全」「産業・経済」「市民協働・行政運営」の

3分野が高く、「都市基盤」「教育・文化」「健康・福祉」の 3分野が低い 

・6 つの基本目標（政策分野）別に達成度を見ると、「環境・安全」「産業・経済」「市民協働・行政運営」

の 3分野はいずれも 100％を上回っています。 

・一方、「都市基盤」「教育・文化」「健康・福祉」の 3分野はいずれも 8割程度となっています。 

・「市民協働・行政運営」（110.4％）は 6 分野の中で最も高いものの、満足度が特に高い施策と低い

施策が混在しているため、「環境・安全」（106.4％）や「産業・経済」（104.5％）と大きな差は見られ

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R元年度実績値が計測不能の【施策３】「市総合防災訓練の市民参加率」、【施策１４】「キャリア体験事業参加生徒数」、【施策２５】「運

動習慣のある市民の割合」を除く  

106.4 

82.2 

104.5 

82.4 

82.8 

110.4 

0% 50% 100% 150% 200%

【総合計画 基本目標１】 環境・安全（指標数8）

【総合計画 基本目標２】 都市基盤（指標数12）

【総合計画 基本目標３】 産業・経済（指標数14）

【総合計画 基本目標４】 教育・文化（指標数25）

【総合計画 基本目標５】 健康・福祉（指標数13）

【総合計画 基本目標６】 市民協働・行政運営（指標数14）

総合計画 基本目標毎の項目平均 中間目標値へのR元年度の達成度
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２ 事務事業評価の概要 

〇全体では、8割以上（169事業）が「維持・継続が適当」 

〇「13 観光振興の推進」は「事業の見直し」、「6 下水道・浄化槽の整備推進」は「縮小・廃

止」が比較的多い 

・4 段階評価は、200 事業※中 169 事業が「維持・継続が適当」となっており、全体の 84.5％となっ

ています。 

・次いで、21事業が「内容の見直し」となっており、全体の 10.5％となっています。 

・施策ごとに見ると、「13観光振興の推進」は「内容の見直し」が 8事業中 6事業（75.0％）で比較的

多くなっています。 

・また、「6 下水道・浄化槽の整備推進」は「縮小・廃止」が 13 事業中 4 事業（30.8％）で比較的多く

なっています。 

 

 

 

※事務事業は全 20２事業のうち 2事業が以下の理由により評価不能であるため、200事業が対象 

基本目標１ 総合防災訓練事業：県総合防災訓練の当番市であったため、令和元年度の市としての開催はない 

基本目標３ プレミアム付商品券発行事業：国の施策であり、一過性の事業である 
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1

1

1
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1

1

2
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1

1
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【1 低炭素・循環型社会の構築】（事業数13）

【2 安心して暮らせる環境の整備】（事業数4）

【3 防災・防犯・安全確保体制の充実】（事業数4）

【4 消防体制の充実】（事業数3）

【5 水道事業の充実】（事業数2）

【6 下水道・浄化槽の整備推進】（事業数13）

【7 安全で利便性の高い都市基盤の整備】（事業数6）

【8 快適で美しい都市環境の整備】（事業数2）

【9 豊かな住環境の形成】（事業数5）

【10 公共交通の確保と利便性の向上】（事業数2）

【11 商工業の振興と雇用対策の推進】（事業数10）

【12 農林業振興の推進】（事業数20）

【13 観光振興の推進】（事業数8）

【14 学校教育の充実】（事業数7）

【15 学校教育施設の充実】（事業数4）

【16 青少年の健全育成】（事業数2）

【17 生涯学習活動の充実】（事業数17）

【18スポーツ・レクリエーションの充実】（事業数3）

【19 富岡製糸場の保存と活用】（事業数5）

【20 歴史・伝統・文化資源の保存と活用】（事業数7）

【21 文化活動の充実】（事業数5）

【22 高齢者支援の充実】（事業数7）

【23 地域福祉の充実】（事業数9）

【24 子育て支援の充実】（事業数13）

【25 保健・医療・救急体制の充実】（事業数9）

【26 持続可能な医療保険制度の構築】（事業数3）

【27 市民協働の推進】（事業数3）

【28 人権尊重社会の実現】（事業数3）

【29 移住定住対策の推進】（事業数3）

【30 富岡ブランドの推進（ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）】（事業数1）

【31 質の高い市民サービスの提供】（事業数4）

【32 持続可能な行政経営】（事業数3）

総合計画 施策毎の全事務事業のR元年度の状況

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止

169 4 21 6 

0事業 50事業 100事業 150事業 200事業

全体（事業数200）

総合計画 全事務事業のR元年度の状況

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止

【基本目標１】 

【基本目標２】 

【基本目標３】 

【基本目標４】 

【基本目標５】 

【基本目標６】 
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〇6つの基本目標（政策分野）別ではいずれの分野も「維持・継続が適当」が特に多い 

・6 つの基本目標（政策分野）別に評価を見ると、いずれの分野も「維持・継続が適当」が特に多くなっ

ています。 

・その中で、「産業・経済」は「内容の見直し」が38事業中9事業（23.7％）で比較的多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡施策ごとの達成状況や各施策に該当する事務事業の評価などの詳細は、次ページ

からの「３ 各施策の達成状況と該当する事務事業の評価」をご覧ください。 
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【基本目標1】 環境・安全（事業数24）

【基本目標2】 都市基盤（事業数30）

【基本目標3】 産業・経済（事業数38）

【基本目標4】 教育・文化（事業数50）

【基本目標5】 健康・福祉（事業数41）

【基本目標6】 市民協働・行政運営（事業数17）

総合計画 基本目標毎の事務事業のR元年度の状況

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止 合計
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３ 各施策の達成状況と該当する事務事業の評価 

総合計画の６つの基本目標の分野ごとに、総合計画中期基本計画の８８の指標と２００の事務事業の

状況を示します。また、指標毎の「一次評価・一次評価の内容」及び「該当する事務事業とその評価・今

後の対応」を示します。 

基本目標１ 次代につなぐ安全・安心なまち【環境・安全】 

〇進捗状況は概ね順調 

・施策ごとの達成度（平均値）を見ると、「3防災・防犯・安全確保体制の充実」（163.6%）が特に高く、

他の施策も 9割以上となっています。 

・基本目標１を構成する４つの施策では、それぞれ２つの指標が設定されています。指標ごとの達成度

を見ると、「市民 1 千人当たり交通人身事故件数」（163.6％）が特に高く、他の指標も 8～10 割以

上となっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、いずれの施策も「維持・継続が適当」がほとんどとなっています。 

 

 

 

105.2 

93.3 

163.6 

92.0 

0% 50% 100% 150% 200%

【1  低炭素・循環型社会の構築】（指標数2）

【2  安心して暮らせる環境の整備】（指標数2）

【3  防災・防犯・安全確保体制の充実】（指標数2）

【4  消防体制の充実】（指標数2）

各指標の達成度 【基本目標１】 環境・安全

110.2 

100.1 

93.3 

93.3 

163.6 

96.2 

87.8 

0% 50% 100% 150% 200%

【1】 清掃センターで発生する焼却灰・飛灰の排出量

市民1人1日当たり生活系ごみ排出量

【２】 消費者被害防止等の出前講座参加者の満足度

かぶら聖苑利用者の満足度

【３】 （計測不能）市総合防災訓練の市民参加率

市民1千人当たり交通人身事故発生件数

【４】 消防団員充足率

市民1万人当たり火災発生件数

各指標の達成度 【基本目標１】 環境・安全
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▶達成度による仕分け 

指標 達成度 仕分け 

【1】 清掃センターで発生する焼却灰・飛灰の排出量 110.2  S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【３】 市民 1千人当たり交通人身事故発生件数 163.6   

【1】 市民 1人 1日当たり生活系ごみ排出量 100.1  A概ね順調 

【２】 消費者被害防止等の出前講座参加者の満足度 93.3   

【２】 かぶら聖苑利用者の満足度 93.3   

【４】 消防団員充足率 96.2   

【４】 市民 1万人当たり火災発生件数 87.8   

【３】 市総合防災訓練の市民参加率 その他 
計測不能：県総合防災訓練の当番市であったため市として

の開催はない 

 

▶一次評価・二次評価の内容 

仕分け S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【1】 清掃センターで発生する焼却灰・飛灰の排出量 達成度 110.2 

一次評価 排出量削減への取組や分別・回収意識の醸成、ごみの資源化などの施策を進め一層のごみ減量化を促進し、循環型

社会の構築を進める必要がある。 

➡改善策 広報、ホームページ、自己搬入時のリーフレットの配布、出前講座等により、本市のごみ処理経費の見える化を図り、

ごみ排出量削減に向けての取組を強化する。 

二次評価 本市の家庭ごみ排出量は他自治体と比較して高い水準にある。ごみの資源化などの取り組みを強化し、循環型社会

を推進する必要がある。 

【３】 市民 1千人当たり交通人身事故発生件数 達成度 163.6 

一次評価 毎年４回開催する交通安全運動は、市民に浸透している。その結果、事故件数も減少しており評価できる。 

➡改善策 継続した取り組みとして、今後も交通安全運動を実施する。 

二次評価 警察機関、安全協会、隣接する町村との協同の取組みとして、非常に評価できる。継続して実施することが必要と考

える。 

仕分け A概ね順調 

【1】 市民 1人 1日当たり生活系ごみ排出量 達成度  100.1 

一次評価 排出量削減への取組や分別・回収意識の醸成、ごみの資源化などの施策を進め一層のごみ減量化を促進し、循環型

社会の構築を進める必要がある。 

➡改善策 広報、ホームページ、自己搬入時のリーフレットの配布、出前講座等により、本市のごみ処理経費の見える化を図り、

ごみ排出量削減に向けての取組を強化する。 

二次評価 本市の家庭ごみ排出量は他自治体と比較して高い水準にある。ごみの資源化などの取り組みを強化し、循環型社会

を推進する必要がある。また、令和２年７月からレジ袋の有料化が始まり、プラごみの一括回収の取り組みが今後始

まろうとしている。市民ニーズを的確にとらえ先を見越した対策を講じ、ごみ処理負担の軽減を図り、リサイクル率

を向上させる。 
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【1】低炭素・循環型社会の構築（事業数13）

【2】安心して暮らせる環境の整備（事業数4）

【3】防災・防犯・安全確保体制の充実（事業数4）

【4】消防体制の充実（事業数3）

事務事業の状況 【基本目標1】 環境・安全

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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【２】 消費者被害防止等の出前講座参加者の満足度 達成度  93.3 

一次評価 必要な相談対応を適切に行い、消費者被害防止、減少に貢献した。社会の変化に伴い巧妙化する詐欺等にも対応し

て進めたい。 

➡改善策 引き続き相談員の資質向上に努めながら、被害防止の広報啓発に取り組む。 

二次評価 新型コロナウイルスをかたる詐欺や悪徳商法も増えており、巧妙化する詐欺に関する情報をいち早くとらえ、被害

防止の啓発を行っていく必要がある。また、クーリングオフの斡旋処理は令和元年度 43件、返金額１千万円以上と

市民にとって力強い味方となっているので、引き続き当事者の立場になって対応していく。 

【２】 かぶら聖苑利用者の満足度 達成度  93.3 

一次評価 中長期修繕計画策定調査の結果を踏まえ緊急を要する修繕を実施できた。今後も結果に基づき計画的に修繕を進

めたい。 

➡改善策 市民の安全を最優先に、必要な改修、修繕を計画的に実施し、施設の長寿命化を図る。 

二次評価 人生の最後の場にふさわしく、安心・安全に利用できるよう計画的に修繕を行っていく必要がある。また、新型コロ

ナウイルスの物理的な感染防止についても考えていかなければならない。 

【４】 消防団員充足率 達成度 96.2 

一次評価 消防団再編の方向性が示されスケジュールどおり進行している。 

➡改善策 消防団協力事業所表示制度の導入。消防団員でいることがメリットとなる施策を行う。若年層向けの消防団 PR方

法を考え、実施する。 

二次評価 地域的には団員確保が困難であり、高齢化が進んでいる。そんな中でも有事の際は現場に駆け付ける団員数が増

加していることから防災力を低下させない再編を計画し、スタートが切れた。 

【４】 市民 1万人当たり火災発生件数 達成度 87.8 

一次評価 前年度から 2件の増加であるが、放火の疑いからの出火はなく一定の効果は認められた。 

➡改善策 警戒パトロール等を引き続き実施する。広報等を活用し、注意喚起や火災の予防、火災時の行動等の役立つ情報を

掲載し、住民の火災に対する意識向上を図る。 

二次評価 火災の原因の多くはごみ焼却からの延焼にみられるように不注意や不適切使用からであり、各種行事での PRや

警戒パトロールを実施することで住民に注意喚起を促すとともに放火されにくい地域づくりに貢献している。 

仕分け  その他（県総合防災訓練の当番市であったため市としての開催はない） 

【３】 市総合防災訓練の市民参加率 達成度 計測不能 

一次評価 県総合防災訓練の内容の一部を市総合防災訓練に取り組むことにより、今後の訓練の内容を検討する必要があ

る。 

➡改善策 令和元年東日本台風及び新型コロナウイルス感染症の対策を取り入れ、市総合防災訓練の拡充を行い、市民参加の

機会を増やし、防災意識の向上を目指す。 

二次評価 防災に対する市の姿勢や市民の防災意識の向上を目的に、市防災訓練を見直す時期に来ている。訓練を通した市

職員の防災に対する意識の向上や、訓練参加率の更なる向上及び訓練方法の実践化が必要と考える。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

【1】 ごみ減量化推進事業 維持・継続 現状維持とし、必要に応じて家庭用生ごみ処理機等購入事業

補助金の見直しを図る。 
 

自然エネルギー活用推進事業 維持・継続 太陽熱機器の更新が今後も見込まれるため現状通りとしたい。 
 

地球温暖化対策推進事業 維持・継続 急速充電機は、市内では市で設置したものと自動車販売店が設

置したものがあり、年間を通して利用することができ、今後も電

気自動車の普及により民間主導の設置が見込まれる。現在、市

で設置してあるものについては維持管理費と電気料については

合同会社日本充電サービスより支援金が支払われており、支援

期間は原則として設置から７年間となっている。８年目以降の支

援金の取り扱いについては、現時点では決まっていないため、

今後方針が決まった時点で、自動車販売店等の設置状況や、利

便性等を考慮したうえで設置台数について検討したい。 
 

環境保全支援事業 維持・継続 現状通りとしたい。 
 

公衆衛生対策事業 要見直し 公衆便所については、当面の間は現状維持。公衆浴場運営費補

助金については、補助内容の見直しが必要な時期が来るかもし

れないが、今後も継続としたい。 
 

ごみ収集事業 維持・継続 資源ごみの収集について、有価物集団回収奨励事業との調整

を図り、回数を減らしていきたい。 
 

ごみ焼却施設管理事業 維持・継続 ごみ分別の徹底及び違反ごみの監視強化を図り、可燃ごみ量

を減らしていきたい。 
 

資源化センター管理事業 維持・継続 更なる有価物の資源化を促進していきたい。 
 

有価物集団回収奨励事業 維持・継続 広報とみおか等で有価物集団回収事業の協力依頼を定期的に

行う。 
 

一般廃棄物最終処分場管理事業

（上高尾） 

維持・継続 上高尾最終処分場の埋め立てが終了しても、水質検査や現場

管理などは継続する。 
 

一般廃棄物最終処分場管理事業

（桑原） 

維持・継続 埋立終了後も汚水処理施設の運営管理が必要である。 

 
一般廃棄物最終処分場管理事業

（諸戸） 

維持・継続 埋立終了後も汚水処理施設の運営管理が必要である。 

 
コミュニティーセンター上高尾管理

事業 

維持・継続 計画的に修繕を行い、施設を運営することが必要である。 

【2】 消費生活センター運営事業 維持・継続 経験豊富な人材（相談員）の継続的な確保が必要である。 
 

消費者教育推進事業 維持・継続 高齢者を中心に消費者被害防止や生活改善などについてわか

りやすく説明し、被害防止に役立っている。 
 

公営墓地整備事業 維持・継続 従来の墓地とは違った形（合葬墓地等）を検討する必要があ

る。 
 

かぶら聖苑管理事業 維持・継続 施設修繕を計画的に実施する。 

【3】 交通安全推進事業 維持・継続 現状維持。 
 

防犯関係事業 維持・継続 現状維持。 
 

総合防災訓練事業 その他 県総合防災訓練の当番市であったため市としての開催はない。 
 

防災対策事業 要拡充 「令和元年 10 月台風第 19 号災害検証委員会」からの報告書

を基に各種施策を実施していく。 
 

危険空き家等対策事業 維持・継続 補助金制度については現状維持していき、所有者不明土地な

ど問題条件への取り組みに力を入れていく。 

【4】 消防団運営事業 維持・継続 消防団組織再編をスケジュール通りに進める。 
 

消防施設整備事業 維持・継続 将来を見据えた計画を構築する。 
 

消防施設維持管理事業 維持・継続 消防団組織再編を見こした消防施設の修繕が行えた。 

※評価対象外事業を除く  
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基本目標２ 人にやさしく、だれもが快適に暮らせるまち【都市基盤】 

〇「５水道事業の充実」はすべての指標が 100％を上回る 

〇「７安全で利便性の高い都市基盤の整備」は達成度の高い指標と低い指標が混在 

・施策ごとの達成度（平均値）を見ると、「5水道事業の充実」（101.8%）が最も高く、他の施策も 7割

以上となっています。 

・基本目標 2を構成する 6つの施策では、それぞれ 1～3つの指標が設定されています。指標ごとの

達成度を見ると、「有収率」「水道管の耐震化率」「都市計画道路整備率」の 3 指標が 100％以上で

同程度に高く、「主要幹線市道の舗装改修率」（53.1％）が最も低くなっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、いずれの施策も「維持・継続が適当」が最も多くなっていますが、

その中で「下水道・浄化槽の整備推進」は「縮小・廃止」が 4事業で比較的多くなっています。 

 

 

101.8 

80.0 

73.8 

83.3 

85.1 

72.1 

0% 50% 100% 150% 200%

【5  水道事業の充実】（指標数2）

【6  下水道・浄化槽の整備推進】（指標数１）

【7  安全で利便性の高い都市基盤の整備】（指標数３）

【8  快適で美しい都市環境の整備】（指標数2）

【9  豊かな住環境の形成】（指標数2）

【10  公共交通の確保と利便性の向上】（指標数2）

各指標の達成度 【基本目標２】 都市基盤
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84.6 
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【５】 有収率

水道管の耐震化率

【６】 汚水処理人口普及率

【７】 都市計画道路整備率

主要幹線市道の舗装改修率

橋りょう長寿命化修繕計画に伴う橋梁の延べ修繕数

【８】 長寿命化対策を実施した公園の延べ箇所数

違反屋外広告是正率

【９】 市営住宅の入居率

住宅等の耐震化率

【１０】 富岡製糸場来場者の上信電鉄利用者率

市民1人当たり公共交通利用回数

各指標の達成度 【基本目標２】 都市基盤
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【5】水道事業の充実（事業数2）

【6】下水道・浄化槽の整備推進（事業数13）

【7】安全で利便性の高い都市基盤の整備（事業数6）

【8】快適で美しい都市環境の整備（事業数2）

【9】豊かな住環境の形成（事業数5）

【10】公共交通の確保と利便性の向上（事業数2）

事務事業の状況 【基本目標2】 都市基盤

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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▶達成度による仕分け 

指標 達成度 仕分け 

【５】 有収率 100.1 A概ね順調 

【５】 水道管の耐震化率 103.5  

【６】 汚水処理人口普及率 80.0  

【７】 都市計画道路整備率 103.7  

【８】 長寿命化対策を実施した公園の延べ箇所数 83.3  

【８】 違反屋外広告是正率 83.3  

【９】 市営住宅の入居率 90.6  

【１０】 市民 1人当たり公共交通利用回数 84.6  

【９】 住宅等の耐震化率 79.5 B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【７】 主要幹線市道の舗装改修率 53.1 C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【７】 橋りょう長寿命化修繕計画に伴う橋梁の延べ修繕数 64.7  

【１０】 富岡製糸場来場者の上信電鉄利用者率 59.6  

 

▶一次評価・二次評価の内容 

仕分け A概ね順調 

【５】 有収率 達成度 100.1 

一次評価 高度成長期に埋設した管路が、毎年耐用年数を経過した老朽管が増えていく中で、事象対処事業でなく積極的調査

を行うことで効果を上げている。 

➡改善策 特になし。 

二次評価 積極的な調査が効果を上げていると思われる。水需要が減少している状況において、経営の効率化のためにも、引

き続き漏水対策に取り組んでもらいたい。 

【５】 水道管の耐震化率 達成度 103.5 

一次評価 老朽化を迎えた管路が、毎年耐用年数増えていく中で、緊急性が高い管路及び基幹管路を計画的に更新する一定

の効果を上げている。 

➡改善策 特になし。 

二次評価 安全で安定した水道水を供給できるよう、計画的な更新を実施してもらいたい。 

【６】 汚水処理人口普及率 達成度 80.0 

一次評価 汚水処理人口普及率はあまり上昇していないが、浄化槽整備推進事業では転換基数が向上したことにより、生活排

水の適正処理ができた。市町村設置型浄化槽については本年度で終了となりますが引き続き合併処理浄化槽の整

備推進に強力に取り組む必要がある。 

➡改善策 浄化槽については個人設置型浄化槽に移行するが個人負担の軽減が図れるよう制度設計を行い、合併処理浄化槽

への転換強化を図りたい。浄化槽施工、点検、清掃業者と協力した PR活動の展開。下水道への切り替えは広報・

HPで積極的にアピール。 

二次評価 「汚水処理人口普及率」の向上を目的とした集中取組期間が令和２年度で終了する。これまで様々な取り組みを行

ってきたが、十分な成果が出たとは言えない状況となっている。今後は、市町村設置型浄化槽の終了に関する手続

きを進めるとともに、国や県の取り組みを注視しながら、新たな合併浄化槽転換促進の施策を策定すること。 

【７】 都市計画道路整備率 達成度 103.7 

一次評価 将来の通行量減少等を見据えた都市計画道路の見直しを行い、歩道整備の目途が立った本線の廃止を行った。 

➡改善策 特になし。 

二次評価 現状での目標は達成している。計画どおり進めること。 

【８】 長寿命化対策を実施した公園の延べ箇所数 達成度 83.3 

一次評価 定期的な巡回点検を行い、老朽化した危険箇所等の修繕を迅速に行った。 

➡改善策 特になし。 

二次評価 引き続き対策を実施し、「快適で美しい都市環境の整備」の実現を図られたい。 
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【８】 違反屋外広告是正率 達成度 83.3 

一次評価 危険広告物の所有者に直接、是正指導を行うことにより、確実に成果をあげることができた。 

➡改善策 特になし。 

二次評価 引き続き是正指導を実施し、「快適で美しい都市環境の整備」の実現を図られたい。 

【９】 市営住宅の入居率 達成度 90.6 

一次評価 概ね順調に取組めた。策定した長寿命化計画の確実な執行が求められる。 

➡改善策 市営住宅長寿命化計画に則り、市営住宅の計画修繕・建替えを実施していく。 

二次評価 概ね順調に推移していると評価する。今後も、長寿命化計画に基づき、将来を見据えた施策に取り組んで欲しい。 

【１０】 市民 1人当たり公共交通利用回数 達成度 84.6 

一次評価 乗合タクシーの見直しが開始され、関係機関との調整が順調に行われた。次年度の本格的な協議に向けた準備が整

った。 

➡改善策 本年度の試行運転及び来年度の本運行に向け着実に準備を進めるとともに、今後は、富岡版MaaSについても取

り組む。 

二次評価 乗合タクシーの抜本的な見直しについては、紆余曲折ありながら、関係者と協議の上、方向性が決定されたことに

関しては、大きな成果と考えています。今後は、細部を詰めて、試行運行、R３年度の本格運行と進むよう、住民をま

き込んだ取り組みが進むことを期待します。 

仕分け B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【９】 住宅等の耐震化率 達成度 79.5 

一次評価 耐震セミナーは他事業と一緒に行った事で大勢の市民に聞いていただいた。市民が関心を持てる施策が必要。 

➡改善策 耐震診断、精密診断、補強設計、耐震改修を段階ごとに補助出来るよう制度の見直しを行う。耐震改修工事を安価

で行える手法を取り入れ、建築士、建設業者の育成を行う。 

二次評価 目標達成に向けて、市民が関心を持てるような取り組みが必要であるとともに、建築業界との連携を図り、市から

の補助金はもとより、市民が耐震改修工事を実施しやすい環境づくりの構築が必要。 

仕分け C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【７】 主要幹線市道の舗装改修率 達成度 53.1 

一次評価 本線は、主要幹線道路であるため、交通量も多く舗装の痛みが早い。市民生活を送るうえで道路施設の安全性を確

保し定期的に改修工事が必要。 

➡改善策 市民の安全を確保するために、定期的な修繕を行っていかなければならない。 

二次評価 計画的な改修が必要であるが、財政措置が伴っていない。目標達成には、予算の確保が急務。 

【７】 橋りょう長寿命化修繕計画に伴う橋梁の延べ修繕数 達成度 64.7 

一次評価 修繕が必要な橋りょうは多数ある。限られた予算で修繕計画に基づき行っている。 

➡改善策 5年に一度の定期点検が義務付けられている。健全性Ⅲ(早期措置段階)は 72橋ある。年 2本でも 36年掛か

る。緊急性を重視し修繕工事を行う必要がある。 

二次評価 計画的な改修が必要であるが、財政措置が伴っていない。目標達成には、予算の確保が急務。 

【１０】 富岡製糸場来場者の上信電鉄利用者率 達成度 59.6 

一次評価 台風による甚大な被害が数か所で発生する等、災害復旧に係る経費の準備等が心配される。安全運行のための支

援策はしっかりと行えた。 

➡改善策 市民の貴重な公共交通を支援していくとともに、観光客をはじめとする利用者の利便性の向上や利用者数の増加

に向けた施策を事業者と連携しながら取り組む。 

二次評価 実績と関係する上信線の輸送人員（定期外）の前年度対比▲3.2％、製糸場入場者数の前年度対比▲14.7％から

すると、実績値が 0.1ポイント上昇したことは評価に値しないものだと思います。この目標を達成するには、上信電

鉄が製糸場入場者を増やす取り組みに参画しなければ目標達成は難しいと思われます。他方、上連協から上信電鉄

に、利用者サービスの向上の取り組みを進めるよう引き続き、働き掛けたい。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

【5】 導・配水管整備事業（企業会計） 維持・継続 安全・安心・強靭で持続可能な水道の拡充を図っていく。 
 

漏水調査事業（企業会計） 維持・継続 安心・安全な水道の維持管理を継続する。 

【6】 富岡甘楽衛生施設組合負担金 維持・継続 今後も円滑なし尿処理のために継続としたい。 
 

し尿処理対策事業 維持・継続 現状維持としたい。 
 

公共下水道事業負担金 維持・継続 都市計画税の充当にあたっては使途を明確にする。 
 

住宅汚水処理施設管理事業 縮小・廃止 既に公共下水への切り替え工事を行っている。本年度２施設を

切り替え、来年度神田で終了。 
 

公共下水道建設事業（特別会計） 維持・継続 コミュニティプラント（田篠・桐淵・神田）の公共下水道への早期

接続。接続率の向上を目指し、より一層の周知等を行ってい

く。 
 

公共下水道維持管理事業（特別会

計） 

維持・継続 雨天時侵入水は、他にも色々な原因があるので、今後も更に検

討し雨天時侵入水の削減を図っていきたい。 
 

農業集落排水建設事業（特別会計） 維持・継続 接続率の向上を目指し、より一層の周知等を行っていく。 
 

農業集落排水維持管理事業（特別

会計） 

要見直し 隣接する甘楽町の農業集落排水と統合して公共下水道への接

続統合を検討していく。 
 

浄化槽整備事業（特別会計） 縮小・廃止 個人設置浄化槽に対する補助制度の構築を急務とする（本年

度で終了）。 
 

浄化槽維持管理事業（特別会計） 維持・継続 個人への無償譲渡の期間を決定し、設置基数を減らす。 
 

し尿処理管理事業 維持・継続 下水道事業会計の3事業（公共・農集・浄化槽）のほか一般会計

のコミュニティプラントの汚水処理人口普及率を算出するシス

テム保守料であり、人件費の削減のための委託料である。 
 

農業集落排水事業負担金 縮小・廃止 甘楽町の処理施設も近接にあるため共同出資により、公共へ

切り替えができるよう協議。 
 

浄化槽整備推進事業負担金 縮小・廃止 個人設置型浄化槽に移行し、それに対する補助金を充実させ

合併処理浄化槽の推進を図る。 

【7】 都市計画道路整備事業 維持・継続 現在、道路工事業者及び電線管理者と綿密に打ち合わせをし

年度内の開通を目指している。 
 

まちなか整備事業 維持・継続 富岡製糸場の緩衝地帯として、景観の向上と安全性の確保の

ため、継続して実施していく必要がある。 
 

都市計画各種プラン策定事業 維持・継続 「都市計画マスタープラン」及び「公共交通網形成計画」は令和

2 年 8 月に公表し「立地適正化計画」は 8月から周知し 11月

に公表となる。 
 

道路橋りょう整備事業 維持・継続 市民生活を送る中で、道路環境の整備は必要であり、通行の安

全性の確保と利便性の向上のため、継続して実施していく必要

がある。 
 

道路橋りょう維持事業 維持・継続 老朽化等による補修個所が増える中で、緊急性や地域性など

を勘案し、安全性を考慮した工法を採用しながら、コスト縮減

を図り、現状維持していく必要がある。 
 

交通安全施設整備事業 維持・継続 通学路の安全対策、また、老朽化等による補修個所が増える中

で、緊急性や地域性などを勘案し、安全性を考慮した工法を採

用しながら、コスト縮減を図り、現状維持していく必要がある。 

【8】 景観形成推進事業 維持・継続 景観計画に従い、効果・効率を考えながら事業を継続してい

く。 
 

公園・緑地等整備事業 維持・継続 安全・安心に利用できる公園の維持管理を継続していく。ま

た、さらなる利用者の増加のために公園施設の拡充を図って

いく。 
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【9】 公営住宅整備事業 維持・継続 長寿命化計画に則り事業をすすめる。 
 

公営住宅維持管理事業 維持・継続 群馬県、群馬県住宅供給公社などと協議、調整をして、よりよ

い制度にしていく。また、計画的に修繕、統廃合を進めていく。 
 

住宅耐震改修補助事業 要拡充 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを中心に、住宅所有

者への直接的な働きかけ、個別訪問、業者育成、広報活動を数

値目標化し PDCAで見直しを行っていく。 
 

建築指導事業 維持・継続 確認検査事務の民間開放に伴い、特定行政庁は違反指導等を

中心とした監察行政への移行が求められているが、建築技師

が経験を積む機会が減っているため、建築技師の育成が必要。 
 

空き家等利活用事業 維持・継続 移住コンシェルジュ、市民団体の育成。 

【10】 上信電鉄維持活性化推進事業 維持・継続 世界遺産を沿線に持つ強みを発揮し、観光的な要素を打ち出

し、利用増につながる取り組みを推進していくことが喫緊の課

題である。 
 

乗合タクシー運行事業 要見直し 令和２年度から試験運行が開始される乗合タクシーにて改善す

る。 

※評価対象外事業を除く 
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基本目標３ 世界に誇る地域資源を活かした力のあるまち【産業・経済】 

〇既に目標値を大きく超える指標が複数見られ、「11商工業の振興と雇用対策の推進」

はすべての指標が 100％を上回る 

〇「１２農林業振興の推進」は達成度の高い指標と低い指標が混在 

〇「１３観光振興の推進」の事務事業評価は「内容の見直し」が最も多い 

・施策ごとの達成度（平均値）を見ると、「１１商工業の振興と雇用対策の推進」（1３７．０%）が最も高く、

他の施策も８～１０割以上となっています。 

・基本目標３を構成する３つの施策では、それぞれ３～６つの指標が設定されています。指標ごとの達

成度を見ると、「有害鳥獣捕獲頭数（二ホンジカ）」（２０７．０％）、「キャッシュレス決済対応延べ店舗

数」（１９５．０％）の２指標が約２００％で特に高く、「新規就農者数」（５０．０％）が最も低くなっていま

す。 

・各施策の事務事業評価を見ると、「１１商工業の振興と雇用対策の推進」「１２農林業振興の推進」の２

施策は「維持・継続が適当」が最も多くなっていますが、「観光振興の推進」は「内容の見直し」が６事

業で最も多くなっています。 
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80.2 

0% 50% 100% 150% 200%

【11  商工業の振興と雇用対策の推進】（指標数３）

【12  農林業振興の推進】（指標数６）

【13  観光振興の推進】（指標数５）

各指標の達成度 【基本目標３】 産業・経済
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▶達成度による仕分け 

指標 達成度 仕分け 

【１１】 創業・企業誘致件数 110.0 S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【１１】 キャッシュレス決済対応延べ店舗数 195.0  

【１２】 有害鳥獣捕獲頭数（二ホンジカ） 207.0  

【１１】 市内企業設備投資支援件数 106.0 A概ね順調 

【１２】 養蚕の担い手数 100.0  

【１２】 認定農業者数（法人含む） 95.3  

【１２】 有害鳥獣捕獲頭数（イノシシ） 104.8  

【１２】 耕地整備延べ面積 93.6  

【１３】 市全体の観光入込客数 86.6  

【１３】 市全体の観光消費額 92.5  

【１３】 観光ホームページアクセス数 85.3  

【１３】 富岡製糸場入場者数 73.8 B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【１２】 新規就農者数 50.0 C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【１３】 富岡製糸場外国人入場者数 62.7  

110.0 
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50.0 

100.0 

95.3 

104.8 

207.0 

93.6 

86.6 

73.8 

62.7 

92.5 

85.3 

0% 50% 100% 150% 200%

【１１】 創業・企業誘致件数

市内企業設備投資支援件数

キャッシュレス決済対応延べ店舗数

【１２】 新規就農者数

養蚕の担い手数

認定農業者数（法人含む）

有害鳥獣捕獲頭数（イノシシ）

有害鳥獣捕獲頭数（二ホンジカ）

耕地整備延べ面積

【１３】 市全体の観光入込客数

富岡製糸場入場者数

富岡製糸場外国人入場者数

市全体の観光消費額

観光ホームページアクセス数

各指標の達成度 【基本目標３】 産業・経済

9
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【11】商工業の振興と雇用対策の推進（事業数10）

【12】農林業振興の推進（事業数20）

【13】観光振興の推進（事業数8）

事務事業の状況 【基本目標3】 産業・経済

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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▶一次評価・二次評価の内容 

仕分け S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【１１】 創業・企業誘致件数 達成度 110.0 

一次評価 順調に進んでいると思われます。 

➡改善策 引き続き、企業誘致と創業支援を進めていく。 

二次評価 企業の受け皿としての工業団地造成は、順調に実行できており、また、今後の造成計画も作成済みである。今後は、

「エコノミックガーデニング」の考え方に沿った、企業誘致計画を立てる必要がある。 

【１１】 キャッシュレス決済対応延べ店舗数 達成度 195.0 

一次評価 QRコード決済については、順調に普及していると思われます。 

➡改善策 今後も推進を図る。富岡市商店街サービス事業協同組合の「ふれ愛カード」については、店舗拡大が課題。 

二次評価 コロナ禍の状況もあり、キャッシュレスの推進は追い風である。新たな生活様式の中にキャッシュレスも組み込み、

当たり前の世の中になってもらいたい。電子商品券の検討も同時に行ってもらいたい。 

【１２】 有害鳥獣捕獲頭数（二ホンジカ）（➡同設定（イノシシ）） 達成度 207.0 

一次評価 今年度は特に豚熱対策に力を入れたこともあり捕獲数が倍増した。隊員の高齢化、新規担い手対策が今後の課題

となってくる。 

➡改善策 捕獲実施隊員の高齢化等に伴う減少に備え、条例改正を行い市外在住者にも隊員として市内の有害鳥獣対策事業

に参加できるようにした。 

二次評価 豚熱の影響でイノシシが減少傾向にあるようだが、その分、ニホンジカが増加に転じている。ニホンジカに特化した

対策を講じること。 

仕分け A概ね順調 

【１１】 市内企業設備投資支援件数 達成度 106.0 

一次評価 設備投資は、受注や売上につながるものであり、良い制度であると認識しており、支援した企業からの声からも、一

定の効果があると思われます。 

➡改善策 今後も丁寧に進めてまいりたい。 

二次評価 企業が今後の事業展開を考える中で設備投資は必須であると考える、この制度は、今後の事業推進に企業にとって

も、長い目で見た行政にとっても優位な制度であるので、積極的な推進を行ってほしい。 

【１２】 養蚕の担い手数 達成度 100.0 

一次評価 支援対象が企業も含め従来からの経営体のみで新規がないため、新たな担い手の掘り起こしが必要。 

➡改善策 新規就農の場合、養蚕だけでは厳しく他品目との複合経営でないと成り立たないので、新規就農支援とからめた施

策を進めていく。 

二次評価 養蚕農家を育成するだけではなく、システム全体を担っている富岡シルクブランド協議会と連絡協力体制を整え、

積極的な情報交換を行いシステム維持を行うこと。 

【１２】 認定農業者数（法人含む） 達成度 95.3 

一次評価 同計画は当面の経営目標を立て経営改善を図るものだが、高齢で必要ないと思われる農業者にも更新を勧めてお

り、作成支援などにとられる時間が無駄である。 

➡改善策 補助事業採択の際に有利な制度で引退間際の農業者に実質的なメリットはないため、更新対象者を選別するとと

もに、中心経営体となりうる農業者の確保のため新規就農者数の増加を図る。 

二次評価 働き方改革を見据え、労働時間の短縮と収益率の向上が認定農業者に求められているので、やる気のある認定農

業者へ積極的に支援を行うこと。 

【１２】 有害鳥獣捕獲頭数（イノシシ） （➡同設定（二ホンジカ）） 達成度 104.8 

一次評価 今年度は特に豚熱対策に力を入れたこともあり捕獲数が倍増した。隊員の高齢化、新規担い手対策が今後の課題

となってくる。 

➡改善策 捕獲実施隊員の高齢化等に伴う減少に備え、条例改正を行い市外在住者にも隊員として市内の有害鳥獣対策事業

に参加できるようにした。 

二次評価 豚熱の影響でイノシシが減少傾向にあるようだが、その分、ニホンジカが増加に転じている。ニホンジカに特化した

対策を講じること。 
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【１２】 耕地整備延べ面積 達成度 93.6 

一次評価 （宇田一ノ宮地区）スケジュール通りの進捗がある。早期完了実現のため、地権者の承諾を急務とし関係機関・委員

会と調整すること。 

➡改善策 松義台地地区はH30に完了、宇田一ノ宮地区も効率的な農業経営が図れるよう早期に事業を完了し、新たに立ち

上げた吉田地区を実施する。 

二次評価 松義台地地区、宇田一ノ宮地区も完成に近づき、担い手の確保を行い、積極的な活用を図ること。新たに立ち上げ

た吉田地区の推進を県と共に手戻りなく実施すること。 

【１３】 市全体の観光入込客数 達成度 86.6 

一次評価 記事掲載メディアへどう誘導するかが重要。宝探しイベントは閑散期対策など期待が持てる。今後の展開を検討す

ること。 

➡改善策 マーケティングの重要性を再認識し、プロモーションの質を高め効率化を図る。また、体験型イベントについては、視

野を広げた施策展開を検討する。 

二次評価 一次評価のとおり。誘客については、当面一般団体客が望めないと想定できるが、教育旅行は問い合わせがある。

将来を見据え、取り組んでいくこと。併せて、コロナ禍において、新たな生活様式を取り入れた観光受入体制を構築

していく必要がある。 

【１３】 市全体の観光消費額 達成度 92.5 

一次評価 今年の結果が、市の観光コンテンツの成熟による悪影響（飽きられ現象）なのか判断できないが、今後に向け、何に

どの程度投資するか検討すべき。 

➡改善策 ＤＭＯ内のＣＭＯ（チーフ・マーケティング・オフィサー）を中心にマーケティング調査を行い、実施体制の中で消費額

拡大に向けた施策展開を図る。 

二次評価 入込客数の割に、消費額の目標達成度が高い。消費単価が増加したのであれば、よい傾向である。誘客活動と併せ

て、素材の発掘・磨き上げを行うこと。 

【１３】 観光ホームページアクセス数 達成度 85.3 

一次評価 記事掲載メディアへの誘導が増えないと、結果として HPのアクセスも伸びないことになる。情報の伝達手段は点

だけでなく線で考えること。 

➡改善策 多種多様なメディアの活用について模索し実施するとともに、実施後、効果検証を行い、有効な手段を見出すまで

継続する。 

二次評価 観光ＨＰのアクセス数は、市内観光施設のメディア露出と大きく関連している。そのためには、変化（進化）と魅力向

上で話題を提供し続ける必要があり、結果として目標達成度も向上すると考える。また、受入側（観光施設）の環境

整備とあわせて、観光協会をはじめとする各種団体と緊密に連携していく必要がある。 

仕分け B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【１３】 富岡製糸場入場者数 達成度 73.8 

一次評価 各種施策の効果が表れだしたと思われた矢先のコロナ禍により、先が見えない状況である。今後全ての施策にコロ

ナ対応を検討する必要がある。 

➡改善策 コロナにより、誘客のためのイベント等の実施が困難になっていることを考慮すると、コロナ対策を行いながら、そ

れに見合った事業を実施する。 

二次評価 新たな見学施設も整い、入場者数が上向いてきた中でのコロナ騒動となってしまった。今後は、新たな生活様式を

取り入れた観光が求められる。上記の改善策のとおり進めること。 

仕分け C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【１２】 新規就農者数 達成度 50.0 

一次評価 目標値どおりの新規就農者を受け入れることができた。 

➡改善策 国・県の事業では新規就農者に対する支援が限定されている。親元就農や定年後の就農等も含め、新規就農時の機

械導入等への補助など支援制度を設けたい。 

二次評価 コロナ禍において、特に首都圏でライフスタイルの変化が伺えるので、地元農業関係団体と検討会を立ち上げ、積極

的に地域おこし協力隊事業を活用すること。 

【１３】 富岡製糸場外国人入場者数 達成度 62.7 

一次評価 記事という資産を得たのでこれを今後有効に活用していく戦術を進めてもらうとともに記事内容の陳腐化に注意。 

➡改善策 広域連携の強みをより一層活かすとともに、獲得した情報に満足することなく、常に磨き上げを行う。 

二次評価 コロナ禍、目標達成度については、厳しい実績数字となった。当面、外国人入場者数の増加は見込めないが、将来を

見据え、地道な情報発信と受入体制の充実を継続していくこと。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

【11】 就労支援事業 維持・継続 市内企業の雇用維持・確保のため、新規高卒者の事業所見学

会、育児・介護休業の取得支援、労働相談等を行う。 
 

勤労者福祉向上事業 維持・継続 住宅・生活資金の融資制度や退職金共済制度の加入補助など、

労働者の生活の質や福利厚生を高め、職場の定着率、勤労意

欲の向上を図る。 
 

勤労者施設管理事業 要見直し 公共施設等総合管理計画に基づき、施設の転用・統合を検討。 
 

創業支援事業 維持・継続 創業フォロー事業の委託料を増額し、面談・助言回数を増やす。

創業者の販路拡大等を更に支援していく。 
 

企業誘致事業 維持・継続 県と連携し、市外企業の誘致を推進するとともに、既存企業に

対しては中長期的に折衝を行い、情報提供やニーズ把握によ

り、新規設備投資を促していく。 
 

工業団地造成事業（特別会計） 維持・継続 来年度分譲予定の曽木工業団地について、市補助金制度等の

アピールにより、早期の企業立地を実現し、新たな雇用の創

出、設備投資、地場産業との取引拡大等を目指す。 
 

市内企業支援事業 維持・継続 引き続き企業訪問等による支援内容の周知を図ることにより、

競争力強化を促していく。 
 

商業振興事業 維持・継続 従来の事業に加え、新型コロナウイルス緊急経済対策として、

令和２年度に入り、５事業増加。 
 

プレミアム付商品券発行事業 その他 国の施策であり、令和元年度限定の事業。 
 

地域経済団体連携支援事業 維持・継続 中小企業・小規模事業者の経営支援・税務相談等は今後も継続 

すべき事業。 
 

金融対策事業 維持・継続 中小企業・小規模事業者にとって資金繰り対策は、事業継続生 

命線と言えるもので、今後も継続するべき事業。 

【12】 農産物生産振興事業 維持・継続 国や県の補助事業を活用し地域の担い手農業者の経営規模拡

大や生産性の向上にむけた要望に対応していく。 
 

経営所得安定対策推進事業 維持・継続 国の米政策に対応して事業を行う。 
 

担い手支援事業 維持・継続 現状維持(これまで通り実施)。 
 

シルクの郷づくり事業 維持・継続 新規繭生産者の確保や繭生産に必要な環境整備費の補助を行

うことにより繭の生産体制を維持していく。 
 

都市農村交流事業 維持・継続 産地間競争が激化する中、生産者が安心して栽培に取り組め

るように、消費者への宣伝活動(産地の知名度向上)は必要で

ある。 
 

遊休農地対策事業 維持・継続 中山間地域など農業生産条件が不利な地域において、有効な

事業である。 
 

畜産振興事業 維持・継続 畜産農家の経営安定と畜産公害対策に、有効な事業である。 
 

小規模農村整備事業（農業用施設） 維持・継続 農業産業を継続的に持続させるため、農業用施設（用水路やた

め池）の整備を行い、農業用水の供給を確保していく必要があ

る。 
 

農業用水路整備事業 維持・継続 農業産業を継続的に持続させるため、農業用施設（用水路やた

め池）の修繕や小規模工事等を実施し、農業用水の供給を確保

していく必要がある。また、ため池については、耐震性調査や

ハザードマップを作成し、その下流域の安全性を確保しなけれ

ばならない。 
 

多面的機能支払交付金事業 維持・継続 農地・用水路・農道等を保全管理するために必要な事業であ

り、地元活動組織が農地維持・共同活動・長寿命化の３種類の

項目からアプローチする。 
 

宇田一ノ宮土地改良事業 維持・継続 農地の利用促進と不耕作地の防止、農業産業の拡大を図るた

め、不整形で分散していた農地を整形・集積する。また、補完工

事を実施し、農業経営者が利用しやすい農地を提供する。 
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松義台地土地改良事業 維持・継続 土地改良事業で整備した道路や水路は、いずれ道路建設課に

移管となる。道路や水路の不具合が原因で、農家や地域住民に

悪影響を来たさないように、補完工事が行える期間内に、不具

合箇所を整備していきたい。また、整備の要望に可能な限り対

応したい。 
 

吉田地区土地改良事業 維持・継続 農地の利用促進と不耕作地の防止、農業産業の拡大を図るた

め、不整形で分散していた農地を整形・集積する。未だ事業化

に至っていないため、今後はその準備も実施していく。 
 

特用林産物振興事業 維持・継続 群馬県特用林産物生産活力アップ事業補助金制度が廃止とな

らない限り、事業は継続される。 
 

林業経営支援事業 維持・継続 群馬県林道作業道総合整備事業補助金制度が廃止とならない

限り、事業は継続される。 
 

自然体験施設運営事業 要見直し 自然体験施設が廃止とならない限り、事業は継続される。 
 

ぐんま緑の県民基金事業 維持・継続 ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金交付制度が廃止

とならない限り、事業は継続される。 
 

有害鳥獣対策事業 要見直し インターネット等を利用し、先進地事例や民間の動向、また器具

類の情報を収集する。 
 

林道整備事業 維持・継続 林道振興推進のためには、林道の開設は必要であり、林業生産

の効率化を図ることが可能となるため、継続していく必要があ

る。 
 

小規模農村整備事業（農道） 維持・継続 未舗装の農道は多く残っており、通行車両の安全確保と農作

業の効率化を図るため、継続して実施していく必要がある。 

【13】 観光振興事業 要見直し ＤＭＯの自立に向けた運営支援を行うことで、早急に実施体制

を整備し、観光戦略プラン実施に向け検討を始める。 
 

大塩湖振興事業 要見直し 観光戦略プラン策定後、観光資源としての費用対効果を検証

し、観光として事業費を投入すべき必要性があるか検証し整理

する。 
 

丹生湖振興事業 要見直し 観光戦略プラン策定後、観光資源としての費用対効果を検証

し、観光として事業費を投入すべき必要性があるか検証し整理

する。 
 

駐車場・観光交流施設管理事業 要見直し 観光戦略プランに則り、受入環境整備の方向性を検討するとと

もに、事務事業の再編を図る。 
 

妙義山パノラマパーク周辺環境整

備事業 

要見直し 老朽化した遊歩道や東屋の再整備。 

 
妙義ふるさと美術館運営事業 要見直し 美術館としてではない施設の利活用の検討。 

 
妙義ふれあいプラザ管理事業 維持・継続 妙義山に訪れた観光客や登山者を今まで以上に取り込むた

め、道の駅みょうぎ、妙義ふるさと美術館と連携し、利用者増

に繋がる取り組みを行っていく。 
 

妙義地域活性化事業 維持・継続 近年、遭難者から救助要請はなく、登山道の点検及び、台風な

ど自然災害時の倒木処理などが主な活動となっていている。

遭難者救助隊組織そのものを見直し、より活動しやすい組織と

し、登山者の安全に繋げる。 

引き続き、県、富岡警察署、富岡甘楽広域消防本部と連携し、

登山道の安全確保に努める。 

※評価対象外事業を除く 
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基本目標４ 地域の誇りを持ち、世界とつながり合う人が育つまち【教育・文化】 

〇「14学校教育の充実」「15学校教育施設の充実」は達成度が比較的低い 

〇「14学校教育の充実」は達成度の高い指標と低い指標が混在 

・施策ごとの達成度（平均値）を見ると、「１６青少年の健全育成」（100.0%）、「文化活動の充実」

（102.5％）の 2 施策が 100％以上で高く、「15 学校教育施設の充実」（0.0％）、「14 学校教育の

充実」（65.9％）の 2施策を除きいずれも 7～10割以上となっています。 

・基本目標 4 を構成する 8 つの施策では、それぞれ 1～６つの指標が設定されています。指標ごとの

達成度を見ると、「富岡市郷土館入場者数」（122.7％）、「美術博物館の入館者数」（126.1％）が比

較的高く、「学校施設統廃合に関わる方針決定延べ学校数」（0.0％）、「小・中学校の年間 30 日以

上の欠席者数」（7.5％）の 2指標が 1割未満となっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、いずれの施策も「維持・継続が適当」がほとんどとなっています。 
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【14  学校教育の充実】（指標数６）

【15  学校教育施設の充実】（指標数１）

【16  青少年の健全育成】（指標数１）

【17  生涯学習活動の充実】（指標数３）

【18  スポーツ・レクリエーションの充実】（指標数３）

【19  富岡製糸場の保存と活用】（指標数５）

【20  歴史・伝統・文化資源の保存と活用】（指標数３）

【21  文化活動の充実】（指標数４）

各指標の達成度 【基本目標４】 教育・文化
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【１４】 児童・生徒の外国への興味関心度（小学生）

児童・生徒の外国への興味関心度（中学生）

（計測不能）キャリア体験事業参加生徒数

児童・生徒の日常的な読書量（小学生）

児童・生徒の日常的な読書量（中学生）

小・中学校の年間30日以上の欠席者数

【１５】 学校施設統廃合に関わる方針決定延べ学校数

【１６】 家庭教育力向上等啓発事業への保護者参加率

【１７】 市民1人当たり社会教育施設利用回数

「富岡学」受講修了者延べ人数

市民1人当たり市立図書館図書貸出冊数

【１８】 市民1人当たりスポーツ施設利用回数

キッズスポーツアカデミーの参加者数

トップアスリートクリニックの開催種目数

【１９】 市民の富岡製糸場見学者数

富岡製糸場に関する市民向けイベントの開催回数

富岡製糸場の展示・施設内容への見学者の満足度

富岡製糸場入場者数【再掲】

富岡産繭の販売量

【２０】 国重要文化財旧茂木家住宅来場者数

「富岡市内出土品展」来場者数

富岡市郷土館入館者数

【２１】 かぶら文化ホール利用者数

かぶら文化ホール利用率

美術博物館の入館者数

美術博物館の市民ギャラリー利用率

各指標の達成度 【基本目標４】 教育・文化
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▶達成度による仕分け 

指標 達成度 仕分け 

【１７】 「富岡学」受講修了者延べ人数 113.8 S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【２０】 富岡市郷土館入館者数 122.7  

【２１】 美術博物館の入館者数 126.1  

【２１】 美術博物館の市民ギャラリー利用率 113.2  

【１４】 児童・生徒の外国への興味関心度（小学生） 94.0 A概ね順調 

【１４】 児童・生徒の日常的な読書量（中学生） 90.0  

【１６】 家庭教育力向上等啓発事業への保護者参加率 100.0  

【１７】 市民 1人当たり社会教育施設利用回数 84.3  

【１７】 市民 1人当たり市立図書館図書貸出冊数 97.9  

【１８】 市民 1人当たりスポーツ施設利用回数 100.0  

【１９】 市民の富岡製糸場見学者数 103.7  

【１９】 富岡製糸場の展示・施設内容への見学者の満足度 97.1  

【１９】 富岡産繭の販売量 92.0  

【２０】 「富岡市内出土品展」来場者数 84.6  

【２１】 かぶら文化ホール利用者数 94.4  

【１４】 児童・生徒の日常的な読書量（小学生） 76.0 B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【１９】 富岡製糸場入場者数【再掲】 73.8  

【２０】 国重要文化財旧茂木家住宅来場者数 75.9  

【２１】 かぶら文化ホール利用率 76.4  

【１４】 児童・生徒の外国への興味関心度（中学生） 62.0 C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【１８】 キッズスポーツアカデミーの参加者数 67.0  

【１８】 トップアスリートクリニックの開催種目数 66.7  

【１４】 小・中学校の年間 30日以上の欠席者数 7.5 D内容確認の上、達成に向けた手法の見直しが必要 

【１５】 学校施設統廃合に関わる方針決定延べ学校数 0.0  

【１９】 富岡製糸場に関する市民向けイベントの開催回数 40.0  

【１４】 キャリア体験事業参加生徒数 その他 計測不能：コロナウイルス感染防止のため中止 
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【17】生涯学習活動の充実（事業数17）

【18】スポーツ・レクリエーションの充実（事業数3）

【19】富岡製糸場の保存と活用（事業数5）

【20】歴史・伝統・文化資源の保存と活用（事業数7）

【21】文化活動の充実（事業数5）

事務事業の状況 【基本目標4】 教育・文化

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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▶一次評価・二次評価の内容 

仕分け S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【１７】 「富岡学」受講修了者延べ人数 達成度 113.8 

一次評価 積極的な広報等により若年層の受講者が増えている。富岡市の生涯学習推進の要の講座として定着させ、さらに

発展させていきたい。 

➡改善策 聴講者や、富岡学アドバイザーの意見を聞き、新たな講義内容の取り組みを行う。 

二次評価 積極的な周知活動により受講者の増加は評価に値する。社会情勢の変化に合わせた新規の講座などの検討や、人

材育成に努めながら学ぶ機会を積極的に提供していただきたい。 

【２０】 富岡市郷土館入館者数 達成度 122.7 

一次評価 公立小中学校への周知に力を入れた結果、入館者数の落ち込みを抑えることができた。ミニ企画展示の開催が入

館者数増加につながることを期待。 

➡改善策 ミニ企画展の充実とホームページ等による広報活動の充実を図る。 

二次評価 児童・生徒へ関心を持たせ、来場者の増員を図れたことは評価できる。今後は更に製糸場や妙義山との連携を図る

ことも視野に入れ、充実した企画展の開催を期待するとともに、展示遺物の充実を図ってもらいたい。 

【２１】 美術博物館の入館者数 達成度 126.1 

一次評価 絵本原画展は、要望を受け開催したが、好評を博した。利用者ニーズを把握した企画展、他施設との連携、収蔵品の

活用など、工夫して続けたい。 

➡改善策 入館者数は順調に推移しているが、企画展の内容や開催数に左右されるため、利用者ニーズにあった買い取りの企

画展、郷土ゆかりの作家展、収蔵品展の３つをバランスよく開催しながら他施設と連携することで入館者の増加に

つなげていく。 

二次評価 前年より入館者数が５千人以上増えている。関連事業として人形劇、サンドアート、ライブペインティングと動きのあ

るイベントを取り入れ、静と動の芸術を一緒に体験することで心が潤い、感動を参加者に届け集客アップが図れた。 

美術博物館は３蜜回避をイメージするには適した場所でありコロナを順風ととらえ、今後は、文化ホール・製糸場・

世界遺産センターとのタイアップ事業を実施し、入館者の増加と満足度アップを図っていく。 

【２１】 美術博物館の市民ギャラリー利用率 達成度 113.2 

一次評価 様々なツールを使って、利用促進の周知がされた。関連事業での活用継続、美術団体とコミュニケーションを図り、

利用増につなげたい。 

➡改善策 市民ギャラリーの利用者が固定化している傾向にあるため、新たな層の利用者獲得に向け、SNSなどをより活用

し、ターゲットを絞るなどして、効果的な方法で利用者増につなげていく。 

二次評価 新たな層の獲得には SNSは有効だと思いますので積極的に発信し、使ったことがない人に空いている日がわかる

「市民ギャラリーカレンダー」をネット上に公開しより使いやすい環境を整える必要がある。また、視聴覚室や創作室

も利用率を上げるように「視聴覚室・創作室カレンダー」で予約状況をネットで公開し利用率の向上を図る。 

仕分け A概ね順調 

【１４】 児童・生徒の外国への興味関心度（小学生）（➡同設定：（中学生）） 達成度 94.0 

一次評価 これまでの取組の成果を生かした取組であった。令和２年度後期から計画している ALTの増員により、更なる外国

への興味関心を高めたい。 

➡改善策 小学校への複数名の ALTの配置においては、先進校である小野小学校での取組を参考に、児童が英語でコミュニ

ケーションする場面を増加させる。 

二次評価 先進校の成果・実績を基にした取り組みとして評価できる。R2年度後半からの増員により、全市的な取組みとなる

が、英語でのコミュニケーション能力向上に向けて、事業を着実に進めてほしい。 

【１４】 児童・生徒の日常的な読書量（中学生） 達成度 90.0 

一次評価 小・中学校で読書活動がより充実するよう、日常的な読書時間の工夫や市立図書館との連携などを推奨したい。 

➡改善策 市立図書館からの学校への貸出事業を活用し、学習に関連した図書を数多く紹介できるようにするとともに、日常

的な読書の時間を確保できるよう推奨する。 

二次評価 読書活動への関心・定着化を作れていることは評価できる。更なる推進のため、図書館との連携やインターネット等

を利用するなど、更なる読書量の向上を図って欲しい。 
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【１６】 家庭教育力向上等啓発事業への保護者参加率 達成度 100.0 

一次評価 関係団体との連携強化や新規事業の取り組みにより参加率は増加している。既存の事業の有効性を検討していく

必要がある。 

➡改善策 健全育成に必要な事業を継続していくために、事業展開の内容を精査したい。 

二次評価 関係機関との連携により、参加者が増加したことは評価できる。今後も催しや補導活動を積極的に推進し、定期的

な情報交換を常に図りながら体制の強化を図ってもらいたい。 

【１７】 市民 1人当たり社会教育施設利用回数 達成度 84.3 

一次評価 利用回数が減少傾向にあるため、新規講座や団体の育成支援などが求められている。 

➡改善策 アンケートの結果や旬の講座などの情報収集を行い、市民ニーズに合った講座に取り組む。 

二次評価 地域の連帯意識の低下や価値観の受け止め方の違いにより、利用回数の低下は致し方ない。社会情勢の変化に合

わせた新規の講座などの検討や、人材育成に努めながら学ぶ機会を積極的に提供していただきたい。 

【１７】 市民 1人当たり市立図書館図書貸出冊数 達成度 97.9 

一次評価 関係機関との連携による情報提供は一定の成果があり継続して実施していく。更に貸出冊数の増加のための施策

を行っていく必要がある。 

➡改善策 関係機関との連携をより深め、利用者の要望にあった蔵書構成にして貸出増進につなげる。 

二次評価 学校やボランティアと連携した読書活動の成果により、貸出冊数が維持できていることは評価できる。引き続き学

校等との連携を図るなど、読書週間の定着化を推進し、更なるサービスの向上に努めてもらいたい。 

【１８】 市民 1人当たりスポーツ施設利用回数 達成度 100.0 

一次評価 安全で安心してスポーツのできる施設整備を行い、各種スポーツ振興を図った。また、トレーニングルームに指導員

を配置し初心者でも利用しやすい環境を整えた。 

➡改善策 市民の施設利用を促すため、計画的な施設整備及び市民ニーズに沿った教室や大会を実施し継続してスポーツに

取り組むことができる環境を整備する。 

二次評価 安全安心にスポーツを行うには熱中症対策のほかに、これからはコロナ対策が必要となる。体育施設の予約管理シ

ステムを導入し感染予防と図り、「予約状況年間カレンダー」をネットで公開できるか検討し市民の利便性を図って

いく。また、昨年の台風第 19号で和合運動公園内の野球場（2面）テニスコート(12面）が流失し使えないので、代

替え施設の整備等を早急に検討し実施していく必要がある。 

【１９】 市民の富岡製糸場見学者数 達成度 103.7 

一次評価 引き続き、より多くの市民に見学してもらえるよう工夫する。 

➡改善策 市民に富岡製糸場の魅力をわかりやすく伝えられるような方法を検討し、実施する。 

二次評価 目標達成度としては、成果が出ている。引き続き、市民に気軽に来場していただける環境整備を行うこと。 

【１９】 富岡製糸場の展示・施設内容への見学者の満足度 達成度 97.1 

一次評価 各種施策の効果が表れだしたと思われた矢先のコロナ禍により、先が見えない状況である。今後全ての施策にコロ

ナ対応を検討する必要がある。 

➡改善策 富岡製糸場が持つ文化的・歴史的価値を伝えるために多様な方法・手段を検討し、実施する。 

二次評価 満足度向上は評価できる。コロナ禍ではあるが、今後も展示と併せて体験メニューの充実を図ること。 

【１９】 富岡産繭の販売量 達成度 92.0 

一次評価 年度末からのコロナ禍で、極めて厳しい状況となっている。富岡シルク存続の必要性と対策について、改めて庁内

で意思統一する必要がある。 

➡改善策 富岡シルクの普及促進及びブランド化について、市としての方向を確認したうえで、財政的支援も含め必要な支援

を検討する。また、シルクブランド協議会会員と連携し、繭の消費・需要が図られるよう協力していく。 

二次評価 一次評価のとおり、現状厳しい状況である。今後についても見通せない中ではあるが、富岡製糸場のある自治体と

して、富岡シルクのブランド化を協議会員と連携して図っていく必要がある。 

【２０】 「富岡市内出土品展」来場者数 達成度 84.6 

一次評価 調査遺跡数の減少、調査遺跡からの出土品の量が少なかったことにより入館者数が微減した。年度による出土品の

質や量を補う企画があれば入館者数の増加を見込むことができる。 

➡改善策 年度の発掘調査に係る出土品の展示に加えてミニ企画展示を充実させる。 

二次評価 出土品展は日頃の発掘調査の成果であり、更なる充実を目指し、来場者の増員を図ってもらいたい。希少価値のあ

る遺物等の展示など、企画展を開催し来場者増員に向けて検討してほしい。 
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【２１】 かぶら文化ホール利用者数 達成度 94.4 

一次評価 SNSを活用した情報発信を始められた。今後も積極的に発信するほか、利用者アンケートで要望を把握し、今後の

事業展開につなげたい。 

➡改善策 利用者アンケートを活用して利用者の意見やニーズを把握し、市民の要望に応えられる様な催し物を企画する。ま

た、SNSを活用した情報発信も継続して積極的に行う。 

二次評価 前年より利用者数が減っているが、各種団体等の利用が減り、文化ホール主催事業の利用者はほぼ同じである。

SNSの活用は今まで利用しなかった客層に訴える効果があり、今後も積極的な情報発信が望まれる。 

コロナ対策の３密回避のゆとりある空間を売りに、心に残る企画を開催し満足度を上げ、コロナ収束後のステップア

ップにつなげたい。 

仕分け B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【１４】 児童・生徒の日常的な読書量（小学生） 達成度 76.0 

一次評価 小・中学校で読書活動がより充実するよう、日常的な読書時間の工夫や市立図書館との連携などを推奨したい。 

➡改善策 市立図書館からの学校への貸出事業を活用し、学習に関連した図書を数多く紹介できるようにするとともに、日常

的な読書の時間を確保できるよう推奨する。 

二次評価 読書活動への関心・定着化を作れていることは評価できる。更なる推進のため、図書館との連携やインターネット等

を利用するなど、更なる読書量の向上を図って欲しい。 

【１９】 富岡製糸場入場者数【再掲】 達成度 73.8 

一次評価 各種施策の効果が表れだしたと思われた矢先のコロナ禍により、先が見えない状況である。今後全ての施策にコロ

ナ対応を検討する必要がある。 

➡改善策 コロナにより、誘客のためのイベント等の実施が困難になっていることを考慮すると、コロナ対策を行いながら、そ

れに見合った事業を実施する。 

二次評価 新たな見学施設も整い、入場者数が上向いてきた中でのコロナ騒動となってしまった。今後は、新たな生活様式を

取り入れた観光が求められる。上記の改善策のとおり進めること。 

【２０】 国重要文化財旧茂木家住宅来場者数 達成度 75.9 

一次評価 企画展開催により来場者数の増加に繋がった。今後も常に内容を見直しながらの充実を目指したい。 

➡改善策 宮崎公園の名勝指定を目指し、その価値と併せることで PRの充実を図りたい。 

二次評価 企画展をタイアップすることで、来場者の増員を図れたことは評価できる。今後は更に製糸場や妙義山との連携を

図ることも視野に入れ、充実した企画展の開催を期待するとともに、名勝指定に向けて更なる充実を図ってもらい

たい。 

【２１】 かぶら文化ホール利用率 達成度 76.4 

一次評価 年度末はコロナの影響があったが、魅力ある事業を展開できた。今後も、プロモーターなどへ働きかけをし利用を

増やしたい。 

➡改善策 コロナ対策を徹底した上で、積極的にプロモーターなどへ利用を働きかける。また、三密を避け、観客を入れないで

舞台利用できる企画を考え、利用率の増加に繋げる。 

二次評価 プロモーターへの働きかけとともに、３密回避のゆとりある空間だからこその企画（ピアノ・フルート・クラッシックギ

ター等）、少人数で静かな音のきらめきを感じる企画など、コロナ感染期間限定の特別料金で実施できないか検討

し利用率増加を図る。 

仕分け C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【１４】 児童・生徒の外国への興味関心度（中学生）（➡同設定：（小学生）） 達成度 62.0 

一次評価 これまでの取組の成果を生かした取組であった。令和２年度後期から計画している ALTの増員により、更なる外国

への興味関心を高めたい。 

➡改善策 小学校への複数名の ALTの配置においては、先進校である小野小学校での取組を参考に、児童が英語でコミュニ

ケーションする場面を増加させる。 

二次評価 先進校の成果・実績を基にした取り組みとして評価できる。R2年度後半からの増員により、全市的な取組みとなる

が、英語でのコミュニケーション能力向上に向けて、事業を着実に進めてほしい。 
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【１８】 キッズスポーツアカデミーの参加者数 達成度 67.0 

一次評価 子供たちへスポーツに取り組むきっかけづくりとして、年間を通じた教室と短期的な教室を開催と、トップアスリー

トから指導を受けられる教室が開催できた。 

➡改善策 継続してスポーツに取り組むには幼少期からの取り組みが重要である。様々な種目が体験できる場を提供するとと

もに、参加者ニーズに沿った事業展開を継続して実施していくことが重要。 

二次評価 ニーズに沿った、子どもが気楽に参加できる様々な種目のキッズアカデミーを開催し、スポーツが好きになる環境

を与え、友達作り・仲間づくり、ライバルを作り継続してスポーツを行い、子どもの健康づくりを推進する。 

【１８】 トップアスリートクリニックの開催種目数 達成度 66.7 

一次評価 トップアスリートからの指導を受けることで参加者（小中学生）の競技力向上及び関係団体役員の指導者育成が図

れた。 

➡改善策 トップアスリートから直接指導を受けることで競技力向上だけでなく、関係団体における指導者育成が図られるこ

とから、各競技団体の組織力向上へつなげていくことが必要。 

二次評価 トップアスリートから指導を受けた経験は一生の宝となるので、これからも引き続き回数を増やして実施し、心と体

の健康、競技力向上、仲間づくりとなるよう幅広い競技のトップアスリートを招いて行っていく。 

仕分け D内容確認の上、達成に向けた手法の見直しが必要 

【１４】 小・中学校の年間 30日以上の欠席者数 達成度 7.5 

一次評価 スクールカウンセラーや心の教室相談員と学校職員が効率よく連携できるよう、教育相談部会を活性化させる。 

➡改善策 面談や相談の結果を、小・中学校個別連絡シートや支援シートの作成とも関連させ、具体的な指導に生かせるように

していく。 

二次評価 カウンセラーや相談員の活用により、長期休暇者の減少が図れていることは評価できる。今後も、よりきめ細やか

な相談・指導の充実を徹底し、関係者の更なる連携強化と情報共有を図って欲しい。 

【１５】 学校施設統廃合に関わる方針決定延べ学校数 達成度 0.0 

一次評価 基本計画素案の作成からパブコメ、計画策定まで予定通りできた。今後の進捗は、新型コロナの感染状況に左右さ

れると思う。 

➡改善策 新型コロナウイルスの社会的・心理的不安が解消されない限り小中学校適正規模・適正配置基本計画は前に進めら

れない。その中でできうる最大限のことを実施していきます。 

二次評価 基本計画策定に伴い、将来の道筋が見えて来たことは評価できる。コロナ対策として、行程案の延期はやむを得ず、

新しい生活様式に対応した学校の在り方について、コロナの状況等を踏まえ、視点を変えた計画の見直しが必要と

思われる。 

【１９】 富岡製糸場に関する市民向けイベントの開催回数 達成度 40.0 

一次評価 引き続き、市民に富岡製糸場の状況をよく理解してもらうため、市民向けのイベント開催を工夫して行う必要があ

る。 

➡改善策 市民に富岡製糸場の魅力をわかりやすく伝えられるような方法を検討し、実施する。 

二次評価 目標達成度としては、成果が出ている。今後は、一過性の参加者数や開催回数だけの成果でなく、将来に繋がるイ

ベントを実施すること。 

仕分け その他（コロナウイルス感染防止のため中止） 

【１４】 キャリア体験事業参加生徒数 達成度 計測不能 

一次評価 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、今後の事業の在り方を検討し、令和３年度予算に反映させていきたい。 

➡改善策 新型コロナウイルス感染症防止を踏まえ、市内や県内での実施など、移動距離・移動時間の少ない事業についても

検討していく。 

二次評価 新型コロナ感染症予防の観点から、事業の中止はやむを得ない。様々な社会情勢の変化の中、柔軟に対応できる事

業の在り方等を更に検討してもらいたい。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

【14】 学力向上対策事業 維持・継続 個別対応を必要とする児童生徒が増加傾向にあることから、支

援員の確保に努める。タブレットの導入により、児童生徒の学

力向上に役立てる。 
 

健康体力充実事業 維持・継続 児童生徒の健康や体力の向上を図ることは、学校教育の充実

につながるものであるため、引き続き各校で体育的活動を充

実できるようにする。また、中学校では、部活動実技指導協力

者を積極的に活用しながら、生徒の体力向上を図る。 
 

心の教育推進事業 維持・継続 心の教育相談員の勤務時間の延長。専門的スキルの向上を目

指した研修の実施。 
 

英語教育推進事業 維持・継続 現小学校学習指導要領（平成 29 年告示）より、中学年に新た

に外国語活動が導入され、高学年においては「読むこと」「書く

こと」を加えた教科として外国語科が導入されたことからも、

外国語教育の充実が必須であり、そのための環境整備が重要

であるため。 
 

体験活動充実事業 維持・継続 内容を精査しながら計画通り実施する。 
 

学校経営充実事業 維持・継続 社会の変化に応じて事業の内容を見直しながら、引き続き学

校教育の充実を図る。 
 

学校安全対策事業 維持・継続 児童生徒の安全確保のため、本事業を継続するべきであるた

め。 

【15】 小学校施設整備事業 維持・継続 小・中学校適正規模・適正配置基本計画に係る学校別説明会を

１１校で開催し、保護者及び地域住民に説明する。その後、各学

校の適正配置協議会を立ち上げ、適正配置について協議する。 
 

中学校施設整備事業 維持・継続 小・中学校適正規模・適正配置基本計画に係る学校別説明会を

１１校で開催し、保護者及び地域住民に説明する。その後、各学

校の適正配置協議会を立ち上げ、適正配置について協議する。 
 

学校給食センター管理事業 維持・継続 適切な設備の更新。 
 

学校給食センター給食賄材料事業 維持・継続 新鮮で旬の地場野菜や有機野菜の活用。 

【16】 青少年対策事業 維持・継続 青少年対策事業は、青少年に対する時代背景、問題となる対象

の変化、社会的資源の活用等、変化に流動的、臨機応変に対応

していくことが必要。 
 

青少年育成事業 要見直し イベント事業の検証を図る。 

【17】 生涯学習センター運営事業 維持・継続 現状施設は緊急性の高いものを行うにとどめ、施設更新時に

維持管理の方法を検討し歳出の縮減に努めること。 
 

生涯学習推進事業 維持・継続 講座の内容を充実させ新たな受講者や参加者の開拓に努め

る。団体おいては新たな会員の発掘につとめ年齢の若年化に

努める。 
 

妙義山文化活動事業 縮小・廃止 ①青年会議所が実施していた「赤レンガ写生大会」と連携し、妙

義山を描く絵画展の要素を加え、製糸場と妙義山双方を対象

とした写生大会として開催できないか検討していきたい。②令

和３年度は、絵画展の関係者に感謝の意を伝える事業の実施。 
 

社会教育館運営事業 要見直し 所管を文化財保護課に移し、文化財的観点から事業展開をし

てゆく。 
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公民館運営事業 

七日市公民館 

維持・継続 地域づくり・生涯学習・地域福祉・地域防災の複合拠点を重点事

項として公民館運営事業を行うとともに、市民協働や地域づく

り活動について住民意識の向上を図るための啓蒙活動を行う。 

 富岡公民館  地域づくりに係る人材育成を実施し、地域団体による公民館管

理運営が実現するために、自立に向けた支援を行う。 

 東富岡公民館  行政と地域の共助・共生を考え、今までの行政依存を見直した

うえで、お互いのやるべきこと、やらなくていいことを考えて

いく必要がある。 

 黒岩公民館  地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 一ノ宮公民館  地域主体の公民館経営を目指す上で、事業のスリム化や地域

組織の簡素化を図るとともに、「地域のことは地域で解決して

いく」という意識を住民に持ってもらうことが必要であり、公民

館事業・地域づくり事業を通じ、今後も意識付けを行っていく。 

 高瀬公民館  地域団体の自立に向けた働きかけ。 

 額部公民館  今まで、ずっとしてきたことだけでなく、柔軟性をもって事業

内容の見直しが必要と感じる。 

 小野公民館  地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 吉田公民館  地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 丹生公民館  地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 妙義中央公民館  ①組織、人員、業務の見直しが必要と考えられる。②施設の拡

充及び機能強化の検討。 

 妙義東部公民館  「地域の課題は地域で解決する」という意識を住民に持っても

らうことが必要であり、地域づくり事業・公民館事業を通じ、意

識改革を促していく。 
 

図書館運営事業 維持・継続 多様なニーズに応える資料収集と情報提供を関係機関や学校

などと連携して行い、利用拡大に努める。 

【18】 各種スポーツ大会支援事業 維持・継続 引き続き、市民が参加しやすいよう大会要項の見直しや種目を

増やしていくなど各地区役員及び競技団体の意見をもとに見

直していく。 
 

スポーツ普及強化事業 維持・継続 より多くの市民が、教室等に参加し、その後も継続してスポー

ツに取り組んでいただけるよう普及を推進するとともに、アン

ケート調査により多様化する市民ニーズを把握し事業反映をし

ていく。 
 

体育施設管理事業 維持・継続 全ての体育施設が老朽化しており、大規模な改修や建替えが

必要な時期に来ている。本年度策定予定の個別計画により維

持管理及び改修を行っていく。 

【19】 富岡製糸場保存整備事業 維持・継続 建造物の保存整備、公開活用方法について更なる検討を重ね

ていくとともに、イベントや講演会等を通じて、富岡製糸場に対

する更なる興味・関心・理解を深めていただけるように努める。 
 

富岡製糸場調査研究事業 維持・継続 事業の維持継続を進めることにより、富岡製糸場の歴史や価

値を高め、その成果を富岡市及び富岡市民に還元していく。 
 

富岡製糸場普及戦略事業 維持・継続 建造物の保存整備、公開活用方法について更なる検討を重ね

ていくとともに、イベントや講演会等を通じて、富岡製糸場に対

する更なる興味・関心・理解を深めていただけるように努める。 
 

「富岡シルク」ブランド確立事業 要見直し 富岡シルクブランド協議会への支援の方法を見直し、財政的支

援も含め、必要な支援を検討する。 
 

市民養蚕事業 維持・継続 近年は申込セット数が減少傾向にあるので今後どのように増

やすかを検討。 
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【20】 旧茂木家住宅保存活用事業 維持・継続 魅力あるイベントの実施や、宮崎公園のつつじと併せた活用を

検討する。 
 

指定文化財保存管理事業 維持・継続 引き続き、ニーズに合った PRを行っていく。 
 

民俗芸能・民俗行事保存継承支援

事業 

維持・継続 郷土芸能・民俗行事の保存継承のため、動画で記録し広くＰＲ

を行っていく。 
 

富岡製糸場文化財調査活用事業 維持・継続 効果的な発掘調査と活用事業を更に推進させたい。 
 

文化財調査活用事業 維持・継続 現状維持（従来通り実施）。 
 

宇田一ノ宮地区文化財調査事業 維持・継続 現状維持（従来通り実施）。 
 

中高瀬観音山遺跡保存整備事業 維持・継続 施策実現に向け、事業を着実に進めていく。 

【21】 美術博物館運営事業 維持・継続 費用対効果を考慮しながら利用者ニーズにあった買い取りの

企画展、郷土ゆかりの作家展、収蔵品展の３つをバランスよく

開催しながら他施設と連携することで入館者の増加につなげ

ていく。また、多様な利用方法や市民ギャラリー利用団体との

相互利用についても検討していく。 
 

岡部温故館運営事業 維持・継続 寄付行為の経緯や岡部家及び地域との関係などもあり、廃止

することはできない。 
 

文化芸術鑑賞事業 維持・継続 市民ニーズの把握を行いながら文化・芸術性が高く魅力ある催

し物を開催していく。 
 

文化行事支援事業 維持・継続 市文化協会や実行委員会と協力しながら文化活動の充実を図

る。 
 

かぶら文化ホール施設管理事業 維持・継続 市民が身近で芸術鑑賞ができ、なおかつ安心・安全に利用でき

る施設管理を行って行く。 

※評価対象外事業を除く 
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基本目標５ だれもが健やかに安心して暮らし続けられるまち【健康・福祉】 

〇達成度（平均値）が 100%を上回る施策は見られない 

〇「23 地域福祉の充実」「25 保健・医療・救急体制の充実」は達成度の低い項目が見ら

れる 

・施策ごとの達成度（平均値）を見ると、「26 持続可能な医療保険制度の構築」（92.9％）が最も高く、

「25保健・医療・救急体制の充実」（60.3％）が最も低くなっており、100％を超える施策は見られま

せん。 

・基本目標 5を構成する 5つの施策では、それぞれ 2～4つの指標が設定されています。指標ごとの

達成度を見ると、「就労を希望する生活困窮者の就労率」（40.0％）、「肺がん検診受診率」（46.8％）

の 2指標が 5割未満で比較的低く、他の指標はいずれも 7～10割以上となっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、いずれの施策も「維持・継続が適当」がほとんどとなっています。 
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【22  高齢者支援の充実】（指標数３）

【23  地域福祉の充実】（指標数2）

【24  子育て支援の充実】（指標数４）

【25  保健・医療・救急体制の充実】（指標数３）

【26  持続可能な医療保険制度の構築】（指標数2）

各指標の達成度 【基本目標５】 健康・福祉
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【２２】 介護予防教室参加者数

シルバー人材センター会員登録数

いきいき健康高齢者表彰の授与者数

【２３】 障害福祉サービスの利用件数

就労を希望する生活困窮者の就労率

【２４】 地域子育て支援拠点施設等利用者数

認定児童の施設利用者数（利用者数）

認定児童の施設利用者数（待機率）

乳児家庭訪問実施率

【２５】 肺がん検診受診率

特定健康診査受診率

（計測不能）運動習慣のある市民の割合

【２６】 国民健康保険税収納率

ジェネリック医薬品利用率

各指標の達成度 【基本目標５】 健康・福祉
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【22】高齢者支援の充実（事業数7）

【23】地域福祉の充実（事業数9）

【24】子育て支援の充実（事業数13）

【25】保健・医療・救急体制の充実（事業数9）

【26】持続可能な医療保険制度の構築（事業数3）

事務事業の状況 【基本目標5】 健康・福祉

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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▶達成度による仕分け 

指標 達成度 仕分け 

【２２】 介護予防教室参加者数 102.6 A概ね順調 

【２２】 シルバー人材センター会員登録数 82.2  

【２２】 いきいき健康高齢者表彰の授与者数 80.9  

【２３】 障害福祉サービスの利用件数 100.9  

【２４】 地域子育て支援拠点施設等利用者数 82.0  

【２４】 認定児童の施設利用者数（利用者数） 101.6  

【２４】 認定児童の施設利用者数（待機率） 100.0  

【２６】 国民健康保険税収納率 100.0  

【２６】 ジェネリック医薬品利用率 85.9  

【２４】 乳児家庭訪問実施率 79.7 B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【２５】 特定健康診査受診率 73.8  

【２３】 就労を希望する生活困窮者の就労率 40.0 C内容確認の上、達成に向けた手法の見直しが必要 

【２５】 肺がん検診受診率 46.8  

【２５】 運動習慣のある市民の割合 その他 
計測不能：「あなたの健康アンケート」の次回実施予定は

2022年 

 

▶一次評価・二次評価の内容 

仕分け A概ね順調 

【２２】 介護予防教室参加者数 達成度 102.6 

一次評価 多くの方に参加していただき、介護予防に貢献している。今後は、介護予防と保健事業の一体的な実施に向けてト

ータル的な事業展開を行うこと。 

➡改善策 いきいき健康教室の会場において、高齢者の栄養指導や口腔ケアを行っているが、今後、介護予防と保健事業の一

体的な実施に向けた検討を行う。 

二次評価 介護予防教室の開催は地域に定着した高齢者の通いの活動の場となり、参加者数の目標は達成できている。今後

更に高齢化率が高くなる中、より安定した活発な活動が推進できるよう取り組んでいく。一時評価のとおり高齢者

の運動習慣の継続だけでなく、介護予防と保健事業の一体的な取り組みにより、高齢者の積極的な地域活動への

参加や経験や能力を生かした地域の活性化につなげ、高齢者が健康を維持しいつまでも自分らしくいきいきと地

域で活躍し続けられよう介護予防事業に取り組んでいく。 

【２２】 シルバー人材センター会員登録数 達成度 82.2 

一次評価 新規会員の加入が減り、高齢会員が退会することで、会員数が減少した。事務局による勧誘活動を継続していく。 

➡改善策 高齢者の就労を取り巻く環境の変化により、60歳を過ぎても働き続ける人が多くなったため、新規会員の加入が

少なく、高齢会員の退会により、会員数は減少傾向である。勧誘活動の頻度や機会を増やし、意欲ある高齢者の加

入を促す。 

二次評価 高齢者の活躍の場、社会参加の意義、延いては高齢者の健康維持にも繋がる有意義な活動だと思う。一時評価のと

おり、高齢者の就労形態の変化によることも否めないが、会員が増えない原因等を調査分析し、改善できる点や就

労条件等の変更の可能性があれば見直し目標達成度を上げていけると良い。その結果、高齢者の生きがいづくりや

健康づくり、また、高齢者の経験と知恵を生かした地域づくりに繋がるよう関係部署と連携を取りながら取り組ん

でいけるようにしたい。 

【２２】 いきいき健康高齢者表彰の授与者数 達成度 80.9 

一次評価 目標には届かなかったが、日々の健康管理に対する褒章制度として、引き続き取り組む。 

➡改善策 表彰されるということは、本人にとって励みとなるものであり、医療費や介護給付費の抑制にもつながるため、引

き続き制度として取り組む。 

二次評価 一時評価のとおり、高齢者の個々の努力による健康維持の賞賛として、インセンティブなアプローチは、取り組み意

欲や健康を持続していくためには、一定の効果が期待できると思う。今後も高齢者の健康維持への取り組み意欲に

繋がる施策手段の一つとして工夫し、医療費の削減と安定した介護保険制度の運営に繋がるよう目標達成に向け

取り組んでいく。 

  



46 

【２３】 障害福祉サービスの利用件数 達成度 100.9 

一次評価 令和元年度は特定疾患等患者見舞金の拡充など住民の要望により､次年度施行に向けた障害者支援施策が図られ

た。障害のある人が豊かな地域生活が送れるよう更なる日常生活支援の充実を図っていく。 

➡改善策 法律に基づく事業であり、本人に必要な障害福祉サービスの提供と費用助成を、従来通り着実に実施していく。加

えて、本人や家族への支援体制やニーズに応じたサービスの充実を、富岡甘楽圏域の市町村・事業者等で連携し、

図っていく。 

二次評価 特定疾患等患者見舞金の拡充や人工内耳に関する一部補助の整備など、国や県から支援を受けられない部分につ

いての障害者の経済負担軽減に関する支援の拡充ができた。一次評価のとおり、今後も障害のある人が安心して

自立した生活が送れる支援に繋がるよう整備、推進を図っていく。 

【２４】 地域子育て支援拠点施設等利用者数 達成度 82.0 

一次評価 情報交換会を取り入れるなどして、事業の充実等に努力している。新型コロナウイルス感染症の影響を受けたが、

新しい事業実施方法等の検討も必要。 

➡改善策 情報交換会ではグループワークを多く取り入れ、富岡市全体の子育て支援者の質の向上につなげ、子育て支援内容

を充実させることにより、利用者増を図る。また、関係機関（コンシェルジュ・保健センター等）と連携し、周知に努め

る。新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館期間には、電話による子育て相談を受け付けていたが、利用が

なかった。別な方法も検討していく。 

二次評価 少子化が加速していく現状の中、子育て支援を充実させていくためには、多様な要求の対応と、支援の工夫や境整

備が必要となってきている。 

「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、地域の子どもたちを、地域ぐるみで支え、育てていけるよう、各分野との

連携やネットワーク化を図り、更に、子育て世帯を社会全体で支援する体制の整備と充実を図ることが重要となり、

延いては少子化対策に繋がるよう推進し取り組んでいく。 

【２４】 認定児童の施設利用者数（利用者数）➡（類似設定（待機率）） 達成度 101.6 

一次評価 幼児教育・保育無償化に加え、市独自の無償化策を拡充できた。更に、入所の弾力運用も開始。これら充実した支援

策のＰＲに努めると共に、更に利用者ニーズの充足にも努めること。 

➡改善策 継続して、安心して子育てができる支援サービスの向上や待機児童数ゼロを維持し、利用者のニーズに沿った保育

施設等の充実を図っていく。また、市ホームページ（子育てナビ）で最新の情報提供や支援策を配信していく。 

二次評価 子育て世代の保育に係る経済的負担の軽減や支援について拡充し推進することができた。特に、多子世帯に対する

負担軽減や支援体制の整備が充実してきたので、更に、実情に応じた支援の推進と拡充を図っていきたい。また、

待機児童数ゼロを持続できているが、一時評価のとおり今後更に、利用者のニーズに合った保育サービスが提供で

きるよう、保育施設の保育の質と利便性の向上を目指し、体制の整備推進と支援充実に取り組んでいく。 

【２４】 認定児童の施設利用者数（待機率）➡（類似設定（利用者数）） 達成度 100.0 

一次評価 幼児教育・保育無償化に加え、市独自の無償化策を拡充できた。更に、入所の弾力運用も開始。これら充実した支援

策のＰＲに努めると共に、更に利用者ニーズの充足にも努めること。 

➡改善策 継続して、安心して子育てができる支援サービスの向上や待機児童数ゼロを維持し、利用者のニーズに沿った保育

施設等の充実を図っていく。また、市ホームページ（子育てナビ）で最新の情報提供や支援策を配信していく。 

二次評価 子育て世代の保育に係る経済的負担の軽減や支援について拡充し推進することができた。特に、多子世帯に対する

負担軽減や支援体制の整備が充実してきたので、更に、実情に応じた支援の推進と拡充を図っていきたい。また、

待機児童数ゼロを持続できているが、一時評価のとおり今後更に、利用者のニーズに合った保育サービスが提供で

きるよう、保育施設の保育の質と利便性の向上を目指し、体制の整備推進と支援充実に取り組んでいく。 

【２６】 国民健康保険税収納率 達成度 100.0 

一次評価 高い目標を達成できた。収納率は保険者努力支援制度のプラス加算となり、県特別交付金にも反映されるため、継

続して取り組んでいきたい。 

➡改善策 県内 12市でもトップの収納率で、目標も高い設定を設けているにも関わらず納税課等の努力で目標達成をしてい

るので、今後も同様な取り組みを行っていきたい。 

二次評価 県内 12市トップの収納率は努力の結果であり、今後も更なる収納率アップを図ってほしい。また、新型コロナウイ

ルスにより事業収入が減少した世帯もあり、ただ徴収するだけでなく減額・免除等の丁寧な説明が求められる。 
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【２６】 ジェネリック医薬品利用率 達成度 85.9 

一次評価 該当する被保険者だけでなく、全市民向けの広報でジェネリック特集を組むなど、広く意識付けをすることで、利用

率アップに繋げられないか。 

➡改善策 広報紙等で周知をし利用率の向上を図りたい。ジェネリック医薬品に関しては利用者の意識改革も大事だが、薬を

処方する医師の意識も重要になってくる。医師への意識改革ができるよう県と連携をとり、進めていきたい。 

二次評価 国においては今年 9月までにジェネリック（後発）医薬品の使用割合 80％と目標設定されている。生活保護受給

者においては必ずジェネリック医薬品を使用するよう指導し、特別な理由がないと新薬（先発）医薬品を使えない仕

組みとなっている。同じ有効成分で薬価が安く「自己負担が減る」というメリットを利用者に知らせることで更なる

利用率アップを図っていく必要がある。 

仕分け B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【２４】 乳児家庭訪問実施率 達成度 79.7 

一次評価 出生数の減少により、実績は減少傾向にあるが、乳児家庭訪問により母子の状況が把握でき、産後うつや乳児虐待

の防止に繋がっている。産後２週間健診時に心配のある産婦さんには早めの対応を行うこと。 

➡改善策 全産婦さんをはじめ、心配のある産婦さんに対して早めの対応を心がけるとともに、継続的に関わって安心して育

児ができる環境づくりや支援に努めていきたい。 

二次評価 子育て世代包括支援センターの整備設置により、関係各課等との連携の充実や、支援体制が整ってきている。ま

た、産後ママサポート事業や、産婦健診、産後ケア事業等についても、地域医療との連携や支援体制の整備も充実し

つつあるので、今後更に、安心して産み育てられる、きめ細やかな、ニーズに合った整備を目指し、切れ目ない子育

て支援の体制の整備と充実を図っていく。 

【２５】 特定健康診査受診率 達成度 73.8 

一次評価 特定健診受診者へのインセンティブ事業やナッジ理論に基づく受診勧奨により、受診率が向上した。一定の成果が

あったので、今後も継続していく。 

➡改善策 ナッジ理論を応用した AIによる受診勧奨により、明らかに受診率が向上しているので、今後も費用対効果を勘案

しながら継続を検討する。 

二次評価 一時評価のとおり、目標達成度については、一定の成果が見られる。健診結果を有効的に活用し、市民の健康維持

に繋がる取り組みを図ることが求められている。結果に応じた、病態別等の保健指導や生活改善への取り組みが持

続、維持できるよう、サポート体制をさらに整え、健康管理や重症化予防に繋がるよう取り組んでいく。 

仕分け C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【２３】 就労を希望する生活困窮者の就労率 達成度 40.0 

一次評価 生活困窮者の自立の支援と促進を図るため関係機関との連携はもとより、すぐには一般就労に繋がらない人が、

体験就労ができるような、協力事業所の新規開拓について関係機関とも協議していく。 

➡改善策 就労に対するあらゆる段階で支援を必要とする生活困窮者に就労のきっかけを提供するため、職場見学や体験就

労の機会を提供してくれる事業所の開拓を行う。また、関係機関との連携を引き続き深め、生活困窮者の就労環境

を整える。 

二次評価 心身の状況や条件に応じた就労支援や自立支援をしていく為には、根気と対応力がとても必要であり、利用者に寄

り添った丁寧な対応が要求される。1件 1件根気のいる業務ではあるが、今後も、一時評価のとおり関係機関との

連携を密にし、生活支援や就労支援など、支援を必要としている人が安心して相談できる体制づくりと社会的な自

立支援の体制整備を図り推進していく。 

【２５】 肺がん検診受診率 達成度 46.8 

一次評価 モデル地区を中心に個別訪問による受診勧奨を行っているものの、成果があがっていないため、受診勧奨方法の

見直しを行うこと。 

➡改善策 モデル地区を中心に個別訪問による受診勧奨を行ってきたが、受診率が上がらないため、特定健診で成果があっ

たナッジ理論に基づく受診勧奨を試行していく。 

二次評価 一時評価のとおり、数年間行ってきたモデル地区を中心とした受診勧奨の取り組みは、思うように成果が上がらな

かったが、その原因等を今一度検証し考察して改善した上で、更にナッジ理論が効果的に活用できると思う。検診

の必要性や早期発見、早期治療の重要性のアプローチ次第で、受診対象者の行動変容となり、受診率向上に繋げ、

延いては市民の健康維持と医療費削減に繋がるよう検証し取り組んでいく。 
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仕分け その他（「あなたの健康アンケート」の次回実施予定は 2022年） 

【２５】 運動習慣のある市民の割合 達成度 計測不能 

一次評価 各種運動教室を継続するとともに、作成したウォーキングマップを活用した事業を展開していくこと。 

➡改善策 作成したウォーキングマップを多くの市民に利用していただけるよう、ウォーキングマップを活用した様々な企画を

展開する。 

二次評価 いきいき健康教室や筋力トレーニング教室など、地域に根付いた高齢者の運動習慣や健康づくりへの参加度は、お

おむね目標を達成しているが、特に男性の参加率向上が課題に挙げられる。性別や年齢にかかわらず、市民それぞ

れのライフステージに応じた健康づくりに取り組む機会を、一時評価のとおり、ウォーキングマップ等を活用し周知

等工夫することで、それぞれのニーズに対応した提案を推進し運動習慣に繋がるよう取り組んでいく。 

 

▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

【22】 高齢者支援事業 維持・継続 新型コロナウイルスの影響により今後の感染拡大の状況で対

応を考えていく必要がある。群馬県老人クラブ連合会と連絡を

取り合い、事業を進めたい。 
 

敬老事業 要見直し 新型コロナウイルスの影響で令和２年度について本来の集合形

式での開催は中止となった。これを機会とし、来年度以降の敬

老事業については従来どおり行うのではなく、再検討をした

い。 
 

高齢者就労支援事業 維持・継続 高齢者の就労ニーズは今後も高まっていくと考えられる。ニー

ズに合った就労機会の提供が出来るように、シルバー人材セン

ターの活動を周知していく必要がある。 
 

在宅介護支援事業 要見直し 他市町村の動向を注視しつつ、事業の見直し、廃止を検討して

いく。 
 

老人保護措置事業 維持・継続 最後の砦としての役目を全う出来るように、申請者の環境、経

済状況等を見極め早急に対応できるようにしていく。 
 

介護予防支援事業 維持・継続 概ね、現状の維持だが、可能であれば、先進技術の導入等に取

組むことによって、更に人件費の削減が見込める。 
 

介護保険特別会計繰出金 維持・継続 介護保険制度運営のため事業の維持・継続をしていく。 

【23】 障害者福祉事業 維持・継続 法律に基づく事業であり、本人に必要な障害福祉サービスの提

供と費用助成を、従来通り着実に実施していく。 
 

重症心身障害児者通所支援施設補

助事業 

縮小・廃止 今後の自立運営の維持・継続のため、利用者増加や人員配置の

改善等により、安定した施設運営・経営ができるよう支援する。

また、検証に必要な年次評価を継続する。 
 

障害者自立支援給付事業 維持・継続 法律に基づく事業であり、本人に必要な障害福祉サービスの提

供と費用助成を、従来通り着実に実施していく。 
 

地域生活支援事業 維持・継続 法律に基づく事業であり、本人に必要な障害福祉サービスの提

供と費用助成を、従来通り着実に実施していく。 
 

生活保護事業 維持・継続 生活保護受給世帯の65％は高齢者世帯が占めており、年金受

給や無収入といった世帯、または、障害・傷病者世帯において

は、最低生活維持のための支援を継続する。就労可能な者につ

いては、ハローワーク連携事業等の継続により早期就労に向け

て自立を促し、扶助費削減に努めていきたい。 
 

生活困窮者自立支援事業 維持・継続 事業継続（成果向上のため、一部事業を拡充）。 
 

社会福祉団体補助事業 維持・継続 公共性の高い団体であることから、財政基盤の安定のための

支援を引き続き実施する。 
 

民生委員児童委員関係事業 維持・継続 現在のように十分な定員を確保し、地域における福祉活動を担

ってもらいたい。 
 

社会福祉法人認可指導事業 維持・継続 現状維持が妥当と考える。 
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【24】 施設型給付及び地域型給付保育事

業 

維持・継続 国の制度であるため、国の基準に従い適正な業務を行ってい

く。 
 

地域子育て支援拠点事業 維持・継続 子育て支援がより充実できるよう、委託先との連携をより図っ

ていく。 
 

放課後児童健全育成事業 維持・継続 引き続き事業を行う。 
 

児童扶養手当支給事業 維持・継続 引き続き支給業務を行う。 
 

児童手当支給事業 維持・継続 引き続き支給業務を行う。 
 

額部保育所子育て支援センター事

業 

維持・継続 利用者の人数を考慮しながら、内容の検討や改善に努める。 

 
乳幼児育成支援事業 維持・継続 引き続き事業を行う。 

 
ファミリーサポートセンター事業 維持・継続 会員数の増加を図り、子育て支援をより充実させる。 

 
額部保育所管理事業 維持・継続 職員間の連携を図りながら、保護者が必要とする子育て支援

に努めたい。また、時給制でもいいので、事務職員の配置を要

望したい。 
 

富岡児童館管理事業 維持・継続 職員の資質向上を図り、より良い子育て支援を行っていく。 
 

妙義児童館管理事業 維持・継続 職員の資質向上を図り、より良い子育て支援を行っていく。 
 

子育て支援策事業 要拡充 第 2期富岡市子ども子育て支援事業計画に基づいた新規事業

や既設事業を拡充するため令和３年度予算に計上し、執行する

ための人員確保が必要。 
 

学校給食費補助事業 維持・継続 現在の事業対象範囲を維持する。 

【25】 健康相談事業 維持・継続 現状を維持しつつ新規相談業者について調査・検討し、事業費

の削減を図る。 
 

感染症予防対策事業 維持・継続 未接種者対策を継続し、接種率の維持・向上に努める。 
 

狂犬病予防事業 要見直し 市郡獣医師会との集合注射の条件次第だが、集合契約につい

て前向きに検討し、事務の効率化を図る。 
 

母子健康事業 維持・継続 現行事業の充実とニーズに合った事業展開（新規事業の開拓

含む）、関係機関との連携強化。 
 

成人保健事業 維持・継続 ＰＤＣＡにより事業改善を行い、継続。 
 

養育医療給付事業 維持・継続 引き続き申請時に事務担当者及び母子保健担当者が同席し未

熟児訪問等の事業との連携を充実させる。 
 

特定健康診査等事業（特別会計） 維持・継続 今後も特定健診受診率の向上と特定保健指導の実施率の向上

を図っていく。 
 

保健センター運営事業 維持・継続 市民の利便性を重視した施設として富岡市子育て健康プラザ

が計画通り竣工できるよう協議、検討を重ねる。 
 

健康づくり事業 維持・継続 市民ニーズに合った効果的な事業展開を図る。 

【26】 国民健康保険特別会計繰出金 維持・継続 国民健康保険法に基づき、継続して行う。 
 

後期高齢者医療広域連合負担金 維持・継続 現在の事業が適正と考える。 
 

後期高齢者医療特別会計繰出金 維持・継続 現在の事業が適正と考える。 

※評価対象外事業を除く 

 

  



50 

基本目標６ みんなで支え合い、みんなで創る協働のまち【市民協働・行政運営】 

〇指標によって達成度が大きく異なる 

〇「29 移住定住対策の推進」は達成度の高い指標と低い指標が混在し、事務事業評価

では「維持・継続が適当」が見られない 

・施策ごとの達成度（平均値）を見ると、「29 移住定住対策の推進」（203.1％）が特に高く、最も低い

「31質の高い市民サービスの提供」（61.2％）を除き、いずれも 8～10割以上となっています。 

・基本目標 6を構成する 6つの施策では、それぞれ 2～4つの指標が設定されています。指標ごとの

達成度を見ると、「移住定住ポータルサイトアクセス数」（346.1％）が 300％以上で特に高く、次い

で「中高生を対象とした人材育成事業参加者数」（183.3％）も 100％を大きく上回っています。 

・一方、「情報セキュリティ研修受講職員数」（32.8％）が最も低く、次いで「大学や企業等の研修受入

人数」（60.0％）が低くなっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、「29 移住定住対策の推進」を除き「維持・継続が適当」がほとんど

となっています。「29 移住定住対策の推進」は「内容の見直し」が 2 事業で最も多く、「維持・継続が

適当」の事業は見られません。 

 

 

133.8 

81.4 

203.1 

95.0 

61.2 

103.4 

0% 50% 100% 150% 200%

【27  市民協働の推進】（指標数2）

【28  人権尊重社会の実現】（指標数2）

【29  移住定住対策の推進】（指標数2）

【30  富岡ブランドの推進（ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）】（指標数４）

【31  質の高い市民サービスの提供】（指標数2）

【32  持続可能な行政経営】（指標数2）

各指標の達成度 【基本目標６】 市民協働・行政運営
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84.4 

183.3 
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88.2 
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346.1 

104.3 

98.3 

85.3 

92.0 

89.6 

32.8 

107.5 

99.2 
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【２７】 地域づくり協議会活動への参加者数

中高生を対象とした人材育成事業参加者数

【２８】 審議会等における女性委員の登用率

人権に関する講演会・研修会参加者の満足度

【２９】 大学や企業等の研修受入人数

移住定住ポータルサイトアクセス数

【３０】 国際交流事業への参加者数

妙義山周辺施設の観光入込客数

観光ホームページアクセス数【再掲】

富岡産繭の販売量【再掲】

【３１】 市ホームページからの電子申請・申込件数

情報セキュリティ研修受講職員数

【３２】 経常収支比率

市税収納率（滞納繰越分含む）

各指標の達成度 【基本目標６】 市民協働・行政運営
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【27】市民協働の推進（事業数3）

【28】人権尊重社会の実現（事業数3）

【29】移住定住対策の推進（事業数3）

【30】富岡ブランドの推進（シティプロモーション）（事業数1）

【31】質の高い市民サービスの提供（事業数4）

【32】持続可能な行政経営（事業数3）

事務事業の状況 【基本目標6】 市民協働・行政運営

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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▶達成度による仕分け 

指標 達成度 仕分け 

【２７】 中高生を対象とした人材育成事業参加者数 183.3 S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【２９】 移住定住ポータルサイトアクセス数 346.1  

【２７】 地域づくり協議会活動への参加者数 84.4 A概ね順調 

【２８】 人権に関する講演会・研修会参加者の満足度 88.2  

【３０】 国際交流事業への参加者数 104.3  

【３０】 妙義山周辺施設の観光入込客数 98.3  

【３０】 観光ホームページアクセス数【再掲】 85.3  

【３０】 富岡産繭の販売量【再掲】 92.0  

【３１】 市ホームページからの電子申請・申込件数 89.6  

【３２】 経常収支比率 107.5  

【３２】 市税収納率（滞納繰越分含む） 99.2  

【２８】 審議会等における女性委員の登用率 74.6 B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【２９】 大学や企業等の研修受入人数 60.0 C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【３１】 情報セキュリティ研修受講職員数 32.8 D内容確認の上、達成に向けた手法の見直しが必要 

 

▶一次評価・二次評価の内容 

仕分け S内容確認の上、目標値の上方修正、見直しの検討が必要 

【２７】 中高生を対象とした人材育成事業参加者数 達成度 183.3 

一次評価 市内６中学校、１高校で実施。中高生の成果指標をとることは難しいが、事業に関わった関係者に変化が生じてきて

いる。 

➡改善策 本事業の中長期ビジョンを庁内で共有し、事業の実施にあたっていく。 

二次評価 人材育成事業は、成果を数値で捉えることは容易ではないが、事業成果については、議会をはじめ説明責任が問わ

れるので、しっかりした対応で事業に臨んでいただきたい。 

【２９】 移住定住ポータルサイトアクセス数 達成度 346.1 

一次評価 ワンストップ窓口機能強化の一環としてのポータルサイト充実を図るため、市民編集委員との共有認識を促進する。 

➡改善策 ワンストップ窓口、移住定住コンシェルジュ制度の機能強化を図りつつ、Ｆ１層(20-34歳)の流出に歯止めをかけ

る施策を企画立案していく。 

二次評価 本市の課題は①出生数の減少②若者の流出③働き手・子育て世代の減少です。特に若者の流出は深刻です。コロナ

禍において、テレワークの進展など、働く環境が大きく変わる可能性があります。こうしたことを踏まえ、前例踏襲

主義的な事業の展開ではなく、新たな発想で事業を実施していくことが求められていますので、果敢にチャレンジ

して、富岡スタイルの確立に取り組んでください。 

仕分け A概ね順調 

【２７】 地域づくり協議会活動への参加者数 達成度 84.4 

一次評価 自主防災意識が高まっている。自助・公助・共助の仕組みづくりを積極的に図っていくとともに、地域とのコミュニ

ケーションを深める行動が肝要となる。 

➡改善策 地域づくり協議会連絡会議を通じて、地域の課題を共有するとともに学習の場を持ち、身の丈に合った地域活動が

継続できるような働きかけを行っていく。 

二次評価 一次評価の改善案を実施していくとともに、地域と伴走する姿勢を持ち、地域に対して丁寧な説明を行い、共助の

基盤となる地域づくり協議会活動の充実に努めていただきたい。 

【２８】 人権に関する講演会・研修会参加者の満足度 達成度 88.2 

一次評価 講演会や研修会を開き、啓発活動を積極的に行った。引き続き社会情勢の変化にも対応して啓発活動を展開した

い。 

➡改善策 継続して、講演会や研修会を開き、関係団体と連携を図り、啓発活動に取り組む。 

二次評価 新型コロナウイルス感染に伴う新たな人権・差別問題が発生している。これまで以上に、他人を思いやり互いの人権

を尊重する啓発活動に取り組む必要がある。 
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【３０】 国際交流事業への参加者数 達成度 104.3 

一次評価 東京オリンピック・パラリンピックにおけるフランス共和国、ミクロネシア連邦のホストタウンとなり、国際交流への

理解度が深まった。 

➡改善策 東京オリンピック・パラリンピックにおけるフランス共和国、ミクロネシア連邦のホストタウンとして、市民の国際交

流への理解をより深めていく。 

二次評価 R1年度は東京オリパラ大会に向けて、国際交流協会と連携して、ミクロネシア連邦との交流が深まったものと感じ

ています。他方、フランスとの交流も国際交流協会と連携して、進めることも必要ではないでしょうか。実績値につ

いては、東京オリパラに向けてのこれらの取り組みの結果が表れたものと評価しています。 

【３０】 妙義山周辺施設の観光入込客数 達成度 98.3 

一次評価 定点調査は、現状把握や新たな価値創造のためにも必須の事業である。また、データを公開し、市内観光事業者に

活用してもらえるような検討を進言したい。 

➡改善策 観光戦略プランの実施には、今後設立予定の観光地域づくり法人（DMO）を中心とした、関係者で組織する協議体

で検討していくことを考えているため、その中で新たな価値の創造や、情報共有を図る。 

二次評価 妙義エリアは、妙義山の雄大な自然と、妙義神社の歴史を同時に感じられるエリアである。エリア内に素材と魅力は

たくさんあるが、現段階活かしきれていない。目標達成度としては、評価できる数値であるが、伸びる要素は多い。

今後、既存の道の駅みょうぎやもみじの湯、美術館等の利活用見直しを行い、魅力の向上を図っていただきたい。 

【３０】 観光ホームページアクセス数【再掲】 達成度 85.3 

一次評価 記事掲載メディアへの誘導が増えないと、結果として HPのアクセスも伸びないことになる。情報の伝達手段は点

だけでなく線で考えること。 

➡改善策 多種多様なメディアの活用について模索し実施するとともに、実施後、効果検証を行い、有効な手段を見出すまで

継続する。 

二次評価 観光ＨＰのアクセス数は、市内観光施設のメディア露出と大きく関連している。そのためには、変化（進化）と魅力向

上で話題を提供し続ける必要があり、結果として目標達成度も向上すると考える。また、受入側（観光施設）の環境

整備とあわせて、観光協会をはじめとする各種団体と緊密に連携していく必要がある。 

【３０】 富岡産繭の販売量【再掲】 達成度 92.0 

一次評価 年度末からのコロナ禍で、極めて厳しい状況となっている。富岡シルク存続の必要性と対策について、改めて庁内

で意思統一する必要がある。 

➡改善策 富岡シルクの普及促進及びブランド化について、市としての方向を確認したうえで、財政的支援も含め必要な支援

を検討する。また、シルクブランド協議会会員と連携し、繭の消費・需要が図られるよう協力していく。 

二次評価 一次評価のとおり、現状厳しい状況である。今後についても見通せない中ではあるが、富岡製糸場のある自治体と

して、富岡シルクのブランド化を協議会員と連携して図っていく必要がある。 

【３１】 市ホームページからの電子申請・申込件数 達成度 89.6 

一次評価 情報が取得しやすく、利用者の利便性向上につながった。今後は、スマホユーザを意識した、より多くの人が、手軽

に情報取得できる取組が必要。 

➡改善策 携帯端末からのホームページへの誘導を促すために、SNSなどの情報拡散ツールの利用を進めたい。 

二次評価 一次評価のとおり、利用者の利便性向上に向けて取り組んでいく。 

【３２】 経常収支比率 達成度 107.5 

一次評価 消費税率の引き上げによる影響は否めないが、今後の公債費の増加も見込まれることから、さらなる経常経費の圧

縮と新たな財源確保の検討をすること。 

➡改善策 予算規模の圧縮と、限られた財源を効果的に部局ごとに配分する「枠配分予算」の検討と実施。 

二次評価 市債の返還が始まり、実績値が悪化すという予想どおりの結果でした。今後は経常経費の圧縮を図るとともに、ふ

るさと納税や製糸場使用料など税以外の収入増を図っていきたい。 

【３２】 市税収納率（滞納繰越分含む） 達成度 99.2 

一次評価 目標値に対して実績は、０．１ポイント上回ることができた。財産差押え、執行停止については、今まで以上にスピー

ド感を持って対応していく。 

➡改善策 滞納にさせないための早期納付勧奨、滞納が生じた場合の財産差押えによる早期解消、担税能力のない滞納者に

対して財産調査を実施したうえでの適正な執行停止、高額滞納案件の解消を進めていく。 

二次評価 実績は、順調に目標値に近づいていると思われます。また、不納欠損額についても、H30と比較すると大きく減額

となっているなど、組織の取り組みが円滑に進んでいる結果と考えています。中期目標の達成に向けて、引き続き、

積極的な取り組みに努めていきたい。 
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仕分け B目標達成に向けてより慎重な進捗管理が必要 

【２８】 審議会等における女性委員の登用率 達成度 74.6 

一次評価 第 3次男女共同参画基本計画に基づき、研修会や啓発活動を継続して行ったが、顕著な進展は見られない。引き

続き啓発を図りたい。 

➡改善策 社会情勢の変化を踏まえながら、研修会や啓発活動の継続により、男女平等の意識づくりに取り組む。 

二次評価 第 3次男女共同参画基本計画の基本目標「Ⅰ男女平等の意識づくり」、「Ⅱ男女共同参画による社会づくり」となっ

ており意識づくりの段階ではなかなか数値に現れない。新型コロナウイルスによる在宅勤務によりＤＶの増加等、社

会情勢を反映した研修等を行い、自分事としてとらえられるような啓発を行っていくことが必要である。 

仕分け C目標達成に向けた手法の見直し検討が必要 

【２９】 大学や企業等の研修受入人数 達成度 60.0 

一次評価 大学連携は企画課が所管となっているので、関係部署との連携を進め、事業の推進に取り組んでいく。 

➡改善策 庁内関係部署との連携を進め、事業の推進にあたる。 

二次評価 コロナ禍で、地方を取り巻く環境が大きく変化する可能性がある。本市の特色を積極的に発信し、事業の充実に努

めていただきたい。 

仕分け D内容確認の上、達成に向けた手法の見直しが必要 

【３１】 情報セキュリティ研修受講職員数 達成度 32.8 

一次評価 セキュリティ強化の重要性が高まっている中で、受講職員の減は問題。更なるセキュリティ対策に関する知識の向

上が求められる。 

➡改善策 全職員の情報セキュリティ研修の徹底はもちろんのこと、研修内容も増やしていきたい。 

二次評価 指標値の大幅減は残念です。行政の ICTを進めるに当たり、情報セキュリティは、職員一人ひとりが、自覚していな

ければならないリテラシーなので、全職員が毎年度受講するよう取り組みたい。 

 

  



55 

▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

【27】 市民協働推進事業 維持・継続 市民が行政と無理なく関わることができる方法の検討。 
 

地域づくり推進事業 要見直し 補助事業の内容や支出の見直し。 
 

ボランティア事業 維持・継続 社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動のサポートを行う。 

【28】 人権啓発事業 維持・継続 人権問題が多様化・複雑化している中で、積極的な対応が必要

とされている。 
 

人権教育事業 維持・継続 人権啓発担当と連携して事業を進めているが、人権事業として

一本化したほうが事業の展開が速くなる。 
 

男女共同参画事業 維持・継続 関係機関との連携強化や啓発活動の取り組み。 

【29】 地域おこし協力隊活用推進事業 要見直し 担当課や担当職員が、隊員の定住を第一に考え、コミュニケー

ションを深めるなどの工夫をすることで、成果の向上に向けた

改善が図り、事業の充実を目指す。 
 

移住交流推進事業 要見直し 市では迅速に対応ができない部分を移住定住コンシェルジュ

がカバー。 
 

婚活支援事業 要拡充 内容を拡充し継続する。 

【30】 国際交流推進事業 維持・継続 国際交流協会との連携強化を図りながら、市も積極的に事業

を展開していく必要がある。 

【31】 広報広聴事業 維持・継続 効果的な情報発信の方法について情報を収集し、検討する。市

民からの意見集約の結果、全庁的に活用していく仕組みを作

る。 
 

ＩＣＴ推進事業 維持・継続 現状維持(これまで通り実施)。 
 

行政改革推進事業 維持・継続 AI-OCRや RPAはもとよりこれからは Society5.0を積極

的に活用した新たな行政経営を実現させることによる、あらゆ

る行政課題の解決策を模索していく必要がある。 
 

職員研修事業 維持・継続 事業の維持継続が適当であるとしたが、社会情勢や住民ニー

ズに合わせた、効果的で職員の能力向上が図ることができる

研修を企画する必要がある。 

【32】 ふるさと納税推進事業 維持・継続 ＰＲを強化して寄附件数、寄附額増加を目指す。 
 

適正課税事業 維持・継続 適正課税、市民の問い合わせに迅速な対応ができるような人

材育成を引き続き行っていきたい。 
 

市税徴収事業 維持・継続 新型コロナウイルス感染症の影響を注視しながら、これまでの

取り組みを進めていく必要がある。 

※評価対象外事業を除く 
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４ 有識者会議による外部評価 

有識者会議によって、富岡市行政改革推進本部で選定した以下の 2 施策について、一次評価、二次

評価、ヒアリングの結果に基づき、「拡充すべき」「現状維持」「縮小すべき」の3段階で外部評価するとと

もに、令和元年度に実施した主な事業について意見交換を行いました。また、コロナウイルス感染症の影

響を踏まえ、令和 2年度に実施した主な感染症対策についての意見交換もあわせて行いました。 
 

〇令和元年度の重点施策に位置付けられており、特に効果の検証が必要となる事業 

・外部評価の結果、2施策いずれも「拡充すべき」とされました。 

施策名 事業名 令和元年度に実施した 

主な事業 

外部評価 

13 観光振興の

推進 

・観光振興事業 

・大塩湖振興事業 

・丹生湖振興事業 

・駐車場・観光交流施設管理事業 

・宝探しイベント※ 

・世界遺産登録５周年

イベント 

拡充すべき 

（事業全体を見直す方向で検討

すること） 

31 質の高い市

民サービス

の提供 

・行政改革推進事業 

・ICT推進事業 

・キャッシュレス化の推

進事業 

・証明書等のコンビニ

交付 

拡充すべき 

（施策名との整合性を踏まえ、指標

を見直す方向で検討すること） 

※謎解きをしながら宝探しをするイベントを富岡製糸場周辺エリアにて実施。富岡製糸場周辺での滞在時間を延⻑させるとともに、富岡

市や富岡製糸場の認知度を高め、集客促進、観光消費拡大を図った（令和元年 12月 7日～令和 2年 3月 31日）。 
 

▶有識者会議における主な意見 

13 観光振興の推進 

〇大塩湖・丹生湖の振興事業の成果指標である利用者数について、「釣り」「ウォーキング」などさまざまな利用がされているこ

とを踏まえ、それぞれに合わせた戦略が考えられるとよりよい。 

〇丹生湖では地域住民による自主的な取組が進められ、それが利用者増につながっているのは注目すべき点であると思う。今

後の事業投資にあたって、従来の観光振興に限定せず、住民による活動に重点をという流れが考えられる。何に重点を置く

かがポイントとなるかもしれない。 

〇駐車場・観光交流施設管理事業について、上州富岡駅駐輪場の放置自転車は印象がよくない。また、市役所隣接の駐車場内ト

イレは製糸場来場者が使用することが多いが、近くに灰皿があるため、タバコ臭が気になる。修学旅行生など子ども達が多く

利用するトイレでもあるので対応を検討すべき。 

〇DMOは観光交流課、観光協会、（株）まちづくり富岡の三者の関係や役割分担が分かりにくいと感じる。 

〇妙義ふれあいプラザもみじの湯は素晴らしい施設であるが、案内板が少なく、入り口も分かりにくいため、改善して活用を図るとよい。 

〇妙義地区について、「みょうぎプロジェクト2023」の取組を受け、これを施策評価シートや事務事業評価シートに盛り込むべき。 

〇民間既存施設との連携を強化すべき。 

〇富岡製糸場、妙義山について、それぞれ区切りとなる年（2022年：富岡製糸場操業開始 150年、2023年：妙義山の国名

勝指定 100年、2024年：富岡製糸場世界遺産登録 10年）が控えているので、そのようなことも重視した取組を進めてほ

しい。 

▶事業全体の見直しを図りつつ施策を拡充すべき。 

31 質の高い市民サービスの提供 

〇さまざまな会議などで市の施設を使う場合、インターネットが利用できるとその場で情報提供ができてよいと思う。セキュリ

ティの問題があることは理解できるが、どうしたら利用できるか、市民の利便性向上に向けて検討してほしい。 

〇施策や事業の指標として設定されている職員向け研修の受講者数や開催数は、市民サービスの質を向上させる以前のことだ

と思う。指標として適しているのか、再検討すべき。 

〇施策指標「市ホームページからの電子申請・申込件数」の数値を評価するためには他の自治体と比較できたほうがよい。ま

た、件数を増やすだけでなく、対応可能な申請・申込の種類を増やすことも重要。 

〇「かんたん受付システム」は申請できる種類が限られているので、利用者も限定される。より多くの市民が利用する事前申請等

が行えるようにし、窓口の待ち時間軽減に活用できるとよい。特に引っ越しや死亡の際の手続きが電子申請で一元化できると

よい。また、窓口に申請・申込端末を設置し、手書きを含め、市民それぞれがやりやすい方法を選べるようにできるとよい。 

〇電子申請は、それ自体ではなく、それによって市民の利便性が向上し、それをより多くの市民が実感できることが重要である。 

▶施策名「質の高い市民サービスの提供」を踏まえ、そのための手段として ICTがどのように活用できるか再検討し、指標の見

直しを図りつつ施策を拡充すべき。 
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〇令和２年度新型コロナウイルス感染症対策について 

・令和 2年度に実施した以下の対策について意見交換を行いました。 

主な対策 

・市民生活支援特例給付金 

・赤ちゃん応援特例給付金事業 

・保育・学童従事者持続化インフルエンザ予防接種補助金 

・インフルエンザ予防接種助成事業 

・公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業 

・緊急経済対策保証料補助金及び利子補給金 

・市内店舗等緊急応援金・頑張る富岡消費活性化事業 

（電子マネーポイント還元事業/携帯端末買替促進事業） 

・鉄道基盤設備維持費緊急補助金 

・新型コロナウイルス感染症対策タクシー事業者支援事

業給付金 

・未来チケット 

 

▶有識者会議における主な意見 

〇市民生活支援特例給付金は、周辺自治体では例のない素晴らしい事業であると評価できる。 

〇保育・学童従事者持続化インフルエンザ予防接種補助金はよい事業であるが、申請実績が低いと感じる。 

〇公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業に関連して、現在各学校に導入されているWi-Fi環境は通信速度がとても遅い

ので、改善を検討してほしい。 

〇鉄道基盤設備維持費緊急補助金に関連して、非接触型の ICカード決済をぜひ導入してほしい。 
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Ⅲ 行政経営改革プランの評価 

１ 施策評価の概要 

〇進行度は 80%が最も多く、次いで 60％が多い 

〇進行度（平均値）は、21施策全体では 71.4％ 

・進行度は、「職員管理体制の適正化_職員定数の適正管理」「市有施設の戦略的な活用」「若者創業

支援の充実」「地域資源を活かした新たな観光振興を推進」の 4 施策が 100%、次いで「移住定住

の促進」など 9施策が 80％となっています。 

・一方、「公共施設・整備の適正配置」「地域づくり拠点施設の活用」「地域づくり拠点施設の活用」の2

施策が 20％で最も低くなっています。 

・21 施策中 9施策が 80％（構成比 42.9％）で最も多く、次いで 5 施策が 60%（構成比 23.8％）

で多くなっており、21施策の平均（把握できた施策のみ）は 71.4％となっています。 

 

 
※施策によって名称の一部を省略して表示   ※「若者創業支援の充実」の 100％は該当欄の記述内容から想定 
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公共施設・設備の適正配置(事業数29)

医療費、扶助費の削減（健康寿命の延伸）(事業数7)

都市計画と地域公共交通網形成を一体的に推進(事業数4)

市民ｻｰﾋﾞｽ強化_市民窓口ｻｰﾋﾞｽの充実と利便性向上(事業数3)

市民ｻｰﾋﾞｽ強化_官民連携事業を推進(事業数0)

市民ｻｰﾋﾞｽ強化_市民ﾆｰｽﾞの把握(事業数0)

職員管理体制の強化_職員定数の適正管理(事業数0)

職員管理体制の強化_多様で柔軟な働き方の実現(事業数0)

職員管理体制の強化_市職員のｽｷﾙｱｯﾌﾟ(事業数1)

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの強化_外部評価を取り入れた行政評価(事業数1)

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの強化_業務改善ｼｽﾃﾑの構築(事業数1)

ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを推進(事業数5)

市有施設の戦略的な活用(事業数5)

多様な自主財源の確保(事業数3)

若者創業支援の充実(事業数4)

地域資源を活かした新たな観光振興を推進(事業数10)

地域づくり協議会の活動を促進(事業数2)

地域づくり拠点施設の活用(事業数13)

市民活動団体との連携・協働を推進(事業数3)
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71.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行革プラン 全体（事業数105）

行政経営改革プラン 基本施策毎のR元年度の進行度

【
行
革
プ
ラ
ン 

基
本
施
策
１
】 

【
行
革
プ
ラ
ン 

基
本
施
策
２
】 

【
行
革
プ
ラ
ン 

基
本
施
策
３
】 

【
行
革
プ
ラ
ン 

基
本
施
策
４
】 



59 

〇基本施策別では、基本施策 4（市民協働の推進）が最も低い 

・4 つの基本施策別に進行度を見ると、基本施策 3（稼ぐ力の強化）が 88.0％で最も高く、基本施策

4（市民協働の推進）が 40.0%で最も低くなっています。 

・この中で、基本施策 2（マネジメントの強化）は連動する事業が 6 事業で少ないことから、他の基本

施策との比較には留意が必要です。 

 

 

 

 

２ 事務事業評価の概要 

〇全体では、8割以上（86事業）が「維持・継続が適当」 

〇基本施策１・3は「事業の見直し」が比較的多い 

・連動する事務事業の 4 段階評価を見ると、105 事業中 86 事業が「維持・継続が適当」となってお

り、これは全体の 81.9％を占めています。 

・次いで、18事業が「内容の見直し」となっており、これは全体の 17.1％となっています。 

・「縮小・廃止」の事業は見られません。 

・基本施策ごとに見ると、基本施策1（人口減少・将来負担の軽減）、基本施策3（稼ぐ力の強化）は「内

容の見直し」（それぞれ 7事業、8事業）が比較的多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

➡施策ごとの進行度や各施策に該当する事務事業の評価などの詳細は、61 ページ

からの「３ 各施策の達成状況と該当する事務事業の評価」をご覧ください。 
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※基本施策 2の「市民サービス強化」「職員管理体制の強化」で「事業数 0」と表示している 4施策は、連動する事務事業が評価対象外 
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市民活動団体との連携・協働を推進(事業数3)

行政経営改革プラン 該当する事務事業のR元年度の状況

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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３ 各施策の進行状況と該当する事務事業の評価 

基本施策１ 人口減少・将来負担の軽減 

〇5つの施策の進行度（平均値）は 80％と 20％の二極化 

〇施策「教育環境の充実」はすべての事務事業評価が「維持・継続が適当」 

・施策ごとの進行度（平均値）を見ると、「公共施設・設備の適正配置」（20％）を除く4施策が80％と

なっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、「移住・定住の促進」を除き「維持・継続が適当」が最も多く、その

中でも「教育環境の充実」はすべての事業が「維持・継続が適当」となっています。 

・「移住定住の促進」は 4事業のうち半数の 2事業が「内容の見直し」となっています。 
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維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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▶一次評価・改善策の内容 

1-（1）移住定住の促進 進行度 80 

年度別計画 

（2019年度） 

・アクションプラン「ステップ３」の推進 

・アクションプランの改訂 

具体的取組 アクションプランに記載の実践は概ね完了。特に移住定住ポータルサイト「まゆといと」は、サイトの編集を一般

市民が行うことにより、市民目線での資源発掘と魅力発信、高い更新頻度での情報発信を行っている。市全体

の魅力を伝えることにより、移住者獲得だけでなく、定住者が富岡市に住んでよかったと思える情報を発信し

ている。 

一次評価 概ね計画通りに実施している。内容は、社会状況に合わせ常に見直しを行っていきたい。さらに、若者の流出に

歯止めをかける施策の企画立案にも取り組んでいきたい。 

➡改善策 リモート移住相談会の開催をはじめ、コンシェルジェ活動及びＷＥＢマガジンの充実を図っていく。 

1-（2）教育環境の充実 進行度 20 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・学校統廃合の検討 

・英語教育の充実 

・ICT環境整備 

・スポーツクラブの設置検討（2022年度設置目標） 

具体的取組 「富岡市小・中学校適正規模・適正配置基本計画」を策定。英語教育の充実としては、各小中学校へ ALTや外国

語活動支援員を配置し、ネイティブ・スピーカーによる TT授業の取組が定着できるようにした。小 5・6、妙義

中を除く中 1、妙義中 1～3年へ一人一台タブレット整備計画の立案。既存事業のキッズスポーツアカデミーが

将来的に総合型地域スポーツクラブへ移行が可能かの検討を県と行った。 

一次評価 各取組ともスピード感を意識しつつ着実に遂行できた。 

総合型地域スポーツクラブは、対象年齢を問わない多種目の競技の設置が必要であるため、運営母体の育成、

地域ニーズの把握、継続して活動ができる施設確保が必要となる。また、生徒スポーツクラブニーズなど教育委

員会との綿密な検討が必要。 

➡改善策 新型コロナウイルス感染症拡大防止に考慮しながら、引き続き各事業に取り組んでいきます。 

総合型地域スポーツクラブは、地域等が運営主体で年会費・参加費等を徴収し自立運営が必要となる。そのた

め、母体となる団体の育成、地域ニーズを把握した運営の検討となる。また、生徒の減少に伴う部活動へのニー

ズは、学校統廃合後を踏まえた検討が必要になる。 

1-（3）公共施設・設備の適正配置 進行度 20 

年度別計画 

（2021年度まで） 

・公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の老朽化問題へ対応 

・公民館、体育館施設等の方針検討。公共施設等総合管理計画個別計画の策定 

具体的取組 主要公共施設の劣化状況診断を実施し、老朽化度を把握、公共施設等総合管理計画の見直しのための施設情

報の再整理、決算統計、財政推計による公共施設更新財源の確保見込みの算定。 

一次評価 公共施設等総合管理計画の実現可能性を高めるための計画として、短期行動計画（アクションプラン）の策定が

必要だが、令和元年度はその準備として、基礎的な情報収集ができた。令和２年度以降は目標数値と実現時期

を見える化させることで、計画の進捗を図りたい。 

➡改善策 一次評価のとおり、現状、目標の見える化を図り、着実に事業の進捗を図る。 
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1-（4）医療費、扶助費の削減（健康寿命の延伸） 進行度 80 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・各計画に基づき、医療費・扶助費削減のための事業方針の検討・実施・見直し 

・奨励金制度のインセンティブ予算の創設・運営 

・地域づくり協議会や市民活動団体との連携 

具体的取組 【健康推進課】健康ダイヤル 24の業務委託、各種検診の実施。受診率向上対策、健康づくり・生活習慣病予防

対策（各種教室・健康講座、家庭訪問、健康相談等の実施）。 

【高齢介護課】住民主体の居場所や介護予防事業支援継続、H29に生活支援・介護予防体制整備事業開始、フ

レイル予防対策、在宅医療・介護連携推進事業開始。 

【地域づくり課】市は各地域づくり協議会に補助金を交付し、活動の支援を行っている。各地域とも、健康寿命

延伸の取り組みや、高齢者の見守りなど、地域福祉は重要な事業として位置付けている。 

【スポーツ課】生涯スポーツ教室、一人いちスポーツ教室。 

一次評価 【健康推進課】月平均 300件超の相談件数があり、24時間体制で相談できる。当事業は、市民の安全・安心に

寄与するとともに、医療機関への受診を抑制するなど医療費の削減にもつながっている。電話対応も丁

寧であり、今後も事業を継続していきたい。 

【高齢介護課】平均寿命が延びるなか、住み慣れた地域において健康で自立した生活を送ることができるよう、

今後も継続して地域包括ケアを推進する。その結果として、医療費と介護給付費の抑制に努める。 

【地域づくり課】地域づくり協議会では、高齢者支援事業として、健康マージャン、居場所づくりカフェ等様々な

事業が実施され、高齢者の生きがいにつながっている。引き続き、地域活動を支援していきたい。 

【スポーツ課】健康寿命の延伸のために、継続してスポーツに取り組むきっかけと必要性の意識付けが図れた。 

➡改善策 【健康推進課】相談事業者が少なく、委託費の削減が図れない部分もあるが、相談業務の性質上、安かろう悪か

ろうでは問題があるので、事業者の選定については慎重に行っていきたい。 

【高齢介護課】地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き各事業を推進する。 

【地域づくり課】地域活動を支援していくとともに、地域福祉の観点から庁内関連部署との連携強化を図ってい

きたい。 

【スポーツ課】より多くの市民が参加し、継続してスポーツに取り組めるよう市民ニーズを把握し事業へ反映を

することが必要。 

1-（5）都市計画と地域公共交通網形成を一体的に推進 進行度 80 

年度別計画 

（2019年度） 

・都市計画マスタープラン改定 

・地域公共交通網形成計画策定 

・乗合タクシーの見直し 

具体的取組 【都市計画課】都市と交通のマスタープラン策定にあたり、検討部会、策定委員会を開催したが、台風 19号の

災害復旧のため開催が遅れたことにより全体スケジュールに遅れが生じた。 

【企画課】富岡市地域公共交通網形成計画策定準備、乗合タクシーの見直し準備、上信電鉄５か年計画に基づい

た支援の実施。上信電鉄沿線市町村連絡協議会の事業充実を図る。 

一次評価 【都市計画課】台風１９号被害の復旧対応のため、策定作業の遅延が発生したが、策定委員会での協議により、

計画の方向性を定めることができた。 

【企画課】長年の課題であった乗合タクシーの抜本的見直しが開始されたことは評価できる。併せて地域公共交

通網形成計画も策定中であり、公共交通が大きな変革期を迎え、今後の市民サービス向上が期待でき

る。 

➡改善策 【企画課】乗合タクシーの見直しについて、来年度の本運行に向け着実に準備を進める。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

1-(1) 額部保育所子育て支援センター事業 維持・継続 利用者の人数を考慮しながら、内容の検討や改善に努

める。 

 地域おこし協力隊活用推進事業 要見直し 担当課や担当職員が、隊員の定住を第一に考え、コミ

ュニケーションを深めるなどの工夫をすることで、成果

の向上に向けた改善が図り、事業の充実を目指す。 

 移住交流推進事業 要見直し 市では迅速に対応ができない部分を移住定住コンシェ

ルジュがカバー。 

 婚活支援事業 要拡充 内容を拡充し継続する。 

1-(2) 学力向上対策事業 維持・継続 個別対応を必要とする児童生徒が増加傾向にあること

から、支援員の確保に努める。タブレットの導入によ

り、児童生徒の学力向上に役立てる。 

 健康体力充実事業 維持・継続 児童生徒の健康や体力の向上を図ることは、学校教育

の充実につながるものであるため、引き続き各校で体

育的活動を充実できるようにする。また、中学校では、

部活動実技指導協力者を積極的に活用しながら、生徒

の体力向上を図る。 

 心の教育推進事業 維持・継続 心の教育相談員の勤務時間の延長。専門的スキルの向

上を目指した研修の実施。 

 英語教育推進事業 維持・継続 現小学校学習指導要領（平成 29 年告示）より、中学年

に新たに外国語活動が導入され、高学年においては

「読むこと」「書くこと」を加えた教科として外国語科が

導入されたことからも、外国語教育の充実が必須であ

り、そのための環境整備が重要であるため。 

 体験活動充実事業 維持・継続 内容を精査しながら計画通り実施する。 

 学校経営充実事業 維持・継続 社会の変化に応じて事業の内容を見直しながら、引き

続き学校教育の充実を図る。 

 学校安全対策事業 維持・継続 児童生徒の安全確保のため、本事業を継続するべきで

あるため。 

 小学校施設整備事業 維持・継続 小・中学校適正規模・適正配置基本計画に係る学校別

説明会を１１校で開催し、保護者及び地域住民に説明す

る。その後、各学校の適正配置協議会を立ち上げ、適

正配置について協議する。 

 中学校施設整備事業 維持・継続 小・中学校適正規模・適正配置基本計画に係る学校別

説明会を１１校で開催し、保護者及び地域住民に説明す

る。その後、各学校の適正配置協議会を立ち上げ、適

正配置について協議する。 

 スポーツ普及強化事業 維持・継続 より多くの市民が、教室等に参加し、その後も継続して

スポーツに取り組んでいただけるよう普及を推進する

とともに、アンケート調査により多様化する市民ニーズ

を把握し事業反映をしていく。 

1-(3) ごみ焼却施設管理事業 維持・継続 ごみ分別の徹底及び違反ごみの監視強化を図り、可燃

ごみ量を減らしていきたい。 

 資源化センター管理事業 維持・継続 更なる有価物の資源化を促進していきたい。 

 かぶら聖苑管理事業 維持・継続 施設修繕を計画的に実施する。 

 消防施設整備事業 維持・継続 将来を見据えた計画を構築する。 

 消防施設維持管理事業 維持・継続 消防団組織再編を見こした消防施設の修繕が行えた。 

 導・配水管整備事業（企業会計） 維持・継続 安全・安心・強靭で持続可能な水道の拡充を図っていく。 

 公共下水道建設事業（特別会計） 維持・継続 コミュニティプラント（田篠・桐淵・神田）の公共下水道

への早期接続。接続率の向上を目指し、より一層の周

知等を行っていく。 

 公共下水道維持管理事業（特別会計） 維持・継続 雨天時侵入水は、他にも色々な原因があるので、今後

も更に検討し雨天時侵入水の削減を図っていきたい。 

 農業集落排水建設事業（特別会計） 維持・継続 接続率の向上を目指し、より一層の周知等を行ってい

く。 
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 農業集落排水維持管理事業（特別会計） 要見直し 隣接する甘楽町の農業集落排水と統合して公共下水

道への接続統合を検討していく。 

 道路橋りょう維持事業 維持・継続 老朽化等による補修個所が増える中で、緊急性や地域

性などを勘案し、安全性を考慮した工法を採用しなが

ら、コスト縮減を図り、現状維持していく必要がある。 

 公営住宅維持管理事業 維持・継続 群馬県、群馬県住宅供給公社などと協議、調整をして、

よりよい制度にしていく。また、計画的に修繕、統廃合

を進めていく。 

 勤労者施設管理事業 要見直し 公共施設等総合管理計画に基づき、施設の転用・統合

を検討。 

 林道整備事業 維持・継続 林道振興推進のためには、林道の開設は必要であり、

林業生産の効率化を図ることが可能となるため、継続

していく必要がある。 

 妙義ふるさと美術館運営事業 要見直し 美術館としてではない施設の利活用の検討。 

 妙義ふれあいプラザ管理事業 維持・継続 妙義山に訪れた観光客や登山者を今まで以上に取り

込むため、道の駅みょうぎ、妙義ふるさと美術館と連

携し、利用者増に繋がる取り組みを行っていく。 

 小学校施設整備事業 維持・継続 小・中学校適正規模・適正配置基本計画に係る学校別

説明会を１１校で開催し、保護者及び地域住民に説明す

る。その後、各学校の適正配置協議会を立ち上げ、適

正配置について協議する。 

 中学校施設整備事業 維持・継続 小・中学校適正規模・適正配置基本計画に係る学校別

説明会を１１校で開催し、保護者及び地域住民に説明す

る。その後、各学校の適正配置協議会を立ち上げ、適

正配置について協議する。 

 学校給食センター管理事業 維持・継続 適切な設備の更新。 

 生涯学習センター運営事業 維持・継続 現状施設は緊急性の高いものを行うにとどめ、施設更

新時に維持管理の方法を検討し歳出の縮減に努める

こと。 

 図書館運営事業 維持・継続 多様なニーズに応える資料収集と情報提供を関係機

関や学校などと連携して行い、利用拡大に努める。 

 体育施設管理事業 維持・継続 全ての体育施設が老朽化しており、大規模な改修や建

替えが必要な時期に来ている。本年度策定予定の個別

計画により維持管理及び改修を行っていく。 

 富岡製糸場保存整備事業 維持・継続 建造物の保存整備、公開活用方法について更なる検討

を重ねていくとともに、イベントや講演会等を通じて、

富岡製糸場に対する更なる興味・関心・理解を深めて

いただけるように努める。 

 美術博物館運営事業 維持・継続 費用対効果を考慮しながら利用者ニーズにあった買い

取りの企画展、郷土ゆかりの作家展、収蔵品展の３つ

をバランスよく開催しながら他施設と連携することで

入館者の増加につなげていく。また、多様な利用方法

や市民ギャラリー利用団体との相互利用についても検

討していく。 

 岡部温故館運営事業 維持・継続 寄付行為の経緯や岡部家及び地域との関係などもあ

り、廃止することはできない。 

 額部保育所管理事業 維持・継続 職員間の連携を図りながら、保護者が必要とする子育

て支援に努めたい。また、時給制でもいいので、事務職

員の配置を要望したい。 

 富岡児童館管理事業 維持・継続 職員の資質向上を図り、より良い子育て支援を行って

いく。 

 妙義児童館管理事業 維持・継続 職員の資質向上を図り、より良い子育て支援を行って

いく。 

 保健センター運営事業 維持・継続 市民の利便性を重視した施設として富岡市子育て健康

プラザが計画通り竣工できるよう協議、検討を重ね

る。 
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1-(4) 高齢者支援事業 維持・継続 新型コロナウイルスの影響により今後の感染拡大の状

況で対応を考えていく必要がある。群馬県老人クラブ

連合会と連絡を取り合い、事業を進めたい。 

 高齢者就労支援事業 維持・継続 高齢者の就労ニーズは今後も高まっていくと考えられ

る。ニーズに合った就労機会の提供が出来るように、シ

ルバー人材センターの活動を周知していく必要がある。 

 在宅介護支援事業 要見直し 他市町村の動向を注視しつつ、事業の見直し、廃止を

検討していく。 

 健康相談事業 維持・継続 現状を維持しつつ新規相談業者について調査・検討

し、事業費の削減を図る。 

 成人保健事業 維持・継続 ＰＤＣＡにより事業改善を行い、継続。 

 特定健康診査等事業（特別会計） 維持・継続 今後も特定健診受診率の向上と特定保健指導の実施

率の向上を図っていく。 

 健康づくり事業 維持・継続 市民ニーズに合った効果的な事業展開を図る。 

1-(5) 消防団運営事業 維持・継続 消防団組織再編をスケジュール通りに進める。 

 都市計画各種プラン策定事業 維持・継続 「都市計画マスタープラン」及び「公共交通網形成計画」

は令和 2年 8月に公表し「立地適正化計画」は 8月か

ら周知し 11月に公表となる。 

 上信電鉄維持活性化推進事業 維持・継続 世界遺産を沿線に持つ強みを発揮し、観光的な要素を

打ち出し、利用増につながる取り組みを推進していく

ことが喫緊の課題である。 

 乗合タクシー運行事業 要見直し 令和２年度から試験運行が開始される乗合タクシーに

て改善する。 

※評価対象外事業を除く 
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基本施策２ マネジメントの強化 

〇施策「職員定数の適正管理」が 100％、次いで 4施策が 80％、3施策が 60％ 

・施策ごとの進行度（平均値）を見ると、「職員管理体制の強化_職員定数の適正管理」が 100％で最

も高く、次いで「市民サービス強化_市民窓口サービスの充実と利便性向上」など 4 施策が 80%、

「市民サービス強化_市民ニーズの把握」など 3施策が 60%となっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、事業数が少ないことに留意する必要がありますが、すべての事業

が「維持・継続が適当」となっています。 

 

 

 

 

※「市民サービス強化」「職員管理体制の強化」で「事業数 0」と表示している 4施策は、連動する事務事業が評価対象外  
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▶一次評価・改善策の内容 

2-（1）①市民サービス強化_市民窓口サービスの充実と利便性向上 進行度 80 

年度別計画 

（2020年度まで） 

・窓口サービス充実化に向けた調査実施・検討 

具体的取組 企画課で協働し、市民課窓口業務の現状把握及び分析調査を外部委託で実施した。一定の条件下であるが、現

状の市民課職員体制は充分な人員配置であるという結果を得た。しかし一方で、今後、国の動向による業務量

のさらなる増加が想定されることから、必要な予算措置などを行った。また、死亡に伴う市役所関係の各種手

続きをまとめた「おくやみ手続きガイド」を年度末に作成。税務課では税務証明発行業務の向上を検討するな

ど、各課でサービスの充実に努めた。 

一次評価 市民課窓口業務の分析結果からは、窓口業務を拙速に民間委託する必要性（効果）はないと判断する。マイナン

バーカードの普及や法改正に伴う業務増加に対応し、市民サービスの向上となる効率的な業務の改善を関係課

と連携して進めていく必要がある。 

➡改善策 効率的な業務の改善により、サービス向上を図るため、新たな事業等に伴う人員配置や体制強化、部分的業務

委託、窓口端末機器の増設等に取り組む。 

2-（1）②市民サービス強化_官民連携事業を推進 進行度 80 

年度別計画 

（2020年度まで） 

・PPP、PFI導入に向けた調査・研究 

具体的取組 PPP、PFI導入に向けた調査・研究。 

一次評価 しののめ信用金庫と PFI関連の職員研修を開催し、理解を深めることができた。今後も民間活力導入に向け、

積極的に調査・研究に取り組む必要がある。 

➡改善策 民間活力導入に向け、積極的に調査・研究に取り組む。 

2-（1）③市民サービス強化_市民ニーズの把握 進行度 60 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・より効果的な市民ニーズ把握手法の調査・研究 

具体的取組 より効果的な市民ニーズ把握手法の調査・研究。 

一次評価 3年に 1度行っている市民満足度調査の頻度を隔年、または毎年行う等の検討を行うべき。激変する社会情

勢を踏まえ、市民ニーズの把握に努める必要がある。 

➡改善策 市民ニーズの把握のため毎年開催を検討するとともに、より多くの市民からのニーズを把握するための調査実

施手法の抜本的見直しを行う。 

2-（2）①職員管理体制の強化_職員定数の適正管理 進行度 100 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・事務事業の見直し 

・組織・機構改革 

・組織力の向上と適正管理の推進 

具体的取組 定数管理計画に基づく適切な定数管理、業務量調査システム導入による、業務量の適正把握と職員の適正配

置。 

一次評価 定数管理は適切に行われている。今後も業務量調査の精度を高め、活用し、効率的な行政運営に努める必要が

ある。 

➡改善策 今後も定数管理計画に基づく適切な定数管理を行うとともに、業務量の適正把握と職員の適正配置に努める。 
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2-（2）②職員管理体制の強化_多様で柔軟な働き方の実現 進行度 60 

年度別計画 

（2019年度） 

・多様で柔軟な働き方の検討 

具体的取組 【人事課】会計年度任用職員制度の導入に関する例規整備、（非正規職員の待遇改善）、ゆう活等の勤務時間の

柔軟な対応を促進した。 

【企画課】定数管理計画に基づく適切な定数管理、業務量調査システム導入による、業務量の滴定把握と職員の

適正配置。 

一次評価 【人事課】勤務時間について柔軟な対応を認めているとこだが、活用されていない。働き方改革は全庁的に進め

る必要があることから、職員による委員会等を設置し全庁的な推進の検討。 

【企画課】定数管理計画により、定数内での効率的な職員配置が行われている。業務量調査システムの新規構築

が行われ、その活用で一層、職員配置の適正化が図られる。今後、ICT技術を積極的に導入し、更な

る業務改善に努める必要がある。 

➡改善策 【人事課】働き方改革は組織全体の課題であるので、推進委員会等を立ち上げて検討を進める。 

【企画課】適切な定員管理を行うとともに、AI-OCR、RPA等新たな技術を積極的に導入し、業務量を縮減さ

せるとともに働き方改革への意識を根付かせる。 

2-（2）③職員管理体制の強化_市職員のスキルアップ 進行度 80 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・柔軟かつアグレッシブな研修の検討・実施、効果の検証 

具体的取組 階級別職員研修、３市合同研修（モチベーション研修）、ティーチング研修（新規開催）。研修アンケートにより、研

修内容の評価を行い、次年度開催の是非を検証している。 

一次評価 研修の定期的な実施及び内容のスクラップ＆ビルドを行っている。今後、会計年度任用職員も含めた市全体の

職員の質の向上が目標。 

➡改善策 会計年度任用職員も含めた職員全体の能力向上、人材育成を図るための研修を開催する。 

2-（3）①業務マネジメントの強化_外部評価を取り入れた行政評価 進行度 60 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・外部評価機能の導入検討・実施 

・PDCAサイクルの運用 

・行政評価と予算編成等の連動 

具体的取組 【企画課】行政経営改革有識者会議による外部評価。 

【財政課】内部評価に財政課も参加した。行政評価と予算編成を連動させられた事業もあった一方で、精度を欠 

いた部分もあった。重点施策の項目が多すぎて焦点が定まらなかったという反省点も挙げられた。 

一次評価 【企画課】外部評価は規模を縮小して開催されたが、委員からの貴重な意見聴取は大きな成果。これをどう活か

していくかが今後の課題と感じている。 

【財政課】新規事業は認めるが、既存事業の廃止（ビルドアンドスクラップ）があまり機能せず、実施までの困難

さを感じた。重点施策も焦点がぼやけてしまったことは同感で、今後も重点課題とする。 

➡改善策 【企画課】各計画の進捗度をより明確にさせるための行政評価結果報告書を作成し、各計画の PDCAサイクル

を確実に実施する。 

【財政課】ヒアリングにおいては、昨年度の反省を踏まえ、担当の考えに更に踏むことし、限られた財源での予算

編成に連動させる。重点施策についても、あらかじめ項目数の上限を決めておく。 

2-（3）②業務マネジメントの強化_業務改善システムの構築 進行度 80 

年度別計画 

（2019年度） 

・業務日報マネジメントの研究 

・業務量調査の見直し 

具体的取組 【人事課】人事評価を活用して、職員の能力開発、業務改善につなげる制度を確立した。適正な評価を行えるよ

うに、継続的に評価者訓練研修を開催した。人事評価制度の本格導入をして、評価結果を処遇反映す

ることとした。 

【企画課】業務量調査システムによる、業務量を行政評価と連携させる。 

一次評価 【人事課】評価にバラツキが散見されることから、評価者及び被評価者の制度理解度が低いと考えられる。平均

して理解度を高める必要があるため、研修の継続及びマニュアルの作成が必須。 

【企画課】新たな業務量調査システムを構築し導入となったので、今後、必要な情報がすぐに取得できるように

なり、行政評価への活用も以前より容易に行えるように大きく改善されている。今後、更なる活用方

法を検討。 

➡改善策 【人事課】評価のバラツキを是正するための研修を継続するとともに、評価マニュアルを作成する。 

【企画課】他自治体の事例等を研究しながら業務量調査を進化させ、人事評価、行政評価と連携した総合的な評

価システムを構築する。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

2-(1)① ＩＣＴ推進事業 維持・継続 現状維持(これまで通り実施)。 

 行政改革推進事業 維持・継続 AI-OCRやRPAはもとよりこれからはSociety5.0

を積極的に活用した新たな行政経営を実現させること

による、あらゆる行政課題の解決策を模索していく必

要がある。 

 適正課税事業 維持・継続 適正課税、市民の問い合わせに迅速な対応ができるよ

うな人材育成を引き続き行っていきたい。 

2-(2)③ 職員研修事業 維持・継続 事業の維持継続が適当であるとしたが、社会情勢や住

民ニーズに合わせた、効果的で職員の能力向上が図る

ことができる研修を企画する必要がある。 

2-(3)① 行政改革推進事業 維持・継続 AI-OCRやRPAはもとよりこれからはSociety5.0

を積極的に活用した新たな行政経営を実現させること

による、あらゆる行政課題の解決策を模索していく必

要がある。 

2-(3)② 行政改革推進事業 維持・継続 AI-OCRやRPAはもとよりこれからはSociety5.0

を積極的に活用した新たな行政経営を実現させること

による、あらゆる行政課題の解決策を模索していく必

要がある。 

 

※2-(１）②・③（市民サービス強化）、2-(2)①・②（職員管理体制の強化）に関する 4施策は、連動する事業がいずれも評価対象外

のため非表示。それ以外の施策でも評価対象外事業を除く 
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基本施策３ 稼ぐ力の強化 

〇進行度（平均値）は 5施策中 3施策が 100％、次いで 80％・60％が 1施策ずつ 

〇施策「地域資源を活かした新たな観光振興を推進」は 10事業中6事業の事務事業評

価が「内容の見直し」 

・施策ごとの進行度（平均値）を見ると、「市有施設の戦略的な活用」「若者創業支援の充実」「地域資

源を活かした新たな観光振興を推進」の 3 施策が 100％、次いで「シティプロモーションを推進」が

80％、「多様な自主財源の確保」は 60%となっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、「地域資源を活かした新たな観光振興を推進」を除き「維持・継続

が適当」が最も多くなっています。 

・「地域資源を活かした新たな観光振興を推進」は「内容の見直し」が6事業で最も多くなっています。 

 

 
※施策「多様な自主財源の確保」は進行度未回答 
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▶一次評価・改善策の内容 

3-（1）シティプロモーションを推進 進行度 80 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・富岡ブランド（シルク、農産物、物産品等）の磨き上げ・PR 

・富岡らしさ（地域づくり）の創出 

具体的取組 【地域づくり課】移住定住ポータルサイト「まゆといと」を立ち上げ、移住者獲得だけでなく、市全体の魅力を情

報発信している。サイトは一般市民が編集を行うことにより、市民目線での資源発掘と魅力発信、高い更新

頻度での情報発信を行っている。 

【富岡製糸場課】富岡シルクブランド協議会会員と連携し、見本市への出展を行うとともに、世界遺産登録 5周

年記念のスカーフについて PR支援を行った。 

【観光交流課】観光戦略プラン案を作成し、本市の観光ビジョン（将来目標像）を定め、目標を実現するための基

本方針を設定した。また、新たなブランディングによる「富岡」を目的地とした誘客を図るためのマーケティ

ング施策とした。なお、コロナウイルスの影響により、本プランの意見聴取会を実施できなかった。都内ス

ーパー等店頭での販促（44回）、各種イベントでの地場産農産物紹介パンフレット配布、都市消費者と農産

物生産者等の交流会開催（参加者 105名）、県内消費者による農産物収穫の体験会開催（1回/参加者

36名)、多様な担い手育成事業補助金(飼育施設整備 3件)、養蚕ヘルパー雇用 8件。 

【農林課】都内スーパー等店頭での販促（44回）、各種イベントでの地場産農産物紹介パンフレット配布、都市消

費者と農産物生産者等の交流会開催（参加者 105名）、県内消費者による農産物収穫の体験会開催（1回

/参加者 36名)、多様な担い手育成事業補助金(飼育施設整備 3件)、養蚕ヘルパー雇用 8件、市民養蚕

による養蚕継承(申込数 617セット)。 

◇富岡シルクブランド協議会会員と連携し、見本市への出展を行うとともに、世界遺産登録 5周年記念のスカ

ーフについて PR支援を行った。 

一次評価 【地域づくり課】情報発信に力を入れていくとともに、本市の特色である地域づくり協議会活動の支援を図り、

地域力の向上に努めていきたい。 

【富岡製糸場課】年度末からのコロナ禍で、極めて厳しい状況となっている。富岡シルク存続の必要性と対策に

ついて、改めて庁内で意思統一する必要がある。 

【観光交流課】観光戦略プランでは、富岡市を「日本近代化の原点」と位置づけ、この認識を広く市民に理解して

もらう必要がある。教育や経済産業等の部門と協働できる場を模索できないか。また市報等で市民向け

PRができないか。 

【農林課】JA協力による農産物の積極的な PR活動などを通して、本市が持つ資源の魅力について発信するこ

とができた。また、さらなる資源の掘り起こし・研き上げに向け、新たなプロジェクトを始めた。 

◇年度末からのコロナ禍で、極めて厳しい状況となっている。富岡シルク存続の必要性と対策について、改めて

庁内で意思統一する必要がある（※進行度は◇については４０％）。 

➡改善策 【地域づくり課】ポータルサイトの充実（市民編集者との協議）、地域づくり活動の底上げ（応援隊制度の充実）に

取り組む。 

【富岡製糸場課】富岡シルクの普及促進及びブランド化について、市としての方向を確認したうえで、財政的支

援を含め必要な支援を検討する。 

【観光交流課】市民の意識改革は最も重要と捉えているため、実施体制整備後、検討の場にて行政としての見解

を述べ、ＤＭＯと連携し意識改革の手法を模索する。 

【農林課】農産物を通じたシティプロモーションについて、引き続き力を入れていきたい。 

◇富岡シルクの普及促進及びブランド化について、市としての方向を確認したうえで、財政的支援を含め必要

な支援を検討する。 

3-（2）市有施設の戦略的な活用 進行度 100 

年度別計画 

（2020年度まで） 

・富岡製糸場、学校給食センター、社会教育館、保健センター、図書館等の複合化・多機能化及び使用料の適正

化の検討 

・MICEの誘致拡大に向けたユニークベニューの利用促進の検討 

具体的取組 公共施設の複合化や多機能化を実現させるための計画として、公共施設等総合管理計画のアクションプランと

なる短期行動計画を策定する。富岡製糸場の国宝「西置繭所」保存整備工事に伴い１階にガラスのホールを整

備中であり、2020年の完成後はユニークベニューとしてMICE利用を進める。 

一次評価 最終目標の達成に向けた土台作りの期間として、それぞれ必要な準備を進めることができた。ただし、準備の

スピードをもっと上げる必要がある。 

➡改善策 最終的な目標達成を見据え、具体的な実施事例を積み上げ、その効果を早期に反映できるよう進捗を早めてい

く。 
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3-（3）多様な自主財源の確保 進行度 60 

年度別計画 

（2019年度） 

〈当初の年度計画〉・ネーミングライツ導入の検討  ・有料広告媒体の見直し  ・ふるさと納税返礼品の拡充 

↓ 

〈見直し後年度計画〉 

【財産活用推進課】・市有地の賃貸・売却  ・有料広告掲載の促進 

【富岡製糸場課】富岡製糸場においては、ネーミングライツの導入は世界遺産・国宝としてふさわしくないと考え

られるため、導入の検討から除外 

具体的取組 【企画課】ふるさと納税の推進のため、事務の業務委託を実施し、返礼品の拡充・寄付金額の増加に努めた。 

【財産活用推進課】行政用途の無くなった市有財産を積極的に貸付、売却。公用車を活用した広告掲載。 

【スポーツ課】体育施設におけるネーミングライツの検討を関係課と進める。 

一次評価 【企画課】ふるさと納税について初めて民間委託としたが、件数は増加したものの、予算額を確保できなかった

点はマイナス。次年度は今年度の反省点をしっかりと検証し、予算額確保を目指す。 

【財産活用推進課】未利用地の新規販売や、売れ残り地の販売価格の見直しによる再入札などで販売が促進で

きた。また、未利用建物となっていた旧妙義庁舎・旧黒岩保育所は、民間事業者に貸付し、有効活用でき

た。 

【スポーツ課】体育施設におけるネーミングライツの検討を関係課と進める。 

【富岡製糸場課】富岡製糸場については、ネーミングライツの導入の検討から除外することが妥当。 

➡改善策 【企画課】件数を増やせたことは、富岡市のファンを増加させたことに繋がった。今後は予算額を確保できるよ

う、中間から高額の返礼品を拡充していきたい。 

【財産活用推進課】未利用財産の有効活用を更に進めていく。 

【スポーツ課】体育施設におけるネーミングライツの検討を関係課と進める。 

【富岡製糸場課】富岡製糸場については、ネーミングライツの導入の検討から除外することが妥当。 

3-（4）若者創業支援の充実 進行度 100 

年度別計画 

（2019年度） 

・創業支援策の拡充 

具体的取組 ①創業希望者の窓口相談、②創業スクール（しののめ信金との連携）、③個別相談（会議所・商工会との連携）、

④創業融資利子補給・保証料補助、⑤中小企業診断士による創業フォロー事業。 

一次評価 経営者の高齢化とそれに伴う廃業が全国的な課題。産業競争力強化法に伴い、富岡市創業支援計画を策定。こ

れに基づき、着実に創業支援を進めている。（この計画では、計画策定前の平成 25年度創業者 1名の 5倍と

なる年間 5名の創業者を目標（経済産業省の基準による）としており、年度によるバラツキはあるものの、この

4年間で年間平均 5名以上が創業した） 

➡改善策 今後も創業者に寄り添った 支援策を積極的に実施していく。 

3-（5）地域資源を活かした新たな観光振興を推進 進行度 5 

年度別計画 

（2019年度） 

・事業方針の検討 

具体的取組 【観光交流課】群馬プレＤＣ富岡市特別企画の実施（周遊割引サービス、観光タクシー・レンタカー助成事業） 

【スポーツ課】妙義山ビューライド 

【地域づくり課】妙義エリア活性化調査業務 

一次評価 【スポーツ課】サイクリングを通じ、参加者と市民との交流により、地域のスポーツ意識の高揚や活性化につなげ

るとともに、妙義山や周辺の観光スポットを広く全国に周知が図れた。 

【観光交流課】DC本番に向け、各事業の磨き上げが必要。 

➡改善策 【スポーツ課】更に地域振興及び観光振興に結びつけられるように関係課と連携し、参加者ニーズを反映させ

た、より良い大会運営の検討をしていく。 

【観光交流課】再検証を行い、磨き上げの再確認を行う。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

3-(1) 農産物生産振興事業 維持・継続 国や県の補助事業を活用し地域の担い手農業者の経

営規模拡大や生産性の向上にむけた要望に対応して

いく。 

 シルクの郷づくり事業 維持・継続 新規繭生産者の確保や繭生産に必要な環境整備費の

補助を行うことにより繭の生産体制を維持していく 

 都市農村交流事業 維持・継続 産地間競争が激化する中、生産者が安心して栽培に取

り組めるように、消費者への宣伝活動(産地の知名度

向上)は必要である。 

 富岡製糸場調査研究事業 維持・継続 事業の維持継続を進めることにより、富岡製糸場の歴

史や価値を高め、その成果を富岡市及び富岡市民に還

元していく。 

 市民養蚕事業 維持・継続 近年は申込セット数が減少傾向にあるので今後どのよ

うに増やすかを検討。 

3-(2) 学校給食センター管理事業 維持・継続 適切な設備の更新 

 社会教育館運営事業 要見直し 所管を文化財保護課に移し、文化財的観点から事業展

開をしてゆく。 

 図書館運営事業 維持・継続 多様なニーズに応える資料収集と情報提供を関係機

関や学校などと連携して行い、利用拡大に努める 

 富岡製糸場保存整備事業 維持・継続 建造物の保存整備、公開活用方法について更なる検討

を重ねていくとともに、イベントや講演会等を通じて、

富岡製糸場に対する更なる興味・関心・理解を深めて

いただけるように努める。 

 保健センター運営事業 維持・継続 市民の利便性を重視した施設として富岡市子育て健康

プラザが計画通り竣工できるよう協議、検討を重ね

る。 

3-(3) 富岡製糸場普及戦略事業 維持・継続 建造物の保存整備、公開活用方法について更なる検討

を重ねていくとともに、イベントや講演会等を通じて、

富岡製糸場に対する更なる興味・関心・理解を深めて

いただけるように努める。 

 「富岡シルク」ブランド確立事業 要見直し 富岡シルクブランド協議会への支援の方法を見直し、

財政的支援も含め、必要な支援を検討する。 

3-(3) ふるさと納税推進事業 維持・継続 ＰＲを強化して寄附件数、寄附額増加を目指す。 

3-(4) 就労支援事業 維持・継続 市内企業の雇用維持・確保のため、新規高卒者の事業

所見学会、育児・介護休業の取得支援、労働相談等を

行う。 

 創業支援事業 維持・継続 創業フォロー事業の委託料を増額する。予算増額する

ことで、面談・助言回数を増やすことができ、創業者の

販路拡大等を更に支援できるようになる。 

 企業誘致事業 維持・継続 県と連携し、市外企業の誘致を推進するとともに、既

存企業に対しては中長期的に折衝を行い、情報提供や

ニーズ把握により、新規設備投資を促していく。 

 商業振興事業 維持・継続 新型コロナウイルス感染症の影響等により、経済情勢

の変動に伴い、「商業振興のため」の別の事業が必要に

なってくる。現に新型コロナウイルス緊急経済対策とし

て、令和２年度に入り、５事業増加となった。 

3-(5) 観光振興事業 要見直し ＤＭＯの自立に向けた運営支援を行うことで、早急に

実施体制を整備し、観光戦略プラン実施に向け検討を

始める。 

 大塩湖振興事業 要見直し 観光戦略プラン策定後、観光資源としての費用対効果

を検証し、観光として事業費を投入すべき必要性があ

るか検証し整理する。 

 丹生湖振興事業 要見直し 観光戦略プラン策定後、観光資源としての費用対効果

を検証し、観光として事業費を投入すべき必要性があ

るか検証し整理する。 
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 駐車場・観光交流施設管理事業 要見直し 観光戦略プランに則り、受入環境整備の方向性を検討

するとともに、事務事業の再編を図る。 

 妙義山パノラマパーク周辺環境整備事

業 

要見直し 老朽化した遊歩道や東屋の再整備。 

 妙義ふるさと美術館運営事業 要見直し 美術館としてではない施設の利活用の検討。 

 妙義ふれあいプラザ管理事業 維持・継続 妙義山に訪れた観光客や登山者を今まで以上に取り

込むため、道の駅みょうぎ、妙義ふるさと美術館と連

携し、利用者増に繋がる取り組みを行っていく 

 妙義地域活性化事業 維持・継続 近年、遭難者から救助要請はなく、登山道の点検及び、

台風など自然災害時の倒木処理などが主な活動とな

っていている。遭難者救助隊組織そのものを見直し、

より活動しやすい組織とし、登山者の安全に繋げる。引

き続き、県、富岡警察署、富岡甘楽広域消防本部と連

携し、登山道の安全確保に努める。 

 各種スポーツ大会支援事業 維持・継続 引き続き、市民が参加しやすいよう大会要項の見直し

や種目を増やしていくなど各地区役員及び競技団体の

意見をもとに見直していく。 

 スポーツ普及強化事業 維持・継続 より多くの市民が、教室等に参加し、その後も継続して

スポーツに取り組んでいただけるよう普及を推進する

とともに、アンケート調査により多様化する市民ニーズ

を把握し事業反映をしていく。 

※評価対象外事業を除く 
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基本施策４ 市民協働の推進 

〇進行度（平均値）がはいずれの施策も 60％以下 

〇施策「地域づくり拠点施設の活用」はすべての事務事業評価が「維持・継続が適当」 

・施策ごとの進行度（平均値）を見ると、80％以上の施策は見られず、「市民活動団体との連携・協働

を推進」が 60%で最も高く、「地域づくり拠点施設の活用」が 20%で最も低くなっています。 

・各施策の事務事業評価を見ると、施策によって事業数が少ないことに留意する必要がありますが、

進行度（平均値）が最も低い「地域づくり拠点施設の活用」はすべての事業が「維持・継続が必要」と

なっています。 

・一方、「地域づくり協議会の活動を促進」は連動する 2事業いずれも「内容の見直し」となっています。 

 

 

 

 

 

  

40
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60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域づくり協議会の活動を促進(事業数2)

地域づくり拠点施設の活用(事業数13)

市民活動団体との連携・協働を推進(事業数3)

行政経営改革プラン 各施策の進行度【基本施策４】

13

2

2

1

0事業 5事業 10事業 15事業 20事業 25事業

地域づくり協議会の活動を促進(事業数2)

地域づくり拠点施設の活用(事業数13)

市民活動団体との連携・協働を推進(事業数3)

行政経営改革プラン 事務事業の状況【基本施策４】

維持・継続が適当 事業の拡充が必要 内容の見直し 縮小・廃止
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▶一次評価・改善策の内容 

4-（1）地域づくり協議会の活動を促進 進行度 40 

年度別計画 

（2019年度） 

・（仮称）協働まちづくり条例の制定 

具体的取組 地域づくり協議会の活動支援は補助金や協力隊の派遣など、財政・人的支援を実施。一方で協働まちづくり条

例の制定については着手していない。 

一次評価 条例制定の準備が進まなかった。市民自治のあり方を検討していく必要がある。 

➡改善策 とみおか未来会議において、地域づくりのあり方を協議する。その中で、今後の方向性を決定していきたい。 

4-（2）地域づくり拠点施設の活用 進行度 20 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・複合拠点としての公民館の運用 

具体的取組 平成 30年度から庁内ワーキンググループによる地域づくり推進のための公民館の方向性について検討。令

和元年度、（仮称）協働まちづくり条例制定、直営から地域管理・コミセンへ、首長部局管理になるが社会教育施

設としての機能を維持、地域管理方式は指定管理・一括交付金の活用等の方向性提案を取りまとめた。 

一次評価 市民委員会提言書の提出及び教育委員会からの補助執行が開始して３年が経過した。庁内調整を図り、公民館

の複合拠点化に向けた課題整理を進め、方向性を決定していきたい。 

➡改善策 生涯学習課をはじめ、関係部署との協議を進め、地域づくり推進のための公民館の方向性を決定していく。 

4-（3）市民活動団体との連携・協働を推進 進行度 60 

年度別計画 

（2022年度まで） 

・市民活動団体の活動支援 

具体的取組 【市民課】中学生ボランティア体験学習の実施〈受入施設数：6施設、参加者数：62人〉、クリーンボランティア事

業〈活動団体数：22団体、活動参加者：2,856人〉。 

【地域づくり課】市は各地域づくり協議会に補助金を交付し、活動の支援を行っており、協議会と市民活動団体

が連携を図るかどうかは、各協議会の判断に委ねられている。地域によっては、後方支援的な形で市民

活動団体に人的、財政的の両面から支援を行っているところもある。 

一次評価 【市民課】団体活動支援、中学生への啓発の継続は評価できる。団体間、地域づくり協議会や行政との連携につ

いては、さらに検討。 

【地域づくり課】地域づくり協議会活動に統一できる事業や連携できる事業等の精査が必要と感じている。 

➡改善策 【市民課】事業を継続し、情報共有と発信に努め、連携、協働を模索したい。 

【地域づくり課】まずは、庁内連携を図り、情報共有を行っていきたい。 
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▶該当する事務事業とその評価 

 事務事業名 今後の方向性 今後の対応等 

4-(1) 敬老事業 要見直し 新型コロナウイルスの影響で令和２年度について本来

の集合形式での開催は中止となった。これを機会と

し、来年度以降の敬老事業については従来どおり行う

のではなく、再検討をしたい。 

 地域づくり推進事業 要見直し 補助事業の内容や支出の見直し。 

4-(2) 生涯学習推進事業 維持・継続 講座の内容を充実させ新たな受講者や参加者の開拓

に努める。団体おいては新たな会員の発掘につとめ年

齢の若年化に努める。 

 公民館運営事業 

七日市公民館 

維持・継続 地域づくり・生涯学習・地域福祉・地域防災の複合拠点

を重点事項として公民館運営事業を行うとともに、市

民協働や地域づくり活動について住民意識の向上を

図るための啓蒙活動を行う。 

 富岡公民館 
 

地域づくりに係る人材育成を実施し、地域団体による

公民館管理運営が実現するために、自立に向けた支援

を行う。 

 東富岡公民館 
 

行政と地域の共助・共生を考え、今までの行政依存を

見直したうえで、お互いのやるべきこと、やらなくてい

いことを考えていく必要がある。 

 黒岩公民館 
 

地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 一ノ宮公民館 
 

地域主体の公民館経営を目指す上で、事業のスリム化

や地域組織の簡素化を図るとともに、「地域のことは

地域で解決していく」という意識を住民に持ってもら

うことが必要であり、公民館事業・地域づくり事業を通

じ、今後も意識付けを行っていく。 

 高瀬公民館 
 

地域団体の自立に向けた働きかけ。 

 額部公民館 
 

今まで、ずっとしてきたことだけでなく、柔軟性をもっ

て事業内容の見直しが必要と感じる。 

 小野公民館 
 

地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 吉田公民館 
 

地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 丹生公民館 
 

地域団体の自立に向けた支援を行う。 

 妙義中央公民館 
 

①組織、人員、業務の見直しが必要と考えられる。②施

設の拡充及び機能強化の検討。 

 妙義東部公民館 
 

「地域の課題は地域で解決する」という意識を住民に

持ってもらうことが必要であり、地域づくり事業・公民

館事業を通じ、意識改革を促していく。 

4-(3) 市民協働推進事業 維持・継続 市民が行政と無理なく関わることができる方法の検討 

 地域づくり推進事業 要見直し 補助事業の内容や支出の見直し。 

 ボランティア事業 維持・継続 社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動のサポート

を行う。 

※評価対象外事業を除く 
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４ 有識者会議による外部評価 

総合計画中期基本計画の評価と同様に、富岡市行政改革推進本部で選定した以下の 2 施策につい

て、一次評価、二次評価、ヒアリングの結果に基づき、「拡充すべき」「現状維持」「縮小すべき」の 3 段階

で評価しました。 

 

〇令和元年度の重点施策に位置付けられており、特に効果の検証が必要となる事業 

・外部評価の結果、2施策いずれも「拡充すべき」とされました。 

施策名 主な事業 外部評価 

基本施策 3 稼ぐ力の強化 

（5）地域資源を活かした新たな観光振興を推進します 

・宝探しイベント 

・世界遺産登録5周年イベント 

拡充すべき 

（事業全体を大きく見

直す方向とすること） 

基本施策 2 マネジメントの強化 

(1)市民サービスの強化を図ります 

①市民窓口サービスの充実と利便性向上を図ります 

・キャッシュレス化の推進事業 

・証明書等のコンビニ交付 

拡充すべき 

（より多様な市民への

対応を重視すること） 

 

▶有識者会議における主な意見 

基本施策 3 稼ぐ力の強化 

（5）地域資源を活かした新たな観光振興を推進します 

〇世界遺産センターや「みょうぎプロジェクト 2023」の取組などを観光の計画に積極的に盛り込んだ見直しを行うべき。 

〇2024年の富岡製糸場世界遺産登録 10周年までの継続性を重視し、関係機関などをつなぎながら、観光交流課が司令塔

として全体を主導して取り組んでほしい。 

▶事業全体を、前向きに大きく見直す方向で拡充すべき。 

基本施策 2 マネジメントの強化 

(1)市民サービスの強化を図ります ①市民窓口サービスの充実と利便性向上を図ります 

〇「おくやみ手続きガイド」はたいへん便利であるが、法務局で必要な手続きと連動できるとより利便性が高まるので、検討して

ほしい。 

〇出産、死亡、転入・転出など、複数の手続きが必要なものはガイドを作成して利便性を高めてほしい。 

〇富岡市はマイナンバーカード普及率が県内で高いと聞くので、それを活かしたさまざまな市民サービスの強化方策を検討し

てほしい。 

▶より多様な市民への対応ができることを重視して拡充すべき。 
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参考資料 

SDGsによる整理 
第 2次富岡市総合計画中期基本計画では、33の施策と SDGｓの 17の国際目標との対応を整理し

ています。そこで、施策評価で算出した達成度を各施策の対応する SDGs 国際目標毎の合計値を該

当する施策数で除したものを参考値として整理しました。 

※これらは、該当する施策で設定された指標のみを用いたものであるため、SDGsの達成度を示すものではありません。17のゴールそ

れぞれと施策との関連を念頭に状況を把握するための参考資料として示しました。 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

SDGs17の国際目標 
                 

R元年度
達成率 

【1低炭素・循環型社会
の構築】（指標数 2） 

  105.2   105.2 105.2    105.2 105.2 105.2 105.2 105.2  105.2 105.2 

【2安心して暮らせる環
境の整備】（指標数 2） 

          93.3 93.3    93.3 93.3 93.3 

【3防災・防犯・安全確保
体制の充実】（指標数 2） 

  163.6  163.6      163.6  163.6   163.6 163.6 163.6 

【4消防体制の充実】（指
標数 2） 

92.0          92.0      92.0 92.0 

【5水道事業の充実】（指
標数 2） 

101.8     101.8     101.8  101.8 101.8    101.8 

【6下水道・浄化槽の整
備推進】（指標数１） 

80.0  80.0   80.0     80.0  80.0 80.0    80.0 

【7安全で利便性の高い
都市基盤の整備】（指標
数３） 

73.8  73.8  73.8 73.8   73.8  73.8 73.8 73.8 73.8 73.8   73.8 

【8快適で美しい都市環
境の整備】（指標数 2） 

     83.3   83.3  83.3 83.3 83.3     83.3 

【9豊かな住環境の形
成】（指標数 2） 

85.1      85.1    85.1  85.1   85.1  85.1 

【10公共交通の確保と
利便性の向上】（指標数
2） 

72.1    72.1  72.1  72.1  72.1       72.1 

【11商工業の振興と雇
用対策の推進】（指標数
３） 

 137.0  137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0  137.0 137.0   137.0 

【12農林業振興の推進】
（指標数６） 

 108.5  108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5  108.5 108.5   108.5 

【13観光振興の推進】
（指標数５） 

 80.2  80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2  80.2 80.2  80.2 80.2 

【14学校教育の充実】
（指標数６） 

  65.9 65.9 65.9    65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9  65.9  65.9 

【15学校教育施設の充
実】（指標数１） 

   0.0      0.0 0.0       0.0 

【16青少年の健全育成】
（指標数１） 

100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0  100.0 100.0  100.0   100.0  100.0 

【17生涯学習活動の充
実】（指標数３） 

  98.6 98.6 98.6 98.6  98.6  98.6 98.6 98.6 98.6   98.6 98.6 98.6 

【18スポーツ・レクリエ
ーションの充実】（指標数
３） 

  77.9  77.9      77.9       77.9 

【19富岡製糸場の保存
と活用】（指標数５） 

   81.3 81.3   81.3 81.3  81.3 81.3     81.3 81.3 

【20歴史・伝統・文化資
源の保存と活用】（指標
数３） 

   94.4    94.4   94.4 94.4      94.4 

【21文化活動の充実】
（指標数４） 

   102.5    102.5   102.5 102.5     102.5 102.5 

【22高齢者支援の充実】
（指標数３） 

88.6 88.6 88.6 88.6    88.6  88.6 88.6     88.6 88.6 88.6 

【23地域福祉の充実】
（指標数 2） 

70.4 70.4 70.4 70.4 70.4   70.4  70.4 70.4     70.4 70.4 70.4 

【24子育て支援の充実】
（指標数４） 

90.8 90.8 90.8 90.8 90.8   90.8   90.8     90.8 90.8 90.8 

【25保健・医療・救急体
制の充実】（指標数３） 

60.3 60.3 60.3 60.3 60.3      60.3       60.3 

【26持続可能な医療保
険制度の構築】（指標数
2） 

92.9  92.9        92.9       92.9 

【27市民協働の推進】（指

標数 2） 
   133.8 133.8 133.8    133.8 133.8 133.8 133.8   133.8 133.8 133.8 

【28人権尊重社会の実

現】（指標数 2） 
81.4   81.4 81.4   81.4  81.4 81.4     81.4  81.4 

【29移住定住対策の推

進】（指標数 2） 
   203.1      203.1 203.1      203.1 203.1 

【30富岡ブランドの推進

（ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）】（指標数

４） 

       95.0 95.0 95.0 95.0 95.0     95.0 95.0 

【31質の高い市民サービ

スの提供】（指標数 2） 
61.2    61.2   61.2  61.2 61.2 61.2    61.2 61.2 61.2 

【32持続可能な行政経営】

（指標数 2） 
    103.4   103.4  103.4 103.4 103.4   103.4 103.4 103.4 103.4 

平均 82.2  90.8  89.9  93.9  92.2  100.2  98.0  92.9  88.6  95.1  93.0  94.8  99.2  94.0  101.3  95.1  103.9   

  



81 

・「17 パートナーシップで目標を達成しよう」（103．9％）が最も高く、「1 貧困をなくそう」（82.2％）が

最も低くなっています。 

・17項目平均（94.4％）と各目標との差を見ると、17項目中 9項目が平均値を下回っています。 
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１ 貧困をなくそう（該当施策数14）

２ 飢餓をゼロに（該当施策数7）

３ すべての人に健康と福祉を（該当施策数13）

４ 質の高い教育をみんなに（該当施策数17）

５ ジェンダー平等を実現しよう（該当施策数18）

６ 安全な水とトイレを世界中に（該当施策数11）

７ ｴﾈﾙｷﾞｰをみんなにそしてｸﾘｰﾝに（該当施策数6）

８ 働きがいも経済成長も（該当施策数15）

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう（該当施策数9）

１０ 人や国の不平等をなくそう（該当施策数15）

11 住み続けられるまちづくりを（該当施策数32）

12 つくる責任 つかう責任（該当施策数16）

13 気候変動に具体的な対策を（該当施策数11）

14 海の豊かさを守ろう（該当施策数8）

15 陸の豊かさも守ろう（該当施策数6）

16 平和と公正をすべての人に（該当施策数13）

17 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう（該当施策数16）

平均

SDGs国際目標毎の項目平均_中間目標値へのR元年度の達成状況（達成率％）
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１ 貧困をなくそう（該当施策数14）

２ 飢餓をゼロに（該当施策数7）

３ すべての人に健康と福祉を（該当施策数13）

４ 質の高い教育をみんなに（該当施策数17）

５ ジェンダー平等を実現しよう（該当施策数18）

６ 安全な水とトイレを世界中に（該当施策数11）

７ ｴﾈﾙｷﾞｰをみんなにそしてｸﾘｰﾝに（該当施策数6）

８ 働きがいも経済成長も（該当施策数15）

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう（該当施策数9）

１０ 人や国の不平等をなくそう（該当施策数15）

11 住み続けられるまちづくりを（該当施策数32）

12 つくる責任 つかう責任（該当施策数16）

13 気候変動に具体的な対策を（該当施策数11）

14 海の豊かさを守ろう（該当施策数8）

15 陸の豊かさも守ろう（該当施策数6）

16 平和と公正をすべての人に（該当施策数13）

17 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう（該当施策数16）

SDGs国際目標毎の項目平均_中間目標値へのR元年度の達成状況（平均値との差）
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評価シート（資料１・資料 2・資料 3） 

 
※約 75%に縮小して掲載  
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