
第８回 富岡市総合戦略検証委員会 

次  第 

 
日時：令和２年１０月２３日（金） 

                      午後１時３０分～ 
場所：富岡公民館 ３階 大会議室 

 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 出席職員紹介 

４ 議 事 

(1) 富岡市総合戦略検証委員会の役割について 

(2) 富岡市総合戦略に係る検証について 

ア 基本施策Ⅰ．新たな価値の創造 

イ 基本施策Ⅱ．持続可能な基盤整備 

ウ 基本施策Ⅲ．多様な連携の推進 

エ 基本施策Ⅳ．富岡の成長を支える人材の確保 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 



№ 氏　　名 所　　属 役　職 備　考

1 戸所　隆 高崎経済大学 名誉教授 委員長

2 茂原　史則 NPO法人交流・くらしネット 理事 副委員長

3 岩崎　比奈子 武蔵野大学 講師

4 齋藤　公昭 富岡青年会議所
会員開発委員会

委員長

5 佐々木　茂 東洋大学 教授

6 下田　貴美子 富岡市青少年育成推進員連絡協議会 会長

7 竹田　修二 群馬県甘楽富岡振興局 局長

8 野口　智子 ゆとり研究所 所長

9 廣澤　英樹 しののめ信用金庫
常勤理事

本店営業部長

10 松本　優子 富岡市小中学校PTA連合会 会長

11 栁澤　克彦 富岡市子ども会育成会連絡協議会 本部役員参与

富岡市総合戦略検証委員会委員名簿

（敬称略・五十音順）
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富岡市総合戦略検証委員会の役割等について

１ 検証の趣旨

富岡市総合戦略については、ＰＤＣＡサイクルを活用し、着実に推進することとしており、
進捗について毎年度評価を実施し、本委員会において政策等の進捗状況や課題を検
証・評価のご意見をいただき、総合戦略における施策や事業等の見直し、新たな事業等
の企画立案に反映させるとともに、検証結果について公表をしていくこととします。

２ 第８回検証委員会における検証方法について

ＤＯ

総合計画
施策・事務事業評価

総合戦略
事業概要・ＫＰＩの達成状況 など

総合的・専門的見地から富岡市戦略検証委員会において、検証をしていただく。

総合戦略におけるＫＰＩの達成状況、施策に対する取り組んでいる事業、新たに取り組
む事業について、今後の事業展開・改善へつなげていくために、意見・助言をいただく。

総合戦略における新たな事業展開・改善・施策展開・見直し

市で行った総合計画・総合戦略の施策・事業評価の結果を報告

一体的で

Ｃｈｅｃｋ

Ａｃｔ 検証委員会での意見を参考に施策や事業の見直し・改善策の検討

Ｐｌａｎ

検証に係る意見及び助言

総合計画・総合戦略に位置付けられた事業の実施

実施事業の評価検証

１次検証（市が検証）

２次検証（富岡市総合戦略検証委員会）

【ＫＰＩ進捗区分】

1次検証（市の検証）として、以下の基準に従い、進捗状況を評価しています。
※ＫＰＩ（Ｒ１年度）の達成に向け、各年度ごとの数値目標を目安値として設定し、
実績値との割合により達成度合を示す。

順調 ： 実績値が目安値以上

概ね順調 ： 実績値が目安値の90％以上

努力を要する ： 実績値が目安値の90％未満

実績値なし ： 実績値の把握ができないもの
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富岡市総合戦略体系図

　基本施策Ⅰ．新たな価値の創造　～市民と来訪者を惹きつける感動産業づくり

　基本施策Ⅱ．持続可能な基盤整備　～しなやかな市民が築く受入環境づくり

　基本施策Ⅲ．多様な連携の推進　～広範な官民によるネットワークづくり

　基本施策Ⅳ．地域経済・地域づくりの基盤となる定住人口減少への対策

Ⅰ‐1　富岡市民としての郷土愛・誇りの醸成

Ⅰ‐2　人々を惹きつけ続ける富岡の魅力づくり

③めぐる楽しさを提供する取り組み

①市民の宝としての富岡製糸場との関係づくり

②地元を理解し、郷土愛を育む取り組み

①滞在時間延長の取り組み

③養蚕農家への人的支援

②何度でも訪れたくなる新たな魅力づくり

④富岡市ならではの食や特産品のアピール、新たな開発

Ⅱ‐1　安全安心、持続可能な施設づくり ①富岡製糸場の安全安心な受入体制作り

②富岡製糸場の持続可能な保全・整備体制づくり

Ⅱ-２　回遊性の向上、滞在時間の延長の延長を
後押しする基盤づくり

①回遊性を高め、消費につなげる仕組みづくり

②滞在時間の延長、宿泊化の推進

①富岡製糸場のガイドのスキル向上、人数の確保

②観光関連事業者の人材育成

②市内全域の安全安心な基盤整備の推進

Ⅱ‐3　多様な交流を進めるための人づくり

Ⅱ‐４　交流による地域づくりを進めるための体制
づくり

①交流による地域づくりを進めるための政策決定の仕組
みづくり

②情報発信への取り組み

③推進体制づくり

Ⅲ- １ 富岡製糸場や絹に関わる連携
①大学等の研究機関との連携、国・県有施設の誘致・活
用

②市民・国民が支える仕組みづくり

Ⅲ- ２ 交流促進に向けた連携 ①異業種の連携による商品づくり

②旅行会社・バス会社との連携による旅行商品づくり

Ⅲ-３　市民生活に関わる連携 ①市民の生活に関わる連携

②人口の社会減への対策

①人口の自然減への対策

③定住人口減少対策推進のための社会インフラの整備

Ⅳ- １ 富岡製糸場や絹に関わる連携

Ⅳ- ２ 交流促進に向けた連携 ①生産年齢人口減少への対策
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 進捗状況基準

順調　　　　　　　 ：　令和元年度実績が目安値に達成したもの

概ね順調　　　　 ：　令和元年度実績が目安値の90％以上の場合

努力を要する　　：　令和元年度実績が目安値の90％未満の場合

実績値なし　　　 ：　令和元年度実績値の把握ができないもの

ＫＰＩ 順調 概ね順調 努力を要する 実績値なし

本市に愛着や誇りを持つ
市民の割合

○

富岡製糸場解説員の数 ○

富岡学修了延べ人数 ○

富岡製糸場入場者数 ○

市全体の観光入込客数 ○

2時間以上の滞在人口割
合

〇

富岡製糸場総合防災計
画の策定

○

富岡製糸場保存・修理延
べか所数

○

住宅等の耐震化率 ○

道の駅の整備 ○

富岡製糸場入場者の上
信電鉄利用者割合

○

乗合タクシーの利用者数 ○

2時間以上の滞在人口割
合（再掲）

〇

富岡製糸場解説員の数
（再掲）

○

富岡まちなかガイドの会 ○

養蚕に関わる協力隊員数 ○

観光ホームページへのア
クセス件数

○

富岡市版ＤＭＯの設立 ○

施策Ⅰ－１
富岡市民としての郷土
愛・誇りの醸成

施策Ⅰ－2
人々を惹き続ける富岡
の魅力づくり

基
本
施
策
Ⅰ

施策Ⅱ－1
安全安心、持続可能な
施設づくり

施策Ⅱ－2
回遊性の向上、滞在時
間の延長を後押しする
基盤づくり

施策Ⅱ－3
多様な交流をすすめる
ための人づくり

基
本
施
策
Ⅱ

施策Ⅱ－4
交流による地域づくりを
進めるための体制づくり

富 岡 市 総 合 戦 略 の Ｋ Ｐ Ｉ 進 捗 状 況 に つ い て

施策
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 進捗状況基準

順調　　　　　　　 ：　令和元年度実績が目安値に達成したもの

概ね順調　　　　 ：　令和元年度実績が目安値の90％以上の場合

努力を要する　　：　令和元年度実績が目安値の90％未満の場合

実績値なし　　　 ：　令和元年度実績値の把握ができないもの

ＫＰＩ 順調 概ね順調 努力を要する 実績値なし

富 岡 市 総 合 戦 略 の Ｋ Ｐ Ｉ 進 捗 状 況 に つ い て

施策

国・県有施設の誘致数 ○

市民養蚕参加者数 ○

ふるさと納税金額 ○

開発された旅行商品数 ○

文化芸術講座等の開催
数

○

富岡製糸場の外国人入
場者数

○

本市に住み続けたいと思
う市民の割合

○

インターンシップ利用学生
数

○

合計特殊出生率 〇

本市に誇り・愛着を持つ
児童・生徒の割合

○

空き家バンクによる契約
成立延べ件数

○

創業・企業誘致延べ件数 ○

地域おこし協力隊の本市
への定住延べ人数

○

新規就農者延べ人数 ○

32 6 5 16 2

施策Ⅳ－1
地域経済・地域づくりの
基盤となる定住人口減
少への対策

基
本
施
策
Ⅳ

施策Ⅳ－2
交流人口の拡大を下支
えする生産の担い手の
確保

総数

ＫＩＰの順調・概ね順調の個数11個　　【全体比38％】

施策Ⅲ－1
富岡製糸場や絹に関わ
る連携

施策Ⅲ－2
交流の促進に向けた連
携

基
本
施
策
Ⅲ

施策Ⅲ－3
市民生活に関わる連携
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施策Ⅰ- １ 

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

基本施策Ⅰ．新たな価値の創造　～市民と来訪者を惹きつける感動産業づくり

富岡市民としての郷土愛・誇りの醸成

富岡製糸場や本市が持つ価値を再認識し、郷土愛や市民としての誇りへと発展させ、本市の価値を次世代に継承す
るための活動を推進する。

■市民の宝としての富岡製糸場との関係づくり
■地元を理解し、郷土愛を育む取り組み

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

ＫＰＩ
R元

本市に愛着や誇りを
持つ市民の割合

目安値
％ 72.5

74.5% 76.5 78.5 80.0

実績値 ― 64.1 ― ―

進捗区分 実績値なし 努力を要する 実績値なし 実績値なし

富岡製糸場解説員の
数

目安値
人 80

100 100

進捗区分 概ね順調 順調

R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

100 100

実績値 99 103 97 94

概ね順調 概ね順調

富岡製糸場普及啓発事業

担当課：富岡製糸場課

世界遺産登録５周年記念式典・コンサー
ト・マルシェ／世界遺産登録５周年記念
「特別演奏会」／「楽しく学ぼう富岡製糸
場キッズ検定／「上廣歴史文化フォーラ
ム」／「花まゆ展」

企画展等を開催し富岡製糸場の価値
を発信するとともに、インターネットツー
ルを活用した取り組みに力を入れる。
また、来場者の満足度を上げる取り組
みを検討していく。

進捗区分 概ね順調 概ね順調 概ね順調

富岡学修了延べ人数

80

実績値 39 58 77 91

目安値
人 19

40 60 80

順調

主要事務事業

生涯学習推進事業

担当課：生涯学習課

市民大学校公開講座・出前講座・富岡
学・まなびのつどい・かぶら文化講座の
実施、学習情報の提供

行事開催ごとのアンケート調査や市民
の意識調査等により市民ニーズを探り
るとともに、聴講者をデータベース化し
学習情報の発信を行う。
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施策Ⅰ- 2

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

3

委員会での意見・助言

富岡製糸場入場者数

目安値
万人 133

100 100 100

人々を惹きつけ続ける富岡の魅力づくり

富岡製糸場の価値を社会に広く伝え、年次計画に則った保存・整備・活用を行い、集客力を高めるとともに地域経済
の活性化へつなげる。
■滞在時間延長の取り組み
■何度でも訪れたくなる新たな魅力づくり
■めぐる楽しさを提供する取り組み
■富岡市ならではの食や特産品のアピール、新たな開発

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28

100

実績値 80 64 52 44

Ｈ29 Ｈ30
ＫＩＰ
R元

320 320 320

実績値 287 259 257 240

進捗区分 努力を要する 努力を要する 努力を要する 努力を要する

目安値
万人 314

320

努力を要する

2時間以上の滞在人
口割合

目安値
％

28
（Ｈ27）

30 35 40 40

実績値

進捗区分 努力を要する 努力を要する 努力を要する

市全体の観光入込客
数

33 31 77 70

進捗区分 順調 努力を要する 順調

「富岡シルク」ブランド確立事業

担当課：富岡製糸場課

富岡の養蚕業を持続可能なものとする
ため、生産された繭が製糸、製品化、販
売に至るよう絹製品の生産販売システ
ムを構築している「富岡シルクブランド協
議会」を支援。また市と協議会の連携に
より、見本市出展や百貨店等での販売
を実現。

シルク製品の需要は減少する一方であ
り、収入が落ち込んでいる富岡シルク
ブランド協議会は、富岡で生産された
繭を全量買上げることとしているため、
富岡の養蚕業及びシルク文化を継承
するには、単に連携を図るだけでなく、
継続的な支援が必要である。

富岡製糸場普及啓発事業【再
掲】

担当課：富岡製糸場課

世界遺産登録５周年記念式典・コンサー
ト・マルシェ／世界遺産登録５周年記念
「特別演奏会」／「楽しく学ぼう富岡製糸
場キッズ検定／「上廣歴史文化フォーラ
ム」／「花まゆ展」

企画展等を開催し富岡製糸場の価値
を発信するとともに、インターネットツー
ルを活用した取り組みに力を入れる。
また、来場者の満足度を上げる取り組
みを検討していく。

順調

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

観光振興事業

担当課：観光交流課

観光振興を図るため、プロモーション業
務等の委託や観光協会、実行委員会へ
負担、補助を行った。また、新たな試み
として、体験型イベント（リアル宝探し）を
実施した。

ＤＭＯ設立に向けた支援（体制整備な
ど）/観光戦略プランに則った施策展開
の実施/観光協会、まちづくり富岡、行
政の担当区分明確化
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施策Ⅱ- １ 

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

基本施策Ⅱ．持続可能な基盤整備　～しなやかな市民力が築く受入環境づくり

安全安心、持続可能な施設づくり

多様な来訪者を安全に受け入れ、安心して滞在していただけるように、公共空間や各種施設のハード整備の取り組み
を推進する。

■富岡製糸場の安全安心な受入体制づくり
■富岡製糸場の持続可能な保全・整備体制づくり
■市内全域の安全安心な基盤整備の推進

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

ＫＰＩ
R元

富岡製糸場総合防災
計画の策定

目安値
式 ―

策定中 策定予定 策定予定 策定

実績値 策定中 策定 策定 策定

進捗区分 順調 順調 順調 順調

富岡製糸場保存・修
理延べか所数

目安値
か所 1か所

3か所 4か所

進捗区分 順調 順調

R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

5か所 5か所

実績値 3か所 4か所 5か所 5か所

順調 順調

富岡製糸場保存整備事業

担当課：富岡製糸場課

国宝旧富岡製糸場西置繭所保存修理
及び整備活用工事/旧富岡製糸場総合
防災設備工事/史跡旧富岡製糸場乾燥
場他保存整備工事

富岡製糸場の魅力向上のため、保存
修理・整備活用事業を推進しながら、
見学施設を増やしていく。

進捗区分 概ね順調 順調 順調

住宅等の耐震化率

80.0

実績値 63.5 68.6 69.1 69.2%

目安値
％ 62.4

64.0 66.0 72.0

努力を要する

主要事務事業

住宅耐震改修補助事業

担当課：建築課

1・耐震改修促進計画に位置付けて、住
宅耐震化緊急促進アクションプログラム
を策定。①耐震化への直接的な働きか
けとして、全戸DM発送のほか、重点地
域への個別訪問を計画。②耐震診断利
用者への個別訪問③耐震改修業者の
技術向上（群馬県共同実施）④広報活
動をを実施
2・耐震改修補助を1/2かつ60万円から
4/5かつ100万円へ拡充

1・耐震改修補助の更なる拡充①精密
診断費の個別補助②耐震改修設計費
の個別補助③耐震シェルター利用対象
者拡充
2・耐震改修業者の技術向上による耐
震改修工事費の低コスト化をはかる。
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施策Ⅱ- ２ 

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

3

4

5
道の駅整備事業

担当課：まちなかにぎわい課

「道の駅調査検討委員会」を設置し、令
和元年10月に、委員会から市長宛てに
報告書が提出されました。市としては、
報告書の内容も踏まえ、「新たな道の駅
の整備は行わない」との結論となり、令
和元年11月に市議会に報告を行った。

左記の結論を受け、回遊性の向上や滞在時
間の延長を後押しする「新たな道の駅」によ
る基盤整備づくりを行うことなく、既存の「道
の駅みょうぎ」の充実を図り、交流人口・関
係人口の拡大や地域経済への波及効果の
向上を目指す。

道の駅の整備

目安値
か所 1

― ― ―

回遊性の向上、滞在時間の延長を後押しする基盤づくり

交流人口を拡大し、地域経済へ波及させていくために、富岡製糸場を第一目的に訪れる来訪者が市内各地へも訪
れ、滞在時間が延びて、かつ宿泊化へとつながる仕組みづくりの取り組みを推進

■回遊性を高め、消費につなげる仕組みづくり
■滞在時間の延長、宿泊化の推進

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28

2

実績値 ― ― ― 1

Ｈ29 Ｈ30
ＫＰＩ
R元

4.9 5 5.1

実績値 3.1 3.1 3 3.1

進捗区分 実績値なし 実績値なし 実績値なし 努力を要する

目安値
％ 4.7

4.8

努力を要する

乗合タクシーの利用
者数

目安値
人 25,007

26,000 26,500 27,000 27,500

実績値

進捗区分 努力を要する 努力を要する 努力を要する

富岡製糸場入場者の
上信電鉄利用者割合

21,807 21,140 24,035 24,156

進捗区分 努力を要する 努力を要する 努力を要する 努力を要する

2時間以上の滞在人
口割合【再掲】

目安値
％

28
（Ｈ27）

30 35 40 40

実績値 33 31 77 70

進捗区分 順調 努力を要する 順調

商業振興事業

担当課：産業振興課

・「無料でホームページ作成」セミナー
・事業所向けキャッシュレス導入 個別相
談会
・事業所向けキャッシュレス導入補助金
・空き店舗補助金
・商店街街路灯LED化補助・電気料補助

・頑張る個店を積極的に支援する。
　販売促進、売上向上のための
　実践的セミナーや相談会実施

上信電鉄維持活性化推進事業

担当課：企画課

・七日市駅舎改修及び周辺整備事業完了
・ホーム改修補助金による七日市駅ホーム屋
根の改修
・上連協事業により東京スカイツリーにてPR
活動を実施
・Wi-Fiを２編成に導入

・ウィズコロナに向けた対策
・Wi-Fi車両の増設
・コロナ減収による補助金の増加が懸
念されるため、上信電鉄に対し、更なる
改革、自主財源の確保等を求めてい
く。

順調

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

景観形成推進事業

担当課：都市計画課

・景観に配慮した建物の修繕等の費用
を助成し、美しいまちなみづくりを促進。
・景観上好ましくない屋外広告物の監
視・把握と是正指導。

・景観形成には時間を要するため、景観計
画等の各種計画に基づいた事業を継続して
実施する。
・増加する太陽光発電設備が景観を阻害し
ないように「富岡市自然環境、景観等と太陽
光発電設備設置事業との調和に関する条
例」に基づく適切な規制を行う。

乗合タクシー運行事業

担当課：企画課

・現行乗合タクシー運行補助
・現行乗合タクシー時刻表・路線図パン
フレット作成、発行支援
・乗合タクシーの抜本的な見直しに向け
た運行事業者との協議
・デマンド配車システム導入に係るプロ
ポーザルの実施

・新乗合タクシー運行開始
・上記に伴う、市民ニーズ、要望の把握
・令和３年１月からの市内全域デマンド
運行に向け、停留所の調整等を進める
とともに、積極的な広報活動を行う。
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施策Ⅱ- ３

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

3

富岡製糸場解説員の
数【再掲】

目安値
人 90

100 100 100

多様な交流をすすめるための人づくり

富岡製糸場のガイドや商店、飲食店などの従業員が、富岡について深く理解したうえで高い接遇スキルを身に付けて
来訪者に対応し、絹や桑に関する新しい商品を生み出す力を付けるなど、多様な交流を担える能力を持った人材育成
の取り組みを推進
■富岡製糸場のガイドのスキル向上、人数の確保
■観光関連事業者の人材育成
■養蚕農家への人的支援

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28

100

実績値 99 103 97 94

Ｈ29 Ｈ30
ＫＰＩ
R元

40 45 50

実績値 26 28 28 31

進捗区分 概ね順調 順調 概ね順調 概ね順調

目安値
人 30

35

努力を要する

養蚕に関わる協力隊
員数

目安値
人 ―

4 4 5 6

実績値

進捗区分 努力を要する 努力を要する 努力を要する

富岡まちなかガイド
の会

4 3 2 1

進捗区分 順調 努力を要する 努力を要する

シルクの郷づくり事業

担当課：農林課

養蚕業の存続と継承を柱に、桑園の整
備や養蚕農家への支援を行った。

養蚕希望者と飼育施設のマッチングを
図る。

観光振興事業【再掲】

担当課：観光交流課

観光振興を図るため、プロモーション業
務等の委託や観光協会、実行委員会へ
負担、補助を行った。また、新たな試み
として、体験型イベント（リアル宝探し）を
実施した。

ＤＭＯ設立に向けた支援（体制整備な
ど）/観光戦略プランに則った施策展開
の実施/観光協会、まちづくり富岡、行
政の担当区分明確化

努力を要する

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

地域おこし協力隊活用推進事
業

担当課：地域づくり課

制度を活用可能な担当課を全庁的に募
集。担当課が採用から活動サポートまで
を実施し、地域づくり課は事務補助・総
括を担当する方法に変更。

市の求める人材と応募者の希望のマッ
チングが課題。採用前ヒアリングの実
施、ミッションの明確化、プランの提案、
退任後のサポートを充実させるなどを
実施し、本来の目的である隊員の定住
と地域の活性化につなげる。
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施策Ⅱ- ４

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

委員会での意見・助言

交流による地域づくりを進めるための体制づくり

従来の観光産業従事者だけでなく、多くの地場産業を巻き込んだ推進体制の推進。
■交流による地域づくりを進めるための政策決定の仕組みづくり
■情報発信への取り組み
■推進体制づくり

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

ＫＰＩ
R元

観光ホームページへ
のアクセス件数

目安値 万アク
セス

―
200 200

進捗区分 努力を要する 努力を要する

順調 概ね順調

200 200

実績値 103 93 87 85

努力を要する 努力を要する

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

観光振興事業【再掲】

観光交流課

観光振興を図るため、プロモーション業
務等の委託や観光協会、実行委員会へ
負担、補助を行った。また、新たな試み
として、体験型イベント（リアル宝探し）を
実施した。

ＤＭＯ設立に向けた支援（体制整備な
ど）/観光戦略プランに則った施策展開
の実施/観光協会、まちづくり富岡、行
政の担当区分明確化

実績値 設立準備 立ち上げ検討中 立ち上げ検討中 設立準備中

進捗区分 順調 順調

富岡市版ＤＭＯの設
立

目安値
設立 ―

設立準備 設立予定 設立予定 設立
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施策Ⅲ- １ 

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

3

基本施策Ⅲ．多様な連携の推進　～広範な官民による ネットワークづくり

富岡製糸場や絹に関わる連携

国や県、学術分野と連携した施設整備や、この分野の研究者が、絹や養蚕に縁が深い本市に居住しながら研究を深
められるような受入体制や幅広い人々から財政的な支援を募る仕組みの検討
■大学等の研究機関との連携、国・県有施設の誘致・活用
■市民・国民が支える仕組みづくり

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

ＫＰＩ
R元

国・県有施設の誘致
数

目安値
か所 ―

1 1 1 1

実績値 1 1 1 1

進捗区分 順調 順調 順調 順調

600 700

実績値 419 350 347 387市民養蚕参加者数

目安値
人 ―

400 500

進捗区分 順調

15 19

努力を要する 努力を要する 努力を要する

目安値
千万円 8

15 20 20

市民養蚕事業

担当課：農林課

市民に養蚕を体験していただき関心を持って
もらうことで養蚕継承につなげていく取り組み
として「市民養蚕」を実施した。
また、市民養蚕事業で出来た繭を使い東京
オリンピック・パラリンピックで群馬県内のホ
ストタウンにやってくる外国人アスリートとの
交流イベント等でプレゼントする絹製品を製
作する「お蚕さんとアスリートを応援しようプロ
ジェクト」を実施した。

市内の参加者が減少傾向なので今後
いかに増やすかが課題。今まで参加し
たことがない市内の施設(高齢者施設
等)などへPRを行い参加者の間口を広
げることを検討する。

ふるさと納税推進事業

担当課：企画課

寄附金増額を図るため、プロポーザル
方式によるふるさと納税事務の委託を
実施/富岡製糸場へのチラシ配布

ふるさと納税の推進のため、受入ポー
タルサイトを拡充させ、外部委託により
返礼品の充実、PRやポータルサイトの
改善を行い、寄附件数や寄附金額を増
やしていく。

概ね順調

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

まちなか整備事業

担当課：まちなかにぎわい課

令和2年3月27日のオープンを目指し、
施設(1号倉庫)の外観・内部・設備工事
等を進め、予定通り工事が完工し、世界
遺産センターの施設として貸出すること
ができた。

世界遺産センターは富岡倉庫群の1施
設である。同倉庫群では今後2号倉
庫、乾燥場、広場など、整備中のもの
や今後整備が予定されている施設が
あり、一体的な整備により、魅力ある空
間として、多くの人を惹きつける施設と
してデザインしていく。

進捗区分 順調 努力を要する 努力を要する

ふるさと納税金額

20

実績値 16 17
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施策Ⅲ- ２ 

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

交流促進に向けた連携

富岡製糸場を核として、県内や県外近隣地域の観光資源と組み合わせて回遊性を高めるために、農業や芸術・文化
の分野と、旅行業界等との連携強化の取り組みの推進。
■異業種の連携による商品づくり
■旅行会社・バス会社との連携による旅行商品づくり

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

ＫＰＩ
R元

100 100

実績値 90 128 169 52
開発された旅行商品
数

目安値
コース ―

100 100

進捗区分 概ね順調 順調 順調 努力を要する

順調 努力を要する

文化芸術講座等の開
催数

目安値
10 10

10 12 14 14

実績値 10 12 33 50

進捗区分 順調 順調 順調 順調

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

観光振興事業【再掲】

担当課：観光交流課

観光振興を図るため、プロモーション業
務等の委託や観光協会、実行委員会へ
負担、補助を行った。また、新たな試み
として、体験型イベント（リアル宝探し）を
実施した。

ＤＭＯ設立に向けた支援（体制整備な
ど）/観光戦略プランに則った施策展開
の実施/観光協会、まちづくり富岡、行
政の担当区分明確化

実績値 4,445 4,081 5,143 3,761

進捗区分 順調 順調

富岡製糸場の外国人
入場者数

目安値
人 2,600

3,000 4,000 5,000 5,000

美術博物館運営事業

担当課：文化課

かねて要望の多かった絵本原画展や新
進気鋭の若手作家の展覧会など、今ま
でにない企画展の開催や県立自然史博
物館と連携した特別展示の開催/企画
展開催に伴う多種多様な関連事業の実
施/常設展示室の展示替え/福沢一郎を
含めた美術資料や郷土の民俗歴史等
の資料を収集・保管

施設全体の有効活用を考えながら、美
術博物館の建設の経緯やこれまでの
実施事業、存在意義等を検証しながら
事業展開をしていく。また、これまで企
画展の開催に合わせて、多種多様な関
連事業を行ってきたが、コロナ禍にあ
り、完全な形では実施できないため、実
現可能な事業を模索しながら、費用対
効果や利用者ニーズにあった事業を
行っていく。
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施策Ⅲ- ３

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

委員会での意見・助言

本市に住み続けたい
と思う市民の割合

目安値
％ 74.8

― ― ―

市民生活に関わる連携

「将来を担う富岡市民」の育成も念頭に、世代を越えた市民活動に取り組むなど、多様な人々が連携できる仕組みづく
りの推進

■市民生活に関わる連携

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28

80.0

実績値 ― 75.8 ― ―

Ｈ29 Ｈ30
ＫＰＩ
R元

15 20 25

実績値 12 5 3 3

進捗区分 実績なし 実績なし 実績なし

目安値
人 ―

10

就労支援事業

担当課：産業振興課

・高校生の事業所見学会
・マザースセミナー（働きたいお母さんの
再就職支援セミナー）
・マザース就職面談会
・労働相談、若者就職相談、シルバー就
職相談

・大学生のインターンシップがあまり現
実的でないため、高校生の事業所見学
会に より注力していく。
・副業人材の活用
・「働きたい・働き続けたいマザーズ」の
支援は、今後も積極的に行っていきた
い。

努力を要する

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

地域づくり推進事業

担当課：地域づくり課

地域づくり協議会活動支援補助金/未来
の教室/ＵＩＪターン推進セミナー/職員
ファシリテーター養成講座

将来の地域の担い手となる人材育成
事業は継続しつつ、各地域づくり協議
会における活動は事業や組織の見直
しを行い、単にイベントを行うだけでな
く、防災や福祉など地域課題解決につ
ながる事業を手厚く支援したい。

進捗区分 順調 努力を要する 努力を要する

インターンシップ利用
学生数
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施策Ⅳ- １ 

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

3

4

基本施策Ⅳ．富岡の成長を支える人材の確保　～人を育み呼び寄せる 仕組みづくり

地域経済・地域づくりの基盤となる定住人口減少への対策

地域経済の活性化や今後の地域づくりの担い手として定住人口としての、市民向けの施策の充実、市外へも「富岡の
暮らしやすさ」を情報発信し、社会増を目指します。
■人口自然減への対策
■人口社会減への対策
■定住人口減少対策推進のための社会インフラの整備

Ｈ30
ＫＰＩ
R元

合計特殊出生率

目安値
― 1.36

1.40 1.45 1.50 1.59

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28 Ｈ29

実績値 1.30 1.34 1.31 1.14

進捗区分 概ね順調 概ね順調 概ね順調 努力を要する

90％以上 90％以上

実績値 87% 86% 88% 86%
本市に誇り・愛着を持
つ児童・生徒の割合

目安値
％ ―

90％以上 90％以上

進捗区分 概ね順調

6 15

概ね順調 概ね順調 概ね順調

目安値
件 ―

10 30 50

婚活支援事業

担当課：こども課

婚活イベント開催（開催７回・参加者９３
名）

結婚希望者に対し、性別毎にマナーアップ
セミナーを実施、魅力ある男女像を構築す
ることで、交流会におけるカップリング数の
増加を目指す。併せて、結婚後における子
育て支援事業の紹介を行うことで、安心して
妊娠から就職までの切れ目のない子育て支
援事業について、参加者の安心と理解を深
める。また、コロナ禍であるため、ネット環境
や民間のノウハウを活用し、感染拡大防止
に配慮しながら安全性を担保しつつ、効率・
効果的な事業を選別し、人口減少問題の対
策に努める。

地域づくり推進事業【再掲】

担当課：地域づくり課

地域づくり協議会活動支援補助金/未来
の教室/ＵＩＪターン推進セミナー/職員
ファシリテーター養成講座

将来の地域の担い手となる人材育成
事業は継続しつつ、各地域づくり協議
会における活動は事業や組織の見直
しを行い、単にイベントを行うだけでな
く、防災や福祉など地域課題解決につ
ながる事業を手厚く支援したい。

努力を要する

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

地域子育て支援拠点整備事業

担当課：こども課

市内に4箇所（民間2箇所・公立２箇所）子育
て支援拠点を設置し、地域の子育て家庭の
育児支援を行った。また、その他の市内子育
て支援施設13箇所との情報交換会（年2回）
を開催し、子育て支援員の資質向上のため
の取り組みを行った。
年間利用家族数
　拠点　　4箇所　6,075組
　その他13施設　5,077組　合計　11,152組

未就園児とその親に対する事業である。コ
ロナ禍による利用者数の減少は否めない
が、子育て家庭の負担が増加しているな
か、安心して外出できる場、親子が心安らぐ
場としての役割は大きい。今後、市内委託
先と効率的及び新しい生活様式に合った運
営方法について、協議や情報交換の場を増
やし、市内子育て支援施設とも連携強化し
改善を行う。また、広報や子育てナビなどに
よる住民周知を行うことで認知度を上げ、子
育て家庭の育児負担の軽減に努める。

進捗区分 努力を要する 努力を要する 努力を要する

空き家バンクによる
契約成立延べ件数

75

実績値 1 3

空き家等利活用事業

担当課：建築課

空き家を売却や利活用しやすくするよ
う、家財道具の片付けに関する講習会
を実施。

空き家になる前、空き家になったとして
も早期の対処が重要なので、そのこと
を周知していく。そのために、空き家に
なったら、早い段階で空き家バンクなど
の利活用、又は除却することを勧めて
いく。
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施策Ⅳ-2

ＫＰＩの進捗状況

　　施策に紐付く事業の取り組み（主な事務事業）

№

1

2

3

委員会での意見・助言

創業・企業誘致延べ
件数

目安値
件 ―

17 35 50

交流人口の拡大を下支えする生産の担い手の確保

従来からの地場産業の一層の振興と、それに裏付けられた交流事業の推進

■生産年齢人口減少への対策

数値目標 年 単位
基準値

Ｈ26
Ｈ28

56

実績値 23 36 57 69

Ｈ29 Ｈ30
ＫＰＩ
R元

4 5 7

実績値 1 2 2 4

進捗区分 順調 順調 順調 順調

目安値
人 ―

0

努力を要する

新規就農者延べ人数

目安値
人 10

30 40 50 60

実績値

進捗区分 順調 努力を要する 努力を要する

地域おこし協力隊の
本市への定住延べ人
数

20 27 30 22

進捗区分 努力を要する 努力を要する 努力を要する

地域づくり推進事業【再掲】

担当課：地域づくり課

地域づくり協議会活動支援補助金/未来
の教室/ＵＩＪターン推進セミナー/職員
ファシリテーター養成講座

将来の地域の担い手となる人材育成
事業は継続しつつ、各地域づくり協議
会における活動は事業や組織の見直
しを行い、単にイベントを行うだけでな
く、防災や福祉など地域課題解決につ
ながる事業を手厚く支援したい。

担い手支援事業

担当課：農林課

地域農業を継続していくために不可欠な
人材（認定農業者・新規就農者）への支
援

就農希望者が就農できるように、県農
業指導センター、ＪＡ等関係機関・団体
と連携し支援体制を継続する。

努力を要する

主要事務事業 R1年度主な取り組み
課題と今後の方針について

（第2期総合戦略への取組み）

企業誘致事業

担当課：産業振興課

・田篠西部工業団地の完成
・曽木工業団地の造成準備
・施設新増設助成金

・課題は 農振除外が困難なこと
・今後も 工業団地造成について、課題
を可決しながら 進めていく。
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