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　    ■ Ｈ28年度の達成率は、目標値(平成31年度)に対する平成28年度現在の達成率。着手前の事業は「－」と表示し、実施(予定)年度が決まって
         いる事業については、備考に実施（予定）時期を記載した。
　　　■ 基準年度(平成26年度)以降または年度途中に事業を開始したものについては、備考に開始時期を記載した。
      ■ 備考に「地方創生交付金」と記載のあるものは、地方創生交付金事業の重要業績評価指標（ＫＰＩ）を示している。
 　    ・「地方創生交付金」とは、総合戦略推進のため、総合戦略に位置付けられた地方公共団体の自主的・主体的な取組で、先導的なものに
　　    　対して国が財政的支援として創設したもの。事業ごとに重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定が求められていて、交付金を活用した事業
　　　　　について進捗状況を検証することとされている。総合戦略の推進に向けた事業であることから、総合戦略と併せて進行管理を行うもの。



基本目標①　しごとをつくり、多様な雇用を創出する（しごとづくり）

基準値
(H26年度)

目標値
(H31年度)

H27年度 H28年度
事業費
（千円）

H29年度 H30年度 H31年度 担当課 備考

実績値 6件 14件

達成率 15.0% 35.0%

実績値 6件 12件

達成率 24.0% 48.0%

実績値 0件 2件

達成率 0.0% 13.3%

実績値 70人 143人

達成率 38.9% 79.4%

実績値 62人 131人

達成率 41.3% 87.3%

実績値 3人 4人

達成率 30.0% 40.0%

実績値 － 0人

達成率 － 0.0%

実績値 5人 8人

達成率 33.3% 53.3%

■全体目標

　（内訳）新規養鯉業就労支援 － 5人 農林課 H28～事業実施

　（内訳）地域しごと創業支援 － 15人 商工振興課

-

8,836       

新規雇用・就業者数（5年間累計） － 180人
商工振興課

農林課

-

14,092     

　（内訳）新規創業や開店、事業所や工場
            の増床等による新規雇用

－ 150人 商工振興課 地方創生交付金

　（内訳）新規就農支援 － 10人 農林課

-

5,256       

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

新規創業件数（5年間累計） － 40件 -

　（内訳）創業、第二創業及び開業 － 25件 商工振興課

商工振興課

-

　（内訳）空き店舗開業支援 － 15件 商工振興課
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基本目標②　新しいひとの流れをつくる（ひとの流れ）

基準値
(H26年度)

目標値
(H31年度)

H27年度 H28年度
事業費
（千円）

H29年度 H30年度 H31年度 担当課 備考

実績値 723人 694人

達成率 96.4% 92.5%

実績値 102万人 116万人

達成率 92.7% 105.5%

基本目標③　結婚・出産・子育ての安心感を高める（結婚・出産・子育て）

基準値
(H26年度)

目標値
(H31年度)

H27年度 H28年度
事業費
（千円）

H29年度 H30年度 H31年度 担当課 備考

実績値 239人 231人

達成率 85.4% 82.5%

実績値 25組 30組

達成率 39.7% 47.6%

基本目標④　時代に合った暮らしやすいまちをつくる（まちづくり）

基準値
(H26年度)

目標値
(H31年度)

H27年度 H28年度
事業費
（千円）

H29年度 H30年度 H31年度 担当課 備考

実績値 策定中 策定完了

達成率 － 100%

実績値 － -

達成率 － -

Ｈ29.3策定

公共交通確保計画見直し － 見直し完了 観光交流課

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

立地適正化計画策定 － 策定完了 建設課

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

出生数（単年度）
【県人口移動調査（前年10～9月)】

262人 280人 －

婚活支援事業による成婚数（累計）
【H21年度～成婚数】

23組 63組 生涯学習課

-

9,000       

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

転入者数（単年度）
【県人口移動調査（前年10～9月)】

702人 750人 - －

観光入込者数（単年度）
【県観光統計（1～12月)】

100万人 110万人 観光交流課-

6,588       

-
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基本目標①　しごとをつくり、多様な雇用を創出する（しごとづくり）

　ⅰ　人材育成､技術能力向上支援

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 2.5日以上 3日

達成率 83.3% 100.0%

実績値 39人 46人

達成率 78.0% 92.0%

実績値 41.9% 33.3%

達成率 73.5% 58.4%

実績値 93.0% 92.5%

達成率 116.3% 115.6%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 120人 141人

達成率 63.2% 74.2%

実績値 5人 8人

達成率 33.3% 53.3%

　施　策：技術承継・人材育成
　事業等：ものづくり技術者育成支援事業、地域しごと創業支援事業、技術力の見える化アピール事業

新規雇用者数 （累計） － 15人 商工振興課 地方創生交付金

重要業績評価指標（KPI）

鉄工電子協同組合技能士合格者数
（累計）

111人 190人 商工振興課 地方創生交付金1,010         

8,836         

商工振興課
学校教育課
企画政策課

地方創生交付金

小千谷西高校総合学科卒業生の
市内事業所就職率

46.7% 57.0% 商工振興課-

3,371         

■個別目標

　施　策：キャリア教育の推進
　事業等：職場体験教育、インターンシップ実施拡充、専門学科設置推進、地元就職サポート事業

インターンシップ実施支援件数／年 39人 50人 商工振興課 地方創生交付金

重要業績評価指標（KPI）

中学生一人当たり職場体験実施日数 2日以上 3日以上 学校教育課

　　≪基本方針≫　児童や生徒が本市の産業を知り、触れ、体感する機会であるキャリア教育を産業界と連携しながら推進するとともに、若者の地元就業
　　　　　　　　　体制を確保し、就業後の技能取得支援による雇用環境の向上を図ります。

-

160            

地元就職サポート事業実施による
出展企業の認知度

－ 80.0%
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　ⅱ　農林水産業の成長産業化

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 2社 2社

達成率 66.7% 66.7%

実績値 2,000 2,000

達成率 66.7% 66.7%

実績値 3人 4人

達成率 23.1% 30.8%

実績値 － 0人

達成率 － 0.0%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 52品 71品

達成率 104.0% 142.0%

実績値 　263ｔ 304ｔ

達成率 131.5% 152.0%

実績値 1か国 1か国

達成率 100.0% 100.0%

実績値 706,000 689,000

達成率 141.2% 137.8%

実績値 － 0件

達成率 － 0.0%

新規養鯉就業者数 （累計） － 5人 農林課 H28～事業実施-

新規就農者数 （累計） 3人 13人 農林課

　　≪基本方針≫　産業として成り立つ農業を展開するため、新規就農者の確保及び経営体の育成に加え、組織化・法人化を推進するとともに、６次産業
　　　　　　　　　化、消費者が求める付加価値を高めた農産品の確立に向けた取り組みを推進します。錦鯉産業については、新規就業者を確保するとと
　　　　　　　　　もに、海外市場への販路拡大による安定経営を目指します。

　施　策：６次産業化、新規就農（養鯉業）支援
　事業等：６次産業化支援事業、新規就農・養鯉業就労支援事業

６次産業の市場規模　（千円） 2,000 3,000 農林課

　施　策：農産物等の付加価値産品開発、販路拡大
　事業等：アグリビジネス育成支援事業、農産物販路拡大支援事業、小千谷産錦鯉販路開拓事業

錦鯉の海外事業展開相談数 － 3件 農林課 地方創生交付金－

錦鯉の海外市場規模（千円） 381,000 500,000 農林課 地方創生交付金

錦鯉海外展示出展 － 1か国 農林課 地方創生交付金

米の海外市場流通量 　20ｔ 200ｔ 農林課-

12,187       

重要業績評価指標（KPI）

農商工連携や高付加価値化による
商品化数 （累計）

25品 50品 農林課3,567         

重要業績評価指標（KPI）

６次産業化を推進する農業生産法人数
（累計）

2社 3社 農林課-

-

5,256         
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基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 1人 1人

達成率 100.0% 100.0%

実績値 － 0件

達成率 － 0.0%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 － -

達成率 0.0% 0.0%

実績値 1件 1件

達成率 20.0% 20.0%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 8件 20件

達成率 40.0% 100.0%

実績値 6件 12件

達成率 24.0% 48.0%

実績値 0件 2件

達成率 0.0% 13.3%

商工振興課 地方創生交付金-

－

－

空き工場照会件数／年 － 5件 商工振興課-

　施　策：新規創業・第二創業
　事業等：創業支援事業計画策定、起業・創業支援施設設置検討、クラウドファンディング支援、おぢやで開業応援事業、空き店舗開業支援

中心市街地商店街の空き店舗を活用した
開業数 (累計）

－ 15件 商工振興課

創業、第二創業及び開業数 (累計） － 25件 商工振興課

重要業績評価指標（KPI）

創業・第二創業相談件数 1件 20件

重要業績評価指標（KPI）

新規工業用地提供面積 － 4.0ha 商工振興課-

地方創生交付金

新規共同研究事業採択件数 (累計） － 3件 商工振興課 H28～事業実施

2,600         

-

　施　策：企業立地用地確保
　事業等：新工業団地造成事業、空き工場情報提供

重要業績評価指標（KPI）

産学連携推進員配置 1人 1人 商工振興課

　　≪基本方針≫　鉄工、電子、食品加工製造業など本市の基幹産業においては、産学連携による新技術や新製品開発、設備投資による規模拡大を支援する
　　　　　　　　　とともに、海外市場への販路拡大を支援し、地域の経済と雇用を支える体制を推進します。
　　　　　　　　　雇用拡大を図るため、企業からの立地要望に対応できる工場用地の確保、新規創業及び他分野進出のための第二創業を支援します。

　ⅲ　地場産業拡充支援・企業誘致、創業支援の推進

　施　策：新技術・新製品開発
　事業等：新技術・新製品開発支援事業
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基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 2件 1件

達成率 66.7% 33.3%

実績値 52件 -

達成率 173.3% －

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 409人 405人

達成率 85.2% 84.4%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 5人 2人

達成率 100.0% 40.0%
社会福祉課

　ⅳ　高齢者・障がい者の活躍できる機会の拡充

商工振興課-

　施　策：国内海外販路拡大
　事業等：海外展示会・見本市出展支援、海外事業展開相談会開催、国内海外販路開拓支援事業

重要業績評価指標（KPI）

海外展示会･見本市出展支援件数 1件 3件 商工振興課-

重要業績評価指標（KPI）

福祉施設から一般就労への移行者数／年 3人 5人

-

　施　策：障がい者の就労促進
　事業等：障がい者の就業訓練拡充

-

重要業績評価指標（KPI）

シルバー人材センター会員数 404人 480人 保健福祉課

展示会見本市での商談件数 － 30件

　　≪基本方針≫　生きがいを持ちながら高齢者が経験、技能、知識を産業や地域社会に活かすことができるよう、その機会の拡充に努めます。
　　　　　　　　　障がい者の自立と社会参加を促進するため、雇用機会の拡充、確保を推進します。

　施　策：技術力確保と生きがい雇用促進
　事業等：高齢者の技術力活用
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基本目標②　新しいひとの流れをつくる（ひとの流れ）

　ⅰ　若年層の交流・転入推進

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 414人 406人

達成率 96.3% 94.4%

実績値 － -

達成率 － －

実績値 5件 10件

達成率 50.0% 100.0%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 177件 185件

達成率 118.0% 123.3%

実績値 17件 20件

達成率 113.3% 133.3%

実績値 45件 43件

達成率 150.0% 143.3%

実績値 8件 10件

達成率 40.0% 50.0%

－ 100人 学校教育課

重要業績評価指標（KPI）

15歳～34歳の転入者／年 398人 商工振興課

　　≪基本方針≫　本市の強みである基幹産業を中心とする企業の情報発信を強化し、若者のＵ・Ｉターンを考える機会を増やすとともに、移住・定住に
　　　　　　　　　対する経済的支援環境を整備します。
　　　　　　　　　災害時相互援助協定を結んでいる東京都杉並区など自治体間の交流を活かして、クラインガルテンのＰＲや観光・文化・教育体験など
　　　　　　　　　さまざまな分野のツーリズムを推進します。また、大学などのゼミナール、サークル活動合宿を誘致し、新たな交流を構築することに
　　　　　　　　　より、小千谷の認知度を高めて交流から始まるＩターンを推進します。

若者移住相談件数 － 20件 建設課 地方創生交付金1,380         

若者マイホーム取得補助利用件数／年 － 30件 建設課 H27～事業実施8,600         

転入者住宅取得補助利用件数／年 12件 15件 建設課11,100       

重要業績評価指標（KPI）

転入者家賃補助利用件数／年 145件 150件 建設課31,052       

-

　施　策：若い世代の定住促進
　事業等：転入者家賃補助、転入者住宅取得補助、若者マイホーム取得補助

-

430人 -

　施　策：Ｕ・Ｉターンの推進
　事業等：Ｕターン就職支援事業、奨学金償還免除制度

就職相談件数 － 10件 商工振興課 地方創生交付金

奨学金償還免除制度利用者 （累計）
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基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 2団体 6団体

達成率 20.0% 60.0%

実績値 78世帯 62世帯

達成率 78.0% 62.0%

　ⅱ　移住・定住支援

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 6,543件 7,252件

達成率 130.9% 145.0%

実績値 5件 12件

達成率 25.0% 60.0%

実績値 1件 1件

達成率 100.0% 100.0%

実績値 7人 5人

達成率 70.0% 50.0%

　施　策：若者交流の推進
　事業等：ゼミ・サークル合宿誘致・交流事業、教育体験旅行

-

-

　　≪基本方針≫　増加傾向にある空き家を有効活用しながら、小千谷暮らしを発信できるよう情報提供・発信体制を整備するとともに、地域おこし協力隊
　　　　　　　　　の活用や定住を促進するためのお試し移住など受け入れ態勢を確保します。
　　　　　　　　　また、おぢやファンクラブ登録者をネット市民とするなどの新たな取り組みを進めます。

　施　策：小千谷の暮らし情報発信
　事業等：小千谷移住ＰＲ事業（ポータルサイト開設）、空き家情報ネットワーク構築、地域情報発信事業

426            

空き家利用に係る移住相談者数／年 －
10人

（H28）
観光交流課 地方創生交付金-

空き家台帳整備 －
1件

（H28）
観光交流課 地方創生交付金-

H27.8.25開設

空き家バンク登録件数 （累計） 4件 20件 観光交流課-

重要業績評価指標（KPI）

移住ポータルサイトアクセス件数／月 － 5,000件 観光交流課

教育体験受入家庭 92世帯 100世帯 観光交流課

重要業績評価指標（KPI）

市民の家等合宿利用団体数／年 － 10団体 観光交流課 H28.7.21オープン

-  8 -



基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 12,551人 13,065人

達成率 89.7% 93.3%

実績値 632人 1,299人

達成率 90.3% 185.6%

実績値 10% 14%

達成率 20.0% 28.0%

実績値 35人 31人

達成率 116.7% 103.3%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 6人 8人

達成率 75.0% 100.0%

実績値 20件 10件

達成率 200.0% 100.0%

　　≪基本方針≫　地域住民が自ら考えた地域資源をブランド化し、アピールすることによって、地域に誇りを持てる環境づくりを推進するとともに、新た
　　　　　　　　　な経済活動の拡充による雇用創出に努めます。錦鯉、小千谷縮などの世界に誇れる地域資源を活用し、2020年開催の東京オリンピック・
　　　　　　　　　パラリンピックを契機として、国内外からの観光誘客の増強を目指します。また、通年的に訪れ、楽しむことのできる観光拠点や観光
　　　　　　　　　ルート整備を行い、物語性や経済的価値を高めた観光基盤の確立を目指します。

　ⅲ　地域資源(特産品、史跡、風景、文化)の活用及び連携

　施　策：交流・お試し移住推進
　事業等：ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ等によるﾈｯﾄ市民の拡充、ｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ利用推進事業、お試し移住促進ｾﾐﾅｰ開催事業、小千谷体感ﾊﾞｽﾂｱｰ事業

-

72,275       

-

676            

　施　策：移住・定住支援
　事業等：地域おこし協力隊推進事業、小千谷移住ＰＲ事業、小千谷ふるさと写真展開催事業

田舎暮らし体験ツアー等への参加者数 －
30人

（H28）
観光交流課 地方創生交付金

ラウベ入居者の移住検討割合 13% 50% 観光交流課

移住相談件数／年 － 10件 観光交流課 地方創生交付金1,107         

重要業績評価指標（KPI）

地域おこし協力隊員配置 7人 8人 観光交流課25,770       

ふるさと納税者数／年 137人 700人 企画政策課

重要業績評価指標（KPI）

おぢやファンクラブ登録者数 （累計） 12,126人 14,000人 商工振興課
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基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 (７件) (7件）

達成率 - -

実績値 1か国 1か国

達成率 100.0% 100.0%

実績値 - 活動中

達成率 - -

実績値 活動中 活動中

達成率 - -

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 461件 611件

達成率 102.4% 135.8%

実績値 1コース 1コース

達成率 20.0% 20.0%

実績値 906,312人 953,364人

達成率 82.4% 86.7%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 － -

達成率 － －

実績値 9件 10件

達成率 75.0% 83.3%

-

21,024       

　施　策：交流・協働ネットワークの形成
　事業等：市民協働センター設置事業、ＮＰＯ法人設立支援事業

-

　施　策：小千谷ブランドの形成
　事業等：小千谷ブランディング事業、市の魚錦鯉世界アピール発信事業、世界農業遺産（GIAHS)認定活動事業、2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ小千谷縮採用ＰＲ事業

(1,599)

12,187       

3,000         

観光客入込数 － 1,100,000人 観光交流課 地方創生交付金

新規観光周遊コース設定数 － 5コース 観光交流課

重要業績評価指標（KPI）

旅行業者取り扱い件数

ＮＰＯ法人設立数 （累計） 9件 12件 観光交流課-

重要業績評価指標（KPI）

市民協働センター設置 － 設置 観光交流課

406件 450件 観光交流課

2020東京オリンピック・パラリンピックでの
小千谷縮採用

－ 採用決定 商工振興課500            

　施　策：観光拠点づくりと外国人の観光誘客
　事業等：国内・海外プロモーション事業、外国人観光客受入体制整備・拡充支援事業、観光拠点・ルート整備事業

-

世界農業遺産(ＧＩＡＨＳ)への認定 － 認定 農林課 地方創生交付金

（参考：まちづくり
活動支援補助金）

錦鯉海外展示出展 － 1か国 農林課 地方創生交付金

重要業績評価指標（KPI）

地域資源発見・活用事業の実施 － 事業実施 観光交流課
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基本目標③　結婚・出産・子育ての安心感を高める（結婚・出産・子育て）

　ⅰ　未婚化・晩婚化対策

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 25組 30組

達成率 39.7% 47.6%

実績値 99% 87.5%

達成率 198.0% 175.0%

　ⅱ　安心の出産・子育て環境の充実

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 92.7% 96.4%

達成率 94.6% 98.4%

実績値 12.2% 7.7%

達成率 0.0% 100.0%

実績値 － -

達成率 － －

　　≪基本方針≫　本人の意思を最大限に尊重しながら、結婚を望む方々はもちろんのこと、結婚を強く意識していない未婚の方々に対しても、何気ない
　　　　　　　　　交流・出会いの場を提供することにより、結婚への展開を支援します。

　施　策：婚活事業の推進
　事業等：ときめきめぐりあい推進事業、おぢやファミリー祝福キャンペーン、地域少子化対策強化事業

9,000         

220            

　　≪基本方針≫　妊娠・出産期や小児期の医療体制確保を継続して支援するほか、育児不安の解消や経済的負担を軽減するため、地域で子育てを支援する
　　　　　　　　　仕組みづくりを推進し、健やかな子育て環境の充実を図ります。
　　　　　　　　　豪雪地域である本市において、冬期間でも安心してのびのびと遊べる場所の確保に取り組みます。

　施　策：妊娠・出産期の健康支援
　事業等：妊婦健診事業、妊婦歯科検診事業

妊婦歯科検診受診率 － 70.0% 保健福祉課-

低体重児出生率 10.5% 10％以下 保健福祉課

2,448         

-

重要業績評価指標（KPI）

妊産婦・新生児訪問指導の実施率 94.0% 98.0% 保健福祉課

セミナー等参加者の結婚や出産等に
プラスイメージを持つ割合

－ 50％以上 社会福祉課

重要業績評価指標（KPI）

婚活支援事業による成婚数 （累計） 23組 63組 生涯学習課
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基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 1,056人 1,105人

達成率 97.8% 102.3%

実績値 （30.8％） （33.1%）

達成率 － -

実績値 － -

達成率 － －

実績値 10団体 10団体

達成率 100.0% 100.0%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 604 604

達成率 97.4% 97.4%

実績値 － -

達成率 － －

　ⅲ　教育環境の充実

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 - -

達成率 - -

実績値 1回以上6校 1回以上5校

達成率 42.9% 35.7%

実績値 43本 55本

達成率 71.7% 91.7%

　　≪基本方針≫　将来を担う子どもたちに対して、地域を知る教育や世界に通じる人材を育成する学びの環境づくりを進めます。ＩＣＴを活用した教育
　　　　　　　　　環境の整備に加えて、読書（本にふれる機会）の習慣化や生きた外国語による語学教育を推進し、世界に羽ばたく子どもを育みます。

　施　策：学びの環境づくり
　事業等：読書・外国語会話の機会拡充、教育ＩＣＴ環境の整備

－

100            

1,891         

　施　策：保育環境の充実、出生数向上
　事業等：子ども・子育て支援事業、放課後児童健全育成事業、子ども医療費助成事業

-

-

－

31,161       

　施　策：遊び場の整備
　事業等：都市公園整備事業、遊び場の確保

学童クラブ(通年型)設置数 8団体 10団体 社会福祉課

子ども医療費助成拡充 － 実施 保健福祉課

デジタル教科書（ソフトウェア）の整備 33本 60本 学校教育課

H29～調査実施

(小中学校)留学生交流事業／年 － 各校1回 学校教育課 全14校

重要業績評価指標（KPI）

図書館を週2回以上利用する児童生徒の
割合

33% 50% 生涯学習課

冬期間遊び場の確保検討 － 実施
社会福祉課、

建設課、
生涯学習課

-

重要業績評価指標（KPI）

都市公園面積 （千㎡） 604 620 建設課-

保育料等の軽減 － 実施 社会福祉課
（参考：
     保育料軽減率）

重要業績評価指標（KPI）

保育園受入定員数 1,051人 1,080人 社会福祉課
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基本目標④　時代に合った暮らしやすいまちをつくる（まちづくり）

　ⅰ　にぎわいのまちの顔づくり

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 策定完了

達成率 100.0%

実績値 策定中 策定完了

達成率 － 100.0%

実績値 － -

達成率 - -

　ⅱ　ひとにやさしい交通網の整備

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 － －

達成率 － －

実績値 1か所 1か所

達成率 33.3% 33.3%

実績値 1,483,442 1,433,214

達成率 99.8% 96.4%

－

　　≪基本方針≫　利用者の利便性向上のため、中心市街地や厚生連小千谷総合病院を基点とした新たな公共交通体系を検討するとともに、交通空白地域の
　　　　　　　　　解消や鉄道、高速自動車道等の交通拠点における駐車場の確保を図ります。

　施　策：地域公共交通体系の整備
　事業等：公共交通確保計画策定事業、地域コミュニティバスの活用検討、交通拠点駐車場整備事業

－

　　≪基本方針≫　中心市街地の中核的施設である総合病院の跡地利用については、西小千谷地区まちづくり基本計画により推進します。
　　　　　　　　　中山間地域では、集落機能を維持する拠点について、中心市街地などとの連携を含め検討を進めていきます。

重要業績評価指標（KPI）

建設課 H29年3月策定
地方創生交付金

市民協働センター設置 － 設置 観光交流課

立地適正化計画策定 － 計画策定

公共交通による乗降客数 － 1,486,542 観光交流課 地方創生交付金－

交通拠点駐車場整備 － 3か所 観光交流課 地方創生交付金1,836         

公共交通確保計画の見直し － 見直し完了 観光交流課

建設課

6,588         

H28年3月策定

重要業績評価指標（KPI）

西小千谷地区まちづくり基本計画策定 － 計画策定

　施　策：中心市街地・地域拠点の整備推進
　事業等：西小千谷地区まちづくり推進事業、地域拠点の形成・支援
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　ⅲ　安心の雪国生活支援

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 － －

達成率 － －

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 145.0㎞ 144.2㎞

達成率 99.3% 98.8%

実績値 110.4㎞ 113.2㎞

達成率 100.4% 102.9%

実績値 10.2㎞ 10.7㎞

達成率 72.3% 75.9%

実績値 68.4㎞ 68.4㎞

達成率 98.6% 98.6%

基準値
（H26）

目標値
（H31）

H27 H28
事業費
（千円）

H29 H30 H31 担当課 備考

実績値 2,624棟 2,665棟

達成率 82.2% 83.5%

実績値 281か所 311か所

達成率 70.3% 77.8%

　施　策：高齢化に適応した屋根雪処理等の推進
　事業等：克雪すまいづくり支援事業、流雪溝投雪口整備事業

11,283       

1,973         

　　≪基本方針≫　都市計画を推進し、街路・道路交通網の整備による魅力ある居住・商工業地を創出します。また、定住を促進させるための低廉で優良な
　　　　　　　　　宅地供給に努めます。
　　　　　　　　　高齢化に適応する克雪住宅の建築や改修、流雪溝投雪口の改良などを支援します。助け合いの雪国文化を継承しながら、冬期間交通を確
　　　　　　　　　保するために機械除雪や消雪パイプ、流雪溝の整備を推進します。

　施　策：優良宅地供給の推進
　事業等：優良宅地の開発支援

－

　施　策：冬期間交通の確保
　事業等：除雪対策事業、消雪パイプ整備事業、消雪パイプリフレッシュ事業、流雪溝整備事業

321,226      

12,099       

8.8㎞ 14.1㎞ 建設課28,366       

消雪パイプ布設延長 109.0㎞ 110.0㎞ 建設課

H29：15区画分譲予定

重要業績評価指標（KPI）

機械除雪区間道路延長

高齢者対応型投雪口整備 （累計） 201か所 400か所 建設課

重要業績評価指標（KPI）

屋根雪処理対応家屋棟数 2,592棟 3,192棟 建設課

流雪溝整備延長 68.4㎞ 69.4㎞ 建設課17,876       

消雪パイプリフレッシュ実施延長

145.0㎞ 146.0㎞ 建設課

重要業績評価指標（KPI）

優良宅地供給区画 － 20区画 建設課
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