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平成27年
（2015）

平成32年
（2020）

平成37年
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（2035）
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平成62年
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平成72年
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パターン１ 32,945 32,528 31,848 30,962 29,903 28,678 27,346 25,945 24,460 22,935

シミュレーション１ 32,891 32,593 32,312 32,071 31,667 31,107 30,451 29,727 28,947 28,198

シミュレーション２ 33,019 32,857 32,722 32,635 32,347 31,874 31,301 30,665 29,967 29,294

独自推計 34,960 34,772 34,611 34,500 34,174 33,656 33,032 32,343 31,588 30,860
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広陵町人口ビジョンについて 

【策定の背景】 

○東京など首都圏への人口一極集中が進み、日本の総人口は平成 20（2008）年

に人口減少がはじまり、今後も加速度的に進むとされています。 

○「日本の将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）によれば、現在の

傾向が続けば、今後、年少人口及び生産年齢人口は大幅に減少し、65 歳以上

の高齢者人口は増加が見込まれます。平成 72（2060）年には年少人口割合が

１割弱、生産年齢人口が５割、老年人口割合が約４割となる見込みです。 

○本町においても少子高齢化や人口減少により、様々な課題に直面しているた

め、「まち・ひと・しごとの創生」によって、社会・経済の活力維持に取り組

む必要があります。 

【将来人口の目標】 

○国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計によると、本町の人口は今

後減少局面に入り、平成 72（2060）年に 22,935人になると予測されています。 

○本町において、将来の人口目標を住民基本台帳人口による独自推計により設

定しており、今後、人口減少は着実に進むものと考えられますが、定住対策

等、人口維持のための施策を軸とした施策の展開により、人口を維持するこ

とを目指します。 

人 口 目 標 

平成 72（2060）年に「人口３万人」を維持 

 

将来人口推計 
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広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証について 

１ 効果検証の目的 

 広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、「総合戦略」という。）は、

ＰＤＣＡメカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を行い

ながら推進していくこととしています。 

 そのため、総合戦略等検証委員会を設置し、産官学金労言の各界からの視点

で、客観的に各基本目標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗について毎年

度評価を実施し、今後の施策や事業の改善に活用していきます。 

２ 総合戦略の趣旨 

 総合戦略は広陵町人口ビジョンで示した将来展望を踏まえ、本町がまち・ひ

と・しごとの創生に取り組み、今後もまちの活力を維持し続けるため、平成 27

年度を初年度とする、今後５か年の基本目標や施策の基本的方向性、具体的な

施策をまとめるものです。 

３ 総合戦略の位置付け 

 総合戦略の策定に当たっては、まちづくりを総合的かつ計画的に進めるため

の最上位計画である第４次広陵町総合計画（みんなの広陵元気プラン 平成 24

年度～平成 33年度）と整合を図るため、第４次総合計画実施計画に掲載された

事業の中から、まち・ひと・しごとの創生の趣旨に合致する事業を抽出すると

ともに、随時、新規事業を追加して総合戦略を策定しています。 

 そのため、総合戦略で設定されている重要業績評価指数（ＫＰＩ）には、第

４次総合計画実施計画の成果指標（ベンチマーク）を一部採用しており、その

中に「町民の満足度」に関するＫＰＩを多く設定していますが、これは総合戦

略の最終年度にアンケート調査を実施することで、第４次総合計画実施計画 

後期基本計画の中間年度での進捗状況を確認することも兼ねることを意図して

いるため、毎年度での進捗状況の確認は実施しません。 
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基本計画 

実施計画 

（分野別施策） 

広陵町まち・ひと・しごと創生

総合戦略 

 

 

 

 
KPI 

（Key Performance Indicators） 

重要業績評価指標 

整 合 

相 互 

第４次広陵町総合計画 
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　消防・防災の充実に遅れが見られる。

　住家の復電火災防止対応率についてはＫＰＩの数字が把握できないことから、ＫＰＩ
の見直しが必要と考える。

　避難所備蓄倉庫整備は設置場所がないとのことで、施策遂行の計画の練り直しが必要
である。

　環境衛生、上・下水道の充実は計画達成が目前となっており、今後も計画どおりの推
進を期待する。

　その他の施策については計画修正を検討し、より効果的な施策展開が求められる。

＜基本目標１＞　住み続けたくなるまちづくり

　本町の強みである住みよいみどり豊かな美しい住環境を活かし、安全で安心して生活
できるまちづくりを進めることが重要です。そのためには、町一体となって“みどりの
環境”の保全に取り組むとともに、防災・防犯体制を整備して安全・安心な支え合いの
まちづくりを進める必要があります。
　また、地域特性を活かした魅力あるまちづくりを進め、広陵町に「住んでみたい」
「住み続けたい」と望む人を一層増やしていくことが大切です。

 数値目標：

 これからも｢住み続けたい｣と思うひとの割合：現状値 74.7%(H27) 目標値 77％

 基本的方向：

○

○

みどりの環境と質の高い住環境が調和するまちとしての魅力の維持・向上

三世代同居・隣居・近居を推進し、三世代家族が絆を深め、笑顔で暮らせるため
の定住の促進

【H28年度　総合分析】 （対象期間：H28.4.1　～　H29.3.31）

まちづくり政策監による基本目標の達成に関する事業の評価

検証委員会所見

・広陵町の魅力はみどり（農地）と子育てのしやすさ。しかし、農地は荒れており、減
少している。営農できる環境を維持していく事が大事である。

・「三世代ファミリー」について、この三世代という縛りは広陵町に合っていなく難し
いのではないか。この縛りを外して、移住の方に手厚い補助をするべき。

・「感震ブレーカー」は知らない人も多い。今の状況では安全を守れないので、周知を
徹底してほしい。補助等も出すべき。

・「タウンプロモーション」はもっと強化するべき。
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基本目標の達成に向けた今後の方向性

　達成率が0％となったＫＰＩは、「住家の復電火災防止対応率」、「避難所備蓄倉庫整
備率」、「都市公園の防災機能整備率」、「３世代ファミリー定住支援件数」である。

　住家の復電火災とは、地震発生時に停電があり復電した際に、家電のショートなどで
火災が発生することである。町ではこの復電火災防止のために、地震の揺れを感知し電
気の供給を遮断する「感震ブレーカー」の設置を推奨しているが、啓発活動に留まって
いるため、H29年度に特定の地域を感震ブレーカー設置モデル地区として選定し普及を進
めていく。

　避難所備蓄倉庫整備は、災害の際に避難所に指定されている公共施設等に、備蓄品を
配備するための倉庫の整備事業である。これについては、設置場所の確保が課題となっ
ており、今後も引き続き施設管理者等と協議を進めていく。

　都市公園の防災機能整備とは、地震災害時に復旧・復興拠点や防災拠点、避難地等と
して機能する都市公園の整備事業である。H28年度は補助金内示充当率が過少であった等
の理由により、事業執行ができていない。今後、Park-PFI（都市公園における民間資金
を活用した新たな整備・管理手法）を用いた防災化の検討を進めていく。

　３世代ファミリー定住支援は、H28年12月から実施している子世帯の近居、同居を支援
する補助制度である。H28年度は実施期間が短かったため、相談はあったものの対象者が
なかった。今後は、事業の加速化を図るため、継続して周知を行い、定住・転入施策の
充実と子育て世帯の支援を進めていく。

 ②　環境衛生の充実

 ③　上・下水道の充実

(１)住みよい美しい完全な環境づくり

 ①　環境保全の推進

H29年度 H30年度 H31年度

-

54.0
町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

60.0

実績値

達成率

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成率
A：100%以上　B：75%程度
C：50%程度　 D：25%程度　E：0%

達成状況
の分析

H28年6月にごみ分別ガイドブックを改訂し、住民のごみ減量の意識が
高まって、目標を達成できた。

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況】

今後の
取組

更に住民の皆様にごみ分別・減量を進めていただくために、広報・ホー
ムページ等で分かり易い周知を徹底していく。

上水道の状況に関する町民の
満足度（％）

H29年度 H30年度 H31年度

30.2

策定時 H28年度

- A

650 622

33.3町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

630

H31年度

-

策定時 H28年度項目

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

環境保全の状況に関する町民
の満足度（％）

一人一日当たりのごみ拠出量
（資源・リサイクルを除く）（グラ
ム／日・人）

ＫＰＩ設定項目（単位）

達成率

目標値
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68.0町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

 ④　公園・緑地の保全

 ⑤　消防・防災の充実

住家の復電火災防止対応率
（％）

避難所備蓄倉庫整備率（％）

都市公園の防災機能整備率
（％）

E

80目標値

-

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

災害時、迅速に対応するためにも、今後、各避難所への備蓄倉庫の整
備が必要となるため、改めて各施設管理者等と協議をしていく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成状況
の分析

各個人に依頼しているため、「感震ブレーカー」等の設置状況及び対応
率については、把握できていない。

今後の
取組

H29年度、特定の地区をモデル地区として、今後、「感震ブレーカー」設
置について、普及させる見込みである。また、地区ごとの防災訓練時で
も紹介し、アンケート等を用いて対応率を把握していく予定。

H31年度

- E

策定時 H28年度

達成状況
の分析

H28年度末の未水洗化戸数は886戸あり、世帯が高齢者や水洗化する
のに費用がかかる要因があるが、家庭訪問を重ねて接続推進を進めて
いく。

今後の
取組

H29年度に下水道事業計画策定（認可変更）を行い、未整備区域の整
備を進め、未水洗化家庭について接続促進を図っていく。

達成状況
の分析

申請件数が減少している要因として、農村部での多面的機能支払交付
金を活用した景観保全活動が行われているためであると推測できる。

項目 策定時 H28年度 H29年度

今後の
取組

年度初めに行う区長・自治会長会での周知だけでなく、状況に応じ広報
誌・ホームページでの周知を行っていく。

H29年度 H30年度 H31年度

項目

 ③　上・下水道の充実

避難所に指定する施設管理者（学校等）に備蓄倉庫整備について協議
した結果、設置場所がないとの回答であっため、整備に至っていない。

今後の
取組

100

50

50.0

93.0

H30年度 H31年度

H31年度

90.8 91.7

0 0

策定時 H28年度 H29年度 H30年度

補助金内示充当率が過少であった等の理由により、事業執行ができて
いない。

都市公園新制度のPark-PFIを用い都市公園の防災化を検討する。

H31年度

0 0

-

0 0

- E

-

A

63.0

24.5 22.4

- C

策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

実績値

達成率

達成状況
の分析

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成状況
の分析

今後の
取組

公共下水道水洗化率（％）

花いっぱい運動参加大字・自治
会団体の割合（％）

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目

実績値

達成率

達成率

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目

目標値

公園・緑地の整備状況に関す
る町民の満足度（％）

ＫＰＩ設定項目（単位）

ＫＰＩ設定項目（単位）

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値
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策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

2 6

28.1

-

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

35.0

 ⑥　防犯・交通安全の充実

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

県外プロモーション活動件数
（件）

ＡＥＤ設置貸与件数（件）

防犯カメラ設置件数（件）

町ホームページへのアクセス数
（トップページ）（件）

(２)本町への定住・転入の促進

 ①　タウンプロモーションの推進

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時

達成状況
の分析

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

330,906 323,966

達成率

目標値

実績値

達成率

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度

-

26.5

H30年度 H31年度

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

30.0

達成率

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度

- D

 ⑤　消防・防災の充実

例年参加している、コットンサミット（長野県）、みはまナビフェス（福井
県）、奈良県観光キャンペーン（東京都）に加えて、県主催の馬見ひま
わりウィークPR（大阪府）に参加したことが目標値の達成につながった。

今後の
取組

目標値は達成しているが、より一層のプロモーションに努めていく。

毎年アクセス数が増加するようホームページ内のコンテンツを増やすと
ともにアクセシビリティの向上に努める。

今後の
取組

依然としてアクセシビリティに課題があるため今後も継続して、住民が
見やすくアクセスしやすいホームページを目指していく。

H28年度は新たに4件設置し、目標値の達成に向けて順調に設置でき
ている。

今後の
取組

町内の各区・自治会にある公民館及び集会所等への設置数を増やし、
安心、安全な環境づくりを進める。

達成状況
の分析

H28年度時点で目標値の50％近く設置できているが、町内の公園等へ
の設置か所数はまだまだ少ないため増やしていく必要がある。

今後の
取組

町内で不特定多数の人が集まる場所や脅威事案の発生した場所への
防犯カメラ設置に向け取り組んでいく。

H30年度 H31年度

項目

4

380,000

30

-

2 4

- A

B

6 12

- C

20目標値

実績値

項目

達成状況
の分析

実績値

達成率

目標値

実績値

達成状況
の分析

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値
防犯体制に関する町民の満足
度（％）

交通安全体制に関する町民の
満足度（％）

ＫＰＩ設定項目（単位）

ＫＰＩ設定項目（単位）
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再生資源集団回収助成金

再生利用が可能な古紙等の集団回収活
動を自主的に行う団体に対し、助成金を交
付することにより、その活動の活性化を図
り、ごみの減量化と資源の有効利用に資
することを目的とする。
【実績】H28年度補助金額
　1,296,411円（35団体）

集団回収を行っていただく団体数が減
る流れになった場合、団体数を維持す
るための方策を検討・実施し、本町で
回収すべきごみの量を抑えていく。

クリーンセンター

 ②　環境衛生の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

家庭用生ごみ処理機等設置費
補助金

生ごみの減量化を促進するとともに、ごみ
に対する町民意識の向上を図るため、家
庭用生ごみ処理機器（処理機器）、家庭用
生ごみ自家処理容器（処理容器）又は家
庭用ＥＭ菌生ごみ処理容器（ＥＭ処理容
器）を設置する者に対して、予算の範囲内
において補助金を交付している。
【実績】H28年度補助件数
　処理容器9件、処理機器2件

クリーンセンターで処理する年間の生
ごみの着実な減量を目指していくため
に、年間約10件ずつの購入・補助金申
請のペースを維持する。

クリーンセンター

不法投棄監視カメラの導入 監視用カメラの設置により、不法投棄の抑
止に努めている。
【実績】累計カメラ導入台数 8台

引き続き、監視カメラの設置を行うこと
により、環境保全に努める。

生活環境課

クリーンキャンペーン

町内一斉清掃（クリーンキャンペーン）を年
2回実施し、美しい住みよい町にするため
の活動を展開した。
【実績】H28年度参加人数
H28年9月4日（日） 3,015名参加
H29年3月5日（日） 3,788名参加

引き続き、クリーンキャンペーンを行う
ことにより、美しい住みよい町づくりに
努める。

生活環境課

【主要な具体的事業の成果】

(１)住みよい美しい完全な環境づくり

 ①　環境保全の推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

３世代ファミリー定住支援件数
（件）

マイホーム借り上げ制度相談
件数（件） 達成状況

の分析

H29年3月に住民向けの「マイホーム借上げ制度説明会」を実施。その
後、個別相談を開催した。実施初年度かつ実施が年度末であったた
め、実績値は3件となった。

今後の
取組

H29年度は年3回説明会を開催の上、制度活用希望者に個別相談を実
施し、空き家等の利活用を進めていく。

達成状況
の分析

H28年12月に事業を開始し、対象をH28年12月1日以降に契約した住宅
としたため、H28年度は相談はあったものの対象となる方はいなかっ
た。

今後の
取組

H29年度になり徐々に申請や相談に来られる方が増えており、引き続き
事業を継続していく。H29年度支援件数 1件（H29.9.11現在）

-

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

-

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時

 ②　定住・転入施策の充実

D

- E

実績値

達成率

3

達成率

目標値

目標値

実績値

20

20

- 0
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 ⑤　消防・防災の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

感震ブレーカーの普及事業

開発事前協議において新築住宅に向けて
感震ブレーカー設置の協力を依頼してい
る。また、各防災訓練において、感震ブ
レーカーの普及ブースを設け啓発してい
る。

引き続き普及啓発を実施し、今後は既
存住宅や事業所に向けた啓発に注力
していく。

危機管理課

花いっぱい運動補助金

町内の各大字・自治会等に対し、草花や
園芸資材購入に要する経費について予算
の範囲内において補助金を交付し「花いっ
ぱいの美しいまちづくり」を推進している。
【実績】H28年度参加大字・自治会 11件

今後、区長・自治会長会総会での周知
や広報誌・ホームページでの周知を継
続して行っていく。

地域振興課

都市公園長寿命化修繕事業 H26年度作成長寿命化修繕計画に基づ
き、補助金を用いて修繕事業を実施中。

補助金による事業のため、進捗は内
示充当率に左右される。Park-PFIを用
い修繕整備を検討。

都市整備課

 ④　公園・緑地の保全
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

公園等管理業務
主にシルバー人材センターと委託契約し
管理しているが、高度な技術が必要な場
合は民間業者と個別に契約し管理を行っ
ている。

年々管理コストが嵩むため、Park-PFI
を用い管理の検討を行う。

都市整備課

下水道長寿命化対策
真美ヶ丘地区において、40年以上経過し
ている老朽化した下水道施設について、
長寿命化計画を策定して管更生及びマン
ホールの蓋取り替えを実施した。

H29年度にストックマネジメントの基本
計画を策定して、町全体の下水道施設
を中長期的な観点から老朽化の進捗
状況を考慮し、優先順位付けを行った
うえで、施設の点検・調査、修繕・改築
を実施する。施設整備課

重要給水施設配水管の整備

県水受水池の真美ヶ丘配水場を起点とし
て、災害時に重要な拠点となる避難所18
か所へ飲み水を輸送するための道路に、
埋設されている水道管の耐震管への布設
替を国の補助事業として実施している。

H28年度より5か年計画で、実施してい
る老朽管の耐震管への布設替として、
重要給水施設配水管の整備を引き続
いて進めて、管路の耐震化を図ってい
く。

施設整備課

 ③　上・下水道の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

下水道未整備区域の普及促進
生活環境の改善と広域的な公共水域の汚
濁防止等を図り、公衆衛生の向上のため
下水道事業を実施し、未整備区域の管渠
整備を行っている。

H29年度に下水道事業計画策定（認可
変更）を行い、未整備区域の整備を進
め、未水洗化家庭について接続促進を
図っていく。

施設整備課

ごみ分別ガイドの改訂

H15年発行のごみ分別ガイドブックの内容
を現状のごみの分別に合わせた内容に更
新し、ごみの減量化を図り、ごみと資源を
正しく分別することを目的とする。
【実績】H28年度印刷部数 15,000部

引き続き、町民の皆様にごみの減量・
分別を徹底していただけるように、広
報やホームページで、ごみ分別・減量
について、分かり易い内容で周知徹底
を行っていく。

クリーンセンター

 ②　環境衛生の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応
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(２)本町への定住・転入の促進
 ①　タウンプロモーションの推進

主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

県外において、本町の様々な魅力を発信
している。
【実績】H28年度実施件数 4件
・2016全国コットンサミット（長野県）
・奈良県観光キャンペーン（東京都）
・みはまナビフェス2016（福井県）
・馬見ひまわりウィークPR（大阪府）

目標値は達成しているが、より一層の
プロモーションに努めていく。

防犯カメラ設置事業 犯罪の発生しやすい場所へ防犯カメラを
設置している。
【実績】H28設置件数 12件

H29年度では、新たに3か所において
合計5台防犯カメラを設置予定であり、
今後も不特定多数の人が集まる箇所
や脅威事案のある箇所に設置すること
により犯罪抑止効果を高めていく。

危機管理課

タウンプロモーション事業

地域振興課
まちづくり推進課

危機管理課

防犯対策（青色パトロール）事
業 主に通学路を青色の回転灯を装備した車

を用いてパトロールを行っている。

引き続きパトロール活動を行い、今後
も安心、安全なまちづくりを目指してい
く。

危機管理課

都市公園長寿命化修繕事業実施に並
行して、防災公園機能整備について検
討するに当たり、民意を反映した整備
方法の検討を行っていく。

都市整備課

 ⑥　防犯・交通安全の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

 ⑤　消防・防災の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

避難所備蓄倉庫整備・備蓄事
業

各避難所（町内18か所）の備蓄倉庫の整
備及び備蓄品の配備をする事業。H28年
度時点での実績は、備蓄倉庫は未整備
で、備蓄品の配備はわずかとなっている。

既存倉庫の利活用について各機関と
協議したが、倉庫の面積に余裕がない
等の理由で実現していない。このた
め、有事の際、避難者に対して防災備
蓄品が必要不可欠であり、それを保管
する避難所備蓄倉庫が必要になる。今
後、打開策を検討していく。

危機管理課

ＡＥＤ設置貸与事業 公共の場所へＡＥＤを設置貸与している。
【実績】H28年度貸与件数 6件

今後も地域と連携し、公民館及び集会
所等誰もが何時でもＡＥＤを使用できる
公共の場所に設置することにより、安
心・安全な環境づくりを進めていく。

危機管理課

都市公園防災機能整備事業
H26年度に策定された都市公園長寿命化
計画に則り、公園施設の修繕・撤去・更新
に伴い、防災機能を付加した事業計画を
検討している。

交通安全施設整備事業

交通安全施設とは、道路利用者が安全に
通行するために設置する施設（道路標識、
カーブミラー、ガードレール、道路照明等）
であり、各種団体や地域の意見を伺いな
がら警察への上申や町での整備を進めて
いる。

今後も各種団体、地域と協議をし対応
していく。
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町内において3世代で同居、近居のために
転入する子育て世帯に対して補助金を交
付する事業。H28年12月に事業を開始した
こともあり、H28年度の事業実績は無し。

H28年度は契約日がH28年12月1日以
降の住宅しか対象にならないこともあ
り、実績は0件であった。しかし、H29年
度になり徐々に申請や相談に来られる
方が増えており、引き続き事業を継続
していく。併せて、事業の加速化を図る
ため効果的な周知を実施していく。

空き家利活用事業
住みかえの支援や空き家対策を目的に、
（一社）移住・住みかえ支援機構が住宅を
借上げて転貸する「マイホーム借上げ制
度」の説明会を実施している。

平成29年3月に1回目の「マイホーム借
上げ制度」説明会を開催し、10組の参
加者があった。そのうち3組の参加者
に対して、個別相談を実施。H29年度
は年3回の説明会を実施し、空き家等
の利活用を進めていく。

まちづくり推進課

３世代ファミリー定住支援事業

まちづくり推進課

 ②　定住・転入施策の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

広報事業

広報紙や町ホームページ等で行政情報を
分かりやすく丁寧に伝えるとともに、住民
が知りたい情報を発信できるよう努める。
【実績】H28年度町広報紙平均ページ数
24.2ページ

奈良新聞や奈良テレビ等の外部媒
体、フェイスブック等のＳＮＳの活用等
あらゆるメディアを通じて情報発信を行
い、町の魅力を発信に努めていく。

企画調整課

ホームページ管理事業

保守期限を迎えたこともあり、アクセス数
の向上を目指し、H28年5月にホームペー
ジのリニューアルを行った。
【実績】H28年度トップページアクセス数
　323,966件

依然としてアクセシビリティに課題があ
るため今後も継続して、住民が見やす
くアクセスしやすいホームページを目
指していく。

企画調整課

 ①　タウンプロモーションの推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応
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【H28年度　総合分析】 （対象期間：H28.4.1　～　H29.3.31）

まちづくり政策監による基本目標の達成に関する事業の評価

　全体的に問題となる施策は無いが、この分野は住民の注目度も高い分野であり、一層
の効果的施策の推進が求められる。

　子育て支援で、利用者支援事業実施箇所については、目標値が「1」ということもあ
り、早急に具体的実現に向けて協議を進めることが必要と考える。

＜基本目標２＞　結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり

　結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援、子育てと仕事の両立支援や教育ブラン
ド力の向上等に取り組み、広陵町における出生数の増加を目指すことで、長期的に生産
年齢人口の減少と将来的な年少人口の減少を克服する必要があります。

 数値目標：

　出生数の増加 　： 現状値268人 目標値5年間で1,400人

　合計特殊出生率 ： 現状値1.34　目標値1.50

 基本的方向：

○

○

○

結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を行うため、関係機関・関連部署間
の連携の強化

子どもを生み・育てる希望を実現させるための地域ブランド力の向上

未来を託す“人財”の育成を図り、子育て施策と一体となった「教育環境のま
ち」としての確固たる教育ブランド力の確立

検証委員会所見

・農業振興について、農業塾では新規就農に関し、資金繰り等の講義は行っていない。
今後、新規就農者に対して資金面、技術面の両方での支援が必要になるのではないか。

・「雇用対策の推進」について、広陵町と香芝市の合同ハローワークで就職セミナー
を開催したが、集客は少なかった。広陵町の企業でミニ面接会を行っていければと考
える。
・「創業支援者数の内新規創業者数」は達成率０％。創業助成金等の資金面の検討や、
周辺自治体等の商工会等と連携してみてはどうか。

・「地域ブランドの創出」の靴下の地域ブランドについて、今後は企業を応援する体制
を作ることが大切である。

・今後は、広陵町のまちづくりの重点ポイントを検討して取り組む必要があるのではな
いか。
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達成状況
の分析

地域や参加者の声を反映し、開催回数を増やした。広報等の周知よ
り、口コミで参加者が増えている印象。

今後の
取組

今後、地域の集会所、公民館などの利用を促進し、関心の少ない人へ
のアプローチを強化するとともに、地域で健康づくりに取り組む支援を
実施していく。

今後の
取組

今後、平成30年度からは新規開園の広陵北かぐやこども園においても
一時預かり事業を実施し、さらなる利用者の拡大を図っていく。

- A

達成状況
の分析

幼稚園での預かり保育事業において、基本的に全ての開園日で預かり
を実施していることが、目標値の達成につながった。

一時預かり事業年間延利用者
数（人）

目標値 9,600

実績値 470

今後の
取組

今後、妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や支援をワンストップ
で行い、全ての妊婦の状況を継続的に把握することで、妊婦をとりまく
環境の包括的支援を実施していくことでKPIの達成を目指していく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成率 - B

H31年度

地域巡回型健康教室「広陵元
気塾」延参加者数（人）

目標値 1,500

実績値 360 1,239

達成率 - B

H31年度

妊婦教室（パパママクラス）参
加者数（組）

目標値 60

実績値 49 42

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成状況
の分析

妊娠届出時に案内と、申込みのない初妊婦に電話勧奨を実施。更に、
妊娠届出時にアセスメントを行い、運営方法を検討し妊婦に勧奨する。

達成率 -

H31年度

医療体制に関する町民の満足
度（％）

目標値

実績値 23.5

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

25.0

11,100

達成率

 ②　子育て支援の充実
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

-

H31年度

保健サービス提供体制に関す
る町民の満足度（％）

目標値

実績値 41.7
町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

43.0

達成率

基本目標の達成に向けた今後の方向性

　達成率が0％となったＫＰＩは、「利用者支援事業実施か所数」である。

　利用者支援事業は、子育て家庭や妊産婦が、子育て等における関係機関を円滑に利用
できるように、身近な場所での相談や情報提供といった必要な支援を行うとともに、関
係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行うものである。
　本町ではH29年度から先行して、保健センターが主体となり利用者支援事業（母子保健
型）を実施している。今後は、子ども支援課と保健センターとの共同で当該事業の実施
に向け取り組みを進めていく。

　その他のＫＰＩについては、目標値の達成に向けて、概ね順調に進んでおり、戦略年
度内における目標値以上の実績を達成するために、より効果的な取り組みを推進してい
く。

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況】 達成率
A：100%以上　B：75%程度
C：50%程度　 D：25%程度　E：0%(１)いきいき健康・福祉のまちづくり

 ①　スマートウエルネスシティの推進
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度
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 ②　子育て支援の充実

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

達成率 -

- A

達成状況
の分析

広報での募集やボランティア間の口コミによる依頼等が功を奏し、目標
値達成に結びついた。

学校支援ボランティア登録者数
（人）

目標値 130

実績値 118 132

達成率

今後の
取組

現行の登録者数を増やし、事業をさらに充実させるために、広報等で
募集する。また、各校に一人設置されているコーディネーターの増員を
検討していく。

(２)文化の薫り高いまちづくり

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

達成率 -

 ①　学校教育の充実

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

子育て支援体制に関する町民
の満足度（％）

目標値

実績値 24.6
町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

30.0

H31年度

利用者支援事業実施か所数
（か所）

目標値 1

実績値 0 0

達成状況
の分析

H28年度時点では、実施に向けての協議段階であったため、未実施と
なっている。

今後の
取組

H29年度から保健センターにて母子保健型として実施している。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成率 - E

H31年度

放課後児童育成クラブ登録者
数（人）

目標値 490

実績値 311 370

達成状況
の分析

年度当初の登録希望者は実績値のとおりであるが、長期休業期間中
に登録者が増える傾向にある。

今後の
取組

年間を通して登録希望者を受け入れるため、新たな施設の確保に努め
るとともに、H29年度から閉所時間を6時から6時30分に延長し、登録者
のさらなる利便性向上に努めていく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成率 - B

H31年度

地域子育て支援拠点事業実施
か所数（か所）

目標値 5

実績値 2 3

達成状況
の分析

新たな拠点として、エコールマミ内で香芝市が行っている「マミつどいの
広場」を広域連携事業として実施した。

今後の
取組

今後も内容の充実をはかり、気軽に集える場所として、多くの方に参加
していただけるように努めていく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成率 - C

達成率 - A

H31年度

保育所入所待機者数（人）

目標値 0

実績値 0 0

達成状況
の分析

年度当初は利用調整の結果、待機者0人とすることができたが、年々保
育需要は高まっているため、現状値を維持していくための取り組みが
必要となる。

今後の
取組

認定こども園の開園以外にも小規模保育事業等を検討し、さらなる保
育の受け皿の確保に努めていく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

学校教育環境に関する町民の
満足度（％）

目標値

実績値 42.6
町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

50.0
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 ①　学校教育の充実

- B

達成状況
の分析

蔵書数も最大収納冊数に近づき、利用者も定着し近年の貸出冊数は
横ばい状態である。図書館の利用形態に変化が見られるのが要因の
一つと考えられる。図書館に本を借りに来館するというより、長時間滞
在し、図書館で新聞や雑誌を閲覧する滞在型の利用者が増えている。
また開館後20年という利用年数から、汚・破損した図書も増え、美しい
状態の図書ばかりでない事も貸出利用の伸びない一因ではないかと推
測される。

図書館の貸出冊数（冊）

目標値 550,000

実績値 486,291 477,363

達成率

H30年度 H31年度

中央公民館利用者数（延べ人
数）

目標値 35,000

達成率 - A

実績値 35,783 36,087

H28年度から3年計画で洋式率50％を目指しており、H29年度は、小学
校10基、中学校4基の設置を予定している。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

体力・運動能力の向
上（ソフトボール・ハ
ンドボール投げ）
（ｍ）

男子

目標値 22.04

今後の
取組

達成率 - A

達成状況
の分析

体力テストの結果を基に授業改善を行うとともに、町の児童生徒の投
力に焦点をあて、投力に特化した運動を取り入れ、遊び時間には、ドッ
ヂボールなどによる飛距離を競うなどを行った。また、県教委の指導主
事を招き授業改善にも取り組んだことが目標値の達成に結びついた。

今後の
取組

 ②　生涯学習の推進
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度

実績値 21.06 22.61

他の体力テスト項目で全国・県平均に劣っているものもあるため、今
後、全ての項目で目標値を設定し、その目標値をクリアするための取
組を各小学校に推進していく。

女子

目標値 13.40

実績値 12.40 13.81

達成率 - A

- B

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

小・中学校の洋式トイレの整備
率（％）

目標値

達成状況
の分析

H28年度は設置数を減らさず和式から洋式へ変更したが、今後設置ス
ペース等の事情により設置数を減らすことも検討する必要がある。

50.0

実績値 34.0 37.0

達成率

達成状況
の分析

年間事業計画に基づき、様々な教室や講座、講習会などを実施し、ま
た、日本の伝統文化や芸術に直接触れ体感できる「参加体験型教室」
も文化祭期間中に実施したことが目標値の達成に結びついた。

今後の
取組

今後、利用者の高齢化・固定化などの課題に対応し、他の部署と連携
しながら、幅広い年齢層を対象とした事業を展開していく。

今後の
取組

今後も引き続き安定した貸出冊数を継続できるように、利用者ニーズの
把握に努め、興味深いテーマでの行事開催や新鮮な図書を提供してい
く。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
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保健センター

健康増進事業

高齢社会の到来に備え、壮年期からの健
康づくりと生活習慣病の予防、早期発見・
治療を図るとともに、高齢者が介護を要す
る状態に陥ることを予防することなどを主
眼とした保健事業の実施。
【実績】H28年度各事業実施者 1,787人

広陵町健康増進計画に基づき、推進、
評価していく。

保健センター

がん検診推進事業

がん検診の受診促進を図るとともにがん
の早期発見と正しい健康意識の普及啓発
を図る。
【実績】H28年度全がん検診受診者数
5,023人

国、県の事業を活用することで、効率
の良い受診率向上を目指すとともに、
住民の活力によるがん検診推進を図
る。

地域巡回型健康教室「広陵元
気塾」

校区ごとにテーマを決め、運動、栄養など
健康づくりに役立つ取組の啓発、生活習
慣改善を促し、教室参加をきっかけに自ら
が健康づくりに取り組む人が増えるよう啓
発を行っている。
【実績】H28年度参加者数 1,239人

今後、地域の集会所、公民館などの利
用を促進し、関心の少ない人へのアプ
ローチを強化するとともに、地域で健
康づくりに取り組む支援を実施してい
く。

保健センター

保健指導、健康診査などにより、母性並び
に乳児及び幼児の健康の保持及び増進
を図る。
【実績】H28年度対応者数 1,396件

子育て支援担当や医療機関と連携し、
支援を必要としている人へ切れ目のな
い支援体制を構築することが必要であ
る。

保健センター

妊婦健康診査事業

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の
軽減を図るため、必要な回数（14回）の妊
婦健康診査が受けられるよう一部公費負
担を実施。
【実績】H28年度実施者数 268人

医療機関との連携を図り、必要な妊婦
に対し、精神的な健康保持に留意し、
不安や悩みの解消が図れるようにす
る。

保健センター

生後４か月までの乳児のいるすべての家
庭を訪問し、子育て支援の情報提供等、
親子の心身の状況や養育環境等の把握
や助言、支援が必要な家庭に対しては適
切なサービス提供につなげる。
【実績】H28年度実施者数 272人

乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ機
会とし、地域の関係組織や団体などと
の連携を図り情報提供することによ
り、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の
健全な育成環境の確保を図る。

こんにちは赤ちゃん事業

母子保健事業

【主要な具体的事業の成果】

(１)いきいき健康・福祉のまちづくり

 ①　スマートウエルネスシティの推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

達成率 -

歴史的遺産の保存・活用の状
況に関する町民の満足度（％）

目標値

実績値 46.3
町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

48.0

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

保健センター

H28年度

文化展覧会参加者数（人）

目標値 2,200

実績値 2,027 1,978

今後の
取組

今後は出展者の高齢化・固定化などの課題に対応し、関係機関の連携
を図りながら、より一層の文化・芸術活動の充実を目指していく。

- B

達成状況
の分析

平成28年度は目新しい事業が無くほぼ横ばい状態となったが、平成29
年度は同時開催の国民文化祭参加者による増加が見込める。

達成率

H29年度 H30年度 H31年度

 ③　文化芸術の振興と文化財の保存・活用
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時
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 ①　スマートウエルネスシティの推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

延長保育事業

各保育所にて、保護者等の就労実態等に
応じて、保育認定を受けた時間を超えて
利用できる事業。
【実績】H28年度実施実績
町内全保育所で実施

今後とも継続実施予定である。

子ども支援課

子育て短期支援事業

保護者の病気等で社会的事由により家庭
での子どもの養育が一時的に困難になっ
た時に、乳児院や児童養護施設で短時間
子どもを預かる事業。本町では町内に当
該事業を実施している施設がないため、
県内各所にある施設と契約を結んでい
る。近年利用実績は無い。
【実績】H28年度契約施設数
・乳児院 2か所　・児童養護施設 4か所

実績はないものの、常に受入可能の
対策をとるため、施設との継続契約を
予定している。

子ども支援課

子育て世帯移住・定住促進事
業

地方創生推進交付金事業を活用し、子育
て世帯をターゲットとした移住・定住ガイド
の作成した。また、町単独事業として、3世
代ファミリーで同居・近居する世帯への補
助金を支給している。

図書館内にカフェを設置し、移住定住
コンシェルジュがワンストップ窓口とし
て、各種相談を受け付けたり、町の魅
力を発信するイベント開催などを行っ
ていく。

病児・病後児保育事業

保険年金課

15歳到達年度末までの子どもを養育して
いる者に対し、その医療費の一部を助成
し、子どもの健康の保持及び福祉の増進
を図ることを目的として実施している。
【実績】H28年度給付額 99,314千円

福祉医療費については、償還払い方
式による給付であるが、子ども医療費
のうち、未就学児については、県下統
一で現物給付化に向けての勉強会が
開催されている。早期実現に向け、今
後も県と連携を図っていく。

子ども医療費助成事業

病児については、土庫こども診療所病児
保育園「ぞうさんのおうち」、病後児につい
ては、馬見労祷保育園で実施している。
【実績】H28年度利用実績
病児保育事業 119名
病後児保育事業 11名

病児保育事業に対しては、病院内施
設であり、疾病中でも対応可能で、住
民ニーズが高いものと思われる。病後
児保育事業については、治りかけであ
り、本人の体力の状態に応じたもの
で、入所希望者が少ないものである。
今後も、住民ニーズを鑑み、対応して
いく予定である。子ども支援課

まちづくり推進課

不妊治療の助成事業
不妊治療によって子どもを望む夫婦の経
済的負担を軽減するため、医療保険が適
用されない特定不妊治療に要する費用の
一部を助成。（奈良県が実施）

一般不妊治療等による、経済的な負
担の軽減を図る事業の検討。

保健センター

 ②　子育て支援の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

歩くまちづくり・自転車を活用し
たまちづくりの推進 補助事業の交通安全事業を用い歩道整

備を実施している。

継続して事業を実施していくが、補助
金による事業のため、進捗は内示充
当率に左右される。

食育推進事業 食育に関する施策を総合的かつ計画的に
推進する。

広陵町食育推進計画に基づき、推進、
評価していく。

保健センター

都市整備課

若年者健康診査事業

20歳から39歳までの住民に対する、生活
習慣病予防のための健康診査。女性には
希望で「乳房エコー検診」と「子宮頸がん
検診」を同時実施。
【実績】H28年度健康診査受診者数 302人

健康診査の結果、すでに生活習慣病
や予備軍である人の割合が多いこと
から、将来的に重篤な疾患に陥らない
ための対策の実施。

保健センター
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 ②　子育て支援の充実
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

今後の課題・対応

地区公民館・集会所修繕補助
事業

地域住民のコミュニティ活動の場として、
大字及び自治会が維持管理する集会所
及び公民館の修繕費について、補助金を
交付している。
【実績】H28年度補助金額
　2,821,804円（12件）

今後、施設の老朽化に伴い改修費用
が増加することが考えられるため、地
元との計画的な協議を行っていく必要
がある。

 ③　文化芸術の振興と文化財の保存・活用
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

町文化祭事業

蔵書図書の購入事業 必要な最新の情報を収集し,新鮮度の高
い図書を購入している。
【実績】H28年度購入冊数 9,002冊

今後も引き続き安定した貸出冊数を継
続できるように、利用者ニーズの把握
に努め、興味深いテーマでの行事開
催や新鮮な図書を提供していく。

図書館

中央公民館講座・教室主催事
業

住民の学習意欲に対応したものや、各世
代のニーズに即したものとして、31の講座
及び教室を開催している。
【実績】H28年度受講者数 1,277人

今後も引き続き、地域のニーズに合わ
せた魅力ある各種教室・講座を展開
し、生涯学習の推進を図る。

中央公民館

生涯学習課

主な取組・担当課 内容・実績

内容・実績 今後の課題・対応

中学校給食施設整備事業 広陵町・香芝市で共同調理場を建設し、
各中学校に配膳室を整備した。H28年9月
から給食の提供を開始している。

施設に対する定期点検を実施する。安
心安全給食の徹底を図り、おいしい給
食の提供に努める。

保育コンシェルジュの設置

利用者支援事業として、子どもの保護者
等が保育施設等を利用するための、情報
収集や相談・助言等を行うとともに、関係
機関との連絡調整等を実施し支援を行う
もの。H28年度時点では未設置となってい
る。

H29年度から保健センターが利用者支
援事業（母子保健型）を実施しており、
今後、共同実施に向けて、取り組みを
進めていく。

子ども支援課

(２)文化の薫り高いまちづくり

教育総務課

 ①　学校教育の充実
主な取組・担当課

生涯学習課

住民の文化・芸術活動の振興を図るた
め、毎年11月3日の文化の日の前後に開
催している。
【実績】H28年度町参加者数　約3,581人
・文化展覧会芳名録記入者 1,978人
・公民館活動発表会出演者 約260人
・スタンプラリー参加者 978人
・子供映画鑑賞会参加者 365人

文化展覧会やイベント参加者の高齢
化・固定化などの課題に対応し、関係
機関の連携を図りながら、より一層の
文化・芸術活動の充実を目指してい
く。

ＩＣＴ教育備品の整備

各小中学校のパソコン教室に40台のパソ
コンを設置している。ＩＣＴ教育の充実のた
めに無線ＬＡＮの整備等を検討している
が、公共施設の整備計画等やセキュリティ
対策等検討課題があり具体的な整備には
至っていない。

公共施設の整備計画や課題を念頭
に、教育環境の充実に努める。

教育総務課

相談窓口の充実 県のスクールソーシャルワーカー派遣事
業を利用し、月2回程度各学校を訪問し相
談業務にあたっている。

さらなる相談業務充実のために、県の
生活支援アドバイザー派遣事業をお
願いし、町についても、学校生活アド
バイザーを派遣予定である。

学校支援室

 ②　生涯学習の推進
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歴史資料館の検討
H27年度に基本設計書が完成し、歴史資
料館整備検討委員会から答申が出された
が、実施設計に至っていない。公共施設
総合管理計画と整合させながら進める。

文化財保存センターの所蔵する出土
遺物をデジタルアーカイブとしてホー
ムページにアップロードしていく。

文化財保存課

特別史跡 巣山古墳史跡等・登
録記念物・歴史の道保存整備
事業

H12年度から巣山古墳の現地発掘調査及
び整備、出土品の保存を実施している。
【実績】H28年度整備範囲
　発掘調査 460㎡
　護岸工事 墳丘 34m、外堤 54m

護岸工事終了後は外堤園路を馬見丘
陵公園路と接合させ、ジョギングや散
歩、イベント会場として活用を図る。

文化財保存課

 ③　文化芸術の振興と文化財の保存・活用
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応
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＜基本目標３＞　活力あふれるまちづくり

　まち・ひと・しごとの創生にあたっては、まず、「しごと」と「ひと」の好循環を確
立することが重要です。潜在的な労働力の掘り起こしや働く希望と雇用の場をつなげ、
広陵町の特色ある地域資源を活用して地域経済の好循環を生み出し、地域の活性化をめ
ざす必要があります。

 数値目標：

　町内事業所従業者数 ： 現状値8,725人（H24） 目標値9,000人

　付加価値額　　　　 ： 現状値247億円（H24） 目標値270億円

 基本的方向：

○ 特色ある地場産業と観光振興、地域資源の活用などによる雇用の創出と企業支援

検証委員会所見

・「婚活事業」を実施してみてはどうか。男女の出会いの場や機会の提供をもっと豊富
に揃え、子育てのしやすい環境を作る以前に、必要となる条件や環境を整えることが大
事。大阪のブライダル事業者と連携してみてはどうか。

・小さなコミュニティづくりについて、地域で子どもを見守る仕組み作りとして、行政
の施策だけではなく、民間のＮＰＯ等との繋がりやネットワークを作る支援をするべ
き。

・特別な支援を必要とする子どもたち（発達障害等）に対するものをＫＰＩとして入れ
るべき。

・魅力を感じる施策を発信するための広報戦略をもっと考えるべき。

・町歌を覚えるなど身近なものを活用し、広陵の魅力と温かみを出していけないか。
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　農業振興についてはＫＰＩの目標達成は可能と判断されるが、本町の農業振興策につ
いて大きな方針のもと具体的施策展開が求められる。
　H29年度に検討を着手したところであり、年度内に方向性を固めることとしたい。

　商工業についても単にＫＰＩの目標達成にこだわるのではなく、本町の商工業者に
とって真に必要で効果的な施策を検討することが必要である。

　観光、雇用対策について、本町は周辺市町村と比較してアドバンテージが無く、難し
い面はあるが、ユニークなプロモーション展開により、潜在的観光ニーズの発掘や、
しっかりとしたマーケティング戦略の策定が必要である。

　創業支援対策は遅れているので、H29年度後半から抜本的なテコ入れを行っていくこと
とする。

　企業誘致は箸尾準工業地域の開発計画を具体化させることが中心施策になると考え
る。

　都市整備全般について再整理が必要であり、進め方や民間活用について議論を深めて
いくこととする。

　町のホームページは抜本的な見直しが必要であり、ＫＰＩの目標達成のみにこだわる
のではなく、アクセスし易く、見やすく、理解しやすいものに変える必要がある。

基本目標の達成に向けた今後の方向性

　達成率が0％となったり、目標値を大きく下回ったＫＰＩは、「創業支援者数の内新規
創業者数」、「かぐや姫まつり来場者数」である。

　創業支援とは、町商工会及び県よろず支援拠点が実施する創業塾の受講者をはじめと
する創業希望者を、個別相談窓口でフォローアップを行い、創業に必要となる要素に応
じて、町内金融機関をはじめ、各支援機関との連携により情報を共有しながら創業者を
支援していく制度である。
　「創業支援者数」のＫＰＩは達成率が70％近く、新規創業への意識も高いが、新規創
業希望者の年齢や、創業場所の確保等の課題から、H28年度は創業塾を通じて創業に至ら
なかった。
　今後、地方創生推進交付金を活用して、グリーンパレス内にコワーキングスペースを
整備するなど、創業支援のメニューを充実させることで、新規創業者の増加に向け取り
組んでいく。

　かぐや姫まつり来場者数の実績値に関しては、H28年度は天候に恵まれなかったことも
あるが、これまでとは違った取り組みをイベントに取り入れることで、今後、来場者数
の増加を図っていく。

【H28年度　総合分析】 （対象期間：H28.4.1　～　H29.3.31）

まちづくり政策監による基本目標の達成に関する事業の評価
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183

達成率

今後の
取組

中小企業・小規模事業アンケート調査結果の分析及び「広陵町の地域
活性化をめざす中小企業等検討会」を引き続き行い、町内産業の活性
化について取り組んでいく。

- C

達成状況
の分析

これまでの農業塾の修了生は既に農地を所有している方が多かったた
め、新規農地取得者が限られた。

今後の
取組

今後、農業塾の修了生などに対し積極的に農地の斡旋を行っていく。

農業塾　塾生者数（人）

目標値 15

実績値 7 11

達成率 - B

達成状況
の分析

公開講座の実施により知名度を上げたほか、新規就農希望者に限ら
ず、稲作農家だが新たに野菜類の栽培を学び、販売していきたい方の
入塾を受け入れることで、塾生の増加につなげた。

今後の
取組

今後、広報誌・ホームページでの周知を行うとともに、就農に関し窓口
へ相談に来られる方には農業塾を紹介し、入塾・聴講を促す。塾生・聴
講生の募集だけでなく、農業塾での活動風景等の広報も行っていく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

年間新規就農者数（農地取得
者）（人）

目標値 8

実績値 4 3

達成率

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況】 達成率
A：100%以上　B：75%程度
C：50%程度　 D：25%程度　E：0%(1)　活力あふれる産業づくり

 ①　農業の振興

達成状況
の分析

空きテナントに新たに事業所が入っているところもあり、商業、工業とも
に、事業所数は微減となっている。

事業所数（事業所）

商業

工業

達成率 - B

 ②　商工業の振興
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値 250

- B

実績値 247 244

目標値 200

実績値 185

認定農業者数（人）

目標値 20

実績値 10 15

達成率 - B

達成状況
の分析

認定取得希望者に対し、認定対象となる農業経営改善計画の作成を
支援し、スムーズな認定取得につなげた。

今後の
取組

今後、広報で周知し地域農業の担い手となっている農業者に申請を促
す。また、認定新規就農者に対して円滑に認定農業者へ移行できるよ
う周知を行っていく。
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H30年度 H31年度

目標値 550

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度

文化財ガイド案内件数（件）

目標値 47

実績値 17 34

達成率 - B

達成状況
の分析

H28年度は34件、1,518人の見学者を案内し、前年度比で見学者数は
337人増加した。増加の理由として、例年よりもリピーターが増えてお
り、文化財ガイドの日頃の努力によるものと考えられる。

今後の
取組

今後、奈良県観光ボランティアガイド連絡会と連携した広陵町文化財ガ
イド主催の歴史ウォークを実施していく。H29年度は、奈良新聞主催の
「しんきん大和路健康ウォーク」での案内を予定している。

従業者数（人）

商業

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

達成状況
の分析

商業の従業者数は、事業所数の微減に伴い、減少している。しかし、工
業では、事業所数は減っているものの、従業者数は増加しており、靴下
やプラスチック産業で、受注の増加等に伴い、雇用の拡大があることが
背景として伺える。

今後の
取組

中小企業・小規模事業アンケート調査結果の分析及び「広陵町の地域
活性化をめざす中小企業等検討会」を引き続き行い、町内産業の活性
化について取り組んでいく。

ＫＰＩ設定項目（単位）

かぐや姫まつり来場者数（人）

40,000

実績値 30,000 11,960

達成率 - D

今後の
取組

今後は、各種物産展を幅広く展開し、H29年度は、国民文化祭との共催
により、舞太鼓あすか組・広陵金明太鼓が共演するなど、従来とは違っ
た取り組みをイベントに取り入れていき、集客を図っていく。

項目 策定時 H28年度

達成率 - B

目標値 2,500

実績値 2,402 2,500

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値 1,500

実績値 1,460 1,442

達成率 - B

実績値 481 474

今後の
取組

今後、広報への求人情報の掲載やハローワークと連携しながら、求人
情報の斡旋を行っていく。

今後の
取組

今後も必要に応じて、ハローワーク等から依頼される就職情報を掲載
していく。

達成率

ハローワークを通じた年間雇用
者数（人） 達成状況

の分析

多くの雇用者が、ハローワークの斡旋によって生まれているのも、求職
者がハローワークに対して高い意識をもって相談をされていることがう
かがえる。

達成状況
の分析

町内および周辺自治体への雇用・就業促進を図るため、定期的に広報
紙で情報発信を行う。

広報による就職情報提供回数
（回）

- A

目標値 6

実績値 3 10

H30年度 H31年度

H29年度 H30年度 H31年度

目標値

達成状況
の分析

目標値を大きく下回ったのは、H28年度の開催時には、2日目が悪天候
であったことも考えられる。

工業

達成率 - A

 ②　商工業の振興

 ④　雇用対策の推進
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度

 ③　観光・交流の振興
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企業立地奨励金制度対象企業
数（件）

目標値 8/累計

実績値 1 3/累計

達成率 - C

達成状況
の分析

立地希望の企業に対して、県と一体となりワンストップ窓口として、対応
していることが結果につながったと考える。

今後の
取組

今後も引き続き、企業誘致のためのPRを継続していく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

0

市街地の整備状況に関する町
民の満足度（％）

実績値 19.5

目標値

 ②　市街地の整備

-達成率

今後の
取組

農用地の除外だけでなく、地域における農業振興の取組に応じた編入
についても検討していく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成状況
の分析

宅地や事業用の駐車場及び資材置場への農用地の転用が進んでい
る。

H31年度

達成率 - B

農業振興地域農用地面積（ha）

目標値 365

実績値 365 364.7

(2)　さらなる発展への基盤づくり

 ①　計画的な土地利用の推進

今後の
取組

今後、地方創生推進交付金を活用し、グリーンパレス内にコワーキング
スペースを整備するなど、創業支援のメニューを充実させていく。

 ⑥　企業誘致による地元雇用の確保

達成状況
の分析

創業意識は高いが、新規創業希望者の年齢や、創業場所の確保等の
課題があって、H28年度、創業塾を通じて、創業に至ったケースはな
かった。

創業支援者数の内新規創業者
数（件）

目標値 7

実績値 -

達成率

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

- E

- B

達成状況
の分析

目標値には若干届かなかったが、支援した方々は、境遇は異なるも、
新規創業への意識が高く、創業塾を通じて商工会に経営のノウハウな
ど必要な知識について相談している。

創業支援者数（件）

目標値 35

実績値 - 24

達成率

今後の
取組

引き続き、町商工会と連係しながらホームページや広報等で、町商工
会及び県よろず支援拠点が実施する創業塾について周知を図ってい
く。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

20.0

 ⑤　創業の支援
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ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

町ホームページへのアクセス
数（トップページ）（件）
【再掲】

目標値 380,000

実績値 330,906 323,966

達成率 - B

情報環境に関する町民の満足
度（％）

目標値

実績値 14.6

達成率 -

達成状況
の分析

毎年アクセス数が増加するようホームページ内のコンテンツを増やすと
ともにアクセシビリティの向上に努める。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目

今後の
取組

依然としてアクセシビリティに課題があるため今後も継続して、住民が
見やすくアクセスしやすいホームページを目指していく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

地域公共交通の状況に関する
町民の満足度（％）

目標値

実績値 14.8

達成率 -

20.0

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

路線バスの状況に関する町民
の満足度（％）

目標値

実績値 16.0

達成率 -

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

20.0

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

道路の整備状況に関する町民
の満足度（％）

目標値

実績値 37.7

達成率 -

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

40.0

広陵元気号利用者数（人）

目標値 27,000

実績値 24,670 37,954

達成率 - A

達成状況
の分析

H28年4月に従来の2路線から3路線に拡大し、10月に運行ダイヤ等を
見直し、本格運行を開始したことにより、利便性が向上したことが目標
値の達成につながった。

今後の
取組

今後は、過度に自家用車に頼った生活から賢く公共交通を利用する生
活への転換を促すモビリティ・マネジメント等を積極的に推進すること
で、利用促進に努めていく。

ＫＰＩ設定項目（単位） H30年度 H31年度

達成状況
の分析

県、国の補助金を用いているため、応募期間が短期間であり、過少な
件数と考える。通年の応募であれば件数が増大すると思える。

- B

-

今後の
取組

 ③　住宅施策の推進

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

住宅施策の整備状況に関する
町民の満足度（％）

目標値

実績値 21.8

達成率

25.0

項目 策定時 H28年度 H29年度

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

今後も引き続き、耐震診断の受診を呼びかけると共に、診断結果が基
準値を下回った建築物に対して、積極的に耐震改修を促していく。

民間住宅耐震改修支援件数
（件）

目標値 10

実績値 3 8

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

20.0

町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

 ④　道路・交通網の充実

 ⑤　情報化の推進

達成率

H31年度

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時

ＫＰＩ設定項目（単位）
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農産物マルシェ、アンテナショッ
プの検討

町産農産物を販売する道の駅や地産地
消レストランの誘致に向けた素地作りを
行っている。また、地域の祭り等で直売所
が出店し、地元農産物の販売をしている。

企業誘致に関しては、まちづくり推進
課と連携して行っていく。地域の祭り等
での農産物販売を促進し、既存の町
営の直売所の運営改善に向けた検討
を行っていく。

地域振興課

中小企業債務保証料補助金

本町に在住の個人若しくは事業所を有す
る法人で6か月以上同一の事業を継続し
て営なみ、特定の融資機関から資金を受
ける中小企業者に対して補助を行ってい
る。H25年度に申請を受けて以降、3年間、
実績が無しとなっている。

中小企業基本条例制定の検討会など
でも意見を伺い、町内金融機関とも交
えて、方向性について早急に検討する
必要がある。

地域振興課

今後の課題・対応

中小企業地域振興基本条例の
検討

中小企業地域振興基本条例制定の検討
会をH28年度から行い、奈良県中小企業
家同友会、広陵町商工会、奈良女子大
学、畿央大学など関係団体を交えて、中
小企業を活性化するための施策について
検討しており、H28年度中にアンケート調
査を行った。

アンケートの結果を踏まえ、町でこれ
からやっていくべき施策等を検討し、
実現していく。

地域振興課

住宅リフォーム補助金事業

町内の登録業者で施工する、20万円以上
の通常のリフォーム工事に対して助成（最
大10万円）を行っている。H27年度までは、
申請件数が減少傾向であったが、H28年
度以降は増加に転じている。
【実績】H28年度補助金額
　1,266,000円（14件）

今後も引き続き、ホームページや広報
活動を積極的に行う必要がある。

地域振興課

地域ブランドの創出 町として靴下のロゴマークを新たに作製
し、地域ブランドの創出を図っている。

ロゴマーク作製を契機に、本町の靴下
生産技術のPRに努める。また、農業面
でも、広陵ブランドを創出していくため
に、なすやいちごの他、広陵でとれた
野菜の地域ブランド化も検討していく。

地域振興課

 ①　農業の振興
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

広陵町農業塾の開講

農業塾では栽培技術や農業経営について
座学と圃場で実習を行っており、2年間の
研修の後、3年目から本格的な就農準備
の協力をしている。
【実績】H28年度塾生者数 11人

今後、広報誌・ホームページでの周知
を行うとともに、就農に関し窓口へ相
談に来られる方には農業塾を紹介し、
入塾・聴講を促す。塾生・聴講生の募
集だけでなく、農業塾での活動風景等
の広報も行っていく。

地域振興課

地元企業支援事業 商工会を通じ、町内で事業を行う商工業
者に対して補助金を交付している。

中小企業基本条例制定の検討会など
でも意見を伺い、町内で必要な起業支
援事業を洗い出し、官民共同で実施し
ていく。

地域振興課

地域振興課

 ②　商工業の振興
主な取組・担当課 内容・実績

【主要な具体的事業の成果】

(1)　活力あふれる産業づくり

農産連携支援事業
地場産品振興対策の一環として、靴下の
原料である綿花の栽培を促進するため、
農地バンクに登録されている農地等を、町
内の靴下製造企業に紹介している。

引き続き靴下製造企業へ農地の紹介
を行っていくとともに、個人経営者への
綿栽培の促進についても対策を行って
いく。また、町内で栽培された綿花を利
用した靴下のＰＲ活動を行っていく。
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町内雇用の促進 地元企業の求職状況やハローワークの求
人倍率を検証し、企業説明会にかかわる
パンフレット等を窓口に設置している。

町内で行う企業説明会の開催是非
や、開催場所等も大学及び商業店舗、
事業者とも協議を重ねたい。

地域振興課

勤労者福祉の充実
勤労者の雇用形態の現状を、中小企業振
興基本条例検討会で実施したアンケート
結果等も踏まえた上で、有効な施策を実
施する。

企業の職場環境や、福利厚生の向上
のために、商工会等と連携していく。

地域振興課

今後の課題・対応

かぐや姫まつり事業
地域住民にふれあいの場を提供するとと
もに、多くの人々が訪れる魅力ある祭りを
官民協働で企画・開催している。
【実績】H28年度来場者数 11,960人

今後は、各種物産展を幅広く展開し、
H29年度は、国民文化祭との共催によ
り、舞太鼓あすか組・広陵金明太鼓が
共演するなど、従来とは違った取り組
みをイベントに取り入れていき、集客を
図っていく。

地域振興課

広陵地域ブランドの創出（再
掲） 本町として靴下のロゴマークを新たに作製

し、地域ブランドの創出を図っている。

ロゴマーク作製を契機に、本町の靴下
生産技術のPRに努める。また、農業面
でも、広陵ブランドを創出していくため
に、なすやいちごの他、広陵でとれた
野菜の地域ブランド化も検討していく。

地域振興課

案内サイン整備事業

奈良県との事業で、　奈良盆地エリアにお
いて、楽しく安全に歩けるおすすめの道を
ベースに市町村界を超えてつながる
ウォークルートをループ状に設置。複数の
市町村を長く広域に歩くことで、周辺の町
並みや山々を味わい、古代から現代まで
複数の時代を楽しむことができる。本町で
は7基の案内サインを整備した。

奈良県の事業で、奈良県内を歩いて
回れるように各市町村と繋がっている
ルートである。他市町村からの観光客
を招き入れるルートであるため、他市
町村からの来客が増えることが見込ま
れる。

地域振興課

靴下の市＆地域特産品交流
フェア

商工会の広域化が進む中にあって、それ
ぞれの地域特産品の事業拡大、販路拡大
を意図する際には地域・業種を超えた中
での認識を高める必要があり、そうした事
業販路拡大活動を行う町商工会が主体と
なって毎年春と秋に靴下の市＆地域特産
品交流フェアを実施している。

H28年度で開催も41回目を迎えるが、
地域特産品の販売イベントについて
も、地元の商工業者及び農家の方とも
調整をしていく必要がある。

地域振興課

 ②　商工業の振興
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

 ③　観光・交流の振興
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

中小企業設備投資促進補助金

申請に基づいて、取得金額200万円以上
の、町内の事業所に設置する、機械およ
び装置または工具、器具および備品取得
価額の10％以内の額（最大150万円）を補
助する。例年2件ほどの実績で、補助金額
は増加傾向である。
【実績】H28年度補助金額
　2,040,000円（2件）

この事業を行うことで、地域産業の活
性化を図るため、競争力の強化又は
技術力の向上に積極的に取り組む町
内の中小企業者を支援し、新規のビジ
ネス販路を開拓する際に必要な経費
を一部補助することができる。したがっ
て、中小企業者の事業拡大及び地域
振興政策に繋げられるので引き続き
実施し、周知を行っていく。地域振興課

PR看板設置事業 本庁前にイメージキャラクター「かぐやちゃ
ん」の看板を設置し、年間のイベントにつ
いて周知に努めている。

設置箇所を今後検討し、竹取公園や
図書館、馬見丘陵公園などに設置し
て、利用者の拡大を図っていきたい。

地域振興課

 ④　雇用対策の推進
主な取組・担当課 内容・実績
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(2)　さらなる発展への基盤づくり

適正な土地利用への誘導 東真美ヶ丘地区、箸尾準工業地域の開発
促進計画立案に向けて取り組んでいる。

今後、開発促進計画に基づき、地区内
の道路、調整池、橋等のインフラ整備
を実施し、地区内の地勢を促進する。

都市整備課

 ①　計画的な土地利用の推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

町内各部署の計画プランを擦り合わせ調
整する。

都市計画マスタープランの見直し。
土地利用関連計画の見直し・
総合調整

都市整備課

地域の魅力を引き出す土地利
用 東真美ヶ丘地区、箸尾準工業地域の開発

促進計画立案に向けて取り組んでいる。

今後、開発促進計画に基づき、地区内
の道路、調整池、橋等のインフラ整備
を実施し、地区内の地勢を促進する。

都市整備課

 ⑥　企業誘致による地元雇用の確保
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

企業誘致の検討

H26年度に企業立地促進のための条例を
制定し、企業への固定資産税減免や奨励
金の交付などを行い、企業誘致を推進し
ている。
【実績】累計奨励金制度対象企業数 3件

H29年に法改正があったため、その動
向に注視し対応を進めるとともに、引
き続き、企業誘致のためのPRを継続し
ていく。

まちづくり推進課

拡充・特定創業支援（創業塾、
個別相談指導）

町商工会及び県よろず支援拠点が実施す
る創業塾の受講者をはじめとする創業希
望者を、町商工会の個別相談窓口でフォ
ローアップを行い、創業に必要となる要素
に応じて、町内金融機関をはじめ、各支援
機関との連携による情報を共有しながら
創業者を支援している。
【実績】H28年度創業支援者数 24人

今後も引き続き、ホームページや広報
等で周知を行うとともに、地方創生推
進交付金を活用した創業支援に特化
した施設等を整備し、創業支援のメ
ニューを充実させていく。

地域振興課

地域資源を活かした産業創造 農業生産出荷組合による６次産業や、町
内の靴下生産事業者で生産から販売まで
手がけている事業者がこれにあたる。

地域資源を利用し、本町ともタイアップ
して全面にＰＲをしていければ、新たな
産業の創出に繋がる。

地域振興課

しごと創生によるまちづくり
まちづくりの観点を、大阪近郊型の新興住
宅地の形成という面に加えて、雇用機会
のある企業が町内に誘致し、仕事に就い
て町に永住できるようなまちづくりを行う。

関連部署とも協議し、雇用機会が増加
され、町内の方の流出を防いでいくよ
うな政策を官公民一体となって進めて
いく。

地域振興課

町内雇用者数の増加
企業の誘致を通じた雇用機会の増加はも
ちろん、雇用者が生まれるような施策（官
民共同運営のカフェなど）を通じて、雇用
者数の増加を図る。

町内新規事業者の求人数等を網羅的
に管理できれば、雇用者を増やすため
の施策にも繋がる。

地域振興課

 ⑤　創業の支援
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

 ④　雇用対策の推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応
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引き続き、空き家はもちろん、賃貸版
シェアハウス等の導入を検討していく。
H31年度を目途に空き家を活用した、
お試し泊等を実施予定。

まちづくり推進課

市街地の計画的整備 事業地区への地元説明会を実施し、現況
測量を行い、各地区のインフラ配置位置を
決定している。

今後も引き続き、各事業の地元関係者
に協力を求め、事業実現を図ってい
く。

都市整備課

新たな住宅地の形成 都市計画法第34条11号市街化調整区域
への健全な住宅開発の促進。

住宅開発に伴う、治水対策の法整備を
行う。

都市整備課

既存住宅の耐震化の促進 昭和56年6月以前の住宅に対して、無料
で耐震診断を提供している。

引き続き、耐震診断の受診を呼びかけ
ると共に、診断結果が基準値を下回っ
た建築物に対して、積極的に耐震改修
を促していく。

都市整備課

町営住宅の整備 長寿命化を図るため、老朽化した施設の
修繕、管理を行っている。

都市計画道路の見直し検討実施。
東真美ヶ丘地区の開発促進計画立案

都市計画道路整備の促進。
東真美ヶ丘地区内の道路、調整池等
のインフラ整備を実施し、地区内の地
勢を促進する。

都市整備課

 ③　住宅施策の推進

空き家を活用したシェアハウス
の検討

町内で活用できる空き家の把握が難しく、
事業構築が困難であった。賃貸版のシェ
アハウス等も検討したが、事業化にはい
たっていない。

主な取組・担当課 内容・実績

箸尾駅前及び東真美ヶ丘地区
の整備

補助金による事業のため、進捗は内
示充当率に左右される。

都市整備課

今後の課題・対応

空き家対策事業

「空家等対策の推進に関する特別措置
法」の施行を受け「特定空家等に対する措
置」に関する適切な実施を図るため、H28
年度に空家等実態調査を実施。
【実績】H28年度調査件数
・現地調査 888件
・アンケート調査352件

H29年度に空家等対策協議会を設立。
協議会を進めていく中で、空家等実態
調査の結果を参考にして、空家等対策
計画を策定予定。

生活環境課

 ②　市街地の整備
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

市街地整備体制の確立 東真美ヶ丘地区、箸尾準工業地域の開発
促進計画立案に向けて取り組んでいる。

今後、開発促進計画に基づき、地区内
の道路、調整池、橋等のインフラ整備
を実施し、地区内の地勢を促進する。

都市整備課

馬見丘陵公園・竹取公園を核と
したにぎわい拠点づくり H28年度に奈良県と連携協定を締結。

H29年度にまちづくり基本構想の策定。
H30年度まちづくり基本計画を作成し
事業を実施する。

都市整備課

主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

 ①　計画的な土地利用の推進
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貸農園の整備
町が町内の遊休地を有効利用してファミ
リー農園として設置（斉音寺1農園・赤部1
農園・みささぎ台3農園）し、1世帯2区画ま
で利用可能。

利用者は減少傾向である。H31年3月
をもって、現在の入園者の利用期間が
満了するため、区画面積の拡大や区
画数の見直し、利用料金の改定等を
実施し、運営方法についてもH29年度
中から検討していく。

地域振興課

主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

広陵元気号再編事業

H28年5月に「広陵町地域公共交通網形成
計画」を策定した。この計画に基づき、10
月に路線、運行ダイヤ等を見直した上で、
本格運行を開始し、利便性を向上させた。
【実績】H28年度利用者数 37,954人

H29年度に利用者アンケート調査、
H30年度以降に住民ニーズ調査を実
施し、最適な公共交通のあり方を検討
していく。

まちづくり推進課

交通安全施設整備事業（再掲）

交通安全施設とは、道路利用者が安全に
通行するために設置する施設（道路標識、
カーブミラー、ガードレール、道路照明等）
であり、各種団体や地域の意見を伺いな
がら警察への上申や町での整備を進めて
いる。

今後も各種団体、地域と協議をし対応
していく。

危機管理課

橋りょう長寿命化修繕事業 H22年度に策定した橋梁長寿命化修繕計
画に基づき各橋梁の修繕事業を実施中。

補助金による事業のため、進捗は内
示充当率に左右される。

都市整備課

町道新設改良工事

マイナンバー制度対応に伴う住
民情報システム改修事業

マイナンバー制度対応に伴う住民情報シ
ステムの改修および総合運用テスト支援
を行う。マイナンバー制度に伴う業務開始
までに事業を完了することができた。

マイナンバー制度に伴う情報連携が開
始されたため、今後は縮小していくと
考えられる。

総務課

 ④　道路・交通網の充実

 ⑤　情報化の推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

7市町共同化利用事業

総務課

道路の整備に関する事業が多種多様化し
ており、優先順位の見直しが必要となって
いる。

今後、計画的に整備を進めることで、
より安全で利便性の高い交通網の整
備を実施していく。

都市整備課

かつらぎの道の整備事業 香芝市と調整し、看板設置、LED照明灯設
置を実施している。

今後、修繕等の管理費がかさんでいく
と予想されるため、予算措置の検討が
必要となる。

都市整備課

自転車道の整備事業 H27年度に自転車ネットワーク計画を策定
し、H28年度に自転車ネットワーク看板の
設置した。

自転車ネットワーク計画に基づき、自
転車レーンの設置に取り組んで行く。

都市整備課

7市町で情報システムの共同利用を行い、
１市町あたりのコストを削減するという方
針のもとに、システム案件を共同化してい
る。

各市町で個別に利用している業務シス
テムについて見直し、共同化を検討し
ていく。さらに新規参入団体の受け入
れについて検討していく。

 ③　住宅施策の推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応
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公共施設Wi-Fi環境整備事業

役場本庁、さわやかホール、図書館、はし
お元気村において誰でも利用出来る無線
LAN環境を構築し、来庁者や災害時に避
難者や支援協力者がパソコン・タブレット
等で情報を受発信出来る環境を整備し
た。

今後の公衆無線ＬＡＮ環境整備補助金
等の動向を踏まえて整備箇所の検討
を行っていく。

総務課

オープン（ビッグ）データ活用事
業

地方創生の様々な取り組みを情報面から
支援するために、経済産業省と内閣官房
（まち・ひと・しごと創生本部事務局）が提
供している、「地域経済分析システム
（RESAS：リーサス）」を活用し、効果的な
施策の立案・実行・検証に活用している。

今後も、地方創生に関わる様々な場
面で、活用していく。併せて、率先して
データ開示を行っていき、民間主体の
事業立案が誘発していく仕組みづくり
を構築する。

まちづくり推進課

ホームページリニューアル更新
事業

保守期限を迎えたこともあり、アクセス数
の向上を目指し、平成28年5月にホーム
ページのリニューアルを行った。
【実績】H28年度トップページアクセス数
　323,966件

依然としてアクセシビリティに課題があ
るため今後も継続して、住民が見やす
くアクセスしやすいホームページを目
指していく。

企画調整課

主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

 ⑤　情報化の推進
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検証委員会所見

・「コミュニティカルテ」は小学校区で作成するとなっているが、もっと細かく（高齢
世代はどこに多いのか、営農の後継者はいるのか等）情報を積み上げ、課題を解決して
いくべき。

【H28年度　総合分析】 （対象期間：H28.4.1　～　H29.3.31）

 基本的方向：

○ 町民と行政の協働による「地域づくり」と近隣市町村間連携による「暮らしの機
能」の向上

まちづくり政策監による基本目標の達成に関する事業の評価

　住民懇談会は活発に開催されており、引き続き開催することにより、住民の行政への
理解と協力が期待できる。

　コミュニティカルテについては、H29年度にその作成に取り組んでおり、まずは地域の
実情を把握する段階となっている。
　今後、当該カルテを基に地域のあり方を検討していくことになると考えられる。

　広域連携は案件ごとの連携する自治体等との連携や民間活用も視野に入れ、取り組ん
でいくことが期待される。

基本目標の達成に向けた今後の方向性

　達成率が0％となったＫＰＩは、「コミュニティカルテ作成自治会数」である。
　コミュニティカルテの作成については、作成過程を見直し、H29年度中に町内すべての
区・自治会において地域担当職員がヒアリングに入り、小学校区ごとにとりまとめ作成
を進めていく。

　その他のＫＰＩについては、目標値の達成に向けて、概ね順調に進んでおり、戦略年
度内における目標値以上の実績を達成するために、より効果的な取り組みを推進してい
く。

＜基本目標４＞　地域と地域を連携するまちづくり

 数値目標：

 広陵町に愛着を感じているひとの割合：現状値 73.5%(H27) 目標値 76%

　本町は、都心で失われつつある地域コミュニティの支え合いの精神が息づいており、
まちの強みである、コミュニティを基本とする協働のまちづくりを今後も進めていくこ
とが重要です。
　また、時代の変化に対応した効率的で効果的なまちの機能強化をめざしつつ、周辺自
治体と連携した、広域連携のまちづくりを進める必要があります。
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小規模多機能自治組織の検討

小規模多機能自治組織は、区・自治会だ
けでなく地域内の様々な団体が一体と
なって、自主的・自律的・包括的に地域課
題を解決していこうとする新たな地域自治
の流れで、本町でもそういった自治組織を
設立するための仕組みづくりを検討してい
る。

今後、地域の声を聞き、ニーズに合わ
せた仕組みづくりや支援を行うべく、検
討を進めていく。

まちづくり推進課

達成状況
の分析

地方創生の観点から自治体どうしの連携が進んでいるため、多くの連
携事業を実施することができた。

広域連携による事業件数（件）

目標値 10/累計

実績値 - 7

コミュニティカルテの作成

コミュニティカルテは、地域の現状や、地
域で抱える様々な課題を体系的に分けて
把握し、協働のまちづくりを推進するため
の基礎資料とするために作成するもの。
H28年度時点での作成実績は無し。

コミュニティカルテの作成方法を見直
し、H29年度中に小学校区ごとにコミュ
ニティカルテを作成していく。

まちづくり推進課

今後の
取組

今後も住民サービスの向上のため、相互連携協定を結んでいる香芝市
との連携を中心に、近隣自治体との連携事業を積極的に展開していく。

(１)みんなの力で進めるまちづくり

 ① コミュニティの育成
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

【主要な具体的事業の成果】

- B達成率

 ③ 広域連携によるまちづくりの推進
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

達成率 -

住民参画・協働の状況に関す
る町民の満足度（％）

目標値

実績値 22.7
町民の満足度については、最終年度にア
ンケート調査を実施するので、年度ごとの
評価は実施しない。

30.0

達成状況
の分析

ほぼすべての地域で開催することができているので、早期の目標値達
成に向けて、未開催地域にも働きかけていく。

今後の
取組

対話の方法については、今後、ワークショップ形式による、「地域まちづ
くり懇談会（仮称）」に移行していき、地域ごとの振興協議や地域力の活
用について議論を進めていく。

ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

住民懇談会を開催した自治会
数（件）

H31年度

達成率 - B

 ② 協働のまちづくりの推進
ＫＰＩ設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値 41/累計

実績値 19 39/累計

項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度

達成状況
の分析

H28年度の実績は0件で、その理由はコミュニティカルテの作成方法を
具体的に示すことができていなかったことにあったので、作成方法の見
直しを行う必要がある。

今後の
取組

コミュニティカルテの作成方法を見直し、H29年度中に小学校区ごとの
コミュニティカルテ作成を目指す。

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況】 達成率
A：100%以上　B：75%程度
C：50%程度　 D：25%程度　E：0%(１)みんなの力で進めるまちづくり

 ① コミュニティの育成

達成率 - E

H31年度

コミュニティカルテ作成自治会
数（件）

目標値 15/累計

実績値 - 0

ＫＰＩ設定項目（単位）
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主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応

 ① コミュニティの育成

住民懇談会の開催

町長が地域に出向き、町の基本姿勢や財
政の状況を説明し、地域住民と直接語り
合う機会を持つことで、町政への理解を深
めてもらうとともに、地域住民の幅広い意
見を町政に反映することを目的に実施し
た。
【実績】累計開催自治会数 39件

今後は、未開催地域の開催を進めると
ともに、ワークショップ形式による、「地
域まちづくり懇談会（仮称）」に移行して
いき、地域ごとの振興協議や地域力の
活用について対話を進めていく。

まちづくり推進課

町民との協働による公共施設
の管理

公園や公民館、集会所など、身近な公共
施設から、町民と協働で管理していく方法
を検討している。

今後、協働による公共施設の管理を
実施するため、取り組んでいく。

まちづくり推進課

地域担当職員の配置

地域担当職員は地域の自治活動を支援
し、行政との協働を推進することにより、地
域コミュニティの活性化及び町職員の育
成を図ることを目的にH25年度に配置し
た。

H28年度末に任期満了となったため、
各地域3～4人体制に再配置を行い、
H29年度はコミュニティカルテの作成を
目標に活動を進めていく。

まちづくり推進課

情報公開の推進

総務課

町の政策形成への参画・共同
の促進

町の各種計画書等を策定する際に、策定
段階で町民の参画を求め、共同での形成
を行っている。

今後も、様々な場面で町民の参画・共
同を促進し、政策形成を行っていく。

まちづくり推進課

情報公開請求者に対する手続等の適切
な案内及び情報公開制度を担保するため
に必要な文書管理についても適正な管理
を行っている。

情報公開制度の広報周知、より利用し
やすい制度とするための手続等の研
究を行うとともに、請求対象文書に含
まれる個人情報、第三者情報等の取
扱いについてもより慎重に取り扱うこと
が求められていることから、知る権利
の保障及び保護対象情報の保全を適
切かつ迅速に行うよう取り組んでいく。

自治基本条例の制定 自治基本条例は、住民自治に基づく自治
体運営の基本原則を定めた条例であり、
本町はその制定に向けて検討している。

今後、先進地の研究などを行い、制定
に向けて進めてく。

まちづくり推進課

広報・広聴活動の充実

広報紙や町ホームページなどで行政情報
を分かりやすく丁寧に伝えるとともに、住
民が知りたい情報を発信できるよう努め
る。
広聴については、住民からの意見や苦情
に対して真摯に受け止め、行政サービス
の向上に努めている。
【実績】H28年度広報広聴活動
町広報紙平均ページ数 24.2ページ
住民からの意見・苦情（手紙・メール・投
書） 約60件

あらゆるメディアを通じて情報発信を
行い、町の魅力を発信に努めていくと
ともに、引き続き住民の声を受け、行
政サービスの向上に努めていく。

企画調整課

地域づくり活動支援制度の創
設

地域の住民主体で、協働のまちづくりを推
進するための活動をしている、NPO法人
やまちづくり団体等に対して、補助金等で
支援を行い、住民協働・住民参加による制
度の創設を検討している。

今後、制度構築に向けて協議を進め
ていく。

まちづくり推進課

 ② 協働のまちづくりの推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応
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連携事業の推進

効率的な自治体経営の推進と町民サービ
スの向上に向け、連携協定や協議会、事
務組合の設立などにより、新たな行政
ニーズに対応した効果的な連携事業を推
進している。
【実績】累計広域連携数 7件
・香芝市マミつどいの広場相互利用
・広陵町・香芝市共同中学校給食センター
事業
・葛城地域観光振興シネマプロジェクト（中
和地域5市町）
・すむ・奈良・ほっかつ！移住プロジェクト
（北葛城郡4町）
・中和幹線沿道の屋外広告景観向上に関
する協定（県と沿道5市町）
・奈良県と広陵町とのまちづくりに関する
包括協定
・山辺・県北西部広域環境衛生組合（山
辺・北西部10市町村）

今後も住民サービスの向上のため、相
互連携協定を結んでいる香芝市との
連携を中心に、近隣自治体との連携
事業を積極的に展開していく。

企画調整課

 ③ 広域連携によるまちづくりの推進
主な取組・担当課 内容・実績 今後の課題・対応


