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平生町未来戦略2016事業実績

（重要業績評価指標）

周産期医療を担う総合病院に対して分娩取扱い
件数に応じた補助金の交付を行いました。

270,000円

カップル成立１０組

指標値実績

らくよりドットコムに委託し3回開催（開催
地：上関町、平生町、田布施町）

第1回　10月30日　上関町総合文化センター

第2回　11月20日　平生町勤労青少年ホーム

施策目標
平成31年

1.70
100人以上

対象事業名（主務課） 事業概要

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

事業概要

ＫＰＩ

対象事業名（主務課）

婚活イベント実施事業

（総合政策課）

成　果　指　標

合計特殊出生率
出生数

基本戦略①　出会いの創造プロジェクト

事業の実施により結婚に至ったカップル数　10組（5年間累計）

当初予算額

柳井広域圏1市4町が連携して婚活イベントを実
施する。

128,000円

実施概要 支出（見込）額

指標値（目標年月）

128,000円

（H29年3月）

基本戦略②　出産応援プロジェクト（周産期医療支援）
安心して子どもを産み育てることができると実感できている人の割合
61.4％（平成26年）→80.0％（平成31年）
総合病院の出産対応数
179件（平成26年）→200件（平成31年）

当初予算額

第3回　12月18日　田布施町商工会館

参加者数　男性18人　女性13人

参加者数　男性１3人　女性１0人

参加者数　男性１3人　女性１3人

相思相愛カップル

６組（平生町在住者１名）

お友達カップル

７組（平生町在住者4名）

支出（見込）額 指標値実績

産科医等確保支援事業

指標値（目標年月）

指標値（目標年月）

地域で唯一出産対応が可能な総合病院の産科医
の負担軽減のため、１市４町で連携して個人病
院の医師が当直を行う場合に補助を行いまし
た。

周産期医療支援事業

周産期医療を担う総合病院に対して分娩取扱い
件数に応じた補助金を交付することにより産科
医等の確保を支援します。 300,000円

周東総合病院の出産可
能件数：240件

実施概要

地域で唯一出産対応が可能な総合病院の機能拡
充に対して関係1市4町が連携し、総合病院の産
科医の負担軽減のため、個人病院の医師が当直
を行う場合に補助を行います。

実施概要

1６２,000円

支出（見込）額 指標値実績

周東総合病院の出産可
能件数：240件

（健康福祉課）

（H29年3月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

123,813円

周東総合病院の出産件
数：206件　うち平生
町分27件

（健康福祉課）

周東総合病院の出産件
数：206件　うち平生
町分27件

（H29年3月）

政策目標１ 若い世代が安心して 

結婚、出産、子育てができる環境の整備 
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出産件数：５件

参加者数：１８人

（H29年3月）

子育てに関する情報の発信するため、子育て情
報サイトの運営を業者に委託し行いました。

204,768円 閲覧件数：9,855件/年

子育てについての講習や講話、妊婦体験等を3
回実施しました。

59,872円 参加者数：19人

事業概要

実施概要

（H29年3月）

出産や育児に関する情報を提供する取組みの満足度
49.9％（平成26年）→70.0％（平成31年）

当初予算額 指標値（目標年月）

不妊に悩む夫婦に対して助成を行うことにより
不妊治療への経済的負担の軽減を図ります。

330,000円
出産件数：11件

（H29年3月）

一般不妊治療費助成事
業

様々な問題の発生しやすいハイリスク妊婦を対
象に、発症の予防や軽減が図れるよう支援しま
す。 0円

対象者全数訪問

（H29年3月）

ハイリスク妊婦訪問・
産婦訪問事業

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（健康福祉課）

（健康福祉課）

対象事業名（主務課） 事業概要

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（重要業績評価指標）

基本戦略③　元気に子育てプロジェクト（子育て不安の軽減）

指標値（目標年月）

育児等への不安解消のため、子育てについての
講習や講話、妊婦体験等を実施します。

60,000円

パパママスクール

（健康福祉課）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

不妊に悩む夫婦13組に対して助成を行いまし
た。

310,726円

ハイリスク妊婦17人を対象に、発症の予防や軽
減が図れるよう訪問を実施しました。

0円 訪問件数：17件

妊娠初期から後期までに全14回の健康診査に対
する経費の助成を行いました。（対象者数71
人） 8,478,184円 受診件数：延べ988件

（健康福祉課）

対象事業名（主務課）

妊娠初期から後期までに全14回の健康診査に対
する経費の助成を行います。

8,090,000円
受診率100％

（H29年3月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

妊婦一般健康診査

閲覧件数：9,000件/年

206,000円

子育て応援事業　（子
育て情報サイト運営事
業）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

必要な人に必要な情報を届けるため、子育て情
報サイトの運営を行います。

支出（見込）額 指標値実績

事業概要 当初予算額

（健康福祉課）

対象事業名（主務課）

ＫＰＩ
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生後4か月までの乳児8４人を対象に家庭を訪問
し、乳児及び保護者の心身の状況の確認や相談
を行いました。 150,098円

訪問率：84.5％
訪問世帯数：71件

幼児健診未受診者3人を訪問し、幼児の発育発
達の確認と、親の育児支援を図りました。 0円

訪問率：100％
訪問世帯数：3件

（H29年3月）

224,000円

対象家庭への訪問率
100％

（H29年3月）

当初予算額 指標値（目標年月）

幼児健診未受診者家庭を訪問し、幼児の発育発
達の確認と、親の育児支援を図ります。

0円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

参加者数：12人

対象事業名（主務課） 事業概要

対象家庭への訪問率
100％

（H29年3月）

研修会年１２回
にこにこひろば年５回
ブックスタート年６回

（H29年3月）

生後1・3・7か月児・1歳6か月児・3歳児を対
象に医療機関における健康診査の無料受診票を
交付し、乳幼児の健康発達を支援します。

（健康福祉課）

（健康福祉課）

（健康福祉課）

参加者数：延べ600人

（H29年3月）

（健康福祉課）

健診未受診者訪問事業

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

指標値実績

対象事業名（主務課）

（健康福祉課）

妊娠中の母親の生活指導と仲間づくりのため母
親学級を3回開催しました。

47,344円 参加者数：1３人

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（H29年3月）

母親学級 妊娠中の母親の生活指導と仲間づくりを行い、
育児不安の軽減を図ります。

73,000円

実施概要 支出（見込）額

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

育児学級 乳幼児の身体計測や育児相談を実施し、子育て
中の親への支援を図ります。

実施概要 支出（見込）額

乳幼児健康診査

生後1か月児7７人・3か月児7５人・7か月児
71人・1歳6か月児72人・3歳児70人を対象に
健康診査を実施しました。受診者は1か月児76
人・3か月児75人・7か月児71人・1歳6か月
児71人・3歳児68人

2,536,832円
受診率：98.9％
受診者数：延べ361人

3,026,000円
受診率100％

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

乳幼児の身体計測や育児相談を実施し、子育て
中の親への支援を行うため、毎月第1・第３火
曜日に開催しました。 203,791円 参加者数：延べ７06人

乳幼児を持つ家庭を訪問し、子育てなどの相談
を行うとともに子育て輪づくり運動を展開し、
子育て中の親と子どもの支援を行いました。 376,500円

研修会年１２回
にこにこひろば年５回
ブックスタート年６回

（健康福祉課）

指標値実績

377,000円

乳幼児を持つ家庭を訪問し、子育てなどの相談
を行うとともに子育て輪づくり運動を展開し、
子育て中の親と子どもを支援します。

母子保健推進協議会

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

185,000円

生後4か月までの乳児がいる家庭を保健師や母
子保健推進員が訪問し、乳児及び保護者の心身
の状況の確認や相談を行います。

乳児家庭全戸訪問事業

実施概要 支出（見込）額 指標値実績
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健診後フォローの必要な乳幼児2人に対して訪
問、指導を行いました。

乳幼児とその保護者が交流できる場を設置し、
子育てに関する相談や情報交換を行いました。

2,013,851円
利用者数：
　延べ4,200人/年

受講率：54.2％
参加者数：８4人

平生町幼稚園、佐賀・平生小学校、平生中学校
が独自のテーマを掲げ家庭教育講座を実施し
た。延べ850人の参加がありました。 0円

全校で9回実施

養育者が育児ストレスや産後うつ状態にある家
庭や心身の発達に不安のある子どもをもつ家庭
に対し、家庭訪問を実施しました。（対象家庭
数19世帯）

12,311円
訪問率：100％
訪問世帯数：19世帯

956,745円

週3回の定期開催
指導件数については、
指導者の状況に応じて
設定

310,000円

支出（見込）額 指標値実績

39,000円

支出（見込）額

当初予算額 指標値（目標年月）

4～5か月児79人と7～8か月児76人の保護者
を対象に離乳食の進め方についての指導を行い
ました。 283,739円

0円

2,014,000円

支出（見込）額 指標値実績

指標値実績

対象家庭への訪問率
100％

0円
訪問率：100％
訪問世帯数：2件

当初予算額 指標値（目標年月）

実施概要

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

話し言葉に不安がある未就学児を対象に言語指
導を行うとともに、対象児の保護者へ日常生活
における言語発達指導を行います。

1,020,000円

週3回の定期開催
指導件数については、
指導者の状況に応じて
設定

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（H29年3月）

（健康福祉課）

（H29年3月）

家庭教育に関する講座

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

乳幼児フォロー訪問事
業

対象事業名（主務課）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

各校2回実施

（社会教育課）

家庭における子育てやしつけなどについて、保
護者が学習する場としての講座を開催します。 59,000円

事業概要

話し言葉に不安がある未就学児を対象に言語指
導を行うとともに、対象児の保護者へ日常生活
における言語発達指導を行いました。

指標値（目標年月）

幼児ことばの教室

（H29年3月）

（健康福祉課）

離乳食学級

（健康福祉課）

乳幼児とその保護者が交流できる場を設置し、
子育てに関する相談や情報交換を行う、地域の
子育て機能支援の充実を図ります。

実施概要

受講率60％

（H29年3月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象家庭への訪問率
100％

実施概要 支出（見込）額

（健康福祉課）

（健康福祉課）

4～5か月児と7～8か月児の保護者を対象に離
乳食の進め方についての指導を行います。

実施概要

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

健診後フォローの必要な乳幼児、他機関、保護
者から依頼があった乳幼児に対して訪問、指導
を行います。

養育者が育児ストレスや産後うつ状態にある家
庭や心身の発達に不安のある子どもをもつ家庭
に対し、家庭訪問を実施します。

養育支援家庭訪問事業

対象事業名（主務課） 事業概要

（H29年3月）

利用者数：
　延べ5,764人/年

（H29年3月）

指標値実績

子育て支援センター運
営事業
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就労者が仕事と家庭を両立し、安心して働ける
よう支援を行いました。

397,513円
会員数：133人（依頼
会員87人、提供会員
40人、両方会員6人）

398,000円

児童養護施設（周南市）にて1名の児童を預か
りました。

9,440円 施設数：１か所

中央児童館及び佐賀保育園に児童クラブを設置
し、延べ1,276人の児童が利用しました。

11,530,000円 施設数：２か所（３支援）

保護者の急病や介護・就労・冠婚葬祭などで一
時的に保育ができなくなったとき、または育児
に伴う負担を和らげるため、一時的に保育が必
要となる児童を受け入れました。

指標値実績

206,384,000円 待機児童数：0人

864,000円
利用者数：
延べ240人/年

施設数：1か所

会員数：150人

実施概要

放課後児童クラブ事業

対象事業名（主務課） 事業概要

（重要業績評価指標）

保護者が病気等のため児童の養育が一時的に困
難となったとき等に児童養護施設等で一定期間
児童を預かります。 10,000円

対象事業名（主務課） 事業概要

基本戦略④　子育て応援プロジェクト（子育て負担の軽減）
仕事と子育ての両立を支援する取組みの満足度
39.6％（平成26年）→45.0％（平成31年）

ひらお保育園、つばさ保育縁、佐賀保育園、ほ
か12施設で延べ2,565人の保育を行いました。

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

ファミリー・サポー
ト・センター事業

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

放課後に適切な遊びや生活の場を提供します。
放課後子ども教室等、地域と連携した取組みを
推進します。

ＫＰＩ

子育て短期支援事業

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

指標値実績

13,137,000円
施設数：2か所（3支援）

支出（見込）額

（健康福祉課）

（健康福祉課）

(H29年3月）

当初予算額 指標値（目標年月）

（健康福祉課）

(H29年3月）

(H29年3月）

育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人が
会員となり支援を行うことにより変動的・変則
的な保育に対応することで、就労者が仕事と家
庭を両立し、安心して働けるよう支援します。

1,296,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

指標値（目標年月）

待機児童数：0人

（H29年3月）

保護者の急病や介護・就労・冠婚葬祭などで一
時的に保育ができなくなったとき、または育児
に伴う負担を和らげるため、一時的に保育が必
要となる児童を受け入れます。

一時預かり事業

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

保育事業 家庭において十分保育することができない児童
を家庭の保護者にかわって保育します。

当初予算額 指標値（目標年月）

利用者数：
延べ275人/年

(H29年3月）

実施概要 支出（見込）額

（健康福祉課）

（健康福祉課）

202,872,000円
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平生地区で2世帯、大野地区で2世帯の計4世帯
の三世代同居・隣居の支援を行いました。

2,000,000円
助成件数：4件

全対象者への支給

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

私立幼稚園に在園する児童の保護者に、入園料
及び保育料を対象にした補助金を園を通じて交
付します。

私立幼稚園就園奨励費
補助金交付事業

（学校教育課）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

2,590,000円
全対象者への助成

（H29年3月）

13,345,000円

支出（見込）額 指標値実績

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

ひとり親家庭の児童の福祉の増進を図るため、
手当てを支給します。

36,200,000円

三世代同居等のために住宅の取得、増築等改修
を行った場合に費用の一部を助成します。

1,500,000円
助成件数：3件

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

三世代同居等応援事業

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

乳幼児医療費助成事業

（H29年3月）

（健康福祉課）

（健康福祉課）

就学前児童の医療費の一部を助成し乳幼児の保
健向上と児童福祉の増進を図ります。

15,500,000円
全対象者への助成

就学前児童の医療費の一部を助成しました。
（支給件数7,522件）

事業概要

事業概要 当初予算額

中学校第3学年修了前までの児童の養育者に支
給します。

171,795,000円
全対象者への支給

事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

病気回復期で集団保育や家庭における保育が困
難な乳幼児の保育を実施します。

6,787,000円
全対象者の受入れ
受入れ施設数：2か所

指標値（目標年月）

指標値実績支出（見込）額

病気回復期で集団保育や家庭における保育が困
難な乳幼児延べ50人の保育を実施しました。

4,303,000円
全対象者を受入れ
受入れ施設数：１か所

（H29年3月）

実施概要

（H29年3月）

（H29年3月）

児童手当支給事業

（健康福祉課）

対象事業名（主務課）

対象事業名（主務課）

対象事業名（主務課）

（総合政策課）

当初予算額 指標値（目標年月）

（H29年3月）

中学校第3学年修了前までの児童の養育者に支
給しました。（支給件数15,173件）

168,780,000円

実施概要

全対象者へ支給

ひとり親家庭の児童92人の養育者に手当てを支
給しました。

36,100,000円 全対象者へ支給

全対象者へ助成

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

児童扶養手当支給事業

私立幼稚園に在園する児童の保護者の経済的負
担の軽減のため、入園料及び保育料の一部を保
護者の所得要件などにより算定し、助成しまし
た。

2,300,000円 全対象者へ助成

病児・病後児保育事業

（健康福祉課）
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園生活への対応におけ
る効果が顕著な取組事
例

指標値（目標年月）

4,662,000円

35人学級化や少人数指導等子ども達の個性や能
力、学校の実態に応じたきめ細かな指導の充実
を図ります。

不登校児童生徒の家庭への指導員の定期的な訪
問とともに、スクールカウンセラーの活用によ
りいじめや不登校の未然防止や効果的な対応を
図ります。

少人数教育制度事業

当初予算額事業概要

ＫＰＩ

佐賀小学校の複式学級における複式授業解体時
の対応教員を雇用し、児童への指導を行いまし
た。

2,330,640円

複式授業の解体によ
り、学習指導が効果的
に行えました。

指標値（目標年月）

学校教育環境を充実する取組みの満足度

青少年に関する相談を随時受け付けました。特
に夏季休業中は相談件数が増加傾向となりまし
た。 1,092,000円 相談回数　9回

当初予算額

一人ひとりの幼児の実情に応じたきめ細かな対
応を心がけながら、生活に必要な様々な習慣や
態度を身につけることができるように支援を行
えました。

3,713,000円

きめ細かな支援によ
り、幼児の園生活がス
ムーズに行えました。

対象事業名（主務課） 事業概要

青少年の非行防止、育成保護のため、来所相
談、電話相談を実施します。

1,092,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

青少年相談事業

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

教育相談体制の充実

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

学校支援員事業 小学校低学年や個別に配慮を要する児童生徒の
在籍する学級に担任補助員を配置し、きめ細か
な指導をします。 9,506,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（学校教育課）

対象事業名（主務課） 事業概要

不登校児童・生徒　　0人（平成31年）

基本戦略⑤　平生っ子「育ち・学び」プロジェクト

実施概要

53.6％（平成26年）→65.0％（平成31年）

（H29年3月）

相談回数　18回

（H29年3月）

当初予算額 指標値（目標年月）

775,000円

スクールソーシャル
ワーカー「共育」相談
会実施回数　９回

当初予算額 指標値（目標年月）

園児の個々に応じた園生活の支援、適応支援の
ため、3歳児学級への副担任を配置し、たくま
しい子どもを育てます。 2,426,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

幼稚園教諭補助の配置

（重要業績評価指標）

対象事業名（主務課）

学習指導、生徒指導、
学級経営における効果
が顕著な取組事例

（H29年3月）

学習指導、生徒指導、
学級経営における効果
が顕著な取組事例

（H29年3月）

（学校教育課）

（学校教育課）

（社会教育課）

（学校教育課）

対象事業名（主務課） 事業概要

（H29年3月）

支出（見込）額 指標値実績

9,506,000円

低学年児童や特別な配
慮が必要な児童へのき
め細かな指導が行えま
した。

児童・生徒の個の特性に応じたきめ細かな対応
を行えました。

平生小1・2年生対応

落ち着いて授業を受けることのできない、ま
た、理解の困難な1年生児童の個別指導

佐賀小・平生小・平生中特別支援対応

特別な配慮を必要とする児童・生徒への個別指
導

教育委員会に３名配置し、課題のある児童・生
徒や家庭への支援のために、社会福祉士という
専門的な立場からの助言や家庭支援のための具
体的な働きかけにより、成果をあげました。

775,000円 9回
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学校と保護者及び地域住民が信頼関係を深め、
一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全
育成に取組みます。 417,000円

実施概要

学び支援事業助成金交
付事業 210,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

ICTを活用した授業の質の向上や学びの場の多
様化、少子化に伴う教育の質の確保を図りま
す。 1,407,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

平生っ子学びのイノ
ベーション推進事業

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

町内の中学生の英検の検定料を助成します。

国際理解・英語力アッ
プ事業

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（H29年3月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

心豊かでたくましい子どもの育成を目指して幼
稚園、保育園、学校が連携を密にし、ともに学
び、育ち合う環境づくりについて協議します。 14,000円

幼・保・小・中連携の
効果が顕著な取組事例

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

幼・保・小・中連絡協
議会

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

青少年の犯罪防止を目的に、育成センターの車
による見回りや、防犯ボランティアによる月2
回の夜間防犯パトロールを行います。 0円

支出（見込）額 指標値実績

・毎月第2・4金曜日午後8時から夜間防犯パト
ロールを実施。
・毎週月・水・金曜日、児童の下校時間に合せ
て見回りを実施。

0円 巡回回数　180回

コミュニティ・スクー
ル事業

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

青少年健全育成支援

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（社会教育課）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

巡回回数　190回

（H29年3月）

（H29年3月）

（学校教育課）

（学校教育課）

（学校教育課）

（学校教育課）

（H29年3月）

（学校教育課）

英語指導助手２名が中学校及び小学校のそれぞ
れ専属となり、効果的な指導を行いました。併
せて、小学校における国際理解に関わる活動の
支援を行いました。

2,540,000円

生徒の自発的な学習意欲を支援し、英語検定の
受検を促し英語力の向上を図ることができまし
た。

79,200円 英検受験者数　９７名

英検受験者数　100名

英語指導助手（ALT）２名体制で、中学校及び
小学校の外国語教育の充実を図ることと併せ、
小学校における国際理解に関わる活動の支援を
行います。

2,997,000円

英語指導助手２名体制
における効果が顕著な
取組事例

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（H29年3月）

保護者・地域住民の来
校者数の増加（前年度
比10％増）

（H29年3月）

ＩＣＴ活用の効果が顕
著な取組事例

就学前教育と学校教育の一貫したあり方を検討
し連携しながら、それぞれの機関での教育の充
実に向けて取組みました。 14,000円

幼保小中合同の研修会
において、情報の共有
化が図れました。

小・中ともに学校運営協議会を開催し、学校、
家庭、地域が連携を深め、協力して地域の子ど
もを育てる体制が定着してきました。 417,000円

保護者・地域住民の来
校者数　前年度比10％
増加（見込）

佐賀小学校へ電子黒板や書画カメラ、タブレッ
ト学習システムを導入し、ＩＣＴ機器を活用す
ることにより、児童にとってよりわかりやす
く、学習意識の高まる授業ができるようになり
ました。

1,389,593円

タブレットと電子黒板
を有効に活用し、双方
向学習で児童の集中力
を維持できました。

２名の英語指導助手が
中学校及び小学校のそ
れぞれ専属となり、よ
り効果的な指導ができ
ました。
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平生町未来戦略2016事業実績

（重要業績評価指標）

空き家バンク新規登録
9件　（累計17件）

0円

不要物撤去　1件の助成を行いました。

100,000円

方針決定

（H29年3月）

町外在住の所有者の固定資産税納税通知書へ空
き家バンク、リフォーム助成制度の案内チラシ
を同封するなど制度の周知を図りました。 0円

空き家バンクによる移
住世帯数　2件　（累
計7件）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

引き続き検討していきます。 方針決定に至っていま
せん。

指標値（目標年月）

空き家バンクに登録した物件のリフォーム費用
等の助成を行います。

800,000円
空き家バンク登録10件

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

空き家利活用等促進事
業（空き家リフォーム
助成事業）

空き家の持ち主に対して固定資産税納税通知書
の送付時に制度の概要等を記載したチラシを同
封し、空き家の提供を呼びかけます。 0円

空き家バンクによる
移住世帯数　5件

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

空き家バンク事業

（H29年3月）

（H29年3月）

（総合政策課）

転入者数が転出者数を上回る
交流人口の増加（観光客入込数） 213,000人

平成31年
社会増

基本戦略①　空き家の利活用促進プロジェクト

事業概要

（総合政策課）

（総合政策課）

対象事業名（主務課） 当初予算額 指標値（目標年月）

空き家バンク以外の空き家の活用について検討
していきます。

0円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

空き家再生等促進事業

空き家バンク登録件数の増加　25件以上（平成31年）
活用空き家の増加　　　　　　20件以上（5年間累計）

ＫＰＩ

施策目標
成　果　指　標

政策目標２ 若い世代の移住・定住、交流の促進 
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やまぐち地域共創
フォーラムへ参加

・協議会設立のための情報収集にとどまってお
り、具体的な取組みは未着手となっています。
・柳井広域で大阪市と東京都千代田区で開催さ
れた移住フェアへ参加しました。（相談実績：
大阪10組14人、東京8組9人）

0円

協議会設立準備につい
て、具体的な取組みに
ならなかった。

支出（見込）額 指標値実績

基本戦略②　アイ・ラブ・ひらお定住プロジェクト（若者世帯定住促進事業）

定住若者世帯数　75世帯（5年間累計）

若者定住促進住宅補助
事業

山口大学をはじめとする県内高等教育機関にお
ける教育プログラムの充実に向けた取組みとの
連携、県内就職・定着に向けた取組みとの連携
を図ります。

0円
COC+事業との連携を
図る

実施概要

当初予算額 指標値（目標年月）

0円

130,000円

3件の同窓会開催（平生中、習成中、佐賀小）
に対して助成を行いました。 アンケート回収　24件

ＨＰ、広報ひらおにより制度の周知を図り、移
住7件（宇佐木地区2件、平生地区2件、大野地
区3件）、定住11件（宇佐木2件、平生地区4
件、大野地区4件、曽根地区1件）に補助金を交
付しました。

4,550,000円

移住世帯数7世帯　定
住世帯数11世帯
（累計：移住20世帯、
定住19世帯）

基本戦略③　ふるさと平生定住化プロジェクト

140人（平成26年）→120人（平成31年）
当初予算額 指標値（目標年月）事業概要

（H29年3月）

移住・定住促進（移
住・定住促進協議会設
立準備、移住フェア）

大学等が実施する高度
産業人材の育成と連携
した県内就職の促進

事業概要

同窓会開催支援事業

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

移住促進のための様々なサポートを行う協議会
設立のための準備を行っていきます。 0円

基本戦略④　ＵＪＩ促進プロジェクト

移住・定住相談件数　40件（5年間累計）

当初予算額 指標値（目標年月）

事業概要

実施概要 支出（見込）額

（H29年3月）

対象事業名（主務課）

（重要業績評価指標）

対象事業名（主務課）

対象事業名（主務課）

20歳～29歳人口の転出の抑制

県、市町、高等教育機関、経済団体ならびに
COC+事業に協力する民間企業から構成される
「やまぐち地域創生ネットワーク会議」に参画
するとともに「やまぐち地域共創フォーラム」
に参加しました。

ＫＰＩ

（総合政策課）

（総合政策課）

（総合政策課）

（H29年3月）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

(総合政策課）

対象事業名（主務課） 事業概要

（H29年3月）

当初予算額 指標値（目標年月）

一定の条件を充たした同窓会等の開催経費の一
部を助成します。

250,000円
アンケート回収　20件
以上

町内に住宅を取得した若者世帯に対し補助金を
交付することにより定住促進を図ります。

4,670,000円
移住世帯数6世帯　定
住世帯数10世帯

指標値実績

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

協議会設立準備会の立
ち上げ

実施概要 支出（見込）額 指標値実績
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（H28年11月）

イベントの告知や地域の行事の様子などまちの
話題をひらおファンクラブのフェイスブックで
発信しています。 ０円

FBページいいね数
709（3/３１現在）

町内の各産業分野別に町内６会場で、ひらお産
業まつりを開催しました。

999,891円
来客数4,000人

観光宣伝や観光客誘致事業を実施している観光
協会に対して、観光費補助金交付要綱に基づ
き、補助金を交付し、その活動を支援しまし
た。

1,668,000円
ｲﾍﾞﾝﾄ出店日数9日

指標値実績

文化財や歴史を訪ねるモデルコースの設定を行
い、探検コースマップの作成、ルート表示用の
看板や説明板を設置します。

土手町南蛮樋基礎部出土木材説明看板及び般若
寺仁王門説明看板を設置しました。

344,800円 説明板２基設置

当初予算額 指標値（目標年月）

（H29年3月）

（H28年11月）

（H29年3月）

（経済課）

支出（見込）額 指標値実績

ひらお産業まつり開催

ＳＮＳを活用し町の魅力、まちの今を発信し、
ひらおファンを増やします。

０円
FBページいいね数
586→700

実施概要

実施概要 支出（見込）額

事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課） 事業概要

（経済課）

（H29年3月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

町内の各産業分野との協働による産業まつりを
開催します。

歴史探検事業

対象事業名（主務課）

イベントへの参加人数の増加
観光入込客数の増加　203,352人（平成26年）→213,000人（平成31年）

390,000円
説明板1基設置

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（社会教育課）

観光協会の組織強化支
援

基本戦略⑥　交流人口拡大プロジェクト

ひらおファンクラブ促
進事業

（総合政策課）

事業概要

（重要業績評価指標）
ＫＰＩ

1,100,000円
来客数4,000人

実施概要

支出（見込）額 指標値実績

観光協会への助成を通じて観光産業等の活動を
支援し、町内の観光資源の開発などに努めま
す。 1,668,000円

ｲﾍﾞﾝﾄ出店日数10日

当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課）

11



平生町未来戦略2016事業実績

（重要業績評価指標）

（重要業績評価指標）

地域で有害獣の捕獲作業をするわな猟免許取得
者の狩猟者登録に要する経費の一部を助成する
ほか捕獲奨励金の交付を行いました。

170,380円 1,400袋

3,373,000円
（見込）

捕獲隊員数　47名

対外的に平生町をPRする観光イメージ宣言に向
けた調査、研究を行いました。

0円
観光戦略の個別調査実施

ひらお特産品センター協同組合が実施する土づ
くりのために必要な堆肥購入費用の一部を助成
しました。

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（経済課）

4,027,000円

支出（見込）額

ひらお特産品センター協同組合が実施する土づ
くりのために必要な堆肥購入費用の一部を助成
します。 275,000円

2,000袋

実施概要 支出（見込）額

指標値実績

（H29年3月）

基本戦略③　平生町農業・水産業活性化プロジェクト
安全な地元産の農産物を安定供給する取組みの満足度

（経済課）

捕獲隊員数　60名

有害獣対策地域活動支
援事業

事業概要

地域で有害獣の捕獲作業をするわな猟免許取得
者の狩猟者登録に要する経費の一部を助成する
ほか捕獲奨励金の交付を行います。

実施概要

ＫＰＩ

対象事業名（主務課） 事業概要

(経済課）

観光入込客数　203,352人（平成26年）→213,000人（平成31年）

基本戦略②　平生町観光活性化プロジェクト

当初予算額 指標値（目標年月）

特産品の開発数　5（5年間累計）
当初予算額 指標値（目標年月）

成　果　指　標

指標値実績

伝承の土づくり推進事
業

（H29年3月）

9件（5年間累計）

65.8％（平成26年）→85.0％（平成31年）

（H29年3月）

ＫＰＩ

室津半島とイタリア半島の地形が似ていること
から、イタリアをイメージした観光戦略、地域
振興戦略の策定準備を行います。 0円

観光戦略の個別調査実施

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

観光イメージ創造事業

対象事業名（主務課）

就業者数
20代・３０代の社会増減
起業者数

施策目標
平成31年
5,700人
社会増

政策目標３ 地域の特性を活かした産業の振興と雇用の創出                                   

12



アサリの育成調査

エイの特産品開発

ジャンボタニシを防除するための薬剤購入経費
を助成しました。

150,700円
薬剤　582ｋｇ

79,126円

450,000円
補助率１/２以内
施業面積3,000㎡

県漁協が、より効果的な種苗を選定した放流計
画に基づいて実施した、放流の経費の一部を助
成しました。 277,750円

種苗放流の計画実施

オリーブ栽培等を通じて新たな特産品開発に向
けたビジョンの作成のための調査研究を進めま
した。 0円

調査研究

竹の繁茂対策について実施方法等の検討を進め
るとともに、竹林の伐採・整備費用の一部を助
成しました。

県漁協女性部を中心に、アサリの母貝団地の新
たな候補地の調査や、エイを使った特産品の研
究を行いました。

ジャンボタニシを防除するための薬剤購入経費
を助成します。

180,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

ジャンボタニシ防除対
策事業

オリーブ栽培等を通じて新たな特産品開発に向
けたビジョンの作成を行います。

0円

オリーブ栽培・六次産
業化ビジョン作成

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

調査研究

（H29年3月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

500,000円
補助率１/２以内
施業面積1,000㎡

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

竹繁茂対策事業

（H29年3月）

対象事業名（主務課） 事業概要

竹の繁茂対策について実施方法等の検討を進め
るとともに、竹林の伐採・整備費用の一部を助
成します。

（経済課）

（経済課）

（経済課）

当初予算額 指標値（目標年月）

（経済課）

補助率1/5以内
薬剤712ｋｇ

（H29年3月）

特産認証機関の設立準備

（H29年3月）

（H29年１月）

当初予算額 指標値（目標年月）

0円

支出（見込）額 指標値実績

364,000円
種苗放流の計画実施

支出（見込）額 指標値実績

（経済課）

対象事業名（主務課） 事業概要

新たな特産品開発の支援を行います。

実施概要

水産物の特産品開発

漁協による各種種苗放流の経費の一部を助成し
ます。

実施概要

種苗放流事業
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（重要業績評価指標）

（重要業績評価指標）

ＨＰ、広報ひらお等により起業者を募りました
が、今年度新たな応募者はありませんでした。
昨年度起業した３者に対して事業の実施状況を
確認のうえ補助金を交付しました。

1,500,000円
新規起業　なし
（累計3件）

県企業立地推進課のＨＰへ空き工場情報1件の
登録を行いました。新たな支援策については引
き続き検討します。 0円

方針決定には至ってい
ません。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイ
ス」の利用ならびに6月からクレジット決済を
導入しました。また、新たに6業者に協力いた
だきお礼の品の拡充に努めました。

6,753,275円 寄附額　17,006千円

会員　6名減

町内で新たにビジネスを創める者に対して支援
を行います。

3,000,000円

（総合政策課）

ふるさと納税と連携し
た特産品ＰＲ事業

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

寄附額5,000千円

実施概要

ハローワークと協議を行いながら、求職情報の
データ管理化に向けて準備を行いました。
柳井広域において、合同就職説明会を実施しま
した。

17,220円

支出（見込）額 指標値実績

企業誘致のため土地物件等の情報収集を行うと
ともに進出企業の支援策を検討します。

（H29年3月）

新規起業　3件

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

起業支援事業

商工会への助成を通じて地元企業の育成や経済
活性化を図ります。

2,800,000円
増加会員数５名

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

商工会運営費助成

町内の人材を求めている事業所と職を求めてい
る人をマッチングさせるため情報収集、データ
管理等を行います。 ０円

町HPで求職情報掲載

実施概要

（経済課）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（総合政策課）

（H29年3月）

（H29年3月）

（H29年3月）

町内事業者の経営指導や経済活性化事業を実施
した商工会の運営に対して助成を行いました。

2,800,000円

職のマッチング事業

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課）

ＫＰＩ

対象事業名（主務課）

基本戦略④　産業支援プロジェクト
起業件数　9件以上（5年間累計）
新規雇用者数　40人以上（5年間累計）

当初予算額 指標値（目標年月）

ＫＰＩ

事業概要

（経済課）

新規進出企業支援

（総合政策課）

0円
方針決定

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（H29年3月）

ふるさと納税の手続き等が簡単に行えるよう
ポータルサイトを活用したクレジット決済の導
入を図るとともにお礼の品（特産品）の拡充を
行います。

2,132,000円

町HPで求職情報掲載は
未実施

合同就職説明会の実施

支出（見込）額 指標値実績

基本戦略⑤　ふるさと特産品ＰＲプロジェクト

ふるさと納税額　1千万円（平成31年）

当初予算額 指標値（目標年月）事業概要
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（重要業績評価指標）

平生町未来戦略2016事業実績

（重要業績評価指標）

支出（見込）額

受注件数839件

指標値実績

(経済課)

対象事業名（主務課） 事業概要

町の行事等への参加に対してポイントを付与
し、一定のポイント獲得者へ町特産品等を贈り
健康への関心と行動継続への意欲向上を図りま
した。

269,900円

個人：133人
ファミリー：8組

日頃のウォーキング内容を記録するウォーキン
グ手帳の配布を行いました。また、正しい
ウォーキング方法を身につけるため、佐賀地区
でウォーキングの会年4回開催しました。

（H29年3月）

ウォーキング継続者の
増加

ウォーキング手帳の記
録継続者：14人
ウォーキング会参加
者：延べ27人

実施概要

2,563,000円
受注件数870件

健康に係る行動や事業・検診への参加に対して
ポイントを付与し、一定のポイント獲得者へ町
特産品等を贈り健康への関心と行動継続への意
欲向上を図ります。

270,000円

実施概要

シルバー人材センター運営費の一部を助成し、
高齢者の就業機会の確保に努めた。

2,563,000円

13,800円

対象事業名（主務課） 事業概要

ＫＰＩ

当初予算額 指標値（目標年月）

高齢者の就業を促進するため、シルバー人材セ
ンターへ運営費の一部を助成します。

健康マイレージ事業

正しいウォーキング方法を身につけ生活習慣病
予防を図ります。

66,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

健康寿命延伸ウォーキ
ング事業

対象事業名（主務課） 事業概要

ＫＰＩ

健康寿命の1歳延伸
特定健診の受診率　23.7％（平成26年）→30.0％（平成31年）

成　果　指　標

健康寿命

施策目標
平成31年

男性　79.62歳

基本戦略⑥　シニアの就労機会拡大プロジェクト
シルバー人材センター登録人数　93人（平成26年）→120人（平成31年）
シニアの就業者数　　800人（平成31年）

マイレージ交付数
個人:180人
ファミリー：20組

（H29年3月）

支出（見込）額 指標値実績

シルバー人材センター
運営支援事業

当初予算額 指標値（目標年月）

（H29年3月）

基本戦略①　健康寿命延伸プロジェクト

女性　86.45歳

（健康福祉課）

（健康福祉課）

当初予算額 指標値（目標年月）

保健指導の実施率　21.6％（平成26年）→60.0％（平成31年）

政策目標４ すべての世代が健康で安心して 

 暮らせる地域社会の形成  
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（重要業績評価指標）

5,791,142円
がん検診総受診者数：
1,563人　（前年度
1,600人）

健康寿命山口県一をＰＲするとともにさらなる
延伸を目指して、健康への関心と健康保持の取
組みの普及を図ります。

受診率29.2％（H27
年度：24.5％）

指標値実績

特定健康診査事業

公民館まつり、音楽鑑賞会や文化展への人的支
援に努めます。

40歳以上の国保の被保険者を対象に健康診査受
診の定着化を図り、健診の結果、生活習慣病の
リスクが高い人への指導を行います。

112,000円

各公民館において公民館まつりを実施したほ
か、音楽鑑賞会、秋の文化行事など多くの文化
行事を実施しました。 1５1,000円

7館で公民館まつり実
施
11月5・6日秋の文化
行事開催

健康寿命山口県一をＰＲするとともにさらなる
延伸を目指して、健康への関心と健康保持の取
組みの普及を図りました。 120,926円

健康づくりの集い
参加者：150人

生活習慣病の病態等を広く周知するための教室
を8回開催しました。

44,703円 教室参加者：延べ82人

各種がんの早期発見、早期治療のため個別、集
団検診を実施しました。

8,321,000円
受診率30.0％

実施概要

（町民課）

文化行事支援事業

196,000円

実施概要 支出（見込）額

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

実施概要 支出（見込）額

健診定着化の取組みとして、医療機関での個別
受信に加えて集団検診を実施しました。特定保
健指導の対象者74人のうち31人が保健指導に
参加しました。

6,008,557円

指標値（目標年月）

支出（見込）額

（健康福祉課）

（社会教育課）

方針決定

ＫＰＩ

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（健康福祉課）

健康づくりの集い
参加者：150人

（H29年3月）

（H29年3月）

（H29年3月）

受診者数の増加

生活習慣病予防普及事
業

（健康福祉課）

指標値（目標年月）

支出（見込）額 指標値実績

各種がんの早期発見、早期治療のため個別、集
団検診を実施します。

6,143,000円

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

がん検診

実施概要

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

（H29年3月）

指標値実績

（平成29年3月）

基本戦略②　元気で活躍プロジェクト

外出頻度　　週4日以上（平成31年）

指標値実績

健康寿命日本一を目指
す町民会議

生活習慣病の病態等を広く周知し、関心のある
人を増やすことで特定健診の実施率向上を目指
します。 100,000円

教室参加者：20人
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（重要業績評価指標）

（重要業績評価指標）

募集期間①7/1～8/1　応募者1名　採用0
募集期間②9/15～11/15　応募者４名　採用
0　募集期間③2/1～　応募者２名

450,000円
10月12日音楽鑑賞会
を開催　来場者255名

サッカー教室
期日　平成29年3月12日
講師　レノファ山口ＦＣ 261,780円

対象事業名（主務課）

コジマ・ムジカ・コレギアさん（弦楽合奏）を
お迎えし、第51回平生町音楽鑑賞会を開催しま
した。　「郷土かるた」の原案を作成しまし
た。

指標値実績実施概要 支出（見込）額

事業概要 当初予算額

地域おこし協力隊員の
活用

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

スポーツを「する、観る、支える」者の増加を
図ります。

サッカー教室
する　120人
みる　100人
支える　20人

利用者数：延べ400人

地域おこし協力隊員を活用し、地域の魅力を再
発見し地域の活性化を図ります。

4,861,000円
集落点検：2地区

文化を感じる活動として文化講演会や音楽イベ
ントを開催し郷土愛の醸成を図ります。また、
小学校、郷土史研究会、教育委員会が連携し
「郷土かるた」の作成に向けた諸準備を行いま
す。

450,000円

高齢者や移動が困難な人の買い物や通院などの
日常生活支援のための移送サービスの提供を行
いました。○佐賀地区運営状況　210人の利用
者、○尾国地区運営状況　150人の利用者

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

地域コミュニティ移送
サービス事業

（健康福祉課）

事業概要

（社会教育課）

185,000円

指標値（目標年月）

（総務課）

（H29年3月）

基本戦略③　ふるさと文化創造プロジェクト

当初予算額 指標値（目標年月）

（社会教育課）

集落点検：0地区

対象事業名（主務課） 事業概要

ふるさと平生文化創造
事業

206,000円

ＫＰＩ

対象事業名（主務課）

88,044円

実施概要 指標値実績

ＫＰＩ

支出（見込）額

（H29年3月）

（H29年3月）

300,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

地域スポーツ人口拡大
推進事業

高齢者や移動が困難な人の買い物や通院などの
日常生活支援のための移送サービスの提供を行
う団体に対して車両を貸与します。

音楽鑑賞会の開催

基本戦略④　地域コミュニティ活性化プロジェクト

芸術、文化活動を支援する取組みの満足度
49.2％（平成26年）→55.0％（平成31年）

地域の支え合い、助け合いを実感できている割合
60.2％（平成26年）→75.0％（平成31年）

当初予算額 指標値（目標年月）

地域おこし協力隊員募集のための活動を行った
が採用に至らなかった。

指標値（目標年月）

700人

（H29年3月）

利用者数：延べ360人
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（重要業績評価指標）

（重要業績評価指標）

広島広域都市圏発展ビジョンに基づいた事業を
参加市町と連携して実施しています。まちおこ
し協議会が主催するイベント出店へ町内業者と
ともに参加しました。

連携事業数18件28４,518円

０円

幹事会を3回開催し、連携して取組んでいる婚
活パーティや移住フェアの開催について協議を
行いました。

新たな取組みの協議な
し

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

柳井広域圏1市4町で共通する課題等に対して連
携して対応を図ります。

０円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

柳井地区広域行政連絡
協議会

まちづくり団体等が自ら地域の課題に対応しよ
うとする取組みの支援を行います。

400,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

公益活動支援事業

公共施設の状況を把握し、長期的な視点で更
新・統廃合・長寿命化を行うことにより財政負
担の軽減・平準化を図ります。 0円

0円

新たな連携事業の検討

（H29年3月）

指標値（目標年月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

ＫＰＩ

（総務課）

基本戦略⑥　地域連携推進プロジェクト
近隣市町との連携の取組みの満足度
34.9％（平成26年）→50.0％（平成31年）

当初予算額

指標値実績

広島広域都市圏協議会 広島広域都市圏協議会参加市町と連携し共同し
て事業を実施していきます。

329,000円

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

事業概要

（総合政策課）

ＫＰＩ

対象事業名（主務課） 事業概要

新たな公益活動2件

（H29年3月）

対象事業名（主務課）

公共施設等総合管理計
画の策定

公共施設等総合管理計
画策定

（H29年3月）

（総合政策課）

連携事業数18件以上

（H29年3月）

基本戦略⑤　公共施設長寿命化プロジェクト

個別施設計画の策定（平成31年）

当初予算額 指標値（目標年月）

まちづくり団体からの申請がありませんでし
た。

公共施設等の長寿命化及び管理運営の効率化、
総資産量の適正化、民間活力の導入等を基本方
針とする公共施設等総合管理計画を策定しまし
た。

平成29年3月、公共施
設等総合管理計画を策
定しました。0円

（総合政策課）

実施概要 支出（見込）額

0件
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