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平生町未来戦略2015事業実績

（重要業績評価指標）

（H28年3月）

（H28年3月）

（重要業績評価指標）

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

総合病院の出産対応数
61.4％（平成26年）→80.0％（平成31年）

179件（平成26年）→200件（平成31年）

2015年出産件数
230件

指標値を達成しており、
安心して出産できる環境
の向上が図られた。

事業効果等

実施概要
・第1回：9月27日、田布施町馬島
・第2回：12月6日、柳井市クルーズ
ホテル 　以上一般社団法人やまぐ
ち定住促進県民活動ネットワーク
へ業務委託により実施
・第3回：1月23日、周防大島町
一般社団法人周防大島観光協会
へ業務委託により実施

実績額

２５６，０００円

カップル成立数　13組
うち平生町在住者3名
（男性3名）

事業効果等
指標値を超えるカップル
成立があった。

実施概要
▼①総合病院で行われる出産等
の手術の補助を務めるため待機し
ている個人病院の医師に掛かる経
費の支援を行った。▼②新生児室
改修工事及び医療機器購入（新生
児用ベッド、新生児･未熟児胎動モ
ニター、開放型保育器、光線治療
器等）

指標値実績及び効果

指標値実績及び効果実績額

基本戦略②　出産応援プロジェクト（周産期医療支援）

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（主務課） （目標年月）

ＫＰＩ

柳井広域圏1市4町が連携して、圏
域内市町において婚活イベントを
実施する。

２５６，０００円
カップル成立数　10組

（総合政策課）

婚活イベント実施事
業

（健康福祉課）

周産期医療支援事業

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、以下の支援を
行う。①総合病院の産科医の負
担を軽減するため、個人病院の
医師が当直を行う場合に補助を
行う。②総合病院の産科、小児
科（新生児対応）の施設や機器
の拡充に対して補助を行う。

①１７１，０００円
②１，４１３，０００円

出産対応数　年間200件

①１３６，７９１円
②１，１５３，４０１円

施策目標
平成31年

成　果　指　標

合計特殊出生率
出生数

1.70
100人以上

（主務課）
事業概要 予算

（目標年月）

基本戦略①　出会いの創造プロジェクト
ＫＰＩ

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）

対象事業名 指標値

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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（H28年3月）

（H28年3月）

子育て情報のデジタル発信化に向
けて、情報サイト立ち上げに係る整
備を行う。 ２５４，０００円

サイトの閲覧者数増

実施概要 実績額 指標値実績及び効果

２５３，８００円

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（健康福祉課）

子育て関連施設に対して、子育て
環境の整備として遊具および保育
備品の整備のための支援を行う。
また、乳児健診、子育て学級等に
参加しやすい環境を整備する。

３，６８０，０００円

利用者、参加者数の増

▼子育て情報誌の制作を委託して
いた(有)長安工業に情報サイト制
作業務を委託しサイトの整備をお
こなった。▼公開はH２７年６月。▼
情報サイトの内容については、子
ども関係の行事予定は、隔週金曜
日に更新している。また、企画特集
記事は毎月1日に情報を提供して
いる。

（健康福祉課）

子育て応援事業
（子育て関連施設環
境整備事業）

（主務課） （目標年月）

指標値
（主務課） （目標年月）

実施概要 実績額
▼平生町子育て環境づくり推進補
助金交付要綱を新たに制定し、町
内2か所の民間保育園が行う屋外
遊具、屋内遊具、絵本などの設備
整備の支援をおこなった。　▼町直
営の施設では、児童クラブの定員
増に対応するため、備品の整備を
行うとともに保健センターのトイレ
内に1か所おむつ交換台を設置し、
利用者の利便性向上を図った。
▼新しい遊具や絵本などの教材や
保育用品を中心に、保育環境を整
備・改善することができ、今後、子
どもたちはより一層の多様な活動・
経験を積むことができることにな
り、保育効果の向上が期待でき
る。

３，５５９，５５０円

閲覧者数　平均２５件/日

スマートフォンからも閲覧
でき、子育てに関する情
報発信の手段が広がっ
た。

平生児童クラブ利用者数
108名→118名。
保育園入園者数171名→
172名。

整備完了が年度末となっ
たことから、今後、事業
効果が発揮されるようＰ
Ｒ等を行う必要がある。

事業効果等

事業効果等

指標値実績及び効果

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）

子育て応援事業
（子育て情報サイト
整備事業）

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）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

対象事業名
事業概要 予算

2



平生町未来戦略2015事業実績

（重要業績評価指標）

（H28年3月）

（H28年3月）

▼空き家バンク27年度新
規登録件数　8件うち売
買物件1　▼入居及び入
居予定件数　　5件

所有者の経済的負担の
軽減を図ることにより、空
き家バンク登録に効果が
あった。

３，９８３，０００円

空き家バンク登録件数
5件並びに移住世帯5件

実績額 指標値実績及び効果

対象事業名

▼空き家バンク登録及び空き家リ
フォーム助成事業について、広報5
月号で周知、町外の在住者向けに
固定資産税の納税通知書にチラシ
を同封し周知を図った。
▼リフォーム＋不要物撤去　1件
▼リフォームのみ　　　　　　　1件
▼不要物撤去のみ　　　　　　2件
計4件の空き家の所有者に対して
助成を行った。

７９０，０００円

空き家利活用等促進
事業（空き家リ
フォーム助成事業）

空き家バンク登録件数
5件並びに移住世帯5件

２，０００，０００円

（総合政策課）

実施概要

事業概要 予算
指標値

（主務課） （目標年月）

▼12月業務委託契約を朝日航洋
㈱と締結し事業実施。2/1～3/4空
き家実態調査を実施した。
▼成果品は、空き家一覧表、調査
表、老朽空き家情報　以上電子
データ、空き家分布図　納品は
3/31

３，１４４，９６０円 事業効果等

空き家バンク今年度新規
登録件数　8件うち売買
物件1　　▼入居及び入
居予定件数　　5件

空き家実態調査により約
680棟の空き家が明らか
になった。今後、空き家
の実態に即した対策を進
めていく必要がある。

空き家利活用等促進
事業（空き家データ
ベース構築事業）

（総合政策課）

実施概要 実績額 指標値実績及び効果

事業効果等

成　果　指　標
施策目標
平成31年

転入者数が転出者数を上回る 社会増

活用空き家の増加　　　　　　20件以上（5年間累計）
対象事業名

事業概要 予算
指標値

（主務課）

交流人口の増加（観光客入込数）

空き家対策の基礎資料とするた
め、空き家に関するデータベースを
整備する。

213,000人

基本戦略①　空き家の利活用促進プロジェクト
ＫＰＩ

（目標年月）

空き家バンク登録件数の増加　25件以上（平成31年）

空き家の有効活用を図るため、空
き家バンクの登録件数増加のため
空き家のリフォーム費用の助成を
行う。（補助率1/2、上限300千円）
不要物撤去費用（補助率10/10、
上限100千円）

政策目標２ 若い世代の移住・定住、交流の促進 
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（H28年3月）

（H28年3月）

▼町外から転入１４世帯
▼町内から転居８世帯

事業効果等
町外からの転入世帯が
目標を上回っており、人
口定住に効果があった。

相談件数３２件

事業効果等
東京、大阪など大都市圏
でのイベント参加は、本
町の魅力を直接伝える
効果が期待できる。

指標値実績及び効果実績額

柳井地区広域行政連
絡協議会移住・定住
促進事業（移住フェ
ア出展事業）

（総合政策課）

実施概要
▼７月４日　サザンセト交流フェア
（広島市シャレオ）
来場者２，０００人　相談８件
▼１０月３日　やまぐち暮らしセミ
ナー（千代田区　ふるさと回帰支援
センター）　来場者３５組４６人　相
談７件
▼１０月２４日　中国四国もうひとつ
のふるさと探しフェア（大阪市　難
波御堂筋ホール）来場者１９６組２
６０人　相談１７件

６３９，２９６円

柳井広域圏１市4町が共同で、移
住フェアに出展する。（東京・大阪・
広島）

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。
住宅取得：200千円（500千円）
第1子　50千円（100千円）
第2子　100千円（200千円）
軽自動車　20千円（20千円）
（佐賀地区）

７，８００，０００円

・移住世帯　8世帯（平生
5、佐賀3）　・定住世帯１
０世帯（平生5、佐賀5）

若者定住促進住宅補
助事業 実施概要 指標値実績及び効果実績額

▼広報５月号にて事業の周知を図
るとともにＨＰに掲載。その後、広
報９月号、広報２月号で再度周知
を図った。
交付件数２２件　（佐賀地区１件）
第１子加算１１件　（　〃　　　１件）
第２子加算１１件　（　〃　　　１件）
軽自動車加算　６件（８台）

６，６６０，０００円

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）

ＫＰＩ
定住若者世帯数　75世帯（5年間累計）

（重要業績評価指標）

７７５，０００円

移住相談件数　10人

（重要業績評価指標）

対象事業名

指標値
（主務課）

事業概要 予算
指標値

（主務課） （目標年月）

事業概要 予算

（総合政策課）

（目標年月）
対象事業名

基本戦略④　ＵＪＩ促進プロジェクト

ＫＰＩ
移住・定住相談件数　40件（5年間累計）
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ホームページアクセス数　年間76,000回
全国移住ナビ閲覧回数の増加

（H28年3月）

（H28年3月）

事業完了が年度末となっ
たためアクセス数が不
明。

事業効果等
スマートフォンからの閲
覧にも対応したことによ
り、情報発信に効果が図
られた。

全国移住ナビ、ｙｏｕＴｕｂ
ｅ、町ホームページに掲
載し多くの方に閲覧して
もらえるようにしていま
す。

事業効果等
本町の魅力を多くの方に
伝える手段のひとつとし
て効果がある。

ホームページリ
ニューアル事業

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（主務課） （目標年月）

基本戦略⑤　アイ・ラブ・ひらお　移住・定住促進ＰＲプロジェクト

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（主務課） （目標年月）

全国移住ナビの本町サ
イトの閲覧者数の増

（総合政策課）

町外に向け、町の魅力や移住・定
住に係る各種施策を効果的に発信
するため、ホームページのリニュー
アルを行う。 ６，６５５，０００円

ホームページアクセス数
76,000回

（総務課）

ＰＲ動画等作成事業

▼町内外に向けた情報発信の充
実を図るため、既存情報の分類・
デザイン変更などホームページの
リニューアル及び運用システムの
再構築を㈱スマートバリューに業
務委託し実施した。
▼新ホームページの公開は４月４
日。

６，５８８，０００円

３，９９２，７６０円

実施概要 実績額 指標値実績及び効果
▼１１月２日、４社による提案の中
からＫビジョン㈱を選定し、業務委
託により事業を実施した。▼全国
移住ナビ用のショートバージョン（3
分）とホームページ等掲載用のロ
ングバージョン（約14分）を作成し
た。

町外に向け、町の魅力を効果的に
伝えるため、ＰＲ動画を作成し、全
国移住ナビ等へ掲載する。

５，０００，０００円

実施概要 実績額 指標値実績及び効果
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平生町未来戦略2015事業実績

（重要業績評価指標）

（H27年10月）

（重要業績評価指標）

（H28年3月）

（H28年3月）

平成27年10月28日策
定、同日公表　、4月、概
要版を全戸配布した。

起業支援　３件
事業効果等
3件の起業支援を行った
が新規雇用にはつな
がっていない。

▼4月人口ビジョン策定のための
基礎資料作成を開始（㈱ぎょうせ
いに業務委託）。
▼6月に未来戦略策定委員会（委
員30名）を設置し、計4回の会議を
経て、10月末までに人口ビジョンな
らびに総合戦略をまとめた平生町
未来戦略を策定した。

８，４７６，６３２円

実施概要 実績額 指標値実績及び効果

町内で新たにビジネスを開始する
者に対して3年間支援を行う。
補助率10/10　上限500千円

１，５００，０００円
起業者数　3件

基本戦略④　産業支援プロジェクト
ＫＰＩ 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）
対象事業名

事業概要 予算
指標値

（主務課） （目標年月）

平生町総合戦略策定
事業

総合戦略策定に向け必要な情報
分析を行なうとともに、産官学金労
言に町内各団体等の代表者から
なる策定委員会を開催し、本町の
地方版総合戦略を策定する。

８，７１１，０００円

まち・ひと・しごと創生総
合戦略の策定

実施概要 指標値実績及び効果

20代・３０代の社会増減 社会増
起業者数 9件（5年間累計）

基本戦略①　未来戦略策定プロジェクト

成　果　指　標
施策目標
平成31年

就業者数 5,700人

ＫＰＩ
まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定（平成27年）

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（主務課） （目標年月）

実績額

（総合政策課）

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（主務課） （目標年月）

起業支援事業

企業の地方拠点強化
支援（地方税の不均
一課税の拡充）

（総合政策課）

▼広報６月号、ＨＰ及びフェイス
ブックにて６月１９日から８月１８日
の申込み期間の周知を図った。▼
３事業者より申請があり、交付決
定を行った。

１，５００，０００円

実施概要 実績額 指標値実績及び効果

地域再生法の改正にともなう固定
資産税の不均一課税制度の創設
と制度の周知を行う。

０予算事業
不均一課税条例の新設

（総合政策課）

▼本社機能の移転又は拡充を行う
事業者について、固定資産税の不
均一課税を行うための条例を新規
に制定した。

０円

「地域再生法に係る固定
資産税の不均一課税に
関する条例案」を3月議
会に上程し可決された。

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 
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平生町未来戦略2015事業実績

（重要業績評価指標）

（H28年3月）

（重要業績評価指標）

（H28年3月）

（H28年3月）
広島広域都市圏協議
会への参加

広島広域都市圏協議会へ参加し、
参加市町と連携し、事業を実施す
るための協議を行う。 ０予算事業

連携協約の締結

▼7月22日の第1回広島広域都市
圏協議会で参加して以降、広島広
域都市圏連絡会で事業連携につ
いて、連携中枢都市圏検討会議等
で連携協約についての協議を行っ
た。

０円

平成28年3月30日、広島
市において連携協約締
結式が実施された。

実施概要 実績額 指標値実績及び効果
▼交流フェア、婚活イベント、中山
間地域づくり、合同就職面接会な
ど柳井地区広域行政連絡会として
取組んだ。

０円

実施概要に記載したイベ
ント等だけでなく消費者
相談における連携システ
ムの構築が図られた。

実施概要 実績額 指標値実績及び効果

（総合政策課）

指標値
（主務課）

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（主務課） （目標年月）

柳井地区広域行政連
絡協議会

（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
る。

０予算事業
連携事業の実施

（総合政策課）

基本戦略⑥　地域連携推進プロジェクト
ＫＰＩ

対象事業名
事業概要 予算

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）

成　果　指　標
施策目標
平成31年

健康寿命
男性　79.62歳
女性　86.45歳

基本戦略①　健康寿命延伸プロジェクト

対象事業名
事業概要 予算

指標値
（主務課） （目標年月）

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）
保健指導の実施率　21.6％（平成26年）→60.0％（平成31年）

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
の景品を贈り健康への関心と行動
継続への意欲向上を図る。

３００，０００円

健診等受診率の対前年
比増

（健康福祉課）

健康マイレージ事業
実施概要 実績額 指標値実績及び効果
▼チラシの配布および集いの場等
で事業の説明をして周知を図り、
取り組んだ。　▼実施期間6月1日
から1月31日。　▼対象事業数：25
事業。　▼応募者数　3P：3人、5P：
51人、10P：54人　計１０８人　　ファ
ミリーコース8組。

２７０，２００円

肺がん9.8％→8.6％　胃
がん4.2％→4.2％　大腸
がん9.3％→9.6％　乳が
ん15.4％→16.9％　子宮
がん12％→12.8％　特定
健診23.7％→24.2％など
一定の効果が認められ
た。

政策目標４ すべての世代が健康で安心して 
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