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平生町未来戦略2017事業実績

（重要業績評価指標）

（健康保険課）

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

（地域振興課）

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

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。

指標値（目標年月）

129,000円

（H30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）

カップル成立：１０組

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

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。 210,000円

179件（平成26年）→265件（平成31年）
当初予算額

周東総合病院の出産件数
：223件
（うち平生町分21件）

周東総合病院の出産件数
：223件
（うち平生町分21件）

指標値実績

（健康保険課）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

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。 250,000円

実施概要

関係する1市4町が連携し、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、
個人病院の医師が当直を行う体制を整備するた
めの補助を行います。

実施概要

173,000円

支出（見込）額

135,006円

周東総合病院における柳
井圏域の出産件数：265
件（里帰りを含む）

（H30年3月）

周東総合病医院における
平生町の出産件数
：２５件

（H30年3月）

柳井広域圏1市4町が連携して、田布施町、柳井
市、上関町で婚活イベントを実施します。

129,000円

実施概要 支出（見込）額 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：
田布施町、上関町、柳井市）

第1回　９月２４日　田布施町「のんびらんどうましま」

第2回　１１月１９日　上関町総合文化センター

第3回　1月２8日　柳井フラワーランド

参加者数　男性１８人　女性２０人

参加者数　男性１５人　女性１３人

参加者数　男性15人　女性14人

相思相愛カップル

5組（平生町在住者１名）

お友達カップル

11組（平生町在住者１名）

支出（見込）額 指標値実績

産科医等確保支援事
業

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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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）

ＫＰＩ

ハイリスク妊婦訪
問・産婦訪問事業

不妊に悩む夫婦4組に対して助成を行いました。

対象事業名（主務課）

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

（H30年3月）

（町民福祉課）

対象事業名（主務課） 事業概要

（H30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

（健康保険課）

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：14,244件/年

（H30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
申請者のうち妊娠届件数
：5件

（H30年3月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

対象者全数訪問

120,000円 妊娠届件数：1件

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：延べ25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54
人） 6,026,394円 受診率：100％

指標値（目標年月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（健康保険課）

（健康保険課）

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。

79,000円

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）

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。

8,526,000円
受診率：100％

206,000円

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

子育てに必要な情報を届けるため、子育て情報
サイト「SAY　HELLO！」の運営を行います。 閲覧件数：9,800件/年

（重要業績評価指標）

事業概要 当初予算額

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。

50,648円 参加者数：25人

（健康保険課）

パパママスクール

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

参加者数：20人

（H30年3月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績
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216,252円
訪問率：100％
訪問世帯数：57件

幼児健診未受診者4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：4件

生後4か月までの乳児57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。

指標値実績

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

2,653,000円
受診率：100％

対象家庭への訪問率
：100％

実施概要 支出（見込）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

健診未受診者訪問事
業

対象家庭への訪問率
：100％

（H30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

（H30年3月）

（健康保険課）

（健康保険課）

（H30年3月）

当初予算額事業概要対象事業名（主務課）

（健康保険課）

（H30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。

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

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（健康保険課）

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。 438,585円

事業概要

参加者数：14人

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。

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。

47,592円

対象事業名（主務課）

支出（見込）額

参加者数：15人

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。

76,000円

当初予算額 指標値（目標年月）

（H30年3月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

指標値実績

456,000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

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

乳幼児健康診査

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

（健康保険課）

（健康保険課）

生後1か月児63人・3か月児67人・7か月児72
人・1歳6か月児73人・3歳児68人を対象に健
康診査を実施しました。受診者は1か月児60
人・3か月児67人・7か月児65人・1歳6か月
児67人・3歳児66人

230,796円 参加者数：延べ537人

2,248,550円
受診率：94.8％
受診者数：延べ325人

（H30年3月）

250,000円
参加者数：延べ600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）

232,000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
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健診後フォローの必要な乳幼児8人に対して訪
問、指導を行いました。

0円
訪問率：100％
訪問世帯数：8件

66,000円

支出（見込）額

当初予算額 指標値（目標年月）

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20世帯）

0円

指標値実績

1,800円
各校2回以上実施
計13回

訪問率：100％
訪問世帯数：20世帯

生後4～5か月児67人と7～8か月児69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。 267,181円

受講率：51.5％
参加者数：70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ま
した。延べで約1,600人の参加がありました。

支出（見込）額 指標値実績

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。

2,013,363円
利用者数
：延べ2,871人/年

736,596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

当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課）

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

（H30年3月）

（健康保険課）

（H30年3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した。

（社会教育課）

支出（見込）額

指標値実績

子育て支援センター
運営事業

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

303,000円

0円

（H30年3月）

幼児ことばの教室

対象家庭への訪問率
：100％

支出（見込）額

事業概要 当初予算額

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）

2,014,000円

各校2回実施

（H30年3月）

利用者数
：延べ5,388人/年

（H30年3月）

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

対象家庭への訪問率
：100％

家庭教育に関する講
座

実施概要

事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

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

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。

対象事業名（主務課）

指標値実績

生後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。

離乳食学級

実施概要

受講率：60％

乳幼児フォロー訪問
事業

対象事業名（主務課）

（健康保険課）

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。 953,000円

対象事業名（主務課） 事業概要

実施概要

（H30年3月）

（健康保険課）

（町民福祉課）

（健康保険課）

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
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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。

390,097円
会員数：109人（依頼会
員67人、提供会員36
人、両方会員6人）

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 指標値（目標年月）

（町民福祉課）

指標値実績

事業概要 当初予算額

利用者数
：延べ88人/年

子育て短期支援事業

実施概要

（町民福祉課）

（町民福祉課）

（H30年3月）

支出（見込）額 指標値実績

13,093,000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す。

1,296,000円

実施概要

指標値実績

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

（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

指標値（目標年月）

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

200,806,000円

支出（見込）額

（H30年3月）

当初予算額 指標値（目標年月）対象事業名（主務課） 事業概要

児童養護施設（周南市）にて2名の児童を預かり
ました。

18,880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1,407人の児童が利用しました。

対象事業名（主務課）

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。

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2,769人の保育を行いました。

（H30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。

391,000円

支出（見込）額 指標値実績

ＫＰＩ

利用者数
：延べ270人/年

275,198,700円

一時預かり事業

39.6％（平成26年）→45.0％（平成31年）

待機児童数：0人

12,779,461円 施設数：２か所（３支援）

（町民福祉課）

（町民福祉課）

359,500円

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。

待機児童数：0人

（H30年3月）

（H30年3月）

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

実施概要 支出（見込）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）
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当初予算額 指標値（目標年月）

ひとり親家庭の対象児童169人の養育者に手当
てを支給しました。

40,968,940円 全対象者へ支給した

支出（見込）額 指標値実績

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。

40,060,000円

（H30年3月）

全対象者への支給

就学前児童の医療費の一部を助成しました。
（支給件数7,766件）

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。

2,202,630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）

小学校低学年（３年まで）の児童の医療費の一
部を助成し子育て負担の軽減を図ります。

こども医療費助成事
業

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。

15,000,000円
全対象者への助成

指標値（目標年月）

(H30年3月）

私立幼稚園に在園する園児の保護者を対象に、
入園料、保育料に対して世帯の収入に応じた補
助金を園を通じて交付します。 2,657,000円

全対象者への助成

実施概要 支出（見込）額

（H30年3月）

（学校教育課）

私立幼稚園就園奨励
費補助金交付事業

実施概要

3,049,877円 全対象者へ助成した

14,423,932円

乳幼児医療費助成事
業

（町民福祉課）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

7,272,000円
全対象者への助成

全対象者へ助成した

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

指標値（目標年月）

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14,686件）

163,745,000円 全対象者へ支給した

対象事業名（主務課）

実施概要

（H30年3月）

4,226,000円

事業概要

事業概要

全対象者への支給

（町民福祉課）

支出（見込）額 指標値実績

対象事業名（主務課）

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

事業概要

指標値実績

全対象者へ助成した

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。

5,255,000円
全対象者の受入れ
受入れ施設数：2か所

実施概要

（町民福祉課）

病児・病後児保育事
業

指標値（目標年月）

指標値実績

対象事業名（主務課）

（町民福祉課）

児童手当支給事業

病気回復期で集団保育や家庭における保育が困
難な乳幼児のべ53人の保育を実施しました。

（H30年3月）

（H30年3月）

支出（見込）額

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。

171,280,000円

全対象者を受入れた
受入れ施設数：１か所

実施概要

児童扶養手当支給事
業

小学校低学年（３年まで）の児童の医療費の一
部を助成し子育て負担の軽減を図りました。
（支給件数1,462件）

（町民福祉課）
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相談回数：18回

指標値実績

不登校児童・生徒　　0人（平成31年）

青少年に関する相談を随時受け付けました。

1,128,000円 相談回数：17回

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。

1,128,000円

実施概要 支出（見込）額

実施概要 支出（見込）額 指標値実績（見込）

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。

指標値（目標年月）

（H30年3月）

支出（見込）額

指標値実績

青少年相談事業

53.6％（平成26年）→65.0％（平成31年）

低学年児童や特別な配慮
が必要な児童へのきめ細
かな指導が行えた。

実施概要

特別支援等補助教諭
の配置

4,662,000円

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。

（社会教育課）

（学校教育課）

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
いました。

4,574,895円
きめ細かな支援により、
幼児の園生活がスムーズ
に行えた。

対象事業名（主務課） 事業概要

園生活への対応における
効果が顕著な取組事例

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

教育相談体制の充実

当初予算額 指標値（目標年月）

1,861,200円
複式授業の解体により、
学習指導が効果的に行え
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

（学校教育課）

基本戦略⑤　平生っ子「育ち・学び」プロジェクト

支出（見込）額 指標値実績

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。

776,000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歳児学級へ副担任を配置し、たくましい
子どもを育てます。 3,432,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（H30年3月）

当初予算額

7,725,430円

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教員を配置し、きめ細
かな指導をします。 8,831,000円

実施概要

（重要業績評価指標）

対象事業名（主務課）

（H30年3月）

児童・生徒の個の特性に応じたきめ細かな対応
を行いました。

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

（H30年3月）

対象事業名（主務課） 事業概要

（学校教育課）

幼稚園補助教諭の配
置

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

（学校教育課）

（H30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

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、成果をあげています。

915,970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
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ＩＣＴ活用の効果が顕著
な取組事例

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。 0円

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

巡回回数：178回

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。

2,840,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

当初予算額

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

学び支援事業助成金
交付事業 130,000円

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

3,059,700円

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

（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。

（H30年3月）

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。

2,976,000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

支出（見込）額

コミュニティ・ス
クール事業

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（H30年3月）

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。

82,450円 助成人数：63名

助成人数：120名

（学校教育課）

（学校教育課）

（学校教育課）

指標値実績

国際理解・英語力
アップ事業

対象事業名（主務課）

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

幼保小中の連携

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

青少年健全育成支援

（H30年3月）

指標値実績

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

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）

保護者・地域住民の来校
者数の増加（前年度比
10％増）

（H30年3月）

支出（見込）額

（学校教育課）

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

0円

（H30年3月）

事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

町内の中学生の英語検定試験の検定料の１/２を
助成します。

（H30年3月）

実施概要

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）

平生小学校へモニターや書画カメラ、平生中学
校へ電子黒板や書画カメラを導入し、ＩＣＴ機
器を活用することにより、児童・生徒にとって
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。

1,506,816円
モニターと電子黒板を有
効に活用し、児童生徒の
集中力を維持できた。

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
的な指導ができた。
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平生町未来戦略2017事業実績

（重要業績評価指標）

空家バンク新規登録
：5件（累計22件）

方針決定

（H30年3月）

改修１件の助成を行いました。
不要物撤去1件の助成を行いました。

325,000円

引き続き検討していきます。

広報等を通じて、空家バンク、リフォーム助成
制度の周知を図りました。

ＫＰＩ

施策目標
成　果　指　標

指標値（目標年月）

空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。

500,000円
空家バンク登録：10件

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

空家利活用等促進事
業（空き家リフォー
ム助成事業）

空家の持ち主に対して広報等を通じて、空家の
提供を呼びかけます。

0円
空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

空家バンク事業

（H30年3月）

（H30年3月）

（地域振興課）

平成31年
社会増

基本戦略①　空家の利活用促進プロジェクト
空家バンク登録件数の増加　25件以上（平成31年）
活用空家の増加　　　　　　20件以上（5年間累計）

対象事業名（主務課） 当初予算額 指標値（目標年月）

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

空家バンクによる移住世
帯数：１件（累計８件）

対象事業名（主務課）

事業概要 当初予算額

平生町空家等対策計画に
基づいて実施します。

空家バンク以外の空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

空家再生等促進事業

事業概要

（地域振興課）

事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課）

0円

0円

（地域振興課）

政策目標２ 若い世代の移住・定住、交流の促進
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移住世帯数：6世帯、定
住世帯数：14世帯（累
計：移住27世帯、定住
33世帯）

アンケート回収：60件

5,010,000円

基本戦略③　ふるさと平生定住化プロジェクト

若者定住促進住宅事
業

支出（見込）額 指標値実績

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）

実施概要

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）

ＨＰ、広報ひらおにより制度の周知を図り、移
住6件（平生地区4件、大野地区2件）、定住14
件（宇佐木1件、平生地区8件、大野地区4件、
佐賀地区1件）に補助金を交付しました。

0円
やまぐち地域共創フォー
ラムへ参加

138,000円

3件の同窓会開催（平生中、佐賀小、佐賀中）に
対して助成を行いました。

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

・協議会設立のための情報収集にとどまってお
り、具体的な取組は未着手となっています。
・山口県及び広島広域都市圏主催でそれぞれ開
催された移住フェアへ参加しました。

0円 相談件数：6組6人

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

将来的なＵターンを促進するため町内の小中学
校を卒業した人を対象に同窓会等の開催経費の
一部を助成します。 150,000円

アンケート回収：30件以
上

事業概要

実施概要

（重要業績評価指標）

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
140人（平成26年）→120人（平成31年）

当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課）

20歳～29歳人口の転出の抑制

（地域振興課）

（地域振興課）

（地域振興課）

移住・定住促進（移
住・定住促進協議会
設立準備、移住フェ
ア）

（H30年3月）

対象事業名（主務課）

当初予算額 指標値（目標年月）対象事業名（主務課） 事業概要

対象事業名（主務課）

（H30年3月）

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。

5,170,000円

移住世帯数：6世帯、定
住世帯数：5世帯、三世
代同居：1世帯

指標値実績

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）

支出（見込）額

移住、定住促進のための相談、様々なサポート
を行う協議会の設立のための準備を行っていき
ます。・柳井広域、山口県と連携して移住フェ
アへ参加します。

0円

（H30年3月）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

（地域振興課）

指標値実績

移住相談件数の増加

（H30年3月）

実施概要 支出（見込）額
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１１月に町内の各産業分野にかかる企業や団体
等を１箇所（武道館及び駐車場）に集めて、ひ
らお産業まつりを開催しました。 1,123,224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、補助金を交付し、活動を支援し
ました。 1,668,000円

観光宣伝隊派遣 ：13回

指標値実績

堀川南蛮樋の改修を行います。

堀川南蛮樋の改修を行いました。

2,273,400円 堀川南蛮樋改修

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。

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

観光宣伝隊派遣：15回

当初予算額 指標値（目標年月）

FBページいいね数
：818（3/31現在）

当初予算額 指標値（目標年月）

（H30年3月）

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）

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

０円

事業概要 当初予算額

事業概要

（産業課）

（H30年3月）

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

０円
FBページいいね数
：800

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（地域振興課）

事業概要

指標値（目標年月）

対象事業名（主務課）

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。

2,300,000円

実施概要 支出（見込）額

堀川南蛮樋改修

（H29年11月）

（H30年3月）

（産業課）

支出（見込）額 指標値実績

ひらお産業まつり開
催

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。H29年度は1箇所開催を試行しま
す。

歴史探検事業

対象事業名（主務課）

（社会教育課）

観光協会の組織強化
支援

（重要業績評価指標）
ＫＰＩ

1,200,000円
来客数：4,000人

実施概要

対象事業名（主務課）
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平生町未来戦略2017事業実績

（重要業績評価指標）

（重要業績評価指標）

各分野で活動されている団体関係者と、イタリ
アを題材とした観光戦略等に関する意見交換を
行い今後の進め方等協議しました。

155,910円 使用堆肥：1,300袋

1,633,230円 イノシシ捕獲：263頭

実践プログラム未構築

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。

0円

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。

起業者数

成　果　指　標

イノシシ捕獲：500頭

0円
実践プログラムの構築

基本戦略②　平生町観光活性化プロジェクト

当初予算額

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。

有害獣対策地域活動
支援事業

事業概要

伝承の土づくり推進
事業

（H29年10月）

（産業課）

対象事業名（主務課）

指標値（目標年月）

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） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

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

使用堆肥：2,000袋

実施概要

ＫＰＩ

基本戦略③　平生町農業・水産業活性化プロジェクト

（産業課）

3,150,000円

支出（見込）額 指標値実績

（H30年3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）

支出（見込）額 指標値実績

（H30年3月）

65.8％（平成26年）→85.0％（平成31年）

就業者数
20代・３０代の社会増減

施策目標

対象事業名（主務課） 事業概要

（産業課）

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

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

安全な地元産の農産物を安定供給する取組みの満足度

平成31年
5,700人
社会増

9件（5年間累計）

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



アサリの育成調査実施

324,000円
施業面積：1,000㎡

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。

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、種苗放流の経費の一部
を助成しました。 121,500円

種苗の計画放流を実施

使用薬剤：586kg

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

オリーブ栽培等を題材とした新たな特産品開発
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。

9,190円

種苗の計画放流を実施

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

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

（H30年3月）

当初予算額 指標値（目標年月）

145,000円

（産業課）

対象事業名（主務課）

（H30年1月）

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）

使用薬剤：670kg

（H30年3月）

オリーブ栽培適正調査

0円
調査研究（継続）

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

（産業課）

当初予算額 指標値（目標年月）

（産業課）

指標値（目標年月）

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

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。

（産業課）

（産業課）

152,400円

県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

実施概要

水産物の特産品開発

支出（見込）額 指標値実績

アサリ育成調査

（H30年3月）

（H30年3月）

事業概要

県漁協を中心としたアサリの母貝団地の継続調
査のほか、地魚等を使用した特産品の開発支援
を行います。

事業概要 当初予算額

支出（見込）額

500,000円

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

対象事業名（主務課）

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。

オリーブ栽培・六次
産業化ビジョン作成

366,000円
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（重要業績評価指標）

（重要業績評価指標）

柳井広域合同就職説明会
の開催

商工会の継続運営

商工会、金融機関と連携して町内で新たにビジ
ネスを創める者に対して、支援を行います。

2,500,000円

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。

0円 情報提供物件の増：1件

ＨＰ、広報ひらおにより起業者を募るととも
に、今年度から商工会や金融機関で構成する審
査会を設置し、応募者からのプレゼンの上、補
助対象者を決定しました。また、平成27年度に
起業した2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。

新規起業：1件
（累計4件）

指標値（目標年月）

寄附額：1千2百万円

実施概要

新規進出企業支援

（産業課）

ＫＰＩ

対象事業名（主務課）

職のマッチング事業

企業誘致のため物件等の情報収集を行うととも
に県と連携して情報提供に努めます。 0円

（H30年3月）

寄附額：44,381,000円

ハローワークの求人情報インターネットサービ
スを、町HPから閲覧できるようにしました。
柳井広域において、２月に合同就職説明会を実
施しました。

17,350円

支出（見込）額 指標値実績

（地域振興課）

（産業課）

柳井広域合同就職説明会
の開催

実施概要

（産業課）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（地域振興課）

（H30年3月）

（H30年3月）

（H30年2月）

2,800,000円

2,000,000円

新規起業：1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
商工会の継続運営

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）

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。

ＫＰＩ

事業概要

ふるさと納税と連携
した特産品ＰＲ事業

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイ
ス」及びクレジット決済を活用するとともに、
新たに2業者に協力いただきお礼の品の拡充に努
めました。

20,112,877円

事業概要

指標値実績

商工会運営費助成

ハローワークと連携して、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。 19,000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

対象事業名（主務課）

情報提供物件の増

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（H30年3月）

専用ポータルサイトを活用し、ふるさと納税の
促進と地元特産品のＰＲを行います。

5,937,000円

当初予算額 指標値（目標年月）

ふるさと納税額　３千万円（平成31年）

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
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（重要業績評価指標）

平生町未来戦略2017事業実績

（重要業績評価指標）

会員数：99人

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ました。

支出（見込）額 指標値実績

7,050円

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。

276,000円

事業概要

基本戦略①　健康寿命延伸プロジェクト

当初予算額 指標値（目標年月）

健康マイレージ事業

2,650,000円

基本戦略⑥　シニアの就労機会拡大プロジェクト

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。

8,000円

対象事業名（主務課）

施策目標

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

ウォーキング手帳の記録
継続者：12人
ウォーキング会参加者
：延べ36人

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。

96,620円 個人：55人

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7回開催しました。

（H30年3月）

ウォ－キング手帳の交付
数の増加

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

（健康保険課）

男性　79.62歳

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。

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）

実施概要

平成31年

女性　86.45歳

（H30年3月）

マイレージ参加者数
個人：160人

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）

（産業課）

（H30年3月）

健康寿命延伸ウォー
キング事業

シニアの就業者数　　800人（平成31年）

保健指導の実施率　21.6％（平成26年）→60.0％（平成31年）

ＫＰＩ

会員数：110人

実施概要

2,654,000円

対象事業名（主務課） 事業概要

ＫＰＩ

対象事業名（主務課）

（健康保険課）

当初予算額 指標値（目標年月）

事業概要

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）

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。

秋の文化行事や音楽鑑賞会など多くの文化行事
を実施しました。

86,000円
11月4・5日秋の文化行
事開催

実施概要

対象事業名（主務課）

教室参加者：延べ29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。

音楽鑑賞会や文化展等への人的支援を行いま
す。

8,023,000円
受診率：30.0％

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。 164,940円

健康づくりの集い
参加者：200人

生活習慣病の病態等を広く周知するための教室
を4回開催しました。

事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

21,417円

6,415,013円
がん検診総受診者数
：1,786人
（前年度：1,563人）

受診者数の増加

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

（H30年3月）

生活習慣病予防普及
事業

（健康保険課）

当初予算額

指標値（目標年月）

指標値実績

特定健康診査事業

（健康保険課）

指標値（目標年月）

指標値実績実施概要

実施概要

対象事業名（主務課） 事業概要

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額 指標値（目標年月）

（H30年3月）

指標値実績

がん検診

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。

健診定着化の取組として、医療機関での個別受
診に加えて集団健診を実施しました。特定保健
指導の対象者58人のうち５人が保健指導に参加
しました。

5,598,489円
受診率：2６.９％
（前年度：29.1％）

213,000円

（健康保険課）

健康づくりの集い
参加者：180人

（H30年3月）

（H30年3月）

（H30年3月）

文化行事支援事業

86,000円

実施概要 支出（見込）額

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）

秋の文化行事の開催

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）

（社会教育課）

（健康保険課）

支出（見込）額

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

健康寿命日本一を目
指す町民会議

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。

6,450,000円

支出（見込）額

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。 81,000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）

ジョン・海山・ネプチューンさん他3名をお迎え
し、第52回平生町音楽鑑賞会（ワヨウセイヨ
ウ）を開催しました。

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

地域おこし協力隊等
の活用

対象事業名（主務課） 事業概要 当初予算額

小学校、郷土史研究会、教育委員会が連携し、
「郷土かるた」を作成し郷土愛の醸成を図りま
す。

（H30年3月）

（H30年3月）

指標値実績

ふるさと平生文化創
造事業（郷土かるた
作成）

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

対象事業名（主務課）

ふるさと平生文化創
造事業

450,000円
10月11日音楽鑑賞会を
開催　来場者267名

地域おこし協力隊等を活用し、地域の活性化と
その地域への定住・定着を図ります。

8,424,000円
協力隊員による移住フェ
ア等での活動

76,944円

（地域振興課）

（H30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）

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

指標値（目標年月）事業概要 当初予算額

（社会教育課）

（町民福祉課）

事業概要

（社会教育課）

文化を感じる活動として音楽イベントを開催し
芸術文化の推進を図ります。

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　202人の利用者
○尾国地区運営状況　182人の利用者

90,000円

ＫＰＩ

対象事業名（主務課）

ＫＰＩ

指標値実績

1,145,000円

実施概要 支出（見込）額

郷土かるたを作成し、各小中学校等へかるたの
活用を依頼しました。

1,117,800円
郷土かるた500セット作
成

利用者数：延べ400人

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）

指標値（目標年月）

郷土かるたの作成

（H30年3月）

実施概要 支出（見込）額

地域協力活動を実施して地域力の維持・強化を
図るため、地域おこし協力隊を2名募集し、2名
採用しました。
・移住定住促進業務　1名（6月20日～）
・特産品開発業務　　１名（２月１日～）

対象事業名（主務課） 事業概要

3,509,000円 １件

利用者数：延べ384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284,086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。

新たな取組みについては
協議されていない。

対象事業名（主務課） 事業概要

ＫＰＩ

（地域振興課）

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

個別施設ごとに今後の維持管理・更新の方針や
対策の優先順位の考え方、メンテナンスサイク
ルの構築など具体的な取組みを定めます。 0円

新たな連携事業の検討

（H30年3月）

指標値（目標年月）

実施概要 支出（見込）額 指標値実績

個別施設計画策定指針の
策定

個別施設計画策定

指標値実績

広島広域都市圏協議
会

広島広域都市圏域内のまちの活性化を図るため
の事業に積極的に参加していきます。

285,000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）

ＫＰＩ

対象事業名（主務課） 事業概要

新たな公益活動：2件

（H30年3月）

（H30年3月）

（地域振興課）

連携事業数18件以上

（H30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）

（地域振興課）

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

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

個別施設計画の策定に向けて、施設の概要や運
営経費等の基本的な情報を示す施設カルテ（基
本情報等）を作成しました。また、その計画を
作成する上で、記載すべき項目等を示した個別
施設計画策定指針を策定しました。

0円

施設カルテの作成及び個
別施設計画策定指針の策
定

（総務課）

３つのまちづくり団体が行なう地域活性化のた
めの活動に対して交付金を交付し、新たな取組
みが実施されたことにより地域活動の活性化が
図られました。

300,000円 新たな公益活動：３件
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