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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 エコノミックガーデニング推進事業（創業支援事業） 担当課名 産業振興課
実施計画事業名 企業等立地促進事業・商工業支援プログラム推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
創業支援相談窓口設置
特定創業支援事業実施
町創業支援策の検討
各種講座や創業支援セミナーの実施

創業支援ネットワーク連絡会の開催

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

2017/5/9

　寒川町創業支援事業計画に伴い、産業振興課・平塚信用金庫寒川支店・湘南
信用金庫寒川支店・日本政策金融公庫厚木支店に創業支援の窓口を設置し、各
種相談への対応や各機関に繋げる企業サポートを行う。また、町商工会や湘南産
業振興財団と連携し、町創業支援事業計画の特定支援事業としている創業支援
セミナーや湘南ビジネスコンテストを開催する。
　創業支援機関をメンバーとした創業支援ネットワーク連絡会を開催し、各機関で
開催するセミナー等情報の共有化を図る。
　企業誘致や既存企業の投資を促し地域産業の振興を図るため、町内に新規立
地等する企業に対して税負担の軽減や雇用奨励金の支給、県の産業集積促進融
資を受けた企業に対する利子補助を行うとともに、制度利用の促進のため情報を
発信する。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

・創業支援相談の周知及び実施
・創業成功事例セミナーの開催（商工会と共
催）
・創業支援セミナー開催予定（商工会と共催）
・創業支援ネットワーク連絡会の開催

・創業支援相談の実施及び周知
・創業支援セミナー開催予定（商工会と共催）
・ビジネスコンテスト仮申請書応募締切
・ビジネスコンテスト本申請書応募締切
・創業支援ネットワーク連絡会の開催

・創業支援相談の周知及び実施
・町創業支援策の検討
・ビジネスコンテスト各種相談、講座、ヒアリン
グの実施
・11月湘南ビジネスコンテスト開催
・産業まつりにおいて創業支援ブースの設置
・創業支援セミナー開催予定（商工会と共催）
・創業支援ネットワーク連絡会の開催

・創業支援相談の周知及び実施
・各種講座や創業支援セミナーを開催予定
・創業支援ネットワーク連絡会の開催

9月 10月 11月 12月 1月

5121-01_産業振興課_企業等立地促進事業.xlsx
1/51



実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
創業相談件数

その他の指標
創業支援に伴う講座・セミナーの実施

重要業績評価指標（KPI）
支援メニュー利用数
販路拡大支援数
新規事業所届出数
創業に関する支援数

実績値(年度)

実績値(年度)

実績値(年度)

20 13
H29 H30 H31 H28実績値

0 H26 件
現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

10 15 20

H28 H29 H30 H31

H28実績値
0 H26 回 1 4 4

H28 H29 H30 H31
4 5

1 H26 件 6

H28実績値
74 H24-H26 件 105 115 125 130 163

現状値（年度） 単位 目標値

10 10 12 8
63 H26 件
2 H26 件 8

6 7 7 31
65 70 75 80 56

5121-01_産業振興課_企業等立地促進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 エコノミックガーデニング推進事業（企業総合支援事業） 担当課名 産業振興課
実施計画事業名 商工業支援プログラム推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
寒川町地域経済コンシェルジュ委嘱

企業訪問の実施
企業相談の実施
情報共有のための定例会
各種セミナー等の実施
ロボット導入コンサルティングの実施

町内企業向け支援制度の企画立案

次世代経営者研究会準備委員会の実施

次世代経営者研究会の発足及び実施

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

・寒川町地域経済コンシェルジュの委嘱
・企業訪問及び企業相談の実施
・町支援制度（補助金等）の周知
・課題整理等を行い、対応方針を検討。
・担当内情報共有のため定例会を実施。
・国等との連携事業として町内中小企業向けの支援
補助金等括要説明会の実施
・さむかわ次世代経営者研究会の発足

・企業訪問及び企業相談の実施
・課題整理等を行い、対応方針を検討。
・町内企業向け支援制度の検討
・担当内情報共有のため定例会を実施。
・さむかわ次世代経営者研究会の実施。
・企業向け事業承継セミナーの実施
・ロボット導入コンサルティング実施に伴う実施企業
の公募

・企業訪問及び企業相談の実施
・課題整理等を行い、対応方針を検討。
・町内企業向け支援制度の検討
・担当内情報共有のため定例会を実施。
・さむかわ次世代経営者研究会の実施。
・ロボット導入コンサルティングの実施

・企業訪問及び企業相談の実施
・課題整理等を行い、対応方針を検討。
・担当内情報共有のため定例会を実施。
・さむかわ次世代経営者研究会の実施及び成果発
表

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

平成29年度についても引き続き、従業員数300名以下の製造業及び開業3年未満
の事業所を中心に企業訪問を実施し、課題のある事業所については、関連する組
織との連携により課題解決に向けて支援を進めていく。
また、企業ニーズに対応するため、各種支援メニューの見直しを行う。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

5111-04_産業振興課_商工業支援プログラム推進事業.xlsx
3/51



実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
企業訪問回数

その他の指標
相談企業数

重要業績評価指標（KPI）
支援メニュー利用数
販路拡大支援数
新規事業所届出数
創業に関する支援数
《KPIに関連する事業》
企業等立地促進事業

1 H26 件

10 12 12

6 6 7 7 31

163
H28 H29 H30 H31 H28実績値

63 H26 件
2 H26 件

65 70 75 80 56
8 10

74 H24-H26 件

10 10 15 15

105 115 125 130

12

現状値（年度） 単位 目標値

H29 H30 H31 H28実績値
社

現状値（年度） 単位 目標値 H28

H28 H29 H30 H31 H28実績値
－ 回

現状値（年度） 単位 目標値
215135 180 180 180

実績値（年度）

実績値（年度）

実績値（年度）

5111-04_産業振興課_商工業支援プログラム推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 観光振興推進事業 担当課名 産業振興課
実施計画事業名 観光振興推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
寒川神社を核とした拠点検討
ホームページ等で観光情報の発信

さむかわ神輿まつり
寒川びっちょり祭
彼岸花まつり
寒川みんなの花火

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

2017/5/9

全国唯一の八方除けの守護神として信仰されている寒川神社を拠点として、各観
光事業の実施により、町内におけるにぎわいを創出し、観光入込客数の増加を図
る。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

【寒川神社】・核とした拠点検討
【情報発信】各イベントの情報を発信
【神輿まつり】・補助金交付
　　　　　　　　 ・開催内容の検討
【びっちょり祭】･参加者等の募集
　　　　　　　　　 ・開催内容の検討
【みんなの花火】･募金箱設置

【寒川神社】・核とした拠点検討
【情報発信】各イベントの情報を発信
【神輿まつり】・7/17開催
【びっちょり祭】・8/13開催
【彼岸花まつり】・9/23開催

【寒川神社】･核とした拠点検討
【情報発信】各イベントの情報を発信
【みんなの花火】･11/4開催

【寒川神社】･核とした拠点検討
【情報発信】各イベントの情報を発信

9月 10月 11月 12月 1月

5151-01_産業振興課_観光振興推進事業.xlsx

5/51



活動指標
観光イベント数

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
観光入込客数

4 4 4（H28）
H29 H30 H31 実績値(年度)

4 H28 件
現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

4 4

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

230 213(H28)
H31 実績値(年度)

187 H27 万人 220 230
現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

230

5151-01_産業振興課_観光振興推進事業.xlsx

6/51



寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 タウンセールス推進事業 担当課名 広報戦略課
実施計画事業名 タウンセールス推進事業・マーケティング推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
①推進体制の構築
②プロモーション活動ツールの充実

③認知度向上に向けた戦略的な情報発信

④移住候補地としての誘導
⑤移住定住に関するマーケティング

⑥・住民満足度向上に向けた政策等立案のためのマーケティング

予定 実績

取り組みの実施予定

・専従セクション設置
・マーケティングマネージャー公募・選考
・移住ポータルサイト及びツール等制作着手
・転入転出者を対象とした窓口アンケート調
査
・移住市場に関連した調査（外部環境調査）
・eマーケティングリサーチ制度着手（eモニ
ター確保）
・総合計画第3次実施計画に係る町民アン
ケート結果分析

・マーケティングマネージャー登用
・移住ポータルサイト及びツール等制作
・転入転出者を対象とした窓口アンケート調
査
・eマーケティングリサーチ制度運用（eモニ
ター確保及び運用）
・総合計画第3次実施計画策定作業への関
与

・移住ポータルサイト及びツール等制作
・SNS等による移住情報の発信
・鉄道広告、地域情報誌広告、運用型広告、
動画制作イベント
・町外集客施設におけるPR活動
・移住相談会実施
・移住イベントへの参加
・民間事業者との連携体制の構築
・転入転出者を対象とした窓口アンケート調
査
・eマーケティングリサーチ制度運用（eモニ
ター確保及び運用）
・総合計画第3次実施計画策定作業への関
与

・鉄道広告、地域情報誌広告、運用型広告、
動画制作イベント
・町外集客施設におけるPR活動
・移住相談会
・移住イベントへの参加
・民間事業者との連携体制の構築
・転入転出者を対象とした窓口アンケート調
査
・eマーケティングリサーチ制度運用（eモニ
ター確保及び運用）

10月 11月 12月 1月 2月

2017/5/9

4月 5月 6月 7月 8月 9月 3月

【計画全体】
・寒川町への移住・定住人口の増加に向け、ターゲットに対するマーケティングと定住可能性を高めるための積極的なプロモーションを展開する。
・住民満足度向上に向けた政策等立案のためのマーケティング

【平成29年度】
①推進体制の構築（専従セクション設置、外部人材登用、民間事業者との連携）
②プロモーション活動ツールの充実（移住ポータルサイト、ガイドブック、ポスター等の制作）
③認知度向上に向けた戦略的な情報発信（SNS、WEBコンテンツの周知、鉄道広告、地域情報誌広告、運用型広告、動画制作イベントなど）
④移住候補地としての誘導（民間事業者との連携、移住相談会等）
⑤移住定住マーケティング
⑥・住民満足度向上に向けた政策等立案のためのマーケティング

0033-06_広報戦略課_タウンセールス推進事業.xlsx
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取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略策定

その他の指標

※活動指標及びその他指標については、戦略策定を進める中で、H29年度以降の目標を設定します。

重要業績評価指標（KPI）
定住等促進に向けたプ
ロモーション活動メ
ニュー数（累計）

7

H31 実績値(年度)

0 H26 件 方針策定 4

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

6

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

戦略策定 体制構築 - -
H29 H30 H31 実績値(年度)

- -
現状値（年度） 単位 目標値 H28

0033-06_広報戦略課_タウンセールス推進事業.xlsx
8/51



総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 町民安全課
実施計画事業名 防災活動充実事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
ポスターパンフレット状況確認

各種団体訓練時等における啓発

乳幼児の健康診査・相談時パンフレット配布

講習会計画
講習会内容検討
施設管理者との調整
パンフレット等啓発用資料の作成

講習会実施
講習会アンケート実施
アンケート集計  

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

・ポスター、パンフレットの掲示状況確認。必
要に応じて再配布。
 ・自主防災組織、各種団体訓練時等におけ
る啓発

・ポスター、パンフレットの掲示状況確認。必
要に応じて再配布。
・自主防災組織、各種団体訓練時等における
啓発
・乳幼児健康診査・相談時に啓発用パンフ
レット配布

・ポスター、パンフレットの掲示状況確認。必
要に応じて再配布。
・講習会の計画及び昨年と集計したアンケー
トを基に内容について検討。
・自主防災組織、各種団体訓練、町イベント
時の啓発
・乳幼児健康診査・相談時に啓発用パンフ
レット配布

・実施計画を基に、施設管理者と日程調整並
びに講習会内容について調整。
・昨年度アンケートに基づいて必要と思われ
る家庭での防災対策についてのパンフレット
の作成。
・講習会実施
・アンケート実施
・アンケートの集計をし、翌年度事業に向けた
内容の検討
・自主防災組織、各種団体訓練時等における
啓発
・乳幼児健康診査・相談時に啓発用パンフ
レット配布

10月 11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月 9月

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）
2017/5/9

子育て世帯防災対策講習会の開催（保育園、幼稚園等）
町内における、保育園、幼稚園等において防災ＤＶＤの上映や講習会により、子
育て世帯への防災啓発を実施する。アンケートに基づき、家庭での備蓄に対して、
さらなる啓発活動を実施する。

3月

3311-01_町民安全課_防災活動充実事業.xlsx
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課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
講習会実施施設数

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
幼児に対する災害の備
えをしている子育て世帯
の率

62

H31 実績値(年度)

47.4 H26 ％ 53 56

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

59

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

8 8 8 8
H29 H30 H31 実績値(年度)

3 H27 件
現状値（年度） 単位 目標値 H28

3311-01_町民安全課_防災活動充実事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 子育て支援課

実施計画事業名 小児医療費助成事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
対象者への周知
申請・審査・医療証発行

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題
課題から見える今後の
方向性
事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
受給資格該当者への周知率

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
利用者に対する助成率

2017/5/9

・平成２９年４月１日から通院に係る対象を中学３年生まで拡大
・対象者への周知については、出生時、転入時等随時実施し、所得制限等によ
り、新たに申請が必要となる対象者については、郵送による申請依頼を実施す
る。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

・対象者への周知については、出生時、転入
時等随時実施し、所得制限等により、新たに
申請が必要となる対象者については、郵送に
よる申請依頼を実施する。

・対象者への周知については、出生時、転入
時等随時実施し、所得制限等により、新たに
申請が必要となる対象者については、郵送に
よる申請依頼を実施する。

・対象者への周知については、出生時、転入
時等随時実施し、所得制限等により、新たに
申請が必要となる対象者については、郵送に
よる申請依頼を実施する。

・対象者への周知については、出生時、転入
時等随時実施し、所得制限等により、新たに
申請が必要となる対象者については、郵送に
よる申請依頼を実施する。

9月 10月 11月 12月 1月

実績値(年度)

H28目標値
100 100 100 100

H29 H30 H31 実績値(年度)

100 H26 ％
現状値（年度） 単位

H31 実績値(年度)

100 H26 ％ 100 100
現状値（年度） 単位

目標値

H28 H29 H30

H31

100 100

H28 H29 H30現状値（年度） 単位

3231-01_子育て支援課_小児医療費助成事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 子育て支援課

実施計画事業名 特定不妊治療費助成事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
助成金交付申請
助成金交付決定
助成金交付

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題
課題から見える今後の
方向性
事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
制度周知率

その他の指標 実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

H31
100

実績値(年度)

％ 100
H30H28
100

H29
100

現状値（年度） 単位 目標値
100 H27

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

5月 6月 7月 8月4月

2017/5/9

不妊治療費のうち、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる体外受精及び
顕微授精について、治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担
の軽減を図る。

3231-07_子育て支援課_特定不妊治療費助成事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 子育て支援課

実施計画事業名 不育症治療費助成事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
助成金交付申請 
助成金交付決定
助成金交付

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題
課題から見える今後の
方向性
事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
周知率

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
不育症治療費助成対象
者の出産若しくは妊娠
安定期に結びついた人
数（累計）

2017/5/9

少子化対策の充実を図るため、不育症に悩む夫婦に対して、治療費の一部を助
成し経済的負担を軽減することで、出生率の向上を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付
をおこなっていく。

9月 10月 11月 12月 1月

100 100
H29 H30 H31 実績値(年度)

100 H27 ％
現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

100 100

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

10

H31 実績値(年度)

－ H26 人 4 6

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

8

3231-08_子育て支援課_不育症治療費助成事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 保育・青少年課

実施計画事業名 保育環境充実事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
県と事前着手について協議
さむかわ保育園大規模改修

県に交付申請提出
県から交付金確定
県に実績報告書提出
園に対して補助金交付

・一時預かり園　町内認可保育所４園実施

実績に応じて、補助金交付
国・県に交付申請・交付決定

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

・さむかわ保育園大規模改修について、県の
補助金の事前協議

・一時預かり事業実施

・さむかわ保育園大規模改修について、夏季
に工事が実施できるよう、業者選定、入札等
園に行う。
・一時預かり事業実施。国・県交付金交付申
請。

・さむかわ保育園大規模修繕について、国・
県交付金申請・交付決定・園に補助金交付。

・一時預かり事業実施。

・さむかわ保育園大規模改修修繕について、
県に実績報告提出。
・一時預かり事業実施。年度末実績に応じ
て、補助金交付。国・県に実績報告提出

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

　・さむかわ保育園において園舎等の老朽化が進んでおり、児童が怪我してしまう
恐れがあるため、事業者が大規模修繕を行う。
　大規模修繕に対して、県の「安心子ども交付金事業費補助金」を活用し、町から
補助を行う。
　・一時預かり事業について、町内認可保育所４園において実施。国・県交付金等
を活用し、町から園に補助を行う。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

3233-01_保育・青少年課_保育環境充実事業.xlsx
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活動指標

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
乳幼児が良好に過ごせ
る保育確保量の増加率
待機児童数 0 0 0

－ 19

10 H26 人 0

実績値(年度)

－ H26 ％ － －

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

H29 H30 H31 実績値(年度)現状値（年度） 単位 目標値 H28

3233-01_保育・青少年課_保育環境充実事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 子育て支援課

実施計画事業名 母子保健事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
補助券の発行・説明
受診状況の確認と受診勧奨

次年度用補助券の印刷

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
妊婦健診費用補助券発行率

その他の指標

2017/5/9

定期的に妊婦健診を受診し、安心して、妊娠・出産ができるよう、妊婦健診費用補
助券を発行し、妊婦の経済的負担を軽減します。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

・窓口発行
・受診状況の確認

・窓口発行
・受診状況の確認

・窓口発行
・受診状況の確認

・窓口発行
・受診状況の確認
・補助券の印刷

9月 10月 11月 12月 1月

100 100
H29 H30 H31 実績値(年度)

100 H27 ％
現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

100 100

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

3232-01_子育て支援課_母子保健事業.xlsx
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重要業績評価指標（KPI）
妊婦健診費用助成率 100 100

実績値(年度)

100 H26 ％ 100 100
現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

3232-01_子育て支援課_母子保健事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 子育て支援課

実施計画事業名 う蝕予防対策事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
歯科医師会委託契約
２歳児歯科健診個別通知
２歳児歯科健診実施
未受診者通知
小冊子配布

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
２歳児歯科健診受診率

（２歳児歯科相談）

72 7472.2 H27 76 78
H29 H30 H31 実績値(年度)

％
現状値（年度） 単位 目標値 H28

・歯科医師による歯と口腔の診察
・歯科衛生士による個別歯科相談とブラッシング指導
・保健師による発育・発達の確認と生活相談　・看護師による身体計測　・栄養士による、幼
児食やおやつの与え方についての小集団指導と個別栄養相談
・歯みがき習慣の確立及び良い食習慣の確立のため、妊婦及び乳幼児保護者に歯の健康
づくりについて説明し、小冊子を配布

9月 10月 11月 12月

2017/5/9

２歳児歯科健康診査を実施し、歯科保健指導と食育指導を強化することにより、幼
児及び保護者が適切な保健行動をとれるように支援します。
妊娠期からの切れ目ない支援として、妊娠期、乳児期、幼児期の特徴にあわせ、
母子保健事業での歯科保健指導・食育指導を継続します。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月1月

3232-02_子育て支援課_う蝕予防対策事業.xlsx
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その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
3歳6ヶ月健診でう蝕の
ない児の割合

88

H31 実績値(年度)

83.8 H26 ％ 85 86

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

87

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

3232-02_子育て支援課_う蝕予防対策事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 結婚・出産・子育て環境整備事業 担当課名 子育て支援課

実施計画事業名 子育て世代包括支援センター事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
妊娠届出時の面接
支援の必要な妊婦支援
産後ケア事業

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標

その他の指標 実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

H29 H30 H31 実績値(年度)現状値（年度） 単位 目標値 H28

妊娠届出時にすべての妊婦に面接し、状況
を把握する。
支援の必要な妊婦を継続的に支援する。
産後に不安のある妊婦を産後ケアに結びつ
ける。

妊娠届出時にすべての妊婦に面接し、状況
を把握する。
支援の必要な妊婦を継続的に支援する。
産後に不安のある妊婦を産後ケアに結びつ
ける。

妊娠届出時にすべての妊婦に面接し、状況
を把握する。
支援の必要な妊婦を継続的に支援する。
産後に不安のある妊婦を産後ケアに結びつ
ける。

妊娠届出時にすべての妊婦に面接し、状況
を把握する。
支援の必要な妊婦を継続的に支援する。
産後に不安のある妊婦を産後ケアに結びつ
ける。

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

妊娠届出時に全ての妊婦に面接し、状況を継続的に把握し、手厚い支援を要する
妊婦に必要な支援を実施する.

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

3232-03_子育て支援課_子育て世代包括支援センター事業.xlsx
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重要業績評価指標（KPI）
子育て世代包括支援セ
ンターにおける支援の
必要性の高い妊婦への
支援実施率

100 100 100－ H26 ％ -

実績値(年度)現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

3232-03_子育て支援課_子育て世代包括支援センター事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 家庭教育推進事業 担当課名 教育総務課
実施計画事業名 家庭教育講座等開催事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
テーマ検討・講師選定
開催準備
講座開催

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

・開催テーマの検討・決定
・講師選定・調整

・講師との調整
・チラシ等作成・周知広報

・講座開催

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

子育て家庭を支援するため、家庭教育に関する講座を開催します。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

4212-01_教育総務課_家庭教育講座等開催事業.xlsx
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活動指標
開催回数

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（小学校）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（中学校）
《KPIに関連する事業》
家庭教育推進事業
家庭学習推進事業
子ども読書ふれあい事業

63 64 65

47 48

60.8 H26 ％ 62

実績値(年度)

43.8 H26 ％ 45 46

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

3 3 3 3 3(H28)
H29 H30 H31 実績値(年度)

2 H27 回
現状値（年度） 単位 目標値 H28

4212-01_教育総務課_家庭教育講座等開催事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 家庭教育推進事業 担当課名 教育総務課

実施計画事業名 子ども読書ふれあい事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
おはなし会の実施
おひざにだっこのおはなし会の実施

図書資料の購入

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
おはなし会の開催数

その他の指標
おはなし会の平均参加人数

2017/5/9

主に未就学児と保護者等を対象として、絵本等の読み聞かせをするおはなし会を
毎週土曜日に実施する。０歳児～２歳児とその保護者を対象としたおひざにだっこ
のおはなし会を毎月第４水曜日に実施する。読み聞かせ事業を通して子どもと図
書の出逢いの機会を推進するため定期的に絵本等の図書資料の購入を行う。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

・毎週土曜日におはなし会の実施。
・毎月第４水曜日におひざにだっこのおはなし
会の実施。
・定期的に図書資料の購入。

・毎週土曜日におはなし会の実施。
・毎月第４水曜日におひざにだっこのおはなし
会の実施。
・定期的に図書資料の購入。

・毎週土曜日におはなし会の実施。
・毎月第４水曜日におひざにだっこのおはなし
会の実施。
・定期的に図書資料の購入。

・毎週土曜日におはなし会の実施。
・毎月第４水曜日におひざにだっこのおはなし
会の実施。
・定期的に図書資料の購入。

9月 10月 11月 12月 1月

60
H29 H30 H31 実績値(年度)

62 H27 回
現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

60 60 60

実績値(年度)

22 H27 人 25 25 25
H28 H29 H30 H31

25

4211-02_教育総務課_子ども読書ふれあい事業.xlsx
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重要業績評価指標（KPI）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（小学校）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（中学校）
《KPIに関連する事業》
家庭教育推進事業
家庭教育講座等開催事業
家庭学習推進事業

実績値(年度)

43.8 H26 ％ 45 46

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

63 64 65

47 48

60.8 H26 ％ 62

4211-02_教育総務課_子ども読書ふれあい事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 家庭教育推進事業 担当課名 学校教育課
実施計画事業名 家庭学習推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
学力調査質問紙の分析
各学校の家庭学習のすすめについて調査

他地区の家庭学習のすすめについて調査

「家庭学習の手引き」小学校版の改訂・印刷

「家庭学習の手引き」中学校版の改訂・印刷

e-libraryの活用研修会（教員）

e-libraryの活用説明（児童・保護者）

家庭学習の手引き配付・活用

家庭学習習慣の分析
予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
小中学生全家庭への手
引きの配付率

100 100 100 100

H29 H30 H31 実績値(年度)

－ ％

現状値（年度） 単位 目標値 H28

課題分析及び各学校における学習のすすめ
等を収集および全国学力学習調査の質問紙
の調査・分析をし、寒川町版手引きの改訂の
見通しについて計画する。

家庭学習の手引きに記載したeライブラリの
活用をより一層促すために、講習会・説明会
を開催する。

全国学力学習調査の分析から、改善のため
の傾向と対策ついて研究し、それを手引きの
紙面に反映させるよう改訂を行う。

学習の手引きの改訂について、最終確認を
し、次年度当初に配付できるよう印刷する。

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

今年度は、計画的な学習及び予習・復習など自主的な学習への意欲を促すような
指導の工夫を図るため、家庭学習の方法など参考となる資料の作成・活用を進め
る。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

4212-03_学校教育課_家庭学習推進事業.xlsx
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その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（小学校）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（中学校）
《KPIに関連する事業》
家庭教育推進事業
家庭教育講座等開催事業
子ども読書ふれあい事業

63 64 65

47 48

60.8 H26 ％ 62

実績値(年度)

43.8 H26 ％ 45 46

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

4212-03_学校教育課_家庭学習推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 家庭教育推進事業 担当課名 教育総務課
実施計画事業名 家庭教育推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
冊子作成
冊子配布

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標 H29 H30 H31 実績値(年度)現状値（年度） 単位 目標値 H28

・原案作成
・関連各課調整

・関連各課調整
・印刷製本
・保育園、幼稚園、学校を通じて配布

・検診時、母子健康手帳配布時、転入届時等
に対象世帯への配布

・検診時、母子健康手帳配布時、転入届時等
に対象世帯への配布

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

0歳～15歳までの子を持つ家庭に、家庭での教育の一助としてもらため、発達段
階に応じた子育てや家庭学習のポイントをまとめた冊子を作成し、対象家庭へ配
布します。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

4212-02_教育総務課_家庭教育推進事業.xlsx
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その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（小学校）
学校授業以外の勉強時
間が1時間以上の割合
（中学校）
《KPIに関連する事業》
家庭教育講座等開催事業
家庭学習推進事業
子ども読書ふれあい事業

63 64 65

47 48

60.8 H26 ％ 62

実績値(年度)

43.8 H26 ％ 45 46

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

4212-02_教育総務課_家庭教育推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 学力向上推進事業 担当課名 学校教育課
実施計画事業名 教職員の資質向上事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
初任者・若手教員の指導計画作成

学習指導への指導、助言
研修会での助言
研究講座、研修会への参加

研究授業の参観と指導
町研究会への参加、指導
初任者・若手教員の指導報告

寒川にこにこ学習会への助言等

教育委員会との研究協議
予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

2017/5/9

小中学校の教職員経験を有する者で、教育の現状に精通しておりその経験を生
かして、若手教員の育成及び学校経営において先進的に牽引・補助する専門指
導員を、小中学校に一名ずつ配置する。若手教員の授業力向上により、児童生徒
の学力向上につなげる。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

○指導対象教員への指導構想、指導計画の
　作成。面談、相談の実施。
○授業参観と授業改善へ向けた指導支援の
　開始。
○教育委員会学校訪問への参加と助言。研
究授業での指導助言
○進捗状況について連携継続。

○授業参観と指導支援の継続。寒川にこにこ
　学習講師 に関する指導助言。
○夏休み期間における教職員研修会講師
○教育委員会との研究協議。

○授業参観と指導支援の継続。
○教育委員会学校訪問への参加と助言。研
究授業での指導助言。
○進捗状況について連携継続。

授業参観と指導支援の継続。年間指導の報
告、総括。次年度の計画立案、新教育課程の
調査及び研究。

9月 10月 11月 12月 1月

4221-07_学校教育課_教職員の資質向上事業.xlsx
30/51



活動指標

小学校１名、中学校で１
名、計２名の教育フロン
ティア専門指導員の配
置率

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
基礎力定着度確認問題
の正答率（小学校）
基礎力定着度確認問題
の正答率（中学校）
《KPIに関連する事業》
少人数学習推進事業
寒川にこにこ学習推進事業
中学校施設改修事業

100

H29 H30 H31 実績値(年度)

－ ％

現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

100 100 100

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

実績値(年度)

77.1 H26 ％ 80 80

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

60 60 60

80 80

56.9 H26 ％ 60

4221-07_学校教育課_教職員の資質向上事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 学力向上推進事業 担当課名 学校教育課
実施計画事業名 少人数学習推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
非常勤講師を各校１名配置

少人数授業の実施
基礎力定着度確認問題の実施

基礎力定着度確認問題の分析

課題点改善のための学習の実施

少人数学習に関するアンケート

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

2017/5/9

算数や数学の授業で少人数による学習を実施し、教員がより細かく児童生徒に目
をむけ、学習を進めることにより、児童・生徒が教員に質問できる機会を増やす
等、個に応じた指導体制を充実させることにより、授業における理解を深め、学力
の向上を図る。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

各学校に１名の非常勤講師を配置
少人数授業の実施開始
学校での授業の状況把握

学校での授業の状況把握

少人数学習関係者等に対するアンケーにお
ける事業の検証

学校での授業の状況把握 基礎力定着度確認問題の実施と分析及び成
果と課題のまとめ

少人数学習関係者に対するアンケートにおけ
る事業の検証

9月 10月 11月 12月 1月

4221-09_学校教育課_少人数学習推進事業.xlsx
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活動指標
配置された非常勤講師に
よる少人数授業の実施回
数

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
基礎力定着度確認問題
の正答率（小学校）
基礎力定着度確認問題
の正答率（中学校）
《KPIに関連する事業》
教職員の資質向上事業
寒川にこにこ学習推進事業
中学校施設改修事業

（２月末）

H29 H30 H31 実績値(年度)

小３３００
中１９８０

回
小:3500
中:2100

現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

小:3500
中:2100

小:3500
中:2100

小:3500
中:2100

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

実績値(年度)

77.1 H26 ％ 80 80

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

60 60 60

80 80

56.9 H26 ％ 60

4221-09_学校教育課_少人数学習推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 学力向上推進事業 担当課名 学校教育課
実施計画事業名 寒川にこにこ学習推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
実施計画の作成
タブレットの導入
講師の募集
児童・生徒の募集
学習会のための打合せ
学習会の実施
学習会運営における情報交換

学習会の成果と課題のまとめ

来年度の募集の準備
予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

4月広報紙、及び学校からのチラシで講師及
び生徒募集、会場予約
○講師、児童生徒の募集・とりまとめ
○非常勤講師との契約確認
○学習会の実施
○タブレットの導入に向けて順位ｂ

○学習会の実施
○タブレット導入（使用方法工夫）
○講師情報交換会

○未来塾との連絡会

○学習会の運営状況の情報交換 学習会の成果と課題のまとめ
次年度の準備

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

学力には個人差があり授業における個別対応には限界がある。また塾へ通うこと
が難しい児童・生徒及び外国につながる児童・生徒の支援としてのニーズに応え
るため、学校以外に学習の相談が出来る場を設け、地域の人材等を活用した学
習の場を設定する 。
基本問題練習を中心にタブレットを導入して学習方法の工夫をはかる。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

4221-10_学校教育課_寒川にこにこ学習推進事業.xlsx
34/51



活動指標
学習会の年間実施回数

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
基礎力定着度確認問題
の正答率（小学校）
基礎力定着度確認問題
の正答率（中学校）
《KPIに関連する事業》
教職員の資質向上事業
少人数学習推進事業
中学校施設改修事業

60 60 60

80 80

56.9 H26 ％ 60

実績値(年度)

77.1 H26 ％ 80 80

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

30 60 60 60
H29 H30 H31 実績値(年度)

33 回
現状値（年度） 単位 目標値 H28

4221-10_学校教育課_寒川にこにこ学習推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 学力向上推進事業 担当課名 教育総務課
実施計画事業名 中学校施設改修事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目

普通教室空調機設置工事
　　工事打合せ等
　　設置工事

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
普通教室空調機整備 設計 工事

H29 H30 H31 実績値(年度)現状値（年度） 単位 目標値 H28

・空調機設置
　　電気設備工事業者、空調機納入業者、学
校との調整

・空調機設置
　　工事実施、完了確認、稼働開始

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

【基本】学校生活における生徒の安全確保及び教育環境の改善に向けて、老朽化
した学校施設の改修を行う。
【29年度】学習環境の改善を学力向上の一助とするため、中学校3校の普通教室
に空調機を設置する。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

4222-01_教育総務課_中学校施設改修事業.xlsx
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その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
基礎力定着度確認問題
の正答率（小学校）
基礎力定着度確認問題
の正答率（中学校）
《KPIに関連する事業》
教職員の資質向上事業
少人数学習推進事業
寒川にこにこ学習推進事業

60 60 60

80 80

56.9 H26 ％ 60

実績値(年度)

77.1 H26 ％ 80 80

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

4222-01_教育総務課_中学校施設改修事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 子育て応援環境整備事業 担当課名 協働文化推進課

実施計画事業名 男女共同参画推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
各担当課で実施計画事業を実施

28年度各課実績報告とりまとめ

男女共同参画プラン連絡会
男女共同参画プラン推進協議会

第4次プラン実施計画中間見直し

30年度各課実施計画とりまとめ

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
会議開催回数 4

↑H27はﾌﾟﾗﾝ改訂年度のため、H26を基準とする。

その他の指標

2017/5/9

第４次さむかわ男女共同参画プランの実施計画に定めた仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）推進のための環境づくりを行う事業を各事業担当課において
実施し、取り組みを進める。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

・各事業担当課のH29事業実施
・H28事業実績報告とりまとめ及び各会議へ
の報告

・各事業担当課のH29事業実施
・H28事業実績報告の評価
・実施計画の中間見直し（後期計画の事業費
及び指標に対する目標数値の設定含む）

・各事業担当課のH29事業実施
・H28事業実績報告の評価確定
・Ｈ28事業評価の各担当課への周知

・各事業担当課のH29事業実施
・H30事業実施計画とりまとめ及び推進協議
会会議での確認

9月 10月 11月 12月 1月

5 7 5 5 H28
H29 H30 H31 実績値(年度)

5 Ｈ２６ 回
現状値（年度） 単位 目標値 H28

H28 H29 H30 H31 実績値(年度)現状値（年度） 単位 目標値

3361-01_協働文化推進課_男女共同参画推進事業.xlsx
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重要業績評価指標（KPI）
さむかわ男女共同参画
プラン（仕事と生活の調
和）実施計画の各事業
の年度別目標値達成率

現状値（年度） 単位 目標値

100 H25 ％

↑「KPI（重要業績評価指標）
設定調書」参照

100 100 100 100

H28 H29 H30 H31 実績値(年度)

3361-01_協働文化推進課_男女共同参画推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 子育て応援環境整備事業 担当課名 子育て支援課

実施計画事業名 地域子育て環境づくり事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
事業周知
補助金交付申請
補助金交付決定
補助金交付

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題
課題から見える今後の
方向性
事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
制度周知媒体数

その他の指標

その他の指標
子育て支援に関する団
体等への支援数（累計）

2017/5/9

地域子育て支援を行うボランティア団体等の活動の立ち上げや地域の実情に応じ
た創意工夫のあるきめ細かな子育て支援活動に対する補助をおこなう。 （上限30
万円）

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

年間をとおして、補助金の周知・申請受付・決
定・交付をおこなっていく。

年間をとおして、補助金の周知・申請受付・決
定・交付をおこなっていく。

年間をとおして、補助金の周知・申請受付・決
定・交付をおこなっていく。

年間をとおして、補助金の周知・申請受付・決
定・交付をおこなっていく。

9月 10月 11月 12月 1月

3 3
H29 H30 H31 実績値(年度)

3 H27 件
現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

3 3

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

10

H31 実績値(年度)

0 H26 件 4 6

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

8

3231-09_子育て支援課_地域子育て環境づくり支援事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 安心なまちづくり整備事業 担当課名 町民安全課

実施計画事業名 防犯対策推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
啓発キャンペーン・パトロール・講話

防犯カメラ設置箇所選定
防犯カメラ設置箇所調査
防犯カメラ補助金申請
防犯カメラ補助金決定
防犯カメラ購入･設置
防犯カメラ稼働

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

・６月下旬に防犯カメラ設置校確定（寒川中学
校）
・４／１から（仮称）南部コミュニティ施設に新
たに防犯相談員２名を配置

【防犯意識の啓発回数】
・５／１７（盗難防止）自転車マナーアップキャ
ンペーン
・警察に依頼しての振り込め詐欺対策講話
（４回）

。

・７／１５．２２防犯活動講習会（青パト講習
会）を職員対象に実施（１２９人受講）。
・９／１職員による青色回転灯装備車での町
内走行開始（公用車１１台、青パト１台、指導
車１台）。
・８／１０神奈川県の防犯コンシェルジュと
茅ヶ崎警察署員立ち会いの下、防犯カメラ機
器・設置場所の選定
・８月下旬から９月上旬にかけて防犯カメラ機
器等の見積聴取
・９／２６神奈川県地域防犯力強化支援事業
補助金申請

【防犯意識の啓発回数】
・７／２０茅ヶ崎・寒川犯罪ゼロ推進会議街頭
キャンペーン
・防犯アドバイザーによる学校での会議・講話
（４回）
・県民のまもり（警察発行）の回覧に協力（１
回）

・１１／２８神奈川県地域防犯力強化支援事
業補助金決定。
・１２月から１月中旬にかけて防犯カメラ機
器・設置箇所等の再検討。

【防犯意識の啓発回数】
・１０／１３茅ヶ崎・寒川犯罪ゼロ推進会議街
頭キャンペーン実施
・１１／１９交通安全・防犯町民総ぐるみ大会
開催
・１１／２０産業祭りにてキャンペーン
・防犯アドバイザーによる学校・自治会での会
議・講話（３回）
・１０／１３茅ヶ崎・寒川犯罪ゼロ推進会議街
頭キャンペーン（１回）
・防犯かながわ（防犯協会発行）の回覧に協
力（１回）
・県民のまもり（警察発行）の回覧に協力（１
回）
・警察に依頼しての振り込め詐欺対策講話
（１回）
・交通安全・防犯町民総ぐるみ大会開催の全
戸配布（１回）
・振り込め詐欺に注意のチラシ全戸配布（１
回）

２／２０防犯カメラ（備品）の発注決定。
３／２４防犯カメラ稼働。

【防犯意識の啓発回数】
・防犯かながわ（防犯協会発行）の回覧に協
力（１回）

・防犯カメラ及びシステムの選定
・前年に比べ、振り込め詐欺が増加傾向にあ
るため、より一層の啓発活動の取り組み強化

・教育委員会と防犯カメラ設置校の選定
・（仮称）南部コミュニティ施設に防犯アドバイ
ザー１名と新たに防犯相談員２名を配置
・５／１７（盗難防止）自転車マナーアップキャ
ンペーン

・啓発キャンペーン（茅ヶ崎寒川合同）
・防犯カメラ補助金申請

・啓発キャンペーン（茅ヶ崎寒川合同）

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

犯罪抑止を図るため、防犯に対する意識啓発、防犯アドバイザーによるパトロー
ルや講話、職員による青色回転灯装備車での町内走行、公共施設への防犯カメ
ラ設置。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

3333-03_町民安全課_防犯対策推進事業.xlsx
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課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
防犯意識の啓発回数

その他の指標
特殊詐欺認知件数

重要業績評価指標（KPI）
空き巣、自転車盗、ひっ
たくりの年間発生件数
《KPIに関連する事業》
防犯灯整備事業
交番施設整備促進事業

145 124

H31 実績値(年度)

170 H26 件 160 155

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

150

実績値(年度)

13 H28 件 13 12 11
H28 H29 H30 H31

10 13
現状値（年度） 単位 目標値

14 14 14 14 23
H29 H30 H31 実績値(年度)

14 H26 回
現状値（年度） 単位 目標値 H28

・職員の防犯カメラ及びシステムの知識や業
者等との綿密な打ち合わせ等が必要。
・関係各所と連携して振り込め詐欺に対する
啓発

3333-03_町民安全課_防犯対策推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 安心なまちづくり整備事業 担当課名 町民安全課

実施計画事業名 防犯灯整備事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
防犯灯維持管理
防犯灯設置要望受付
防犯灯設置箇所精査
防犯灯設置工事委託

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
防犯灯新規設置数

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
空き巣、自転車盗、ひっ
たくりの年間発生件数
《KPIに関連する事業》
防犯対策推進事業

2017/5/9

夜間の犯罪などの抑制を図り、安心なまちづくりを推進するため、防犯灯の設置
及び維持管理を行う。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

・自治会に防犯灯設置要望の提出依頼 ・防犯灯設置要望箇所の現地確認
・防犯灯設置工事委託設計・入札

・防犯灯設置工事実施

9月 10月 11月 12月 1月

・４月の行政連絡会議で、全自治会長に防犯
灯の新設等の要望書の提出を７月２８日期限
で依頼

・防犯灯設置要望箇所の現地確認及び設置
可否の検討
・防犯灯設置工事委託設計

・防犯灯設置工事入札
・防犯灯設置工事実施

・防犯灯設置工事実施・完了

・前年度設置できなかった箇所の継続要望の
手続きについて（引継ぎ、再度の地権者の同
意）

・設置要望箇所の増により、現地確認・設置
可否の決定が遅れた。

・設計から入札までに時間がかかった。

・要望に添った設置のための予算確保 ・速やかな現地確認作業 ・設計、入札の速やかな事務処理

50 50
H29 H30 H31 実績値(年度)

20 Ｈ２７ 基
現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

50 50

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

145

H31 実績値(年度)

170 H26 件 160 155

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

150

3333-01_町民安全課_防犯灯整備事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 若者参画推進事業 担当課名 協働文化推進課

実施計画事業名 協働事業提案制度推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
プレゼンテーションの実施
補助金交付申請・決定
協働事業の実施
前年度事業報告会の実施
翌年度事業の事前相談
翌年度事業の申請受付
進捗状況確認（随時）
中間報告会の開催
事業制度の見直し

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

・実績報告会・プレゼンテーションの実施
・事業採択・不採択の決定
・補助金交付申請・決定
・事業制度見直し
・事業の進捗状況確認

・事業制度見直し
・事業の進捗状況確認

・中間報告会・登録ボランティア団体情報交
換会の開催
・事業制度見直し
・事業の進捗状況確認

・翌年度事業の事前相談・協議・調整・本申
請受付
・事業の進捗状況確認

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

地域の身近な公共的課題などの解決に向けて提案された、町民と町との
協働事業に対して事業協力（補助）を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

3341-04_協働文化推進課_協働事業提案制度推進事業.xlsx
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課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
提案件数

その他の指標
新規採用件数

重要業績評価指標（KPI）

若い世代による協働に
向けた取り組み件数（累
計）

《KPIに関連する事業》
さむかわ若者会議促進事業
さむかわ町民全体会議推進事業

5

H31 実績値(年度)

1 H26 件 2 3

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

4

実績値(年度)

4 H27 件 3 3 3
H28 H29 H30 H31

3
現状値（年度） 単位 目標値

3 3 3 3
H29 H30 H31 実績値(年度)

7 H27 件
現状値（年度） 単位 目標値 H28

3341-04_協働文化推進課_協働事業提案制度推進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 若者参画推進事業 担当課名 協働文化推進課

実施計画事業名 さむかわ若者会議促進事業 企画政策課

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
※若者版「まちづくり懇談会」の開催

若者の掘り起こし【随時】

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

2017/5/9

　次代を担う若い世代の積極的なまちづくり参画による、若い世代のニーズに合致
した施策の構築やさらなる協働のまちづくりの推進、活気ある町の実現を目的に、
自主的にまちづくりを考える若者の掘り起こしと意識醸成を図り、若い世代による
まちづくり検討コミュニティ形成に向けたきっかけづくりを行う。
　平成29年度については、前年度に引き続き「まちづくり懇談会」の若者・子育て世
代編の開催を通して、「寒川青年会議所」・「寒川町商工会青年部」・「JAさがみ農
協寒川青壮年部」が中心に発起した「まちびとすたいる（通称：まちすた）」の紹介
を行っていく。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 3月

※「地域別まちづくり懇
談会開催事業」により実

・若者の掘り起こし【随時】
・若者版「まちづくり懇談会」の開催

・若者の掘り起こし【随時】
・若者版「まちづくり懇談会」の開催

・若者の掘り起こし【随時】
・若者版「まちづくり懇談会」の開催

10月 11月 12月 1月 2月
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活動指標

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
若い世代による協働に
向けた取り組み件数（累
《KPIに関連する事業》
協働事業提案制度推進事業
さむかわ町民全体会議推進事業

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31 実績値(年度)

現状値（年度） 単位 目標値 実績値(年度)H28 H29 H30 H31

5

H31 実績値(年度)

1 H26 件 2 3

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

4

3341-05_協働文化推進課_さむかわ若者会議促進事業.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 若者参画推進事業 担当課名 協働文化推進課

実施計画事業名 さむかわ町民全体会議推進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
まちすたへのご提案
今後の方向性の検討

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

2017/5/9

インターネット上のサイト「（仮称）寒川町民全体会議」を開設し、町政における課
題や町が広く意見を頂きたいテーマに対して、町民が提案や意見を述べることが
出来る場を創出することにより、町政への参画機会の拡大を図ります。（H28：調査
研究、H29：制度設計・運用準備、H30：開設）
平成29年度については、「町民全体会議」の方向性は、「さむかわ若者会議（まち
びとすたいる）」等に民が主体となりフェイスブック上で立ち上げて進めていただけ
るか提案する。

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

・「町民全体会議」については、さむかわ若者
会議「まちびとすたいる（略称：まちすた）」等
の民が主体となり、フェイスブックでグループ
をつくる方向で進めていただけるか、まちすた
に提案する。

・まちすたに提案させていただいた結果によ
り、今後の方向性を検討する。

・まちすたに提案させていただいた結果によ
り、今後の方向性を検討する。

・まちすたに提案させていただいた結果によ
り、今後の方向性を検討する。

9月 10月 11月 12月 1月

3341-06_協働文化推進課_さむかわ町民全体会議推進事業【事業の概要修正】.xlsx
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活動指標

その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
若い世代による協働に
向けた取り組み件数（累
計）
《KPIに関連する事業》
さむかわ若者会議促進事業
協働事業提案制度推進事業

開設
H29 H30 H31 実績値(年度)現状値（年度） 単位 目標値 H28

現状値（年度） 単位 目標値

調査研究 制度設計・運用準備

実績値(年度)H28 H29 H30 H31

5

H31 実績値(年度)

1 H26 件 2 3

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30

4

3341-06_協働文化推進課_さむかわ町民全体会議推進事業【事業の概要修正】.xlsx
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寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票（平成29年度）

総合戦略事業名 公共交通環境整備事業 担当課名 都市計画課
実施計画事業名 公共交通充実促進事業

事業の概要
（今年度の取り組み内
容）

取組項目
業務委託
地域公共交通会議開催
利用状況広報報告
議会報告

予定 実績

取り組みの実施予定

取り組みの実施状況

実施結果から見えた課
題

課題から見える今後の
方向性

事業概要・実績
（効果・成果）

活動指標
需要喚起を促すためコミ
バス乗客数の広報掲載

12 12 12 12

H29 H30 H31 実績値(年度)

12 回

現状値（年度） 単位 目標値 H28

・委託締結
・Ｈ29スケジュール確認
・地域公共交通会議開催

・事業状況集計 ・事業状況集計
・事業状況により次年度予算に反映
・利用促進のため産業まつりに出展
・地域公共交通会議開催

・事業状況集計
・地域公共交通会議開催

9月 10月 11月 12月 1月

2017/5/9

運行委託を行い、運行状況を毎月確認し、地域公共交通会議で図り、次年度の運
行について検討を行う。
運行内容（東ルート（中型車）：１１便/日、倉見大村ルート（小型車）：１２便/日、南
ルート（小型車）：４便/日）

4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月

1121-01_都市計画課_公共交通充実促進事業.xlsx
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その他の指標

重要業績評価指標（KPI）
コミュニティバス土・日曜
日運行乗降客数
寒川町内の駅バリアフ
リー対策率

66.6 100 －

175 196

66.6 H28 ％ 66.6

実績値(年度)

129 H28 人 134 155

現状値（年度） 単位 目標値 H28 H29 H30 H31

実績値(年度)H28 H29 H30 H31現状値（年度） 単位 目標値

1121-01_都市計画課_公共交通充実促進事業.xlsx
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