
【資料３】

◎：H27年度の達成状況が100％以上

○：H27年度の達成状況が50％以上、100％未満

△：H27年度の達成状況が50％未満

平成28年度 平成29年度 平成27年度

目標値 実績値 目標値 目標値 目標値 実績値

・産業用地分譲促進事業

産業用地に立地する企業に対して奨励金を交付すること
により、企業の誘致を促進して産業用地の早期の完売を
図る。
（対象産業用地　佐野田沼インター産業団地、佐野イン
ター産業団地（第２期）、佐野AWS産業団地）

産業団地に進出した企業数
（累計・民間造成分含む）

(累計15)
(単年4)

・中小企業融資預託事業
市内金融機関へ融資実績に応じた資金を預け入れる契
約により、通常より低利・低保証（無担保など）の内容で
中小企業者への融資を行う。

融資実行を受けた中小企業者数 187

・創業者サポート事業
(特定創業者フォローアップ事業)

・特定創業者（市の特定創業支援事業による支援の証明
書の発行を受け、支援後6カ月以内に創業した者）に対
し、経営相談費用等及び広告宣伝費等を補助する。

特定創業者数 0

・起業家支援事業
・商工団体が実施する創業を目指す市民を対象としたセ
ミナー等の運営費を支援することにより、起業家支援の
充実を図る。

セミナー等の参加者のうち、必要な知
識・技術を習得することができたと回
答した参加者の割合（％）

100

中心市街地（佐野駅周辺）が便利・に
ぎやかになったと思う市民の割合（％）

54.1 57 57.3 60 63 70◎ ・出流原PA周辺総合物流開発
　（ｲﾝﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄ整備事業）

「出流原PA周辺総合物流開発整備」の事業の推進を図
るため、必要な計画策定、測量等を実施する。

事業実施に向けた取組(計画、測
量、設計等）の進捗率（％）

57 -

佐野田沼IC入出庫台数（台） 2,284,208 2,379,200 2,294,101 2,474,400 2,569,600 2,760,000○ ・まちなか活性化支援事業

中心市街地及び田沼・葛生地区の市街地エリアを活性
化させるため、対象区域内において、空き店舗を利用し
て出店を希望する事業者やイベント開催を行う事業者を
支援する。

空き店舗数（中心市街地及び田沼・
葛生地区の市街地エリア）

2,379,200 143

新規就農者数（青年就農給付金活用
者）（累計）（人）

8 (累計11)
(累計9)
(単年1)

(累計22) (累計33) 55○ ・園芸新規就農者研修受入事業
新規就農者が就農後安定した経営を持続させるため、
研修受入農家を支援し、新規就農希望者の実地研修を
通じた経験・技術等の習得を支援する。

新規就農希望者研修生数 11 1

農地の利用集積（農地貸借面積）（ha） 1,137.0 1,154 1,150.8 1,181.0 1,203.0 1,250○ ・耕作放棄地特別対策事業
　（公財）佐野市農業公社による耕作放棄地の状況や所
有者を調査し、農地管理の指導や担い手農家への貸借
のあっ旋等を行う。

利用権設定等契約実績 1,154 18.0
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平成28年度佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略　ＫＰＩ(重要業績成果指標)一覧　（平成27年度実績振り返り）

※達成状況

基本目標 具体的施策 ＫＰＩ（重要業績成果指標） 戦略策定前
平成27年度 最終年目標値

（H31年度） 達成状況 主な戦略掲載事業 事業内容 事業成果指標
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地域貢献企業・創業者
への応援体制確立

創業件数（累計）（件）
（チャレンジショップ、空き店舗活用等、
市の支援事業を活用して創業した件
数）

6 (累計12） ◎

企業誘致件数（累計）（件）
（官民の産業団地への誘致企業数）

11 (累計13）
(累計15)
(単年4)

(累計15） (累計17) 21

(累計19)
(単年13)

(累計24） (累計36) 60

◎

地域資源を生かした地
域産業の振興

都市型農業の推進と農
業経営の規模拡大
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◎：H27年度の達成状況が100％以上

○：H27年度の達成状況が50％以上、100％未満

△：H27年度の達成状況が50％未満

平成28年度 平成29年度 平成27年度

目標値 実績値 目標値 目標値 目標値 実績値

平成28年度佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略　ＫＰＩ(重要業績成果指標)一覧　（平成27年度実績振り返り）

※達成状況

基本目標 具体的施策 ＫＰＩ（重要業績成果指標） 戦略策定前
平成27年度 最終年目標値

（H31年度） 達成状況 主な戦略掲載事業 事業内容 事業成果指標

・移住・定住関連情報PR事業
市外からの移住を促進することを目的に、本市の豊かな
自然環境や充実した子育て支援体制など、本市で暮らす
ことの魅力を効果的に発信する。

佐野市に住み続けたいと思う市民
の割合（％）

330 -

・天明鋳物づくり体験事業
「天明鋳物」のすばらしさを、多くの人に知ってもらい、本
市へ足を運んでもらうため、主に首都圏の住民をター
ゲットに「天明鋳物」づくりを体験してもらう。

郷土博物館、吉澤記念美術館、等
入場者数

-

・コンベンション・フィルムコミッション
推進事業

コンベンション（総会や大会を本市へ誘致すること）及び
フィルムコミッション（映画やテレビ番組などを本市で撮影
するときの支援）事業を行う。

撮影候補地の提供数（放送件数） 32

・スポーツツーリズム協会支援事業
(スポーツツーリズムパイオニア事
業)

スポーツツーリズムの普及を図るために市外からの誘客
を見込めるスポーツ大会を誘致・開催し、主催者、ボラン
ティアと協力し、ツーリズムのモデル事業として大会を盛
り立てる。

宿泊のあるスポーツ大会又は合宿
の数

4

・３世代同居・近居推進事業
(H29より若者移住・定住促進事業)

市外に居住する若者夫婦又は若者夫婦世帯が市内に住
宅を取得し、定住を図る場合に補助金を交付する。

この事業による転入者数 - -

・地域おこし協力隊員設置事業（秋
山町）

３大都市圏をはじめとする市外の人材を本市に誘致し、
地域活動に従事してもらうことをもって、地域力の維持及
び強化や地域の活性化を図る。

都市住民交流イベント数 5

・佐野地区雇用協会求人情報誌作
成支援事業

若年の不就労者や不安定就労者等に対する個々の就
業意欲や適性・能力に応じた様々な就労支援を行う。

新卒者内定率(市内高校） 94.2

・奨学金返済助成事業
新規に佐野市へ住民登録した方が、奨学金返済を行っ
ている場合、その返済金に対して、助成を行う。

補助金交付者 -

・女子大学生市内居住推進事業
若年女性の市内居住促進策として、補助金交付事業を
実施し、市外在住の女子大生等が市内に居住することを
支援する。

補助金交付者 -

空き家バンク物件契約締結件数 - - - (累計3) - (累計30) ‐ ・空き家活用推進事業
空き家の利活用を促進するための空き家バンクを創設
し、田舎暮らしを希望する人に対し、ホームページを作成
し、効果的に情報発信を行う。

空き家バンク登録件数 - -

・「佐野暮らし」のすすめ推進事業
中山間地域の団体が実施する地域コミュニティの再生等
の地域課題解決に向けた取り組みに対し支援する。

課題解決に向けた話し合いを行っ
た中山間地域の集落

0

・おためし住宅整備支援事業
地域おこし団体等が主体となって運営する「おためし居
住」のための住宅を整備することに対し支援を行う。

おためし住居整備補助金交付 10 -

◎… 1

○… 3

評価無し 2
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「住んでよし、訪れてよ
し」佐野市シティプロ

モーション

市区町村の全国認知度ランキング（全
国1000市区町村）　（位）

399 330 399 260

-

190 50○

年間観光入込客数（千人） 8,623 8,898 8,554 9,174

- (累計150) -

9,450 10,000○

3,289 3,350○

移住者受け入れ態勢の
整備

佐野暮らし相談件数 5 (累計10）
(累計13)
(単年8)

(累計20)

転入者数（人） 3,197 3,227 3,102 3,258

ＵＩＪターンの促進

市外からの移住者数（アンケートで把
握できた数）（人）

- -
(累計126)
(単年126)

(累計30) (累計50)◎
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◎：H27年度の達成状況が100％以上

○：H27年度の達成状況が50％以上、100％未満

△：H27年度の達成状況が50％未満

平成28年度 平成29年度 平成27年度

目標値 実績値 目標値 目標値 目標値 実績値

平成28年度佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略　ＫＰＩ(重要業績成果指標)一覧　（平成27年度実績振り返り）

※達成状況

基本目標 具体的施策 ＫＰＩ（重要業績成果指標） 戦略策定前
平成27年度 最終年目標値

（H31年度） 達成状況 主な戦略掲載事業 事業内容 事業成果指標

・まちなか婚活推進事業
中心市街地における賑わい創出のため、出会いの場を
提供し、まちなかを活用した特色のある婚活事業を実施
する。

歩行者通行量（平日、中心市街地5
か所）

5,400

・佐野市農業後継者結婚推進協議
会運営事業

農業後継者の結婚相談や結婚の成立を援助し、農業後
継者生活の安定、向上の推進を目的として団体の活動
を支援している。

ふれあいパーティー参加者数 91

・不妊治療費助成事業
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険適
用外の不妊治療費の一部を助成する。

相談者のうち、申請した者の割合
(％)

82.4

・不育症治療費助成事業
不育症治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険
適用外の不育症治療費の一部を助成する。

申請者のうち、出産予定及び出産
した者の割合（流産・死産しない者）

0

・子宝祝金支給事業
次代を担う子の出産を奨励し、豊かで活力あるまちづくり
に資することを目的として、３人目以降の子一人につき１
０万円を支給する。

子宝祝金支給件数 136

・ブックスタート事業
９か月児健康診査において、ブックスタートボランティア
が絵本の楽しさを伝えながらブックスタートパックを配布
する。

子育ての相談者がいる保護者の割
合

98.3

・第３子以降保育料免除事業

特定保育施設等給付事業、特定教育施設給付事業、私
立幼稚園就園奨励費補助事業、保育所運営事業にて市
内の公立、民間の要件を満たした第3子以降の保育料を
免除する。

－ 78.0 -

・女性が働きやすい企業づくり
(企業人権啓発推進事業)

従業員10名以上の市内事業所の雇用主を対象として、
同和問題をはじめとする様々な人権問題について研修
会を開催する。

研修会等参加者数（3月、11月） 94

出生者に占める第３子の割合（％）
（参考指標：第３子以降出生数（人））

14.6
（１３３）

136
15.2

（１３０）
-

（１４０）
-

(148)
15

（１５０）◎
（○）

・こども医療費助成事業（中学生分）

こども（出生した日から１５歳に達する日以後最初の３月
３１日まで）の保護者の方に対して、こどもが医療機関を
受診した場合、保険給付にかかる一部負担金等の額を
助成する。(佐野市では中学生分を市単独事業として実
施)

一人当りの医療費（小学生含む） 136 29,776

◎… 4

○… 0

△… 0
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結婚・妊娠・出産の支援

出生者に占める第３子の割合（％） 14.6 ◎

子育てを楽しいと感じる市民の割合
（％）

91.1 92 93.3 93 93.5 95

15.2 - - 15

◎

安心して子育てができる
環境づくり

子育てに負担や不安を感じている市民
の割合（％）

80.6 78.0 80.0 76.0 74.0 70.0◎
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○：H27年度の達成状況が50％以上、100％未満

△：H27年度の達成状況が50％未満
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※達成状況

基本目標 具体的施策 ＫＰＩ（重要業績成果指標） 戦略策定前
平成27年度 最終年目標値

（H31年度） 達成状況 主な戦略掲載事業 事業内容 事業成果指標

・路線バス運行整備事業
市営バスの路線の見直しやダイヤ改正などを地域公共
交通協議会において協議する。また、公共交通空白地域
への新規路線の導入の可能性を含めた検討を行う。

市営バス乗車人員（人） 123,000 124,932

・地域公共交通網形成計画策定事
業

公共交通空白地域の解消を含め、まちづくりと連携して、
地域全体を見渡した面的・総合的な公共交通ネットワー
クの再構築を図るための計画を策定する。

計画策定の進捗率 0

・市民活動参画支援事業
市民活動団体が行うまちづくり事業を募集、選考し、採択
した事業には、助成金の交付と広報協力等によってその
活動を支援する。

助成団体数 60.4 2

・地域担当職員制度実施事業
市内２０地域（地区町会長協議会の２０地区）に地域担当
職員（市職員）を２名ずつ配置する。

地区町会長協議会会議、事業への
地域担当職員の参加回数

50

・自主防災組織育成事業
地域住民（町会単位）で組織する『自主防災組織』の設
立、育成に努めるとともに、防災訓練等を通じた防災知
識の啓発を図る。

自主防災組織町会数 54.3 92

・地域防災士育成事業
自主防災組織（町会）等において避難訓練や初期消火訓
練などの中心的な役割を担う防災士を増やすことによ
り、地域住民の防災、減災意識の向上を図る。

防災士が所属する町会数（累計） 54.3 -

◎… 2

○… 1

△… 0
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拠点連結（イモフライ）型
都市構造の推進

市営バス乗車人員（人） 121,292 123,000 124,932 123,500

地域防災体制の充実 自主防災組織町会率（％） 49.1 54.3 55.1

124,000 125,000◎

地域づくり活動の支援
市民活動に参加したことのある市民の
割合（％）

58 60.4 54.9 62.8

59.5 88 100◎

65.2 70○


