
　森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　分野別評価調書

基本目標 １

誇りある産業の更なる躍進と安定した雇用を創出する

基本的方向 雇用支援

・新規創業者支援のための指針となる「新規創業者支援計画」を策定中

・農業者に対し、今後の営農経営等に関するアンケートを実施

・地方創生交付金を活用し、介護事業者に対し職員の雇用を促進することで、

2名の新規雇用を創出し、うち2名の継続雇用を創出

生産年齢人口の層と幅を増やすために、森町で働き続けられる雇用の確保・創出を支援すると

ともに、各産業の担い手、後継者対策に町全体で取組むことで、森町で働きたいと思える環境づ

くりを進めます。

現状での主要な成果

・創業者を確保するため関係機関との連携を強化する必要がある

・農漁業関係者、障害者に対する支援事業の認知度が低い

・農林水産業、加工業への就職希望者が少ない

・介護事業者に対し、人件費への補助制度がなく既存事業の継続が極めて困難

課 題

・各関係機関との連携が必要な事業については速やかに実施体制の構築や

計画・要綱の策定を完了させることで、まず事業に着手する体制を整える

・相談窓口や支援制度が確立している場合には、ターゲットに対して効果的

かつ効率的な周知方法によりＰＲを行うことで認知度を向上させる

・介護人材への支援制度については、森高校での介護職員初任者研修実施に

対し講師の派遣により支援を行う

今後の方向性

平成29年度 予算措置状況

基本的方向の数値目標

遅れ総合進捗状況

目標項目
平成28年度
実績値

町内就業件数 ２件

就業に関する
相談受付件数

４件

目標値

21件

15件

国支出金
再掲

地方創生交付金 道支出金 地方債 その他 一般財源 総額

H29予算額　　（千円）

0 0 0 00 0 0

順調
7%

概ね順調
7%

やや遅れ
7%

遅れ
29%

その他
50%

進捗状況割合
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　森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　分野別評価調書

基本目標 ２

森町の魅力発信と”おもてなし”により交流を促進する

基本的方向 交流人口の増大

・北海道新幹線開業イベント参加や札幌市において「もりまちブランドフェア」

を実施し、町外において森町の地域ブランド啓発を実施

・地方創生交付金を活用し、地域活性化施設及びテント等の資材を整備し、

直売イベントを実施

・地方創生加速化交付金を活用した「もりおこしミーティング」を開催し、

観光中核人材1名を確保するとともに観光客受け入れ体制構築を推進

・取材情報を積極的に町公式ホームページにて公開

森町に魅力を感じ、森町で暮らすことを選択する人を増加させるため、まずは森町の魅力を道

内外へ発信・周知するとともに、おもてなしマインドをもつ人材の確保・育成といった環境整備

や長期滞在型観光の商品造成、イベントの実施により森町の交流人口を増加させることで、移

住・定住に結びつけていきます。

現状での主要な成果

・地域ブランドロゴマーク利用者及び直売イベント実施主体の安定的な確保

・観光客の受入れについて、関係者や町民の意識醸成等の面で遅れが出ている

課 題

・地域活性化施設を活用したイベントの実施を継続

・地域ブランドロゴマークの町外認知度を高めるため普及啓発を継続

・各事業において関係者間の共通認識を構築し、事業の効果的な周知を図る

今後の方向性

平成29年度 予算措置状況

基本的方向の数値目標

目標項目 目標値
平成28年度
実績値

直売イベントの
利用者数

7,000人 11,500人

30件 11件

総合進捗状況 概ね順調

宿泊者数 74,000人 -

地域ブランドロゴ
マーク利用件数

国支出金
再掲

地方創生交付金 道支出金 地方債 その他 一般財源 総額

H29予算額　　（千円）

0 0 0 0 0 6,985 6,985

順調
12%

概ね順調
37%

やや遅れ
13%

遅れ
0%

その他
38%

進捗状況割合
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　森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　分野別評価調書

基本目標 ３

結婚・出産・子育ての希望をかなえるための支援を充実する

基本的方向 結婚・出産・子育て

・農漁業関係者の結婚支援施策はカップル成立が順調に推移し、結婚実績も

報告されている

・既存の各種医療費の助成や保健事業は対象者に対する周知を適切に実施

・新規の制度について広報もりまちや関係機関への周知を実施

森町や近隣に住む人が結婚、妊娠・出産、子育てに対し、より前向きに考えられるような環境

づくりと一人ひとりの希望をかなえることが出来るよう、出産時や子育て時などライフステージ

ごとに切れ目のない総合的で多面的な支援体制の構築を推進します。

現状での主要な成果

・結婚支援策の周知先が限定されており認知度が低く、女性参加者が減少

傾向にある

・安心して出産、育児ができる環境の整備が十分ではない

・子育て世代の出産を促すため、どんな支援が必要なのか分析しきれていない

課 題

・結婚支援施策については効果的かつ効率的な周知を徹底するとともに、

参加者の安定的な確保に努める

・出産や子育てに不安を抱える方への支援・相談体制を構築する

・延長保育、0歳児保育の開始については、今後開催予定の「子ども・子育て

会議」において方向性が示されるため、事業の進捗状況等が変更される予定

今後の方向性

平成29年度 予算措置状況

基本的方向の数値目標

目標項目 目標値
平成28年度
実績値

農漁業関係者における

カップル成立数
７組/年 6組

延長保育、０歳児
保育利用者数

95人/年 ０人

総合進捗状況 概ね順調

国支出金
再掲

地方創生交付金 道支出金 地方債 その他 一般財源 総額

H29予算額　　（千円）

0 0 23,932 27,500 47,673 37,574 136,679

順調
35%

概ね順調
12%

やや遅れ
6%

遅れ
18%

その他
29%

進捗状況割合

3



　森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　分野別評価調書

基本目標 ４

誰もが健康で、安心して暮らすことが出来る環境を整備する

基本的方向 安全・安心

・健康づくりの啓発や自殺予防の取組みを継続的に実施

・保育所、幼稚園において健康教育を実施

・高齢者生きがい教室の実施

・危険空き家に関する相談窓口を設置

森町に住む誰もが安全・安心で、快適な生活を送ることができる環境づくりを目指し、町民、

地域コミュニティ、事業者、行政、その他関係機関が連携し、心身の健康づくりや危険空き家対

策、防災活動への支援を実施します。

現状での主要な成果

・からだとこころの健康に関する理解に個人ごと、団体ごとの差がある

・空き家対応は専門性が高いことや確認等に多大な時間と労力がかかる

・安心して暮らすことが出来る地域づくりには各種団体に負担がかかる

課 題

・町民からの意見等を参考に事業を見直し、町民にわかりやすく取り組みやすい

事業実施を目指す

・空き家実態調査の結果を踏まえ、次年度に所有者等に空き家意向調査及び

空き家対策計画を策定

・自主防災組織の設立など、安心して暮らすことが出来る地域づくりに必要な

協力体制の構築のため、情報共有と綿密な連携を強めていく

今後の方向性

平成29年度 予算措置状況

基本的方向の数値目

国支出金
再掲

地方創生交付金 道支出金 地方債 その他 一般財源 総額

H29予算額　　（千円）

666 0 18,885 0 12,258 58,492 90,301

順調
11%

概ね順調
17%

やや遅れ
6%

遅れ
33%

その他
33%

進捗状況割合

自主防災組織数 20組織 ０組織

総合進捗状況 やや遅れ

高齢者等の孤立防止
施策利用件数の増加

320件以上 178件

からだとこころの健康

づくりに取組む人の増加 10％増加 －

目標項目 目標値
平成28年度
実績値
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●具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）の見方について

（１）ＫＰＩについて

（２）進捗状況の判断基準について

（式）　直近の年度の実績値　／　直近の年度の目標値　×　１００　＝　進捗率（％）

（判定区分）

判　定 基　　　　準

順調 直近年度の進捗率が１００％以上

概ね順調 直近年度の進捗率が９０％以上１００％未満

やや遅れ 直近年度の進捗率が８０％以上９０％未満

遅れ 直近年度の進捗率が８０％未満

その他 進捗率が算定できない特別な理由がある場合

※指標の設定において基本的にはアウトカムを用いることとしていますが、数値による指標の設定
が困難な場合には、事業を実施することにより直接発生した成果物・事業量（アウトプット）に
よって評価しています。

事業評価調書　補足事項

・　ＫＰＩの設定は平成31年度末までを基本としておりますが、それぞれの数値目標項目
　によって異なる場合があります。

・　森町まち・ひと・しごと創生総合戦略に搭載されている事業のＫＰＩは、基本的に施策・事業
　の実施により発生する効果・成果である「アウトカム」を具体的な数値で設定し、その進捗率を
　以下の式で表すこととしています。
　　また、進捗状況の判定については５段階に区分しており、その判断基準は以下の表のとおりで
　す。


