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実施計画（主要157事業）実績報告書

平成30年度末現在



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針１　“自然・環境・共生”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 地域エネルギー活用推進事業
環　境　課 14

那須町地域エネルギービジョンに基づく地域エネルギー
活用プランの推進

2 太陽光発電システム設置補助事業
環　境　課 14

住宅用太陽光発電システム設置補助件数（累計）
H26:147件→H32:267件

2 生活環境対策
　の推進

1 生活環境対策の
　推進

1 河川環境保全事業
環　境　課 15

公共用水域における環境基準（BOD)達成率
H26:98.3％→H32:98.3％

1 ごみの減量化・
　資源化の推進

1 ごみ減量化推進事業
環　境　課 15

ごみ収集量 H26:10,870t→H32:10,540t

1 旧清掃センター焼却施設の解体
　及び跡地再整備事業

環　境　課 16

H29 全体設計
H30 取り壊し設計等
H31 取り壊し工事及び新施設設計
H32 新施設建設工事

1 再生可能エネル
　ギーの活用

1 再生可能エネ
　ルギーの活用

2 収集・運搬体制
　の効率化及び施
　設の整備

3 循環型社会の
　形成

－ 1 －



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針２　“住まい・暮らし・定住”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 住宅地の供給 1 グリーンハイツ田中販売促進事業
ふるさと定住課 17

グリーンハイツ田中販売戸数 H26:36戸→H32:50戸

2 町営住宅の整備 1 町営住宅整備事業
ふるさと定住課 17

町営住宅のリフォーム及び整備の実施

3 空き家の活用 1 空き家等対策事業
ふるさと定住課 18

空き家バンク登録戸数 H26:0戸→H32:50戸

1 移住・定住促進事業
ふるさと定住課 18

移住定住に関する制度等の充実及び移住・定住を希望
する方への情報の発信等を行う

2 那須町ＣＣＲＣ推進事業
保健福祉課 19

民間活力を活用したアクティブシニアの移住促進
を図る

1 秩序ある土地利
　用の推進

1 国土利用計画・土地利用調整基本
　計画推進事業

企画財政課 19
国土利用計画那須町計画及び那須町土地利用調整基本
計画に基づいた秩序ある土地利用の推進

2 地籍調査の推進 1 地籍調査事業
農林振興課 20

地籍調査実施率 H26:2.81％→H32:4.09％

1 都市計画の推進 1 都市計画マスタープラン推進事業
建  設  課 20

都市計画マスタープランに沿ったまちづくりの推進

2 良好な景観形成の
　推進

1 景観形成推進事業
建  設  課 21

景観条例・屋外広告物条例に基づく指導・許可事務

3 都市施設の整備
　推進

1 都市計画推進事業
建  設  課 21

都市計画施設の整備促進

4 公園・水辺の整備
　促進

1 那須町の川をきれいにする基金
　事業

建  設  課 22
基金の運用による良好な河川環境の保全

1 水道未普及地域の
  解消

1 水道施設整備事業
上下水道課 22

水道普及率 H26:78.78％→H32:80.15％

2 老朽施設・設備の
　更新

1 水道施設改良事業
上下水道課 23

計画的かつ効率的な老朽施設の更新を行う

1 公共下水道の整備
　推進

1 公共下水道整備事業
　（湯本・黒田原）

上下水道課 23
下水道普及率 H26:11.1％→H32:12.7％

2 合併処理浄化槽の
　普及促進

1 浄化槽設置整備事業
上下水道課 24

合併浄化槽普及率 H26:55.4％→H32:61.1％

2 秩序ある土地
　利用の推進

5 生活排水処理
　の推進

1 若者から高齢
　者までの定住
　化の推進

4 移住の推進

3 良好な生活基
　盤の形成（生
　活基盤施設の
　整備）

4 安全な水を暮
　らしに安定供
　給

－ 2 －



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針３　“子育て・健康・福祉”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 こども医療費助成事業
住民生活課 25

18歳までの医療費助成の継続

2 子育て支援センター事業
こども未来課 25

子育てヘルパー派遣事業 H26:0回→H32:130回
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業 H26:0件→H32:30件

3 第3子以降保育料無料化事業
こども未来課 26

第3子以降の未就学児の保育料免除による子育て世帯の
経済的負担の軽減

1 放課後児童クラブ運営事業
こども未来課 26

放課後児童クラブ設置箇所数 H26:7箇所→H32:9箇所

2 要保護児童対策事業
こども未来課 27

児童虐待に対する相談支援体制の強化

3 保育サービスの
　充実

1 保育園適正配置事業
こども未来課 27

第2期保育園運営適正化・整備計画及び那須町立保育園
民営化ガイドラインに基づいた計画的な推進

4 ひとり親家庭
　支援の充実

1 ひとり親家庭支援事業
住民生活課 28

ひとり親家庭への医療費助成の継続

1 地域福祉計画の
　推進

1 安心見守りネットワーク事業
保健福祉課 28

見守りネットワーク協定事業者数 H26:39件→H32:50件

1 社会福祉協議会運営支援事業
保健福祉課 29

町社会福祉協議会による地域福祉の充実

2 民生委員児童委員連絡協議会
　支援事業

保健福祉課 29
民生委員児童委員協議会等による地域福祉の充実

3 ボランティアの
　育成

1 ボランティアセンター運営事業
保健福祉課 30

ボランティア育成数 H26:441人→H32:500人

1 シルバー人材センター支援事業
保健福祉課 30

シルバー人材センター会員数 H26:199人→H32:230人

2 老人クラブ支援事業
保健福祉課 31

老人クラブ会員数 H26:917人→H32:1,200人

3 「生きがい」づくり推進事業
保健福祉課 31

ふれあい工房等登録者数 H26:81人→H32:100人

1 地域支援事業
保健福祉課 32

高齢者が安心して暮らせる地域支援活動や介護予防事業
の推進を図る

2 介護予防・日常生活支援サービス
　事業

保健福祉課 32
多様な主体による、訪問型サービス及び通所型サービス
の実施

3 福祉施設の充実 1 地域密着型サービス拠点整備事業
保健福祉課 33

地域密着型特別養護老人ホームの整備

2 地域福祉の
　充実

1 子育て支援施策の
　充実

2 福祉団体の育成

3 高齢者の自立
　支援の推進

1 子ども・子育
　て支援環境の
　充実

1 高齢者の生きがい
　づくり

2 高齢者在宅福祉
　対策の推進

2 児童福祉施策の
　充実

－ 3 －



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針３　“子育て・健康・福祉”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 相談支援体制の
　充実

1 障がい者相談支援事業
保健福祉課 33

障がいに関する相談支援体制の整備及び関係機関との
連携強化

2 就労支援対策の
　充実

1 就労支援対策事業
保健福祉課 34

障がい者の就労相談等、関係機関と連携した支援体制
の充実を図る

3 在宅福祉対策の
　充実

1 障がい者地域生活支援事業
保健福祉課 34

補装具・日常生活用具の給付
住宅改修費等の各種助成

1 健康づくり事業の
　推進

1 健康教室・健康相談事業
保健福祉課 35

町民が主体的に参加しやすい健康づくり事業を行う

1 特定健診事業
保健福祉課 35

特定健診受診率 H26:37.8％→H32:60.0％

2 がん検診推進事業
保健福祉課 36

大腸がん検診受診率 H26:33.0％→H32:40.0％

3 母子保健推進事業
保健福祉課 36

新生児期から幼児期までの親子の健やかな成長・発達支
援を行う

4 予防接種事業
保健福祉課 37 予防接種（ＭＲ）接種率 H26:91.6％→H32:95.0％

5 メンタルヘルス対策事業
保健福祉課 37

「こころの健康相談」事業等の推進

6 歯科保健対策事業
保健福祉課 38

3歳児健診むし歯の罹患率 H26:38.0％→H32:25.0％

3 地域医療及び広域
　医療の充実

1 広域医療推進事業
保健福祉課 38

救急医療体制の確保及び広域医療機関との連携強化
広域病院等支援補助

5 健康づくりの
　推進

2 予防対策の推進

4 障がい者の
　自立支援の
　推進

－ 4 －



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針４　“観光・交流・連携”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 観光資源の保全と
　活用

1 那須平成の森管理運営事業
観光商工課 39

那須平成の森の管理運営への参画

2 外国人観光客誘致
　の促進

1 国際観光都市推進事業
観光商工課 39

外国人観光客宿泊者数 H26:8,147人→H32:100,000人

1 那須高原友愛の森運営事業
観光商工課 40

道の駅「那須高原友愛の森」入込客数
H26:684,503人→H32:1,100,000人

2 自然公園等施設整備事業
観光商工課 40

ビジターセンター周辺等の遊歩道整備等

3 伊王野地区観光拠点化事業
観光商工課 41

伊王野地区の観光拠点化に向けた構想策定と
各種整備事業

4 芦野地区観光拠点化事業
観光商工課 41

芦野地区の観光拠点化に向けた構想策定と
各種整備事業

4 体験観光の充実 1 体験観光推進事業
観光商工課 42

体験・滞在型のニューツーリズム観光の確立

5 那須のブラン
　ディング

1 誘客宣伝事業
　（観光協会委託事業）

観光商工課 42
観光客入込数 H26:4,707,029人→H32:5,500,000人

6 地域間交流の拡大 1 広域観光ルート形成事業
観光商工課 43

広域観光ルートの形成促進

1 路線バス運行支援
　と町民バスの運行

1 町民バス運行事業
ふるさと定住課 43

町民バス利用者数（１日平均） H26:30人→H32:40人

2 デマンド型乗合
　交通の運行

1 デマンド型乗合交通運行事業
ふるさと定住課 44

デマンド型乗合交通利用者数
H26:5,446人→H32:8,000人

3 那須高原の渋滞
　対策

1 那須高原渋滞対策事業
企画財政課 44

那須高原の総合的な渋滞対策の検討と実施

1 電子自治体構築の
　推進

1 電子自治体構築推進事業
企画財政課 45

防災・福祉等と連携したシステムの導入検討

2 情報セキュリティ
　対策

1 情報セキュリティ対策事業
企画財政課 45

情報セキュリティポリシーに基づくセキュリティ対策
の推進

1 海外派遣及び交流
　事業の推進

1 中学生海外派遣事業
学校教育課 46

中学生の海外派遣人数 H26:16人→H32:24人

1 姉妹都市締結推進事業
企画財政課 46

海外都市との姉妹都市締結に向けた検討

2 在住外国人とのネットワーク
　構築事業

企画財政課 47
姉妹都市締結を視野に入れた、町内在住外国人による
案内ボランティアネットワークの構築

3 観光交流拠点の
　整備促進

1 国内外からの
　誘客促進

2 公共交通の
　整備

3 地域情報化
　の推進

2 国際理解促進事業
　の展開

4 国際交流の
　推進

－ 5 －



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針４　“観光・交流・連携”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 道路改良事業
建　設　課 47

町道改良済延長 H26:350Km→H32:355Km

2 町道維持補修事業
建　設　課 48

効率的・合理的な維持補修の実施

3 橋りょう維持補修事業
建　設　課 48

「那須町橋梁長寿命化修繕計画」に基づく、計画的な
保守管理の実施

4 町道用地登記促進事業
建　設　課 49

町道登記率 H26:84.0％→H32:84.8％

1 町道の整備と維持
　管理

5 道路整備の
　推進

－ 6 －



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針５　“しごと・活力”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 農業農村整備事業
農林振興課 50

農業生産基盤及び農村生活環境整備事業の推進

2 矢の目ダム管理運営事業
農林振興課 50

老朽化施設の計画的な修繕・更新を行うとともに、
矢ノ目ダムの適切な管理運営を行う

3 有害鳥獣被害防止対策事業
農林振興課 51

個体数の適正管理について、防護柵等の設置推進により、
有害鳥獣による農作物等への被害の減少を図る

4 多面的機能支払交付金事業
農林振興課 51

農業・農村の有する多面的機能の適切な維持・発揮の
ための活動への支援

1 地産地消推進事業
農林振興課 52

新たな流通システムの構築による観光業等との連携
学校給食への地場産品の供給拡大等

2 グリーンツーリズム推進事業
農林振興課 52

農家民泊等の推進

3 担い手の育成・
　確保

1 担い手育成確保事業
農林振興課 53

認定農業者への農地集積面積 H26:30ha→H32:50ha

1 優良基礎雌牛整備事業
農林振興課 53

優良基礎雌牛導入に対する経費の一部助成

2 家畜防疫事業
農林振興課 54

予防接種への助成
伝染病に関する関係機関との連携強化

3 共同利用模範牧場運営事業
農林振興課 54

指定管理者制度により経営の効率化を図るとともに、
畜産農家における育成部門の預託化推進

1 那須土地改良区運営支援事業
農林振興課 55

土地改良区が健全で良好な運営を行うための継続的な
支援

2 耕作放棄地活用事業
農林振興課 55

耕作放棄地の活用研究及び新規作物の研究等
農業委員会との連携強化

1 生産基盤の整備 1 流域公益保全林道整備事業
農林振興課 56

森林の経済的機能をより高度に発揮させるため、計画的
な主間伐を実施

2 木材需要の拡大 1 木造住宅建築推進事業
農林振興課 56

八溝材使用の木造新築住宅建築費の定額助成

3 特用林産物の振興 1 森林認証制度認証取得支援事業
農林振興課 57

森林の所有者、製林業者等への森林認証制度認証取得へ
の助成を行うと共に、八溝材の販路・利用拡大を図る

2 林業の活性化

1 生産基盤の強化

2 産地形成の推進及
　び競争力の強化

4 畜産の振興

5 農業委員会・農業
　関係団体との連携

1 農業の活性化

－ 7 －



第７次那須町振興計画前期基本計画  実施計画書

基本方針５　“しごと・活力”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 森林環境整備事業
農林振興課 57

森林の多目的利用の検討及び森林病害虫等の防除

2 木質バイオマス利活用推進事業
農林振興課 58

木質バイオマスを活用した事業の調査検討

3 とちぎ元気な森づくり県民税事業
農林振興課 58

県税を原資とした奥山林・里山の整備・保全

5 林業経営への
　支援

1 作業道整備事業
農林振興課 59

森林組合への作業道整備支援及び林業経営者や関係団体
との連携による、林業の活性化を図る

3 鉱工業の振興 1 中小企業の支援 1 中小企業金融対策事業
観光商工課 59

経営の安定化による工業出荷額の増加
工業出荷額 H26:35,819百万円→H32:40,000百万円

1 商店街活性化事業
観光商工課 60

地域特性を生かした商店街事業等への補助等を行うこと
により、黒田原駅前通りの活性化を図る

2 空き店舗等リフォーム事業
観光商工課 60

空き店舗及び空き家の有効活用並びに中小零細企業支援
のため、リフォーム費用の一部を助成する

3 地産地消活動の
　推進

1 食のツーリズム推進事業
観光商工課 61

地域特性を生かした「那須の食」の開発による観光業
との連携

1 企業誘致推進事業
企画財政課 62

企業戦略が本町の将来像に合致する企業の誘致に向けた
調査検討

2 人材育成事業
観光商工課 62

那須高等学校リゾート観光課や県北産業技術専門校と
連携した人材育成

1 相談・苦情処理
　体制の充実

1 消費生活支援センター事業
観光商工課 63

那須町消費生活支援センターの処理体制の強化

2 消費者団体の
　育成・活動支援

1 消費生活リーダー育成事業
観光商工課 63

消費者の自立に向けたリーダーの育成支援

2 林業の活性化

5 勤労者への
　支援の推進

61

2 異業種間の連携と
　那須ブランドづく
　り

1 那須ブランド認定・発信事業

観光商工課

那須ブランド認定による地域経済の活性化
東京スカイツリーアンテナショップへの出店

4 商業の活性化

4 森林環境の保全と
　普及啓発

1 商店街の振興

1 安定した商業の場
　の確保と情報提供

6 消費者の安全
　の確保

－ 8 －



第７次那須町振興計画後期基本計画  実施計画書

基本方針６　“安全・安心”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 防災体制の強化
　（公助）

1 防災体制強化事業
総　務　課 64

那須町安全安心メール登録者数
H26:1,200人→H32:10,000人

2 防災意識の向上
　（自助）

1 防災教育推進事業
総　務　課 64

防災訓練等開催数 H26:3回→H32:4回

3 地域防災体制の
　強化 （共助）

1 消防施設等整備事業
総　務　課 65

消防団施設や装備等の計画的な整備・更新を図る

2 防犯対策の
　推進

1 生活安全対策の
　充実

1 防犯対策事業
総　務　課 65

防犯灯の設置や防犯診断の実施

1 交通安全教育・
　啓発活動の推進

1 交通安全啓発事業
総　務　課 66

定期的な啓発活動の実施
交通指導員の配置

2 交通安全施設の
　整備

1 交通安全施設整備事業
総　務　課 66

カーブミラー等の設置

1 防災対策の
　推進

3 交通安全対策
　の推進

－ 9 －



第７次那須町振興計画後期基本計画  実施計画書

基本方針７　“教育・文化・スポーツ”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 生涯学習推進体制
　の充実

1 生涯学習推進事業
生涯学習課 67

地域循環型生涯学習事業の推進

2 学習機会の充実と
　情報の提供

1 生涯学習事業情報発信事業
生涯学習課 67

町民ニーズに対応した学習機会の提供と生涯学習フォー
ラム等を通じた情報発信

3 学校教育との連携 1 コミュニティスクール事業
生涯学習課 68

学校運営協議会の全校導入

1 公民館運営事業
生涯学習課 68

地域ニーズに対応した公民館事業の提供

2 図書館運営事業
生涯学習課 69

図書館機能の充実と利用者数の増加

3 田中複合施設運営事業
生涯学習課 69

町民ニーズに対応した施設の提供と運営

5 家庭教育への支援 1 家庭教育推進事業
生涯学習課 70

親学習プログラム等の実施による家庭教育の推進

6 結婚活動への支援 1 結婚活動支援事業
生涯学習課 70

出会い応援事業におけるカップル成立数
H26:2組→H32:10組

1 男女共同参画の
　推進

1 男女共同参画推進事業
生涯学習課 71

那須町女性団体連絡協議会等への活動支援

2 社会参加活動への
　支援

1 社会参加活動支援事業
生涯学習課 71

地方自治法に基づく審議会等の女性の登用割合
H26:20.6％→H32:30.0％

1 青少年健全育成の
　推進

1 青少年健全育成推進事業
生涯学習課 72

子どもフェスティバルやジュニアリーダー育成等を通じ
た青少年の社会性・自立性の育成

2 指導者・団体の
　育成

1 青少年育成指導者・団体育成事業
生涯学習課 72

子供会育成会やスポーツ少年団等の育成と指導者の育成

1 幼児教育の充実 1 幼稚園・認定こども園支援事業
こども未来課 73

幼稚園就園奨励費の助成等

2 幼稚園・保育園・
　小学校の連携

1 幼児・児童教育連携事業
学校教育課 73

相互の情報共有化と教職員の研修による指導体制の確立

1 自校給食推進事業
学校教育課 74

自校給食の継続（委託を含む）
食育の推進

2 遠距離通学支援事業
学校教育課 74

遠距離通学費の助成
スクールバスの運行

2 指導・相談体制の
　強化

1 教育指導・相談体制推進事業
学校教育課 75

教育相談体制の強化
学校ごとのプロジェクトチームの充実

1 那須の人づく
　りの推進

4 生涯学習関連施設
　の充実

5 学校教育環境
　の充実

2 男女共同参画
　の推進

3 青少年の健全
　育成の推進

4 幼児教育環境
　の充実

1 教育環境の整備
　充実

－ 10 －



第７次那須町振興計画後期基本計画  実施計画書

基本方針７　“教育・文化・スポーツ”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 情報教育推進事業
学校教育課 75

ＩＣＴ活用力を高めるため、電子黒板、タブレット等
を活用した情報教育の推進を図る

2 国際理解教育推進事業（ＡＬＴ）
学校教育課 76

英語指導助手（ＡＬＴ）の適正配置や、中学校生徒の
海外交流事業の推進を図る

3 郷土を知る学習推進事業
学校教育課 76

農業体験や町の特産品、地理、郷土史を知る学習の推進

1 コミュニティスクール事業
学校教育課 77

コミュニティスクール設置数 H26:4校→H32:8校

2 マイチャレンジ事業
学校教育課 77

地域の事業所と連携した社会体験事業の実施

3 安全通学推進事業
学校教育課 78

子どもをも守る家の拡充
安心情報発信システムの研究等

5 小中学校適正配置
　の推進

1 小中学校適正配置事業
学校教育課 78

小中学校の適正配置により、児童生徒により良い
教育環境を提供する

1 心身障がい児就学指導事業
学校教育課 79

様々な障がいの程度に応じた支援を提供するため、
指導内容の充実を図る

2 特別支援教育地域巡回相談事業
学校教育課 79

児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、
適切な教育支援を行うための体制の整備を行う。

1 文化芸術活動促進事業
生涯学習課 80

文化芸術フォーラム開催や各種サークル等の育成による
町民参加型文化芸術活動の展開

2 那須町文化協会支援事業
生涯学習課 80

那須町文化協会活動支援と組織強化

1 文化センター管理事業
生涯学習課 81 文化センター建物等の計画的な改修・維持管理

2 那須歴史探訪館運営事業
生涯学習課 81

町の歴史文化の情報発信と歴史的資料の保存・活用

3 文化財の保存と
　活用

1 文化財保存・活用事業
生涯学習課 82

町文化財の保存・活用の推進

4 伝統文化の保存・
　伝承と活用

1 町伝統芸能継承支援事業
生涯学習課 82

郷土芸能等伝統文化保存団体の支援と後継者育成

1 スポーツ・レクリエーション活動
　推進事業

生涯学習課 83
幅広い年齢層を対象としたスポーツ・レクリエーション
教室・大会の実施

2 サイクルスポーツ振興事業
生涯学習課 83

プロチーム那須ブラーゼンの活用及びサイクルイベント
等を通じたサイクルツーリズムの推進

3 教育内容の充実5 学校教育環境
　の充実

4 学校・地域との
　連携

7 地域文化の
　育成

1 スポーツ・レクリ
　エーション活動の
　推進

2 文化施設の充実と
　活用

8 スポーツ・レ
　クリエーショ
　ンの推進

6 特別支援教育
　の充実

1 特別支援教育推進
　体制の整備

1 文化芸術活動の
　促進

－ 11 －



第７次那須町振興計画後期基本計画  実施計画書

基本方針７　“教育・文化・スポーツ”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

2 スポーツ関係団体
　の組織強化

1 那須町体育協会支援事業
生涯学習課 84

那須町体育協会活動支援と組織強化

3 生涯スポーツの
　指導体制の充実

1 スポーツ推進委員事業
生涯学習課 84

スポーツ推進委員制度を活用したスポーツ・レクリエー
ションの推進

4 スポーツ施設の
　整備

1 スポーツ施設整備事業
生涯学習課 85

町営テニスコートの整備と総合運動公園整備構想の検討

5 学校体育施設の
　解放

1 学校体育施設活用事業
生涯学習課 85

学校体育施設の開放によるスポーツ推進と遊び場の提供

8 スポーツ・レ
　クリエーショ
　ンの推進

－ 12 －



第７次那須町振興計画後期基本計画  実施計画書

基本方針８　“協働・行財政”のまち

政策 単位施策 事務事業名 所管課(幹事課) ページ 平成32年度に向けた目標 備考

1 地域づくり活動の
　推進

1 地域づくり活動支援事業
企画財政課 86

地域づくり事業支援団体数 H26:0団体→H32:18団体

1 地域連携事業
総　務　課 86

自治会加入率 H26:65.8％→H32:70.0％

2 自治公民館運営支援事業
生涯学習課 87

自治公民館の自主事業経費に対する助成

1 人材の育成・能力
　開発

1 人事評価制度運用事業
総　務　課 87

人事評価制度を活用し、適切な人事管理を行う

2 行政サービスの
　向上

1 研修制度拡充事業
総　務　課 88

各種研修の実施

3 広報・広聴活動の
　推進

1 広報・広聴推進事業
総　務　課 88

広報誌の発行・情報公開・町政懇談会の実施
パブリックコメント制度の運用・ＨＰの充実

1 事務事業評価事業
総　務　課 89

事務事業評価の推進と行政運営への反映

2 人事管理適正化事業
総　務　課 89

定員管理の適正化を推進する

3 行政改革推進事業
総　務　課 90

那須町行財政改革推進プラン2016の推進
指定管理者や民間委託の検討及び導入の推進

4 財政運営適正化事業
企画財政課 90

経常収支比率 H26:90.2％→H32:85.0％

5 収納率向上対策事業
税　務　課 91

町税収入率（現年課税分） H26:97.38％→H32:98.00％

1 町有財産の適正
　管理

1 総合管理計画推進事業
総　務　課 91

総合管理計画に基づく、公共施設の総合的・計画的な
管理

1 町有地活用事業
総　務　課 92

閉校となった小学校の跡地利用を含めた遊休財産の
利用促進を図る

2 町有林整備事業
総　務　課 92

計画的な伐採・植林の実施

1 広域行政の推進 1 広域行政推進事業
企画財政課 93

広域行政事務組合の運営参画（会議・負担金）

2 定住自立圏の
　推進

1 定住自立圏構想推進事業
企画財政課 93

定住自立圏連携事業の推進

2 行政サービス
　の向上

4 町有財産の
　適正管理

5 広域行政
　（定住自立
　圏構想等）
　の推進

2 町有財産の有効
　活用

1 地域づくり活
　動の推進（地
　域コミュニ
　ティの発展）

2 コミュニティ活動
　の促進

3 適切な行財政
　運営

1 那須町行財政改革
　の推進

－ 13 －



進   捗   管   理   シ   ー   ト



那須町地域エネルギー研究会の開催 2回

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

267件

　年度の実績（累計）/目標数値

太陽光発電補助制度の運用

《事業内容》 《事業内容》

《実績》

補助件数　16件 補助件数　13件

/267件/267件

効果ガスの排出量が減少し、地球温暖化の防止が図られている。

202件/267件 231件/267件218件/267件

　地球温暖化防止対策として、省資源、省エネ

那須町バイオマス活用推進計画の推進

/

令和元年度（計画）

《事業内容》

令和2年度（計画）

（新）那須町バイオマス活用推進計画の検討

課・局名 環境課

《事業内容》

（新）那須町バイオマス活用推進計画の推進

那須町地域エネルギー研究会の開催

那須町地域エネルギービジョンの推進

/

《事業内容》

（新）那須町地域エネルギービジョンの推進

那須町地域エネルギー研究会の開催

（新）那須町地域エネルギービジョンの検討

《実績》

太陽光発電補助制度の運用

/

267件/267件

太陽光発電補助制度の運用

207件/267件 227件/267件 247件/267件

《実績》

太陽光発電補助制度の運用

/

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》

太陽光発電補助制度の運用 太陽光発電補助制度の運用 太陽光発電補助制度の運用

基　　調 目標の方向性 《事業内容》

太陽光発電補助制度の運用

《目標数値》　太陽光発電システム設置補助件数

基準年度（H26） 147件

太陽光発電補助制度の運用

太陽光発電補助制度の運用

補助件数　31件

一般住宅において、太陽光発電システムの設置が進み、温室

《実績》

平成30年度（計画）

《実績》 《実績》

１　再生可能エネルギーの活用

１　太陽光発電システム設置補助事業事務事業名

平成29年度（計画）

《事業内容》

単位施策

課・局名 環境課

/

政策

１　“自然・環境・共生”のまち

１　再生可能エネルギーの活用

基準年度（H26）

目標年度（R 2）

/

成果目標・数値指標等

/

されている。

基本方針 １　“自然・環境・共生”のまち

　年度の実績（累計）/目標数値

―

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

政策 １　再生可能エネルギーの活用

/　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 /

/

再生可能エネルギーを活用した地域循環型社会が構築

《事業内容》

那須町地域エネルギービジョンの推進那須町地域エネルギービジョンの推進

那須町バイオマス活用推進計画の推進 那須町バイオマス活用推進計画の推進

那須町地域エネルギー研究会の開催 0回 那須町地域エネルギー研究会の開催 0回

那須町地域エネルギー研究会の開催

《事業内容》

《実績》

那須町地域エネルギー研究会の開催

《実績》《実績》

単位施策

事務事業名

《事業内容》

那須町地域エネルギービジョンの推進

那須町バイオマス活用推進計画の推進

那須町地域エネルギー研究会の開催

１　再生可能エネルギーの活用

１　地域エネルギー活用推進事業

基本方針1　“自然・環境・共生”のまち

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基本方針

基　　調 目標の方向性

　エネルギー対策として、再生可能エネルギー

　の調査・研究を行い、地域循環型社会の構築

　を目指す。

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《成果目標》

　ルギーの普及啓発を行い、温室校がガスの

　排出削減や省エネルギーの推進に取り組む。

目標年度（R 2）

187件/267件
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使用済小型家電回収イベントの実施

町内小学校を対象とした環境学習の実施

8回

　年度の実績（累計）/目標数値 10,804ｔ/10,540ｔ 10,702ｔ/10,540ｔ /10,540ｔ /10,540ｔ /10,540ｔ

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 10,760ｔ/10,540ｔ 10,705ｔ/10,540ｔ 10,650ｔ/10,540ｔ 10,595ｔ/10,540ｔ 10,540ｔ/10,540ｔ

目標年度（R 2） 10,540t

《目標数値》　各種ごみ収集量

基準年度（H26） 10,870t

町民・事業者が、ごみ減量・資源化に取り組んでいる。 町内小学校を対象とした環境学習の実施 町内小学校を対象とした環境学習の実施

8回 7回

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町内小学校を対象とした環境学習の実施

町内小学校を対象とした環境学習の実施

事業系ごみの分別促進

　資源物分別収集（廃プラ含む）の推進。 資源物分別収集（廃プラ含む）の推進 資源物分別収集（廃プラ含む）の推進 資源物分別収集（廃プラ含む）の推進 資源物分別収集（廃プラ含む）の推進 資源物分別収集（廃プラ含む）の推進

　事業系ごみの分別促進を図る。 事業系ごみの分別促進 事業系ごみの分別促進 事業系ごみの分別促進 事業系ごみの分別促進

使用済小型家電回収イベントの実施 町内小学校を対象とした環境学習の実施 町内小学校を対象とした環境学習の実施 町内小学校を対象とした環境学習の実施

平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

３　循環型社会の形成 事務事業名 １　ごみ減量化推進事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

政策

課・局名 環境課

基本方針 １　“自然・環境・共生”のまち 単位施策 １　ごみの減量化・資源化の推進

　年度の実績（累計）/目標数値 98.4％/98.3％ 95.2％/98.3％ 98.4％/98.3％ /98.3％ /98.3％

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 98.3％/98.3％ 98.3％/98.3％ 98.3％/98.3％ 98.3％/98.3％ 98.3％/98.3％

目標年度（R 2） 98.3%

《目標数値》　　公共用水域における環境基準（BOD）達成率

基準年度（H26） 98.3%

河川環境の保全を図る 町内17河川31カ所のＢＯＤ達成率 町内17河川31カ所のＢＯＤ達成率 町内17河川31カ所のＢＯＤ達成率 町内17河川31カ所のＢＯＤ達成率

95.2% 98.4%

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

河川水質検査事業

水域における環境汚染の防止や水質の保全

地下水・河川などの水質調査を行い、公共用 河川水質検査事業 河川水質検査事業 河川水質検査事業 河川水質検査事業

を図る

平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

政策 ２　生活環境対策の推進 事務事業名 １　河川環境保全事業

基本方針

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

１　“自然・環境・共生”のまち 単位施策 １　生活環境対策の推進

課・局名 環境課

町内17河川31カ所のＢＯＤ達成率

98.4%
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　年度の実績（累計）/目標数値 / / / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

《目標数値》　                    ―

基準年度（H26） ―

旧焼却施設の解体及び跡地利用整備し 全体設計 取り壊し及び新施設設計

収集・運搬体制の効率化を図る

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

跡地利用整備する。

《事業内容》

検討 全体設計 取り壊し設計等 取り壊し工事及び新施設設計 新施設建設工事

旧焼却施設の解体及び

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基本方針 １　“自然・環境・共生”のまち 単位施策 ２　収集・運搬体制の効率化及び施設の整備

政策 ３　循環型社会の形成 事務事業名 １　旧清掃センター焼却施設の解体及び跡地再整備事業

課・局名 環境課
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退去件数　19件

　年度の実績（累計）/目標数値 / /

《目標数値》　　　　　　　　　　　― 退去件数　19件 退去件数　16件

50/47戸

町営住宅の修繕　80件

１　町営住宅整備事業

町営住宅の修繕　102件

成果目標・数値指標等

41/40戸 52/48戸

課・局名

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

平成30年度（計画）

ふるさと定住課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策

目標年度（R 2） 50戸 分譲率　71.92％

/49戸 /50戸　年度の実績（累計）/目標数値

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 40/50戸 47/50戸 48/50戸 49/50戸 50/50戸

《目標数値》　グリーンハイツ田中販売戸数 分譲販売　2区画

分譲率　87.71％

分譲販売　9区画（リビナス5区画含む） 分譲販売　2区画

分譲率　91.22％

新聞折込等宣伝媒体でのPR活動　2回 新聞折込等宣伝媒体でのPR活動　3回

基準年度（H26） 36戸 販売戸数　41戸（累計） 販売戸数　50戸（累計） 販売戸数　52戸（累計）

分譲率　87.7％

《実績》 《実績》

　町内外の住民が、那須町に定住している。

町広報への掲載　2回 町広報への掲載　2回 町広報への掲載　1回

成果目標・数値指標等 分譲率　70.2％ 分譲率　82.5％ 分譲率　84.2％

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

分譲率　86.0％

分譲販売　1区画 分譲販売　1区画 分譲販売　1区画

販売戸数　40戸（累計） 販売戸数　47戸（累計） 販売戸数　48戸（累計） 販売戸数　49戸（累計） 販売戸数　50戸（累計）

新聞折込等での宣伝媒体でのPR活動　1回 新聞折込等での宣伝媒体でのPR活動　1回 新聞折込等での宣伝媒体でのPR活動　1回

町広報への掲載　12回 町広報への掲載　12回 町広報への掲載　12回

　グリーンハイツ田中の分譲を促進する。 雑誌等宣伝媒体でのPR活動　1回 新聞折込等での宣伝媒体でのPR活動　1回

　（総区画　57区画） 町広報への掲載　1回 町広報への掲載　12回

分譲販売　2区画 分譲販売　2区画

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 １　若者から高齢者までの定住化の促進 事務事業名 １　グリーンハイツ田中販売促進事業

基本方針2　“住まい・暮らし・定住”のまち

課・局名 ふるさと定住課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 １　住宅地の供給

住宅専門雑誌への広告掲載　1回

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》

２　町営住宅の整備

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

政策 １　若者から高齢者までの定住化の促進 事務事業名

《事業内容》

町営住宅の修繕 町営住宅の修繕 町営住宅の修繕

の建設を検討する。 入退居時の清掃・補修 入退居時の清掃・補修 入退居時の清掃・補修 入退居時の清掃・補修

町営住宅の修繕

住まいに関する調査を基に、新たな町営住宅 入退居の管理 入退居の管理 入退居の管理 入退居の管理 入退居の管理

町営住宅の適正な維持管理に努めると共に、 町営住宅の修繕

入退居時の清掃・補修

戸建定住促進住宅の建設 戸建定住促進住宅の建設 賃貸住宅に対するニーズ調査

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

町営住宅の修繕　51件

入居件数　17件 入居件数　9件入居件数　12件

町営住宅の建替改善修繕等を計画的に行い、長期的な維持管理を行う。

基準年度（H26） ― 戸建定住促進住宅建設戸数　3棟 戸建定住促進住宅の建設　2棟 賃貸住宅に対するニーズ調査の実施

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ / /
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空き家バンクの活用等により、移住・定住者が増加している。 ○空き家バンク事業
　・H28新規登録物件数22件
　・年度末登録物件数15件
　・H28新規利用申込者数28件
　・年度末利用申込者数37件
　・成約件数6件

○空き家バンク事業
　・H29新規登録物件数10件
　・年度末登録物件数15件
　・H29新規利用申込者数51件
　・年度末利用申込者数88件
　・成約件数5件

○空き家バンク事業
　・H30新規登録物件数11件
　・年度末登録物件数15件
　・H30新規利用申込者数39件
　・年度末利用申込数126件
　・成約件数8件

移住定住フェア等への参加　１回
住宅取得等補助金交付件数　１０件
地域おこし協力隊採用数　３名
移住定住対策広告　１回

移住定住フェア等への参加　　３回
住宅取得等補助金交付件数　１０件
地域おこし協力隊採用数　４名
移住定住対策広告　１回

移住定住フェア等への参加　６回
住宅取得等補助金交付件数　１０件
地域おこし協力隊採用数　４名
新聞折込等での移住定住PR活動　２回
移住定住支援コーディネーター採用数　1名
移住定住PR用冊子作製事業（1,000部作製）

《目標数値》　空き家バンク登録戸数

基準年度（H26） 0戸

課・局名 ふるさと定住課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 ３　空き家の活用

政策 １　若者から高齢者までの定住化の促進 事務事業名 １　空き家等対策事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

空き家バンク制度の拡充を図る。 登録戸数　１０戸（累計） 登録戸数　２０戸（累計） 登録戸数３０戸（累計） 登録戸数４０戸（累計）

成立件数　５件（累計） 成立件数　１０件（累計） 成立件数　１５件（累計） 成立件数　２０件（累計）

登録戸数　　５０件（累計）

利用申込者数　２０人（累計） 利用申込者数　３５人（累計） 利用申込者数　　５０人（累計） 利用申込者数　　６５人（累計） 利用申込者数　８０人（累計）

成立件数　２５件（累計）

空き家リフォーム制度創設 空き家リフォーム制度利用　　５件

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

目標年度（R 2） 50戸

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 10/50戸 20/50戸 30/50戸 40/50戸 50/50戸

　年度の実績（累計）/目標数値 22/10戸 32/20戸 43/30戸 /40戸 /50戸

課・局名 ふるさと定住課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 ４　移住の推進

政策 １　若者から高齢者までの定住化の促進 事務事業名 １　移住・定住促進事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

移住定住フェア等への参加　６回
住宅取得等補助金交付件数　１０件
地域おこし協力隊採用数　４名
新聞折込等での移住定住PR活動　２回
移住定住支援コーディネーター採用数　２名
移住定住PR用冊子作製事業（1,000部作製）

及び地域の活性化を図る

町外からの移住・定住を促進し町内の魅力創出

成果目標・数値指標等

移住定住フェア等への参加　６回
住宅取得等補助金交付件数　１０件
地域おこし協力隊採用数　４名
新聞折込等での移住定住PR活動　２回
移住定住支援コーディネーター採用数　２名
移住定住PR用冊子作製事業（1,000部作製）

50人

定住している。

基準年度（H26） 0人

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

《目標数値》　移住希望者への相談者数

目標年度（R 2）

移住定住フェア等への参加　　１回
住宅取得等補助金交付件数　１２件
地域おこし協力隊採用人数　　２名
移住定住対策広告　１回

移住定住フェア等への参加　　３回
住宅取得等補助金交付件数　１０件
地域おこし協力隊採用数　４名
移住定住対策広告　2回

移住定住フェア等への参加
住宅取得等補助金交付件数　１９件
地域おこし協力隊採用数　0名
新聞折込等での移住定住PR活動　1回
移住定住支援コーディネーター業務委託　1名
移住定住PR用冊子作成事業　5,000部

《実績》 《実績》

各種施策等の実施により、町内外の住民が、那須町に移住・

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 50/50人 50/50人 50/50人

　年度の実績（累計）/目標数値 75/50人

50/50人 50/50人

127/50人 /50人 /50人98/50人
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協議会の設置・開催

CCRC関連施設の誘致

基準年度（H26）

那須町山村振興計画の更新準備

国土利用計画那須町計画・土地利用調整
基本計画の更新準備

山村振興計画の更新
《目標数値》　　　　　　　　　　　―

―

那須町の特性を生かした土地利用が行われている。
国土利用計画那須町計画・土地利用調整
基本計画の更新準備

国土利用計画那須町計画・土地利用調整
基本計画の更新準備

課・局名 保健福祉課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 ４　移住の推進

政策 １　若者から高齢者までの定住化の促進 事務事業名 ２　那須町CCRC推進事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

那須町CCRC推進協議会の開催 那須町CCRC推進協議会の開催 那須町CCRC推進協議会の開催

　地域活性化を図る。

那須町CCRC推進協議会の開催

　移住、地域交流を促進し、就業人口の増加や CCRC関連施設の誘致 CCRC関連施設の誘致・調整 CCRC関連施設の誘致・調整 CCRC関連施設の誘致・調整 CCRC関連施設の誘致・調整

　那須町CCRC構想に基き、アクティブシニアの 那須町CCRC推進協議会の設置

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

　高齢者やCCRC関連施設の従業員等を含め、2026年度までに CCRC関連施設の誘致 CCRC関連施設の誘致

　1,000人の移住を受け入れる。 視察受入

《目標数値》　移住者数　500人

基準年度（H26） 0人

目標年度（R 2） 500人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 100人/500人 200人/500人 300人/500人 400人/500人 500人/500人

　年度の実績（累計）/目標数値 153人/100人 299人/200人 462人/300人 人/400人 人/500人

課・局名 企画財政課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 １　秩序ある土地利用の推進

政策 ２　秩序ある土地利用の推進 事務事業名 １　国土利用計画・土地利用調整基本計画推進事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

遊休地の活用検討 遊休地の活用検討 遊休地の活用検討

那須町山村振興計画の更新

国土利用計画那須町計画等に基づき、秩序あ
る町土の利用を推進する。 国土利用計画那須町計画・土地利用調整

基本計画の更新

遊休地の活用検討

（状況の変化によっては計画見直し） （状況の変化によっては計画見直し） （状況の変化によっては計画見直し） （状況の変化によっては計画見直し）

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

　年度の実績（累計）/目標数値

目標年度（R 2） ―

/

//

/ / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /
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調査完了面積（累計）　11.64㎢

都市計画道路（黒磯那須北線） 都市計画道路（黒磯那須北線）

地元説明会　　1回開催 都市計画道路網図縦覧

政策 ２　秩序ある土地利用の推進

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策

課・局名 農林振興課

２　地籍調査の推進

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画）

事務事業名 １　地籍調査事業

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

一筆調査地区 一筆調査地区 一筆調査地区

調査完了面積（累計）　10.67㎢ 調査完了面積（累計）　11.37㎢ 調査完了面積（累計）　12.03㎢ 調査完了面積（累計）　12.20㎢

一筆調査地区

測量を実施し地籍図及び地籍簿を作成する。 筒地（0.75㎢）・狸久保（0.36㎢） 岡室（0.57㎢）・高久（0.35㎢） 丸山Ⅰ（0.42㎢）・廻り谷（0.44㎢） 丸山Ⅱ（0.23㎢） 下瀬縫（0.45㎢）・伊王野Ⅰ（1.3㎢）

一筆ごとの土地の形状を正確に把握するため、 一筆調査地区

調査完了面積（累計）　12.86㎢

進捗率　3.39% 進捗率　3.61% 進捗率　3.82% 進捗率　3.88% 進捗率　4.09%

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

土地の所有者及び境界を明確にすることによって、公共事業 調査完了面積（累計）　12.49㎢

用地の取得に寄与している。　　（調査対象面積　314.25㎢） 19条5項指定面積　　　　2.95㎢ 19条5項指定面積　　　　2.95㎢

《目標数値》　地籍調査実施率 進捗率　4.64% 進捗率　4.91%

基準年度（H26） 2.81%

目標年度（R 2） 4.09%

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 3.39/4.09％ 3.61/4.09％ 3.82/4.09％ 3.88/4.09％ 4.09/4.09％

　年度の実績（累計）/目標数値 4.35/4.09％ 4.64/4.09％ 4.91/4.09％ /4.09％ /4.09％

課・局名 建設課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 １　都市計画の推進

政策 ３　良好な生活基盤の形成（生活基盤施設の整備） 事務事業名 １　都市計画マスタープラン推進事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

都市計画の進行管理 都市計画の進行管理 次期都市計画マスタープラン策定業務 次期都市計画マスタープラン策定業務

　を推進する。

　都市計画マスタープランに基づき、まちづくり 都市計画の進行管理

成果目標・数値指標等

《実績》 《実績》

特筆すべき実績項目なし　長期展望に立ったまちづくりにより、町民が安全で快適な

《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》

　生活をしている。

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

基準年度（H26） ―

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

　年度の実績（累計）/目標数値 / / / / /

調査完了面積（累計）　10.71㎢

19条5項指定面積　　　　2.95㎢

進捗率　4.35%
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　町民・事業者・来町者等が景観の良好さを維持、向上

基準年度（H26）

政策

/

３　良好な生活基盤の形成（生活基盤施設の整備）

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち

事務事業名

　都市計画施設の整備促進を図る。 都市計画道路（黒磯那須北線）

/

１　都市計画推進事業

３　都市施設の整備推進単位施策

周知・啓発等による規制誘導

都市計画道路（黒磯那須北線）都市計画道路（黒磯那須北線）

/

/

//

令和2年度（計画）

―

条例に基づく現地調査・協議・指導

課・局名

　年度の実績（累計）/目標数値 / /

建設課

成果目標・数値指標等

《実績》 《実績》

平成30年度（計画）

条例に基づく現地調査・協議・指導

周知・啓発等による規制誘導周知・啓発等による規制誘導

　に基づき、良好な景観形成のための規

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

簡易除却団体活動　1団体　1件 簡易除却団体活動　1団体　1件

屋外広告物改善補助事業申請件数　4件―

《成果目標》

平成28年度（計画）

届出、許可申請件数　160件 届出、許可申請件数　140件

屋外広告物改善補助事業申請件数　1件

屋外広告物改善補助事業申請件数　2件

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　している。

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

都市計画道路（黒磯那須北線）

《事業内容》基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

屋外広告物関係補助制度の運用

《実績》 《実績》《実績》

条例に基づく現地調査・協議・指導 条例に基づく現地調査・協議・指導

　制・誘導を行う。 屋外広告物関係補助制度の運用 屋外広告物関係補助制度の運用

条例に基づく現地調査・協議・指導

屋外広告物関係補助制度の運用 屋外広告物関係補助制度の運用

周知・啓発等による規制誘導　景観計画や景観条例、屋外広告物条例

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

周知・啓発等による規制誘導

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成29年度（計画）

政策 ３　良好な生活基盤の形成（生活基盤施設の整備） 事務事業名 １　景観形成推進事業

令和元年度（計画）

課・局名 建設課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 ２　良好な景観形成の推進

《事業内容》

令和元年度（計画）

整備促進活動 整備促進活動 整備促進活動 整備促進活動 整備促進活動

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

次期都市計画マスタープラン策定業務次期都市計画マスタープラン策定業務

都市計画道路（黒磯那須北線）

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　町民や観光客等の利便性と地域経済の活性化が

　図られている。

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

/ /

/ /

都市計画道路（黒磯那須北線） 都市計画道路（黒磯那須北線） 特筆すべき実績項目なし

地元説明会　　1回開催 都市計画道路網図縦覧

指導・協議件数　170件 指導・協議件数　190件 指導・協議件数　180件

届出、許可申請件数　100件
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79.24/80.15％ 79.47/80.15％ 79.70/80.15％

L=　3706m

配水管布設実施設計成沢、水原地区供給開始（一部除く）

配水管布設工

平成28年度（計画）

水辺環境の整備（堤防除草）等 水辺環境の整備（堤防除草）等

建設課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 ４　公園・水辺の整備促進

政策 ３　良好な生活基盤の形成（生活基盤施設の整備） 事務事業名 １　那須町の川をきれいにする基金事業

課・局名

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

《事業内容》

基金の堅実運用

《事業内容》 《事業内容》

水辺環境の整備（堤防除草）等

《事業内容》

　を図る 水辺環境の整備（堤防除草）等 水辺環境の整備（堤防除草）等

　基金の運用による良好な河川環境の保全 基金の堅実運用 基金の堅実運用 基金の堅実運用 基金の堅実運用

・水生生物展示　・河川水質調査

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

水辺環境整備

基準年度（H26） ―   

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

  ・河川水質分析　・不法投棄看板制作 ・河川水質分析　・不法投棄看板制作

水辺環境整備 水辺環境整備 良好な河川環境の保全が図られている

/ / /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 /

 

 

 

 

  

/

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 上下水道課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 １　水道未普及地域の解消

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ４　安全な水を暮らしに安定供給 事務事業名 １　水道施設整備事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

（寄居大久保・山中地区へ順次給水開始）

上水道事業として統合された水道事業の効率的 配水管布設工事 配水管布設工事 配水管布設工事 配水管布設工事 配水管布設工事

運用と未普及地域の解消を推進する。 （成沢、水原、寄居地区へ順次給水開始） 中重、寄居地区配水管実施設計 （寄居地区へ順次給水開始） （寄居本郷・中重地区へ順次給水開始）

・・・・H31まで継続 ・・・・H31まで継続 ・・・・R1まで継続 ・・・・R1まで継続

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民・企業等が、安定した水道水の供給を受けている。 配水管布設工

L=　1971m

配水管布設工

L=　645m

基準年度（H26） 78.78%

《目標数値》　水道普及率

79.93/80.15％ 80.15/80.15％

目標年度（R 2） 80.15%

79.88/80.15％

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

/80.15％ /80.15％　年度の実績（累計）/目標数値 79.39/80.15％ 79.66/80.15％

・河川水質分析　・不法投棄看板制作

・水生生物展示　・河川水質調査

・生物生態調査　・河川公園草刈除草

・川の教室　・稚魚放流

・水生生物展示　・河川水質調査

・生物生態調査　・河川公園草刈除草 ・生物生態調査　・河川公園草刈除草

・川の教室　・稚魚放流 ・川の教室　・稚魚放流
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黒田原処理区管渠布設工事　L=69.5ｍ

湯本浄化センター施設耐震対策実施設計 湯本浄化センター施設耐震対策工事

《事業内容》

湯本浄化センター施設耐震対策実施設計

下水道事業計画変更認可申請 黒田原処理区管渠実施設計　L=1158ｍ

湯本浄化センター施設長寿命化対策実施設計 湯本浄化センター施設長寿命化対策工事

その他　L＝943ｍ

湯本地区　L=８９４m

黒田原地区　L=１４２m

《事業内容》

老朽管布設替事業 老朽管布設替事業老朽管布設替事業

《事業内容》

湯本浄化センター施設耐震実施計画策定（策定）

黒田原処理区管渠布設工事　L=275.4ｍ

湯本処理区管路施設耐震診断 L=3.89km

湯本浄化センター施設耐震実施計画策定（策定）

《事業内容》

上下水道課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 ２　老朽施設・設備の更新

政策 ４　安全な水を暮らしに安定供給 事務事業名 １　水道施設改良事業

課・局名

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

老朽管布設替工事 老朽管布設替工事水道老朽化施設の更新・配水管等の布設替を 老朽管布設替工事

平成28年度（計画）

（東町地内）

（黒田原地区）

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

老朽管布設替工事 老朽管布設替工事

推進する。 （湯本地区） （平和郷地内） （平和郷地内） （平和郷地内）

（守子地内）

老朽設備更新

（宇田島・奥那須外設備更新）

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民・企業等が、安全で安定した水道水の供給を受けている。 老朽管布設替事業 老朽管布設替事業

平和郷地区　L＝1366ｍ 平和郷地区　L＝576ｍ

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 /

課・局名 上下水道課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 １　公共下水道の整備推進

政策 ５　生活排水処理の推進 事務事業名 １　公共下水道整備事業（湯本・黒田原）

/ /

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

黒田原処理区管渠布設工事 黒田原処理区管渠布設工事

湯本浄化センター施設耐震対策工事

　湯本・黒田原処理区施設及び管渠の増設 湯本浄化センター施設長寿命化対策工事 湯本浄化センター施設長寿命化対策工事

湯本浄化センター施設耐震対策工事 下水道ストックマネジメント計画策定

黒田原処理区管渠実施設計 下水道ストックマネジメント計画策定 黒田原処理区管渠布設工事

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

湯本浄化センター施設長寿命化対策工事湯本処理区管路施設耐震診断 湯本浄化センター施設長寿命化対策実施設計

黒田原処理区管渠布設工事 下水道事業計画変更認可申請

　新設事業を行う。

　町民が、衛生的かつ快適に生活している。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） 11.1%

《目標数値》　下水道普及率

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 11.7/12.7％ 11.9/12.7％ 12.2/12.7％ 12.4/12.7％ 12.7/12.7％

目標年度（R 2） 12.7%

/12.7％ /12.7％　年度の実績（累計）/目標数値 11.3/12.7％ 11.1/12.7％ 10.9/12.7％
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浄化槽設置整備事業の実施 浄化槽設置整備事業の実施 浄化槽設置整備事業の実施

法定検査実施啓発 法定検査実施啓発 法定検査実施啓発

浄化槽設置数　68基 浄化槽設置数　57基 浄化槽設置数　73基

合併浄化槽普及率　57.4％ 合併浄化槽普及率　58.7％ 合併浄化槽普及率　61.3％

法定検査実施率　64.5％ 法定検査実施率　64.4％ 法定検査実施率　66.0％

政策 ５　生活排水処理の推進 事務事業名 １　浄化槽設置整備事業

法定検査実施の啓発

課・局名 上下水道課

基本方針 ２　“住まい・暮らし・定住”のまち 単位施策 2　合併処理浄化槽の普及促進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

法定検査実施の啓発

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

浄化槽設置整備事業の実施 浄化槽設置整備事業の実施

法定検査実施の啓発 法定検査実施の啓発

90基（設置費補助） 72基（設置費補助） 72基（設置費補助） 72基（設置費補助） 72基（設置費補助）

　浄化槽設置に伴い、設置費用の一部を 浄化槽設置整備事業の実施 浄化槽設置整備事業の実施

法定検査実施の啓発

浄化槽設置整備事業の実施

　助成する。

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　合併浄化槽の設置に関し、世帯の経済的負担を軽減する

　とともに、生活環境の改善及び河川等の水質保全を図る。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） 55.4%

《目標数値》　合併浄化槽普及率

60.1％/61.1％ 61.1％/61.1％

目標年度（R 2） 61.1%

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 57.1％/61.1％ 58.1％/61.1％ 59.1％/61.1％

/61.1％ /61.1％　年度の実績（累計）/目標数値 57.4％/61.1％ 58.7％/61.1％ 61.3％/61.1％
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対象者数　3,323名 対象者数　3,178名 対象者数　2,876名

助成額　80,338,528円 助成額　81,341,322円 助成額　77,852,067円

センター利用者数　4,498人 センター利用者数　4,791人

子育てヘルパー派遣事業　24回　 子育てヘルパー派遣事業　0件　

事業・教室開催数　47回 事業・教室開催数　48回

相談支援事業　1,887件 相談支援事業　2,006件

事業・教室開催数　52回

基本方針３　“子育て・健康・福祉”のまち

発達相談、子育てヘルパー派遣事業等の

相談支援事業　1,331件

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

課・局名 住民生活課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　子育て支援施策の充実

平成30年度（計画）

政策 １　子ども・子育て支援環境の充実 事務事業名 １　こども医療費助成事業

目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》基　　調

保護者の、子どもにかかる医療費の経済的負担を

《実績》 《実績》 《実績》

軽減する。

成果目標・数値指標等

《成果目標》

こども医療費の助成 こども医療費の助成

基準年度（H26）

対象　約3,200人

18歳までのこども医療費無料化を行う。

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《実績》

　年度の実績（累計）/目標数値 /

/ / /

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　子育て支援施策の充実

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

《事業内容》 《事業内容》

/ /

令和2年度（計画）

課・局名 こども未来課

/ /

《事業内容》

政策 １　子ども・子育て支援環境の充実 事務事業名 ２　子育て支援センター事業

令和元年度（計画）平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

目標の方向性 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

発達相談、子育てヘルパー派遣事業・ファ

親子交流の場の提供、子育て相談、児童発達 親子交流の場の提供、子育て相談、児童 親子交流の場の提供、子育て相談、児童

発達相談、子育てヘルパー派遣事業等の 発達相談、子育てヘルパー派遣事業等の 発達相談、子育てヘルパー派遣事業・ファ

基　　調

子育て支援事業の実施 子育て支援事業の実施

事業の実施

親子交流の場の提供、子育て相談、児童 親子交流の場の提供、子育て相談、児童 親子交流の場の提供、子育て相談、児童

相談、子育て支援事業等を実施する。

子育て支援事業の実施 ミリーサポートセンター事業等、子育て支援 ミリーサポートセンター事業等、子育て支援

事業の実施

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

子育て中の保護者が不安を解消し、育児負担が軽減され、

健やかに子どもを育てている。

基準年度（H26） 0件

《目標数値》　　　子育てヘルパー派遣事業

目標年度（R 2） 130件

センター利用者数　4,785人

子育てヘルパー派遣事業　0件　

/130 /130　年度の実績（累計）/目標数値

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 20/130 50/130 80/130 110/130 130/130

こども医療費の助成 こども医療費の助成 こども医療費の助成

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

《事業内容》《事業内容》

《実績》

0/130 24/130 0/130
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東陽小、学びの森小放課後児童クラブ室
改修工事

那須小と那須高原小の合併による那須小児
童クラブの閉所

学びの森小放課後児童クラブ室新築工事

実施団体　８団体、民間１団体

利用児童数　２２７人 利用児童数　　　２２９人 利用児童数　　　２４２人

免除対象者　104名

免除総額　21,799千円

一人当たりの免除額　209,606円

(東陽･高久･田代友愛(2)･那須高原･那須･
黒田原小学校区　7クラブ)

(東陽･学びの森･高久･田代友愛(2)･那須
高原･那須･黒田原小学校区　8クラブ)

(東陽･学びの森･高久･田代友愛(2)･那須高
原･那須･黒田原小学校区（２単位）　8クラブ
９単位)

実施団体　８団体、民間１団体

《実績》《実績》

実施団体　８団体

課・局名 こども未来課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　子育て支援施策の充実

政策 １　子ども・子育て支援環境の充実 事務事業名 ３　第3子以降保育料無料化事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画） 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》《事業内容》

第3子以降の児童の保育料を全額免除し、 児童の保育料の免除。 児童の保育料の免除。 児童の保育料の免除。 児童の保育料の免除。

3人以上の児童を育てている世帯の、 保育園等入園児童のうち、第3子以降の 保育園等入園児童のうち、第3子以降の

児童の保育料の免除。

保育園等入園児童のうち、第3子以降の 保育園等入園児童のうち、第3子以降の 保育園等入園児童のうち、第3子以降の

成果目標・数値指標等

子育て環境の向上を図る。

3人以上の子を育てている保護者が、経済的負担を軽減される。 免除対象者　122名

免除総額　23,675千円

一人当たりの免除額　194,057円

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

免除対象者　106名

免除総額　22,123千円

一人当たりの免除額　208,707円

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 １　子ども・子育て支援環境の充実 事務事業名 １　放課後児童クラブ運営事業

課・局名 こども未来課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　児童福祉施設の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

居場所づくりを行う。

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

放課後児童クラブの運営支援 放課後児童クラブの運営支援子育てをしながら働く家庭を支援するため、 放課後児童クラブの運営支援 放課後児童クラブの運営支援

(東陽･学びの森･高久･田代友愛(2)･那須高
原･黒田原小学校区２単位　7クラブ８単位)

(東陽･学びの森･高久･田代友愛(2)･那須高
原･黒田原小学校区２単位　7クラブ８単位)

民間放課後児童クラブの支援(那須幼稚園) 民間放課後児童クラブの支援(那須幼稚園) 民間放課後児童クラブの支援(那須幼稚園) 民間放課後児童クラブの支援(那須幼稚園) 民間放課後児童クラブの支援(那須幼稚園)

放課後児童クラブの運営支援

また小学校就学児が安心して過ごせる

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

放課後等に保護者がいない児童が、安全な場所で過ごす

ことができている。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） 7箇所

《目標数値》　放課後児童クラブ設置箇所数 黒田原小放課後児童クラブ室新築工事

９/9箇所

/8箇所 /8箇所

目標年度（R 2） 9箇所

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 ９/9箇所 ９/9箇所 ９/9箇所

/8箇所

《実績》

９/9箇所 /8箇所　年度の実績（累計）/目標数値 ９/9箇所
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課・局名

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　児童福祉施設の充実

こども未来課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ３　保育サービスの充実

令和2年度（計画）

政策 １　子ども・子育て支援環境の充実 事務事業名 １　保育園適正配置事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

により適正な保育園運営を図る。 ラインに基づく整備

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

那須町第2期保育園運営適正化・整備 那須町第2期保育園運営適正化・整備

ラインに基づく整備 ラインに基づく整備

計画に基づく整備 計画及び那須町立保育園民営化ガイド 計画及び那須町立保育園民営化ガイド 計画及び那須町立保育園民営化ガイド 計画及び那須町立保育園民営化ガイド

適正配置の推進、民間活力の導入を含めた 那須町第2期保育園運営適正化・整備 那須町第2期保育園運営適正化・整備

ラインに基づく整備

那須町第2期保育園運営適正化・整備

計画的な施設整備、保育サービスの充実

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

保護者が、安心して預けられる保育環境が整っている。

《実績》 《実績》

保護者説明会の開催（那須高原、大同、高
久）各2回
対象地区地元説明会（那須高原、大同、高
久）各１回
那須町第2期保育園運営適正化・整備計画
及び那須町立保育園民営化ガイドラインの
改定

保護者説明会の開催（那須高原、大同）各1
回
那須町立保育園民営化に係る事業者選定
委員会の設置
民営化移管先事業者の募集
那須町第2期保育園運営適正化・整備計画
及び那須町立保育園民営化ガイドラインの
改定

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

那須町立保育園民営化ガイドラインの
策定

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 こども未来課

政策 １　子ども・子育て支援環境の充実 事務事業名 ２　要保護児童対策事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

児童虐待等の早期発見・早期対応 児童虐待等の早期発見・早期対応 児童虐待等の早期発見・早期対応

　制の強化を図る。 相談・子育て支援の実施 相談・子育て支援の実施 相談・子育て支援の実施 相談・子育て支援の実施

児童虐待等の早期発見・早期対応

　強化、家庭や乳児訪問等での相談支援体 支援が必要な家庭や乳児訪問等での育児 支援が必要な家庭や乳児訪問等での育児 支援が必要な家庭や乳児訪問等での育児 支援が必要な家庭や乳児訪問等での育児 支援が必要な家庭や乳児訪問等での育児

　児童虐待等の早期発見、早期対応の体制 児童虐待等の早期発見・早期対応

相談・子育て支援の実施

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

　保護や支援が必要な児童が、安心して生活している。 定例受理会議  年6回
緊急受理会議  年9回
個別ケース検討会  年13回
乳児家庭全戸訪問事業　102件
養育訪問支援事業　80件

定例受理会議  年6回
緊急受理会議  年7回
個別ケース検討会  年9回
乳児家庭全戸訪問事業　99件
養育訪問支援事業　20件《目標数値》　　　　　　　　　　　―

基準年度（H26） ―

目標年度（R 2） ―

定例受理会議  年6回
緊急受理会議  年10回
個別ケース検討会  年8回
要保護児童対応研修会  参加人数 25名
乳児家庭全戸訪問事業　112件
養育訪問支援事業　40件

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

　年度の実績（累計）/目標数値 / / / / /
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対象者数　254名 対象者数　246名 対象者数　232名

対象件数　1,635件 対象件数　1,582件 対象件数　1,641件

助成額　4,867,420円 助成額　4,564,110円 助成額　4,911,320円

高齢者世帯調査　独居1,995人、高齢者 高齢者世帯調査　独居2,070人、高齢者

1,478世帯 1,560世帯

高齢者台帳作成　4,726件

高齢者世帯調査　独居1,881人、高齢者

高齢者台帳作成　4,958件

緊急情報ｷｯﾄ配付　 26件 緊急情報ｷｯﾄ配付　 6件

政策 １　子ども・子育て支援環境の充実 事務事業名 １　ひとり親家庭支援事業

課・局名 住民生活課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ４　ひとり親家庭支援の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

対象　約240件

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

ひとり親家庭に対する医療費補助 ひとり親家庭に対する医療費補助 ひとり親家庭に対する医療費補助

（親が対象）

ひとり親家庭の医療費助成を行う。 ひとり親家庭に対する医療費補助 ひとり親家庭に対する医療費補助

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

ひとり親家庭世帯の、医療にかかる経済的負担を軽減している。

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ２　地域福祉の充実 事務事業名 １　安心見守りネットワーク事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　地域福祉計画の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

民生委員による高齢者世帯訪問 民生委員による高齢者世帯訪問

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

見守りネットワーク運営協議会の開催 見守りネットワーク運営協議会の開催

民生委員による高齢者世帯訪問 民生委員による高齢者世帯訪問

見守り協定事業所・地区社協の見守り活動 見守り協定事業所・地区社協の見守り活動 見守り協定事業所・地区社協の見守り活動 見守り協定事業所・地区社協の見守り活動 見守り協定事業所・地区社協の見守り活動

　町内18地区に見守りネットワークを構築し、 見守りネットワーク運営協議会の開催 見守りネットワーク運営協議会の開催

民生委員による高齢者世帯訪問

見守りネットワーク運営協議会の開催

　安定的な運営を図る。

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　町民が、地域において支え合いながら生活している。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

《目標数値》　見守りネットワーク協定事業者数

目標年度（R 2） 50件

緊急情報ｷｯﾄ配付　 19件

1,420世帯

高齢者台帳作成　4,503件

49/50件

基準年度（H26） 39件

/50件　年度の実績（累計）/目標数値 /50件

50/50件　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 46/50件 47/50件 48/50件

45/50件 45/50件 44/50件

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―
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地域福祉活動計画の推進 地域福祉活動計画の推進 地域福祉活動計画の推進

高齢者福祉事業実施　17社協(延1,693名) 高齢者福祉事業実施　15社協(延3,090名) 高齢者福祉事業実施　15社協(延3,726名)

児童・青少年福祉事業実施　16地区社協 児童・青少年福祉事業実施　16地区社協 児童・青少年福祉事業実施　18地区社協

/ /

課・局名

民児協定例会の開催　12回 民児協定例会の開催　12回

民児協研修会の開催・参加　 17回　 民児協研修会の開催・参加　 17回　

保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　福祉団体の育成

令和2年度（計画）

政策 ２　地域福祉の充実 事務事業名 １　社会福祉協議会運営支援事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

町社会福祉協議会・地区社会福祉 町社会福祉協議会・地区社会福祉

協議会の育成と組織強化支援 協議会の育成と組織強化支援 協議会の育成と組織強化支援 協議会の育成と組織強化支援 協議会の育成と組織強化支援

　町社会福祉協議会への総合的支援を行う。 町社会福祉協議会・地区社会福祉 町社会福祉協議会・地区社会福祉 町社会福祉協議会・地区社会福祉

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　福祉団体が、安定した運営を行い、地域福祉を

　推進している。

《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　福祉団体の育成

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ２　地域福祉の充実 事務事業名 ２　民生委員児童委員連絡協議会支援事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

支援

　民生委員児童委員協議会への総合的支援 町民生委員児童委員協議会の活動 町民生委員児童委員協議会の活動 町民生委員児童委員協議会の活動 町民生委員児童委員協議会の活動 町民生委員児童委員協議会の活動

　を行う。 支援 支援 支援 支援

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　福祉団体が、安定した運営を行い、地域福祉を

　推進している。

民児協定例会の開催　12回

民児協研修会の開催・参加　 17回　

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値
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業務受託件数　2,681件 業務受託件数　2,689件 業務受託件数　2,695件

就労実人数　　　219人 就労実人数　　　220人 就労実人数　　　205人

就業延人数　　22,822人 就業延人数　　23,248人 就業延人数　　22,959人

《実績》

206/230人

《実績》

ボランティア登録者数　個人66名、36団体486名　

ボランティア養成講座の開催　331名(19回)　

214/230人

ボランティア養成講座の開催　184名(12回)　

ボランティア情報誌の発行　年8回

ボランティア活動保険加入者数　465人

ボランティア交流会の開催　参加者66人

コーディネーターを配置 コーディネーターを配置

《実績》

205/230人

政策 ２　地域福祉の充実 事務事業名 １　ボランティアセンター運営事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ３　ボランティアの育成

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

町ボランティアセンターにボランティア 町ボランティアセンターにボランティア

ボランティアの育成 ボランティアの育成

コーディネーターを配置

　ボランティアセンターの運営とボランティア 町ボランティアセンターにボランティア 町ボランティアセンターにボランティア

ボランティアの育成ボランティアの育成 ボランティアの育成

コーディネーターを配置

町ボランティアセンターにボランティア

　登録の拡大を図る。 コーディネーターを配置

成果目標・数値指標等

　ボランティアの育成やボランティアセンターの運営が円滑に

　行われている。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） 441人

《目標数値》　ボランティア育成数

485/500人 500/500人

ボランティア養成講座の開催　210名(18回)　

目標年度（R 2） 500人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 450/500人 460/500人 470/500人

ボランティア情報誌の発行　年8回

/500人 /500人　年度の実績（累計）/目標数値 552/500人 469/500人 506/500人

政策 ３　高齢者の自立支援の推進 事務事業名 １　シルバー人材センター支援事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　高齢者の生きがいづくり

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

シルバー人材センター運営支援 シルバー人材センター運営支援 シルバー人材センター運営支援

（運営費補助）

　シルバー人材センターの運営支援を行う。 シルバー人材センター運営支援 シルバー人材センター運営支援

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

基準年度（H26） 199人

《目標数値》　シルバー人材センター会員数

　シルバー人材センター事業の拡大により、60才以上の

　町民が雇用機会を得ている。

目標年度（R 2）

/230人220/230人

ボランティア情報誌の発行　年8回

ボランティア登録者数　個人38名、35団体431名　 ボランティア登録者数　個人45名、36団体461名　

ボランティア活動保険加入者数　421人 ボランティア活動保険加入者数　442人

230人

/230人　年度の実績（累計）/目標数値 219/230人

222/230人 230/230人　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 200/230人
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スポーツ大会の開催、参加　4回

研修会への参加　4回

社会奉仕活動の実施　26地区

.

目標年度（R 2）

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

897/1,200人 877/1,200人

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

ふれあい工房利用者数　70人

単位施策 １　高齢者の生きがいづくり

ふれあい工房利用者数　69人

対象者数　 11,520人(60歳以上の町民) 対象者数　 11,668人(60歳以上の町民)

政策 ３　高齢者の自立支援の推進 事務事業名 ２　老人クラブ支援事業

課・局名

令和2年度（計画）

保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画） 令和元年度（計画）

　老人クラブ連合会の運営経費の一部を 老人クラブ連合会の運営経費支援 老人クラブ連合会の運営経費支援 老人クラブ連合会の運営経費支援 老人クラブ連合会の運営経費支援 老人クラブ連合会の運営経費支援

　支援する。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　老人クラブ会員が、相互の親睦を深め、元気に活動

　している。

スポーツ大会の開催、参加　4回

基準年度（H26） 917人

《目標数値》　老人クラブ会員数

目標年度（R 2） 1,200人

社会奉仕活動の実施　26地区 社会奉仕活動の実施　26地区

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 950/1,200人 1,010/1,200人 1,080/1,200人

保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　高齢者の生きがいづくり

1,140/1,200人 1,200/1,200人

/1,200人 /1,200人

政策 ３　高齢者の自立支援の推進 事務事業名 ３　「生きがい」づくり推進事業

令和元年度（計画）

853/1,200人

課・局名

　年度の実績（累計）/目標数値

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画）

　ふれあい工房等を活用し、高齢者の 高齢者の生きがいづくりを推進する 高齢者の生きがいづくりを推進する

する。 する。

　生きがいづくりを推進する。 ため、ふれあい工房の利用を促進 ため、ふれあい工房の利用を促進 ため、ふれあい工房の利用を促進 ため、ふれあい工房の利用を促進 ため、ふれあい工房の利用を促進

高齢者の生きがいづくりを推進する 高齢者の生きがいづくりを推進する 高齢者の生きがいづくりを推進する

する。 する。 する。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

100人

　高齢者が、ふれあい工房等を通じ、いきいきと生活している。 対象者数　 11,691人(60歳以上の町民)

基準年度（H26） 81人

《目標数値》　ふれあい工房等登録者数

/100人 /100人　年度の実績（累計）/目標数値 69/100人 70/100人 70/100人

スポーツ大会の開催、参加　4回

研修会への参加　5回 研修会への参加　4回

ふれあい工房利用者数　70人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 83/100人 88/100人 92/100人 96/100人 100/100人
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事業者数 事業者数

通所型 通所型

22
0
6
2
-

一般介護予防事業及び包括的支援事業・任意
事業の実施。
（平成29年度に制度改正、平成30年度からの
新規事業あり）

予防事業回数235回

/45ヶ所 /45ヶ所

42/45ヶ所 43/45ヶ所 44/45ヶ所

２　介護予防・日常生活支援サービス事業政策 事務事業名

《事業内容》

訪問型及び通所型ｻｰﾋﾞｽの構築

事務事業名

45/45ヶ所

介護相当
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

13
0
0
1
0

訪問型

/

３　高齢者の自立支援の推進

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けることができるように地域包括ケアシステムを構
築する。

要支援認定者数414人 住民主体の介護予防実施地区　7地区

２　高齢者在宅福祉対策の推進

３　高齢者の自立支援の推進

事業対象者及び要支援1、2の方に対する訪問
型及び通所型ｻｰﾋﾞｽの構築
（平成29年度からの新規事業）

訪問型及び通所型ｻｰﾋﾞｽの構築

基準年度（H26） 15.40%

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ総数2,950名

単位施策 ２　高齢者在宅福祉対策の推進

１　地域支援事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

介護相当
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

平成28年度（計画） 令和元年度（計画）

訪問型及び通所型ｻｰﾋﾞｽの構築 訪問型及び通所型ｻｰﾋﾞｽの構築

《成果目標》 《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》《実績》

多様な主体による、訪問型サービス及び通所型サービス
の実施

《実績》《実績》

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

12
0
0
1
0

基準年度（H26） ―

《目標数値》　事業者数

目標年度（R 2） 45ヶ所

22
0
4
1
-

訪問型

　年度の実績（累計）/目標数値 / 41/45ヶ所 43/45ヶ所

保健福祉課課・局名

平成30年度（計画） 令和元年度（計画）

政策

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

介護予防マネジメント 地域包括ケアシステムの構築 地域包括ケアシステムの構築 地域包括ケアシステムの構築 地域包括ケアシステムの構築

介護予防事業の実施 事業対象者、要支援認定者数（移行中） 事業対象者、要支援認定者数 事業対象者、要支援認定者数 事業対象者、要支援認定者数

総合相談支援業務の推進 一般介護予防事業 一般介護予防事業 一般介護予防事業 一般介護予防事業

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の実施 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の実施 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の実施 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の実施

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

《目標数値》　　高齢者（第1被保険者）の介護保険認定率

住民主体の介護予防実施地区　13地区

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ総数3,529名

ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成件数3,368件

目標年度（R 2） 18.10%

予防事業参加者2,096人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 16.0％/16.5％（低い方が良い） 15.6％/17.6％（低い方が良い） 16.7％/16.7％（低い方が良い） 17.6％/17.6％（低い方が良い） 18.1％/18.1％（低い方が良い）

　年度の実績（累計）/目標数値 16.0％/16.5％（低い方が良い） 15.6％/17.6％（低い方が良い） 14.7％/16.7％（低い方が良い） / /
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応じ、必要な情報の提供や助言等を行う

地域密着型サービス拠点整備

課・局名 保健福祉課

地域密着型サービス拠点整備

平成30年度（計画）

地域密着型サービス拠点整備

《事業内容》

基準年度（H26） 0人

政策 ３　高齢者の自立支援の推進 事務事業名 １　地域密着型サービス拠点整備事業

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ３　福祉施設の充実

令和2年度（計画）

《事業内容》

地域密着型特別養護老人ホーム　1ヶ所

《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

小規模多機能型居宅介護事業所1ヶ所（登録定員25人）

認知症グループホーム　2ユニット（18人）

令和元年度（計画）平成29年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》

地域密着型サービス拠点整備を行う。 地域密着型サービス拠点整備 地域密着型サービス拠点整備

地域密着型老人福祉施設　1ヶ所（29床）

《成果目標》 《実績》 《実績》

高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活している。

《実績》 《実績》

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　年度の実績（累計）/目標数値

特養1ヶ所（19床）/1ヶ所（19床） 特養2ヶ所（48床）/2ヶ所（48床）

目標年度（R 2） ―

令和2年度（計画）

課・局名 保健福祉課

/ / 特養1ヶ所（19床）/1ヶ所（19床）

/ /

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

/

未整備。

特別養護老人ホームの待機状況や、グ
ループホーム、小規模多機能型居宅介護
事業所の利用状況等を考慮し、整備を見
送り、第7期計画において整備計画の見直
しを行うこととした。

/ /

整備無し。

平成30年度（計画）

政策 ４　障がい者の自立支援の推進 事務事業名 １　障がい者相談支援事業

令和元年度（計画）

基本方針

平成28年度（計画）

３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　相談支援体制の充実

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

基　　調

平成29年度（計画）

目標の方向性

応じ、必要な情報の提供や助言等を行う

自らサービスを選択・利用し、障がいのある人 障がい児者や保護等からの様々な相談に 障がい児者や保護等からの様々な相談に

応じ、必要な情報の提供や助言等を行う 応じ、必要な情報の提供や助言等を行う応じ、必要な情報の提供や助言等を行う

障がい児者や保護等からの様々な相談に 障がい児者や保護等からの様々な相談に 障がい児者や保護等からの様々な相談に

の地域生活を支援する。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

障がいのある人の権利擁護のために必要な援助が図られている。委託相談支援事業所の設置 　2箇所

相談件数　　　　　　　　　　　　　1,290件

委託相談支援事業所の設置 　2箇所 委託相談支援事業所の設置 　2箇所

《目標数値》　計画相談支援利用者数

目標年度（R 2）

サービス利用等計画作成　   　222人

相談支援専門部会の開催　　    12回

287人

サービス利用等計画作成　   　222人 サービス利用等計画作成　   　224人

相談支援専門部会の開催　　    12回

261人/287人 287人/287人

/287人 /287人　年度の実績（累計）/目標数値 / 222人/287人 224人/287人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 200人/287人 222人/287人 238人/287人

相談件数　　　　　　　　　983件 相談件数　　　　　　　　　　　　　1,555件

相談支援専門部会の開催　　    12回

未整備。

特別養護老人ホームの待機状況や、グ
ループホーム、小規模多機能型居宅介護
事業所の利用状況等を考慮し、整備を見
送り、第7期計画において整備計画の見直
しを行うこととした。

基準年度（H26） ―
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　任意事業利用者数　　　　　　　  　　15人

156人/305人 175人/305人 207人/305人

　必須事業利用者数　　　　　　　　　315人　

　任意事業利用者数　　　　　　　  　　11人 　任意事業利用者数　　　　　　　  　　13人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

（就労系サービス利用者数）

就労移行支援　　　　　　　　　19人　

就労を希望する障がいのある人に対し、就労に必要な知識や

305人

能力の向上を図れた。

　必須事業利用者数　　　　　　　　　305人　

基準年度（H26）

　必須事業利用者数　　　　　　　　　315人　

政策 ４　障がい者の自立支援の推進 事務事業名 １　就労支援対策事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　就労支援対策の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

障害福祉施設からの一般就労への移行を 障害福祉施設からの一般就労への移行を障がいのある人の就労支援を推進する。 障害福祉施設からの一般就労への移行を 障害福祉施設からの一般就労への移行を

推進する

障害福祉施設からの一般就労への移行を

推進する

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》

《目標数値》　一般就労移行者数 就労継続支援（A・B型）　　　47人　

一般就労への移行者　　　   　2人

就労移行支援　　　　　　　　　 21 人　 就労移行支援　　　　　　　　　  25人

一般就労への移行者　　　   　2 人

4人/5人 5人/5人

目標年度（R 2） 5人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 2人/5人 3人/5人 3人/5人

/5人 /5人　年度の実績（累計）/目標数値 /5人 2人/5人 2人/5人

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ３　在宅福祉対策の充実

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ４　障がい者の自立支援の推進 事務事業名 １　障がい者地域生活支援事業

平成28年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

給付、介護・家事等を行うホームヘルプ等の

障がいのある人の、地域生活の充実とサービス 障がいのある人に対する日常生活用具の 障がいのある人に対する日常生活用具の

在宅支援、創作活動や機能訓練等に対する在宅支援、創作活動や機能訓練等に対する

支援を行う

障がいのある人に対する日常生活用具の 障がいのある人に対する日常生活用具の 障がいのある人に対する日常生活用具の

の推進を図る。 給付、介護・家事等を行うホームヘルプ等の給付、介護・家事等を行うホームヘルプ等の給付、介護・家事等を行うホームヘルプ等の 給付、介護・家事等を行うホームヘルプ等の

在宅支援、創作活動や機能訓練等に対する 在宅支援、創作活動や機能訓練等に対する 在宅支援、創作活動や機能訓練等に対する

支援を行う 支援を行う 支援を行う 支援を行う

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

障がいのある人が、地域で自立や生きがいをもって日常生活を

送っている。 　　　　　　　　　　　156人（障がい児を含む）

障害福祉サービス利用者（在宅） 障害福祉サービス利用者（在宅） 障害福祉サービス利用者（在宅）

《目標数値》　在宅の障害福祉サービス利用者数

目標年度（R 2）

基準年度（H26）

（地域生活支援事業）

249人/305人 305人/305人

就労継続支援（A・B型）　　　  59人　 就労継続支援（A・B型）　　　    64人

一般就労への移行者　　　   　2 人

（地域生活支援事業）

（就労系サービス利用者数） （就労系サービス利用者数）

　　　　　　　　　　   175人（障がい児を含む） 　　　　　　　　　　　   182人（障がい児を含む）

（地域生活支援事業）

推進する 推進する 推進する

/305人　年度の実績（累計）/目標数値 /305人 175人/305人 182人/305人 /305人
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集団健康教育実施数　1,672人

健康相談実施数　577人

特定健診受診率　　37.9％ 特定健診受診率　　40.9％ 特定健診受診率　　42.4％

対象者別に健康教室・健康相談を実施町民自らが健康づくりに取り組むための支援を
する。

町民自らが健康づくりに取り組むための支援を
する。

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 １　健康教室・健康相談事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 １　健康づくり事業の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

対象者別に健康教室・健康相談を実施対象者別に健康教室・健康相談を実施 対象者別に健康教室・健康相談を実施 対象者別に健康教室・健康相談を実施

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民自らが健康づくりに取り組んでいる。 集団健康教育実施数　2,747人
健康相談実施数　827人

基準年度（H26）

《目標数値》集団健康教育・健康相談実施数

2,260人/2270人 2,270人/2270人

目標年度（R 2） 2270人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 2,249人/2270人 2,255人/2270人 2,260人/2270人

/2,270人 /2,270人

集団健康教育実施数　3,942人
健康相談実施数　1,230人

　年度の実績（累計）/目標数値 2,249人/2,270人 3,574人/2,270人 5,172/2,270人

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　予防対策の推進

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 １　特定健診事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

特定健診を実施する。特定健診を実施する。 特定健診を実施する。 特定健診を実施する。 特定健診を実施する。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民が自分の健康状態を知るため特定健診を受診している。

※法定報告の確定値は11月となるためKDB
システムからの暫定数

基準年度（H26） 37.8%

《目標数値》　特定健診受診率

目標年度（R 2）

37.9％/60.0％ 40.9％/60.0％ 42.4％/60.0％

39.5％/60.0％ 40.0％/60.0％　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 38.0％/60.0％ 38.5％/60.0％

/60.0％

60.0%

39.0％/60.0％

/60.0％　年度の実績（累計）/目標数値
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大腸がん検診受診率　17.9％　

3歳児健診(150人）受診率98.7％ 3歳児健診(138人）受診率97.2％

96.6％/100％

4か月児健診　（108人）受診率95.6％ 4か月児健診　（100人）受診率100％

10か月児健診(13１人）受診率94.2％ 10か月児健診(123人）受診率97.6％ 10か月児健診(98人）受診率91.6％

未受診者への受診勧奨 未受診者への受診勧奨

※平成27年度から対象者の抽出方法が変
更となった

4か月児健診　（139人）受診率97.9％

町民自らが健康づくりに取り組むための支援を
する。

町民が身体の異常の早期発見・治療のためがん検診を受診して
いる。

乳幼児が健全に発達し、安心・安全に地域で
生活できるよう支援する。

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 ２　がん検診推進事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　予防対策の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

がん検診を実施する。 がん検診を実施する。がん検診を実施する。 がん検診を実施する。

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

基準年度（H26） 33.0%

《目標数値》　大腸がん検診受診率

がん検診を実施する。

《実績》《成果目標》

大腸がん検診受診率　17.5％ 大腸がん検診受診率　19.3％

20.0％/40.0％ 20.0％/40.0％

目標年度（R 2） 40.0%

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 20.0％/40.0％ 20.0％/40.0％ 20.0％/40.0％

/40.0％ /40.0％　年度の実績（累計）/目標数値 17.9％/40.0％ 17.5％/40.0％ 19.3％/40.0％

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 ３　母子保健推進事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　予防対策の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

相談体制の充実 相談体制の充実

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

乳幼児健診の実施 乳幼児健診の実施

相談体制の充実 相談体制の充実

未受診者への受診勧奨 未受診者への受診勧奨

乳幼児健診の実施 乳幼児健診の実施

相談体制の充実

乳幼児健診の実施

未受診者への受診勧奨

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

乳幼児が健康の保持・増進のため健診を受診している。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26）

《目標数値》乳幼児健診受診率 1歳6か月健診(139人）97.9％ 1歳6か月健診(145人）95.4％ 1歳6か月健診(112人）99.1％

2歳児歯科検診(141人）受診率99.3％ 2歳児歯科検診(132人）受診率92.3％ 2歳児歯科検診(137人）受診率97.9％

3歳児健診(138人）受診率93.9％

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 96.9％/100％ 100％/100％ 100％/100％ 100％/100％ 100％/100％

目標年度（R 2）

《実績》

/100％ /100％　年度の実績（累計）/目標数値 95.7％/100％ 95.4%/100％
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こころの相談　6回 こころの相談　5回

啓発資料配布　小中高校生と1490人

自殺対策連絡協議会の開催　2回

1490人

ＭＲ接種率　90.8％ ＭＲ接種率　91.9％ ＭＲ接種率　90.7％

※那須町保健予防活動の概要は10月1日
現在の数値だが、この数値は4月1日現在の
数値となっています。

町民自らが健康づくりに取り組むための支援を
する。

町民自らが健康づくりに取り組むための支援を
する。

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 ４　予防接種事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　予防対策の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

定期・任意予防接種の実施。 定期・任意予防接種の実施。定期・任意予防接種の実施。 定期・任意予防接種の実施。 定期・任意予防接種の実施。

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民が感染症予防と重症化予防のため予防接種を受けている。

《実績》 《実績》

基準年度（H26） 91.6%

《目標数値》　予防接種（MR）接種率

目標年度（R 2） 95.0%

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 93.5％/95.0％ 93.9％/95.0％ 94.3％/95.0％ 94.6％/95.0％ 95.0％/95.0％

/95.0％ /95.0％　年度の実績（累計）/目標数値 90.8％/95.0％ 91.9％/95.0％ 90.7％/95.0％

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 ５　メンタルヘルス対策事業

課・局名 保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　予防対策の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

「こころの相談」の実施 「こころの相談」の実施

自殺対策連絡協議会の設置・開催 自殺対策連絡協議会の開催

「こころの相談」の実施

自殺予防普及啓発の実施 自殺予防普及啓発の実施 自殺予防普及啓発の実施 自殺予防普及啓発の実施 自殺予防普及啓発の実施

「こころの相談」の実施 「こころの相談」の実施

自殺対策連絡協議会の開催

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

啓発資料配布　小中学生1050名、高校生
470名

町民が「こころ」について理解を深め、必要時誰かに相談できる。 こころの相談　6回

啓発資料配布　小中高校生と1500人

基準年度（H26）

目標年度（R 2）

《目標数値》　

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 1,550人 1,550人 1,550人 1,550人 1,550人

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 1520人 1500人
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及び那須地区夜間急患診療所の開設 及び那須地区夜間急患診療所の開設

幼児の歯科保健の実施 幼児の歯科保健の実施

17.0%/20.0％

課・局名

令和元年度（計画）

《事業内容》

虫歯の罹患率　18.8% 虫歯の罹患率　23.3% 虫歯の罹患率　18.1%

広域医療に関し関係市町及び医療機関と緊密
な連携・充実を図る

無医地区への巡回診療

在宅当番医制度、病院群輪番制

及び那須地区夜間急患診療所の開設

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

保健福祉課

基本方針 ３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ２　予防対策の推進

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 ６　歯科保健対策事業

各種乳幼児健診の実施

歯周疾患検診の実施

各種乳幼児健診の実施

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

各種乳幼児健診の実施 各種乳幼児健診の実施

歯周疾患検診の実施 歯周疾患検診の実施

幼児の歯科保健の実施

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

各種乳幼児健診の実施

幼児の歯科保健の実施

町民自らが健康づくりに取り組むための支援を
する。

目標年度（R 2）

《実績》

歯周疾患検診の実施 歯周疾患検診の実施

幼児の歯科保健の実施

口腔衛生に関心を持ち虫歯予防行動がとれる。

基準年度（H26）

《実績》 《実績》《成果目標》

38.0%

《目標数値》　3歳児虫歯の罹患率

18.1%/20.0％

17.0％/20.0％

保健福祉課

20.0%

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 20.0％/20.0％ 17.0％/20.0％ 17.0％/20.0％

３　“子育て・健康・福祉”のまち 単位施策 ３　地域医療及び広域医療の充実

/20.0％ /20.0％　年度の実績（累計）/目標数値 18.8％/20.0％ 23.3%/20.0％

平成28年度（計画）

政策 ５　健康づくりの推進 事務事業名 １　広域医療推進事業

課・局名

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

基本方針

在宅当番医制度、病院群輪番制

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

無医地区への巡回診療 無医地区への巡回診療

及び那須地区夜間急患診療所の開設 及び那須地区夜間急患診療所の開設

在宅当番医制度、病院群輪番制 在宅当番医制度、病院群輪番制 在宅当番医制度、病院群輪番制 在宅当番医制度、病院群輪番制

地域医療の充実 無医地区への巡回診療 無医地区への巡回診療 無医地区への巡回診療

休日及び夜間の医療体制の充実を図る

及び那須地区夜間急患診療所の開設及び那須地区夜間急患診療所の開設 及び那須地区夜間急患診療所の開設

《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》

無医地区への巡回診療　　在宅当番医制度、病院群輪番制

及び那須地区夜間急患診療所の開設

無医地区への巡回診療 無医地区への巡回診療

在宅当番医制度、病院群輪番制 在宅当番医制度、病院群輪番制

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /
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外国人宿泊者数  12,056人

外国人宿泊者数 17,927人

那須平成の森開園5周年記念セレモニー 那須平成の森定例会　8回

那須平成の森基金委員会　1回

政策 １　国内外からの誘客促進 事務事業名 １　那須平成の森管理運営事業

課・局名

基本方針４　“観光・交流・連携”のまち

観光商工課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　観光資源の保全と活用

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

　秩序ある保全活動を行う。

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

那須平成の森の管理運営（共同事業） 那須平成の森の管理運営（共同事業） 那須平成の森の管理運営（共同事業）

　参画することにより、関係機関と連携し、

　環境省の「那須平成の森」の管理運営に 那須平成の森の管理運営（共同事業） 那須平成の森の管理運営（共同事業）

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　那須平成の森の適切な運営により、利用者の増加が

　図られている。

那須平成の森基金委員会　1回

那須平成の森連絡協議会 　1回

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 １　国内外からの誘客促進 事務事業名 １　国際観光都市推進事業

課・局名 観光商工課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ２　外国人観光客誘致の促進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

　の受け入れ態勢整備促進を図る。 公衆WIFIの設置 二次交通対策の支援

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

外国語併用看板の設置 外国語併用看板の設置

二次交通対策の支援 二次交通対策の支援

外国語併用看板の設置

　との連携、通信設備、ガイド、二次交通等 エージェントとの連携 エージェントとの連携 エージェントとの連携 エージェントとの連携 エージェントとの連携

　外国語併用看板の設置や、エージェント 外国語併用看板の設置 外国語併用看板の設置

二次交通対策の支援

二次交通対策の支援

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　国際観光交流により、外国人の観光客が増加している。

パンフレット作成 パンフレット作成 パンフレット作成

エージェント招請、インバウンド、外国語版 エージェント招請、インバウンド、外国語版 エージェント招請、インバウンド、外国語版

基準年度（H26） 8,147人

《目標数値》　外国人観光客宿泊者数 公衆WIFIの設置（湯本地区、高原地区、芦野地区） 外国人宿泊者数  14,931人

目標年度（R 2） 100,000人

12,056人/100,000人 14,931人/100,000人 17,927/100,000人

　年度の実績（累計）/目標数値 12,056人/100,000人 14,931人/100,000人 17,927/100,000人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

那須平成の森連絡協議会 　1回 那須平成の森連絡協議会 　1回

那須平成の森運営会　1回 那須平成の森運営会　1回 那須平成の森運営会　2回

那須平成の森基金委員会　2回基準年度（H26）

那須ビジ秋まつり2016 那須ビジ秋まつり2017 那須ビジ秋まつり2018

/100,000人 /100,000人

/100,000人 /100,000人
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丸太階段　74基 木道改修　1基

718,116/1,100,000人 710,004/1,100,000人

殺生石・展望台遊歩道整備

蛇篭　51.4ｍ 解説標識　1基

基本計画の策定 外構詳細設計

基本設計の実施

殺生石・展望台遊歩道整備 殺生石・展望台遊歩道整備

パブリックコメント実施 観光交流センター実施設計

政策 １　国内外からの誘客促進 事務事業名 １　那須高原友愛の森運営事業

課・局名 観光商工課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ３　観光交流拠点の整備促進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

基本計画の策定 基本設計の実施

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

粗造成、支障木伐採 構内道路（町道）工事

粗造成、支障木伐採

観光交流センター増築工事

利用促進を図る。 （場内施設、各種イベント、情報提供の充実）パブリックコメント実施 北駐車場建設工事 構内道路（町道）工事

道の駅那須高原友愛の森の再整備を行い 道の駅利用促進施策の推進 基本計画の策定

北駐車場建設工事

新館実施設計

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

基準年度（H26） 684,503人

《目標数値》　道の駅「那須高原友愛の森」入込客数

道の駅那須高原友愛の森が、那須高原の玄関口としての

役割を果たしている。

道の駅利用促進施策の推進

（場内施設、各種イベント、情報提供の充実）

/1,100,000人 /1,100,000人

目標年度（R 2） 1,100,000人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 719,125/1,100,000人 750,000/1,100,000人 750,000/1,100,000人

１　国内外からの誘客促進

《事業内容》

平成29年度（計画）

/1,100,000人 /1,100,000人　年度の実績（累計）/目標数値 719,125/1,100,000人

課・局名 観光商工課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ３　観光交流拠点の整備促進

事務事業名 ２　自然公園等施設整備事業

《事業内容》基　　調

平成30年度（計画）

目標の方向性 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

政策

令和2年度（計画）

《事業内容》 《事業内容》

令和元年度（計画）

木道改修　1基

自然公園内の自然公園等施設整備を行う。 湯本本町公衆トイレ改修　1式 殺生石・展望台遊歩道整備

丸太階段工　L=59.4ｍ

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

土のう　120袋 指導標識　1基

平石張工　89.1ｍ 誘導常識　2基

自然公園等施設の整備により、湯本周辺の観光交流拠点の

魅力の向上が図られる

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

湯本本町公衆トイレ改修

洋式トイレ　ウォシュレット設置　5箇所

手洗い改修　7箇所

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

/

/

/
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大洗うまいもん祭開催

政策 １　国内外からの誘客促進 事務事業名 ３　伊王野地区観光拠点化事業

課・局名 観光商工課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ３　観光交流拠点の整備促進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

東山道伊王野管理運営 東山道伊王野管理運営道の駅東山道伊王野を核として伊王野地区 東山道伊王野管理運営 東山道伊王野管理運営 東山道伊王野管理運営

全体の活性化を行う

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　芦野・伊王野地区観光客入込数

基準年度（H26）

《実績》 《実績》《成果目標》

伊王野地区を観光拠点化し、新たな魅力づくりによる観光

誘客が図られる。

東山道伊王野管理運営 東山道伊王野管理運営東山道伊王野管理運営
大洗うまいもん祭開催

東山道伊王野管理運営

407,415人

/600,000人 /600,000人

目標年度（R 2） 600,000人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 433,859/600,000人 /600,000人 /600,000人

/600,000人 /600,000人　年度の実績（累計）/目標数値 433,859/600,000人 423,000/600,000人 385,000/600,000人

政策 １　国内外からの誘客促進 事務事業名 ４　芦野地区観光拠点化事業

課・局名 観光商工課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ３　観光交流拠点の整備促進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

　観光拠点化を推進する。 芦野街並み整備事業　等 芦野街並み整備事業　等

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

遊行庵整備事業 遊行庵整備事業

芦野街並み整備事業　等 芦野街並み整備事業　等

遊行庵整備事業

　まるごと風土博物館）として位置づけて、 芦野地区観光拠点化事業 地域資源の見直し 案内標識設置 案内標識設置 案内標識設置

 　芦野地域全域をエコミュージーアム（地域

成果目標・数値指標等

芦野街並み整備事業　等

基本計画策定業務

　芦野・伊王野地区の観光拠点化により、観光客が、

　歴史と自然にふれる観光を楽しんでいる。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） 407,415人/年

《目標数値》　芦野・伊王野地区観光客入込数

シンボルロード整備工事（石畳み歩道） 地元調整 地元調整

芦野地区地方創生協議会設置

目標年度（R 2） 600,000人/年

L＝100ｍ　Ｈ＝1.5ｍ

/600,000人　年度の実績（累計）/目標数値 433,859/600,000人 238,118/600,000人 273,510/600,000人

/600,000人　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 433,859/600,000人 238,118/600,000人 273,510/600,000人 /600,000人

/600,000人

東山道伊王野管理運営

遊行庵交流拠点化基本計画策定 芦野地区地方創生協議会　２回 芦野地区地方創生協議会　２回

《実績》 《実績》

事業の精査 地元調整
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基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策

《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

政策 １　国内外からの誘客促進 事務事業名 １　体験観光推進事業

課・局名 観光商工課

体験プログラム管理・企画開発・新規

プログラムの充実とPＲ活動の強化 プログラムの充実とPＲ活動の強化

４　体験観光の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

事業所勧誘 事業所勧誘 事業所勧誘 事業所勧誘

平成28年度（計画）

プログラムの充実とPＲ活動の強化

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

体験プログラム管理・企画開発・新規　観光体験プログラムの整備・ＰＲ活動を

プログラムの充実とPＲ活動の強化プログラムの充実とPＲ活動の強化

《実績》 《実績》《成果目標》

体験プログラム管理・企画開発・新規

　推進する。

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　体験型観光が充実し、滞在型観光の増加が図られて

　いる。

令和2年度（計画）

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

ＪＲデスティネーションキャンペーンの実施 ＪＲデスティネーションキャンペーンの実施

《事業内容》

首都圏等でのキャンペーンの実施 首都圏等でのキャンペーンの実施

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画）

《事業内容》 《事業内容》

　各種媒体を総合的に活用した誘客活動 観光ポスター・パンフレットの作成 観光ポスター・パンフレットの作成 観光ポスター・パンフレットの作成 観光ポスター・パンフレットの作成 観光ポスター・パンフレットの作成

基　　調 《事業内容》 《事業内容》

首都圏等でのキャンペーンの実施

テレビ・ラジオ等における宣伝活動 テレビ・ラジオ等における宣伝活動 テレビ・ラジオ等における宣伝活動 テレビ・ラジオ等における宣伝活動 テレビ・ラジオ等における宣伝活動

　を促進する。 首都圏等でのキャンペーンの実施 首都圏等でのキャンペーンの実施

成果目標・数値指標等

観光客入込客数　計画　5,500,000人 観光客入込客数　計画　5,500,000人

《成果目標》

　観光客入込客・宿泊客の増加及び維持により、観光振興が

《実績》 《実績》《実績》

観光客入込客数　計画　5,500,000人 観光客入込客数　計画　5,500,000人 観光客入込客数　計画　5,500,000人

　　　　　　　　　　　　実績　　　　　　　 人

　　　　　　　　　　  　実績　　　　　　　 人

宿泊客数　　　　　　計画 2,000,000人 宿泊客数　　　　　　計画 2,000,000人

　図られている。 　　　　　　　　　　  　実績　　　　　　　 人　　　　　　　　　　  　実績　4,847,795人 　　　　　　　　　　  　実績　4,723,235人 　　　　　　　　　　  　実績4,922,783 人

　　　　　　　　　　　　実績　　　　　　　 人

/5,500,000人　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 4,847,795人/5,500,000人 4,723,235人/5,500,000人 4,922,783/5,500,000人

ＪＲデスティネーションキャンペーンの実施目標年度（R 2） 　入込　5,500,000人（宿泊　2,000,000人）

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/5,500,000人

体験プログラム管理・企画開発・新規 体験プログラム管理・企画開発・新規

《実績》

プログラムの充実とPＲ活動の強化 プログラムの充実とPＲ活動の強化 プログラムの充実とPＲ活動の強化

事業所勧誘

体験プログラムパンフレット（ＨＰ内）の更新 体験プログラムパンフレット（ＨＰ内）の更新 体験プログラムパンフレット（ＨＰ内）の更新

課・局名 観光商工課

政策 １　国内外からの誘客促進 事務事業名 １　誘客宣伝事業（観光協会委託事業）

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ５　那須のブランディング

 前期基本計画における基調・目標

目標の方向性

《実績》 《実績》

《目標数値》　観光客入込数（宿泊者数） 宿泊客数　　　　　　計画 2,000,000人 宿泊客数　　　　　　計画 2,000,000人 宿泊客数　　　　　　計画 2,000,000人

　　　　　　　　　　　　実績　1,715,847人 　　　　　　　　　　　　実績　1,719,294人 　　　　　　　　　　　　実績1,727,959 人基準年度（H26） 　入込　4,707,029人（宿泊　1,659,723人）

　年度の実績（累計）/目標数値 4,847,795人/5,500,000人 4,723,235人/5,500,000人 4,922,783/5,500,000人 /5,500,000人 /5,500,000人
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政策 １　国内外からの誘客促進

町民バスの運行（２路線）

利用状況調査

目標の方向性

令和2年度（計画）

課・局名 観光商工課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ６　地域間交流の拡大

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

事務事業名 １　広域観光ルート形成事業

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

近県での誘客宣伝活動

　二次交通の基盤整備等を推進する。 近県連携によるインバンドトップセールス

広域観光ルート形成促進 広域観光ルート形成促進

近県連携によるインバンドトップセールス

基　　調

広域観光ルート形成促進

　形成や町内観光拠点を結ぶ周遊ルート、 近県での誘客宣伝活動

広域観光ルート形成促進

定住自立圏圏域での周遊ルート構築 定住自立圏圏域での周遊マップ作製 近県連携によるインバンドトップセールス

成果目標・数値指標等

　広域観光ルートが構築され、観光客の周遊化が

　拡大している。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ２　公共交通の整備 事務事業名 １　町民バス運行事業

課・局名 ふるさと定住課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　路線バス運行支援と町民バスの運行

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

・通院・買い物・通学に利用できる持続可能な 　

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

町民バスの運行(2路線） 町民バスの運行(2路線）

町民バスの改善 町民バスの改善 町民バスの改善 町民バスの改善

・交通軸（鉄道・幹線バス）を活かした 町民バスの運行(2路線） 町民バスの運行(2路線）

　公共交通網の構築

町民バスの運行(2路線）

　利便性の高い公共交通網の構築

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

移動手段を有しない町民が、公共交通機関を利用することで

生活範囲を拡大し「おでかけ」の機会を創出している。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） 30人

《目標数値》　町民バス利用者数（１日平均） 運行日数　３６５日　運行距離187,513㎞

利用人数　9,787人　一日平均２６人

町民バスの運行(2路線）
利用状況調査
運行日数365日　運行距離137.425㎞
利用者数9,490人　一日平均26人

町民バスの運行(2路線）
利用状況調査
運行日数365日　運行距離136.029㎞
利用者数9,171人　一日平均25人

35人/40人 40人/40人

目標年度（R 2） 40人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 20人/40人 25人/40人 30人/40人

　近県との連携による広域観光ルートの 広域観光ルート形成促進

/35人 /40人　年度の実績（累計）/目標数値 26人/20人 26人/25人 25人/30人

栃木、福島、茨城圏内（FIT、新白河広域観
光連盟、那須白河会津観光推進協議会）
による事業の展開

栃木、福島、茨城圏内（FIT、新白河広域観
光連盟、那須白河会津観光推進協議会）
による事業の展開

近県連携によるインバンドトップセールス 近県連携によるインバンドトップセールス

栃木、福島、茨城圏内（FIT、新白河広域観
光連盟、那須白河会津観光推進協議会）に
よる事業の展開

近県連携によるインバンドトップセールス

定住自立圏圏域での会議開催 定住自立圏圏域での会議開催 定住自立圏圏域での会議開催

那須白河会津観光連盟等におけるイベント参加那須白河会津観光連盟等におけるイベント参加那須白河会津観光連盟等におけるイベント参加
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事務事業名 １　デマンド型乗合交通運行事業

課・局名 ふるさと定住課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ２　デマンド型乗合交通の運行

政策 ２　公共交通の整備

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

デマンド型乗合交通の改善

デマンド交通事業の運用 デマンド交通事業の運用

《実績》 《実績》

デマンド型乗合交通の改善

デマンド交通事業の運用 デマンド交通事業の運用 デマンド交通事業の運用

デマンド型乗合交通の改善 デマンド型乗合交通の改善

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

地域公共交通活性化協議会の開催（3回）

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

成果目標・数値指標等

生活範囲を拡大し「おでかけ」の機会を創出している。 デマンド型乗合交通の本格運行　2系統

目標年度（R 2） 8,000人

デマンド利用者数　6,509人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 7,400人/8,000人 7,600人/8,000人

5,446人

《目標数値》　デマンド型乗合交通利用者数

7,800人/8,000人 7,900人/8,000人 8,000人/8,000人

/8,000人 /8,000人　年度の実績（累計）/目標数値 6,509人/6,300人 7,533人/7,600人 8,150人/7,800人

政策 ２　公共交通の整備 事務事業名 １　那須高原渋滞対策事業

平成28年度（計画）

課・局名 企画財政課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ３　那須高原の渋滞対策

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

交通誘導員の配置　7日間(警備員6名)　 交通誘導員の配置　7日間(警備員6名)　

路上駐車抑制用カラーコーン設置

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

交通誘導員の配置　7日間(警備員6名)　 紅葉シーズン等における渋滞対策の実施

Twitterによる渋滞情報の提供

路上駐車抑制用カラーコーン設置

紅葉シーズン等における渋滞対策の実施

駐車禁止・渋滞情報看板の設置 駐車禁止・渋滞情報看板の設置 駐車禁止・渋滞情報看板の設置

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

Twitter・ラジオ・電光掲示板・チラシによる
渋滞情報の提供

Twitter・ラジオ・電光掲示板・チラシによる渋
滞情報の提供

那須高原の総合的な渋滞対策を実施する。
路上駐車抑制用カラーコーン設置

《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

1.9キロ(推定)

/

8.0キロ(推定) 5.0キロ(推定)

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

/ / / /　年度の実績（累計）/目標数値 /

基準年度（H26）

観光シーズン等における渋滞が緩和され、周遊性の向上が図ら
れている。

最大渋滞時の峠の茶屋からの渋滞長 最大渋滞時の峠の茶屋からの渋滞長 最大渋滞時の峠の茶屋からの渋滞長

・交通軸（鉄道・幹線バス）を活かした

　公共交通網の構築

・通院・買い物・通学に利用できる持続可能な

　公共交通網の構築

移動手段を有しない町民が、公共交通機関を利用することで 地域公共交通活性化協議会の開催（3回）
デマンド型乗合交通の本格運行　5系統
デマンド利用者数　7,533人

地域公共交通活性化協議会の開催（3回）
デマンド型乗合交通の本格運行　5系統
デマンド利用者数　8,150人
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行政情報システムの運用

課・局名

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　電子自治体構築の推進

令和2年度（計画）

政策 ３　地域情報化の推進 事務事業名 １　電子自治体構築推進事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

防災・福祉と連携したシステム研究 防災・福祉と連携したシステム研究 防災・福祉と連携したシステム研究

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

行政情報システムの運用

《実績》 《実績》

　行政情報システムの運用と、防災・福祉 行政情報システムの運用 行政情報システムの運用

　と連携したシステム開発を行う。 防災・福祉と連携したシステム研究 防災・福祉と連携したシステム研究

　している。

《実績》《成果目標》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》

　町民の生活の安全や、情報取得の利便性が向上

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ３　地域情報化の推進 事務事業名 １　情報セキュリティ対策事業

課・局名 企画財政課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ２　情報セキュリティ対策

《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　する情報の安全・安心な管理に努める。

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

職員へのセキュリティ研修会の実施

　セキュリティポリシーに基づき、町が所有 情報セキュリティポリシーの見直し検討 情報セキュリティポリシーの運用 情報セキュリティポリシーの運用

職員へのセキュリティ研修会の実施 職員へのセキュリティ研修会の実施

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

情報セキュリティポリシーの運用情報セキュリティポリシーの改正

情報セキュリティポリシーの見直し検討

《実績》 《実績》

/ /

　職員が、情報セキュリティに対する確かな知識をもって

　業務を行っている。

情報セキュリティポリシーの見直し検討

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

/ /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

行政情報システムの運用 行政情報システムの運用

企画財政課

/

行政情報システムの運用 行政情報システムの運用

/　年度の実績（累計）/目標数値 /

情報セキュリティポリシーの見直し検討
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　中学生海外派遣　16名

　（応募者数　25名、倍率1.56倍）

課・局名 学校教育課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　海外派遣及び交流事業の推進

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ４　国際交流の推進 事務事業名 １　中学生海外派遣事業

　中学生海外派遣　16名

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

　（オーストラリア　ケアンズ市　8日間）

　中学生海外派遣　16名 　中学生海外派遣　16名 　中学生海外派遣　16名 　中学生海外派遣　16名

　（オーストラリア　ケアンズ市　8日間） 　（オーストラリア　ケアンズ市　8日間） 　（オーストラリア　ケアンズ市　8日間）

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

24人

　海外での体験学習を通じて国際的視野が養われている。

　外国人と気軽にコミュニケーションができている。

16人/24人 16人/24人 16人/24人 20人/24人

基準年度（H26） 16人

《目標数値》　中学生の海外派遣人数

単位施策 ２　国際理解促進事業の展開

/24人 /24人

目標年度（R 2）

　年度の実績/目標数値 16人/24人 16人/24人

政策 ４　国際交流の推進 事務事業名 １　姉妹都市締結推進事業

24人/24人　数値目標の達成計画/目標数値

課・局名 企画財政課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち

16人/24人

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

平成30年度（計画）

友好交流事業の実施 友好交流事業の実施

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

友好交流事業の実施 友好交流事業の実施 国際姉妹都市締結に向けた検討会の設置

観光交流都市や姉妹都市締結に向けた検
討

観光交流都市や姉妹都市締結に向けた調査
研究を行う。

成果目標・数値指標等

《実績》

基準年度（H26） ―

目標年度（R 2） ―

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /

/ /

《実績》

国際姉妹都市締結に向けた先進市町の視
察研修

　中学生を対象にした海外派遣を行う。

　中学生海外派遣　16名 　中学生海外派遣　16名

　（応募者数　34名、倍率2.13倍） 　（応募者数　28名、倍率1.75倍）

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

隣国との観光交流が行われている。

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

　（オーストラリア　ケアンズ市　8日間）

観光交流都市や姉妹都市締結に向けた検
討

観光交流都市や姉妹都市締結に向けた検
討
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政策 ４　国際交流の推進 事務事業名 ２　在住外国人とのネットワーク構築事業

課・局名 企画財政課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 ２　国際理解促進事業の展開

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

外国人ネットワーク構築に向けた検討

町内に居住する外国人との交流を推進し、イン
バウンド観光への対応など、国際的視野に
立ったまちづくりを推進する。

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

外国人ネットワーク構築に向けた検討 外国人案内に向けた職員の研修 外国人案内に向けた職員の研修

外国人案内に向けた職員の研修 外国人ネットワーク構築に向けた検討会設置外国人ネットワークの構築

外国人ネットワーク構築に向けた検討

案内ボランティアの育成 案内ボランティア活動

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

なし なし

《実績》 《実績》《成果目標》

目標年度（R 2） ―

なし

基準年度（H26） ―

外国人旅行者等に対し、案内ボランティアや公共施設職員がサ
ポートしている。

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 建設課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　町道の整備と維持管理

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ５　道路整備の推進 事務事業名 １　道路改良事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

 測量設計・用地補償・改良工事

 道路整備5ヵ年計画及びネットワーク構想に  事業対象路線　10路線（継続含む）  事業対象路線　10路線（継続含む）

 改良整備を計画的に実施する。  改良事業延長　1,000m  改良事業延長　1,000m

 事業対象路線　10路線（継続含む）  事業対象路線　10路線（継続含む）  事業対象路線　10路線（継続含む）

 基づき、平成28年度～32年度における道路  測量設計・用地補償・改良工事  測量設計・用地補償・改良工事  測量設計・用地補償・改良工事  測量設計・用地補償・改良工事

 改良事業延長　1,000m  改良事業延長　1,000m  改良事業延長　1,000m

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

355km

 道路利用者が安全性、走行性、利便性の良い道路を利用

 している。

基準年度（H26） 350km

《目標数値》　町道改良済延長

目標年度（R 2）

352/355km

/355km /355km　年度の実績（累計）/目標数値 352/355km 353/355km 354/355km

354/355km 355/355km　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 350/355km 351/355km

 改良実施延長　1,145.0m  改良実施延長　1,208.7m 改良実施延長　840.4m

 事業実施路線　13路線  事業実施路線　9路線  事業実施路線　9路線
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橋梁点検の実施

基　　調

政策 ５　道路整備の推進 事務事業名 ２　町道維持補修事業

維持管理業務（除雪等）の実施

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

課・局名 建設課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　町道の整備と維持管理

町道維持補修事業 町道維持補修事業

維持管理業務（除雪等）の実施 維持管理業務（除雪等）の実施

交通安全施設工事

目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

令和2年度（計画）令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　町道の維持補修工事・交通安全施設工事 町道維持補修事業 町道維持補修事業

　管理業務（除雪等）を実施する。 維持管理業務（除雪等）の実施 維持管理業務（除雪等）の実施

653路線　603.1km 657路線　604.5km 657路線　604.5km 657路線　604.5km 657路線　604.5km

町道維持補修事業

　を計画的に実施する。 交通安全施設工事

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　道路利用者が、安全快適に道路を利用している。

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ５　道路整備の推進 事務事業名 ３　橋りょう維持補修事業

課・局名 建設課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　町道の整備と維持管理

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

橋梁補修設計

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

長寿命化修繕工事の実施 長寿命化修繕工事の実施

橋梁補修設計 橋梁補修設計

長寿命化修繕工事の実施

　計画的に改修工事を実施する。 橋梁点検の実施 橋梁点検の実施 橋梁点検の実施 橋梁点検の実施 橋梁点検の実施

　橋りょう長寿命化修繕計画を策定し、 長寿命化修繕工事の実施 長寿命化修繕工事の実施

橋梁補修設計

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　道路利用者が、安全快適に道路（橋りょう）を利用している。 橋梁補修工事　１橋

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

改修5橋/改修5橋 /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 改修2橋/改修5橋 改修3橋/改修5橋 改修4橋/改修5橋

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 改修2橋/改修5橋 改修3橋/改修5橋 改修3橋/改修5橋

橋梁補修設計

（道路管理者の瑕疵によるもの）

基準年度（H26）

橋梁補修工事　１橋

橋梁点検の実施 橋梁点検の実施 橋梁補修設計

管理延長　654路線　603.3km

パトロール回数　270回（直営）

道路維持補修・交安工事　126箇所

町道上の事故件数　4件

交通安全施設工事 交通安全施設工事 交通安全施設工事

管理延長　658路線　604.7km

町道上の事故件数　4件

パトロール回数　270回（直営）

《実績》 《実績》

道路維持補修・交安工事　131箇所

管理延長　657路線　604.5km

パトロール回数　270回（直営）

道路維持補修・交安工事　115箇所

町道上の事故件数　4件

（道路管理者の瑕疵によるもの） （道路管理者の瑕疵によるもの）
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登記済率　　85.0％ 登記済率　　85.93％

課・局名 建設課

基本方針 ４　“観光・交流・連携”のまち 単位施策 １　町道の整備と維持管理

政策 ５　道路整備の推進 事務事業名 ４　町道用地登記促進事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

町道用地登記事務　L1000m 町道用地登記事務　L1000m 町道用地登記事務　L1000m

町道延長　603.128㎞

町道用地登記事務　L1000m

登記済延長　511.0㎞

未登記町道用地の登記促進を図る。 町道用地登記事務　L1000m

《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　町道登記率

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

登記実施延長　1,043ｍ 登記実施延長　890ｍ 登記実施延長　5,370ｍ町民と町が、町道用地の範囲・境界を明確化し、権利の移動等

をスムーズに行っている。 登記済延長　　512.0㎞ 登記済延長　　512.89㎞ 登記済延長　　512.2㎞

基準年度（H26） 84.0%

目標年度（R 2） 84.8%

登記済率　　84.9％

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 84.2％/84.8％ 84.4％/84.8％ 84.6％/84.8％ 84.7％/84.8％ 84.8％/84.8％

　年度の実績（累計）/目標数値 84.9％/84.8％ 85.0/84.8％ 85.93/84.8％ /84.8％ /84.8％
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放流日数  119日

各河川への補給水量  444,108㎥

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　生産基盤の強化

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 １　農業の活性化 事務事業名 １　農業農村整備事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

ほ場整備事業、農業用用排水施設整備事
業、農道整備事業等の農業農村整備事業
の推進

・漆塚地区ほ場整備事業
　　　　　　　　　　　　補完工事（暗渠排水等）
　　　　　　　　　　　　換地業務

ほ場整備事業、農業用用排水施設整備事
業、農道整備事業等の農業農村整備事業
の推進

・ほ場整備事業（新規１地区）

ほ場整備事業、農業用用排水施設整備事
業、農道整備事業等の農業農村整備事業
の推進

・ほ場整備事業（継続１地区）
・　　　〃　　　　　（新規１地区）

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

・漆塚地区ほ場整備事業
　　　　　　　　　　　面工事　１１．２㏊
 　　　　　　　　　　 換地業務

・漆塚地区ほ場整備事業
　　　　　　　暗渠排水工事　５．１㏊
 　　　　　　 換地業務

《実績》

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 １　農業の活性化 事務事業名 ２　矢の目ダム管理運営事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　生産基盤の強化

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

多目的利用に向けた研究

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

管理用施設の保守点検 管理用施設の保守点検

多目的利用に向けた研究 多目的利用に向けた研究

管理用施設の保守点検

　下流域の農業用水を確保する。 ダム管理等の将来計画検討 ダム管理等の将来計画検討 ダム管理等の将来計画検討 ダム管理等の将来計画検討 ダム管理等の将来計画検討

《実績》

成果目標・数値指標等

多目的利用に向けた研究

　を行う。

目標年度（R 2） ―

　農業者が、必要な時期に安定した農業用水を確保して

　いる。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

矢の目ダム管理運営

管理日数  55日

/

//

/ / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

　年度の実績（累計）/目標数値

基本方針５　“しごと・活力”のまち

　豊かな自然環境を守りながら、ほ場整備事業
等の実施による生産基盤の整備を図り、農作
業の効率化や農業農村環境の改善に取り組
む。

ほ場整備事業、農業用用排水施設整備事
業、農道整備事業等の農業農村整備事業
の推進

・漆塚地区ほ場整備事業　面工事１０．６㏊

矢の目ダム管理運営

管理日数  50日

放流日数  133日

　施設の多目的利用に向けた調査研究

ほ場整備事業、農業用用排水施設整備事
業、農道整備事業等の農業農村整備事業
の推進

・漆塚地区ほ場整備事業
　　　　　　　　　　　　補完工事（暗渠排水等）
　　　　　　　　　　　　換地業務

　ほ場整備事業等の実施により生産基盤が整備され、省力化・
低コスト化による生産性の向上が図られるとともに、担い手への
農地集積を促進させる。 ・漆塚地区ほ場整備事業　面工事１０．６㏊

《実績》

　矢の目ダムの適切な維持管理により

目標年度（R 2） ―

管理用施設の保守点検 管理用施設の保守点検

各河川への補給水量  359,164㎥各河川への補給水量  393,207㎥

矢の目ダム管理運営

管理日数   40日

放流日数  133日
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わな狩猟免許取得者 2名（保有者64名）

銃猟免許取得者 0名（保有49名） 銃猟免許取得者 0名（保有49名）

鳥獣被害防止計画に基づく防護柵の

わな狩猟免許取得推進

５　“しごと・活力”のまち

基　　調 目標の方向性

政策 １　農業の活性化 事務事業名

基本方針 単位施策 １　生産基盤の強化

令和2年度（計画）

わな狩猟免許取得推進

課・局名

《事業内容》

鳥獣被害防止計画に基づく防護柵の

農林振興課

３　有害鳥獣被害防止対策事業

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

　推進する。 設置・捕獲の促進 設置・捕獲の促進

鳥獣被害防止計画に基づく防護柵の

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

鳥獣被害防止計画に基づく防護柵の

わな狩猟免許取得推進

　関係機関と連携し、鳥獣被害防止対策を

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

わな狩猟免許取得推進 わな狩猟免許取得推進

成果目標・数値指標等

　農業者が、鳥獣被害を受けずに、安定した生産活動を

　を維持している。

/

設置・捕獲の促進 設置・捕獲の促進 設置・捕獲の促進

基準年度（H26） ―

/

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 １　農業の活性化 事務事業名 ４　多面的機能支払交付金事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　生産基盤の強化

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

事務指導会実施  1回 事務指導会実施  1回

（組織数23組織） （組織数23組織）

事務指導会実施  1回 事務指導会実施  1回

　先進的営農活動に対する支援を行う。 （組織数21組織） （組織数21組織）

　農村環境保全に関する地域共同活動、 事務指導会実施  1回

《実績》 《実績》

（組織数23組織）

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

事務指導会実施  2回　農業者等に、農地や水、環境を保全しようとする意識が 事務指導会実施  2回

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　向上している。

/

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

// /

《実績》

銃猟免許取得者 5名（保有65名）

事務指導会実施  1回

（組織数21組織）

わな狩猟免許取得者 19名（保有者52名）

《実績》

鳥獣被害防止計画に基づく防護柵の

わな狩猟免許取得者 6名（保有者50名）

（組織数23組織）（組織数21組織）
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基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ２　産地形成の推進及び競争力の強化

政策 １　農業の活性化 事務事業名 １　地産地消推進事業

課・局名 農林振興課

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

成果目標・数値指標等

・農産物流通システムの構築研究
・学校給食への地場産農産物の提供
・地場産農産物PRの実施
・食の街道事業の推進
・ビジネスマッチング事業の実施

・農産物流通システムの運用
・学校給食への地場産農産物の提供
・地場産農産物PRの実施
・食の街道事業の推進
・ビジネスマッチング事業の実施

・農産物流通システムの運用
・学校給食への地場産農産物の提供
・地場産農産物PRの実施
・食の街道事業の推進
・ビジネスマッチング事業の実施

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

目標年度（R 2） ―

・農産物流通システムの構築研究
・学校給食への地場産農産物（米、那須和
牛、乳製品）の提供
・各イベント及びメディアを通じた地場産農
産物PRの実施
・食の街道（ミルク等）事業の推進

・農産物流通システムの構築研究
・学校給食への地場産農産物（那須和牛）
の提供
・各イベント及びメディアを通じた地場産農
産物PRの実施
・食の街道（ミルク等）事業の推進

・農産物流通システムの構築研究
・学校給食への地場産農産物（那須和牛）
の提供
・各イベント及びメディアを通じた地場産農
産物PRの実施
・食の街道（ミルク等）事業の推進

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

町内産農産物の販売・消費拡大が図られている。

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ２　産地形成の推進及び競争力の強化

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 １　農業の活性化 事務事業名 ２　グリーンツーリズム推進事業

/

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

新たな流通システムの構築や学校給食への地
場産農産物提供等により、地場産農産物の生
産・販売・消費拡大を図る。

・農産物流通システムの構築研究
・学校給食への地場産農産物の提供
・地場産農産物PRの実施
・食の街道事業の推進

・農産物流通システムの構築研究
・学校給食への地場産農産物の提供
・地場産農産物PRの実施
・食の街道事業の推進

農産物直売所・農村レストラン・道の駅等を中
心とした農業と観光との連携を図るとともに、都
市住民との交流による農村地域の活性化を図
る。

・交流イベントの実施
・グリーンツーリズムの調査研究
・一般財団法人那須町農業公社設立準備

・交流イベントの実施
・一般財団法人那須町農業公社による農
家民泊等グリーンツーリズムの推進

/

成果目標・数値指標等

・交流イベントの実施
・一般財団法人那須町農業公社による農家
民泊等グリーンツーリズムの推進

・交流イベントの実施
・一般財団法人那須町農業公社による農家
民泊等グリーンツーリズムの推進

農家民泊等グリーンツーリズムの推進により農村地域の活性化
が図られている。

・農村レストラン、道の駅、集落等による交
流イベントの実施
・グリーンツーリズムの調査研究
・一般財団法人那須町農業公社設立準備

目標年度（R 2） ―

・農村レストラン、道の駅、集落等による交
流イベントの実施
・一般財団法人那須町農業公社による農
家民泊等グリーンツーリズムの推進　農家
民泊6校78名受入

・農村レストラン、道の駅、集落等による交
流イベントの実施
・一般財団法人那須町農業公社による農家
民泊等グリーンツーリズムの推進　農家民
泊16校321名受入基準年度（H26）

・交流イベントの実施
・一般財団法人那須町農業公社による農家
民泊等グリーンツーリズムの推進
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優良牛整備事業費補助金（補助頭数）

乳用牛：8 頭（補助総額：1,200,000円）

肉用牛：60頭（補助総額：5,551,000円

肥育牛：6頭（補助総額：300,000円）

/

優良牛整備事業費補助金（補助頭数）

乳用牛：3 頭（補助総額：450,000円） 乳用牛：1 頭（補助総額：144,000円）

肉用牛：46頭（補助総額：6,357,000円 肉用牛：44頭（補助総額：6,493,000円）

肥育牛：19頭（補助総額：950,000円） 肥育牛：18頭（補助総額：900,000円）

優良牛整備事業費補助金（補助頭数）

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ３　担い手の育成・確保

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 １　農業の活性化 事務事業名 １　担い手育成確保事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

農地が認定農業者等担い手に集約され、生産活動が向上してい
る。

基準年度（H26） 30%

《目標数値》　認定農業者への農地集積率
・認定農業者数　278名
・認定農業者への農地集積率　39％

・認定農業者数　290名
・認定農業者への農地集積率　40％

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 34/50% 38/50% 42/50% 46/50% 50/50%

/50% /50%　年度の実績（累計）/目標数値 38/50% 39/50% 40/50%

政策 １　農業の活性化 事務事業名 １　優良基礎雌牛整備事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ４　畜産の振興

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

優良雌牛導入に対する経費の一部助成 優良雌牛導入に対する経費の一部助成優良基礎雌牛を後継牛として導入した経費の 優良雌牛導入に対する経費の一部助成 優良雌牛導入に対する経費の一部助成 優良雌牛導入に対する経費の一部助成

一部を助成する。

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

畜産農家が、優良後継牛を確保し、改良増殖が促進されている。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

// / / /

/ /

目標年度（R 2） 50%

・認定農業者数　276名
・認定農業者への農地集積率　38％

/ /　年度の実績（累計）/目標数値

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

地域農業の礎となる認定農業者等担い手の育
成・確保を図る。

・那須町地域担い手育成総合支援協議会
への支援
・那須町認定農業者の会への支援
・那須町青少年クラブ協議会への支援
・担い手への農地集積促進
・一般財団法人那須町農業公社設立準備

・那須町地域担い手育成総合支援協議会
への支援
・那須町認定農業者の会への支援
・那須町青少年クラブ協議会への支援
・一般財団法人那須町農業公社による担
い手への支援及び農地集積促進

・那須町地域担い手育成総合支援協議会へ
の支援
・那須町認定農業者の会への支援
・那須町青少年クラブ協議会への支援
・一般財団法人那須町農業公社による担い
手への支援及び農地集積促進

・那須町地域担い手育成総合支援協議会へ
の支援
・那須町認定農業者の会への支援
・那須町青少年クラブ協議会への支援
・一般財団法人那須町農業公社による担い
手への支援及び農地集積促進

・那須町地域担い手育成総合支援協議会へ
の支援
・那須町認定農業者の会への支援
・那須町青少年クラブ協議会への支援
・一般財団法人那須町農業公社による担い
手への支援及び農地集積促進

成果目標・数値指標等
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肉用牛預託延頭数0頭、利用農家数0戸

　・IBR病（単味）  0頭×250円 　・IBR病（単味）  1,536頭×250円

　・アカバネ病　3,663頭×250円 　・アカバネ病　3,554頭×250円

　・結核・ヨーネ・ブルセラ検査　3,012頭×240円 　・結核・ヨーネ・ブルセラ検査　2,428頭×240円

　・キャトルウィン　2,231頭×370円 　・キャトルウィン　2,312頭×370円

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ４　畜産の振興

１　農業の活性化 事務事業名 ２　家畜防疫事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

家畜防疫の普及啓発

予防接種への助成・伝染病に関する関係機関 予防接種にかかる経費の一部助成 予防接種にかかる経費の一部助成

家畜防疫の普及啓発 家畜防疫の普及啓発 家畜防疫の普及啓発

する。

予防接種にかかる経費の一部助成 予防接種にかかる経費の一部助成 予防接種にかかる経費の一部助成

との連携強化・家畜防疫の普及啓発を推進 家畜防疫の普及啓発

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　飼養牛の防疫が確立され、農家経済の安定が図られて

　いる。 　　・キャトルウィン　2,094頭×370円

牛疾病防疫事業費補助金 牛疾病防疫事業費補助金 牛疾病防疫事業費補助金

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ４　畜産の振興

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

政策 １　農業の活性化 事務事業名 ３　共同利用模範牧場運営事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

飼養管理における技術者との連携強化 飼養管理における技術者との連携強化

令和2年度（計画）

《事業内容》

指定管理者による牧場運営 指定管理者による牧場運営 指定管理者による牧場運営 指定管理者による牧場運営

　畜産環境総合整備事業による草地・施設・ 飼養管理における技術者との連携強化 飼養管理における技術者との連携強化

指定管理者による牧場運営

飼養管理における技術者との連携強化

　機械等の整備や、EＴ技術充実による預託

　頭数の増加を図る。

　いる。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

成果目標・数値指標等

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

《実績》 《実績》

預託延頭数99,640頭　利用農家数46戸 預託延頭数110,646頭　利用農家数38戸

肉用牛預託延頭数0頭、利用農家数0戸

夏季放牧1日の平均増体重  537.2g 夏季放牧1日の平均増体重  402.5g

　　・IBR病（単味）  1,738頭×250円

　　・アカバネ病　3,076頭×250円

　　　・結核・ヨーネ・ブルセラ検査1,493頭×240円―

　預託環境の整備により、安定的な牧場運営が行われて 預託延頭数100,946頭　利用農家数69戸

肉用牛預託延頭数0頭、利用農家数0戸

夏季放牧1日の平均増体重  570.5g
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《事業内容》

政策 １　農業の活性化 事務事業名 １　那須土地改良区運営支援事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ５　農業委員会・農業関係団体との連携

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　土地改良区の運営支援 　土地改良区の運営支援　　土地改良区の組織力を強化するとともに 　土地改良区の運営支援 　土地改良区の運営支援 　土地改良区の運営支援

　運営費の支援を行う。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

/ / / / /

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　那須町土地改良区運営費補助金
　（１０地区維持管理委員会）

　　土地改良区組合員の負担が軽減されるとともに、町土地

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ５　農業委員会・農業関係団体との連携

政策

/

農業委員会と連携し、耕作放棄地を解消し農
地の有効利用を図る。

・農業委員による農地パトロールの実施
・担い手への農地集積促進
・耕作放棄地再生利用緊急対策事業の実
施

・農業委員による農地パトロールの実施
・担い手への農地集積促進
・耕作放棄地再生利用緊急対策事業の実
施

・農業委員による農地パトロールの実施
・担い手への農地集積促進
・耕作放棄地再生利用緊急対策事業の実
施

《事業内容》

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

・農業委員による農地パトロールの実施
・担い手への農地集積促進
・耕作放棄地再生利用緊急対策事業の実
施

・農業委員による農地パトロールの実施
・担い手への農地集積促進
・耕作放棄地再生利用緊急対策事業の実施

令和2年度（計画）

事務事業名 ２　耕作放棄地活用事業

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ /

平成28年度（計画）

課・局名

《事業内容》

農林振興課

/

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

　那須町土地改良区運営費補助金
　（１０地区維持管理委員会）

　那須町土地改良区運営費補助金
　（１０地区維持管理委員会）

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

　改良区が健全な運営を行っている。

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

１　農業の活性化

 前期基本計画における基調・目標

目標年度（R 2） ―

・農業委員による農地パトロールの実施
・営農再開面積　0.1ha
・耕作放棄地対策事業　73.78a

・農業委員による農地パトロールの実施
・営農再開面積　0.2ha
・耕作放棄地対策事業　134.94a

基準年度（H26） ―

耕作放棄地が農地として利用されている。

・農業委員による農地パトロールの実施
・営農再開面積　0.4ha
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補助件数   2件（82.60㎥）

補助累計件数  98件 補助累計件数  100件

八溝材延使用量  433.8680㎥

八溝材を使用した新築住宅に対する補助 八溝材を使用した新築住宅に対する補助

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　生産基盤の整備

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ２　林業の活性化 事務事業名 １　流域公益保全林整備事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

　森林の経済的機能を発揮させる計画的な 　除伐・間伐の促進 　除伐・間伐の促進

《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　除伐　　7.90㏊
　間伐　10.65㏊

《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

　間伐の促進と販路確保により、森林の機能や地域経済の向上

　が図られている。

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ２　林業の活性化 事務事業名 １　木造住宅建築推進事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ２　木材需要の拡大

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

八溝材を使用した新築住宅に対する 八溝材を使用した新築住宅に対する

補助累計件数  118件 補助累計件数  121件

補助件数  3件 補助件数  3件

補助累計件数  112件 補助累計件数  115件

　の一部を助成する。 補助件数  5件 補助件数  3件

八溝材を使用した新築住宅に対する補助

補助累計件数  124件

八溝材の使用量  100㎥/年 八溝材の使用量  100㎥/年 八溝材の使用量  100㎥/年 八溝材の使用量  100㎥/年 八溝材の使用量  100㎥/年

　八溝材を使用した木造新築住宅建築費 八溝材を使用した新築住宅に対する

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

補助件数  3件

八溝材を使用した新築住宅に対する 八溝材を使用した新築住宅に対する

　八溝材の需要拡大により、需給関係者双方が恩恵を

　受けている。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

　除伐・間伐の促進 　除伐・間伐の促進 　除伐・間伐の促進

　除伐・間伐を実施する。

/

/

補助件数   6件（135.79㎥）

/

八溝材延使用量  351.2680㎥

補助件数   0件（0.00㎥）

　除伐　　10.00㏊ 　除伐　　10.00㏊

補助累計件数  98件

八溝材延使用量  351.2680㎥
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/

森林病害虫の駆除　地上散布 13.08ｈａ 森林病害虫の駆除　地上散布 13.08ｈａ

             　             伐倒駆除 10㎥              　             伐倒駆除 10㎥

令和元年度（計画）

政策 ２　林業の活性化 事務事業名 １　森林認証制度認証取得支援事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ３　特用林産物の振興

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

森林の所有者、製材事業者等の森林認証

　補助件数：1件

制度認証取得に関する補助

森林の所有者、製材事業者等の森林認証制度

　補助件数：1件

　補助累計件数：1件 　補助累計件数：2件

森林の所有者、製材事業者等の森林認証

認証取得に関する補助 制度認証取得に関する補助

成果目標・数値指標等

八溝材に森林認証材としての付加価値をつけることによって、

ブランド化等により八溝材の利用拡大を図る。

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

/ /

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ４　森林環境の保全と普及啓発

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ２　林業の活性化 事務事業名 １　森林環境整備事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

（事業主体：那須町森林組合）

　植林・下刈りや、森林病害虫の防除を 植林・下刈りの実施 植林・下刈りの実施

森林病害虫の駆除 森林病害虫の駆除

植林・下刈りの実施 植林・下刈りの実施 植林・下刈りの実施

　推進する。 （事業主体：那須町森林組合） （事業主体：那須町森林組合） （事業主体：那須町森林組合） （事業主体：那須町森林組合）

森林病害虫の駆除 森林病害虫の駆除 森林病害虫の駆除

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　森林整備により、町内の森林の健全な生育が図られている。

                          伐倒駆除 20m3

/

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/

平成28年度（計画）

/

森林病害虫の駆除　地上散布 13.08ｈａ
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木の良さ普及啓発（木工教室）　1教室4回

森づくり活動地域支援　3団体

　　　　　　　　　　　森林環境学習1教室1回

/

補助件数　28件（補助総額2,800,000円） 補助件数　13件（補助総額1,300,000円）

補助累計件数　246件（補助総額24,298,000円） 補助累計件数　259件（補助総額25,598,000円）

里山林整備事業の実施　Ａ＝2.05ha 里山林整備事業　Ａ＝0.20ha

里山林既整備箇所管理　Ａ＝3.2ha

木質バイオマス促進事業補助金（限度額100,000円） 木質バイオマス促進事業補助金（限度額100,000円）

政策 ２　林業の活性化 事務事業名 ２　木質バイオマス利活用推進事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ４　森林環境の保全と普及啓発

《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　推進する。 木質ペレット等の活用 木質ペレット等の活用

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

木質ペレット等の活用

　木質バイオマスを活用した事業研究を 木質バイオマスの利活用 木質バイオマスの利活用

廃止 廃止

木質ペレット等の活用 木質ペレット等の活用

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

木質バイオマスの利活用 木質バイオマスの利活用木質バイオマスの利活用

　森林資源の有効活用により、地域内で自然エネルギー

　が活用されている。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ２　林業の活性化 事務事業名 ３　とちぎ元気な森づくり県民税事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ４　森林環境の保全と普及啓発

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

（事業期間　平成20年度～平成40年度） 森づくり啓発事業の推進 森づくり啓発事業の推進

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

里山林整備事業の実施 里山林整備事業の実施

森づくり啓発事業の推進 森づくり啓発事業の推進

既整備箇所の管理 既整備箇所の管理 既整備箇所の管理 既整備箇所の管理 既整備箇所の管理

　県税を原資とした奥山林や里山の整備・ 里山林整備事業の実施 里山林整備事業の実施

森づくり啓発事業の推進

（木工教室等の開催） （木工教室等の開催） （木工教室等の開催） （木工教室等の開催） （木工教室等の開催）

里山林整備事業の実施

　保全、森づくり啓発事業を推進する。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　町民が、豊かな森林環境を享受している。

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　― 森づくり啓発事業（木工教室）　1教室4回 森林環境学習（森林ウォークラリー）　1教室2回

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

　年度の実績（累計）/目標数値 /

/ / // /

/ //

補助累計件数　218件（補助総額21,498,000円）

里山林既整備箇所管理事業　Ａ＝7.5ｈａ
里山林整備事業Ａ＝19ｈａ
森づくり啓発事業（木工教室）1教室4回
森づくり活動地域支援  3団体

木質バイオマス促進事業補助金（限度額100,000円）

補助件数　28件（補助総額2,800,000円）
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作業道開設　L=16,670m　W=2.0m 作業道開設　L=16,670m　W=2.0m

信用保証料補助（192件）14,806,416円

政策 ２　林業の活性化 事務事業名 １　作業道整備事業

課・局名 農林振興課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ５　林業経営への支援

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

作業道の整備支援 作業道の整備支援 作業道の整備支援作業道の整備支援 作業道の整備支援

《実績》 《実績》《実績》 《実績》 《実績》

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ３　鉱工業の振興 事務事業名 １　中小企業金融対策事業

課・局名 観光商工

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　中小企業の支援

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

利子補給、信用保証料補助による企業 利子補給、信用保証料補助による企業

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

那須町中小企業振興資金融資制度に 那須町中小企業振興資金融資制度に

利子補給、信用保証料補助による企業 利子補給、信用保証料補助による企業

よる企業支援 よる企業支援 よる企業支援 よる企業支援

　各種融資制度、保証制度の充実による 那須町中小企業振興資金融資預託金 那須町中小企業振興資金融資制度に

支援 支援 支援 支援 支援

那須町中小企業振興資金融資制度に

　中小企業の経営支援を行う。 よる企業支援（預託金3億円）

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

基準年度（H25） 35,819百万円

《目標数値》　工業出荷額

　年度の実績（累計）/目標数値 36,598/40,000百万円

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 37,600/40,000百万円 38,200/40,000百万円 38,800/40,000百万円 /40,000百万円 /40,000百万円

　中小企業の経営安定化を図る。

利子補給補助（136件）6,683,402円 利子補給補助（144件）7,578,495円 利子補給補助（118件）5,848,536円

信用保証料補助（169件）11,216,409円

那須町中小企業振興資金融資件数　135件 那須町中小企業振興資金融資件数　147件 那須町中小企業振興資金融資件数　118件

信用保証料補助（152件）10,750,100円

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《実績》 《実績》

利子補給、信用保証料補助による企業

目標年度（R 2） 40,000百万円

/40,000百万円 /40,000百万円38,918/40,000百万円 /40,000百万円

　森林組合への作業道整備支援及び林業経
営者や関係団体との連携を推進する。

　造林・保育・素材生産性等が効率的に実施されることにより、林
業の活性化が図られている。

作業道開設　L=16,670m　W=2.0m

《成果目標》

成果目標・数値指標等
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　空き店舗リフォーム（補助3件）1,730,000円 　空き店舗リフォーム補助（3件）2,835,000円

黒田原駅前「みんなの店」の運営 黒田原駅前「みんなの店」の運営

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

商店街事業への補助、支援

政策 ４　商業の活性化 事務事業名

課・局名 観光商工課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　商店街の振興

１　商店街活性化事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

商店街事業への補助、支援 商店街事業への補助、支援

黒田原駅前「みんなの店」の運営 黒田原駅前「みんなの店」の運営

　支援等を行う。 町商工会との連携強化 町商工会との連携強化

平成28年度（計画）

町商工会との連携強化 町商工会との連携強化

芦野石利用促進補助金制度運用 芦野石利用促進補助金制度運用 芦野石利用促進補助金制度運用 芦野石利用促進補助金制度運用 芦野石利用促進補助金制度運用

　地域特性を生かした商店街事業等への補助、 商店街事業への補助、支援 商店街事業への補助、支援

黒田原駅前「みんなの店」の運営 黒田原駅前「みんなの店」の運営 黒田原駅前「みんなの店」の運営

町商工会との連携強化

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　駅前通りの空き店舗等を利用して交流の場を作り、地域活性化

　及び商店街活性化を図る。 芦野石利用促進補助金（1件）118,000円

黒田原駅前「みんなの店」の運営

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ４　商業の活性化 事務事業名 ２　空き店舗等リフォーム事業

課・局名 観光商工課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　商店街の振興

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

　

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　空き店舗及び空き家のリフォーム費用 　空き店舗及び空き家のリフォーム費用

　零細企業の支援。 一部補助事業開始 一部補助事業 一部補助事業

　空き店舗及び空き家の有効活用並びに中小

一部補助事業

　空き店舗及び空き家のリフォーム費用 　空き店舗及び空き家のリフォーム費用

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　リフォーム費用の一部を助成する。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /
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とちまるショップイベント出店

２　異業種間の連携と那須ブランドづくり

異業種間の連携による特産品等の 異業種間の連携による特産品等の 異業種間の連携による特産品等の

那須ブランド認定　1品目（累計52） 那須ブランド認定　（累計51）

/

那須ブランド認定　4品目（累計52）

なすとらん倶楽部の支援・連携 なすとらん倶楽部の支援・連携 なすとらん倶楽部の支援・連携

食文化フォーラムの開催 食文化フォーラムの開催

政策 ４　商業の活性化 事務事業名 １　那須ブランド認定・発信事業

課・局名 観光商工課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

那須ブランドの認定 那須ブランドの認定

研究開発 研究開発

異業種間の連携による特産品等の

　那須ブランド認定及び販路拡大と、東京 那須ブランドの認定 那須ブランドの認定

研究開発　出店を行う。 研究開発 研究開発

東京スカイツリーアンテナショップへの 東京スカイツリーアンテナショップへの 東京スカイツリーアンテナショップへの 東京スカイツリーアンテナショップへの 東京スカイツリーアンテナショップへの

那須ブランドの認定

　スカイツリーアンテナショップへのブース 異業種間の連携による特産品等の

ブース出店

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等 ブース出店 ブース出店

　那須ブランドの販路拡大を図る。

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

ブース出店ブース出店

/ / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

令和元年度（計画）

課・局名 観光商工課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ３　地産地消活動の推進

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ４　商業の活性化 事務事業名 １　食のツーリズム推進事業

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

食文化フォーラムの開催 食文化フォーラムの開催

た観光機軸を創造することを推進する。 グリーンツーリズムの推進連携 グリーンツーリズムの推進連携 グリーンツーリズムの推進連携 グリーンツーリズムの推進連携 グリーンツーリズムの推進連携

当地域の食に関するとりくみをPRし、 食の情報管理及び発信 食の情報管理及び発信

新メニュー食材等の研究 新メニュー食材等の研究 新メニュー食材等の研究

食文化フォーラムの開催

《実績》

成果目標・数値指標等

食の情報管理及び発信食の情報管理及び発信 食の情報管理及び発信

を広く町内外に普及・浸透させ、食を主体とし 新メニュー食材等の研究

地元の特産品を活用して開発した新メニュー

地産地消食材を活用した独自地域メニュー開発により食の

発信で集客し、食材利用拡大と地域経済の活性を図る。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

なすとらん会議（フォーラム）開催　　１回 なすとらん会議（フォーラム）開催　　１回 なすとらん会議（フォーラム）開催　　１回

/ / / / /

目標年度（R 2） ―

/

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

　年度の実績（累計）/目標数値 / //

新メニュー食材等の研究
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/ /

企業誘致へ向けた調査研究

県土地開発公社と誘致企業との土地売買契約の締結

　那須高校リゾート観光課育伸会支援 　那須高校リゾート観光課育伸会支援

県土地開発公社との協議会の開催

政策 ５　勤労者への支援の推進 事務事業名 １　企業誘致推進事業

課・局名 企画財政課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　安定した商業の場の確保と情報提供

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

県産業部局との情報交換 県産業部局との情報交換

企業戦略が本町の将来像に合致する企業の
誘致に向け、内部組織の強化と県産業政策部
局との連携を推進する。また、県土地開発公社
所有地への企業誘致を図る。

企業誘致へ向けた調査研究

企業誘致へ向けた調査研究 誘致企業の設備投資開始

県産業部局との情報交換 県産業部局との情報交換

誘致企業との協議 誘致企業との協議

県土地開発公社との協議会の開催 県土地開発公社との協議会の開催 企業誘致へ向けた調査研究

企業誘致へ向けた調査研究 企業誘致へ向けた調査研究

県産業部局との情報交換

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

優良企業の誘致により、町内の雇用環境の向上が図られている。

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

県産業部局との情報交換 県産業部局との情報交換 県産業部局との情報交換

県土地開発公社との協議会の解散 栃木県大阪事務所訪問（関西圏からの企業誘致）

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

基準年度（H26） ―

県土地開発公社との協議会の開催

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

観光商工課 観光商工課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　安定した商業の場の確保と情報提供

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ５　勤労者への支援の推進 事務事業名 ２　人材育成事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

　那須高校リゾート観光科や県北産業技術 　地域内雇用に向けた人材の育成 　地域内雇用に向けた人材の育成 　地域内雇用に向けた人材の育成 　地域内雇用に向けた人材の育成 　地域内雇用に向けた人材の育成

　専門校と連携して人材の育成を図る。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　町内及び近郊への就業により、若年層の定住化を

　図る。

　那須高校リゾート観光課育伸会支援

　県北産業技術専門校ほか他機関に 　県北産業技術専門校ほか他機関に 　県北産業技術専門校ほか他機関に

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

　よる職業能力開発研修等 　よる職業能力開発研修等 　よる職業能力開発研修等

/ /

―

/ /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 /
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　那須町消費生活センター運営 　那須町消費生活センター運営 　那須町消費生活センター運営

　消費生活リーダー研修参加者なし 　消費生活リーダー研修参加者なし 　消費生活リーダー研修参加者なし

　相談員2名　相談件数　267件

　那須町消費者友の会運営支援　那須町消費者友の会運営支援 　那須町消費者友の会運営支援

　相談員2名　相談件数186件

研修等への参加支援

観光商工課 観光商工課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 １　相談・苦情処理体制の充実

政策 ６　消費者の安全の確保 事務事業名 １　消費生活支援センター事業

《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　那須町消費生活センターの設置・運営 那須町消費生活センターの運営 那須町消費生活センターの運営

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

那須町消費生活センターの運営 那須町消費生活センターの運営 那須町消費生活センターの運営

《実績》《成果目標》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　消費者諸問題の相談に対する処理体制の強化を図る。

　相談員2名　相談件数　254件

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

基準年度（H26）

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ６　消費者の安全の確保 事務事業名 ２　消費生活リーダー育成事業

観光商工課 観光商工課

基本方針 ５　“しごと・活力”のまち 単位施策 ２　消費者団体の育成・活動支援

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

県等が主催する消費生活リーダー 県等が主催する消費生活リーダー

研修等への参加支援 研修等への参加支援 研修等への参加支援 研修等への参加支援

　消費者生活の自立を促すため、消費生活 県等が主催する消費生活リーダー 県等が主催する消費生活リーダー 県等が主催する消費生活リーダー

　リーダーの育成を支援する。

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　消費生活リーダーの育成により、町民に消費に関する

　知識の啓発の実施を図る。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

/　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

/ /

目標年度（R 2） ―

《実績》 《実績》 《実績》

―

《実績》

/ / /　年度の実績（累計）/目標数値
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・地域防災計画の見直し事務

・防災行政無線の増設（１基）

・水防訓練

・土砂災害等防災訓練

・火山防災訓練

・土砂災害等防災訓練 ・火山防災訓練

・火山防災訓練 ・土砂災害等防災訓練

・参集訓練 ・情報伝達訓練

・水防訓練 ・総合防災訓練

2,849/10,000人 3,327/10,000人

平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 １　防災対策の推進 事務事業名 １　防災体制強化事業

課・局名 総務課

基本方針 ６　“安全・安心”のまち 単位施策 １　防災体制の強化（公助）

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

の検討を行う。 ・情報通信網の見直し

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

・国民保護計画の見直し・策定 ・地域防災計画の見直し

・防災行政無線の増設 ・国民保護計画の見直し・策定

・防災行政無線の増設 ・防災行政無線の増設 ・BCP計画の策定 ・防災行政無線の増設 ・防災行政無線の増設

地域防災計画や国民保護計画等の見直しを ・地域防災計画の見直し ・地域防災計画の策定 ・地域防災計画の策定

進めるとともに、緊急情報の住民への周知方法

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　那須町安全安心メール登録者数

《実績》 《実績》《成果目標》

町民の災害に対するリスク軽減が図られる

基準年度（H26） 1,200人

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 4,000/10,000人 5,000/10,000人 6,000/10,000人 8,000/10,000人 10,000/10,000人

課・局名 総務課

基本方針

目標年度（R 2） 10,000人

/10,000人 /10,000人

政策 １　防災対策の推進 事務事業名 １　防災教育推進事業

　年度の実績（累計）/目標数値 2,328/10,000人

６　“安全・安心”のまち 単位施策 ２　防災意識の向上（自助）

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 令和元年度（計画）

・総合防災訓練 ・水防訓練

・参集訓練 ・火山防災訓練

平成28年度（計画）

・水防訓練 ・水防訓練

出来るよう訓練を行う ・火山防災訓練

・土砂災害等防災訓練

災害時において、町民および自治体関係職員 ・水防訓練

・土砂災害等防災訓練 ・火山防災訓練 ・土砂災害等防災訓練 ・土砂災害等防災訓練

《実績》

・火山防災訓練

《実績》

・情報伝達訓練 ・情報伝達訓練 ・情報伝達訓練

が適正な判断をし、迅速な防災対応が遂行

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》

防災に対する正しい知識を身に着けることで、自衛防災体制の

確立を図ることが出来る

基準年度（H26） 3回

《目標数値》　防災訓練等開催数

《成果目標》

4/4回 4/4回

目標年度（R 2） 4回

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 4/4回 4/4回 4/4回

/4回 /4回　年度の実績（累計）/目標数値 3/4回 4/4回 4/4回

基本方針６　“安全・安心”のまち

・地域防災計画の策定 ・国民保護計画の見直し

・防災行政無線の増設 ・BCP計画の策定

・情報通信網の見直し ・防災行政無線の増設
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・ホース乾燥柱の設置 ・小型ポンプ積載車の更新

・消火栓の設置 ・防火水槽の設置

・小型動力ポンプの購入

/ /

/ /

/

・刑法犯認知件数　　133件

政策 １　防災対策の推進 事務事業名 １　消防施設等整備事業

課・局名 総務課

基本方針 ６　“安全・安心”のまち 単位施策 ３　地域防災体制の強化（共助）

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

・小型ポンプ積載車の更新 ・小型ポンプ積載車の更新

・消火栓の設置 ・防火水槽の設置 ・防火水槽の設置 ・防火水槽の設置

消防車両、防災水槽等の計画的な整備を ・ホース乾燥柱の設置 ・小型動力ポンプの購入 ・小型ポンプ積載車、ポンプ車の更新

促進する

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

消防団が、消火活動を迅速かつ円滑に行うことが出来る体制が

整っている

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 総務課

基本方針 ６　“安全・安心”のまち 単位施策 １　生活安全対策の充実

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ２　防犯対策の推進 事務事業名 １　防犯対策事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

防犯施設の整備や、地域ぐるみの防犯体制の ・地域ぐるみの防犯活動の推進 ・地域ぐるみの防犯活動の推進

を推進する

整備、自主防犯活動や青少年の非行防止活動 ・防犯灯設置補助 ・防犯灯設置補助 ・防犯灯設置補助 ・防犯灯設置補助 ・防犯灯設置補助

・地域ぐるみの防犯活動の推進 ・地域ぐるみの防犯活動の推進 ・地域ぐるみの防犯活動の推進

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

・防犯灯新規設置補助　　268件

・防犯診断の実施 ・防犯診断の実施

町民が、犯罪の起こりにくい環境で生活している ・防犯灯設置補助　　　187基 ・防犯灯設置補助　　144基

・防犯診断の実施

/

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26）
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・交通安全施設（カーブミラー）　8基修繕 ・交通安全施設（カーブミラー）　3基修繕 ・交通安全施設（カーブミラー）　2基修繕

・交通安全施設（カーブミラー）　3基整備

・警察署への危険箇所要望活動 ・警察署への危険箇所要望活動 ・警察署への危険箇所要望活動

《実績》 《実績》

交通事故件数　57件（死亡者　2人）

・交通安全運動の実施及び推進

・交通指導員の活動推進（11名）

平成30年度（計画）

・那須町交通安全実施要綱の策定 ・那須町交通安全実施要綱の策定

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

総務課

基本方針 ６　“安全・安心”のまち 単位施策 １　交通安全教育・啓発活動の推進

政策 ３　交通安全対策の推進 事務事業名 １　交通安全啓発事業

課・局名

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

・交通安全運動の実施及び推進

交通安全実施要綱を策定し、関係機関との ・那須町交通安全実施要綱の策定 ・那須町交通安全実施要綱の策定

・交通安全運動の実施及び推進 ・交通安全運動の実施及び推進 ・交通安全運動の実施及び推進連携により、交通安全教育及び啓発活動を

令和元年度（計画）

推進する。 ・交通指導員の活動推進（11名） ・交通指導員の活動推進（11名）

・那須町交通安全実施要綱の策定 ・那須町交通安全実施要綱の策定 ・那須町交通安全実施要綱の策定

・交通指導員の活動推進（11名） ・交通指導員の活動推進（11名）

交通指導員を配置する。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民に交通安全意識が浸透し、交通事故防止が図られている。

年4回交通安全運動を実施 ・交通安全運動の実施及び推進 ・交通安全運動の実施及び推進

・那須町交通安全実施要綱を策定し

・交通指導員11名による活動推進 ・交通指導員の活動推進（11名） ・交通指導員の活動推進（11名）

交通事故件数　55件（死亡者　1人） 交通事故件数　57件（死亡者　1人）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ３　交通安全対策の推進 事務事業名 １　交通安全施設整備事業

課・局名 総務課

基本方針 ６　“安全・安心”のまち 単位施策 ２　交通安全施設の整備

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

・交通安全施設（カーブミラー等）整備 ・交通安全施設（カーブミラー等）整備

・警察署への危険箇所要望活動

通学路や危険箇所への交通安全施設の ・交通安全施設（カーブミラー等）整備 ・交通安全施設（カーブミラー等）整備 ・交通安全施設（カーブミラー等）整備

設置を推進する。 ・警察署への危険箇所要望活動

成果目標・数値指標等

町民が、カーブ等の危険箇所において、安全に道路を

利用している。

《成果目標》 《実績》

・交通安全施設（カーブミラー）　8基整備 ・交通安全施設（カーブミラー）　5基整備

《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

/

/

/ /　年度の実績（累計）/目標数値

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

/ /

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―
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生涯学習ボランティア及び指導者の育成 生涯学習ボランティア及び指導者の育成

ボランティア　　447人（学校）

町民ニーズに対応した学習機会の提供と生涯
学習フォーラム等を通じた情報発信を行う。

地域循環型生涯学習の推進を図る。 生涯学習ボランティア及び指導者の育成 那須町生涯学習推進計画〔H30～H34〕策
定
生涯学習ボランティア及び指導者の育成

生涯学習ボランティア及び指導者の育成

コミュニティカレンダーの発行　2800部
学びナビの発行　1回
サークル活動の情報提供
まちづくり出前講座（マイナンバー制度ほ
か）5回
和い輪い学習フォーラムの開催（1回）参加
者数288名

生涯学習フォーラムの開催 生涯学習フォーラムの開催 生涯学習フォーラムの開催

課・局名 生涯学習課

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

政策 １　那須の人づくりの推進 事務事業名 １　生涯学習推進事業

基本方針７　“教育・文化・スポーツ”のまち

《事業内容》

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　生涯学習推進体制の充実

令和2年度（計画）平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

成果目標・数値指標等

町民が、多種多様な分野の学びを学習し、また、学んだことを

地域に生かすことができている。

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《実績》

/

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

単位施策 ２　学習機会の充実と情報の提供

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / /

政策 １　那須の人づくりの推進 事務事業名 １　生涯学習事業情報発信事業

令和元年度（計画）

課・局名

令和2年度（計画）

生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画）

生涯学習関連事業の情報発信 生涯学習関連事業の情報発信 生涯学習関連事業の情報発信 生涯学習関連事業の情報発信

生涯学習フォーラムの開催 生涯学習フォーラムの開催

生涯学習関連事業の情報発信

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民が生涯学習への理解と関心を深め、学べる環境が整ってい
る。

《実績》 《実績》《成果目標》

コミュニティカレンダーの発行
学びナビの発行
サークル活動の情報提供
まちづくり出前講座（地域づくり委員会の活
動について1回）
和い輪い学習フォーラムの開催（1回）参加
者数350名

コミュニティカレンダーの発行
学びナビの発行
サークル活動の情報提供
まちづくり出前講座（6回）
和い輪い学習フォーラムの開催（1回）参加
者数230名

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

ボランティア　436人（学校） ボランティア　442人（学校）

《実績》
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　　（4公民館合計） 　　（4公民館合計） 　　（4公民館合計）

　　参加者延数228名 　　参加者延数181名 　　参加者延数204名

・学級および教室　39講座　参加者延数2,676名 ・学級および教室　49講座　参加者延数3,267名

・「那須を学ぶ」各公民館主催により年4回開催 ・「那須を学ぶ」各公民館主催により年4回開催

・「那須の子ども塾」年1回開催　参加者延数43名

○学校運営協議会（コミュニティスクール）
〔導入校〕那須中学校
　（小学校　6／6校）　（中学校 2／2校）

○学校支援協議会の導入
　（小学校 7／7校）　（中学校 １／2校）

・学級および教室　55講座　参加者延数3,186名

・「那須を学ぶ」各公民館主催により年4回開催

・「那須の子ども塾」年2回開催　参加者延数52名

8/8

/8

○学校支援協議会（那須町版コミュニティ・
スクール）
〔新規導入〕東陽小学校、学びの森小学校
　（小学校 7／7校）　（中学校 １／2校）
※学校支援協議会導入から3年後に学校
運営協議会（コミュニティスクール）へ本格
移行

○学校支援協議会
〔新規導入〕那須中央中学校
　（小学校 7／7校）　（中学校 2／2校）
○学校運営協議会（コミュニティスクール）
〔導入校〕高久小学校、田代友愛小学校、
那須高原小学校、黒田原小学校
（小学校 4／7校）　（中学校 0／2校）

○学校運営協議会（コミュニティスクール）
〔導入校〕　那須中学校
（小学校　4／7校）　中学校（1／2 校）

　　10講座×4公民館　　40講座 　　10講座×4公民館　　40講座 　　10講座×4公民館　　40講座

政策 １　那須の人づくりの推進 事務事業名 １　コミュニティスクール事業

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ３　学校教育との連携

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

《実績》 《実績》

コミュニティスクールを全校に設置することによ
り、学校・家庭・地域の連携を深め、「地域とと
もにある学校づくり」に努め、生涯学習・文化振
興・スポーツ振興の推進を図る。

○学校運営協議会（コミュニティスクール）
〔導入校〕東陽小学校、学びの森小学校
（小学校　6／6校）　中学校（1／2）

成果目標・数値指標等

《実績》

学校・家庭・地域が一体となり、子どもたちを育成し、地域が

活性化している。

/8

《実績》

《目標数値》　学校運営協議会導入　小学校7校　　中学校2校

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 0/0 4/9 5/9 8/8

《成果目標》 《実績》

　年度の実績（累計）/目標数値 0/0 4/9 5/9

政策 １　那須の人づくりの推進 事務事業名

生涯学習課

基本方針

令和2年度（計画）

１　公民館運営事業

課・局名

平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ４　生涯学習関連施設の充実

《事業内容》

　　10講座×4公民館　　40講座

町民の生きがいにつながる公民館各種講座 ・学級および教室の開催 ・学級および教室の開催

・4公民館共催事業「那須を学ぶ」の開催

《事業内容》基　　調 目標の方向性

・子ども対象事業「那須の子ども塾」（年2回）の開催

・学級および教室の開催 ・学級および教室の開催

・4公民館共催事業「那須を学ぶ」の開催 ・4公民館共催事業「那須を学ぶ」の開催

・子ども対象事業「那須の子ども塾」（年2回）の開催 ・子ども対象事業「那須の子ども塾」（年2回）の開催

・学級および教室の開催

を開催する。 　　10講座×4公民館　　40講座

・4公民館共催事業「那須を学ぶ」の開催 ・4公民館共催事業「那須を学ぶ」の開催

・子ども対象事業「那須の子ども塾」（年2回）の開催 ・子ども対象事業「那須の子ども塾」（年2回）の開催

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

基準年度（H26） ―

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

町民が各種の目的に応じた学習の場を得ている。

・「那須の子ども塾」年2回開催　参加者延数105名

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / /

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ /

目標年度（R 2） ―

/

○学校支援協議会の導入
　・那須中央中学校
　（小学校 7／7校）　（中学校 2／2校）
○学校運営協議会の導入
　・高久小、田代友愛小、那須高原小、黒
田原小
　（小学校4/7校）　（中学校0/2校）

〇学校運営協議会の導入
・那須中学校
　（小学校4/7校）　（中学校1/2校）

目標年度（R 2） 9校

基準年度（H26） 0校
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・図書館利用者人数　　58,088人
・図書館だよりの発行（12回）
・視聴覚ソフト（CD、DVD）購入等（125点）
・学校図書ボランティア研修会の開催
・赤ちゃんタイムの実施（月2回）、飲食タイ
ムの実施（12：00～13：30）

政策 １　那須の人づくりの推進 事務事業名 ２　図書館運営事業

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ４　生涯学習関連施設の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

学校図書との連携事業 学校図書との連携事業

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

図書館利用者の増加に向けた情報発信 図書館利用者の増加に向けた情報発信

学校図書との連携事業 学校図書との連携事業

視聴覚ソフトの充実 視聴覚ソフトの充実 視聴覚ソフトの充実 視聴覚ソフトの充実 視聴覚ソフトの充実

図書館機能の充実と利用者数の増加を図る。 図書館利用者の増加に向けた情報発信 図書館利用者の増加に向けた情報発信

学校図書との連携事業

利用者の利便性向上に向けた施設整備 利用者の利便性向上に向けた施設整備 利用者の利便性向上に向けた施設整備 利用者の利便性向上に向けた施設整備 利用者の利便性向上に向けた施設整備

図書館利用者の増加に向けた情報発信

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等 那須町子ども読書活動推進計画策定

《実績》 《実績》

町民が図書館を快適な環境で利用している。

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

・図書館利用者人数　　57,099人
・図書館だよりの発行（12回）
・視聴覚ソフト（CD、DVD）購入等（127点）
・学校図書ボランティア研修会の開催
・学校貸出（年４回）
・赤ちゃんタイムの実施（月2回）

・図書館利用者人数　　61,226人
・図書館だよりの発行（12回）
・視聴覚ソフト（CD、DVD）購入等（79点）
・学校図書ボランティア研修会の開催
・赤ちゃんタイムの実施（月2回）
・子どもの読書活動推進計画策定（5ヵ年）

基準年度（H26） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 58,088人/50,000人 / / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 １　那須の人づくりの推進 事務事業名 ３　田中複合施設運営事業

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ４　生涯学習関連施設の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

する。

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

子育て支援施設、高齢者支援施設、体育支 子育て支援施設、高齢者支援施設、体育支

小企業等育成支援施設 小企業等育成支援施設

子育て支援施設、高齢者支援施設、体育支

軽に集い活動の拠点となる複合施設を設置 援施設、地域コミュニティ活動支援施設、中 援施設、地域コミュニティ活動支援施設、中 援施設、地域コミュニティ活動支援施設、中

閉校となった田中小学校を活用し、誰もが気 施設の整備

小企業等育成支援施設

利用目標　10,000人

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

子どもからシニアまでの多くの方に集いの場や活動の拠点として

利用されている。

〇各教室利用者数 4,157人、27団体
［内訳］・生涯学習関係団体19団体
　　　　　・高齢者関係団体3団体
　　　　　・その他3団体
　　　　　・中小企業育成支援施設2団体
〇体育館利用者数2,688人、32団体
〇わんぱくキッズランド利用者10136人基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

―

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

/　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / //

/

目標年度（R 2）
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政策

 前期基本計画における基調・目標

親学習プログラムの開催

１　那須の人づくりの推進 事務事業名 １　家庭教育推進事業

《事業内容》

平成30年度（計画）

/10組

/10組2組/10組 3/10組

3/10組

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

親学習プログラムを実施する。

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ５　家庭教育への支援

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調

親学習プログラムの開催

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

親学習プログラムの開催

《事業内容》目標の方向性 《事業内容》

親学習プログラムの開催

《事業内容》

親学習プログラムの開催

《事業内容》

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

基準年度（H26） 18回

《目標数値》　親学習プログラムの実施数

親学習プログラム　21回開催
〔内訳〕
　・親学習プログラム　11回
　・クラフト講座　　　　　6回
　・就学時検診　　　　　4回

家庭における教育力が維持向上している。

親学習プログラム　24回開催
〔内訳〕
　・保育園　10回（5保育園）
　・小学校　 9回（3小学校）
　・中学校　 5回（2中学校）

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 24/30 26/30 21/30 /30 /30

30回

親学習プログラム　26回開催
〔内訳〕
　・親学習プログラム　14回
　・クラフト講座　　　　　8回
　・就学時検診　　　　　4回

/30 /30　年度の実績（累計）/目標数値 24/30 26/30 21/30

事務事業名 １　結婚活動支援事業

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ６　結婚活動への支援

政策 １　那須の人づくりの推進

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

男女の出会いの場づくり

結婚支援事業を推進する。

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

婚活関連セミナーの開催 婚活関連セミナーの開催

ライフプランに関するセミナー開催等による ライフプランセミナーの開催等 ライフプランセミナーの開催等 婚活イベント等の情報提供 婚活イベント等の情報提供 婚活イベント等の情報提供

結婚願望を持つ町民の出会いの場づくりや 男女の出会いの場づくり 婚活関連セミナーの開催

《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》

町民へ婚活機会や情報が多く提供されている。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

《目標数値》　出会い応援事業におけるカップル成立数

2組

10組

基準年度（H26）

目標年度（R 2）

出会い応援事業の開催
事業回数　 2回
参加者数　30人
カップル成立数　7組

出会い応援事業の開催
事業回数　 2回
参加者数　21人
カップル成立数　2組

婚活関連セミナーの開催
事業回数　4回
参加者数　17人
カップル成立数　3組

7組/10組

　年度の実績（累計）/目標数値 7組/10組 2組/10組 /10組

/10組
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25.4/30.0

政策 ２　男女共同参画の推進 事務事業名 １　男女共同参画推進事業

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　男女共同参画の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

研修会の開催 研修会の開催

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

女性団体の連携・協力による男女共同参画 女性団体の連携・協力による男女共同参画

研修会の開催 研修会の開催

社会推進事業の開催等 社会推進事業の開催等 社会推進事業の開催等 社会推進事業の開催等 社会推進事業の開催等

女性団体の連携・協力による男女共同参画 女性団体の連携・協力による男女共同参画女性団体との連携、支援を通じて、男女共同参
画社会を推進する。

研修会の開催

自主的活動等の支援 自主的活動等の支援 自主的活動等の支援 自主的活動等の支援 自主的活動等の支援

女性団体の連携・協力による男女共同参画

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民が男女共同参画社会に関する理解を深めている。

《実績》 《実績》《成果目標》

みんなの集い開催　1回　参加者240名
３市町（那須町・大田原市・那須塩原市）女
団連研修交流会開催　１回　参加者57名

みんなの集い開催　1回　参加者150名
３市町（那須町・大田原市・那須塩原市）女
団連研修交流会開催　１回　参加者　59名

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

みんなの集い開催　1回　参加者230名
３市町（那須町・大田原市・那須塩原市）女
団連研修交流会開催　１回　参加者58名

/ / / / /

/　年度の実績（累計）/目標数値 /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

/ /

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ２　社会参加活動への支援

/

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ２　男女共同参画の推進 事務事業名 １　社会参加活動支援事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

女性リーダー養成講座等の開催

各種委員会・審議会等に女性を登用する。 町の各種審議会・委員会への女性登用推進町の各種審議会・委員会への女性登用推進町の各種審議会・委員会への女性登用推進 町の各種審議会・委員会への女性登用推進 町の各種審議会・委員会への女性登用推進

女性リーダー養成講座等を開催し、町の 女性リーダー養成講座等の開催 女性リーダー養成講座等の開催 女性リーダー養成講座等の開催 女性リーダー養成講座等の開催

成果目標・数値指標等

《目標数値》　地方自治法に基づく審議会等の女性の登用割合

28審議会等(375名)のうち23審議会等へ
78名の女性登用
とちぎウーマン応援塾受講 1名

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

27.0/30.0 28.6/30.0

/30.0　年度の実績（累計）/目標数値

女性が社会活動に積極的に参加している。

基準年度（H26） 20.6%

30審議会等(403名)のうち23審議会等へ
80名の女性登用

28審議等(347名)のうち22審議会等へ
76名の女性登用

30.0/30.0

目標年度（R 2） 30.0%

/30.020.8/30.0 19.9/30.0 21.9/30.0

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 23.8/30.0
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町内の青少年が良好な環境と地域における見守りにより

健全な生活を送っている。

/50

基本方針

那須町子供会育成会連絡協議会指導者・
育成者研修会 1回
那須地区青少年育成研修会 2回

《実績》 《実績》

課・局名 生涯学習課

事務事業名 １　青少年健全育成推進事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　青少年健全育成の推進

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

政策 ３　青少年の健全育成の推進

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画）

家庭、学校、職場、地域社会、関係団体及び 青少年育成事業の実施 青少年育成事業の実施 青少年育成事業の実施

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

有害図書等立入調査、夜間巡回の実施 有害図書等立入調査、夜間巡回の実施

行政が協働で青少年育成事業を行う。 ジュニアリーダースクラブ活動の実施 ジュニアリーダースクラブ活動の実施

《事業内容》

青少年育成事業の実施 青少年育成事業の実施

《事業内容》 《事業内容》

有害図書等立入調査、夜間巡回の実施

ジュニアリーダースクラブ活動の実施 ジュニアリーダースクラブ活動の実施 ジュニアリーダースクラブ活動の実施

有害図書等立入調査、夜間巡回の実施

成果目標・数値指標等

有害図書等立入調査、夜間巡回の実施

《実績》《成果目標》 《実績》

子どもフェスティバルの開催 参加者3,000
名
親と子のソフトバレーボール大会の開催
参加者 13チーム 107名
チャレンジランキングの開催 参加者44名
ジュニアリーダースクラブ員54名
ジュニアリーダースクラブ定例会 21回
有害図書等立入調査 2回

子どもフェスティバルの開催 500名
親と子のソフトバレーボール大会の開催
参加者 18チーム 176名
チャレンジランキングの開催 参加者93名
ジュニアリーダース員32名
ジュニアリーダースクラブ定例会 32回
有害図書等立入調査 2回
夜間巡回指導 1回

子どもフェスティバルの開催 参加者　350名
チャレンジランキングの開催 参加者134名
ジュニアリーダースクラブ会員　24名
ジュニアリーダースクラブ定例会 25回
有害図書等立入調査 2回
夜間巡回指導 1回

基準年度（H26） 32名

《目標数値》　ジュニアリーダースクラブ員数

７　“教育・文化・スポーツ”のまち

《実績》

/50 /50

目標年度（R 2） 50名

/50 /50

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 54/50 /50

１　青少年育成指導者・団体育成事業

　年度の実績（累計）/目標数値 54/50 32/50 24/50

課・局名 生涯学習課

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

単位施策 ２　指導者・団体の育成

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ３　青少年の健全育成の推進 事務事業名

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

青少年指導者・団体育成の講習会・研修会 青少年指導者・団体育成の講習会・研修会各種団体の指導者のスキルアップのため、各
種講座や研修会を開催する。

青少年指導者・団体育成の講習会・研修会 青少年指導者・団体育成の講習会・研修会 青少年指導者・団体育成の講習会・研修会

の開催 の開催 の開催 の開催 の開催

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

スポーツ少年団や少や育成会が活発に活動している。

目標年度（R 2）

那須町子供会育成会連絡協議会指導者・
育成者研修会 1回
那須地区青少年育成研修会 2回

/ // /

/ /

　年度の実績（累計）/目標数値 /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 82/108 / /

那須町子供会育成会連絡協議会指導者・
育成者研修会 1回
那須地区青少年育成研修会 2回
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げんきっこ教室への参加　４回

就学相談の実施　１５人

園長部会への参加　１回。保育園、幼稚園
訪問　７園、就学前学校見学　７回
小学校低学年指導者講習会  ２回

げんきっこ教室への参加　４回

園長部会への参加　１回。保育園、幼稚園
訪問　７園、就学前学校見学　６回
小学校低学年指導者講習会 ２回

幼稚園就園奨励費　１１人 幼稚園就園奨励費　９人 幼稚園就園奨励費　６人

特別支援サポート事業　１園（１人）

一時預かり事業　２園 一時預かり事業　２園 一時預かり事業　２園

健康診断費助成　２園 健康診断費助成　２園

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち

/ / /

/

課・局名 こども未来課

単位施策 １　幼児教育の充実

政策 ４　幼児教育環境の充実 事務事業名 １　幼稚園・認定こども園支援事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

特別支援サポート事業の助成

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

特別支援サポート事業の助成

良好な教育・保育の環境を提供するとともに 幼稚園就園奨励費の助成 幼稚園就園奨励費の助成

特別支援サポート事業の助成 特別支援サポート事業の助成 特別支援サポート事業の助成

一部を助成する。 一時預かり事業費の助成 一時預かり事業費の助成

健康診断費の助成

幼稚園就園奨励費の助成 幼稚園就園奨励費の助成

保護者の負担軽減を図るため、保育料等の

一時預かり事業費の助成 一時預かり事業費の助成 一時預かり事業費の助成

健康診断費の助成 健康診断費の助成　

成果目標・数値指標等

基準年度（H26） ―

健康診断費の助成

《実績》 《実績》

特別支援サポート事業　１園

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

幼稚園児の保護者に対し、幼稚園就園に関する経済的負担

を軽減している。

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

特別支援サポート事業　１園（１人）

/ /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

/

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ２　幼稚園・保育園・小学校の連携

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ４　幼児教育環境の充実 事務事業名 １　幼児・児童教育連携事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

幼稚園・保育園・小学校間の連携 幼稚園・保育園・小学校間の連携

　の確立を図る。 幼・保・小連絡協議会への支援 幼・保・小連絡協議会への支援

　共有と、教職員の研修による指導体制 幼稚園・保育園訪問 幼稚園・保育園訪問 幼稚園・保育園訪問 幼稚園・保育園訪問

　（幼保小中一貫教育の推進）

　幼稚園・保育園・小学校の相互の情報 幼稚園・保育園・小学校間の連携 幼稚園・保育園・小学校間の連携 幼稚園・保育園・小学校間の連携

幼・保・小連絡協議会への支援 幼・保・小連絡協議会への支援 幼・保・小連絡協議会への支援

幼稚園・保育園訪問

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　対象者の小学校就学指導がスムーズに行われている。 のびのび発達相談への参加　7園 のびのび発達相談への参加　７園

げんきっこ教室への参加　4回

のびのび発達相談への参加　７園

/

/ /

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　― 就学相談の実施　　14人 就学相談の実施　１３人

園長部会への参加　2回、保育園、幼稚園
訪問　7園、就学前学校見学　8回
小学校低学年指導者講習会  　4回

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /
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/ //

/

遠距離　小　31名　460,670円 遠距離　小　25名　322,372円

　町統一献立での地産地消メニューの提供

　自校給食の実施　9校／9校

　小学校　6校、中学校　3校の調理業務

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　教育環境の整備充実

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 １　自校給食推進事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

　委託の実施

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　自校給食の実施 　自校給食の実施

　委託の実施 　委託の実施

令和2年度（計画）

《事業内容》

　自校給食による地域に密着した安全で、 　自校給食の実施 　自校給食の実施

　食育の推進を図る。 　委託の実施 　委託の実施

　食育の啓発 　食育の啓発 　食育の啓発 　食育の啓発 　食育の啓発

　自校給食の実施

　おいしい学校給食を継続するとともに、 　小学校　6校、中学校　2校の調理業務

《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　児童生徒が、「食」に対する大切さを学ぶとともに、

　食事環境の充実が図られている。 　町統一献立での地産地消メニューの提供 　町統一献立での地産地消メニューの提供

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 ２　遠距離通学支援事業

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　教育環境の整備充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

（小学校11台・中学校4台） （小学校12台・中学校9台、予備車1台）

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

遠距離通学費の助成 遠距離通学費の助成

（小学校12台・中学校9台、予備車1台） （小学校14台・中学校9台、予備車1台）

遠距離通学費の助成

　運行業務を行う。 スクールバスの運行・管理 スクールバスの運行・管理 スクールバスの運行・管理 スクールバスの運行・管理 スクールバスの運行・管理

　遠距離通学費の助成やスクールバスの

成果目標・数値指標等

（小学校14台・中学校9台、予備車1台）

　児童生徒が安心して通学できる体制が確立されている。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

　　　　　中　38名　2,945,035円 　　　　　中　37名　2,345,462円

スクールバス乗車人数 スクールバス乗車人数

小（12台）334人、中（9台）229人

/　年度の実績（累計）/目標数値

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

/

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　自校給食の実施　10校／10校 　自校給食の実施　9校／9校

　小学校　6校、中学校　2校の調理業務 　小学校　7校、中学校　2校の調理業務 　小学校　6校、中学校　2校の調理業務

《実績》

　及び食に関する指導の実施　10校／10校 　及び食に関する指導の実施　9校／9校 　及び食に関する指導の実施　9校／9校

　調理業務委託　9校（小6・中3）／10校 　調理業務委託　8校（小6・中2）／9校 　調理業務委託　9校（小7・中2）／9校

遠距離　小　39名　517,017円

　　　　　中　60名　2,662,576円

スクールバス乗車人数

小（11台）339人、中（4台）117人

《実績》 《実績》

遠距離通学費の助成 遠距離通学費の助成

小（12台）360人、中（9台）234人
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電子黒板の整備　小0台、中0台

ICT活用事例研修会の開催　2回／年 ICT活用事例研修会の開催　2回／年

パソコンの更新　小0台、中0台 パソコンの更新　小0台、中80台／2校

タブレット端末の整備 タブレット端末の整備

県ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ事業（2名、279時間） 県ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ事業（2名、279時間）

相談室通室生（中3）９名（中2）５名（中１）２
名（小学）１名

相談室通室生（中3）５名（中2）９名（中１）３
名（小学）２名

相談室通室生（中3）９名県立高校・TBC他進学相談室通室生（中3）５名県立高校・TBC他進学

教育相談員 2名、心の教室相談員 4名
教育相談員 2名、心の教室相談員 4名、作
業療法士１名

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ２　指導・相談体制の強化

令和2年度（計画）

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 １　教育指導・相談体制推進事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

教育相談室の運営 教育相談室の運営

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

各種相談と指導 各種相談と指導

教育相談室の運営 教育相談室の運営

各種相談と指導

　ごとのプロジェクトチームの充実を図る。 在籍校や関係機関との連携 在籍校や関係機関との連携 在籍校や関係機関との連携 在籍校や関係機関との連携 在籍校や関係機関との連携

　不登校児等の相談体制の向上や、学校 各種相談と指導 各種相談と指導

教育相談室の運営

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　不登校及び学校不適応傾向にある児童生徒への援助

　指導を行い、原籍校への復帰が果たされている。

教育相談員 2名、心の教室相談員 4名

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 １　情報教育推進事業

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ３　教育内容の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

授業におけるICT活用事例の研修会の開催 授業におけるICT活用事例の研修会の開催

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

パソコン及びタブレット端末の整備 パソコン及びタブレット端末の整備

授業におけるICT活用事例の研修会の開催 授業におけるICT活用事例の研修会の開催

電子黒板の整備 電子黒板の整備 電子黒板の整備 電子黒板の整備 電子黒板の整備

　パソコン、タブレット、電子黒板等のICT環境 パソコン及びタブレット端末の整備 パソコン及びタブレット端末の整備

授業におけるICT活用事例の研修会の開催

パソコン及びタブレット端末の整備

　の充実を図り、情報教育の推進を図る。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　ICT環境が充実したなか、児童生徒が適切な情報教育

　を受け、ICT活用能力が高まっている。

パソコンの更新　小0台、中0台

タブレット端末の整備　小40台（高久小）

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　― 　　小90台／6校、教委20台 　　　小85台／6校、中2台／2校

電子黒板の整備　小14台／7校

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/

県ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ事業（2名、279時間）

相談室通室生（中3）2名（中2）1名学校復帰

相談室通室生（中3）4名TBC他進学

電子黒板の整備　小8台／7校、中8台／3校

ICT活用事例研修会の開催　2回／年

/
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社会科副読本「わたしの那須町」作成配布 社会科副読本「わたしの那須町」作成配布 社会科副読本「わたしの那須町」作成配布

中学生  140時間/年 中学生  140時間/年

/ /

《事業内容》

小学生低学年  10時間/年 小学生低学年  10時間/年

小学生高学年  35時間/年 小学生高学年  35時間/年

《事業内容》

外国語の授業時間数

単位施策 ３　教育内容の充実

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 ２　国際理解教育推進事業（ＡＬＴ）

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち

ＡＬＴ配置6名（小学校4名・中学校2名）

《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

ＡＬＴ配置4名（小学校2名・中学校2名） ＡＬＴ配置6名（小学校4名・中学校2名） ＡＬＴ配置6名（小学校4名・中学校2名）　英語指導助手（ＡＬＴ）の配置及びオン

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

　英語力の向上を図る。

　ラインスピーキング等の導入を図り、 オンラインスピーキング開始

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

外国語の授業時間数

《実績》 《実績》

目標年度（R 2）

　児童生徒が英語で外国人とコミュニケーションを図っている。 ＡＬＴ　2人　指導助手　2人 ＡＬＴ　2人　指導助手　4人

―

/ /

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

《事業内容》

平成29年度（計画）

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 /

令和元年度（計画）

目標の方向性 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ３　教育内容の充実

平成28年度（計画）

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 ３　郷土を知る学習推進事業

基　　調

平成30年度（計画）

　特別非常勤講師の派遣 　特別非常勤講師の派遣

　道徳での郷土教材を活用した学習の推進

令和2年度（計画）

《事業内容》 《事業内容》

　道徳での郷土教材を活用した学習の推進　道徳での郷土教材を活用した学習の推進

　総合的な学習における地域学習の推進

　農業体験や町の特産品、地理、郷土史を 　特別非常勤講師の派遣 　特別非常勤講師の派遣

　テキスト・資料等の活用 　テキスト・資料等の活用

　特別非常勤講師の派遣

　知る学習を推進する。 　総合的な学習における地域学習の推進

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　児童生徒が郷土に関する知識を深めている。

　（郷土に対する愛着心が高まっている） （対象：小学3・4年生） （対象：小学3・4年生） （対象：小学3・4年生）

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ //

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

ＡＬＴ　2人　指導助手　3人

外国語の授業時間数

小学生低学年  10時間/年

平成28年度（計画）

小学生高学年  35時間/年

中学生  140時間/年

ＡＬＴ配置4名（小学校2名・中学校2名）

　総合学習での取り組み推進 　総合学習での取り組み推進 　総合的な学習における地域学習の推進
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（うち実施事業所数　59事業所）

那須中央中　　　140名

協力事業所数　　　106事業所

（うち実施事業所数　73事業所）

　新規導入：那須高原小・田代友愛小・高久小・黒田原小

（小学校4/7校）　（中学校0/2校）

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 １　コミュニティスクール事業

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ４　学校・地域との連携

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

学校運営協議会の設置　中学校1校 学校運営協議会の設置　小学校2校

（小学校4/7校）　（中学校1/2） （小学校6/6校）　（中学校1/2校）

　新規導入：東陽小、学びの森小スクール（学校運営協議会）を設置し、学校 　新規導入：那須中央中学校

学校・家庭・地域が一体となったコミュニティ 学校支援協議会の設置　小学校2校 学校支援協議会の設置　中学校1校

と地域の協働を図る。 （小学校7/7校）　（中学校1/2校） 学校運営協議会の設置　小学校4校 （小学校6/6校）　（中学校2/2校）

学校運営協議会の設置　中学校1校

《目標数値》　コミュニティスクール設置数

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

地域行事等へ積極的に参加している。

基準年度（H26） 4校

目標年度（R 2） 8校

　 学校運営協議会の設置　小学校4校 （小学校4/7校）　（中学校1/2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 支援協議会8校/9校 4/9校 5/9校

（小学校4/7校）　（中学校0/2校）

　年度の実績（累計）/目標数値 支援協議会8校/9校 4/9校

7/8校 8/8校

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

5/9校

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 ２　マイチャレンジ事業

課・局名

7/8校 8/8校

学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ４　学校・地域との連携

令和2年度（計画）平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

　マイチャレンジ事業の実施 　マイチャレンジ事業の実施

　中学校2校（中学2年生対象） 　中学校2校（中学2年生対象）

　地域の事業所等と連携した職業体験事業 　マイチャレンジ事業の実施 　マイチャレンジ事業の実施 　マイチャレンジ事業の実施

　中学校2校（中学2年生対象） 　中学校2校（中学2年生対象）

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》

　を推進する。 　中学校3校（中学2年生対象）

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　― 黒田原中 100名 協力事業所数　　99事業所

　中学校生徒が、職業（仕事）に対する意識を高めている。 東陽中  36名 那須中　　　　　  66名

那須中  78名 那須中央中　　　94名

那須中  　　　　　　60名

《実績》 《実績》

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ / / / /　年度の実績（累計）/目標数値

学校支援協議会設置校 学校支援協議会の設置　中学校1校 学校運営協議会の設置　中学校1校学校を核とした取り組みが積極的に行われ、児童生徒も

成果目標・数値指標等

　新規導入：東陽小・学びの森小

　小学校　7／7校、中学校　1／2校 　新規導入：那須中央中（小中学校9/9） 　新規導入：那須中

　新規導入：那須中央中（小中学校9/9） 　新規導入：那須中

　新規導入：那須高原小・田代友愛小・高久小・黒田原小
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芳村氏　（黒田原中区・東陽中区）

渡邉氏　（那須中区・旧高久中区）

※事業としては終了しているため、内容に記載することはありません。（那須小学校の統合を待つのみ）

スクールガードと学校との連携強化

令和2年度（計画）

《事業内容》

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ４　学校・地域との連携

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 ３　安全通学推進事業

課・局名 学校教育課

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

図る。（早期発見を図る）

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

スクールガードと学校との連携強化 スクールガードと学校との連携強化スクールガードと学校との連携強化 スクールガードと学校との連携強化

することで、不審車両や不審者の抑止力を

スクールガードを配置し、地域内をパトロール

成果目標・数値指標等

地域内に不審車両や不審者がない状態となっている。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ５　学校教育環境の充実 事務事業名 １　小中学校適正配置事業

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ５　小中学校適正配置の推進

目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

基　　調

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》 《実績》

　少子化の中にあっても、児童生徒が良い環境で学校

　教育を受けている。

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 小7校、中3校/小6校、中3校 小7校、中2校/小6校、中2校 /

小学校6校、中学校2校

/ /

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

基準年度（H26） ―

基準年度（H26） 小学校10校、中学校4校

《目標数値》　小中学校数（公立）

/

《実績》 《実績》

（那須中区・那須中央中区） （那須中区・那須中央中区）

スクールガード（安全パトロール）　2名 スクールガード（安全パトロール） スクールガード（安全パトロール）

1名（渡邉氏）　年間活動日数84日 1名（渡邉氏）　年間活動日数86日
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　　中学校２校　各1回 　　中学校２校　各1回

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会（3回）

         〃      訪問（7保育園、2幼稚園）          〃      訪問（7保育園、2幼稚園）

　特別支援教育地域巡回相談事業 　特別支援教育地域巡回相談事業

　　小学校7校　各1回 　　小学校7校　各1回

特別支援教育ｾﾐﾅｰ（3回）

　特別支援教育地域巡回相談事業の実施

未就学児１１名、就学児童生徒３０名審議

町巡回相談  ９校 町巡回相談  ９校

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会（3回）

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　特別支援教育推進体制の整備

令和2年度（計画）

政策 ６　特別支援教育の充実 事務事業名 １　心身障がい児就学指導事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

特別支援教育推進のための教育活動 特別支援教育推進のための教育活動

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

就学指導委員会の開催 就学指導委員会の開催

特別支援教育推進のための教育活動 特別支援教育推進のための教育活動

事前審議の実施 事前審議の実施 事前審議の実施 事前審議の実施

　就学指導委員会の強化、指導内容の充実 就学指導委員会の開催 就学指導委員会の開催

特別支援教育推進のための教育活動

指導助手の配置 指導助手の配置 指導助手の配置 指導助手の配置 指導助手の配置

就学指導委員会の開催

　指導助手の配置等を行う。

成果目標・数値指標等

事前審議の実施

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　児童生徒が、就学先で個の特性を伸ばす教育を受けている。

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 学校教育課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　特別支援教育推進体制の整備

政策 ６　特別支援教育の充実 事務事業名 ２　特別支援教育地域巡回相談事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

　特別支援教育地域巡回相談事業の実施

ことにより、校内支援体制を構築するため

専門家チームが小中学校を巡回訪問する 　特別支援教育地域巡回相談事業の実施 　特別支援教育地域巡回相談事業の実施 　特別支援教育地域巡回相談事業の実施

成果目標・数値指標等

の支援を行う。

各校1回

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

基準年度（H26）

　　中学校3校　各1回

児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な

教育支援を行える体制が整備されている。 　　小学校7校　各1回

/ /

《目標数値》　巡回相談訪問回数

目標年度（R 2） 各校2回

　年度の実績（累計）/目標数値 10校各1回/10校各1回 9校各1回/9校各1回 9校各1回/9校各1回

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 10校各1回/10校各1回 9校各1回/9校各1回 9校各1回/9校各1回

基準年度（H26）

/ /

　特別支援教育地域巡回相談事業

未就学児9名、就学児童生徒23名審議

町巡回相談  10校

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会（3回）

         〃      訪問（7保育園、2幼稚園）

特別支援教育ｾﾐﾅｰ（3回）

未就学児６名、就学児童生徒３６名審議

特別支援教育ｾﾐﾅｰ（3回）
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公演開催　3事業 　　1,655名 公演開催　2事業 　　1,609名 公演開催　1事業 　　109名

自主事業　１　　844名 自主事業　１　　957名 自主事業　１　　109名

後援事業　１　　130名 共催事業　１　　652名 文化芸術シンポジウム　100名

共催事業　１　　681名 文化芸術フォーラム　150名

町文化祭の開催 町文化祭の開催 町文化祭の開催

補助金の交付　　　　648,000円 補助金の交付　　　　648,000円 那須地区芸術祭の開催

西郷村文化協会との交流 西郷村文化協会との交流 那須地区郷土芸能フェスティバルの開催

補助金の交付　　　　748,000円

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　文化芸術活動の促進

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ７　地域文化の育成 事務事業名 １　文化芸術活動促進事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

事業の実施

文化鑑賞機会の充実を図り芸術文化活動を 文化センターの設備の充実と自主事業・共催文化センターの設備の充実と自主事業・共催

公演開催　4事業 公演開催　3事業

参加者　　1,000人

文化センターの設備の充実と自主事業・共催文化センターの設備の充実と自主事業・共催文化センターの設備の充実と自主事業・共催

促進するため、自主事業・共催事業を実施する。 事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

文化芸術フォーラムの開催

公演開催　3事業 公演開催　1事業 公演開催　1事業

参加者　　2,000人 参加者　　2,000人 参加者　　2,000人 参加者　　1,000人

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

目標年度（R 2） ―

多くの町民が、多種多様な音楽や芸術文化に触れる機会が提供

できる。

基準年度（H26）

/ /

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　文化芸術活動の促進

/ /

平成28年度（計画）

政策 ７　地域文化の育成 事務事業名 ２　那須町文化協会支援事業

課・局名

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

文化協会や各種サークル等の育成と交流

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

文化協会や各種サークル等の育成と交流 文化協会や各種サークル等の育成と交流 文化協会や各種サークル等の育成と交流

文化芸術活動を展開する。

文化協会の運営を支援し、各種サークル等と 文化協会や各種サークル等の育成と交流

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

多くの町民が文化芸術活動に参加したり楽しむことができている。

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/　年度の実績（累計）/目標数値

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / /

/ /

/

/ /
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変電所内高圧機器更新工事　　1,752,948円 那須町文化センター舞台機構設備改修 那須町文化センター舞台機構設備改修

工事実施設計業務委託　　　　1,587,600円 工事　　　　38,772,000円

文化センター施設スプリンクラー消火設備

室蓄電池充電器設備改修工事　4,752,000円

歴史資料（展示備品等含む）の収集　1件 企画展開催数　1回 テーマ展　4回

企画展開催数　４回 テーマ展開催数　4回

テーマ展　２回

来場者数　4,531名 来場者数　8,842人 年間来場者数　5,232人

移動博物館　1回

特別展　1回 特別展　1回

町民が那須町の歴史や文化について学ぶ機会を得ている。

成果目標・数値指標等

政策 ７　地域文化の育成 事務事業名 １　文化センター管理事業

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ２　文化施設の充実と活用

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

　文化センターの設備の改修を図る。 　文化センターの設備の改修を図る。

・舞台機構設備改修工事実施設計業務委託・舞台機構設備改修工事 ・照明設備改修工事実施設計業務委託 ・照明設備改修工事実施設計業務委託

町民の文化振興を図るため、文化センターを 　文化センターの設備の改修を図る。 　文化センターの設備の改修を図る。 　文化センターの設備の改修を図る。

適切に維持管理する。

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》 《実績》

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ２　文化施設の充実と活用

政策 ７　地域文化の育成 事務事業名 ２　那須歴史探訪館運営事業

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

《事業内容》

歴史資料の収集

歴史講演会等の開催 歴史講演会等の開催行う。 歴史講演会等の開催 歴史講演会等の開催

那須町の歴史資料の収集・整理・保存・展示を 歴史資料の収集 歴史資料の収集歴史資料の収集 歴史資料の収集

歴史講演会等の開催

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》《実績》

/ //

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

/

/ /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

町民が文化センターを利用して文化活動を行っている。
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那須町文化遺産管理費補助金 那須町文化遺産管理費補助金 那須町文化遺産管理費補助金

小深堀の植物群保存管理費補助金 小深堀の植物群保存管理費補助金 小深堀の植物群保存管理費補助金

那須町文化財整備費等補助金 那須町文化財整備費等補助金

那須町ふるさと創生文化伝承団体運営費 那須町ふるさと創生文化伝承団体運営費 那須町ふるさと創生文化伝承団体運営費

補助金　　　405,000円（45,000円×9団体） 交付金　　　700,000円（70,000円×10団体） 交付金　　　450,000円（45,000円×10団体）

黒田原お囃子教室開催 （地域伝統芸能等保存事業補助金活用）

黒田原お囃子教室開催

《実績》《実績》

平成28年度（計画）

平成28年度（計画）

政策

令和元年度（計画）

課・局名

令和2年度（計画）

生涯学習課

平成30年度（計画）

単位施策 ３　文化財の保存と活用

平成29年度（計画）

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

７　地域文化の育成 事務事業名 １　文化財保護・活用事業

《事業内容》 《事業内容》

資料の収集、民俗調査の実施 資料の収集、民俗調査の実施

《事業内容》

文化財の保護、保存のための支援

資料の収集、民俗調査の実施

文化財の保護、保存のための支援を行うと 文化財の保護、保存のための支援 文化財の保護、保存のための支援 文化財の保護、保存のための支援

ともに、調査、資料の収集を行う。 資料の収集、民俗調査の実施 資料の収集、民俗調査の実施

成果目標・数値指標等

町の歴史遺産が次世代に継承されている。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

目標年度（R 2） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

基準年度（H26） ―

/ /　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /

単位施策 ４　伝承文化の保存・伝承と活用

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ７　地域文化の育成 事務事業名 １　町伝統芸能継承支援事業

令和元年度（計画）

課・局名

令和2年度（計画）

生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち

平成29年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画）

伝統文化の保存団体への支援を行う。 伝統文化の保存団体への支援 伝統文化の保存団体への支援 伝統文化の保存団体への支援 伝統文化の保存団体への支援 伝統文化の保存団体への支援

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町の伝統文化が次世代に引き継がれている。

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

文化財の保護、保存のための支援
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交流事業、プロモーション事業の開催

マラソン大会の開催

小学生駅伝競走大会の開催

ツール・ド・とちぎ支援（スタート地点運営管理） ツール・ド・とちぎ支援（スタート地点運営管理）

町小学生駅伝競走大会（132名） 町小学生駅伝競走大会（126名） 町小学生駅伝競走大会（126名）

那須高原ハーフ＆ファミリーマラソン大会（2,180人） 那須高原ハーフ＆ファミリーマラソン大会（2,194人） 那須高原ハーフ＆ファミリーマラソン大会（2,118人）

町駅伝競走大会（277名） 町駅伝競走大会（249名） 町駅伝競走大会（292名）

町民ゴルフ大会の開催（2回298名） 町民ゴルフ大会の開催（2回286名） 町民ゴルフ大会の開催（2回269名）

那須高原ジュニアゴルフ大会（102名） 那須高原ジュニアゴルフ大会（131名）

那須高原ロングライドの支援（2500名） 那須ロード開催支援（10,000人の観客） 那須ロード開催支援（10,000人の観客）

《目標数値》　　　　　　　　　　　― 茨城県大洗町、広島県尾道市との交流 レンタサイクルの運営（業務委託） レンタサイクルの運営（業務委託）

　る。

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

単位施策 １　スポーツ・レクリエーション活動の推進

政策 ８　スポーツ・レクリエーションの推進 事務事業名 １　スポーツ・レクリエーション活動推進事業

平成28年度（計画）

課・局名

令和2年度（計画）

生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成29年度（計画）

マラソン大会の開催 マラソン大会の開催

　各種スポーツ・レクリエーション大会等 小学生駅伝競走大会の開催 小学生駅伝競走大会の開催

令和元年度（計画）平成30年度（計画）

マラソン大会の開催

　レクリエーション活動の場を提供する。 駅伝競走大会の開催 駅伝競走大会の開催 駅伝競走大会の開催 駅伝競走大会の開催 駅伝競走大会の開催

　幅広い年齢層の町民を対象にしたスポーツ・

小学生駅伝競走大会の開催 小学生駅伝競走大会の開催

　スポーツイベントを開催する。 町民ゴルフ大会の開催 町民ゴルフ大会の開催 町民ゴルフ大会の開催 町民ゴルフ大会の開催 町民ゴルフ大会の開催

マラソン大会の開催

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等 ジュニアオープンゴルフ大会の開催 ジュニアオープンゴルフ大会の開催 ジュニアオープンゴルフ大会の開催 ジュニアオープンゴルフ大会の開催

《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 /

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 １　スポーツ・レクリエーション活動の推進

政策 ８　スポーツ・レクリエーションの推進 事務事業名 ２　サイクルスポーツ振興事業

/ /

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

ツール・ド・とちぎ開催支援 ツール・ド・とちぎ開催支援

ロングライド等の参加型イベントの開催及び支援 ロングライド等の参加型イベントの開催及び支援

ツール・ド・とちぎ開催支援

　推進のためのイベント等の活動を行う。 那須高原ロングライド開催支援 Ｊプロツアー開催支援 Ｊプロツアー開催支援 Ｊプロツアー開催支援 Ｊプロツアー開催支援

　サイクルスポーツ及びサイクルツーリズムの ツール・ド・とちぎ開催支援 ツール・ド・とちぎ開催支援

ロングライド等の参加型イベントの開催及び支援

交流事業、プロモーション事業の開催 レンタサイクルの運営 レンタサイクルの運営 レンタサイクルの運営 レンタサイクルの運営

レンタサイクルの運営 那須高原ロングライド開催支援

交流事業、プロモーション事業の開催 交流事業、プロモーション事業の開催

広域連携事業の推進 広域連携事業の推進成果目標・数値指標等 広域連携事業の推進 広域連携事業の推進

広域連携事業の推進 交流事業、プロモーション事業の開催

《成果目標》

　子どもから高齢者まで、サイクルスポーツの理解を深め、健康

《実績》 《実績》《実績》 《実績》 《実績》

ツール・ド・とちぎ支援（フィニッシュ地点運営管理）

　増進や交通安全の普及、サイクルツーリズムが図られてい

那須高原ロングライドの支援（2700名）レンタサイクルの運営（業務委託） 那須高原ロングライドの支援（2700名）

サイクルモードや埼玉サイクルエキスポでのＰＲ サイクルモードや埼玉サイクルエキスポでのＰＲ

目標年度（R 2） ―

　子どもから高齢者まで、スポ－ツ・レクリエーションを通じて健康

　増進が図られている。

サイクルモードや埼玉サイクルエキスポでのＰＲ 茨城県大洗町、広島県尾道市との交流 茨城県大洗町との交流

－ 83 －



ニュースポーツ教室、出前教室の開催 ニュースポーツ教室、出前教室の開催

各種研修会等への参加 各種研修会等への参加

町レクリエーション大会の開催（50名）

開催なし

ニュースポーツ教室、出前教室の開催（18回）

各種研修会等への参加（10回）

スポーツ少年団への育成支援(5団体)

3体協（西郷村、下郷町、那須町）の交流（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会）

目標年度（R 2） ―

/

/

/ /

基準年度（H26） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 /

町レクリエーション大会の開催（315名）

町民体力測定会の開催（20名） 町民体力測定会の開催（32名）

会津美里町スポーツ推進員交流（会津美里町） 会津美里町スポーツ推進員交流（那須町）

町レクリエーション大会の開催（203名）

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ２　スポーツ関係団体の組織強化

政策 ８　スポーツ・レクリエーションの推進 事務事業名 １　那須町体育協会支援事業

令和元年度（計画）

県民スポーツ大会への参加（16種目226名） 県民スポーツ大会への参加（15種目197名）

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

町民体育祭の開催（17種目）

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画）

県民スポーツ大会への参加

町のスポーツの普及、振興を図る体育協会の 町民体育祭の開催 町民体育祭の開催

上及び健康増進を図る。 各専門部の活動支援 各専門部の活動支援

スポーツ少年団への育成支援

町民体育祭の開催 町民体育祭の開催 町民体育祭の開催

運営を支援し、各スポーツ団体の競技力の向 県民スポーツ大会への参加 県民スポーツ大会への参加 県民スポーツ大会への参加 県民スポーツ大会への参加

3体協（西郷村、下郷町、那須町）の交流

各専門部の活動支援 各専門部の活動支援 各専門部の活動支援

3体協（西郷村、下郷町、那須町）の交流 スポーツ少年団への育成支援 スポーツ少年団への育成支援

3体協（西郷村、下郷町、那須町）の交流 3体協（西郷村、下郷町、那須町）の交流

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民ひとり一スポーツを推進し、ライフスタイルに合わせ、誰もが

気軽にスポーツを行い、健康増進が図られている。

町民体育祭の開催（17種目） 町民体育祭の開催（15種目）

県民スポーツ大会への参加（16種目218名）

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　― 各専門部の活動支援（22専門部） 各専門部の活動支援（23専門部） 各専門部の活動支援（22専門部）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ８　スポーツ・レクリエーションの推進 事務事業名 １　スポーツ推進委員事業

課・局名 生涯学習課

基本方針 ７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ３　生涯スポーツの指導体制の充実

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

ニュースポーツ体験町民体力測定会の開催 町レクリエーション大会の開催

各種研修会等への参加

ニュースポーツ体験町民体力測定会の開催

スポーツの推進のための事業の実施に係る 町レクリエーション大会の開催 町レクリエーション大会の開催

指導や助言を行う。 ニュースポーツ教室、出前教室の開催 ニュースポーツ教室、出前教室の開催

町民体力測定会の開催

各種研修会等への参加 各種研修会等への参加

町レクリエーション大会の開催

連絡調整並びに町民に対するスポーツの実技 町民体力測定会の開催 ニュースポーツ教室、出前教室の開催 ニュースポーツ体験町民体力測定会の開催

《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

町民の体力の向上やニュースポーツの普及を行い、誰もが気軽

にスポーツに親しみ健康増進が図られている。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

各種研修会等への参加（12回） 各種研修会等への参加（10回）

ニュースポーツ教室、出前教室の開催（14回） ニュースポーツ教室、出前教室の開催（18回）

// /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値

3体協（西郷村、下郷町、那須町）の交流（ゴルフ大会）

目標年度（R 2） ―

－ 84 －



学校体育施設の開放を行い、日常生活におけ
る身近なスポーツ活動の普及と促進を図る。

学校体育施設の開放
学校跡地体育施設維持管理

学校体育施設の開放
学校跡地体育施設維持管理

学校体育施設の開放
学校跡地体育施設維持管理

学校体育施設の開放
学校跡地体育施設維持管理

学校体育施設の開放
学校跡地体育施設維持管理

成果目標・数値指標等

総合運動公園整備基金積立

平成28年度（計画） 平成29年度（計画）

総合運動公園整備基金積立
テニスコート整備測量設計

単位施策 ４　スポーツ施設の整備

政策

７　“教育・文化・スポーツ”のまち

基　　調

課・局名

令和2年度（計画）

生涯学習課

基本方針

目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

８　スポーツ・レクリエーションの推進 事務事業名 １　スポーツ施設整備事業

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画）

総合運動公園整備基金積立
テニスコート整備工事

総合運動公園整備基金積立

令和元年度（計画）

　気軽にスポーツ活動が出来る環境づくりのた
め、各種スポーツ施設の適切な維持管理を行
う。
　総合運動公園の整備を推進する。

総合運動公園 整備基金積立

成果目標・数値指標等

総合運動公園の建設費が高額となることなどから、先送りし、現
在、支障をきたしているスポーツ施設（テニスコート）を優先して整
備を進めていく。

整備基金積立金 50,000円

/ /

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

課・局名 生涯学習課

/ // /　年度の実績（累計）/目標数値 /

７　“教育・文化・スポーツ”のまち 単位施策 ５　学校体育施設の開放基本方針

《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成30年度（計画）

政策 ８　スポーツ・レクリエーションの推進 事務事業名 １　学校体育施設活用事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

学校体育施設の利用件数
学校跡地体育施設維持管理
　　　　　　維持管理費　1,185,404円

平成28年度（計画）

《実績》《成果目標》

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 /

〇学校体育施設の開放により、町民が地域スポーツ等を行うこと
ができる。

《実績》

/

目標年度（R 2） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

基準年度（H26） ―

/

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

/ /

整備基金積立金
テニスコート整備測量設計

整備基金積立金 50,000円

目標年度（R 2） ―

学校体育施設の利用促進
学校跡地体育施設維持管理

学校体育施設の利用促進
学校跡地体育施設維持管理

《実績》

令和元年度（計画）平成29年度（計画）

《実績》

令和2年度（計画）

《事業内容》

《実績》

《事業内容》

－ 85 －



まちづくり協議会の開催　4回 まちづくり協議会の開催　2回 まちづくり協議会の開催　2回

運営支援団体数　13団体 運営支援団体数　12団体 運営支援団体数　12団体

事業支援団体数　12団体 事業支援団体数　17団体 事業支援団体数　19団体

事業数　12事業 事業数　17事業 事業数　19事業

自治会加入世帯数　6,471世帯（63.68％） 自治会加入世帯数　6,492世帯（63.42％） 自治会加入世帯数　6,434世帯（62.73％）

自治会活動支援事業助成数　86事業 自治会活動支援事業所政数　86事業 自治会活動支援事業所政数　87事業

自治会数　90自治会 自治会数　90自治会 自治会数　90自治会

自治会連合会事業実施数　4事業 自治会連合会事業実施数　4事業 自治会連合会事業実施数　4事業

（地域づくり委員会7団体、町民活動団体5団体）

事務事業名 １　地域づくり活動支援事業

まちづくり協議会の開催

政策 １　地域づくり活動の推進（地域コミュニティの発展）

地域づくり事業の支援 地域づくり事業の支援

0団体

基本方針８　“協働・行財政”のまち

地域づくり事業の支援

課・局名 企画財政課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　地域づくり活動の推進

地域づくり事業の支援

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

まちづくり協議会からの提言を受け、

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

まちづくり協議会の開催 まちづくり協議会の開催

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

地域づくり委員会、町民活動団体が実施 地域づくり委員会活動支援 地域づくり委員会活動支援 地域づくり委員会活動支援 地域づくり委員会活動支援 地域づくり委員会活動支援

まちづくり協議会の開催

する地域づくり事業を支援する。

まちづくり協議会の開催

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　地域づくり事業支援団体数

町民と行政が協働して、町民が主体となった地域づくりを

進めている。

17団体/18団体 18団体/18団体

目標年度（R 2） 18団体

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 14団体/18団体 15団体/18団体 16団体/18団体

/18団体 /18団体　年度の実績（累計）/目標数値 12団体/18団体 17団体/18団体 19団体/18団体

政策 １　地域づくり活動の推進（地域コミュニティの発展） 事務事業名 １　地域連携事業

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 ２　コミュニティ活動の促進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

自治会加入率向上対策を実施する。 自治会加入率向上対策の実施 自治会加入率向上対策の実施

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

自治会連合会運営支援 自治会連合会運営支援

自治会加入率向上対策の実施 自治会加入率向上対策の実施

自治会連合会運営費補助 自治会連合会運営費補助 自治会連合会運営費補助 自治会連合会運営費補助 自治会連合会運営費補助

自治会活動に対し、自治会活動支援事業 自治会連合会運営支援 自治会連合会運営支援

自治会加入率向上対策の実施

自治会連合会運営支援

助成金を交付する。

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《実績》 《実績》

町民が、自主的かつ積極的な地域形成を進めている。

基準年度（H26） 65.8%

《目標数値》　自治会加入率

目標年度（R 2） 70.0%

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 66.0％/70.0％ 67.0％/70.0％ 68.0％/70.0％ 70.0％/70.0％69.0％/70.0％

　年度の実績（累計）/目標数値 62.73％/70.0％ /70.0％ /70.0％63.68％/70.0％ 63.42％/70.0％

《実績》 《実績》

地域づくり事業の支援

基準年度（H26） （地域づくり委員会7団体、町民活動団体10団体） （地域づくり委員会6団体、町民活動団体13団体）
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那須町自治公民館活動支援交付金 那須町自治公民館活動支援交付金 那須町自治公民館活動支援交付金

41自治公民館に3,780,000円交付 41自治公民館に3,770,000円交付 41自治公民館に3,757,000円交付

業績評価の検討 業績評価の検討 能力評価実施　１回

人事評価職員数　２６８人

人事評価制度の改定

生涯学習課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 ２　コミュニティ活動の促進

課・局名

政策 １　地域づくり活動の推進（地域コミュニティの発展）事務事業名 2　自治公民館活動支援事業

 前期基本計画における基調・目標 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

自治公民館活動支援 自治公民館活動支援

平成28年度（計画）

自治公民館の活動に要する経費の一部を 自治公民館活動支援 自治公民館活動支援 自治公民館活動支援

助成する。

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

自治公民館の活動が活性化している。

《実績》 《実績》《成果目標》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

/ /

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　人材の育成・能力開発

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

政策 ２　行政サービスの向上 事務事業名 １　人事評価制度運用事業

人事評価制度の改定検討 評価者研修の実施

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

人事評価制度の総合的運用 人事評価制度の総合的運用

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

人事評価制度の総合的運用 人事評価制度の総合的運用 人事評価制度の総合的運用

評価者研修の実施 評価者研修の実施 評価者研修の実施 能力評価及び業績評価の実施 能力評価及び業績評価の実施

　人事評価制度の試行と本格運用を図る。

成果目標・数値指標等

評価者研修の実施

　職員の意識改革と能力向上、適切な人事管理が行われて

　いる。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

《実績》 《実績》

目標年度（R 2） ―
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ホームページバナー広告1件

広報紙の発行12回、広報モニター委嘱1名

町民参加型の町政懇談会の開催 町民参加型の町政懇談会の開催

パブリックコメント制度の運用 パブリックコメント制度の運用

ホームページバナー広告2件

平成28年度（計画）

広報・広聴事業の推進により町民参加による 広報紙の発行、広報モニターの委嘱 広報紙の発行、広報モニターの委嘱

情報の管理と公開に関する制度の運用

情報公開11件、自己情報の開示1件

パブリックコメント実施3件

情報の管理と公開に関する制度の運用

平成29年度（計画）

研修所研修への参加　１７１名

（那須広域・県・市町村アカデミー 他）

スキルアップ研修の実施　1名

情報公開11件、自己情報の開示1件

まちづくり懇談会4回開催143名参加

パブリックコメント実施1件

ホームページバナー広告4件

広報紙の発行12回、広報モニター委嘱1名

 前期基本計画における基調・目標

政策

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 ３　広報・公聴活動の推進

事務事業名

情報の管理と公開に関する制度の運用 情報の管理と公開に関する制度の運用

２　行政サービスの向上

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

１　広報・広聴推進事業

令和元年度（計画）平成30年度（計画）

広報紙の発行、広報モニターの委嘱 広報紙の発行、広報モニターの委嘱

令和2年度（計画）

《事業内容》《事業内容》

パブリックコメント制度の運用 パブリックコメント制度の運用 パブリックコメント制度の運用

広報紙の発行、広報モニターの委嘱

協働のまちづくりを目指す。 情報の管理と公開に関する制度の運用

町民参加型の町政懇談会の開催町民参加型の町政懇談会の開催 町民参加型の町政懇談会の開催

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等 ホームページの充実 ホームページの充実 ホームページの充実

パブリックコメント実施0件

ホームページの充実 ホームページの充実

《実績》 《実績》

町民が容易に行政情報を取得できるとともに、町民の意見を町政に

反映させることができる。 情報公開22件、自己情報の開示0件

まちづくり懇談会2回開催13名参加 まちづくり懇談会4回開催46名参加

広報紙の発行12回、広報モニター委嘱1名

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 ２　行政サービスの向上

政策 ２　行政サービスの向上 事務事業名 １　研修制度拡充事業

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画） 令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

研修所研修への参加 研修所研修への参加 研修所研修への参加

スキルアップ研修の実施 スキルアップ研修の実施 スキルアップ研修の実施 スキルアップ研修の実施

研修所研修への参加

　研修の充実を図る。 （那須広域・県・市町村アカデミー 他） （那須広域・県・市町村アカデミー 他） （那須広域・県・市町村アカデミー 他） （那須広域・県・市町村アカデミー 他） （那須広域・県・市町村アカデミー 他）

　公務研修への参加や、民間企業への短期 研修所研修への参加

スキルアップ研修の実施

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》 《実績》

　職員のスキルアップにより、町民サービスの向上が

　図られている。

各種研修への参加　１７８名 各種研修への参加　２０２名

（那須広域・県・市町村アカデミー 他） （那須広域・県・市町村アカデミー 他）

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

基準年度（H26） ―

スキルアップ研修の実施　　２名スキルアップ研修の実施  １名

目標年度（R 2） ―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

　年度の実績（累計）/目標数値 / / / / /
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再任用職員制度の運用　　４名 再任用職員制度の運用　　９名

職員数　２８３名 職員数　２８９名

職員数　２８３名

/

保育園運営適正化の推進 保育園運営適正化の推進

主要事務事業の評価実施（65事業） 主要事務事業の評価実施（66事業） 主要事務事業の評価実施（63事業）

保育園運営適正化の推進 保育園運営適正化の推進

/

保育園運営適正化の推進

技能労務職の退職不補充 技能労務職の退職不補充

改善提案率　100％（65/65事業） 改善提案率　100％（66/66事業）

事務事業の評価制度により、効率的かつ効果的な行政運営が

指定管理者等の推進

保育園運営適正化の推進

技能労務職の退職不補充

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち

政策 ３　適切な行財政運営 事務事業名 １　事務事業評価事業

単位施策 １　那須町行財政改革の推進

事務事業評価の実施

令和元年度（計画）平成30年度（計画）

事務事業評価の実施 事務事業評価の実施

《事業内容》《事業内容》

令和2年度（計画）

達成状況を把握し、成果の上がらない事業は

積極的に見直しを行い、効率的かつ効果的な

行政運営を推進する。

平成29年度（計画）

事務事業評価の実施 事務事業評価の実施

平成28年度（計画） 前期基本計画における基調・目標

目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》基　　調 《事業内容》

事務事業評価を充実させ、具体的な成果の

成果目標・数値指標等

《成果目標》 《実績》

行われている。

《実績》 《実績》《実績》 《実績》

改善提案率　100％（63/63事業）

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ３　適切な行財政運営 事務事業名 ２　人事管理適正化事業事業

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　那須町行財政改革の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

指定管理者等の推進 指定管理者等の推進

技能労務職の退職不補充 技能労務職の退職不補充

　定数管理の適正化を推進する。 指定管理者等の推進 指定管理者等の推進

保育園運営適正化の推進

技能労務職の退職不補充技能労務職の退職不補充 技能労務職の退職不補充

再任用職員制度の適正運用 再任用職員制度の適正運用 再任用職員制度の適正運用 再任用職員制度の適正運用 再任用職員制度の適正運用

指定管理者等の推進

保育園運営適正化の推進

《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

　町民サービスが低下することなく、適切な職員配置が行わ

　れている。

《実績》 《実績》《成果目標》

―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

目標年度（R 2）

再任用職員制度の運用　１名

/ /

―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

基準年度（H26）

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―
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移管、公共交通係をふるさと定住課に移管

住民生活課の戸籍係と住民年金係を統合し、戸
籍住民

那須町行財政改革推進プランの策定 グループ制の廃止

を秘書係と人事係に分離、戦略推進係を企画財
政課に

係を新設、こども未来課に管理係、保育園整備係
を新設

経常収支比率の改善により、弾力的な財政運営を進める。

那須町行財政改革推進プラン２０１６に基
づく財政健全化に向けた取り組みの実施

・町税等収納率の向上
・人件費等の歳出の削減
・行政評価等の活用
・公共施設等総合管理計画の策定　等

那須町行財政改革推進プラン２０１６に基
づく財政健全化に向けた取り組みの実施

・町税等収納率の向上
・人件費等の歳出の削減
・行政評価等の活用
・公共施設再編計画の策定　等

那須町行財政改革推進プラン２０１６に基づ
く財政健全化に向けた取り組みの実施

・町税等収納率の向上
・人件費等の歳出の削減
・行政評価等の活用
・公共施設の再編
・統一的な基準による財務書類の作成　等

・財務書類作成システムの運用
・公有財産管理システムの運用
・公共施設等総合管理計画の策定

那須町行財政改革推進プラン２０１６に基づ
く財政健全化に向けた取り組みの実施

・町税等収納率の向上
・人件費等の歳出の削減
・行政評価等の活用
・公共施設の再編
・統一的な基準による財務書類の活用　等

住民生活課窓口業務委託の検討

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　那須町行財政改革の推進

 前期基本計画における基調・目標 平成29年度（計画）

政策 ３　適切な行財政運営 事務事業名 ３　行政改革推進事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

令和元年度（計画）平成30年度（計画）

那須町行財政改革推進プランの推進 那須町行財政改革推進プランの推進

行政組織のスリム化及び効率化の推進

令和2年度（計画）

《事業内容》

指定管理者導入や民間委託の推進 指定管理者導入や民間委託の推進 指定管理者導入や民間委託の推進

那須町行財政改革推進プランの策定 那須町行財政改革推進プランの推進

管理者の導入を図り、効果的で効率的な行政 行政組織のスリム化及び効率化の推進 行政組織のスリム化及び効率化の推進

るとともに、積極的に業務の民間委託や指定 指定管理者導入や民間委託の推進 指定管理者導入や民間委託の推進

行政組織のスリム化及び効率化の推進

運営を推進する。

那須町行財政改革推進プランの推進那須町行財政改革推進プランを着実に推進す

―

行政組織のスリム化及び効率化の推進

住民生活課窓口業務委託導入（富士ゼロックス
（株））

那須温泉ファミリースキー場の指定管理者

導入（H28～H30：新規）

クリーンステーション那須の管理運営業務

委託導入（H28～H29：新規）

《実績》

/ /

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

―目標年度（R 2）

基準年度（H26）

　年度の実績（累計）/目標数値 / / / /

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / /

/

課・局名 企画財政課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　那須町行財政改革の推進

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ３　適切な行財政運営 事務事業名 ４　財政運営適正化事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

那須町行財政改革推進プラン２０１６に基づく
財政健全化に向けた取り組みを強化する。

那須町行財政改革推進プラン２０１６に基づ
く財政健全化に向けた取り組みの実施

・町税等収納率の向上
・人件費等の歳出の削減
・行政評価等の活用
・公共施設の再編
・統一的な基準による財務書類の活用　等

《目標数値》　経常収支比率　85.0％

基準年度（H26） 90.2%

87.0％/85.0％ 86.0％/85.0％ 85.0％/85.0％

目標年度（R 2） 85.0%

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 89.0％/85.0％ 88.0％/85.0％

平成28年度（計画）

行財政改革推進プランを着実に推進することで、財政面の負担

や、町民サービスの向上が図られている。

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》

総務防災係を総務係と防災交通係に分離、秘書
人事係

《実績》

成果目標・数値指標等

/85.0％ /85.0％　年度の実績（累計）/目標数値 92.7％/85.0％ 92.8％/85.0％ 93.5％/85.0％
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　・検討資料作成 　　（全町民から1000人抽出）

公共施設マネジメントシステムの構築・導
入

　・公有財産利活用検討幹事会　1回

個別施設の再編計画の検討 　・公共施設に関する町民アンケート　1回

収納率対策本部徴収　3回，延べ47日

町内嘱託員臨戸　728回

コンビニ収納利用率　27.04％(4税2料)

クレジット収納利用率　0.79％(4税)

スマホアプリ収納導入　H30年4月開始

捜索　13回，財産差押　263件

収納率対策本部徴収　2回，延べ30日

町内嘱託員臨戸　680回

コンビニ収納利用率　27.93％(4税2料)

クレジット収納利用率　0.95％(4税)

スマホアプリ収納利用率　0.04(4税2料)

捜索　19回，財産差押　405件

那須町公共施設等総合管理計画の策定 公会計管理台帳システムの構築・導入

収納率対策本部徴収　2回，延べ35日

捜索　11回，財産差押　249件

クレジット収納導入　H29年4月開始

コンビニ収納利用率　27.4％(4税2料)

町内嘱託員臨戸　791回

政策 ３　適切な行財政運営 事務事業名 ５　収納率向上対策事業

課・局名 税務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　那須町行財政改革の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

収納率対策本部による徴収，徴収嘱託 収納率対策本部による徴収，徴収嘱託

産差押の強化により収納率の向上を図る。 向上，クレジット収納の導入，捜索や 収納利用率の向上，スマホアプリ収納

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

収納率対策本部による徴収，徴収嘱託 収納率対策本部による徴収，徴収嘱託

索や財産差押の強化

収納率対策本部による徴収，徴収嘱託

員による徴収，納税方法の拡大，捜索や財 員による徴収，コンビニ収納利用率の 員による徴収，コンビニ・クレジット 員による徴収，コンビニ・クレジット 員による徴収，コンビニ・クレジット 員による徴収，コンビニ・クレジット

収納率対策本部による徴収，町税徴収嘱託

捜索や財産差押の強化

・スマホアプリ収納利用率の向上，捜 ・スマホアプリ収納利用率の向上，捜 ・スマホアプリ収納利用率の向上，捜

財産差押の強化 の導入，口座振替取扱金融機関の拡充， 索や財産差押の強化 索や財産差押の強化

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

98.00％/98.00％

基準年度（H26） 97.38%

《目標数値》　町税収納率（現年課税分）

　年度の実績（累計）/目標数値 97.81％/98.00％

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 97.60％/98.00％ 97.70％/98.00％ 97.80％/98.00％ 97.90％/98.00％

97.72％/98.00％ 98.22％/98.00％

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　町有財産の適正管理

/98.00％ /98.00％

平成28年度（計画） 平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

政策 ４　町有財産の適正管理 事務事業名 １　総合管理計画推進事業

令和元年度（計画） 令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の 那須町公共施設等総合管理計画の策定 公会計管理台帳システムの導入

個別施設の再編計画の検討

個別施設の再編計画の検討 那須町公共施設再編計画策定 個別計画（長寿命化）策定

推進 公共施設マネジメントシステムの導入

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

公共施設等の保有量を最適化し、財政負担の軽減を図る。

基準年度（H26） ―

個別施設の再編計画の検討

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ // /　年度の実績（累計）/目標数値 /

目標年度（R 2） 98.00%

収納率の向上により税収を確保する。
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那須町公有財産利活用検討委員会　2回 那須町公有財産利活用検討委員会　1回 那須町公有財産利活用検討委員会　1回

遊休財産の利活用件数　0件 遊休財産の利活用件数　0件 遊休財産の利活用件数　0件

財産管理委員会　1回 財産管理委員会　1回 財産管理委員会　1回

植林事業　14.18ha 植林事業　　 1ha 植林事業　　 6.83ha

下草刈り　14.18ha 下草刈り　19.93ha

町有林伐採　0ha町有林伐採 7.85ha

総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 ２　町有財産の有効活用

政策 ４　町有財産の適正管理 事務事業名 １　町有地活用事業

課・局名

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

財産管理委員会の開催　年１回 財産管理委員会の開催　年１回

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

那須町公有財産利活用検討委員会の開催 那須町公有財産利活用検討委員会の開催

財産管理委員会の開催　年１回 財産管理委員会の開催　年１回

那須町公有財産利活用検討委員会の開催

年２回 年２回 年２回 年２回 年２回

町有財産の適正管理と有効活用の促進 那須町公有財産利活用検討委員会の開催 那須町公有財産利活用検討委員会の開催

財産管理委員会の開催　年１回

遊休財産の利活用件数　1件 遊休財産の利活用件数　1件 遊休財産の利活用件数　1件 遊休財産の利活用件数　1件 遊休財産の利活用件数　1件

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

遊休財産の有効活用の推進

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

目標年度（R 2） ―

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

課・局名 総務課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 ２　町有財産の有効活用

政策 ４　町有財産の適正管理 事務事業名 ２　町有林整備事業

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

令和2年度（計画）

下草刈りの実施 下草刈りの実施

町有林の適切な保全を図り、継続的かつ 町有林伐採（8ha） 町有林伐採（8ha） 町有林伐採（8ha） 町有林伐採（8ha）

下草刈りの実施 下草刈り実施

安定的な森林資源管理を推進する。 植林事業の実施 植林事業の実施 植林事業の実施 植林事業の実施 植林事業の実施

成果目標・数値指標等

下草刈り実施

計画的な伐採及び植林による循環的な森林資源管理

《実績》 《実績》《成果目標》

町有林伐採　9.08ha

《実績》

目標年度（R 2） ―

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / / / / /

/ /　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

那須町伐採計画の見直し

町有林伐採（8ha）

《実績》 《実績》
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圏域内の市町と連携・協力し、定住自立圏構
想を推進する

行政運営に関する広域的運営を推進する。

圏域全体で必要な生活機能が確保され、定住志向者の増加が
図られている。

定住自立圏事業の推進 定住自立圏事業の推進 定住自立圏事業の推進

広域行政による効率的な行政運営が行わている。

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性

課・局名 企画財政課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 １　広域行政の推進

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画）

政策 ５　広域行政（定住自立圏構想等）の推進 事務事業名 １　広域行政推進事業

《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

広域行政事業に関する負担金支出

(塵芥処理・消防等)

広域行政事業に関する負担金支出

《事業内容》

令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

広域行政事業に関する負担金支出 広域行政事業に関する負担金支出

(塵芥処理・消防等) (塵芥処理・消防等)(塵芥処理・消防等)

《事業内容》

《実績》《実績》

成果目標・数値指標等

(塵芥処理・消防等)

広域行政事業に関する負担金支出

//

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《実績》

(塵芥処理・消防等) (塵芥処理・消防等)

広域行政事業に関する負担金支出広域行政事業に関する負担金支出 広域行政事業に関する負担金支出

(塵芥処理・消防等)

　数値目標の達成計画（累計）/目標数値 / /

/ /

目標年度（R 2） ―

/

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

政策 ５　広域行政（定住自立圏構想等）の推進 事務事業名 １　定住自立圏構想推進事業

課・局名 企画財政課

基本方針 ８　“協働・行財政”のまち 単位施策 ２　定住自立圏の推進

令和2年度（計画）

基　　調 目標の方向性 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》 《事業内容》

 前期基本計画における基調・目標 平成28年度（計画） 令和元年度（計画）平成29年度（計画） 平成30年度（計画）

定住自立圏事業の推進 定住自立圏事業の推進 定住自立圏事業の推進定住自立圏事業の推進 定住自立圏事業の推進

《実績》 《実績》《成果目標》 《実績》 《実績》 《実績》

成果目標・数値指標等

―目標年度（R 2）

基準年度（H26） ―

《目標数値》　　　　　　　　　　　―

《実績》 《実績》《成果目標》

/ /

　年度の実績（累計）/目標数値 / / /

/ /　数値目標の達成計画（累計）/目標数値

/ /

/
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