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■平成29年度までの実績のまとめ

１　平成29年度実績関係　
（１）　平成29年度に目標値設定していた基本目標の目標値達成状況

目標数 8
※①・②・③ともに前年度と同じ

（２）　平成29年度に目標値設定していた基本目標に掲げている個別事業の目標値達成状況

事業数 12

事業数 7

事業数 15

事業数 12

事業数 46
※前年度＝事業数45、④25、⑤15、⑥60.0％

安定した雇用を創出する

新しいひとの流れをつくる

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
とともに、地域と地域を連携する

区　　　　　　　　　　　分

基本目標１

基本目標２

基本目標３

66.7%

①平成29年度目
標値設定件数

②平成29年度目
標値達成件数

⑤平成29年度目
標値達成事業数

③達成率
（②/①）

1

0

100.0%

0.0%

1

0

⑥達成率
（⑤/④）

0.0%

100.0%

計

1

1基本目標４

0

1

3 2

計

新しいひとの流れをつくる

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

区　　　　　　　　　　　分
④平成29年度目
標値設定事業数

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４
時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
とともに、地域と地域を連携する

26

安定した雇用を創出する

13 50.0%

7 4 57.1%

3 1 33.3%

7 2 28.6%

9 6 66.7%

　１の（１）と（２）表のように、平成29年度に目標値を設定した基本目標と、それらに掲げている個
別事業の重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況を見ると、基本目標は、３件の設定に対して２件
（66.7％）が達成しているものの、個別事業は、設定した26事業に対して13事業（50.0％）の達成で
あり、計画期間（５年）のうち３年が経過した時点での達成度合いとしては、若干低調な結果となっ
ている。
　しかし、１の（３）表にあるように、目標値には及ばなかった13事業のうち、ほぼ目標値を達成(目
標値を80％以上)しているものが４事業（30.8％）あり、達成している事業との合計では17事業
（65.4％）となる。
　次に、総合戦略掲載全46事業について、平成31年度の最終目標値に対する現時点までの状況
としては、２の（１）表にあるように、平成29年度で既に最終目標値を達成した事業が６事業あり、
また、２の（２）表にあるように、最終目標値を達成する水準にある事業が10事業、さらに、２の（３）
表にあるように、目標値に近づいている事業が16事業あり、合計すると全体の69.6％となってい
る。
　以上のことから、一部（１の（４）・２の（４）参照）において事業実績が伸び悩んでいるものの、全
体としては、一定の成果は上がっているものと考えられる。

砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の平成29年度までの実績
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（３）　平成29年度目標値に及ばなかった事業うち、ほぼ目標値を達成(目標値の80％以上)した個別事業

事業数 12

事業数 7

事業数 15

事業数 12

事業数 46
※前年度＝事業数45、⑦13、⑧5、⑥38.5％

（４）　上記（３）のうち伸び悩んでいる個別事業（⑦－⑧の事業のうち、目標値の40％未満の達成）
基本目標１
　(2)-1) 担い手育成支援事業
　(2)-4) 雇用創出事業（企業振興促進対策事業）
基本目標２
　(1)-1) 移住定住促進事業
基本目標３
　(2)-1) 特定不妊治療費助成事業
　(2)-2) 市立保育所開放事業
基本目標４
　(3)-1) 中空知定住自立圏「しごとの魅力発信と総合的な就業・移住支援」事業 計 ６ 事業

２　平成31年度までの目標値も含めた実績

（１）　平成29年度時点で平成31年度までの最終目標値を達成した個別事業（目標値：○件（５年間））
基本目標１
　(1)-3) 商店街空き店舗対策事業
　(1)-3) 創業支援事業
　(2)-1) 担い手育成支援事業
基本目標２
　(1)-1) 移住定住促進事業
基本目標４
　(2)-2) 住み替え支援事業
　(3)-1) 中空知定住自立圏「しごとの魅力発信と総合的な就業・移住支援」事業 計 ６ 事業

（２）　平成29年度時点で平成31年度までの最終目標値の水準にある個別事業（目標値：○件（平成31年））
基本目標１
　(1)-2) 農業６次産業化整備促進事業
　(2)-5) ICT人材育成事業
基本目標２
　(2)-1) 市街地回遊誘導事業
　(2)-1) 地域資源を核とした情報発信による観光客誘致事業
基本目標３
　(2)-1) 陣痛タクシー事業
　(2)-2) 学童保育事業
　(2)-3) 幼稚園就園奨励事業
　(2)-3) 幼稚園保育料負担軽減補助事業
基本目標４
　(1)-1) 中空知医療圏ネットワークシステム構築事業
　(2)-1) 移住定住促進住宅整備事業 計 10 事業

5

区　　　　　　　　　　　分

基本目標１
安定した雇用を創出する

基本目標２
新しいひとの流れをつくる

基本目標３
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

⑦未達成事業
数

⑧目標値80%
以上事業数

3 1

2 0

30.8%

3

3 0

13 4

⑨構成比
（⑧/⑨）

33.3%

0.0%

60.0%

0.0%基本目標４
時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
とともに、地域と地域を連携する

計
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（３）　平成29年時点で平成31年度までの最終目標値には及ばないが達成に近づいている個別事業
　（最終目標値の60％以上の達成）
基本目標１
　(1)-1) クリーン農業推進事業
　(2)-1) 農作業受託組織支援事業
　(2)-2) 看護学生修学資金貸与事業
基本目標２
　(2)-1) 情報発信による観光振興事業
　(3)-1) 砂川高校支援事業
基本目標３
　(2)-1) 妊婦健康診査費用助成事業
　(2)-1) 妊娠・出産支援事業
　(2)-2) 病児・病後児保育事業
　(2)-3) 多子世帯保育料軽減事業
　(2)-3) 保育料軽減事業
　(2)-3) インフルエンザ任意予防接種費用助成事業
基本目標４
　(1)-1) 砂川市地域包括ケアネットワーク事業（情報共有ネットワーク事業）
　(1)-2) 健康管理支援事業
　(1)-3) 除雪サービス事業
　(2)-1) まちなか住まいる等住宅促進助成事業
　(2)-1) 永く住まいる住宅改修助成事業 計 16 事業

（４）　上記（１・２・３）以外14事業のうち伸び悩んでいる個別事業（最終目標値の40％未満の達成）
基本目標１
　(2)-4) 雇用創出事業（企業振興促進対策事業）
基本目標３
　(2)-1) 特定不妊治療費助成事業
　(2)-2) 市立保育所開放事業
　(2)-2) 市立保育所一時保育事業
基本目標４
　(1)-3) 屋根雪下ろし等支援事業
　(1)-4) ＪＲ砂川駅バリアフリー化の検討
　(3)-1) 砂川版生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）構想の検討 計 ７ 事業
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３　特記事項（ポイント）

（１）各基本目標における数値目標について

・４つの基本目標については、それぞれ数値目標が２つ、合計で８つ設定されている。

・Ｈ29に目標値設定があるものは、Ⅰの１の通りだが、８つ全ての最終目標値（Ｈ31）に対する

進捗状況としては、７つの目標が「達成・達成水準にある」又は「達成に近づいている」状況にある。

・なかなか伸びていない（49.3％）一つは「婚姻届出数」であり、近年５年間で最も少ない56件と

なっている。

（２）基本目標１について（安定した雇用を創出する）

　(2)-1) 担い手育成支援事業

・「基盤整備を実施し経営の効率化を図った面積」をＨ29から毎年５haと目標値設定している。

・Ｈ29の目標値５haに対して０haであったため、Ⅰの４（伸び悩んでいる）となっているが、

Ｈ27・Ｈ28の実績（19.2ha）により、既に最終目標値（15ha/５年間）を達成している。

・補助要件がＨ29から変更となり、農家にとって取組にくくなった。

　(2)-4) 雇用創出事業（企業振興促進対策事業）

・「施設新設等を行なった企業の新規雇用者数」をＨ27から毎年５人と目標値設定している。

・これまで実績はないが、Ｈ29に企業振興促進補助金の助成対象となった新設が２件

あったため、Ｈ30に実績が出てくる見込みである。

（３）基本目標２について（新しいひとの流れをつくる）

　(1)-1) 移住定住促進事業　〔４（3）1）中空知定住自立圏「しごとの魅力発信と総合的な就業・移住支援」事業〕

・「ワンストップ窓口を通しての移住者数」をＨ29から毎年２人と目標値設定している。

・Ｈ29の目標値２人に対して０人であったため、Ⅰの４（伸び悩んでいる）となっているが、

Ｈ28の実績（６人）により、既に最終目標値（６人/５年間）を達成している。

・Ｈ29のお試しハウス利用は延14組31人であったが、即、結果には結びついていない。

（４）基本目標３について（若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる）

　(2)-1)特定不妊治療費助成事業

・「助成を受けた者の満足度」をＨ27から毎年70％と目標値設定している。

・Ｈ27、Ｈ28は目標値を達成したが、Ｈ29は25％と低調となった。

・申請者６名中、４名からアンケートを回収した。１名は「大いに満足」であったが、３名は

「不満」との回答で、さらなる助成拡大を望んでいる。

　(2)-2)市立保育所開放事業

・「保育所開放事業参加親子組数」をＨ27から毎年150人と目標値設定している。

・年々減少傾向である中、Ｈ27・Ｈ28の目標値に対する達成率は60％強であったが、

Ｈ29は利用者ニーズの変化やＰＲ不足の影響から、25.3％と極端に低下した。

　(2)-2)市立保育所一時保育事業

・「一時保育年間利用児童数」をＨ31に900人にすると目標値設定している。

・Ｈ27から増加傾向であったが、Ｈ29は1～3月まで保育士不足により利用制限をしたため、

前年度より減少している。なお、12月までの比較では、多少増加している状況であった。

（５）基本目標４について（時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する）

　(1)-4)ＪＲ砂川駅バリアフリー化の検討

・「整備されたバリアフリー設備数」をＨ31に２箇所すると目標値設定している。

・これまで実績はないが、現在は、砂川駅にエレベーター及び風除室の設置に向けて、

具体案の協議をＪＲと進めている状況である。（実施時期は未定）
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４　事業見直し等による主な目標値（重要業績評価指標：ＫＰＩ）の変化・影響

（１）基本目標の数値目標について

基本目標１　　「新たな雇用者数」　　Ｈ31目標：40人　→　Ｈ29実績：27人（Ｈ28：0人）　

・Ｈ28に実施した「看護学生修学資金貸与事業（返還免除）」による新たな成果が加わった。

・砂川市立病院への就業者数　24人（旧制度によるＨ28実績は8人）

・他３名は、介護人材育成支援事業によるもの。（Ｈ28実績は0人）

（２）基本目標１について（安定した雇用を創出する）

　(1)-3) 商店街空き店舗対策事業

ＫＰＩ：「空き店舗解消数」　　Ｈ29目標：1件　→　Ｈ29実績：2件（Ｈ28：6件）

　(1)-3) 創業支援事業

ＫＰＩ：「創業支援事業に基づく新規創業件数」　　Ｈ29目標：1件　→　Ｈ29実績：3件（Ｈ28：4件）

・平成29年度より商工会議所による創業支援セミナーを開催。創業支援事業計画と連動させる

など、関係団体とも連携して創業希望者を支援することで創業につながっている。

・新規創業における空き店舗の活用を図る。（Ｈ29：新規創業３件のうち２件が空き店舗活用）

　(2)-2) 看護学生修学資金貸与事業

ＫＰＩ：「砂川市立病院への就業者数」　　Ｈ31目標：32人　→　Ｈ29実績：24人（Ｈ28：－人）

・Ｈ28に返還免除制度を取り入れ、Ｈ29から制度利用者の就職が始まった。

・卒業生のうち進学希望者を除く多くの学生が当院に就職している。

（３）基本目標２について（新しいひとの流れをつくる）

　(2)-1) 地域資源を核とした情報発信による観光客誘致事業

ＫＰＩ：「ポータルサイト年間アクセス数」　　Ｈ31目標：19,500件　→　Ｈ29実績：77,810件（Ｈ28：915件）

ＫＰＩ：「まちなか観光施設入込客数」　　Ｈ31目標：260千人　→　Ｈ29実績：261千人（Ｈ28：220千人）

　(2)-1) ふるさと名物「すながわスイーツ」を活用した観光振興事業

ＫＰＩ：「観光入込客数」　　Ｈ31目標：1,342千人　→　Ｈ29実績：1,413千人（Ｈ28：－千人）

・Ｈ29.3に観光協会ポータルサイトを開設、雑誌（じゃらん等）掲載などＰＲ活動を積極的に進めた。

・Ｈ29.7にハイウェイオアシス館がリニューアル、産直市場や新しいレストランがオープンしたこと、
また、スマートインターチェンジも徐々に浸透してきている。
・オアシス館の観光客が増えたことで、スマートインターチェンジからの出入が増すなど、まちなか
への回遊が増え、まちなか観光施設入込客数の増加につながっている。

　(3)-1) 砂川高校支援事業

ＫＰＩ：「砂川高校入学者数」　　Ｈ31目標：120人　→　Ｈ29実績：112人（Ｈ28：88人）

・ＰＲ強化による支援策の浸透、支援内容の拡充・追加など、支援制度の充実を図った。

・模擬試験受験料補助：1/2→全額、大学入学奨学補助：10万円→国立30万円　など

（４）基本目標４について（時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する）

　(2)-1) 住み替え支援事業

ＫＰＩ：「住情報の提供延件数」　　Ｈ29目標：5件　→　Ｈ29実績：14件（Ｈ28：11件）

・建築住宅課に、住み替え支援を推進する係（住生活支援係）が新設され、住宅相談の総合窓口を
開設したことで、情報収集や相談体制の強化につながっている。
・空き家の利活用進めるため、新たな住み替え支援制度について検討を進めている。
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