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※三宅町のまちの創生・ひとの創生・しごとの創生実現のため、総合戦略の柱として設定された目標です。

〈数値目標〉
指標

企業誘致数

町内事業所における従業者数

※各KPI設定項目や事業の積み上げによって達成される目標として、R2年度終了後に検証する数値目標です。

※基本目標達成に向けて、より具体的な推進方向を示したものです。

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（１）企業誘致の実現
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 ③1 ④2 ⑤2 ⑤2
達成率 - ⑥Ａ ⑥C ⑥C

達成状況
の分析
今後の
取組

①KPI設定項目名を記載しています。
②R2年度終了時の達成目標値を記載しています。
③H27年度総合戦略策定時の数値を記載しています。
④H28年度の実績値ですが、目標値が延べ数値で記載されている場合は、実績値も述べ数値で記載しています。
　策定時に実績１がありますので、H28年度の実績は１ですが、１＋１で、延べ２と記載しています。
⑤28年度同様、H29年度及びH30年度も延べ数値を記載していますので、H29年単年度並びにH30年単年度の実績は０ということになります。
⑥R2年度終了時達成に向け、各単年度に達成しておきたい数値を割戻し、その数値を基に単年度ごとに★達成率を記載しています。
　【計算式】

◆H28年度の場合　(4-1)÷5=0.6  　2÷(0.6×1+1)×100＝125％　★達成率に当てはめA判定
◆H29年度の場合　(4-1)÷5＝0.6　　2÷(0.6×2+1)×100＝90.9％　★達成率に当てはめB判定　　　

※P4「フェイスブックでの「いいね」の数」については、目標値は単年度、実績値は記事毎の延べ件数を記載しています。
※P7「受診率」ついては、乳幼児健診の意識定着の指標となる３歳８か月の実績値より達成率を記載しています。
※P14「各種保健事業の受診率」については、すべてのがんの受診率から最多の達成率判定を記載しています。

【主要事業の成果】
（１）企業誘致の実現

事業名・担当課

固定資産税について課税免除

税務課

企業立地促進事業

土木まちづくり課
・
・
・

★【主要事業の成果】において、事業名以下に着色（青色）されている事業について
平成31年（令和元年）度に実施した事業として一覧内に掲載しておりますが、各重要業績評価指標（KPI)の達成に直接関連しない事業となるため、参考事業としてご確認ください。

効果検証シート説明用紙　　

【基本目標１】地域にしごとをつくり、地域で安定して働けるようにする

基準値 目標値

１社 延べ４社

１，４３５人(H24) ２，２００人

〈基本方向〉
○ 京奈和自動車道三宅Ｉ．Ｃの開通や、大和中央道の延伸及び、近鉄石見駅周辺整備事業の実施により交通の利便性が向上という利点を活かし、
町内への企業誘致を目指します。
○「スポーツ用品工業のまち」としての伝統と技術を継承する地場産業を中心とする商工業を支援することで、地域経済の好循環を生み、若者が安心・充
実して働ける雇用を創出します。
○ 農業においても、本町は奈良盆地の肥沃な耕作地を有しており、また、天皇の直轄地である「屯倉（みやけ）」に由来するまちであることからも、農業
の活性化を図ります。

H29年度
②延べ4 (R2年度)

⑤2
⑥B

平成31年度まで、企業誘致2件。

企業誘致促進事業については、企業誘致のPRを行い、デベロッパー等の誘致活動をする。
三宅1号線道路整備事業については、道路実施設計、用地買収、道路整備工事等を進めていく。

　（目標値－策定時実績値)÷5ヵ年＝単年度目標値
　　(　②　　ー　　　 ③        ) ÷５   =    α
　　単年度実績値÷（単年度目標値×年数+策定時実績値) ×100＝達成率　　　
　　　④ or ⑤　　 ÷（　　　α　　　　　×年数+　　　　③　　　　)×100＝　○％

事業概要 主な成果・今後の取組等

・
・
・

・
・
・

　　　　　★達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

①企業誘致数（件）

三宅町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の
課税免除に関する条例により、基本計画に基づき対象
施設を整備したときは固定資産税について課税免除する
ことができる。

【主な取組】
H29年度に１件の申請があり、H30年度当該部分の課税分
をＲ１年度及びR2年度も引き続き免除を実施（免除期間
は３年間）

【今後の取組等】
町内で施設整備を検討する企業に周知を行う

工業施設及び商業施設等の立地に伴う投資に係る経
費の一部を奨励金にて交付し、企業の負担軽減を図る
ことで町内へ立地を誘導する。
また、企業の用地取得促進のため、土地等の売却や貸
付けを行った土地等所有者に対して奨励金を交付し、土
地等提供協力意欲の向上を図る。
奈良県と連携して京奈和自動車道三宅ＩＣ周辺への
企業誘致を推進する。

【主な取組】
H3１年度まで、企業誘致２件。
企業誘致促進のため、三宅町企業立地促進条例、三宅町
商業施設等立地促進条例、三宅町企業立地のための事業
協力促進条例を制定済み。

【今後の取組等】
企業誘致のPRを行い、デベロッパー等の誘致活動をする。



〈数値目標〉
指標

企業誘致数

町内事業所における従業者数

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（１）企業誘致の実現
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 1 2 2 2
達成率 - Ａ C C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 1,435 1,479 ー ー
達成率 - B ー ー

達成状況
の分析
今後の
取組

（２）地場産業の競争力の強化
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 840,400 － 869,902 ー
達成率 - － B ー

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 342 1,691 1,784 1,609
達成率 - Ａ A B

達成状況
の分析

今後の
取組

【基本目標１】地域にしごとをつくり、地域で安定して働けるようにする

基準値 目標値

１社 延べ４社

１，４３５人(H24) ２，２００人

〈基本方向〉
○ 京奈和自動車道三宅Ｉ．Ｃの開通や、大和中央道の延伸及び、近鉄石見駅周辺整備事業の実施により交通の利便性が向上という利点を活か
し、町内への企業誘致を目指す。
○「スポーツ用品工業のまち」としての伝統と技術を継承する地場産業を中心とする商工業を支援することで、地域経済の好循環を生み、若者が安心・
充実して働ける雇用を創出する。
○ 農業においても、本町は奈良盆地の肥沃な耕作地を有しており、また、天皇の直轄地である「屯倉（みやけ）」に由来するまちであることからも、農業
の活性化を図る。

H29年度
延べ4 (R2年度)
2
B

平成31年度まで、企業誘致2件。

企業誘致促進事業については、企業誘致のPRを行い、デベロッパー等の誘致活動をする。
三宅1号線道路整備事業については、道路実施設計、用地買収、道路整備工事等を進めていく。

H29年度
2,200 (R2年度)
ー
ー

経済センサス調査が5年ごとに実施される。（次回は令和3年度に実施される）

企業誘致等の施策により、町内事業所における従業者数に取り組んでいきたい。

H29年度
924,400 (R2年度)

880,200
A

平成31年度については、未発表。

グローブ100周年記念事業を契機として、グロ－ブ・ミット産業に代表される地場産業の活性化に取り組ん
でいきたい。

H29年度
2,500(R2年度)

2,856
Ａ

高額寄附の減少により寄附金額は減少しているが、低額寄附枠の設置により寄附件数は増加しており、よ
り多くの方に三宅町の地場産業をＰＲできた。

より魅力的な新商品の開発等を町内企業とも検討していき、三宅町の産業を盛り立てていく。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

企業誘致数（件）

町内事業所における
従業者数（人）

町内事業所における製造品出荷額
（万円）

ふるさと納税（万円）
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（３）稼げる農業の創出
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 0 1 1 1
達成率 - Ａ C D

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 4,143 ー 4,143 4,605
達成率 - ー ー B

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 350 ー 350 680
達成率 - ー ー A

達成状況
の分析
今後の
取組

【主要事業の成果】
（１）企業誘致の実現

事業名・担当課

固定資産税について課税免除

税務課

企業立地促進事業

土木まちづくり課

三宅１号線道路整備事業

土木まちづくり課

H29年度
延べ3 (R2年度)
1
B

平成２８年度の１名の新規就農者があったが、それ以降は０人であり目標には達していない。

今後、新規就農者確保のためのＰＲとともに就農のために農地の確保に取組む必要がある。また、継続者に対しても補
助金交付や農業指導等を継続して行い、農業への定着促進を図る。

H29年度
5,500 (R2年度)
ー
ー

金ゴマ栽培面積は目標面積には到達していないが、一人一畝運動講習会等地道な取り組みやＰＲによ
り平成３０年度より年々増加している。

今後は販路拡大及び農作物のＰＲのため、金ゴマ焼酎の試作・開発を行う。

H29年度
500 (R2年度)

ー
ー

サトイモ耕作面積は平成３０年度に比べ約３００㎡増加しており、目標を達成している。

今後は、耕作面積を維持・増加できるよう一人一畝運動講習会とともにＰＲ等を実施していく。

事業概要 主な成果・今後の取組等

新規就農者数（人）

金ゴマ耕作面積（㎡）

サトイモ耕作面積（㎡）

三宅町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税
の課税免除に関する条例により、基本計画に基づき対
象施設を整備したときは固定資産税について課税免除
することができる。

【主な取組】
H29年度に１件の申請があり、H30年度当該部分の課税
分をＲ１年度及びR2年度も引き続き免除を実施（免除期
間は３年間）

【今後の取組等】
町内で施設整備を検討する企業に周知を行う

工業施設及び商業施設等の立地に伴う投資に係る経
費の一部を奨励金にて交付し、企業の負担軽減を図る
ことで町内へ立地を誘導する。
また、企業の用地取得促進のため、土地等の売却や貸
付けを行った土地等所有者に対して奨励金を交付し、
土地等提供協力意欲の向上を図る。
奈良県と連携して京奈和自動車道三宅ＩＣ周辺への
企業誘致を推進する。

【主な取組】
H3１年度まで、企業誘致２件。
企業誘致促進のため、三宅町企業立地促進条例、三宅町
商業施設等立地促進条例、三宅町企業立地のための事業
協力促進条例を制定済み。

【今後の取組等】
企業誘致のPRを行い、デベロッパー等の誘致活動をする。

当事業区間は三宅IC東側に位置し、県と共同でプロ
ジェクトを進めている工業ゾーンの区域内を通過してお
り、現在もインターアクセス道路として大型車交通量が増
加していることから、拡幅整備が急務となっている。また、
三河橋については老朽化が著しく、幅員も狭小である
為、架け替えの必要性が高い橋梁であるため三宅ＩＣ
東側から三河橋までの道路整備事業を行う。

【主な取組】
町道三宅１号線の拡幅事業実施にあたり、地元自治会及
び耕地組合に対し、事業概要説明会を実施。
H30年度より、測量、道路設計、用地買収等を実施。

【今後の取組等】
道路実施設計、用地買収、道路整備工事等を進めていく。
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（２）地場産業の競争力の強化
事業名・担当課

ふるさと納税推進事業

財政課

グローブ100周年記念事業

産業管理課

（３）稼げる農業の創出
事業名・担当課

特産物推進事業

産業管理課

新規就農支援事業

産業管理課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

ふるさと納税制度を活用し、地場産業製品の周知・普
及を図る。

【主な成果】
低額の寄附金額枠設置と、寄附者へパンフレットを送付する
ことで、より多くの方に三宅町の地場産業が周知された。

【今後の取組等】
ＷＥＢやＳＮＳを活用し、三宅町の地場産業のさらなる周
知に努め、地場産業の活性化を推進する。

野球グロ－ブ生産１００周年事業実行委員会に対
し、予算の範囲内において負担金を交付する。

【主な成果】
令和２年度、令和３年度の活動に向けて、プロモーション戦
略を作成した。

【今後の取組等】
プロモーション戦略に基づき、適切な企画を立て活動する。

一人一畝講習会を開催し、金ゴマ・サトイモの普及促進
を行う。また、サトイモの普及及び新規販路開拓のため、
サトイモ焼酎の製造を酒造業者に依頼し、販売を行い、
特産品の創出へ繋げていく。

【主な成果】
一人一畝運動講習会に約３０名の参加があり、それぞれ金
ゴマ・サトイモの栽培に取り組んでいただき、金ゴマについては
昨年度より栽培面積が増加した。サトイモ焼酎については、約
３００本を販売した。

【今後の取組等】
金ゴマ・サトイモの耕作面積の維持・拡大と金ゴマ焼酎の試
作・開発に取り組んでいきたい。

経営が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確
保し、経営リスクを負っている新規就農者へ支援を行う。

【主な成果】
新規就農者数は令和元年度の就農開始者は０人、継続者
は１人であった。継続者に対して青年新規就農者における農
業次世代人材投資事業補助金の交付を行った。

【今後の取組等】
補助金を交付するとともに農業指導等を継続し、農業への定
着を図る。
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〈数値目標〉
指標

町外からの転入者数（人）

社会増減（人）
（転入者数－転出者数）

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（１）タウンプロモーションの実施
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 1,103 6,197 6,072 3,057
達成率 - Ａ A C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 439 1,497 4,023 5,395
達成率 - A A A

達成状況
の分析
今後の
取組

（２）文化・スポーツなどによる観光事業の推進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 1,180 1,803 1,093 1,710
達成率 - A C B

達成状況
の分析

今後の
取組

【基本目標２】地方の新しいひとの流れをつくる

基準値 目標値

227 300

△１９ 均衡

〈基本方向〉
○ 本町においては、転出超過による社会減が大きく、平均すると毎年３０人の人口が減っており、自然減を併せると毎年５０人の人口が減少してい
る。社会増減については、特に「若い世代の転出」が多くなっているため、若い世代への情報発信として、ＳＮＳを活用した積極的な情報発信を行うな
ど、町外・県外へ広く三宅町の魅力をＰＲする「タウンプロモーション」を実施することで、交流人口及び定住人口の増加を図る。
○ ２０２１年に没後１４００年を迎える聖徳太子が、斑鳩から飛鳥まで通われたことに由来する「太子道」や、社会福祉の先駆者で２０１６年度に
生誕８００年を迎えた「忍性菩薩」など、これらの地域資源を生かした観光イベント事業を実施することで 、交流人口の増加を図る。
○ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、青少年の育成を行うとともに、グローブなどを中心とする「スポーツ用品のまち」として、オリンピッ
ク・パラリンピック開催時の海外からの観光客の増加に向けた観光拠点としての整備を実施する。
○ 「夢と活力とうるおいに満ちたまちづくり」を実現させることで、多世代が繋がり賑わいと魅力を創出し、ずっと住み続けたいまちとして、定住を促進すると
ともに、転入者の増加を目指す。

H29年度
5,000 (延べ・単年度)
6,217

Ａ
１つの記事に対するいいねの数が減ってきている。
フェイスブック離れが進んでいることも要因のひとつではないか。

フェイスブックのみならず、今後の状況を見据えたＳＮＳ等の活用方法を検討する。
H29年度

延べ5,000 (R2年度)
1,621

C

youtubeへの新規の動画投稿がないため再生回数は伸び悩んでいる。

どのような内容・方法・材料で発信するか、また、マンネリ化することに変化をつけることが課題であり、随時見
直しをかけることが必要である。

H29年度
2,000 (R2年度)

1,260
B

平成２８年、３１年度のように単年度での大規模イベントを行った年の数値は突出するが、それ以外では
同様の事業構成では頭打ちになっている状況である。

公民館事業が複合施設へと転換される中で、新たな観光事業の構築を目指し、文化・スポーツの拠点作り
がその重要なツールとして活用できるよう、検討していきたい。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

フェイスブックでの
「いいね」の数（件）

YouTubeでの
再生回数（回）

観光イベントでの集客数（人）
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（３）移住・定住の促進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値

実績値 4/12 11/30 24/73 12/28

達成率 - Ａ A C
達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 26 30 25 26
達成率 - A C C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 0 0 0 0
達成率 - Ｅ E E

達成状況
の分析
今後の
取組

【主要事業の成果】
（１）タウンプロモーションの実施

事業名・担当課

マスコットキャラクター

政策推進課

町イチ！村イチ！

政策推進課

情報系電子計算
システム業務費

財政課

H29年度
延べ25件延べ75人 (R2年度)

18/53

Ａ

平成3１年度は前年度よりも半数ほどの転入者数になっている。

令和2年度は以前より要望があった町内転居の方も対象とし、定住支援も行い、より一層の移住定住促
進を図る。

H29年度
40 (R2年度)

17
C

問い合わせ件数は目標値には達していない。

今後周知方法等の改善の余地がある。

H29年度
延べ4 (R2年度)
0
Ｅ

空き家バンクへ情報登録を行っているが、活用実績は０件であった。

引き続き、特定非営利活動法人空き家コンシェルジュと空き家総合支援業務委託を締結し、空き家総合相談や当該
法人が運営する空き家バンクへの情報登録を実施していきたい。

事業概要 主な成果・今後の取組等

UIターン促進事業による転入者数
（三宅町移住定住促進事業）

三宅町への定住に
関する相談（回）

空き家の活用件数（戸）

町内外のイベントへの出演やグッズ作成などにより、マス
コットキャラクターを通した町のＰＲを行なう。

【主な成果】
イベントへの出演やグッズ販売（売り上げ：11,800円）。

【今後の取組等】
町の知名度の向上、三宅ファンの増加、町の活性化、誘客
数の増加に取り組んでいく。

全国の町村が一堂に会し、それぞれがもっているイチオシ
をアピールするイベント「町イチ！村イチ！」に参加する。

【主な成果】
H31年度：来場者数（53,000人《2日間累計》）
　　　　　　　　町ブース売り上げ（193,660円）
町村会から旅費の補助があり財政負担は軽減。
都市圏に三宅町のＰＲができる。
※2年に1度のイベントのため、Ｒ２年度は開催なし。

【今後の取組等】
出展業者と連携し、効果的なＰＲを行っていく。

三宅町の魅力や情報を、公式ホームページ、SNSなどを
利用し発信する。

【主な成果】
イベントや各事業などの行政情報について、記事の数も増えつ
つあり、積極的に発信できた。

【今後の取組等】
記念事業や新たな施設の情報などについて、引き続き記事の
数を増やしつつ、より見やすくわかりやすい情報発信に努める。
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（２）文化・スポーツなどによる観光事業の推進
事業名・担当課

定住自立圏推進事業

政策推進課

文化財保存費
（三宅古墳群）

社会教育課

社会教育総務費
（三宅町文化祭）

社会教育課

保健体育総務費
（三宅町マラソン大会）

社会教育課

（３）移住・定住の促進
事業名・担当課

定住自立圏推進事業

政策推進課

UIターン促進事業
（三宅町移住定住促進事業）

政策推進課

空き家の活用

産業管理課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

天理市を中心とした、山添村、川西町、三宅町、田原
本町の圏域において、観光振興や産業振興による地域
経済の活性化を図り、農林水産資源を積極的に活用
し、地産地消、販路拡大を薦め、産業の活性化につな
げる。また、結婚から子育てまでの切れ目ない支援、圏
域の魅力や働く場の創出などにより、圏域における定住
人口や交流人口の増加を図る。

【主な成果】
公共施設の相互利用の促進が実現した。

【今後の取組等】
圏域でのさらなる共生を目指した取り組みが必要である。

三宅古墳群の発掘調査及び整理作業を行う。

【主な成果】
平成２９年度よりアンノ山古墳の調査を行っており、墳丘規
模、墳形を確認し、前方後円墳の可能性が高いことがわか
る。

【今後の取組等】
同調査により、アンノ山南側の墳丘も古墳である可能性が高
いことがわかり、引き続き調査を行う。

住民の文化活動の発表の機会として舞台発表、作品
展示及び模擬店の出店を行う。

【主な成果】
文化協会・三宅町・教育委員会が連携し、創意工夫をし、
実施している。町内各地で活動する団体の発表の機会となっ
ており、地域の文化振興及び地域の活性化につながってい
る。

【今後の取組等】
令和２年度はコロナ渦の影響で中止となるが、文化協会独
自の発表会などを通じ、日頃発表や展示に向け努力を積ま
れている方々が目標となる場を設けたい。

いつでも・どこでも・だれでもスポーツを気軽に楽しむことが
できるよう、町内に複数のコースを設置しマラソン大会を
開催。

【主な成果】
令和元年度より初めて町内の太子道をコースとし、過去最長
の７ｋｍの部を創設。また、参加申込者数も７６２名と大
幅に増加した。

【今後の取組等】
太子道では沿道の声援も多く、今後さらなる近隣住民との一
体感が期待される。町の中心的なスポーツイベントとして成長
できるよう取り組みたい。

天理市を中心とした、山添村、川西町、三宅町、田原
本町の圏域において、観光振興や産業振興による地域
経済の活性化を図り、農林水産資源を積極的に活用
し、地産地消、販路拡大を薦め、産業の活性化につな
げる。また、結婚から子育てまでの切れ目ない支援、圏
域の魅力や働く場の創出などにより、圏域における定住
人口や交流人口の増加を図る。

【主な成果】
公共施設の相互利用の促進が実現した。

【今後の取組等】
圏域でのさらなる共生を目指した取り組みが必要である。

町内において住宅を新築または新規購入し、入居する
転入者等に対して、その費用の一部を予算の範囲内に
おいて補助することにより、三宅町への定住を促進し、人
口拡大を図る。

【主な成果】
毎年15～20件程度の申請があり、５０人程度の転入が実
現している。

【今後の取組等】
さらなる転入者の確保に加え転出者の抑制につながる取り組
みも行うべきと考える。

空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事
故、犯罪、火災等を未然に防止し、良好な景観及び居
住環境を守り、町民の安全・安心な生活の実現に寄与
することを目的として、各種施策を実施する。

【主な成果】
空き家コンシェルジュと空き家総合支援業務委託を締結し、
空き家総合相談や空き家コンシェルジュが運営する空き家バ
ンクへの情報登録を実施した。

【今後の取組等】
空き家コンシェルジュと連携し、空き家総合相談や空き家バン
クへの情報登録をする。
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〈数値目標〉
指標

合計特殊出生率

母子手帳発行数

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（1）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値

実績値
6か月97.6
12か月100
1歳6か月97.9
3歳8か月92.5

6か月95.5
12か月90.9
1歳6か月91.9
3歳8か月89.1

6か月97.5
12か月95.7
1歳6か月100
3歳8か月93.3

6か月97.1
12か月100
1歳6か月95.1
3歳8か月100

達成率 - B B A
達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 30 43 39 35
達成率 - A B C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 100 100 100 100
達成率 - Ａ A A

達成状況
の分析
今後の
取組

【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

基準値 目標値

1.26(H26) 1.50

３０人 ５０人

〈基本方向〉
○ 若い世代の結婚・妊娠・出産への希望をかなえるため、働き方支援・少子化対策などを実施することで、子どもの出生数の増加を目指します。
○ 妊娠・出産・子育てに対して、保健・医療・福祉・教育に関する切れ目ない支援を行うことで、出産や子育てへの不安や負担の軽減を図るとともに、地
域全体で子どもを支えるまちづくりを実施します。
○ 幼保連携型の認定こども園の設立、耐震化を実施した園舎への太陽光発電施設及び蓄電池等の設置や学童保育施設及び児童館の新設などの
ハード面を整備するとともに、保育、教育内容の充実に加え、待機児童数ゼロを維持し、また、学童保育の充実を図ります。これにより、三宅町で子ども
を育てたいと思える環境を整備するとともに、女性の社会進出を支援します。
○ 男女共同社会の実現にむけて、女性の活躍を推進するとともに、職業生活と家庭生活との両立を図るための環境の整備を実施する。

H29年度
乳児(6か月)100

　　　　　　　　　　　　　　　　乳児(12か月)100　　　　　　（R2年度)
幼児(1歳6か月)100
幼児(3歳8か月) 95

6か月92.9
12か月88.9
1歳6か月95.0
3歳8か月97.2

A
健診受診率については、95％以上の高い受診率を確保できている。未受診児については、海外渡航中などの理由で未
受診となっている方もある。その他未受診児については、訪問等により現認確認はできている。
今後も、乳幼児健診の重要性を理解してもらい、必要な保健指導や子育て支援が受けられる場にしてい
く。

H29年度
50 (R2年度)

49
A

出生数については、伸び悩んでいる。内訳として、第1子が約半数、第２子・第３子以降が約半数となって
いる。
第１子出生の増加、第２子・第３子以降の出生の底上げをはかっていく必要がある。町内での子育てを
継続していけるよう、住環境等も含め施策検討が必要である。

H29年度
100 (R2年度)

100
Ａ

以前より助産師会に委託し、新生児全戸訪問を実施しており、全数実施できている。

今後も、医療機関と連携を図り、産後早期からの関わりにより、子育ての不安や産後うつへの支援に取り組
む。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

受診率（％）

出生数（人）

乳児家庭全戸訪問
事業における実施率（％）
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（２）子ども・子育て支援の充実
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 0 0 0 0
達成率 - Ａ A A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 1,057 485 1,607 2,193
達成率 - D A A

達成状況
の分析

今後の
取組

（３）男女共同参画社会の推進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 0 0 3 7
達成率 - Ａ E E

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 0 0 0 0
達成率 - Ａ A A

達成状況
の分析

今後の
取組

H29年度
0 (R2年度)

0
Ａ

待機児童数ゼロ。

第2期子ども・子育て支援事業計画より、就学前児童及び小学生の母親の就労率は増加しており、今後
ますます学童保育ニーズは増加すると考えられる。今後複合施設に移転することで、"保育の量"の拡充は
達成できる見込みだが、児童にとって適切な遊びや生活の場など"保育の質"についてより拡充できるよう、ま
た併せて地域における子どもの居場所づくりを検討し、事業展開していく必要がある。

H29年度
1,600(R2年度)

1,120
B

子育て中の親子の交流促進や育児相談等の充実を図ることを目的に「ふれあい広場」や「ふれあいサロン」
を実施している。平成31年度は、「ふれあいサロン」の利用者数が大幅に増加していることから、子育て支援
センターが親子にとって色んな情報を知る場であり、かつ、悩みを解消し、地域の中で孤立することを防ぐ一
役を担っていると考える。

きめ細やかなサービスで、子育て・子育ちの孤立化を防ぎ、事業計画の立案・実施を行う。

H29年度
0 (R2年度)

0
Ａ

幼児教育・保育の無償化の影響もあり、３号認定（３歳未満児）の利用申込が増加している。

現在、三宅幼児園では、保育士の不足により受入が困難な状況になり待機児童が発生している。近隣市
町村においても同様に待機児童が増加しているため、他市町村へ広域委託することも難しくなっている。

H29年度
0 (R2年度)

0
Ａ

待機児童数ゼロ。

第2期子ども・子育て支援事業計画より、就学前児童及び小学生の母親の就労率は増加しており、今後
ますます学童保育ニーズは増加すると考えられる。今後複合施設に移転することで、"保育の量"の拡充は
達成できる見込みだが、児童にとって適切な遊びや生活の場など"保育の質"についてより拡充できるよう、ま
た併せて地域における子どもの居場所づくりを検討し、事業展開していく必要がある。

待機児童数（人）

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センタースマイル）
における延べ利用者数（人）

幼児園における待機児童数（人）

学童保育における待機児童数
（人）
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【主要事業の成果】

（１）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
事業名・担当課

みやけ子ども・子育て応援事業

健康子ども課

産前・産後サポート事業

健康子ども課

母子保健事業

健康子ども課

三宅町コペアレンティング
促進事業

健康子ども課

事業概要 主な成果・今後の取組等

子育ての精神的負担を軽減し子育てへの男女共同参
画を目指すことを目的に子育て教室やイベントを開催す
る。また、地域ぐるみでの子育て支援施策を推進しコミュ
ニティ形成を目的に活動する団体等へ活動補助金を交
付する。そして、子育て世帯への金銭的負担軽減を図り
子育てしやすい環境を整えることを目的に出産祝品の贈
呈とベビースケールを無償貸与する。

【主な成果】
子育て応援事業利用率：約８５％。おむつ・粉ミルクなど子
育てに必要な商品であり、子育て家庭の負担軽減をするとい
う点で好評である。
子育てイベント：５回実施。イベント内容により参加人数は
異なるが、町外参加者も多く、アンケートでは好評を得てい
る。

【今後の取組等】
子育て世代の流入を呼び込むためにも、町外へのＰＲを積
極的に行うとともに、出産直後のみでなく、節目ごとに支援が
実施できるよう他課と連携し展開する必要がある。

妊産婦及び乳児を対象に切れ目のない支援を行うため
の事業を実施し、子育て世帯の安心感を醸成することを
目的として実施。

【主な成果】
電子母子手帳アプリを活用した情報発信。妊娠から訪問・相
談により支援をスタートし、産後もできるだけ１か月までに訪
問することで早期支援している。

【今後の取組等】
産前・産後の出産・育児への不安軽減のため、支援策の継
続・見直し等をしていく。

母子保健法に基づき、地域における子育て支援を充実
し、親の養育力の向上を図ることを目的として実施。

【主な成果】
健診受診率については、95％以上の高い受診率を確保でき
ている。未受診児については、訪問等により現認確認はできて
いる。乳児家庭全戸訪問が１００%実施できていることから
も、健診受診へつなげることができている。また、子育て家庭
総合相談窓口を活用し、必要な専門職の支援につなげること
ができている。

【今後の取組等】
訪問、健診、相談を通して継続的な育児相談を行うことで、
親子の健全育成につなげていく。また、子育て家庭総合相談
窓口を周知し、気軽に相談できる体制を調整していく必要が
ある。

若い世代が安心して働き、結婚、妊娠、出産、子育て
が出来るよう切れ目ない支援体制を整備することを目的
に、子育てセミナーや、男性が家事参加できるよう事業を
実施する。

【主な成果】
　妊娠期からの栄養支援として、妊婦向けレシピ・離乳食レシ
ピをＨＰで紹介。また、男性職員対象に、カジダン教室実施
し、男性の家事参加への意識づけを図った。

【今後の取組等】
　官民協働で妊娠中の夫婦を対象とした子育てセミナー等を
開催し、夫婦で一緒に家事・育児をしていく意識をもってもらう
よう働きかけていく。
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（２）子ども・子育て支援の充実
事業名・担当課

三宅町児童虐待防止
対策事業

健康子ども課

放課後児童健全育成事業

健康子ども課

障害児支援事業

健康子ども課

産前・産後サポート事業

健康子ども課

子育て支援センター費

子育て支援センター

事業概要 主な成果・今後の取組等

子どもの安心・安全の確保を図り、子どもの最善の利益
を優先し、子どもの権利を守るため、一般子育てに関す
る相談から養育困難な状況や児童虐待等に関する相
談全般に応じる。
（平成30年11月　子ども家庭総合相談窓口開設）
子ども家庭総合相談窓口を開設し、相談に対して各専
門職が専門領域を活かして、それぞれの視点から支援
方法や対応方法を協議しながら考える等、連携を図って
いる。

【主な成果】
養育支援訪問、子育て短期支援事業などの制度や子ども家
庭相談窓口による相談業務、要保護児童対策地域協議会
の構成機関を始めとする関係機関の連携により、虐待の未然
防止、悪化防止に繋がっている。

【今後の取組等】
児童虐待の起因背景には、複雑な家族歴があることが多く、
家族の全体像を掴みながら支援方針を検討していく必要性
がある。支援困難なケースについては、スーパーバイザーを招へ
いしてのケース検討を行い、要保護児童対策地域協議会の
機能強化、専門性の強化に取り組む。

日中保護者が就労等により家庭にいない小学生児童に
対して、放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、児
童の健全な育成を図る事業

【主な成果】
　就労する保護者は増加しており、学童保育の登録者数及
び利用者数は年々増加している。特に低学年の占める割合
は増加している。そこで、認定方法や利用方法などの見直しに
取り組むことで、希望者が全員利用できる体制とすることがで
きた。

【今後の取組等】
　今後学童保育のニーズはますます増加し、待機児童が発生
すると考えられるため、複合施設に移転し、利用定員を増や
す予定である。

心身に障がいを持つ子どもに対し、日常生活における基
本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練や、その他必要な支援を実施し、それらの支
援を行う事業所に対する費用（放課後デイサービスや
相談支援の利用など）の給付を実施する。

【主な成果】
町内の相談支援事業所ひまわりを主として、各々の希望や
ニーズに応じた相談支援を実施し、支援計画を作成、サービ
スの利用につなげている。事業所に対する費用の給付実績は
増加傾向にある。

【今後の取組等】
支援を必要とする子どもに対し、各々の発達や特性に合った
サービスや事業所の利用につなげていく。

妊産婦及び乳児を対象に切れ目のない支援を行うため
の事業を実施し、子育て世帯の安心感を醸成することを
目的として実施。

【主な成果】
電子母子手帳アプリを活用した情報発信。妊娠から訪問・相
談により支援をスタートし、産後もできるだけ１か月までに訪
問することで早期支援している。

【今後の取組等】
産前・産後の出産・育児への不安軽減のため、支援策の継
続・見直し等をしていく。

子育て家庭の育児不安についての相談指導、子育て
サークルへの支援、地域の保育需要に応じた保育事業
等の実施など、地域の子育て家庭に対する育児支援を
行う。

【主な成果】
　利用者数が年々増加している。子育て支援センターを利用
し、他の保護者や職員と交流することで保護者は子育てに関
する悩みや不安、負担を軽減させることができている。また、利
用者同士のつながりもでき、地域の中で親子が孤立するのを
防ぐことにつながっていると思われる。

【今後の取組等】
　町内で活動している子育て支援グループを支援するととも
に、グループ同士をつなげたり活動内容を発信しあえる場を設
ける等、地域全体で子育て支援をしているという気運を高めら
れるような事業を展開する。
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事業名・担当課

みんなでやろう健康チャレンジ事業

幼児園

わんぱくキッズ

幼児園

学校・地域パートナーシップ事業

社会教育課

（３）男女共同参画社会の推進
事業名・担当課

男女共同参画事業

総務課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

乳幼児期から子ども達の健康の保持増進、運動機能の
習得や好ましい態度、習慣を身に付け運動能力の向上
や音楽的発達を促し豊かな創造性を育てる。（正課体
育・リトミック）

【主な成果】
・正課体育　3,4,5歳児 年間８回
　成果は数値化できないが、幼児自ら、意欲を持って挑戦し
ようとする姿や集中力につながっている。
・リトミック　1,2歳児 年間15回　 ３歳児 年間10回
　成果は数値化できないが、音を聴いて体を動かしたり、集中
力をつけたり、情操教育の基礎となっている。

【今後の取組等】
引き続き、子ども達の健康の保持増進等のため事業を推進
する。

言語や社会性などの育ちがゆっくりな幼児に対して、
個々の発達に応じて支援していく療育教室を毎週1回
行い充実を図る。

【主な成果】
H31は13名の登録があった。
毎週火曜日２グループに分け行う。
園の職員、特別支援コーディネーター・公認心理師で運営。
各学期末には参観と保護者懇談会を行い、発達検査、個別
相談は随時、必要に応じて実施している。

【今後の取組等】
利用者に評価いただき、療育教室の必要性が高いことから、
今後も継続していく。

地域ボランティアによる小学校の授業補助及び図書室
開放、登下校の見守り活動を実施。地域活動団体
（文化協会、みやけまちづくりの会、ゆるスポ等）と協力
し、年13回の子ども体験教室の実施。

【主な成果】
地域の大人が講師として参加する体験教室や、見守り活動
の実施により、児童と地域の大人との接点となっている。図書
室開放についても、図書室を利用する児童が増えており、読
書活動の推進につながっている。

【今後の取組等】
より地域の持つ課題、子どもの課題に沿うよう事業内容の調
整の場を設けながら、地域とともに子どもを育てる体制の推進
を進めていく。

男女共同参画社会実現するための啓発活動を実施す
る。

【主な成果】
男性職員の育児休暇制度など、職場内におけるワーク・ライ
フ・バランスに関する取り組みを進めている。

【今後の取組等】
男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動や研修会を企
画するとともに、奈良県と連携し、男女共同参画計画の策定
に向けた取り組みを推進する。
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〈数値目標〉
指標

三宅町に住みたいと思う人の割合
※

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（１）地域と地域をつなぐ暮らしやすいまちづくり
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 100 100 100 100
達成率 - Ａ A A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 0 0 1 1
達成率 - Ｅ A E

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 0 16 20 34
達成率 - Ａ B A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 57 60 58 58
達成率 - A B B

達成状況
の分析
今後の
取組

【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「夢と活力とうるおいに満ちた」まちづくり

基準値 目標値

３４．８％（H22年） ５２．２

※ 第３次基本構想策定時のアンケート結果
・ずっと住み続けたい ：３１．３％
・一度は町外へ出ても三宅町に戻って住みたい： ３．５％
・住みたくない：１９．３％ ・わからない：４３．２％
・不明・無回答： ２．７％

〈基本方向〉
○ 住民のだれもが三宅町で安心して健やかに暮らすことができるよう、防災・防犯などの体制や、地域包括連携の実施、多世代の賑わいある交流拠点
の整備などにより、保健・医療・福祉のサービスの充実させるとともに、地域のつながりが充実したまちづくりを目指す。
○ 官民連携を推進するとともに、奈良県で一番小さい町として、地域の住民・ボランティアとの連携を図り、住民が主体的にまちづくりに参加し、それぞれ
の能力や知識を最大限に生かし、いきいきと輝くことができるまちづくりを目指す。
○ 三宅町が守り育んできた歴史・文化・自然・産業に誇りを持ち、次の世代に伝えていくことで、まちへの愛着を深めていくことができるまちづくりを目指
す。

H29年度
100 (R2年度)

100
Ａ

町内全域10大字の全てにおいて、自主防災会が組織されている。

災害により生じる被害を完全に防ぐことは困難なため、発災前の備えに加えて、発災後の迅速・適確な応
急対策と地域での共助体制の確立などによる、災害での被害を最小限に抑える「減災」にむけた取組（減
災行動）が重要である。そのため、町においては、住民や事業者の減災行動に対する理解の促進と、その
実践につなげていくために、「自助」、「共助」、「公助」の考え方に基づく減災を推進する。

H29年度
延べ4 (R2年度)
0
Ｅ

近年３年は１件ずつではあるが、老朽危険空き家が除却されており、空き家所有者の意識が変わってきて
いるものと思われる。

今後も年に１件～２件の除却を目標に当事業を進めていく。

H29年度
延べ40(R2年度)

20
A

地震による建物火災の約６割は、「通電火災」「復電火災」と言われ、防災意識の高まりとともに、マスメ
ディアでも取り上げられるようになり、徐々に認知されつつある。

昨年度、感震ブレーカーの補助事業を実施している近隣自治体、普及活動に積極的に取り組んでいる住
宅メーカーや民間団体と連携協定を締結しており、今後は感震ブレーカーの認知度を高める啓発活動だけ
でなく、それぞれがもつ資源や特長をいかしながら、災害に強いまちづくりを実現するための取り組みを推進す
る。

H29年度
63 (R2年度)

61
A

三宅町消防団条例における団員の定員63人に対し、消防団機能の充実強化を図るための団員確保に
努めている。

消防技術の向上や消防団員の後継者確保など、地域の消防力についてさらなる充実と強化をはかる。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

自主防災組織の組織率（％）

老朽危険空き家の解消（件）

耐震シェルター等助成件数（件）

消防団員数（人）
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（２）居場所づくりと協働のまちづくり
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 46.4 46.4 ー ー
達成率 - ー ー ー

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 64 ー 306 431
達成率 - ー A A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 242 194 100 181
達成率 - B D C

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 16/461 16/434 14／393 14/399
達成率 - Ｅ E E

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 1 ー 1 1
達成率 - ー ー B

達成状況
の分析

今後の
取組

H29年度
52.2 (R2年度)

ー
ー

ー

令和２年度にアンケートを実施する。

H29年度
300 (R2年度)

64
ー

コロナ禍でR2年春に開催予定であったタウンミーティングは延期となっている。

三密に配慮しつつ、住民が安心して参加できるよう状況を勘案しつつ、今後も引き続き開催できるよう時
期・方法等検討中。

（３）三宅町の個性を守り、活かす地域づくり
H29年度

300 (R2年度)
84
D

H31年度はあざさの会が参加するイベント等での配付で配布数が伸びた。

町からのPRのみならず、あざさの花について連携を行なっている「愛の花 あざさの会」に積極的な活動を促
し、配布数増加に努める。

H29年度
16/500(R2年度)

15/398
Ｅ

現在、体育協会、スポーツ少年団、地域総合型スポーツクラブの３団体がそれぞれの目的に応じて活動し
ているが、体育協会は高齢化によるクラブ数の減少、スポーツ少年団は児童数の減少により会員数が減少
している。

体育関係３団体が住民のスポーツ振興に対するニーズに応えれるよう、協働した取り組みが必要と思われ
る。

H29年度
２ (R2年度)

ー
ー

H28より開始したアンノ山古墳の範囲確認調査を終了し、築造時期や規模ばど確定することができた。ま
た、古墳群についてこれまで分かっていなかった新たな事実なども提示することもでき、十分な調査成果を得
ているといえる。

調査成果について講演したり、出土資料を展示することで町内外へ三宅町文化財の普及啓発も進みつつ
ある。
今後も同様に普及啓発を進めていき、並行してアンノ山南古墳（仮称）の調査を行っていく。

三宅町に住みたいと思う人の割合

タウンミーティング等の参加延べ人数
（人）

あざさの花の配布数（人）

総合型地域スポーツクラブ等におけ
るクラブ数・会員数（クラブ／人）

三宅古墳群調査古墳数（基）
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（４）健康長寿社会づくり
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値

実績値

胃がん 7.0
肺がん 9.1

大腸がん 9.7
子宮頸がん9.4
乳がん 15.6

― ―

胃がん 9.1
肺がん 8.6

大腸がん 9.4
子宮頸がん 11.1

乳がん 15.7

達成率 - - - A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 41 46.8 48.7 47.5
達成率 - A B B

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 380 840 430 584
達成率 - Ａ B A

達成状況
の分析

今後の
取組

H29年度

胃がん 10.0
肺がん 10.0

　　　　　　　　　　　　　　大腸がん 10.0 　　　　　　 (R2年度)
子宮頸がん 10.0

乳がん 15.9

―

-

集団がん検診において、注意事項・禁忌事項が厳しくなり、集団での検診を受診したくても受診できない方
が増加した。集団での受診が出来なかった方には医療機関による検診受診を促したが、受診取消される方
もおられ、その結果として、受診率が低下した。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の予防対策をとり実施する予定ではあるが、集団検診の開始時
期が8月以降になること、申込者自身が感染予防として申込を取消されている等の理由により受診率は下
がると見込む。

H29年度
65.0 (R2年度)

48.9
Ｂ

高齢化の急速な進展に伴い、医療費が大幅に増加し、また医療費や死亡原因における生活習慣病の占
める割合も増加している。生活習慣病予防や早期発見早期治療による重症化予防に努め、医療費適正
化を進めるとともに、健康寿命を延伸することを目的として事業を実施している。

今後も、特定健診の受診を促進し、その後の受診勧奨や予防教育受講などにつなげ、生涯にわたって健や
かに生活できるよう取り組む必要がある。

H29年度
550(R2年度)

594
Ａ

生活習慣病予防教育の実施にあたり、ぜひ受講をした方が良いと思われる対象者には訪問により受講勧
奨をし、受講者数が増加した。しかし、健康寿命の延伸、生活の質を向上させるためには、40歳代・50歳
代の壮年期から健康的な生活習慣を確立させることが望ましい。

今後、町の健康課題に基づいた教育と、壮年期、働き盛り世代の方が受講しやすい環境を整える必要が
ある。

各種保健事業の
受診率（％）

特定健診の受診率（％）

各種健康づくり教室の
参加者（人）
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（５）官民学の広域連携の推進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度

目標値
実績値 1 1 1 1
達成率 - C D D

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 12 10 10 10
達成率 - B C C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 1 8 12 12
達成率 - Ａ A A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H30年度 H31年度 R2年度
目標値
実績値 3 5 5 5
達成率 - A C C

達成状況
の分析
今後の
取組

【主要事業の成果】
（１）地域と地域をつなぐ暮らしやすいまちづくり

事業名・担当課

地域公共交通事業

政策推進課

防災備蓄品整備事業

総務課

感震ブレーカー設置
補助事業

総務課

延べ3 （R2年度)
1
C

連携事業の増加はなし。近鉄石見駅周辺地区において、まちづくり基本構想を策定中。

奈良県と連携し、基本構想を策定する。

H29年度
延べ15 (R2年度)
10
B

連携事業数の増加はないが、各連携事業の内容について強化を図っている

各連携事業の強化を図り、更なる連携を推進していく

H29年度
延べ10 (R2年度)
12
Ａ

平成27年度に締結した奈良学園大学との連携協力を足掛かりに、その後様々な分野において、積極的に
官民連携を推進している。

近年は、住民ニーズの多様化や複雑化に伴い、地域の課題も多岐にわたることから、大学からの人的・知
的支援や民間企業のノウハウ・サービスを活用することで、それぞれが持つ資源や特長をいかしながら、地域
の様々な課題解決や地域の持続的発展を促し、活力ある地域社会の形成につなげる。

H29年度
延べ10 (R2年度)
5
B

新たな広域連携事業が無い状態であるので、当該事業の掘り起こしが必要。

定住自立圏など関係市町村と共に、地域の活力の維持・向上を目指し、広域的な取組を進める。

事業概要 主な成果・今後の取組等

奈良県と三宅町とのまちづくりに関
する包括協定での連携事業数

天理市を中心とする定住自立圏構
想での連携事業数

奈良学園大学との連協協定による
連携事業数

奈良モデルにおける事業数

町内・町外への交通手段として、タクシー利用に対して
補助を行なうことで、高齢者及び妊婦の交通手段の確
保及び経済的負担の軽減を図る。

【主な成果】
利用者アンケートにより、約８割の方が満足と回答。

【今後の取組等】
財政的な負担増が見込まれることから、受益者負担等の見
直し検討が必要。

災害に強い町づくりを推進するため、防災備蓄品の充実
を図る。

【主な成果】
通常備蓄品の補充に加え、コロナ禍における避難所運営に
対応するため、マスクや消毒液、段ボールベッドといった備蓄品
の充実に努める。

【今後の取組等】
避難所運営新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基
づき、衛生用品を中心に、備蓄品の拡充に努める。

災害に強い町づくりを推進するため、感震ブレーカーを設
置する世帯に対し、その設置に係る経費の一部を補助
する。

【主な成果】
新たな普及啓発の取り組みとして、感震ブレーカー補助事業
の実施自治体（葛城市、広陵町）、住宅メーカー、建築家
協会との間で官民連携協定を締結。

【今後の取組等】
奈良県にも働きかけるなど、感震ブレーカーの普及活動と防災
対策に連携して取り組み、災害に強いまちづくりを進める。
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事業名・担当課

近鉄石見駅周辺整備事業の推進

土木まちづくり課

既存木造住宅耐震改修
支援事業

産業管理課

空き家対策事業
（老朽危険空き家の解消）

産業管理課

（２）居場所づくりと協働のまちづくり
事業名・担当課

多世代がつがなるひとりひとりの居場
所創出事業

政策推進課

まちづくりトーク

政策推進課

タウンミーティング

政策推進課

（３）三宅町の個性を守り、活かす地域づくり
事業名・担当課

あざさの花の普及啓発

政策推進課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

三宅町の玄関口である近鉄石見駅周辺の整備を行うと
ともに、今後民間活力などを誘導し、にぎわいのある拠点
づくりを推進させ、今後の定住人口の起点とさせる。

【主な成果】
平成３０年度、石見駅周辺整備完成。

【今後の取組等】
近鉄と道路部分の踏切拡幅及び西側改札口設置の協議を
進める。

地震による木造住宅の倒壊等の被害を未然に防止し、
災害に強い安全と安心のまちづくりを推進するため、町
内に存する既存木造住宅について、その所有者が地震
に対する安全性を調べるために行う耐震診断にかかる費
用を補助する。

【主な成果】
申込件数については、0件であった。

【今後の取組等】
引き続き広報、HPで募集し事業継続したい。

空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事
故、犯罪、火災等を未然に防止し、良好な景観及び居
住環境を守り、町民の安全・安心な生活の実現に寄与
することを目的として、各種施策を実施する。

【主な成果】
解消件数については、件数としては1件だが、危険な空き家の
除却ができた。

【今後の取組等】
1件から2件の除却を目標に当事業を勧めていく。

趣味やしごと、さまざまな学習などを通じて日常生活を充
実させることができる“町民ひとりひとりの居場所”として、
多世代が繋がり地域の魅力が創出され、賑わいある交
流拠点の整備を推進する。

【主な成果】
令和元年度においては、複合施設での活動の情報発信、運
営方針及び運営検討体制の構築を行うとともに、複合施設
の設計を行った。

【今後の取組等】
令和２年度においては、運営組織を立ち上げ、複合施設の
運営計画を策定し、実施体制を構築させるとともに、複合施
設の建設工事を行う。

三宅町が町民との協働によるまちづくりを推進するため、
町民の求めに応じて、町長自ら町内の地域に出向き、
町長と町民がまちづくりに関する意見交換をするための対
話型集会の実施する。

【主な成果】
住民の目線で意見を頂き、行政の考えを回答してそれぞれの
立場を重んじて話し合いを行うことで、信頼関係が出来ると考
える。
（開催回数：１回　参加者数：２５人）

【今後の取組等】
まだ、まちづくりのトークを知らない方がいるので周知を行って行
く。

町民主体のまちづくりを推進するため、町長が町民と直
接対話し町政に関して町民からの意見を聴き、また、町
政に対する町民の理解を深めることを目的として、タウン
ミーティングを実施する。

【主な成果】
住民の目線で意見を頂き、行政の考えを回答してそれぞれの
立場を重んじて話し合いを行うことで、信頼関係が出来ると考
える。
（開催回数：６回　参加者数：１００人）

【今後の取組等】
まだ、タウンミーティングを知らない方がいるので周知を行って行
く。

町花であるあざさの花を通した町のＰＲを行なう。

【主な成果】
町花で万葉集にも掲載される唯一の花、準絶滅危惧種を町
中に咲かせる団体の援助を行っている。

【今後の取組等】
町外に広めることも大切であるが、町民が町の花として親しん
でもらえる関わりを検討すべき。
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事業名・担当課

マスコットキャラクター

政策推進課

保健体育総務費
（スポーツ教室）

社会教育課

保健体育総務費
（三宅町マラソン大会）

社会教育課

保健体育総務費（補助金）

社会教育課

文化財保護費（三宅古墳群）

社会教育課

社会教育総務費
（三宅町文化祭）

社会教育課

事業概要 主な成果・今後の取組等

町内外のイベントへの出演やグッズ作成などにより、マス
コットキャラクターを通した町のＰＲを行なう。

【主な成果】
イベントへの出演やグッズ販売（売り上げ：11,800円）。

【今後の取組等】
町の知名度の向上、三宅ファンの増加、町の活性化、誘客
数の増加に取り組んでいく。

いつでも・どこでも・だれでもスポーツを気軽に楽しむことが
できるよう、各種スポーツ教室を開催。

【主な成果】
三宅町体育館、東屏風体育館指定管理業務の中で自主
事業で行う各種スポーツ教室数が増加し、生涯スポーツ事業
での教室はニュースポーツ等を取りやめ現在はチャレンジゴルフ
やエクササイズ教室のみの開催となっている。

【今後の取組等】
スポーツの概念が世界的に変化する中、柔軟にスポーツへの
理解、振興を深めるきっかけとなるような事業に取り組みたい。

いつでも・どこでも・だれでもスポーツを気軽に楽しむことが
できるよう、町内に複数のコースを設置しマラソン大会を
開催。

【主な成果】
令和元年度より初めて町内の太子道をコースとし、過去最長
の７ｋｍの部を創設。また、参加申込者数も７６２名と大
幅に増加した。

【今後の取組等】
太子道では沿道の声援も多く、今後さらなる近隣住民との一
体感が期待される。町の中心的なスポーツイベントとして成長
できるよう取り組みたい。

体育関係全国大会に出場する三宅町在住者に対して
助成金を交付する。
社会教育団体の育成・振興を図るため、特定の団体に
対しその運営・活動に要する経費について、補助金を交
付する。

【主な成果】
体育関係全国大会への出場者への助成を行い、スポーツの
普及と競技力の向上を目指す。
また、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、体育協会
に活動補助を行い、地域住民における積極的なスポーツ参加
の機会の増加、交流の活性化が期待できる。

【今後の取組等】
今後も各世代にあった活動内容を考案し、誰でも気軽にス
ポーツを楽しむことが出来る環境づくりを目指す。

三宅古墳群の発掘調査及び整理作業を行う。

【主な成果】
平成２９年度よりアンノ山古墳の調査を行っており、墳丘規
模、墳形を確認し、前方後円墳の可能性が高いことがわか
る。

【今後の取組等】
同調査により、アンノ山南側の墳丘も古墳である可能性が高
くいことがわかり、引き続き調査を行う。

住民の文化活動の発表の機会として舞台発表、作品
展示及び模擬店の出店を行う。

【主な成果】
文化協会・三宅町・教育委員会が連携し、創意工夫をし、
実施している。町内各地で活動する団体の発表の機会となっ
ており、地域の文化振興及び地域の活性化につながってい
る。

【今後の取組等】
令和２年度はコロナ渦の影響で中止となるが、文化協会独
自の発表会などを通じ、日頃発表や展示に向け努力を積ま
れている方々が目標となる場を設けたい。
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（4）健康長寿社会づくり
事業名・担当課

地域支援事業
（一般介護予防事業）

長寿介護課

地域支援事業
（包括的支援事業）

長寿介護課

地域支援事業（介護予防・生活
支援サービス事業）

長寿介護課

保健衛生総務費

健康子ども課

健康づくり事業

健康子ども課

健康増進事業

健康子ども課

事業概要 主な成果・今後の取組等

高齢者を年齢や心身の状態等によって分け隔てることな
く、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながり
を通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくよ
うな地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリ
テーションに関する専門的知見を有する者を活かした自
立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても
生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することに
より、介護予防を推進する。

【主な成果】
介護予防教室や普及啓発、「ますます元気クラブ」等の自主
活動により、一定数の高齢者が、定期的な運動を習慣として
行う機会を継続してもつことができ、地域での人との交流にも
繋がっている。

【今後の取組等】
住民主体の通いの場の充実、新規参加者を増やすための啓
発。

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ
う、地域における関係者とのネットワークの構築や、高齢
者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く
把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービ
ス、機関又は制度の利用につなげる。地域包括支援セ
ンターの運営、地域ケア会議推進事業、在宅医療・介
護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症
総合支援事業を実施する。

【主な成果】
地域包括支援センターの機能強化、医療・介護事業者との
連携により、相談対応から関係機関やサービスへスムーズに繋
ぐことができ、介護保険サービスの量的な整備と質の向上を図
ることができる。

【今後の取組等】
地域資源やネットワーク構築を含めた保健・医療・福祉サービ
ス等の連携

要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止及び地
域における自立した日常生活の支援を実施することによ
り、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支
援し、活動的に生きがいのある生活や人生を送ることが
できるように支援する。訪問型サービス、通所型サービ
ス、生活支援事業及び介護予防ケアマネジメントを実施
する。

【主な成果】
自立支援を目的とした介護予防ケアマネジメント、通所・訪問
サービスの実施により、要介護状態となることの予防、要支援
状態の軽減・悪化防止に努めている。

【今後の取組等】
総合事業のサービス内容の検討

地域医療体制の確保を図るため中核病院となる国保
中央病院や救急医療体制の整備を行うため運営負担
金の拠出を実施

【主な成果】
町内医療機関の開院により、予防接種や検診などの保健事
業が身近に受けられるようになっている。

【今後の取組等】
　町内医療機関や国保中央病院との連携体制を構築するこ
とで地域医療体制の充実を図る。また、医療機関と連携をと
り適正受診を目指す。

地域で食生活を中心とした健康づくり活動を行うボラン
ティア団体の活動を活性化するため、活動支援を行う。

【主な成果】
　食生活改善推進員養成講座の開講により10名が受講し、
うち8名が新規加入された。
　男性の料理教室では９名が受講し、半年にわたって「食」を
きっかけに交流された。

【今後の取組等】
　新会員が話しやすい場づくりを行い、新たなアイデアを活かし
て、これまで学んだ内容を地域に還元できるような活動ができ
るよう支援を続ける。また、継続的に会員が繰り返し学習でき
る機会を設ける。

健康増進法に基づき壮年期からの健康づくりと生活習
慣病予防、早期発見・治療、重症化予防を図るための
事業を実施

【主な成果】
・子宮頸がん検診の受診勧奨を実施したことで、女性検診
（子宮・乳）の受診率が上がり、2人のがん発見にも繋がっ
た。
・骨密度測定会（骨粗鬆症予防教育）は60歳未満の参
加者割合が5％から20.6％に上昇し、若い世代への教育に
繋がった。

【今後の取組等】
・がん検診受診率向上を目指し、40歳のみに行っていた受診
勧奨を40歳～60歳の5歳刻みの年齢に拡大する。そして、よ
りより受診しやすい体制整備として、胃・肺・大腸・乳・子宮頸
がんの５つの検診を同日に受診できる日を設定する。
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事業名・担当課

地域支援事業（任意事業）

長寿介護課

みんなでやろう
健康チャレンジ事業

幼児園

（5）官民学の広域連携の推進
事業名・担当課

定住自立圏推進事業

政策推進課

近鉄石見駅周辺地区の
まちづくりの推進

土木まちづくり課

ごみ処理広域化推進事業

環境衛生課

奈良学園大学との連協協定による
連携事業

総務課

奈良モデルにおける事業

政策推進課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活
を継続していくことができるようにするため、介護保険事業
の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護
被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応
じた必要な支援を行う。
介護給付費等適正化事業、家族介護支援事業、成
年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支
援事業、認知症サポーター等養成事業、地域自立生
活支援事業（配食サービス、緊急通報装置貸与な
ど）を実施する。

【主な成果】
介護サービス及び給付の適正化。
高齢者や高齢者を介護する家族等が、安心して在宅での生
活を継続できる環境を整える。

【今後の取組等】
任意事業の継続、認知症サポーター養成や介護者支援のた
めの事業を実施。

乳幼児期から子ども達の健康の保持増進、運動機能の
習得や好ましい態度、習慣を身に付け運動能力の向上
や音楽的発達を促し豊かな創造性を育てる。（正課体
育・リトミック）

【主な成果】
・正課体育３，４，５歳児年間８回
　成果は数値化できないが、幼児自ら、意欲を持って挑戦し
ようとする姿や集中力につながっている。
・リトミック１，２歳児年間１５回　３歳児年間１０回
　成果は数値化できないが、音を聴いて体を動かしたり、集中
力をつけたり、情操教育の基礎となっている。

【今後の取組等】
引き続き、子ども達の健康の保持増進等のため事業を推進
する。

天理市を中心とした、山添村、川西町、三宅町、田原
本町の圏域において、観光振興や産業振興による地域
経済の活性化を図り、農林水産資源を積極的に活用
し、地産地消、販路拡大を薦め、産業の活性化につな
げる。また、結婚から子育てまでの切れ目ない支援、圏
域の魅力や働く場の創出などにより、圏域における定住
人口や交流人口の増加を図る。

【主な成果】
公共施設の相互利用の促進が実現した。

【今後の取組等】
圏域でのさらなる共生を目指した取り組みが必要である。

三宅町のまちづくりについて、奈良県の事業と一体的に
検討することにより、効率的なまちづくりを行う。

【主な成果】
平成２７年度に奈良県と「まちづくりに関する包括協定」を締
結。
石見駅周辺地区のまちづくりについてワークショップを開催し、
駅利用者、駅周辺の団体、子育て世代、商工会等の意見を
幅広く集約し、基本構想の策定を進める。

【今後の取組等】
まちづくり基本構想の策定する。

大和高田市、天理市、山添村、三郷町、安堵町、川
西町、三宅町、上牧町、広陵町及び河合町の２市７
町１村は、山辺・県北西部広域環境衛生組合を設立
し、一般廃棄物処理の広域化を図ることを目的として連
携して取り組む「奈良モデル」の事業手法により、ごみ処
理施設の整備を推進し、運営を図る。

【主な成果】
環境影響評価の手続きにおいて、準備書、評価書が策定さ
れ、公告及び縦覧が行われた。また、新ごみ処理施設に係る
都市計画決定の手続きが進められるとともに、入札に向け、
事業スキ－ム、発注仕様書が策定された。

【今後の取組】
今後の取組については、新ごみ処理施設に係る事業者決定
手続きを経て、施設の建設を進めていくこととなる。

三宅町と奈良学園大学は、包括的な連携のもと、相互
の人的・知的資源の交流並びに物的資源の活用を図
り、まちづくり、健康づくり、子育て支援や教育等の充実
をはじめ、多岐にわたる分野で、地域社会の総合的な
発展と大学の研究の深化に寄与する。

【主な成果】
行政委員会への有識者参画やイベント時の学生ボランティア
など連携協定を活用した行政運営を行うことで、魅力あるまち
づくりをすすめる。

【今後の取組等】
今後も多様な分野において相互に協力し、地域社会の持続
的な発展と人材育成に寄与する。

市町村合併に代わる奈良県という地域にふさわしい行
政のしくみ。
人口減少・少子高齢化を見据え、地域の活力の維持・
向上や持続可能で効率的な行財政運営をめざすため、
市町村同士またな奈良県と市町村の連携・協働のしく
み。

【主な成果】
現在継続している事業が2事業であり、新たな連携事業が
ない状態である。

【今後の取組等】
持続可能な行財政運営を目指し、引き続き定住自立圏や
近隣の市町村、奈良県と共に、広域的な連携事業を検討し
ていく。
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