
重要項目 目標人口 総務課 担当課及び関係課の評価 令和2年度

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 12,838 12,736

なりゆき
値 12,802 12,670

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 社会増減数 産業課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 8 7

実績

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

令和３年度の取組方針

名称 健康福祉課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 1.63 1.66

実績

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

令和３年度の取組方針

名称 健康福祉課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 83 81

実績

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

令和３年度の取組方針

名称 健康福祉課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 40 40

実績

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

令和３年度の取組方針

高森町 第7次 まちづくりプラン 目標人口評価シート 2021 Ｖｅｒ. 1.0

基
本
目
標

代表の課 ▶評価対象年度 ●期末実績評価

成果指標

高森町人口

人
13,080

（H27年
国調）

12,889 12,787

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

12,868 12,736 12,604

12,814

12,685

⑥前年比低下；計画値未満

新型コロナを契機に、人口が密な都市圏から
離れ、テレワークやサテライトオフィス等
で、自らの専門性を活かした多様な仕事をし
つつ居住が可能だと認知され始めている。

想定よりも少子化が進行し、R２年は年間
出生数が63人だった。社会増減数は30
人の増加であったが、ここ数年は減少・
増加が変化している。

現状を維持する

2045年の人口予測は、10％程度少なくなる見込み。消費の減少等により、経済や各種サービス・施設等の縮小
が懸念される。出生数、転入者の増加により、2045年に人口を430人増やすことを目指す。

新型コロナを契機に、人口が密な都市圏から離れ、テレワークやサテライトオフィス等により、自らの専門性を活かした多様な仕事をしつ
つ居住が可能だと認知され始めている。一方で、コロナ禍は当地域でも多くの分野で経済や雇用の減退を招いており、働く機会や選択肢を
狭めることが、人口定着化を妨げていると考えられる。（コロナ禍＝両刃の剣）

長野県毎月人口異動調査（10月分）。国勢調査の年度は国勢調査数値。
※R2年度数値はR2国勢調査速報値。

高森町の特性（暮らしやすさ・便利さ・学びと人づくりの展開・企業誘致の優位性）と多様性を、全施策を動員して進化発展させる。特に
人づくりでは、大学進学後の地域への回帰を選択肢となるように、小中学生に向けた地域を学ぶ・創る機会の充実（R3本格化の地域人教
育）と、高校・大学時に地域との繋がりを深める取り組みに力を入れる。保育園の整備など、子育てしやすい環境を引き続き整えていく。

Ⅰ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

社会増減の多くはこの地域内での転入・転出になっている。主に子育て世代に対する経済的なメリットによる誘導が見られる。新型コロナ
ウイルスの影響で、都市部に対する不安と、地方回帰の流れが見られる。

地域との関わりが薄れる高校・大学時代に地域への関心を高めるよう、わかもの☆特命係や飯田市のかえる事業等との連携等の活動を通じ
て、繋がりを深めていく。しごとみらいフェア等を通じて、地域の企業・職業を学ぶ機会を充実させる。

指標の詳細

長野県毎月人口移動調査　市町村別移動状況の内、社会増減数（転入－転出）にその他増減数を加えたもの。
例年３月中旬頃、長野県が公表。

成果指標

社会増減（転入者数－転出者数）

人 -44

8 8

30

7

※プルダウンリスト選択

ここ数年の社会増減数は増加・減少を繰り返
している。利便性や地価・転入による補助制
度等、様々な要因が複合的に影響していると
考えられる。

Ⅱ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

親世代の減少による少子化が顕著になっている（出生数H22：122人→R2：63人）。長期的に出生数は減少傾向にあると考えられる。

新保育園建設や、子育ての相談体制の充実により、子育てしやすい環境を整備していく。また、子育てに関する情報発信を充実させる。
指標の詳細

健康福祉課健康係が把握している合計特殊出生率（1～12月の合計）。

成果指標

合計特殊出生率

% 1.46

1.61 1.65

1.18

1.68

※プルダウンリスト選択

団塊ジュニアと呼ばれる40代後半世代が
出産時期を過ぎてきたことから、出生数
は大きく減少している。世の中の先行き
不安等により、出産を控えていることが
考えられる。

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

⑥前年比低下；計画値未満

Ⅱ（合計特殊出生率）と同様

成果指標

出生数

人/年 79

85 82

Ⅲ

主たる担当課

指標の名称

指標の詳細

R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

63

80

健康福祉課健康係が把握している合計特殊出生率（1～12月の合計）の内、出生数。

Ⅳ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

非正規雇用の増加や賃金上昇の停滞等により、結婚生活に不安を持つ若者が増加していると考えられる。また、生活の多様化により、結婚
を希望しない若者も一定数いることが考えられる。

結婚新生活支援事業やあいネット北部等により、結婚を支援していく。
指標の詳細

健康福祉課戸籍住民係が把握している婚姻件数（4～3月の合計）。

成果指標

婚姻件数

件/年 35

40 40 40

⑥前年比低下；計画値未満

新型コロナウイルスの影響で新生活に不
安を感じたり、結婚式を行えなかったり
した。
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重要項目 ア　子どもの笑顔が輝くまち 教育委員会事務局 担当課及び関係課の評価 令和2年度

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 15.2 15.0

なりゆき
値 15.0 14.8

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や新た
な課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 自己実現できる 教育委員会事務局

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 76.5 77.5

なりゆき
値 75.3 75.4

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や新た
な課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 将来の夢が描ける 教育委員会事務局

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 79.7 79.9

なりゆき
値 79.5 79.6

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や新た
な課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 学校が楽しい 教育委員会事務局

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 87.6 87.8

なりゆき
値 87.5 87.6

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や新た
な課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

代表の課

基
本
目
標

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

高森町 第7次 まちづくりプラン チャレンジ３評価シート 2021 Ｖｅｒ. 1.0

⑥前年比低下；計画値未満

成果（値）に対するマイナス要因は何か？

成果指標

頑張っている・前向きに取り組む小学校児
童、生活が充実している中学校生徒の割合

％

76.0 77.0 78.0

R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？

▶評価対象年度 ●期末実績評価

コロナ禍により学校休業（3月から5月）と
なったことから、各行事、部活動などが制限さ
れたことが要因と考える。

現方針を維持

親世代の減少による少子化が進んでいる。今後もこの傾向は続く見込み。他市町村の子育て世代に対する転入誘導政策の影響を受けている。

現方針のとおり、高森町の目指す子ども像にむけた取組み、安心できる子育ての取組みを進めていく。

％

15.3 15.1 14.9

⑥前年比低下；計画値未満

14.0

出生数の減少が要因と考える。コロナ禍が直接
的な要因となっているかは、令和3年度も踏ま
えて分析が必要。

14.5 15.1 14.9 14.7

指標の名称

現方針を維持

成果（値）に対するプラス要因は何か？

79.6 79.8 80.2

⑥前年比低下；計画値未満

指標の名称

小学校89.6%、中学校85.0%であることから90％を目指す。

72.7

児童・生徒が「自分の将来の夢」を持って
いる割合

％

成果指標

０～14歳人口の構成率

87.7

成果（値）に対するマイナス要因は何か？

新型コロナウイルスの蔓延の中での、学校活動の取組み方の工夫・改善を進める。また、それにより生じる児童・生徒の心の変化等への対応が必要か。

現方針を継続しつつ、家庭・学校・地域が協働し子どもを育てていく。

成果（値）に対するマイナス要因は何か？

新型コロナウイルスの蔓延の中での、学校活動の取組み方の工夫・改善を進める。また、それにより生じる児童・生徒の心の変化等への対応が必要か。

現方針を継続しつつ、家庭・学校・地域が協働し子どもを育てていく。

成果（値）に対するプラス要因は何か？

83.7

R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

新型コロナウイルスの蔓延の中での、学校活動の取組み方の工夫・改善を進める。また、それにより生じる児童・生徒の心の変化等への対応が必要か。

現方針を継続しつつ、家庭・学校・地域が協働し子どもを育てていく。

主たる担当課

現方針を維持

小学校82.2%、中学76.4％であることから、小学校は85％、中学校は80％を目指す。平均値として83％とする。

全国的な学力調査（全国学力・学習状況調査等）「あなたは、将来の夢や目標を持っていますか」。
全小学生・中学生の平均値。

コロナ禍により学校休業（3月から5月）と
なったことから、各行事、部活動などが制限さ
れたことが要因と考える。

コロナ禍により学校休業（3月から5月）と
なったことから、各行事、部活動などが制限さ
れたことが要因と考える。

⑥前年比低下；計画値未満

87.6 88.0

75.3 75.4 75.5

79.5 79.6 79.7

Ｒ元年度数値はＨ27年度国勢調査数値。長野県毎月人口異動調査（10月分）の市町村別年齢各歳別人口の内、０～14歳の年
齢構成比率。

主たる担当課

学校アンケート。「小学校低学年:がんばっていることはありますか。小学校高学年:自分が前向きに取り組んでいることはあり
ますか。中学生:自分の生活は充実していますか」。全小学生・中学生の平均値。

現状値は全国学テの類似質問から引用。小学校80.9%、中学校68.6%であることから、小学校は85％、中学校は80％を目
指す。平均値として83％とする。

なりゆき値では、2045年に子どもが約30％少なくなる見込み。地域の活力が弱まり、地区によっては子どもに関わる行事が
できなくなる懸念がある。減少率を10%抑えることを目指す。

全国的な学力調査（全国学力・学習状況調査等）「あなたは、学校が楽しいと思いますか。」全小学生・中学生の平均値。

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

70.9

成果指標

成果指標

75.3
（新規・仮）

79.5

87.5 87.6 87.787.5

学校が楽しいと回答する児童・生徒の割合

％



重要項目 イ　大人の充実が満ちるまち 総務課 担当課及び関係課の評価 令和2年度

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 52.2 51.9

なりゆき
値 52.0 51.7

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 自己実現できる 教育委員会事務局

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 76.5 77.5

なりゆき
値 75.3 75.4

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 人とのつながり 総務課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 39.0 41.0

なりゆき
値 37.0 36.5

実績
R2：42.1から、毎年0.1ずつ下げる。

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 働く場所がある 産業課（数値：税務会計課）

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 68.0 70.0

なりゆき
値 66.5 67.5

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

代表の課

成り行きでも徐々に向上すると想定し、多様で柔軟な働き方改革が進展することを加味して、約10％の向上を目
指す。

コロナ禍による有効求人倍率の低下。

町民税を給与天引き納付する女性数（７月把握）／18～64歳女性人口（６月30日時点。日本人・外国人の合
計。）2,257人／3,261人

女性に焦点を当てた「働き方改革推進事業計画」がR1年度に、男女共同参画推進計画がR2年度に策定された。これらに基づき、町の商工会
との共同、就業や職を求める女性のニーズを把握しつつ、コロナ禍で雇用情勢は厳しくとも副業や在宅ワークなども総じて、就業率向上を
図る。

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

①前年比向上；計画値以上

全国での傾向ではあるが、高学歴であるほど
専門的・技術的職業従事者となる女性が増加
し、既婚女性労働者のいわゆる「103万円
の壁」による労働抑制が弱まる、との分析が
ある。

結婚後は女性が家庭に入るべきとの固定
観念が残る。出産・育児期などライフス
テージに合わせた多様な労働時間・形態
の浸透が不十分であること。

現目標を維持

成果指標

女性就業率　　※女性の就業率から、
地域全体の働きやすさを推測する

％
65.8

（H30値）

67.0 69.0

66.0 67.0 68.0

69.2

71.0

Ⅲ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果指標

普段の生活の中で、人とのつながりが
あると回答する人の割合

％

37.0

（新規・仮）

45.0

（実績）

38.0 40.0

37.0 37.0 36.5

42.1

42.0

⑤前年比低下；計画値以上

町民主体のまちづくり活動支援事業を改善し
たことで、新たな活動の申請が13件あっ
た。活動を通じた「人のつながり」の一助に
はなったと考えられる。

新型コロナウイルスにより、地域活動
（自治組織・郷土芸能伝承など）がス
トップしたことで、コミュニケーション
が減少したと考えらえる。

R3：42.1を継続する（なりゆき値が下がるため、
数値は横ばいでも成果向上）。

Ⅱ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

活動しやすいまちづくり、社会教育等の推進により、生産年齢人口の1.5％増（概ね100人）を目指す
（指標の対象からは仕事を除く）。

新型コロナウイルスの感染予防として、多くの活動が中止・縮小した。自治組織や公民館、まちづくり活動によるコミュニティや、趣味・
学びなどに大きな影響が生じた。これまでの活動を見直す機会になったが、継続性が失われることでのコミュニティの弱体化が懸念され
る。

町民生活意識アンケート調査。「あなたは、仕事を除く普段の生活の中で、学びやスポーツ、趣味、まちづくり
活動への参加等で、人とのつながりがありますか」。10～60歳代。

コロナ禍では、ワクチン接種が進んでも変異株の脅威からマスクや接触機会の低減は不可欠。よってニューノーマルの社会習慣を徹底した
り工夫しつつ、回数や規模ではない真に必要な活動を選び取りつつ、人と人とのつながりの創出を模索または試行錯誤する。その中では、
昨今の自然災害のリスク増大をテコにして、防災・減災のための「平時の備え」も有効なテーマとなりうる。

成果指標

生活が充実していると回答する人の割
合

％

66.9

（新規・仮）

75.0

（実績）

76.0 77.0

75.3 75.4 75.5

72.1

78.0

⑥前年比低下；計画値未満

新型コロナウイルスにより、所得の減少
や、レジャー・外食・趣味などが行え
ず、また、先行きが見えないことでの不
安感が影響したと考えらえる。

現状を維持

働き世代が元気であり、生活が充実することで、まちに活力があふれます。進学後にこの地域に就職することや
移住を促進することにより、0.3%の上昇を目指す。

新型コロナを契機に、人口が密な都市圏から離れ、テレワークやサテライトオフィス等により、自らの専門性を活かした多様な仕事が可能
となることが認知され始めている。一方で、コロナ禍は当地域でも多くの分野で経済や雇用の減退を招いており、働く機会や選択肢・将来
設計の前向きなマインドを損なっていると考えられる。（コロナ禍＝両刃の剣）

Ｒ元年度数値はＨ27年度国勢調査。長野県毎月人口異動調査（10月分）市町村別年齢各歳別人口の内、15～
64歳の年齢構成比率。

大学進学後の地域への回帰を選択肢となるように、小中学生に向けた地域を学ぶ・創る機会の充実（R3本格化の地域人教育）と、高校・大
学時に地域との繋がりを深める取り組みに力を入れる。

Ⅰ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

現状値が20～60歳代町民の約３分の２であることから、目標値として４分の３である75％を目指す。 新型コロナウイルスの感染予防として、施設の時間、利用人数の制限により活動機会が減少したことで、趣味・学びの機会の創出に大きな
影響が生じた。外出や旅行にも自由に行けなくなったことで、閉塞感を感じるようになった。

町民生活意識アンケート調査。「あなたは、今の暮らしや仕事、社会活動や趣味などで、生きがいを持って生活
していますか」。10～60歳代。

新型コロナウイルスの情報を、迅速かつ正確に伝えていく。

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

52.3 51.8 51.5

53.3

新型コロナを契機に、人口が密な都市圏から
離れ、テレワークやサテライトオフィス等に
より、自らの専門性を活かした多様な仕事が
可能となることが認知され始めている。

高齢者の割合が増加する中で、若者世代
が進学後に地域外に就職する傾向が大き
く改善されない現状が、マイナスとなっ
ている。

現状を維持
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基
本
目
標

▶評価対象年度 ●期末実績評価

成果指標

15～64歳人口の構成率

％ 53.8

52.4 52.0 51.7

⑥前年比低下；計画値未満

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標



重要項目 ウ　シニアが益々成熟するまち 健康福祉課 担当課及び関係課の評価 令和2年度

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 15.3 15.8

なりゆき
値 15.7 16.3

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 自己実現できる 教育委員会事務局

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 72.7 73.3

なりゆき
値 72.1 72.2

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 社会とのつながり 健康福祉課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 70.0 70.0

なりゆき
値 69.0 68.0

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 自分のことが自分で出来る 健康福祉課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 35.4 35.6

なりゆき
値 35.6 36.0

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

代表の課

介護保険利用者が増えはじめる80歳以上に占める要介護者の割合を目標に設定。高齢者数の増加に伴い、認定率
も高くなるが、フレイル予防により上昇率を２分の１に抑えることを目指す。

（介護保険認定者数／80歳以上人口）×100 コロナワクチンの接種のが進み、外出機会、行事やフレイル予防事業などを徐々に通常化していく。

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

⑥前年比低下；計画値未満

対面の事業実施が困難ななか、リモート開催
などに振り替えるなど、新たな方法でフレイ
ル予防に取組んだ。ただし、数値を向上させ
るまでにはつながらないと思われ、単年度の
変化は対象者の増加に対する認定者数の割合
が全体数値に影響を与えたものと分析する。
また、コロナ感染予防がインフルエンザなど
他の感染症予防に繋がった。

変更無し

成果指標

介護保険を利用している80歳以上の
割合
※低いと達成

％ 35.2

35.3 35.5

35.4 35.8 36.2

34.1

35.7

Ⅲ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果指標

普段の生活の中で、人とのつながりが
あると回答する人の割合

％

70.0

（新規・仮）

66.1

（実績）

70.0 70.0

69.5 68.5 67.5

75.1

70.0

①前年比向上；計画値以上

令和元年アンケートの値は1年間の振り返り
と言うより回答時の環境（初めての緊急事態
宣言）の影響を強く受けた値と思われる。1
年経過して感染症対策を行いながらできる行
動を取り数値が向上したと考えられる。

感染症の影響で高齢者が集まる地域行事
の多くが中止となった。また、観光、会
食、家族の帰省などの機会も減少してい
る。

令和元年、2年の値はコロナ禍の影響を受けている
が、感染症が無い場合であれば高い数値が見込ま
れると考える。対象者のワクチン接種も進んだ令
和3年度アンケート結果を基に数値を見直す。

Ⅱ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

高齢化に伴い、70歳以上人口（対象者）は今後増加し数値の下降が予測される。フレイル予防により、70％の
維持を目指す。

新型コロナウイルス感染症の蔓延

町民生活意識アンケート調査。「あなたは、仕事や趣味、友人との付き合い・地域行事等、普段の生活の中で、
人との付き合いがありますか（買い物で人を見るなどは除く）」。70歳代以上。

新型コロナウイルスワクチンの希望する対象者の接種が完了後は、感染症対策を行いつつ、地域行事やシニア大学などの活動を徐々に再開
していく。まずは感染症前の状態を目指す。

成果指標

生活が充実していると回答する人の割
合

％

72.1

（新規・仮）

73.9

（実績）

72.4 73.0

72.1 72.2 72.3

73.5

73.6

⑤前年比低下；計画値以上

コロナ禍においても工夫をしながらシニア大
学、サークル活動など実施され、つながる機
会が継続されたため。

コロナ禍による施設利用人数・時間の制
限により活動機会が減少した。

高齢化に伴い、介護認定者数は今後増加し数値の上昇が予測される。フレイル予防により、上昇率を2.0％に抑え
ることを目指す。

感染症の影響で施設利用者やその家族の抗原検査などの対応が必要となった。

（介護保険認定者数／65歳以上人口）×100 対象者のワクチン接種が進んだことで要支援の方の外出機会の行事やフレイル予防事業などを徐々に通常化していく。また、抗原検査の支
援は当面継続していくが、ワクチン接種の状況を踏まえながら実情に合った支援に見直していく。

Ⅰ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

「イ　大人」チャレンジ３のⅠと同様に、４分の３の方が「生活が充実していると感じる」ことが、自己実現に
つながることから75%を目指す。

新型コロナウイルス感染症の蔓延。

町民生活意識アンケート調査。「あなたは、今の暮らしや仕事、社会活動や趣味などで、生きがいを持って生活
していますか」。70歳代以上。

シニア世代のコロナワクチン接種が進み、行動が通常化していくことから、サークル活動・地域行事等への参加を促進する。

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

15.4 16.0 16.7

15.2

コロナ禍においても総合事業（いきいき倶楽
部など）は事業継続してできたことにより、
介護認定率の大幅な増加につながらなかっ
た。

外出控えなど家にこもりがちとなる高齢
者も増加した考えられる。

同指標を使っているF1施策の計画値と整合を図っ
た
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基
本
目
標

▶評価対象年度 ●期末実績評価

成果指標

65歳以上（第１号被保険者）の要介
護認定率
※低いと達成 ％

15.1

（計画）

15.1

（実績）

15.1 15.6 16.0

⑥前年比低下；計画値未満

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標



重要項目 エ　多様性のあるまち 担当課及び関係課の評価 令和2年度

名称 関係人口が増える 産業課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 13,700 14,000

なりゆき
値 13,500 13,500

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 副業・兼業している 産業課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 6.0 7.0

なりゆき
値 5.0 5.5

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 障がい者が社会とつながる 健康福祉課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 37.0 39.0

なりゆき
値 35.0 35.0

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

高森町 第7次 まちづくりプラン チャレンジ３評価シート 2021 Ｖｅｒ. 1.0

▶評価対象年度 ●期末実績評価

⑦実績値が未把握

家こもりの期間が長くなり、ふるさと納税の
利用が注目されている。リモートツアーな
ど、地方を知り関係をつなぐ新しい手法が認
知され、ICTを活用した関係人口の獲得に可
能性が広がっている。

大学の合宿や援農支援者など都市部から
の訪問が激減し、温泉宿泊施設の休業な
ど直接の交流がほぼできないなか、代わ
るつながりの維持に手が打てていない。

新たな認証制度を確立し、従前の関係人口集計対
象も含め周知を進め、より明示的な関係人口の獲
得を指標とする。

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

暫定値：東京の大手シンクタンク2018全国３千人調査結果7.8％に、地方分を加味して推定。
Ｒ２～町民生活意識調査「本業の仕事の他に何らかの兼業や副業での収入を得ていますか？」

企業アンケートを通じ、経営者が抱いている従業員の兼業・副業に対する考えを確認する。個々の従業員が考えるワークライフバランスの
多様性を用意することと経営の両立について考える機会として、経営者・管理層・労働者など階層別のセミナーを実施する。

主業以外にも農地を持ち販売作物を生産する
人が多いことから「副業を持つ」と答える割
合が計画値を上回っていると推測される。

非常事態宣言など感染症対策により景況
感が冷え込んだ。特に旅館業・飲食業に
ついては休業・廃業もあり、そもそも主
業を失う者も発生している。

現指標で最初の実績把握となるので、計画値は現
在と同率の上昇率を見込み、目標値は現状値の近
似として20％を当初として上昇を目指した22.5％
と変更したい。

成果指標

初期暫定値：①②③合計　①湯ヶ洞・森の家・
町内民間旅館の宿泊人数（年）　②ふるさと納
税の直近２年リピート実人数（年）　③農家
ホームステイ人数（年）※正規指標（測定出来
次第）Ｒ2年度に創設する認証制度において高森
町の関係人口として認定した人数

人
13,179

（暫定）

13,500 13,800

13,400 13,500 13,500

4,190

14,200

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

我が国全体の政策や規制緩和を追い風に、成り行き予測でも順調に増加することが考えられる。当町の既存事業
等は未だ無いが、今後取り組みを推進することで10％を目指す。

純粋にワークライフバランスを実現する選択として兼業・副業がもたれているのか、コロナ感染症の影響による休業・時短などから反面と
してやむを得ず兼業や副業が受容されたのか、確証は得ていない。通販や電化製品など分野によっては活況を呈し、旺盛な労働力需要を背
景に臨時・短時間労働の選択肢が生まれる可能性がある。

ほぼ全ての項目で新規事業等を投入することで、1,800人程度（約14％）の増加を目指す。増加率のピークをリ
ニア東京・名古屋間が開通するR8年度に設定。　※新測定方法に更新後は再設定。

コロナ感染症の影響から人流や県域を越えて移動することが著しく制限され、直接対面よる交流はほぼできなくなった。従来重ねてきた大
学合宿や援農の受け入れはほぼ皆減となった。町内宿泊施設も自主休業を続け訪問者の受け皿も停止を余儀なくされる。リモートワークな
どで双方向ウェブ会議アプリが一気に認知され、リモートツアーによるPRなど新しい可能性も生まれている。

①湯ヶ洞・森の家利用者数を集計。町内旅館へのヒアリング。②ふるさと納税者の内、リピート者数を集計。③営農支援セン
ターゆうきの報告。※正規指標（測定出来次第）R2年度に創設する認証制度において高森町の関係人口として認定した人数。
高森町のファン・または高森町に貢献したいと自称する町外者を把握（Ｒ２年６月から認証登録）

直接の往来を介さずとも関係をつなぐことのできるSNS,ICTを積極的に活用していく。特命職員によるリモートツアーやクラフトワーク
ショップなどの企画を通じて外国人向けと同時にこれを国内に向けた発信に取り組む。▶高森町に関心を抱くきっかけとなるふるさと納税
返礼品を充実するため、生産者・集荷団体と協議、支援する。▶働く場所の多様化にあわせ、サテライトオフィス開設を支援する。▶諸取
組みを通じ、新たな認証制度で計る関係人口獲得を目指す。

Ⅰ

成果指標

副業・兼業している人の割合

％

5.0

（新規・仮）

21.6

（実績）

5.5 6.5

5.0 5.5 6.0

19.0

7.5

⑤前年比低下；計画値以上

Ⅱ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

⑤前年比低下；計画値以上

障がい者を対象とした公的支援は実施。若い
世代（10代、30代）が高めの傾向で、中学
生向けのあいさぽーと研修なども影響してい
ると考えられる。

感染症の影響で圏域全体で自立支援の訪
問や同行、個別ケア会議などが大きく減
少し、非対面の支援が増加。また、出来
ていないと答えた方は35％程度で、啓発
のみでなく、ハード・ソフトの具体的な
環境整備が不足していると考える。

仮定値が低めのため、令和元年度当初実績をベー
スとした計画地の見直しが必要。

成果指標

障がいがある人もない人も地域におい
て共生が進んでいると思う人の割合

％

35.0

（新規・仮）

52.4

（実績）

36.0 38.0

35.0 35.0 35.0

47.3

40.0

Ⅲ

現在の福祉施策の見直し、優先調達・雇用の推進を行い、10％の向上を目指す。 東京パラリンピックの開催。

町民生活意識アンケート調査。「あなたは、障がいのある人もない人も、職場や地域で一緒に活動したり、過ご
したりすることができていると思いますか」。

H30までの設問「障がいのある人も無い人も一緒に行動できるよう心がけている」では75％近い方がどちらかと言えばそう思うと回答し
た。令和元年からの設問は「できているかどうか」を聞いており、意識と実態との差が読み取れる。あいさぽーと研修や認知症サポーター
研修など場を拡充・継続し共生社会の啓発を進める一方で、障がい者雇用の推進、施設のバリアフリー化などどなたでも暮らしやすい生活
環境を具体化することが求められる。



重要項目 オ　成長するまち 担当課及び関係課の評価 令和2年度

名称 住みやすい社会インフラ 総務課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画
0

58.4

50.0

60.4

なりゆき
値

0

55.4

50.0

54.4

実績
実績に合わせてなりゆき値を修正する。R3：29.3
を継続。

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 安定した財政基盤 総務課・税務会計課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画
90.0

10.0

661,100

95.0

13.0

654,500

なりゆき
値

101.7

10.4

661,000

104.2

13.7

654,000

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

名称 安心できる防災・減災 総務課

単位 区分 R1年度 R3年度 R5年度
当年度実績値と

計画に対する評語
▼指標の改定や目標値・なりゆき値の変更

計画 50.0 60.0

なりゆき
値 0.0 0.0

実績

目標設定
理由

対応すべき環境変化や
新たな課題は生じたか？

指標の詳細 令和３年度の取組方針

情報を直接受け取ることの重要性を広報することで、７割の町民がメールを受信できることを目指す。 従来に比べて、気象の急変による大雨や土砂災害等のが多発する傾向にある。避難指示等の発令基準は広く知られるようになり、発令の判
断も迅速化。一方で、避難などの際には新型コロナ感染症対策を講じる必要など、新たな課題や複合的リスクが生まれた。

メール等配信の登録者数／15～64歳年齢。 防災減災（単に自分一人ではなく家族みんなが安全で安心）の意識や正しい知識を誰もが持てるように啓発すること。同時に、災害に関す
る情報を正確かつ即時に把握できるように、その便利な手段・ツールを徹底して普及広報する。

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

⑥前年比低下；計画値未満

携帯端末に不慣れな後期高齢者層や、そ
もそもメール以外が主流の若年層に対し
て不向きという特性がある。

指標の対象となる通信手段を、今日的に拡大する
⇒登録メール・エリアメール（但し本人が予め機
能を自覚している場合のみ）など・公式LINEなど
⇒検討中…9月に結論。成果指標

メール配信等により町から防災の情報
を受け取れる人の割合

％ 0.0

25.0 55.0

0.0 0.0 0.0

12.7

65.0

Ⅲ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果指標

①将来負担比率　②実質公債費比率
③町民税額（個人・法人）
※①②低いと達成

％
％
千円

①77.1

②11.0

③658,700

80.0

11.0

664,400

100.0

12.0

657,800

97.4

11.0

664,000

100.0

13.7

657,000

100.1

13.4

651,000

①43.9

②7.9

③671,312

90.0

12.5

654,500

※プルダウンリスト選択

①②過去に実施した事業の償還（返済）の
ピークを越えてきてきたため、数値が改善傾
向にある。

新型コロナウイルス感染症対策では、多
額の臨時交付金等が遣り取りされている
が、国・地方全体を通じた将来的な財政
力の低下が懸念される。

現状を維持する。

※プルダウンリスト選択

コロナ禍に伴う自宅での巣ごもり等により、
以前よりも町などの情報をインターネットコ
ンテンツで収集する・触れる機会や習慣が進
んだと考えられる。（その一方で、町などに
意見を伝える機会やツールは増えていないが
…）

①5Gの普及は未だ途上にある。
②まちづくり懇談会は新型コロナ対策で
三密防止のため参加者を抑制。その他の
「まちづくりに意見を届ける」直接的な
機会が。以前に比べて圧倒的に減少した
ためと考えられる。

実績に合わせて計画値を修正する（R3：29.5から
0.2刻みで上昇）。

Ⅱ

主たる担当課

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

①第６次計画の目標値を達成したため、目標値を倍に設定する。②第６次計画の目標値の達成を引き続き目指
す。③個人町民税は、生産年齢人口が減るため減収になる。法人町民税は、リニア関係による進出が予想される
が、全体では大きく変化しない。

①②新型コロナウイルスの影響により、今後の税収や地方交付税の減少が懸念される。③新型コロナウイルスによる影響を懸念したが、R2
年度の町民税に関しては増額となった。

①②財政健全化法に基づく県への報告値（例年８月）。全国統一の数値。数値が低いほど達成。③個人町民税と
法人町民税の合計（現年分と滞納分の決算）。

歳入では、町税の徴収率は前年度並みを維持し、税収の確保に努める。財政運営全体では、コロナ禍や自然災害発生リスク増大への備え・
中期的な経済の減速による財源不足を想定し、今まで以上に効果的で効率的な予算編成と執行に努める。

Ⅰ

指標の名称 R2年度 R4年度 R6年度
前期目標

成果（値）に対するプラス要因は何か？ 成果（値）に対するマイナス要因は何か？

成果指標

①情報インフラ整備の進捗状況　②ま
ちづくりに町民の意見が届きやすいと
回答する人の割合

％

①0

②56.4

（新規・仮）

31.5

（実績）

0

57.4

20.0

59.4

0

56.4

20.0

55.4

80.0

54.4

①0

②29.3

80.0

61.4

①情報インフラを把握するため、次世代移動通信システムの整備状況を確認。②町民の意見を聞く場や関わる機
会を増やすことで10％増やし、７割近い町民にとって意見が反映されやすいと感じるまちを目指す。

新型コロナウイルスの影響で町民から直接意見を聞く機会が減少した。一方、オンラインにより、対面ではなくても話をすることが一般的
に可能になった。その場合でも、高齢者や機材の扱いに慣れない人は対応することが難しい課題もあった。

①携帯電話会社へのヒアリング。②町民生活意識アンケート調査。「あなたは、高森町の行政サービスや取り組みに、町民の
意見が届きやすいと思いますか」。

R3年度後半には、町の公式LINEサービスを改修し、双方向のコミュニケーションや、本人のニーズに即した情報のプッシュ配信が可能とな
る。その活用がカギ。まちづくり懇談会は工夫しながら実施し、オンライン等によりライブで意見を届ける方法もできるだけ用意する。

主たる担当課

高森町 第7次 まちづくりプラン チャレンジ３評価シート 2021 Ｖｅｒ. 1.0

▶評価対象年度 ●期末実績評価


