
第２期総合戦略 事業　ＫＰＩ一覧表

№ 事業名 担当課 数値目標 基準値 R3実績 基準値との評価 KPI
（重要業績評価指標R7）

R3の取り組み内容 R3実績が基準値から低下した理由 KPI達成に向けての今後の取り組み・認識について

販路開拓等に取り組んだ商品の売上
高対前年度比率

未実施 助成該当なし - 対前年度比120％

1
産業間連携による地域資源の活用
（物産振興の推進）

産業戦略推進室、商工振興課、
農林農地課、水産海浜課

販路開拓等に取り組んだ商品の売上
高対前年度比率

未実施 助成該当なし - 対前年度比120％
・物産振興協議会による物産開発研究助成
・ふるさと納税中間事業者の活用

・物産振興協議会による販路開拓等の助成
・ふるさと納税返礼品の創出等による新たな魅力の掘り起こし

2 地産地消の総合的な推進 農林農地課
学校給食へ地場農産物を提供する農
家数

138戸
（R1）

146戸 ⤴ 152戸
コロナ禍によりイベントの実施があまりできなかったが、そのような中で
も地産地消メニューコンテストや、学校給食への地場農産物の提供など
を行った。

地産地消をよりアピールするとともに、学校給食への地場産品提
供拡大に向けて働きかけを強めていく。

3 沼津の農産物振興 農林農地課 茶生産量
788t
（R1）

663t ⤵ 900t
新茶PRに関するイベント等はコロナ禍によりほとんどが中止となった。ま
た、みかんの品種転換の促進や、ブランド米「するがの極」の作付け拡
大等の取組を行った。

消費の落ち込みや茶価の低迷、また天候不順により収穫量
が減少している

恒常的なイベントの開催などにより沼津茶の魅力を発信しブランド
力の向上を目指すとともに、生産者への要望調査を行い、生産者
が求めている支援体制の構築をすすめていく。

4 水産業振興の推進 水産海浜課
4漁協と沼津魚市場(株)の水揚（取
扱）量

91,582t
（R1）

84,975t
（＋沼津魚市場分6月以降） ⤵ 94,000t

市内漁業者を対象とした出漁・流通促進等の支援、漁協等が実施する
魚食普及事業への支援、深海魚のPR活動、販路拡大・PR、ブランド化
の推進

作成時点において、沼津魚市場（株）の水揚（取扱）量が出て
いないため、暫定の実績値のため

魚食の普及や地産地消、流通の促進や販路拡大に向けた取組を
推進し、地域経済を支え、本市を代表する地場産業である水産業
の振興を図る。

新規に創出した従業者数
101人
（R1）

１４１人 ⤴ 160人

5
公民連携リノベーションまちづくりの
推進

まちづくり政策課 事業を通じて増加した従業員数
57人
（R1）

83人 ⤴ 90人

重点エリアのエリアリノベーションを図るため、定期マーケットの自走化
の支援など旧国一南エリアビジョンのに沿った事業の検討・実行、まち
づくりの担い手育成などを行った。また、提案型公民連携制度の運用を
通じ、遊休公共施設の民間活用の検討及び推進に取組み、２件の民間
活用事業者の選考を行った。

引き続き、交流の場を作りまちに関わる人のすそ野を広げなが
ら、新たにまちでチャレンジする人を見出し、事業化の支援を行っ
ていくとともに、市の遊休資産についても積極的な民間活用の検
討を行うことなどにより、従業員数の増加を図る。

6 起業創業支援 商工振興課
ぬまづビジネスサポート連絡会の支
援により新規に創業した事業者数

44件
（R1）

58件 ⤴ 70件

沼津地域中小企業支援センター運営事業、知的財産活用事業、創業セ
ミナー（女性・スモールビジネス・ソーシャルビジネス）の開催等。支援機
関連携の沼津ビジネスサポート連絡会を定期開催し、情報交換と伴走
支援。

沼津地域中小企業支援センターの相談数は堅調に増加しており、
起業創業のワンストップ窓口として定着化している。創業セミナー
（女性・スモールビジネス・ソーシャルビジネス）に加え、令和４年
度は概ね２年以内に創業した事業者を対象とした創業フォロー
アップセミナーを開催し、伴走支援を行う。

7 まちなか商業リブランディングの推進 商工振興課 中心市街地歩行者数
45,250人

（R2）
42,703人 ⤵ 80,000人

・まちなかの商店主と有志サポータがチームとなって、店舗のリブラン
ディングプランを検討するリブランディング企画塾（R3は３店舗が参加）
と、その取組みを地域の商店主等へフィードバックするまちなか商業リブ
ランディング会議の開催。
・まちなか商業の魅力PR冊子『NUMAZU まちの感触』の発行。

新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛が続いており、
まちなかへの来訪者も減少したと考えられるため

引き続き、リブランディング企画塾やリブランディング会議を実施し
ていくことで、リブランディングに取組む店舗の増加を図り、中心市
街地エリア全体の魅力を高めていく。また、情報発信において、エ
リアの魅力を広く周知していくことで、中心市街地への来訪者の増
加を目指す。

従業者数
101,160人

（R1）
- - 110,000人

8 沼津しごとの応援 商工振興課 本事業により市内企業に就職した数
12人
（R1）

25人 ⤴ 延べ100人

・沼津しごと応援サイト「ぬまジョブ」の運用。
・合同就職面接会、キャリアデザイン相談センターの開設、テレワーク導
入セミナー、離職者等再就職支援プログラムの開催ほか、企業の人材
確保及び若年者の就労支援。

本市中小企業と学生等の求職者をマッチングする手段として「ぬ
まjob」登録者の増加を図る。合同就職面接会の開催、キャリアデ
ザイン相談センターの開設、奨学金返還支援事業の推進により市
内企業へのUIJターン就職を強化する。ポストコロナにおける労働
市場の活性化を見据え、障害のある人、高齢者などを対象とした
ダイバーシティ経営に向けた経営者の意識改革を促す。

9 農業改革の推進 農林農地課 農地集積の面積
45.2ha

※単年度ベース
（R1）

26.8ha ⤵ 150ha
※累計

人・農地プラン実質化に向けた意見聴取を行い、2地区において実質化
した。
農地利用集積の推進を行った。

基準値からは低下しているが、計画に沿って実質化を進めて
おり、累計の集積面積はすでに目標値を達成している

引き続き農地集積を進めていく。

男女共同参画推進事業初認定数
91事業所

（R2）
97事業所 ⤴ 115事業所

広報紙や市ホームページ等において、新たに認定された「推進事業所」
を広くPRしたり、募集の告知を行い、6事業所を認定した。

今後も「推進事業所」について、メリット等を伝えて広くPRすること
により、事業所数を増やし、取組の主要領域の1つである「職場」
において男女共同参画を推進していく。

審議会等への女性登用率
29.2%
（R1）

30.50% ⤴ 35％
委員の推薦等を実施する際、女性登用率に配慮する旨の通知を、年度
当初に全庁に発信し、意識啓発を促すと共に、年度途中においても適
宜、個別に指導を行った。

引き続き、審議会等の女性委員登用率に配慮する旨の通知を全
庁へ発信したり、個別の丁寧な指導により、職員への男女共同参
画意識を促していく。

11 人材の育成（起業創業支援）

年間企業立地件数（補助制度活用に
よる）

2件
（R1）

9件 ⤴ 延べ50件

12 企業立地の促進 産業戦略推進室
年間企業立地件数（補助制度活用に
よる）

2件
（R1）

9件 ⤴ 延べ50件
・企業立地促進助成、医療関連産業集積促進助成、中小企業設備投資
促進助成、本社機能移転拡充助成、ＩＴオフィス等進出助成制度の運用

・企業相談・訪問等による補助制度の発信、相談案件の受信
・民間主導による工業用地整備事業の支援

13 農業団地事業構想（農業改革の推進）

中心市街地歩行者数
45,250人

（R2）
42,703人 ⤵ 80,000人

片浜西沢田線の整備
0km
（R1）

0km → 0.9km
（R8）

片浜西沢田線道路築造工事の実施 鉄道事業者と連携を図りつつ整備を進めていく。

移転先周辺の基盤整備
0ha

（R1）
0ha → 3.5ha

（R8）
移転施設調整池詳細設計及び新貨物ターミナル調整池築造工事の実
施

引き続き、調整池工事を進めていく。

15 総合体育館等の整備 総合体育館整備室 総合体育館の年間利用者数
241,398人

（R1）
- - 400,000人

（R5年度以降）

・令和５年中の供用開始を目指し、総合体育館の建設工事に着手した。
・事業の進捗状況の透明化や市民の期待感の醸成を目的にホームペー
ジや工事用仮囲いを利用し事業の情報を発信した。

総合体育館開業に向け、市民の期待を高めるような広報を行い、
利用者の拡大を目指す。
現体育館利用団体等がスムーズに総合体育館利用ができるよ
う、予約システムについての事前説明会を実施する。

16 市街地再開発等の推進
市街地整備課、
まちづくり政策課

中心市街地における居住人口の拡大
（大手町２～５丁目、上土町、通横
町、町方町）

1,600人
（R2）

1,575人
(R4.4.1現在) ⤵ 2,020人

指標増となるための「町方町・通横町地区」の再開発事業に対し適切な
助言を行った。

事業が始まっていないため
R9年度における着実な指標増に向けて、再開発事業を推進して
いく。

17 中心市街地まちづくり戦略 まちづくり政策課 中心市街地歩行者数
45,250人

（R2）
42,703人 ⤵ 80,000人

中心市街地まちづくり戦略会議などを７回開催し、まちづくりの検討を実
施したほか、市が取り組む中期までの公共空間再編に関する具体的な
アクションプランである「公共空間再編整備計画」などを作成した。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響
引き続き、まちづくり戦略会議などを開催し、まちづくりの検討を
行っていくことに加え、中心市街地において社会実験などの試行
的取組を積み重ね、ヒト中心のまちづくりを推進していく。

18 公共交通ネットワークの形成 まちづくり政策課 公共交通利用者数
45,837人
（H30）

32,995人
（R2) ⤵ 45,900人

令和3年度に市内在住の65歳以上の高齢者を対象に3,000円分のバス・
タクシー利用券を配布したほか、令和4年2月には市内の全世帯に対し、
3,000円分のバス・タクシー利用券を配布した。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響
持続可能な公共交通の確保及び利便性向上による利用促進を図
るため「沼津市地域公共個通計画」に基づいた施策を展開してい
くほか、自主運行バスなど路線継続のための補助を実施していく。

19 公民連携リノベーションまちづくりの推進

20 まちなか商業リブランディングの推進

　１－１　地場産品の競争力強化と地域経済の活性化

●　力強い産業を育て魅力ある雇用を創出する

地域自治課男女共同参画の推進10

　１－３　地域産業を担う人材の確保・育成

　１－２　新たな仕事づくりと雇用の創出

推進課、整備課、
沼津駅周辺区画整理事務

所
沼津駅周辺総合整備14

　２－１　まちなか居住の推進と都市的魅力の向上

●　沼津への新しいひとの流れをつくる

【再掲】

　１－４　立地環境を活かした企業誘致

【再掲】

【再掲】

【再掲】

資料２－３



№ 事業名 担当課 数値目標 基準値 R3実績 基準値との評価 KPI
（重要業績評価指標R7）

R3の取り組み内容 R3実績が基準値から低下した理由 KPI達成に向けての今後の取り組み・認識について

21 文化財の保存活用 文化振興課 利用者数
18,000人

（R1）
5,409人 ⤵ 32,000人

・講演会や体験学習等文化財活用事業の開催（動画配信含む）
・SNS等を活用した情報発信（説明動画QR配信）

コロナ禍のため、利用者数が減少した コロナ禍によるが、イベント等を開催し、利用者を増やす。

社会移動数
535人
（R1）

△512人 ⤵ 転入超過維持

22 ぬまづ暮らしへの住み替えの促進 政策企画課 事業を通じた移住者数
18人
（R1）

38人 ⤴ 延べ125人

・本市への移住相談受付
・県主催の移住相談会への出展
・市単独移住セミナーの開催
・「ぬまづ暮らしオススメ隊」による官民連携体制での移住支援
・移住支援施策の実施（移住就業支援・テレワーク移住支援）

地方移住への関心が高まっていることを受け、定期的な移住相談
会の開催による相談機会の確保や移住希望者の目線に立った情
報発信、移住支援制度の実施による移住希望者の後押しを行い、
本市への移住・定住の促進を図る。

ぬまづの宝100選の市民認知度
53.9％
（H28）

60.1% ⤴ 100％
ぬまづの宝１００選のポスターコンテストを開催。応募作品：５９点
写真パネル展開催（市内６カ所）、トーカイケーブルのTVコーナー放送
（27回）

令和５年に100選を改選するため、新候補の公募や、現１００選と
新候補の人気投票を行い、自らが選んだ、推薦した宝として認知
度の上昇を図る。新100選のお披露目時には、周知を図るために
写真パネル展を実施する。

市HP「フォト＆ライブラリー」閲覧数
月平均1,589アクセス

（R1）
2,483アクセス ⤴ 月平均3000アクセス

新たなカテゴリ「令和まち景色」を新設し、空撮画像・動画を中心に掲載
を行った。　更新回数：7回　掲載点数：842点(R4.3.31時点)

掲載点数のさらなる増加を図るとともに、市の魅力を発信できる新
たなカテゴリの新設や期間限定企画を実施する。また、各種SNS
等で積極的に情報発信をすることで、アクセス数の増加を狙う。

24 観光プロモーション 観光戦略課 観光交流客数
436万3千人

（R1）
220万7千人（見込） ⤵ 600万人

・観光ポータルサイトにＡＩ機能などの新機能を追加
・山梨県など隣接県等への観光プロモーションの実施

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令され
るなど、不要不急の外出自粛が求められたため

国の全国旅行支援が予定されるなど、観光誘客再開の動きが鮮
明になっている中、宿泊・レジャーキャンペーンの実施や、大河ド
ラマトークイベントの開催など、社会経済活動の再開に向けて積
極的に誘客施策に取り組む。

25 ふるさと納税の推進 観光戦略課、政策企画課 ふるさと応援基金寄附金寄附件数
15,963件

（R1）
95,420件 ⤴ 35,000件

・インターネット寄附サイトの追加
・返礼品事業者の新規登録

魅力的な返礼品の登録や返礼品事業者の参入を促進するととも
に、様々な機会を通じて効果的なＰＲを全国に発信していく。

26 中央公園等リノベーション 緑地公園課、まちづくり政策課 民間事業者等との連携による公園整備
0か所
（R1）

0か所 → 計2か所
中央公園再整備基本方針策定、パークマネジメント協定等による公園の
利活用

中央公園再整備に伴うワークショップを開催し、民間事業者等との
連携を図る。

27 空き家対策の推進 まちづくり指導課 管理不全な空き家の削減数
延べ168件

（R1）
延べ233件 ⤴ 延べ320件 ワンストップ相談会開催、空家等除却事業費補助金制度創設 R3の取組に加え、出前講座開催等により積極的に啓発を行う。

観光交流客数
436万3千人

（R1）
220万7千人（見込） ⤵ 600万人

28 観光プロモーション

29
深海魚を活用した地域産業の活性化
（水産業振興の推進）

30 沼津港みなとまちづくりの推進 水産海浜課 来港者入込客数
166万人
（H30）

- - 178万人
みなとまちづくり推進計画の推進、県による港湾整備促進（負担金支
出）、沼津港振興会の運営、Sea級グルメ全国大会のPR活動と実行委員
会の設立・運営、イベント開催事業への支援

沼津港みなとまちづくり推進計画（静岡県策定）を踏まえて、沼津
港の整備及びまちづくりを推進し、沼津のにぎわい拠点としての更
なる発展と周辺への波及を図る。

31 イベントの展開とにぎわいの創出 観光戦略課 観光交流客数
436万3千人

（R1）
220万7千人（見込） ⤵ 600万人

・沼津夏まつり中止の代替イベントとしてサプライズ花火の開催
・御用邸花の祭典や、大河ドラマパブリックビューイングの開催

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令され
るなど、不要不急の外出自粛が求められたため

感染症予防等ガイドラインに基づき、沼津夏まつり・狩野川花火大
会を３年ぶりに開催するなど、安全安心なイベントの開催に努め
る。

管内でのMICE開催件数
26件
（R1）

11件 ⤵ 43件

管内でのMICE参加者数
12,312人

（R1）
5,591人 ⤵ 20,800人

管内でのMICE延宿泊数
7,631泊
（R1）

689泊 ⤵ 8,940泊

33 沼津御用邸記念公園の保存活用 緑地公園課 来園者数
127,440人

（R1）
36,221人 ⤵ 延べ640,000人

新指定管理者が新規イベント・商品開発、清掃強化等によりPRした。
ガーデンツーリズム連携のPR等も行った。

新型コロナウイルス感染症に伴う全国的な外出・観光自粛に
より団体観光旅行が壊滅的だったため

アフターコロナ・withコロナになりつつあるため、引き続き公園の維
持管理・サービス向上に努め、PRも図っていく。

34 沼津サイクルツーリズムの推進 ウィズスポーツ課 サイクル拠点施設利用者数
2,300人
（R1）

3,828人 ⤴ 2,800人

・さまざまなサイクルアクティビティ（サイクリング、ＢＭＸ、ＭＴＢ）が楽しめ
る本市の魅力を発信するＰＶの作成
・サイクリングと観光・地域資源を組み合わせたプロモーション
・「狩野川周辺サイクル事業推進協議会（事務局：沼津市）」にて
　東京2020大会の機運醸成を図るための体験イベントや、サイクリング
専用アプリを活用した周遊キャンペーン等の実施

サイクルツーリズムの効果を市内にも拡げていくため、市内の観
光施設、飲食店等のスポットを自転車で回遊するサイクルキャン
ペーンを実施し、地域振興と健康増進に繋げていく。
持続可能なサイクルツーリズムの推進に向けて、民間事業者との
連携や新たな担い手の発掘・育成などに取り組む。

フェンシング大会及び合宿の開催に
伴う観光交流客数

0人
（R1）

718人 ⤴ 延べ450人

フェンシングのまち沼津推進協議会
会員数

0者
（R1）

50者 ⤴ 延べ100者

ファミリー会員登録数
2,913人
（R1）

2,627人 ⤵ 3,400人

ホームゲーム平均入場者数
2,470人
（R1）

1,482人 ⤵ 3,500人

外国人宿泊者数
30,213人

（R1）
1,778人 ⤵ 100,000人

37 インバウンドの推進 観光戦略課 外国人宿泊者数
30,213人

（R1）
1,778人 ⤵ 100,000人

・海外ユーザー向けSNS発信
・英語版観光ポータルサイト運営

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化措置によ
り、外国人観光客の入国が停止されたため

６月10日に外国人観光客の受入れが再開され、徐々にインバウン
ド需要の回復が見込まれることから、情報発信を継続する。

38 広域観光・MICEの推進

・沼津マッチの開催
・無料観戦チケットスポンサー支援
・ホーム戦沼津市ブース出展支援
・応援拡大プロモーション（愛鷹スタジアム照明改修支援）
・「わがまちプロスポーツ」応援促進・広報支援（SNS発信、まちなか装飾
等）

広報課沼津の魅力発信の推進23

　２－２　“ぬまづ暮らし”の発信による住み替えの促進、関係人口の創出・拡大

【再掲】

【再掲】

32 広域観光・MICEの推進 観光戦略課

　２－４　外国人の誘客とおもてなしの充実

【再掲】

・開催支援制度を活用したプラサヴェルデでのMICE誘致
・キラメッセぬまづ（指定管理者）との連携によるコンベンションの推進

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、会議等の開催
中止が相次いだため

会議や大会の開催数が、徐々にではあるが回復し始めている。た
だし、リアル開催では、出展社数や来場者数が大きく減少している
ケースが多い。主催者に補助メニューを周知させるなど、情報発
信に務める。

35 フェンシングのまち沼津の推進 ウィズスポーツ課

36
アスルクラロ沼津のホームタウン活動
の推進

ウィズスポーツ課
新型コロナの影響に伴うホームゲーム入場制限による入場
者数やスポンサーの減少
これらに起因し、ファミリー会員数も減少

Ｆ３ＢＡＳＥの運用を機に「フェンシングのまち沼津」のブランドイ
メージの確立に向け、更なる事業の推進を図っていく。
「フェンシングのまち沼津推進協議会」の周知拡大を進め、取組に
対する理解者・協力者を獲得していく。

クラブと連携し、沼津市を盛り上げていくための施策を展開してい
く。
市民に愛されるクラブとして成長できるよう、更なる機運の醸成を
図っていく。

・東京2020大会事前合宿受入（日本代表女子フルーレ、カナダ代表）
・フェンシング環境の整備(F3 BASEの開設・運営)
・シンボルフェンサーの育成
・競技者の拡大（スマートフェンシング指導者育成プログラム共同開発
等）
・全国大会(Proud NUMAZU CUPフェンシング選手権)の開催
・フェンシング合宿受入
・裾野拡大（キャリア教育の実施）

　２－３　観光資源を最大限活用した交流人口の拡大



№ 事業名 担当課 数値目標 基準値 R3実績 基準値との評価 KPI
（重要業績評価指標R7）

R3の取り組み内容 R3実績が基準値から低下した理由 KPI達成に向けての今後の取り組み・認識について

男女共同参画推進事業初認定数
91事業所

（R2）
97事業所 ⤴ 115事業所

39 男女共同参画の推進

メタボリックシンドローム該当者の割
合

17.9%
（R1）

19.7%
（R2） ⤵ 17.6％

（R6）

脂質異常者の割合
55％

（H30）
56％
（R1） ⤵ 53.5％

（R5）

血糖異常者の割合
10.3%
（H30）

10.2%
（R1） ⤴ 9.5％

（R5）

新型コロナウイルス感染拡大に伴う、活動自粛、テレワーク
等による運動不足が生活習慣を悪化させ、数値の改善が難
しい状況であったと考えられる

41 いきいきスポーツの推進 ウィズスポーツ課
スポーツ実施率（週1回以上運動した
人の割合）

29.3％
（H30）

- - 65％
（R10）

・地域体力づくり教室の開催
・生涯スポーツ指導者の育成
・運動、スポーツを継続する機会の創出
（スポーツの実施率の調査は５年期間での集計となるため実施なし）

新体育館のオープンや令和6年度から新たにスタートするスポー
ツ推進基本計画の策定を契機に、市民スポーツの在り方や方向
性について検討を進める。

本事業により市内企業に就職した数
12人
（R1）

25人 ⤴ 延べ100人

42 沼津しごとの応援

43 不妊・不育症治療費の助成 健康づくり課
不妊・不育症治療を受けた人の妊娠
者数

82件
（R1）

104件 ⤴ 100件

市広報誌及びホームページによる情報発信や、窓口での詳細かつ丁寧
な説明に努め本制度の周知を図った。また、不妊治療の一部が公的医
療保険の対象になることに伴い、メディア等を通して報道される機会が
増えるなど本治療に関する認知度及び理解度がこれまでより高まりつつ
あるものと認識している。

近年、少子化が進行する中、子を授かりたいと願う夫婦の治療支
援及び本市における出生率向上のための施策として有効かつ効
果的なものであると認識している。引き続き、機会を捉えて本制度
の周知に努めるとともに、国及び県の動向等にも注視しながら事
業進捗を図る。

婚姻数
912件
（R1）

776件 ⤵ 1,000件

44 出会い応援・結婚新生活支援 政策企画課 婚姻数
912件
（R1）

776件 ⤵ 1,000件
・「沼津の出逢い応援課」の運営
・「縁結び隊」による出会いの仲介及び意見交換会の実施
・「沼津市結婚新生活支援補助金」の運用開始

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、婚姻につなが
りうる出会いの機会等の減少や婚姻等の意思を左右する経
済状況が悪化したことが挙げられる

出会いの機会を提供するためにセミナー・イベントを開催するほ
か、運用開始間もない「結婚新生活支援補助金」の広報に努め、
本市の未婚化・晩婚化傾向の改善及び婚姻率の向上を図る。

45 不妊・不育症治療の助成

46 妊娠・出産の包括支援 健康づくり課
産後ケア利用者数（年間実数・産婦
の利用割合）

28件・約2%
（R1）

21件・約2% ⤵ 50件・5%

・支援を必要とする人に、より支援を届けやすくする仕組み作りとして、
　産後ケア事業の利用料軽減をはじめ、訪問型育児支援の利用期間の
　延長、初回利用料免除の対象拡大等の制度改正に取り組んだ。
・母子保健コーディネーター業務を母子健康手帳の交付に特化したこと
　により、ハイリスク妊婦を的確に把握し、早期支援につなげるための
　体制づくりを進めた。
・産婦連絡票等の活用により、医療機関をはじめとした関係機関との
　ネットワーク強化に努めた。

・新型コロナウイルス感染拡大の影響による妊娠控えにより
　出産数が減少したこと（例年の1割減）に加え、産後ケア事
　業の利用控えや、サービス提供先の受入れ制限等による
　影響が大きい
・産後ケア利用者の多くを受け入れていた医療機関が、産後
　ケア事業から撤退したため（お産の受入れを取りやめた）

妊娠期から子育て期にわたる総合相談や支援を実施する本事業
は、安心して子供を産み育てるための施策として重要な役割を
担っていると認識している。引き続き、医療機関をはじめとした関
係機関との連携体制をより一層強化するとともに、ハイリスク妊婦
を早期に把握し、その支援プランを適切に管理することで、支援を
必要とする人に、適切な支援を届けられる仕組み作りを進めてい
く。また、今後もサポート体制をより充実させるために、妊産婦の
ニーズ把握に努めたい。

保育所入所待機児童数
15人
（R1）

0人 ⤴ 0人

47 多様な保育サービス 子育て支援課 保育所入所待機児童数
15人
（R1）

0人 ⤴ 0人
・乳幼児保育（35か所）、障がい児保育（24か所）、延長保育（30か所）、
一時預かり保育（33か所）、等実施　・金岡待機児童センター運営　・幼
保連携型認定こども園（7か所）、既存施設の認定こども園移行

既存の保育施設の定員増加や、保育サービスの充実に向けた支
援を行い、入所待機児童解消に努めていく。

48 地域子育ての支援 子育て支援課
子育てしやすい環境にあると感じてい
る市民の割合

74.7%
（R1）

86.84%
（R２） ⤴ 80%

・子育て支援施設における一時預かり保育、乳幼児・保護者同士のふれ
あいの場の創出、育児相談の実施　・子育てサポートキャラバンの実
施、ファミリーサポートセンター運営、親子絵本ふれあい事業等実施　・
ネットワーク会議開催（２回）

子育て中の親の孤独感や不安感への対応は必要であり、そのた
めの拠点として、子育て支援センターを顕在化し、地域における子
育て親子の交流等を支援していく。

児童ショートステイ事業
56人/年

（R1）
57人/年 ⤴ 224人/年

児童ショートステイの実施（母子生活支援施設とファミリーホームの２箇
所に加えて里親による実施も開始）

支援を要する家庭が適切に制度活用できるよう、支援対象世帯を
中心として相談者に対する制度の案内に努める。

ひとり親世帯を対象とした支援制度
の認識度

- 59% ⤴ 25%
児童扶養手当受給者を対象に、ひとり親世帯を対象とした支援制度等
の認識アンケートを実施した、

支援制度について、さらなる周知広報に努める。

　３－４　子ども・子育て支援の充実

49 みんなで子育て支援 こども家庭課

　３－１　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

【再掲】

【再掲】

40 健康づくりの推進 健康づくり課

【再掲】

　３－３　結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

市民の健康寿命の延伸を図るため、健康無関心層への対策や若い世
代からの健康づくりが重要であることから、地域における健康づくりの推
進と事業所への健康経営の支援を展開した。
正しい健康情報の提供と知識の普及・啓発を行い、自発的な健康づくり
活動を取り組む機会となるよう事業の推進に努めた。

若い世代や働き盛り世代からの健康づくりの取り組み支援を引き
続き実施していく。
SNSを活用した情報提供や事業所への健康経営支援を展開し、
健康づくりの意識付けの早期介入に努めていく。

　３－２　若い世代の経済的安定

●　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる



№ 事業名 担当課 数値目標 基準値 R3実績 基準値との評価 KPI
（重要業績評価指標R7）

R3の取り組み内容 R3実績が基準値から低下した理由 KPI達成に向けての今後の取り組み・認識について

特色ある教育活動が行われていると
感じている保護者の割合

87.6%
（R1）

80.9% ⤵ 90％

住んでいる地域への関心が高まって
いる小中学生の割合

84.6%
（R1）

80.2% ⤵ 90%
地域交流・体験学習・校外学習の推進と、外部人材の活用を図る独自
の取組を行う各小中学校を、交付金の交付を通じて支援した。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域住民との交流
が難しくなり、地域とのつながりを感じる機会が限定されたた
め

オンラインによる交流の推進等、ＩＣＴ機器を活用した地域住民との
つながりにより、コロナ禍においても地域の交流の積極的に行っ
ていく。

特色ある教育活動が行われていると
感じている保護者の割合

87.6%
（R1）

80.9% ⤵ 90％
地域交流・体験学習・校外学習の推進と、外部人材の活用を図る独自
の取組を行う各小中学校を、交付金の交付を通じて支援した。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域と交流する独
自行事が難しくなる等、地域の特色を活かした独自の学校運
営が制限されたため

コミュニティ・スクールの推進と併せ、地域の特色を活かした独自
の取組を推進していく。

学校運営協議会及び地域学校協働
本部設置校区の割合

12%/2校区
（R2）

24%/4校区 ⤴ 100％/17校区
令和2年度の第五・大岡校区に続き、片浜・静浦校区に学校運営協議会
及び地域学校協働本部を設置し、全市における学校運営協議会の設置
に向けた活動の経験を蓄積した。

コミュニティ・スクールの全校区での移行に向けて、令和４年度の
学校運営協議会・地域学校協働本部設置校区を８校区に拡大す
る。

家庭教育講座受講者数
238人
（R1）

0人 ⤵ 1,100人

ＰＴＡ等主催の家庭教育講座の講師料を市が負担する家庭教育講座支
援事業の周知を市内幼稚園、保育園、小中学校に実施した。幼稚園や
保育園では当事業の利用があったが、小中学校においては活動を自粛
しているＰＴＡが多く利用はなかった。

新型コロナウイルス感染症の影響により、ＰＴＡや保護者会な
どの家庭教育関係団体が活動を自粛していたため

家庭教育講座を実施する団体が減少していることから、改めて関
係団体に家庭教育の重要性を周知するとともに、講座を実施し易
い環境づくりや仕組みづくりを検討する必要がある。

コミュニケーション能力が向上してい
ると思う子ども、保護者、教員の割合

83.7%
（R1）

83.7% → 95%

英検補助を実施するとともに、英語コミュニケーション能力向上のための
「パフォーマンステスト」について、外部ＡＬＴと１人１台端末を組み合わせ
た本市独自の実施に向けた試行や所要の予算措置等、令和４年度から
の本格運用の開始に向けた準備を行った。

中学校全学年を対象とする英語パフォーマンステストの実施を通
じて、その結果を生徒にもフィードバックすることで、生徒自身の振
り返り、今後の学習改善に寄与するとともに、テストの結果を全学
校・全英語教員で共有し、生徒の英語パフォーマンス能力向上の
ための授業改善につなげる。

一人あたりの図書貸出数
39.8冊
（R1）

40.2冊 ⤴ 45冊
各校での選択研修の実施等、図書館支援員に対する研修のあり方を工
夫し、コロナ禍においても研修の充実を図った。

図書館支援員に対し、選択研修の回数、実施方法を工夫し、研修
の充実に努めることにより、児童生徒がより多くの本に関心をも
ち、読書に取り組むことができるようにする。

「授業が分かる」と感じる小中学生の
割合

91.9%
（R1）

89.1% ⤵ 95%
児童生徒の「聞く力」「話す力」の向上を図りつつ、コミュニケーション能
力や感性・情緒の基盤である言語能力を育成するため、本市独自の教
科である「言語科」の実施に全校で取り組んだ。

新型コロナウイルス感染防止のためグループ活動が制限さ
れ、関わり合いを通じて考えが変容したり納得できたり、課題
が解決されたりという機会が減少したため
また、ＩＣＴの本格活用初年度であり、活動制限下における協
働的な学びの実現に向けた取組の格差が学校間・教職員間
で生じたため。

言語活動を通じて、関わり合いながら解決に向かっていくプロセス
を大切にし、思考を深めていくような教育を、ＩＣＴの積極的な活用
によりコロナ禍における制約にも対応しながら実践していく。

全国学力調査（英語）
県・全国平均を上回

る
実施無し - 県・全国平均を上回

る
令和３年度は実施なし

中学校全学年を対象とする英語パフォーマンステストの実施を通
じて、その結果を生徒にもフィードバックすることで、生徒自身の振
り返り、今後の学習改善に寄与するとともに、テストの結果を全学
校・全英語教員で共有し、生徒の英語パフォーマンス能力向上の
ための授業改善につなげる。

教職員に対するアンケート（「教職員
に対する研修が十分行われている」）

未実施 88.1% 新規 90%
授業力向上に向けて、情報教育推進室の情報教育コーディネーターと
教職員研修センターの研修アドバイザーが学校訪問し、学校毎のニー
ズに即した指導を実施した。

教職員のICT活用スキル向上のため、情報教育コーディネーター
によるN-GIGA支援訪問を継続するとともに、授業効果を高めるた
めのアプリ等の調査研究を、各校のネットワーク担当者と協力し進
めていく。

児童生徒に対するアンケート（「担任
の教師がICTを十分活用している」）

未実施 90.5% 新規 90%

児童生徒1人１台端末の自宅持ち帰りを大幅に前倒しして、1学期や夏
季休業から試行、2学期からは本格開始した。その上で、ICT活用方針に
基づき、積極的な活用に取り組んだ結果、普通教室での授業にとどまら
ず、生徒会活動やオンライン社会科見学、地元企業の授業・研修等支
援や庁内他課（自然観察会）との連携など、幅広い活用が進んだ。

教職員間・学校間のＩＣＴ活用スキルの格差を解消できるよう、教
職員に対する研修の充実に取り組む。

53 高校生しゃべり場inぬまづの開催 生涯学習課
高校生（ハイポート）の自主活動の回
数

1回
（R1）

2回 ⤴ 3回

ハイポートが企画運営した座談会の開催を支援し、高校の垣根を超えた
自主活動、社会参加を促進した。また、海岸清掃活動や子供・若者育成
支援のための街頭キャンペーンへの参加を促し、社会活動への関心や
意義を考える機会を創出した。

自主活動がよりよい形で継続的に実施することができるよう支援
していくとともに、ハイポートの活動をSNSや研修会を通じてPRす
るなど周知に努め、各高校からのメンバー増員を図る。

災害に備えている市民の割合
52.1%
（R1）

57.2% ⤴ 60%

津波避難困難地区の解消
6箇所
（R1）

6箇所 → 0箇所
（R4）

地域別災害避難行動作成率
43%

（R1）
46%
(R3) ⤴ 100% 大平地区をモデル地区として、マイ・タイムライン説明会を実施。 マイ・タイムライン説明会を連合自治会単位で実施していく。

津波避難路の点検及び再整備の割
合（全105箇所）

79%
（R1）

97%
(R3) ⤴ 100%

（R4）
津波避難施設整備補助金を活用した整備の実施。 残り3か所について、津波避難路の点検及び再整備を実施する。

55 自主防災会の活性化 危機管理課
自主防災組織による避難所運営マ
ニュアル策定数

30箇所
（R1）

40箇所
(R3) ⤴ 49箇所

自主防災会に対する補助金交付　・防災指導員の研修　・避難所運営マ
ニュアル策定の支援。

引き続き自主防災会に対する補助金交付　・防災指導員の研修　
・避難所運営マニュアル策定の支援を実施する。

56 地震防災の啓発 危機管理課 防災講座等年間参加者数
3,350人
（R1）

988人
（R3） ⤵ 5,500人 市民等からの要望を受け、防災訓練や講話等の出前講座を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響により、講座の中止や申し
込みが減少したため

引続き市民等に出前講座を実施していく。

57 総合的治水対策の整備 河川課 床上浸水被害想定件数の削減
30件
（R1）

19件 ⤴ 0件
大平江川排水機場接続函渠築造工事
井戸川雨水貯留池築造に伴う用地買収及び物件補償

財源確保に努め確実な事業進捗を図る。

58 観光拠点における来訪者の安全確保 観光戦略課 大規模修繕・工事総数
2件

（R1）
3件 ⤴ 延べ16件

・観光施設（資源）の適切な管理運営
・観光施設の計画的な修繕の実施

観光客をもてなすための受入環境整備を計画的に進め、適切な
管理、運営及び修繕を実施し、来訪者の安全確保に努める。

公共交通利用者数
45,837人
（H30）

32,995人
（R2) ⤵ 45,900人

59 公共交通ネットワークの形成

60 沼津駅周辺総合整備

61 総合体育館等の整備

62 中間処理施設の整備 新中間処理施設整備室 新処理施設整備
0%

（R1）
0% → 100%

平成27年度に策定した「沼津市新中間処理施設整備基本計画」の内容
を一部改正し、基本計画の時点修正を行うとともに新たな事項の検討を
行い、令和４年３月に「沼津市新中間処理施設整備基本設計」を策定し
た。また、採用する事業方式について、導入可能性調査を実施し、公設
民営であるDBO方式に決定した。

新中間処理施設整備に必要な実施方針や要求水準書の作成、ま
た、施設の建設及び運営を行う事業者選定を行うための、事業者
選定支援業務委託を実施する。

63 空き家対策の推進

64 沼津市市営住宅今沢団地の建替え 住宅営繕課 今沢団地整備率
0%

（R1）
0% → 100%

（R13）

「沼津市営住宅今沢団地建替事業に係る民間活力導入可能性調査」の
結果を踏まえ、PFI手法BTO方式の導入の適否について、PFI等庁内推
進会議に諮った結果、「適」と評価されたため、本建替事業において、
PFI手法BTO方式の導入の決定を行った。
また、事業費算定の基礎資料として、既存建築物におけるアスベスト含
有調査を実施した。

令和５年度末の事業契約締結に向け、「沼津市営住宅今沢団地
建替基本計画」に基づいた要求水準書の作成や事業者の選定な
どのPFI法に基づく諸手続きを行い、整備を進めていく。

【再掲】

【再掲】

54 安全な地域づくりの推進 危機管理課

【再掲】

【再掲】

　４－２　便利で快適な居住環境の整備

52 ICT活用教育の推進 学校教育課

●　新しい時代に合った、安全・安心で誰もが暮らしやすい地域をつくる

　４－１　災害に強い安全・安心な生活環境づくり

50
学校教育・家庭教育の「地域総がか
り」による推進

学校教育課、生涯学習課

51
言語教育による読解力・表現力の育
成

学校教育課、生涯学習課

　３－５　沼津らしい子ども教育の更なる推進



№ 事業名 担当課 数値目標 基準値 R3実績 基準値との評価 KPI
（重要業績評価指標R7）

R3の取り組み内容 R3実績が基準値から低下した理由 KPI達成に向けての今後の取り組み・認識について

地区センターにおけるコミュニティ利
用件数

3,750件
（R1）

2,517件 ⤵ 4,000件

65 地域コミュニティの活性化 地域自治課
地区センターにおけるコミュニティ利
用件数

3,750件
（R1）

2,517件 ⤵ 4,000件
市内18か所の地区センターにおいて、各地区コミュニティ推進委員会を
指定管理者とし、コミュニティ活動の拠点として利用推進を呼びかけた。
また、利用しやすい施設管理（修繕等）を行った。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令等により
貸館停止や開館時間短縮を行ったこと、また利用団体が活動
を控えたこと等により、利用件数が減少したと考えられる

コロナ禍の影響が残るものの、コミュニティ活動を「やらない」では
なく「いかにしてやるか」という動きになってきていることから、人材
育成講座や地域活性化事業補助等により支援を行っていく。

66 防犯のまちづくり 生活安心課 市内刑法犯認知件数
1,421件
（R1）

1,060件 ⤴ 1,200件
講座・教室の開催、SNSの活用等により、市民の防犯意識向上のため
の啓発活動に取り組んだほか、地域が行う防犯活動を支援するととも
に、防犯灯、放送設備、通学路防犯カメラの設置助成を実施した。

地域防犯活動に参画する人材不足を補完するため、ICT活用やな
がら見守りの拡大等の方策について引き続き検討する。

フレイルチェックの参加人数
55人
（R1）

142人 ⤴ 440人

フレイルチェックに2回以上参加した
方の意識・行動の変容

59.8%
（R1）

77.3% ⤴ 70%

68 高齢者地域包括ケアシステムの整備 長寿福祉課
全国統一の評価指標による地域包括
支援センターの事業評価

644.9点
（R1）

664.4点 ⤴ 665点

地域包括支援センターの機能強化
・基幹型包括支援センターによる後方支援。
・地域ケア推進会議及び運営協議会の開催。
在宅医療・介護連携推進業議会の開催
認知症高齢者等の支援（新オレンジプラン及び認知症施策推進大綱の
推進）
・高齢者サロン・認知症カフェの開設、見守りシールや安心見守りネット
ワーク協力事業所の募集・周知・認定
・認知症初期集中支援検討委員会の開催。
生活支援体制整備事業の推進
・生活支援コーディネーターを各圏域に配置し、包括支援センターと連携
単身高齢者等の孤立顔防止
・見守り等の互助共助の強化及び権利擁護虐待防止の推進

高齢化の進展に伴い、地域包括ケアシステムにおける地域包括
支援センターの常用性が増しているため、基幹型地域包括支援セ
ンターによる市内地域包括支援センターの後方支援等による機能
強化を進めてきた。引き続き地域包括支援センターの機能強化を
進めるとともに徘徊高齢者対応や高齢者の意思確認方法の確立
を図るなど、認知症施策や在宅医療・介護連携施策に取り組むこ
とで地域包括ケアシステムの更なる推進を図る。

ちょいてつボランティア利用登録者数
20人
（R1）

73人 ⤴ 延べ100人 広報誌等で広報に努めた。 ウィズコロナ時代に対応した感染対策を行い、広報を継続する。

ちょいてつボランティア利用回数
148回
（R1）

1,310回 ⤴ 延べ750回
１回３０分で算定。ゴミ捨てなどちょっとした生活上の困り事にボランティ
アが対応した。

KPI達成。地区社協と連携してさらなる利用促進に努める。

70 民間支援まちづくりファンド 地域自治課
ソフト事業における持続的な活動事
業者（個人・団体）数

8事業者
（R1）

9事業者 ⤴ 延べ18事業者
令和２年度に助成を終了した事業について、活動の継続状況について
アンケート調査を行った。

助成終了後の活動に対し、引き続き助言や伴走支援を行うととも
に、持続可能な事業としていくことに主眼を置く。

71 多文化共生の推進 地域自治課
沼津市が住みやすいと感じる外国人
住民の割合

未実施 42人に実施　98％ 新規 R3実績値の20%増 窓口でのアンケート調査
コロナ禍の影響で、予定していたイベントや各種講座が行えず、目
標としていた調査数に及ばなかった。窓口に来た外国人住民から
の提出がほとんどであったため、回答に偏りが出ている。

スマートシティ関連プロジェクト数 0件 0件 → 延べ12件

72 自然環境の保全 環境政策課 特定地域における希少種の減少率
調査において確認され

た希少種の数
（R3）

減少率：-％
発見された希少種

数：26種
新規 0%（R3と同数）

浮島ヶ原遊水地における生物分布調査を実施。絶滅のおそれがある26
種のほか、特定外来生物５種の生息が確認された。

引き続きモニタリング調査を実施するとともに、特定地域における
自然環境の保全に向け、市内賛同企業及び近接自治体である富
士市との連携を図る。

73 3Rの推進 クリーンセンター管理課 一人一日当たりごみ排出量 875g 834ｇ ⤴ 864g
ごみの分別・減量ガイドブックを作成し、全戸配布して、ごみの分別と減
量について周知した。

さらなる減量を目指し、施設見学等環境教育の機会に3Ｒに対する
市民の意識向上を図る。

74 スマートシティの推進 政策企画課ほか
推進ビジョンに基づくプロジェクト数
（実証実験を含む）

0件 0件 → 延べ12件

産学官による「X-Tech NUMAZU協議会」を設立し、スタートアップの3分
野について、専門部会を中心に具体の取組を検討するとともに、シンポ
ジウムを開催し、プロジェクト推進の機運醸成を図った。また、沼津版ス
マートシティのガイドラインとなる「X-Tech NUMAZUビジョン」を策定し
た。

Ｒ３年度に策定したビジョンに基づくプロジェクト（実証実験を含む）
を、主体となる担当課と協議会会員とで連携して取り組み、まちづ
くりと連動した産学官民の共創によるスマートシティの実現を推進
する。

75 行政ICT利活用
政策企画課、ICT推進課、

人事課
削減業務時間 0時間 1,450時間 ⤴ 1,460時間

５つの業務でＲＰＡを利用したことで、手作業で実施した場合と比較して、
合計で1,450時間、削減できた。

手続の電子申請化を推進することで、削減業務時間の拡大を図
る。

76 キャッシュレス決済導入の推進 商工振興課 導入件数（セミナー参加者） 0件 88件 ⤴ 延べ100件
ショッピングセンター内で、市民が立ち寄ってキャッシュレス決済につい
て相談する形式のセミナー開催。

引き続き、市民向けのセミナーを開催するが、マイナポイント事業
を実施しているマイナンバーカードの出張申請窓口と同時開催す
る等、参加者の増加を図る。

　４－４　新しい時代の流れを活用する

69 地域福祉の推進 社会福祉課

　４－３　共に支え合う地域コミュニティの充実

67 フレイル対策の推進 長寿福祉課

R元～２年度モデル地区であったかなおか圏域はかなおか地域包括支
援センターに主体を移行し実施した。
モデル地区は、R2に開始したかぬき圏域に第五圏域を加えて実施。
・フレイルチェックを延13回開催。
・第五圏域でフレイルサポーター養成講座開催。
・市主催のフレイル予防講座及び地域包括支援センターによる地域フレ
イル予防教室の開催。
・一般介護予防事業として、筋力アップ教室・ノルディックウォーキング・
各種教室の開催。
・理学療法士・作業療法士等を地域の健康教室に派遣

・健康寿命の延伸は高齢化社会における重要課題の１つであるこ
とから、社会活動への参加促進と介護予防の啓発をすることで高
齢者の生きがいづくりと健康づくりを推進してきた。
・今後はより早期の介護予防策としてフレイルの予防普及啓発及
び比較的健康な高齢者の健康維持・増進策として引き続き介護予
防事業等への積極的な利用促進を図る。


