
1 

 

魅力ある雇用の創出  【成果指標】成長分野における従業者数 ２３５人（Ｈ30年度）  ３３０人（Ｒ6年度） ※第１期戦略からの変更箇所：見え消し・赤字 

基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

１ 眼鏡のチタン加工地場産業の技

術を活かした新産業の創造 

１ 企業の経営基盤強化 
１ 制度融資事業（中小企業振興資金、小規模企業者

特別資金、開業支援資金など） 

１ 成長分野の技術開発、海外販路開拓件数 件（累計） ２７ （Ｈ30年度）  ４０ （Ｒ6年度） 

２ 創業等の支援 

２ 創業・第２創業、異分野進出支援事業 

３ 新産業創造支援事業 

 （メディカルバレー創出支援事業） 

 （鯖江発ウエアラブル端末開発支援事業） 

４ ＵＩターン者創業支援事業 

５ 創業塾（起業家ミートアップ）事業 

２ 既存産業の高度化 

３ 地域産業の活性化 

６ 販路開拓、企業マッチング事業 

７ 産学官連携推進事業 

・福井高専への眼鏡工学科（仮称）設置の検討 

・サバエメガネメッセの開催 

８ 伝統産業と ITを生かした地方創生事業 

９ 漆の最先端技術活用支援事業 

・伝統的工芸品月間国民会議全国大会開催事業 

・繊維産業の川上から川下までの産業集積を活かした

新商品開発事業 

10 ＡＩ・Ｉｏｔ等導入支援事業【Society5.0】 

11 新たな自社ブランド創出事業 

12 農商工連携事業 

13 「さばえ野菜」産地育成支援事業 

14 さばえブランド菜花米支援事業 

15 スマート農業の促進【Society5.0】 

16 ＩＴ活用による業務改善推進事業【Society5.0 化】 

２ 販路開拓、企業マッチング等事業採択数 

 

 

３ ＡＩ・Iot等導入支援事業採択数 

 

４ 新たな自社ブランド創出事業採択数 

件（累計） 

 

 

件（累計） 

 

件（累計） 

１０４ 

（Ｈ30年度までの 9 ヵ年） 

 

― 

 

― 

１７５ 

（Ｒ6年度までの 15 ヵ年） 

 

５ （Ｒ6年度） 

 

５ （Ｒ6年度） 

１ 企業の経営基盤強化（再掲） 
１ 制度融資事業（中小企業振興資金、小規模企業者

特別資金、開業支援資金など）（再掲） 

資料２ 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

３ 若者に魅力ある働く場の確保 

４ 企業立地の推進 

17 工場立地助成事業 

18 ＩＴ企業の誘致 

19 サテライトオフィス誘致事業 

20 空き家再生等推進事業 

21 福井県事業承継ネットワークの活用推進 

５ 企業立地交付決定件数 

 

 

６ サテライトオフィス誘致件数 

 

７ 若者（～30代）が働きやすい環境が充実し

ていると感じる人の割合 

件（累計） 

 

 

件（累計） 

 

％ 

 

２１ 

（Ｈ30年度までの 9 ヵ年） 

 

５ （H30年度） 

 

７５.０ （Ｈ30年度）  

 

３１ （Ｒ6年度） 

 

 

８ （Ｒ6年度） 

 

８０.０ （Ｒ6年度） 

 

５ 若者の就労機会の確保 

22 大学連携等によるインターンシップ事業 

23 ハローワーク武生との雇用対策協定に基づく支援

事業 

24 Ｕ・Ｉターン移住就職等支援事業 

25 アイウェアデザイナー育成事業 

３ 創業等の支援（再掲） 
２ 創業・第２創業、異分野進出支援事業（再掲） 

４ ＵＩターン者創業支援事業（再掲） 

４ 女性が輝くまちの創造 

６ 女性の活躍支援 

26 女性活躍プラットフォーム創出事業（女性活躍の世

界発信、女性活躍に向けた意識啓発、女性活躍活動拠

点の活用推進） 

27 わたしの日プロジェクト 

28 女性の活躍顕彰事業 

29 ジェンダー平等、女性のエンパワーメントおよび再チ

ャレンジ支援事業 

30 お母さんキャリアアップ講座 

31 お父さん家事・育児講座 

・女性就業率 

 

・共働き世帯率 

 

８ 女性が輝くまちの創造に満足している人の

割合 

 

９ 職場において男女の扱いが平等であると

感じている人の割合 

 

10 女性活躍推進事業採択数 

 

11 審議会等における女性登用率 

 

12 女性起業家数 

 

13 市役所男性職員の子の養育休暇取得日

数 

 

14 市役所男性職員の育児休業取得率 

％ 

 

％ 

 

％ 

 

 

％ 

 

 

件（累計） 

 

％ 

 

人（累計） 

 

日 

 

 

％ 

５５.１ （Ｈ27年度）  

 

６２.５ （Ｈ27年度） 

 

６７.３ （2018年） 

 

 

２７．０ （Ｈ30年度） 

 

 

― 

 

３２.１ （Ｈ30年度） 

 

２０ （Ｈ30年度）  

 

０ （2018年） 

 

 

０ （2018年） 

５７.５ （Ｒ7年度） 

 

６５.８ （Ｒ7年度） 

 

別の計画で今年度設定 

 

 

別の計画で今年度設定 

 

 

１８ （2024年） 

 

別の計画で今年度設定 

 

３２ （Ｒ6年度） 

 

別の計画で今年度設定 

 

 

別の計画で今年度設定 

７ ワーク・ライフ・バランスの推進 

32 ワーク・ライフ・バランス推進事業 

33 中小企業の子育て・介護応援事業 

27 わたしの日プロジェクト（再掲） 

３ 創業等の支援(再掲) 
２ 創業・第２創業、異分野進出支援事業(再掲) 

４ ＵＩターン者創業支援事業（再掲） 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

５ 楽しくてもうかる農業経営の確立 

８ 農業の担い手づくり 

34 Next ファーマー育成事業 

35 農地中間管理事業 

15 スマート農業の促進【Society5.0】（再掲） 

15 新規就農者数 

 

 

・農地維持活動実施面積 

 

16 持続性のある農業が確立されていると感

じている人の割合 

人（累計） 

 

 

％ 

 

％ 

 

１５ 

（Ｈ30年度までの 8 ヵ年） 

 

８９.０ （Ｈ30年度） 

 

７８.６ （Ｈ30年度） 

 

２１ （Ｒ6年度） 

 

 

９０.０ （Ｒ6年度） 

 

８２ （Ｒ6年度） 

 

９ ６次産業化の支援 

36 農業の６次産業化応援事業 

37 ６次産業化推進事業 

・地域経済循環創造事業 

38 水田園芸産地育成促進事業 

39 福井県６次産業化推進事業 

10 農業、農村の多面的機能の維持、発

揮 
40 多面的機能支払交付金事業 

11 農業基盤の整備促進 41 農業基盤整備促進事業 

12 人と生き物の共生の推進 42 鳥獣害のない里づくりマスタープラン推進事業 
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若者が住みたくなるまちの創造  【成果指標】  若者の社会減の抑制 －５２人（Ｈ30年度）  ３０人 （Ｒ6年度） 

                               若者が活躍でき、定住しやすいと感じている人の割合  ６９.１％ （Ｈ30年度） 

基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

６ 若者の夢を応援するまち 

～よそ者に寛大で 

多様性があるまち～ 

13 学生連携事業 
43 学生連携事業(地域活性化プランコンテスト、明治大

学鯖江ブランド創造プロジェクトほか) 

・学生連携によるまちづくり提案数 

 

17 （大学生・高校生）提案に対する具現化件

数 

 

・鯖江市役所 JK課参加者数 

 

・クラウドファンディングを活用した若者活動支

援数 

 

18 移住相談件数 

 

19 市ホームページ定住・交流情報サイトアク

セス数 

件 

 

件 

 

 

人（累計） 

 

件（累計） 

 

 

件（累計） 

 

件（累計） 

 

１４ （Ｈ30年度） 

 

 ２ （H30年度） 

 

 

７９ （H30年度） 

 

１２ （Ｈ30年度） 

 

 

７１ （H30年度） 

 

６３０ （H30年度） 

 

 

 

４ （Ｒ6年度） 

 

 

１００ （Ｒ6年度） 

 

 

 

 

８０ （Ｒ6年度） 

 

７００ （Ｒ6年度） 

 

14 （女子）高校生のまちづくり参加の促

進 

44 鯖江市役所 JK課事業 

45 鯖江市地域活性化プランコンテスト 

46 鯖江高等学校「地域との協働による高等学校教育

改革推進事業」 

・クラウドファンディングの推進 ・FAAVO さばえ事業 

15 ふるさと納税の推進 
47 ふるさと納税事業 

42 クラウドファンディング型ふるさと納税の積極的活用 

16 ＵＩターン者定住促進 

49 鯖江の魅力Ｕ・Ｉターン情報発信事業 

  （シティプロモーション推進事業）【Society5.0 化】 

・お試し移住事業 

24 Ｕ・Ｉターン移住就職等支援事業（再掲） 

50 シェアハウス、シェア工房事業 

・空き家有効活用推進事業 

20 空き家再生等推進事業（再掲） 

４ ＵＩターン者創業支援事業（再掲） 

51 子育て世帯・移住者住まい支援事業 

７ さばえファン（関係人口）の獲得 

17 関係人口創出事業 

52 鯖江“育職住”プロジェクト 

53 鯖江の魅力発信事業 

 （シティプロモーション推進事業）【Society5.0 化】 

20 関係人口  人（累計） ６，２００ （Ｒ1年度） ９，７００ （Ｒ6年度） 

13 学生連携事業（再掲） 
43 学生連携事業(地域活性化プランコンテスト、明治大

学鯖江ブランド創造プロジェクトほか) （再掲） 

15 ふるさと納税の推進（再掲） 47 ふるさと納税事業（再掲） 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

オープンデータとＩＴで都会的サービ

スが享受できるまち 

・証明書等取得の利便性向上 ・証明書等のコンビニ交付事業 

・公共サービスアプリ利用者数 

 

・タブレットアプリ年間講座受講者数  

人 

 

人 

２，３９０ （Ｈ30年度） 

 

２７３ （Ｈ30年度） 

 

・データ公開、アプリ活用の推進 

・ガバメント 2.0 さばれぽ事業 

・電脳メガネ観光サポート事業 

・ＩＴに親しむ講座事業 

・ＩＴ推進フォーラム開催事業 

・入札参加者の利便性向上 ・電子入札運用事業 

・税金等の納付における利便性の向上 ・クレジットカード納付事業 

８ 河和田キャンパス(創造産地)の構

築 

18 河和田地区への移住・定住促進 

52 鯖江“育職住”プロジェクト（再掲） 

50 シェアハウス、シェア工房事業（再掲） 

・空き家有効活用推進事業（再掲） 

20 空き家再生等推進事業（再掲） 

53 鯖江の魅力発信事業 （シティプロモーション推進事

業）【Society5.0化】（再掲） 

８ 伝統産業と ITを生かした地方創生事業（再掲） 

21 新規若者移住・就業者数 

 

・河和田での新規起業数 

人（累計） 

 

件（累計） 

５９ （Ｈ21～30年度） 

 

１０ （Ｈ25～30年度） 

８５ （Ｒ6年度） 

 

 

19 交流人口増加への取組み 

54 河和田アートキャンプ事業 

・河和田くらしの祭典事業 

・工房ショップ等改修支援事業 

・伝統工芸産地体験事業 

55 越前ものづくりの里プロジェクトでの広域産業観光

推進事業 

56 丹南地域周遊・滞在型観光推進事業 

53 鯖江の魅力発信事業 （シティプロモーション推進事

業）【Society5.0化】（再掲） 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

９ ものづくり教育とふるさと学習の推

進 

20 ＩＴ教育の推進 
57 子ども向けプログラミングクラブ事業 

58 教室用ＩＴ機器整備事業【Society5.0化】 

・将来、市内の地場産業に関する事業所で働

きたい生徒（中学１年生）の割合 

 

22 将来、市内の企業で働きたい生徒（中学１

年生）の割合 

 

・ふるさとさばえキッズ検定の参加者数 

 

23 行政出前講座（歴史・文化）の参加者数 

％ 

 

 

％ 

(5年平均) 

 

人 

 

人 

４.２ （Ｈ30年度） 

 

 

１５.２ （Ｈ30年度） 

 

 

２６.８ （Ｈ30年度） 

 

１，０００ （Ｈ30年度） 

 

 

 

１７ （Ｒ6年度） 

 

 

 

 

１，３００ （Ｒ6年度） 

21 ものづくりを核としたふるさと教育の

推進 

59 ふるさと教育推進事業 

  （シティプロモーション推進事業） 

60 ものづくり教育推進事業 

  （シティプロモーション推進事業） 

・産業を体験し理解を深める学習事業 

 （シティプロモーション推進事業） 

22 ふるさとの歴史・文化再発見 

61 小中学生ふるさと歴史文化学習事業ふるさとさばえ

検定・キッズ検定事業 

  （シティプロモーション推進事業） 

23 市民との協働事業の推進 

62 まちかど歴史浪漫コンサート事業 

63 えきライブラリー支援事業 

64 さばえライブラリーカフェ事業 

10 参加と協働による市民主役 

24 市民主役事業の推進 

65 提案型市民主役事業 

66 まちづくり基金事業 

67 融和と協働のまちづくり事業 

68 市民まちづくり応援団事業 

69 シェアリングエコノミー推進事業 

24 まちづくりの提案をする団体数 

 

・参加と協働によるまちづくりが推進されてい

ると感じている人の割合 

 

25 まちづくりの提案事業数 

 

26 １０地区の主なまちづくりイベントの参加数 

 

・鯖江市役所 JK課参加者数 

団体 

 

％ 

 

 

件 

 

千人 

 

人（累計） 

５１ （Ｈ30年度） 

 

８１.０ （Ｈ30年度） 

 

 

６５ （Ｈ30年） 

 

７０ （H30年度） 

 

７９ （H30年度） 

６０ （Ｒ6年度） 

 

 

 

 

７０ （Ｒ6年度） 

 

１００ （R6年度） 

 

 

・（女子）高校生のまちづくり参加の促進 ・鯖江市役所 JK課事業 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

11 地域資源を活かす観光の推進 

25 産業観光の充実 

70 産業観光推進事業 

71 漆文化のユネスコ無形文化遺産登録支援事業 

・国体を通した鯖江の魅力発信事業 

 （シティプロモーション推進事業） 

・工房ショップ等改修支援事業（再掲） 

８ 伝統産業とＩＴを生かした地方創生事業 

72 グリーンツーリズム推進事業 

27 年間観光客入込数  

 

28 産業観光施設年間来館者数 

（めがねミュージアム、うるしの里会館、石田

縞手織りセンター） 

 

・地域資源を活かす観光が推進されていると

感じている人の割合 

万人 

 

万人 

 

 

 

％ 

 

１８８ （Ｈ30年度） 

 

２９ （Ｈ30年度） 

 

 

 

８２.６ （Ｈ24年度） 

 

１９０ （Ｒ6年度） 

 

３０ （Ｒ6年度） 

 

 

 

 

 

26 広域観光の推進 

73 広域観光推進事業 

74 丹南５産地伝統工芸品集積群の日本遺産登録支

援事業 

75 越前ものづくりの里プロジェクトでの広域産業観光

推進事業 

56 丹南地域周遊・滞在型観光推進事業（再掲） 

・伝統的工芸品月間国民会議全国大会開催事業（再

掲） 

76 シェアリングエコノミー推進事業 

27 街なか観光の推進 

77 街なか観光推進事業 

78 西山公園施設改修事業 

79 西山公園イルミネーション事業 

80 西山動物園充実（レッサーパンダの聖地化）事業 
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若くて元気なまちの創造  【成果指標】  出生数 ５８２（Ｈ27-30の平均）  ６２０（Ｒ2-Ｒ6の平均） 

基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

12 安心して結婚・出産・子育てがで

きるまち 

28 出会い交流等のサポート 81 出会い交流サポート事業【Society5.0化】 

29 生涯未婚率 50歳未満未婚率の増減 

 

 

30 子育て支援に満足している人の割合 

 

31 待機児童数 

 

・放課後児童クラブ数（公立） 

 

32 放課後児童クラブ数 

 

33 子育てサポーター登録者数 

 

34 子育てサポーターの活動率 

％ 

（5年前比） 

 

％ 

 

人 

 

箇所（累計） 

 

箇所（累計） 

 

人（累計） 

 

％ 

＋４.２ （H27年度） 

 

 

７２.７ （Ｈ30年度） 

 

 ０ （H29年度） 

 

２１ （Ｈ30年度） 

 

３２ （Ｈ30年度） 

 

１１４ （Ｈ30年度） 

 

８９.５ （H30年度） 

＋３.０ （Ｒ7年度） 

 

 

８０ （Ｒ6年度） 

 

０ （Ｒ6年度） 

 

 

 

３５ （Ｒ6年度） 

 

１３０ （Ｒ6年度） 

 

９０ （Ｒ6年度） 

29 出産・子育ての負担軽減 

82 多世代同居・近居リフォーム推進支援事業 

83 多子世帯の経済的負担軽減事業 

84 子ども医療費助成事業、児童手当支給事業 

85 子育て世代包括支援センター整備事業 

86 母子保健事業（こんにちは赤ちゃん等） 

87 家庭育児応援事業 

51 子育て世帯・移住者住まい支援事業（再掲） 

30 子育て環境の整備 

88 認定こども園整備推進事業 

89 保育士確保・質向上事業 

90 公私立保育所運営事業、私立保育所特別保育等

推進事業 

91 児童クラブ運営放課後児童クラブ事業 

92 子育て支援センター運営事業 

93 地域で育む子育て支援ネットワーク事業 

94 子育て応援メール配信事業【Society5.0 化】 

76 シェアリングエコノミー推進事業（再掲） 

95 子育てサポーターによる保育補助事業 

96 地域人材活用事業 

７ ワーク・ライフ・バランスの推進(再掲) 

32 ワーク・ライフ・バランス推進事業（再掲） 

33 中小企業の子育て・介護応援事業（再掲） 

27 わたしの日プロジェクト（再掲） 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

学力・体力日本一のまち 

13 子どもがいきいきと過ごすまち 

31 学校教育環境の充実 

58 教室用ＩＴ機器整備事業【Society5.0化】（再掲） 

97 学校生活・学習支援員配置事業 

57 子ども向けプログラミング事業（再掲） 

98 こどもエコクラブ事業 

35 学校が楽しいと思う児童・生徒の割合 

 

 

 

36 朝食を食べている児童・生徒の割合 

％ 

 

 

 

％ 

小学校 ９３.５ 

中学校 ９４.０ 

（Ｈ30年度） 

 

９８.０ （Ｈ30年度） 

小学校 ９１ 

中学校 ８７ 

（Ｒ6年度） 

 

９９.０ （Ｒ6年度） 

32 食育の推進 
99 学校給食での地場産品活用事業 

100 学校給食畑支援事業 

33 学校図書館の充実 
101 子どもの読書活動支援学校図書館図書整備事業 

102 学校図書館支援センター事業 

34 スポーツ環境の充実 

103 体育大好き支援事業 

104 スポーツ少年団活動支援事業 

105 総合型地域スポーツクラブ活動推進事業 

106 トップアスリートとの交流指導事業 

107 体操のまち推進事業 

108 駅伝のまち推進事業 

35 文化活動の推進 
109 吹奏楽のまち推進事業 

110 まなべ DEわくわく!!アートフェスタ開催事業 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

14 生涯現役で生涯青春のまち 

36 生きがいづくりと社会参加活動への

支援 

111 老人クラブ支援事業 

112 介護支援サポーターポイント事業【Society5.0 化】 

113 鯖江市シルバー人材センター支援事業 

114 高年大学運営事業 

37 元気生活率 

（全高齢者に占める介護認定を受けていない

人の割合） 

 

38 地域見守り体制の整備率 

 

39 高年大学活動参加者数 

 

40 公民館の年間利用者数 

 

41 二次交通網の整備に満足している６０歳

以上の人の割合 

％ 

 

 

 

％ 

 

万人 

 

万人 

 

％ 

 

８３.６ （Ｈ31年度） 

 

 

 

８６ （Ｈ30年度） 

 

３.７ （Ｈ30年度） 

 

３９.３ （Ｈ30年度） 

 

６１.４ （Ｈ30年度） 

 

８１.０ （Ｒ6年度） 

 

 

 

１００ （Ｒ6年度） 

 

４ （Ｒ6年度） 

 

４５ （Ｒ6年度） 

 

６５.０ （Ｒ6年度） 

 

37 健康づくりと積極的な介護予防の推

進 

112 介護支援サポーターポイント事業【Society5.0 化】

（再掲） 

115 介護予防・日常生活支援総合事業 

116 フレイル予防事業 

117 介護予防人材養成事業 

118 食生活改善推進事業 

119 データヘルス計画推進事業【Society5.0 化】 

120 特定健診・特定保健指導事業【Society5.0 化】 

38 誰もが地域で安心して暮らせるまち

づくり 

121 ご近所福祉ネットワーク活動推進事業（高齢者、障

がい者等）【Society5.0 化】 

・（仮）まちなか福祉スペース設置事業 

122 障がい者地域生活支援拠点事業 

・地域包括ケアシステム構築推進事業 

123 認知症総合支援事業 

124 在宅医療・介護連携推進事業【Society5.0 化】 

125 生活支援体制整備事業【Society5.0化】 

126 コミュニティバス運行事業【Society5.0 化】 

127 自家用有償旅客運送の導入に向けた取組み

【Society5.0化】 

39 高齢者・シニアの雇用対策 113 鯖江市シルバー人材センター支援事業（再掲） 

40 生涯学習体制の充実 
128 生涯学習推進事業 

114 高年大学運営事業（再掲） 

41 生涯スポーツの推進 
129 スポーツ出前講座事業 

105 総合型地域スポーツクラブ活動推進事業（再掲） 

 



11 

 

安心で快適に暮らせるまちの創造   【成果指標】  快適に暮らせると感じる人の割合 ８３.２％ （Ｈ30年度）  ８５.０％ （Ｒ6年度） 

基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

15 デジタルファーストの推進 

42 デジタルガバメントの実現 

130 ＡＩによる的確な情報提供事業【Society5.0】 

131 オンライン申請推進事業【Society5.0】 

132 マイキープラットフォーム推進事業【Society5.0】 

133 キャッシュレス化推進事業【Society5.0】 

42 公共サービスアプリ利用者数 

 

・タブレットアプリ年間講座受講者数 

43 情報利活用講座等の受講者数 

 

44 マイナンバーを活用したサービス件数 

人 

 

人 

 

 

件 

２，３９０ （Ｈ30年度） 

 

２７３ （Ｈ30年度） 

 

 

３ （Ｈ30年度） 

４，０００ （Ｒ6年度） 

 

５００ （Ｒ6年度） 

 

 

１０ （Ｒ6年度） 43 データの利活用 
134 ＩＴに親しむ講座事業 

135 ＩＴ推進フォーラム開催事業 

コンパクトシティの推進 

16 魅力あふれるまちなかの創造 

・パークシティーの推進 

44 居住や都市機能の誘導 

・新規都市再生整備計画事業 

136 立地適正化計画の推進 

19 サテライトオフィス誘致事業（再掲） 

20 空き家再生等推進事業（再掲） 

51 子育て世帯・移住者住まい支援事業（再掲） 

・中心市街地周辺の人口 

45 居住誘導区域内の人口率 

 

46 道の駅「西山公園」の年間来場者数 

 

47 西山動物園年間来園者数 

人 

％ 

 

万人 

 

万人 

１，９２８ （Ｈ30年度） 

５５.８ （H30年度） 

  

３８.０ （Ｈ30年度） 

 

１９.８ （Ｈ30年度） 

 

５６.８ （R6年度） 

  

３８.０ （R6年度） 

 

２０ （R6年度） 

45 中心市街地の活性化 

・立地適正化計画の策定推進 

・中心市街地活性化基本計画の策定 

137 街なか賑わいづくり振興事業 

138 シェアリングエコノミー（駐車場等）推進事業 

19 サテライトオフィス誘致事業（再掲） 

20 空き家再生等推進事業（再掲） 

・生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）の検討 

139 仮称「西山公園・鯖江ＩＣ連絡道路」整備の検討 

140 新規都市再生整備計画事業 

46 西山公園の充実 

80 西山動物園充実（レッサーパンダの聖地化）事業

（再掲） 

・西山動物園 30周年記念事業 

・西山公園開園 160周年事業 

78 西山公園施設改修事業（再掲） 

79 西山公園イルミネーション事業（再掲） 
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基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

17 どこにでも歩いて行ける幹線交通

網の変化を見据えた二次交通網の

整備 

47 幹線交通網と二次交通網のネットワ

ークによる地域公共交通網の形成 

・鯖江市地域公共交通網形成計画策定事業 

・鯖江市地域公共交通再編実施計画策定事業 

141 鯖江市交通ビジョンの推進【Society5.0 化】 

126 コミュニティバス運行事業【Society5.0 化】（再掲） 

142 福井鉄道福武線支援事業 

143 ＪＲ鯖江駅利用促進東口改札の設置と駐車場の機

能拡充事業 

144 鯖江インターの高速バスターミナル機能拡充への

取組み 

145 北陸新幹線開業に向けた並行在来線の利用促進

の検討 

・シェアリングエコノミー推進事業（再掲） 

127 自家用有償旅客運送の導入に向けた取組み

【Society5.0化】（再掲） 

48 つつじバス年間利用者数 

 

49 福武線市内駅年間利用者数 

 

50 公共交通機関が充実していると感じている

人の割合 

 

51 自家用有償旅客運送に関するものを後に

追加予定 

万人 

 

万人 

 

％ 

 

 

 

 

１４.４ （Ｈ30年度） 

 

４７.４ （Ｈ30年度） 

 

５８.７ （Ｈ30年度） 

 

 

 

 

１５ （Ｒ6年度） 

 

５０ （Ｒ6年度） 

 

６０ （Ｒ6年度） 

 

 

 

 

みんなでつくろう安全・安心なまち 

18 強靭で安全・安心なまち 

48 防災・防犯対策の推進 

146 自主防災組織育成事業 

147 防災リーダー養成事業 

・ガバメント 2.0 さばれぽ事業（再掲） 

148 一斉配信メール推進事業【Society5.0 化】 

149 防犯隊活動事業 

150 空き家等対策事業 

151 地域おこし協力隊による空き家再生等推進事業 

52 自主防災活動実施率 

 

53 防災リーダー養成者数 

 

 

54 一斉配信メール登録者数 

 

・河川施設の整備率 

 

55 雨水幹線等の整備率 

 

・上水道耐震管路の整備率 

56 上水道重要管路の耐震化 

 

57 橋梁長寿命化に伴う修繕箇所数 

 

58 民間住宅の耐震改修件数 

％ 

 

人（累計） 

 

 

人 

 

％ 

 

％ 

 

％ 

 

 

箇所 

 

箇所 

７２.５ （Ｈ30年度） 

 

３７９ 

（Ｈ26年度までの 5年） 

 

５，４５０ （Ｈ30年度） 

 

６０.９ （Ｈ30年度） 

 

４５.４ （Ｈ30年度） 

 

６１.７ （Ｈ30年度） 

４１.０ （Ｈ30年度） 

 

２ （Ｈ30年度） 

 

３ （Ｈ30年度） 

８０ （Ｒ6年度） 

 

５５９ 

（Ｒ6年度までの 15年） 

 

７，２５０ （Ｒ6年度） 

 

 

 

４６.６ （Ｒ6年度） 

 

 

４６.６ （Ｒ6年度） 

 

２ （Ｒ6年度） 

 

３ （Ｒ6年度） 

49 消費者保護の推進 
152 賢い消費者育成事業 

153 消費者教育推進計画による消費者教育の充実 

50 交通安全の推進 

154 交通安全推進事業 

155 運転免許自主返納推進事業 

156 自転車通行帯の環境整備事業 

51 浸水被害総合軽減事業 

157 一級河川整備事業 

158 雨水幹線等整備事業 

159 田んぼダム事業 

52 上水道耐震管路の整備（更新） 160 上水道重要管路の耐震化事業 

53 公共インフラの長寿命化 

161 公共施設等総合管理計画の策定改定・推進 

・橋梁長寿命化事業 

162 社会資本整備総合交付金事業 

163 道整備推進交付金事業 

164 市営住宅長寿命化推進事業 

165 下水道施設の長寿命化 

54 民間住宅の耐震改修 166 木造住宅耐震改修事業 



13 

 

基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

市民と共に“まち美化”の推進 

 ～きれいで、魅力的で、オシャレな

まち～ 

19 環境にやさしい魅力的なまち 

55 自然環境の保全 

トミヨ・梅花藻が棲める水環境創生事業 

167 水・人・生きものが共感できる里づくり事業 

ふくいのおいしい水啓発事業 

168 水と自然と歴史文化に出会える郷づくり事業 

169環境活動団体補助事業 

59 ごみの 1人 1日当たりの排出量 

 

60 資源化率 

 

61 まち美化活動取組み団体数 

 

62 外来植物防除活動取組み箇所 

 

63 道路・河川里親の登録数 

 

64 公園里親の登録数 

 

・良好な景観の選定 

 

65 公園整備市民協働事業数 

ｇ 

 

％ 

 

件 

 

箇所 

 

団体 

 

団体 

 

箇所（累計） 

 

箇所（累計） 

９２０ （Ｈ30年度） 

 

１２.３ （Ｈ30年度） 

 

６ （Ｈ30年度） 

 

５ （Ｈ30年度） 

 

４０ （Ｈ30年度） 

 

９２ （Ｈ30年度） 

 

１００ （Ｈ30年度） 

 

１１（Ｈ30年度） 

８１０ （Ｒ6年度） 

 

１７ （Ｒ6年度） 

 

６ （Ｒ6年度） 

 

５ （Ｒ6年度） 

 

４６ （Ｒ6年度） 

 

９８ （R6年度） 

 

 

 

１７ （R6年度） 

56 公害の防止 

ウォッチングエコフィールドさばえ事業 

170 一般環境監視調査事業 

171 騒音・振動・悪臭調査事業 

172 地下水汚染対策事業 

173 事業所立入環境調査事業 

57 循環型社会の推進 

ごみゼロ・無駄ゼロ社会づくり事業 

174 生ごみリサイクル推進事業 

175 ごみ減量化・資源化市民啓発事業 

176持続可能な素材活用推進事業 

58 地球温暖化防止対策の推進 

節電・省エネみらいＳＡＢＡＥ創造事業 

177 「どんぐりからの森づくり」推進事業 

178 グリーンカーテン普及促進・さばＥＣＯストップ温暖

化チャレンジ事業 

59 環境市民の育成 
ｅこころ普及・さばえエコ人育成事業 

98 こどもエコクラブ事業（再掲） 

60 美化活動の推進 

179 ふる里さばえ美化ピカ活動支援事業【Society5.0

化】 

180 外来植物防除等自然環境保全活動支援事業 

181 日野川を清く美しくする会支援事業 

61 道路・河川・公園の保全 182 道路・河川・公園里親制度の普及促進事業 

62 景観に対する住民意識の高揚 

183 花によるまちづくりコンクール開催事業 

・景観コンテスト等事業 

184 鯖江百景 PR 促進事業 

185 県道鯖江停車場線（ＪＲ鯖江駅前）電線類地中化

事業 

186 街路樹の整備事業 

187 公園整備市民協働事業 
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世界にはばたく地域ブランド「めがねのまちさばえ」の確立に向けた組織強化 

世界のめがねの聖地ＳＡＢＡＥの確立に向けた組織強化 

基本施策 実施施策 主要な事業      KPI（主な重要業績評価指数） 単位 

       実績値 

 青字：目標達成見込み 

 黄字：改善してるが遅い 

 赤字：後退している 

新たな目標値（Ｒ6年度） 

20 職員の資質向上 

63 職員の政策能力向上 
188 専門研修事業 

189 人事評価事業 
66 能力態度評価評点数（人事評価制度） 点 ３０.０／４０ （Ｈ30年度） 

一般職 ３２／４０ 

現業職 ３０／４０ 

 （R6年度） 
64 窓口サービスの向上 190 窓口職員の資質向上事業 

21 健全で効率的な行政運営 

65 効率的な行政運営 

191 民間活力推進事業 

192 組織の適正な配置人員、組織の検証 

193 行政評価システム推進事業 

67 職員数 

 

68 財政調整基金の年度末残高 

 

69 実質公債費比率 

 

70 将来負担比率 

 

71 実質赤字比率 

 

72 連結実質赤字比率 

 

73 市債残高（臨時財政対策債を除く） 

 

74 市税の徴収率（現年度課税分） 

人 

 

百万円 

 

％ 

 

％ 

 

ー 

 

ー 

 

百万円 

 

％ 

  ３９３ （Ｈ30年度） 

 

３，１７５ （Ｈ30年度） 

 

   ８.１ （Ｈ30年度） 

 

 将来負担なし（Ｈ30年度） 

 

  黒字 （Ｈ30年度） 

 

  黒字 （Ｈ30年度） 

 

１４，２１０ （Ｈ30年度） 

 

 ９８.８ （Ｈ30年度） 

４００以下 （R6年度） 

 

 （R6年度） 

 

 （R6年度） 

 

 （R6年度） 

 

 （R6年度） 

 

 （R6年度） 

 

 （R6年度） 

 

９９.０ （R6年度） 

66 健全な財政運営 

・ネーミングライツ事業 

・Ｆ×Ｇ事業 

194 ふるさと納税事業（再掲） 

・ＦＡＡＶＯさばえ事業（再掲） 

195 クラウドファンディング型ふるさと納税の積極的活

用 

196 事務事業全般の再点検による歳出の抑制および

市債発行の抑制 

67 適正な課税と積極的な徴収 
197 市民税および固定資産税の未申告調査事業 

198 滞納処分の強化 

22 国際協力・地域連携の推進 

68 多文化共生の推進 199 多文化共生推進事業 

76 国際交流員および通訳者等派遣人数 

 

75 日本語教室開催数 

 

76 国・県の支援事業における広域連携事業

採択数 

人 

 

回 

 

件（累計） 

 

８ （Ｈ30年度） 

 

４８ （Ｈ30年度） 

 

３ （Ｈ30年度） 

 

 

 

６０ （R6年度） 

 

５ （R6年度） 

 

69 大規模災害支援事業 200 災害時応援協定 

70 広域的行政サービスの充実 201 広域的な連携事務 

 


