みらい戦略一括交付金

プロジェクト自己評価調書（平成２４年度分）
団体名：宮津市

Ｕ Ｉ
みやづ友愛定住戦略プロジェクト

プロジェクト名

実施期間

H23～H27

少子・高齢化

テーマ

新規・継続の区分

継続

本市は、「人口減少、地域経済の低迷、地域活力の衰退」という３つのマイナスが相互に連関して、負の連鎖を繰り返している中ではあるが、宮津再
生に向けた取組を進めており、現在は、財政再建と元気づくりの種まきを行った第1ステージ（H18～H22）を終え、財政の健全化とみやづビジョン（住
んでよし訪れてよしの宮津）の実現を目指す第2ステージ（H23～H27）に踏み込んでいるところである。
地域における現状、課題及び住民ニーズ
こうした中、市民に大変なご辛抱をお願いしながらも、「自分たちのまちは自分たちでつくる」との気持ちから様々なまちづくりを展開していただい
ており、市民との協働により宮津の再生を進めていく土台ができあがっている。
今後も市・市民・事業者等が一緒になって、「みやづビジョン２０１１」に基づき、構造的なマイナス連鎖を断ち切り、市民が元気、地域が元気、産
業が元気な宮津市を目指していくことが必要である。

プロジェクトの目的及び概要

■人口減少に歯止めをかけるための「定住促進戦略」
マイナスが続く人口構造の中、教育の充実や健康づくり、基盤・環境整備をはじめとした「魅力ある住む場」としての条件整備を重点的に進めるとと
もに、雇用の確保や企業誘致による新たな雇用の創出と若い世代の定着を狙った子育て支援を図り、市内への「ＵＩターンや定住・定着」 を促進し
て、人口減少に歯止めをかける。
総事業費（千円）

3,000,000

本年度事業費（千円）

112,699

交付金額（千円）

51,456

プロジェクトを構成する事業の平成２４年度事業実績（出来高数値等）

事業名

事業分類

事業種別

事業概要

主な実績（出来高数値等）

○学びの充実・人づくり推進事業

交付対象・関連事業

学びの環境増進事業

交付対象事業 小学校統合に備えた交流教室の実施

由良、栗田小学校児童の交流教室の開催（学校交流2回、各
学年交流８回）

通学安心安全対策事業

交付対象事業 遠距離通学生徒･児童の負担軽減

遠距離通学児童・生徒補助

就学援助事業

交付対象事業 就学困難な児童生徒の保護者の経済的負担軽減のための学用品等の援助 経済負担の軽減

特別支援教育等推進事業

交付対象事業 特別支援教育支援員や障害児加配講師・保育士等の配置

文化を活かした人づくり推進事業

交付対象事業

市民協働による魅力発信の気運づくり、国際交流、地域文化の継承等を通じた人材育成

学びの環境整備事業

関連事業

スクールバスの整備・運行、小学校統合に係る施設整備

学校安全体制整備推進事業

関連事業

スクールガード･リーダーの配置

スクールガード・リーダー

丹後建国1300年記念事業

関連事業

丹後建国1300年記念事業実行委員会の運営費負担

丹後建国1300年記念事業のプレ事業の開催

○健康都市づくり推進事業

交付対象・関連事業

住む場としての条件強化に向けたいきいき暮らせる仕組みづ
くり

住む場としての条件強化に向けた未来を担う人材育成の推進

小学生21人、中学生18人

小学生保護者226人、中学生保護者133人

小学校特別支援員9人、中学校特別支援員１人、保育所障害
児加配保育士：公立2人、民営3人
北前船プロジェクト推進に向け先進地視察の実施、国際交流
の実施
スクールバス４路線の運行と学校統合に向け新規バス１台購
入
２人による安全体制の整備

働く世代の健診受診・予防接種促進事業 交付対象事業 働く世代の節目年齢者を対象とした結核検診の促進

結核検診受診者数

公共施設ＡＥＤ整備事業

ＡＥＤ21台の整備(小中学校、公民館等）

交付対象事業 公共施設へのＡＥＤの設置推進

延べ2,272人

みらい戦略一括交付金

プロジェクト自己評価調書（平成２４年度分）
団体名：宮津市
由良診療所、府中診療所、日置診療所、養老診療所の運営支援

地域安心医療体制整備事業

交付対象事業 地域医療の安定的な体制運営の支援

健康づくり運動推進事業

関連事業

介護保険健康維持奨励事業

関連事業

子育て支援医療費助成事業

関連事業

中学校卒業までの医療費助成制度

医療費

健康づくり・医療費削減推進事業

関連事業

健康づくり、健診受診勧奨

電話・郵便による受診勧奨、ジェネリック差額通知の開始

交付対象・関連事業

住む場としての条件強化に向けた基盤整備や環境づくり

○暮らしの基盤・環境づくり推進事業
市町村
実施事業 防災体制強化等推進事業
自治会活動支援事業
地域交通環境向上事業
地域防災コミュニティ支援事業
公共交通利用促進事業

市民あげてのインターバル速歩を軸とした健康づくり運動の リーダー116人の育成、健康広場(地域単位の活動組織）の立
ち上げ及び活動支援、天橋立ウォーク1,079人の参加
展開、天橋立ウォークの実施
元気高齢者のこれまでの努力への報奨と今後の健康維持奨励
プレミアム商品券10,494枚の発行支援
のための商品券の交付

交付対象事業 自主消防隊の整備に係る支援

33,372千円分の負担軽減

自主防災組織

９１隊の活動支援

自治会集会施設６施設、自治会有線放送施設２施設の改修整
備に係る補助
福祉有償運送を行うＮＰＯ等支援、交通安全・バリアフリー 福祉有償運送を実施する2法人への補助、天橋立・宮津駅の
交付対象事業
バリアフリー施設整備への支援
設備の整備
自治会等コミュニティ団体が行う地域防災・減災活動への補
地域防災・減災活動を実施する３自治会への補助
関連事業
助
KTR団体利用支援・高齢者200円運賃の実施、免許返納高齢者 団体利用件数 3件、200円運賃の実績 7,580件、免許返納
関連事業
にバス・鉄道定期券の交付
件数 8件
交付対象事業 自治会集会所整備等に係る支援

地方バス路線運行維持対策事業

関連事業

バス路線の運行確保に係る支援

輸送人員

417,028人

北近畿タンゴ鉄道経営支援事業

関連事業

北近畿タンゴ鉄道運行に係る支援

輸送人員

1,870,290人

○UIターン促進・雇用創出推進事業

交付対象・関連事業

定住促進に向けた仕組みづくりと雇用の創出

介護員養成支援事業

交付対象事業

企業誘致推進事業

福祉分野における雇用の維持や求職者の就職につなげるため
の支援
企業立地奨励金等の交付による企業立地・事業規模拡大の促
交付対象事業
進と雇用機会の拡大

介護員養成研修の開催(宮津市受講者 14人）と資格取得者
への支援 3件
立地促進奨励金の交付 1件
雇用促進奨励金の交付 1件 19人
鳥が尾団地の水洗化工事の実施、つつじが丘販売コーディ
ネーターによる販売促進活動（Ｈ２４実績２区画）
全39事業を実施し、88人の雇用を創出（うち、新規雇用84
人）

定住促進住宅整備等推進事業

交付対象事業 市営住宅環境整備等による定住推進

緊急雇用対策事業

関連事業

重点分野雇用創出事業、地域人材育成の緊急雇用対策事業

特別養護老人ホーム整備支援事業

関連事業

特養整備にかかる資金貸付、企業立地促進補助

宮津ＵＩターン推進事業

関連事業

みやづＵＩターンサポートセンターによるＵＩターン希望者
6世帯13人のＵＩターン希望者をフォロー
の受入態勢の構築

○子育てに優しいまちづくり推進事業

交付対象・関連事業

若者の定住を促進するための子育て施策等の充実

ファミリー・サポート・センター運営事業
交付対象事業

特別養護老人ホーム80床の整備

ファミリー・サポート・センターの設立による育児と仕事等
H24末会員数：104人、活動実績108件
との両立支援

みらい戦略一括交付金

プロジェクト自己評価調書（平成２４年度分）
団体名：宮津市

交付対象事業 のびのび放課後クラブを運営するＮＰＯ等への支援

保育環境充実事業

関連事業

民間保育園の運営

関連事業

「みやづビジョン２０１１」や本プロジェクトを地域会議を 地域会議への交付金の支給
はじめとした住民と協働して進めるための事業
1件

関連事業

「みやづビジョン２０１１」や本プロジェクトの同じ方向性 まちづくり補助金(6件）や地域力再生プロジェクト(25件）
で、住民自身が取り組む事業を支援する支援する事業
による住民活動の活性化

住民
市民協働事業
協働
事業
住民が
取り組む 協働のまちづくり事業
事業
成
果
指
標
①

成
果
指
標
②

成
果
指
標
③

成
果
指
標
④

養老わいわいクラブ(延べ利用者471人）、由良浜っこ児童ク
ラブ(延べ1,028人）の活動支援
民間保育所による延長保育、一時預かり、休日保育等の実
施。H24から新たに府中保育所民営化開始。

のびのび放課後クラブ支援事業

成果指標の目標数値

学校耐震化率

成果指標の達成状況

○

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期
成果指標の目標数値
成果指標の達成状況

○

成果指標の達成状況

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期
成果指標の目標数値
成果指標の達成状況

（理由）

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期

（時期）
成果指標の実績値
（平成24年度時点）

（理由）

健診受診率H23：9.8%→H24：11.0%

（時期）
成果指標の実績値
（平成24年度中）

特別養護老人ホームの整備80床

（左の理由） 介護施設の立地により、福祉施策の充実を図るとともに、雇用の創出を図ることができた。
（理由）

UIターン希望者の受入
○

88.9%（H24.4.1現在74.4%)

（左の理由） 健康づくり運動推進事業等とも連携し受診勧奨を進めており、受診率は向上している。

待機者ゼロに向けた介護施設の充実(企業立地の促進）
○

成果指標の実績値
（平成25年４月１日時点）

（左の理由） H24において吉津小学校の耐震化に着手しており、順調に進捗しているところである。

健康診査受診率・予防接種接種率の向上

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期
成果指標の目標数値

H22:74.4%→H27:100%

12件、地域づくり計画策定支援

（時期）
成果指標の実績値
（平成24年度末）

ＵＩターンサポートセンター経由で定住につながった者6世
帯13人

（左の理由） UIターン希望者の定住に繋げるよう、各種情報の発信や関係機関との連携を図り一定の成果を上げることができた。
（理由）

（時期）

みらい戦略一括交付金

プロジェクト自己評価調書（平成２４年度分）
団体名：宮津市

本年度の事業実績が
成果指標の達成に与え
た効果
※未達成の場合も効果
を記載すること

学びの充実・人づくり推進事業では、学校耐震化等のハード的な整備のみならずソフト的な事業も実施することにより教育環境の向上に努めたところ。健康都市づく
り推進事業では、地域医療体制の構築を図ることで受診率等の向上に寄与することができた。また、暮らしの基盤・環境づくり推進事業、UIターン促進・雇用創出推
進事業及び子育てに優しいまちづくり推進事業を推進することで住環境の整備を進め、企業立地の促進やUIターン希望者の受入を図ることができた。
※未達成の場合は、成果指標の達成に向けた今後の対応方策についても記載すること。

関連事業との連携効果

包括ケア交付金などの府補助金や過疎債等を活用しながら、交付対象事業と一体的に事業展開を行ったり、交付対象事業の
足場を固めた事業展開を行うことができた。

府と市町村等との連携に資する成果

関連事業における府の補助金等による後方支援はもとより、バス・鉄道の運行支援事業等広域的な課題については事業実施
にあたっての助言等をいただきながら事業を実施した。

住民の自治意識を高める成果

市民協働事業等の実施により、地域住民主体の活動の支援を行うことで、地域住民の中に、地域のことは自分たちで行うと
いう自助、また、地域の中で協力して行うといった共助の意識の高まりが見られる。

リーディング・モデル成果

健康都市づくり推進事業における健康づくり運動推進事業やUIターン促進・雇用創出事業における宮津UIターン推進事業な
どについては宮津ならではの事業としてさらなる発展を目指して取り組んでおり、これらが今後発展・定着することでリー
ディング・モデルとなることが期待される。

広域的波及成果

暮らしの基盤・環境づくり推進事業における公共交通利用促進事業などは、府や関係市町との連携のもと、広域的な視点を
もって事業実施を行い効果的に事業実施ができた。

行財政改革に資する成果

UIターン促進・雇用創出推進事業等では、将来の歳入増が期待される事業も実施しており、財政の健全化に資するものと考
える。

本プロジェクトに
対する自己評価

（記載要領）
１ プロジェクトごとに本様式を作成し、評価すること。
２

記載欄が不足する場合は、適宜追加すること。

３

事業種別については、交付対象事業又は関連事業の別を記載すること。

４

成果指標の達成状況は、目標数値を上回ったときは◎、目標数値の近似値であるときは○、目標数値を下回ったときは△、判断できないときは―を記載すること。

みらい戦略一括交付金

プロジェクト自己評価調書（平成２４年度分）
団体名：宮津市

バイオマス
みやづ倍増循環戦略プロジェクト

プロジェクト名

実施期間

H23～H27

地域産業の育成

テーマ

新規・継続の区分

継続

本市は、「人口減少、地域経済の低迷、地域活力の衰退」という３つのマイナスが相互に連関して、負の連鎖を繰り返している中ではあるが、宮津再
生に向けた取組を進めており、現在は、財政再建と元気づくりの種まきを行った第1ステージ（H18～H22）を終え、財政の健全化とみやづビジョン（住
んでよし訪れてよしの宮津）の実現を目指す第2ステージ（H23～H27）に踏み込んでいるところである。
地域における現状、課題及び住民ニーズ
こうした中、市民に大変なご辛抱をお願いしながらも、「自分たちのまちは自分たちでつくる」との気持ちから様々なまちづくりを展開していただい
ており、市民との協働により宮津の再生を進めていく土台ができあがっている。
今後も市・市民・事業者等が一緒になって、「みやづビジョン２０１１」に基づき、構造的なマイナス連鎖を断ち切り、市民が元気、地域が元気、産
業が元気な宮津市を目指していくことが必要である。

プロジェクトの目的及び概要

■地域経済力を高めるための「自立循環型経済社会構造への転換戦略」
地域経済が低迷する中、本市の強みである観光という宝を十二分に活かすとともに、まちなかの定住・丹後観光の起点づくりを進め、地域経済の基盤
となる外貨をしっかりと獲得し、市内に還流・再投資するとともに、バイオマスの活用等による新産業の創出を図り、経済社会構造を自立的に循環する
構造へと転換させ、地域経済力を高める。
総事業費（千円）

1,000,000

本年度事業費（千円）

74,027

交付金額（千円）

36,500

プロジェクトを構成する事業の平成２４年度事業実績（出来高数値等）
事業分類

事業名

事業種別

事業概要

観光の革命推進事業

交付対象・関連事業

観光革命推進事業

交付対象事業 地域資源を活用した観光旅行商品造成と流通促進

主な実績（出来高数値等）

地域資源を活用した観光旅行商品造成と流通促進
旅行商品企画の作成・PR等（商品造成会議８回開催）

まちなか観光・エコツーリズム等推進事業 交付対象事業 まちなか観光や宮津市エコツーリズム推進協議会の取組への支援 和火（16,000人）、エコツアーガイド(約890人）の実施等の支援

観光施設改修等推進事業

交付対象事業 大江山スキー場等の観光施設の魅力向上(改修等)

大江山スキー場の第２リフト緊張滑車交換工事の実施

観光革命推進事業

関連事業

緊急雇用対策事業を活用した都市圏での誘客展開

名古屋市の観光案内所での宮津天橋立観光及び特産品のＰＲ
など

地域資源活用事業

関連事業

緊急雇用対策事業を活用したエコツーリズム商品の調査・研究

海の体験プログラムの事業家に向けた体制の構築や、関連団
体との連携による情報発信（「ここよみ」の発行）など

食とまちの起点（マルシェ）創出事業

交付対象・関連事業

地域経済拡大の基盤となる外からの資金・外貨獲得の推進

宮津マルシェ推進事業

交付対象事業 まちの仕事人と連携した賑わいづくりに向けた調査研究

食の地産地消推進事業

交付対象事業

宮津市地産地商(消)推進計画による食の魅力づくりの取組へ 天橋立とり貝のPRや食の魅力づくりの取組支援、2事業所
の支援
（公募）の特産品開発の支援

外国人観光おもてなし推進事業

関連事業

緊急雇用対策事業を活用した外国人観光客の受入体制の強化

農商工観連携で成長産業創造事業

交付対象・関連事業

地域内の経済を循環させるための農商観の育成、相互連携の
仕組みづくり

オフサイトミーティングの開催等を経て、浜町マルシェアク
ションプログラムの策定等

・年間約1,400人の外国人観光客への窓口対応
・市内観光関係者向けの外国語講座を実施

みらい戦略一括交付金
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団体名：宮津市

水産物ブランド化に係る支援
海洋釣り場等の施設の改修

元気な海づくり支援等推進事業

交付対象事業

まごころ市・特産品開発推進事業

交付対象事業 地産地消直売所の運営支援等

市町村 農産物等生産拡大支援事業
実施事業
中小企業・商工業支援事業

トリ貝育成筏の整備支援による漁業振興、海洋つり場施設の
機能向上
宮津ええもん市の開催(延べ 4,500人）、地元農産物の給食
利用支援等

交付対象事業 農産物拡大に向けたパイプハウス整備への支援

パイプハウス整備補助

４件

交付対象事業

中小企業等の経営支援
商工会議所の機能充実のための支援

商工会議所大規模改修支援、中小企業の利子補給支援
件

新規就農者育成支援事業

関連事業

若年の新規就農者育成支援

新規就農者

「命の里」推進事業

関連事業

地域連携組織の活動や基盤整備の支援

地域連携組織

公募型特産品開発チャレンジ事業

関連事業

緊急雇用対策事業を活用した地元の食材を活かした新たな特
1事業者（公募）の新規地域特産品（薫製製品）の開発
産品の開発促進

漁業生産拡大推進事業

関連事業

緊急雇用対策事業を活用した水産物の育成や地産地商の推進 栗田、養老漁協における担い手の育成、地産地消の推進等

天橋立の環境継承推進事業

交付対象・関連事業

日本三景である天橋立や阿蘇海等の環境保全と生活環境の向
上

丹後の豊かな環境づくり推進事業

交付対象事業

地球温暖化防止計画等の策定及び推進（KES取得、阿蘇海浄
化）

地域アイデンティティ向上事業

交付対象事業

ご当地ナンバー導入による地域への愛着、地域保全意識の向
原付ご当地ナンバーの導入
上

浄化槽適正化推進事業

交付対象事業 浄化槽の維持管理の適正化のための支援

浄化槽維持管理補助の実施

リサイクル活動等推進事業

交付対象事業 資源回収活動やごみステーション整備等への支援

環境美化事業 15件、リサイクル活動への報奨金
会及び139件の活動

102自治

世界遺産登録推進事業

関連事業

世界遺産登録に向けた気運づくり（H24末会員数

4,486人）

景観まちづくり推進事業
文化的景観保護推進事業

関連事業

バイオマスで新産業起こし推進事業

交付対象・関連事業

天橋立の世界遺産登録推進

165

１名の育成支援
２組織の活動等の支援

第２期宮津市地球温暖化防止計画の策定、学校・市役所への
ペレット燃料の供給。ＫＥＳの認証取得

316件

まち景観形成協議会や文化的景観検討委員会による検討と景 まち景観形成協議会、文化的景観検討委員会によるまちづく
観に配慮したまちなみ形成事業の実施
りへの協議と四軒町路地修景整備への助成
バイオマス活用による新たな産業起こしのための研究等の推
進

新産業起こし推進事業(竹資源有効活用) 交付対象事業 竹資源を活用した新産業の研究（バイオマス3号機実証実験） 宮津バイオマスエネルギー製造事業所の整備補助
住民
市民協働事業
協働
事業
住民が
取り組む 協働のまちづくり事業
事業
成
果

成果指標の目標数値

関連事業

「みやづビジョン２０１１」や本プロジェクトを地域会議を 地域会議への交付金の支給
はじめとした住民と協働して進めるための事業
1件

関連事業

「みやづビジョン２０１１」や本プロジェクトの同じ方向性 まちづくり補助金(6件）や地域力再生プロジェクト(25件）
で、住民自身が取り組む事業を支援する支援する事業
による住民活動の活性化

観光入り込み客数

H22：278万人→H27:300万人

成果指標の実績値
（平成24年度時点）

12件、地域づくり計画策定支援

H24:260万人（H23：272万人）
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△

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期
成果指標の目標数値
成果指標の達成状況

成果指標の達成状況

○

成果指標の達成状況

○

成果指標の達成状況

-

-

※未達成の場合も効果
を記載すること

成果指標の実績値
（平成24年度末時点）

H24:アクションプログラムの策定

地産地消の取組も定着してきているなか、マルシェ整備に向けた検討協議を進め、アクションプログラムを策定することが
できた。

（理由）

（時期）
成果指標の実績値
（平成24年度時点）

世界遺産にする会の会員数

H24:4,486人（H23:274人）

（左の理由） 天橋立を世界遺産にする会の会員は大幅に増え、気運の高まりも見える。
（理由）

（時期）
H21：11％→H26：92％

成果指標の実績値
（○年○月○日時点）

（左の理由）
廃棄物系バイオマス利用量の把握未実施のため

（理由）

未利用バイオマス利用率

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期

本年度の事業実績が
成果指標の達成に与え
た効果

（左の理由）

廃棄物系バイオマス利用率

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期
成果指標の目標数値

（時期）

天橋立の世界遺産登録（まずは暫定リスト入り）

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期
成果指標の目標数値

（理由）

食を活かした宮津市場(マルシェ）の整備

成果指標の実績値が更新できない場合
は、その理由及び更新時期
成果指標の目標数値

（左の理由） 東日本復興支援による東北方面への観光客の流出等の影響により、観光入り込み客数としては微減であった。

H21:3％→H26:34%

（時期）

成果指標の実績値
（○年○月○日時点）

（左の理由）
（理由）

未利用バイオマスの利用量の把握未実施のため

（時期）

観光の革命推進事業において、新たな観光商品の開発を進めるとともに、食とまちの起点（マルシェ）創出事業において、食を活かし、また、外国人観光客も視野に
入れた誘客活動を進めることで、新たな観光客の新規開拓を進めた。しかしながら、東日本復興支援による東北方面への観光客の流出等の影響により、観光入り込み
客数としては微減であった。また、観光の推進やまごころ市の開催等によりはままち周辺地区の魅力向上を図るとともに街の賑わいづくりに向けた調査研究をの実施
やオフサイトミーティングを実施するなどを経て、アクションプログラムを策定することができた。
天橋立の環境継承推進事業において、周辺環境・景観保全の取組を進め、地域の環境保全の意識も高める中で、世界遺産登録に向けた機運の醸成に努めた。
さらには、バイオマスで新産業起こし推進事業において、宮津バイオマスエネルギー製造事業所での竹（未利用バイオマス）の利活用を進めたほか、メタン発酵した
し尿（廃棄物系バイオマス）の利活用を進めた。
※未達成の場合は、成果指標の達成に向けた今後の対応方策についても記載すること。
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関連事業との連携効果

緊急雇用対策事業などの府補助金や過疎債等を活用しながら、交付対象事業と一体的な事業展開を行ったり、交付対象事業
の足場を固めた事業展開を行うことができた。

府と市町村等との連携に資する成果

関連事業における府の補助金等による後方支援はもとより、事業実施にあたっても助言等をいただきながら事業を実施し
た。特に宮津マルシェ推進事業では、まちの仕事人に多大な協力をいただき、効果的に事業を展開することができた。

住民の自治意識を高める成果

市民協働事業等の実施により、地域住民主体の活動の支援を行うことで、地域住民の中に、地域のことは自分たちで行うと
いう自助、また、地域の中で協力して行うといった共助の意識の高まりが見られる。

リーディング・モデル成果

バイオマスで新産業起こし推進事業における新産業起こし事業などについては宮津ならではの事業としてさらなる発展を目
指して取り組んでおり、これらが今後発展・定着することでリーディング・モデルなることが期待される。

広域的波及成果

天橋立の環境継承推進事業における丹後の豊かな環境づくり事業や天橋立世界遺産登録推進事業等では、府や関係市町との
連携のもと、広域的な視点をもって事業実施を行い効果的に事業実施ができた。

行財政改革に資する成果

地域経済の基盤となる外貨の獲得を主目的のひとつと位置づける本プロジェクトにより、将来的な市税収入の増を見込んで
いるところである。なお、今後の推進に当たってはより効果的・効率的な事業実施が求められる。

本プロジェクトに
対する自己評価

（記載要領）
１ プロジェクトごとに本様式を作成し、評価すること。
２

記載欄が不足する場合は、適宜追加すること。

３

事業種別については、交付対象事業又は関連事業の別を記載すること。

４

成果指標の達成状況は、目標数値を上回ったときは◎、目標数値の近似値であるときは○、目標数値を下回ったときは△、判断できないときは―を記載すること。

