
　　第１期吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略における施策・事業実施状況　【平成27年度～令和元年度】

基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

１．町の将来を担う子どもを増やす

① 結婚を支援する

ア 出会いの場の提供から結婚までの支援

■出会いの場の提供 定住促進課

■結婚をサポートする体制の整備 定住促進課

■結婚祝金の支給 定住促進課

未達

達成

未達

未達

② 妊娠・出産を支援する

ア 妊産婦・乳児への子育ての応援

保健課

年36人
※5年間平均49.2人

年32件
※5年間平均40件

年２人 年３人

年59人 年62人 年48人 年41人

年７人 年２４人 年５人

年１組 年１組 年３組 年１組 年１組

1.61人 1.75人 1.84人 2.02人 2.16人

年１回開催 年１回開催 年２回（婚活イベントと同時開催 年３回（婚活イベントと同時開催） 年５回（婚活イベントと同時開催）

産前・産後支援員派遣事
業

産前・産後支援員派遣事
業

産前・産後支援員派遣事
業

産前・産後支援員派遣事
業

産前・産後支援員派遣事
業

結婚相談所入会ｻﾎﾟｰﾄ奨
励金事業等

住みたいまち定住奨励金
4件

住みたいまち定住奨励金
14件

住みたいまち定住奨励金
9件

住みたいまち定住奨励金
9件

住みたいまち定住奨励金
6件

Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）見込

婚活イベント 婚活イベント 婚活イベント 婚活イベント 婚活イベント

結婚相談会等 結婚相談会等

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

結婚相談所入会ｻﾎﾟｰﾄ奨
励金事業等

年43件 年56件 年38件 年31件

結婚相談所入会ｻﾎﾟｰﾄ奨
励金事業等

推進施策

KPI

・既婚女性がもうける子どもの人数
　　　　　　　　　　　          2.14 人 → 2.30 人

・若い世代を対象とした交際術やマナーを
 学ぶ講習会の開催         年０回 → 年１回

・結婚支援・相談窓口に来られる人数
　　　　　　　　　　　　　      　年２人→年20人

・結婚推進協議会が関わった成婚数
　　　　　　　　　　　　       　年１組 → 年５組

■産前・産後子育て応援【先行型交
付金事業】

基本
目標

・出生数：年75人

・婚姻数：５年間で250件
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

イ 町を挙げての子育て支援

保健課

子育て推進課

達成

未達

③ 子育てを支援する

ア 子育てしやすい町づくりの情報発信

子育て推進課

イ 質の高い保育、教育の推進

子育て推進課

子育て推進課

教育委員会

教育委員会

ウ 子どもの安心・安全な居場所づくり

子育て推進課

子育て推進課

■ＩＣＴ教育の推進

町営塾開設 開設済

１か所整備 整備済

子育て広場ゆう

にこにこ出産祝金
21件　9,900千円

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

100% 100% 100%

出生数　57件/年 64件/年 48件/年 42件/年 40件/年

整備済

開設済

ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ整備 ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ
・ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ
・屋外遊具整備

PC授業・wi-fi整備 PC導入等 PC導入等

子育て広場ゆう 子育て広場ゆう 子育て広場ゆう 子育て広場ゆう

にこにこ出産祝金
25件　9,100千円

子育て支援情報発信（ママ
フレ）

子育て支援情報発信（ママ
フレ）

子育て支援情報発信（ママ
フレ）

子育て支援情報発信（ママ
フレ）

子育て支援情報発信（ママ
フレ）

100% 100%

すこやか応援パック支給
事業　57件

すこやか応援パック支給
事業　64件

すこやか応援パック支給
事業　48件

すこやか応援パック支給
事業　42件

すこやか応援パック支給
事業　40件

Ｒ1（Ｈ31）

■出産祝金の支給【先行型交付金事
業】

にこにこ出産祝金
29件　8,400千円

にこにこ出産祝金
34件　10,900千円

にこにこ出産祝金
29件　12,800千円

■ 子育て 家庭 への精神的、身体
的、経済的応援【先行型交付金事
業】

推進施策

■子ども広場の整備

■子どもの安全な居場所づくり

■幼児の外国語とのふれあい推進

■放課後学習の充実

■認定こども園の整備

KPI

保健師等による産前・産後の助言・指導を
受けた女性の割合            0.0％ → 75.0％

新生児誕生記念品贈呈件数
             年 68 件（Ｈ27見込） → 年 75 件

■子育て支援情報発信【先行型交付
金事業】
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

エ 子どものための経済的支援

保健課

総務課

教育委員会

オ 子どもは町全体で育てる

教育委員会

未達

達成

未達

達成

２．町を支える宝(若者)を残し、転入により新しい風を呼び込む

■子どもの医療費無料化

■地域ぐるみの子育て

社会増減　９人増 社会増減　20人減 社会増減　35人増 社会増減　117人減
社会増減　95人減
※5年間で188人減（年平
均：37.6人減）

各１回開催 各１回開催 各１回開催 各１回開催 各１回開催

継続　 継続　 継続　 継続　

育英資金貸付 育英資金貸付（制度改定） 継続 継続

医療費無償化

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

継続　

０か所 １か所整備 整備済 整備済

７学区 ７学区 ７学区 ７学区 ７学区

継続 継続 継続 継続

Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

継続

通学支援 継続 継続 継続 継続

平均1,513件/月
　（達成率75%）

平均1,310件/月
　（達成率65.5%）

平均1,712件/月
（達成率85.6%）

平均867件/月
　（達成率43.3%）

平均784件/月
　（達成率39.2%）

・地域学校協働本部3か所
・放課後こども教室2か所

・地域学校協働本部3か所
・放課後こども教室2か所

・地域学校協働本部3か所
・放課後こども教室2か所

・地域学校協働本部3か所
・放課後こども教室2か所

・地域学校協働本部3か所
・放課後こども教室2か所

KPI

ママフレ(子育て支援情報)サイトアクセス数
　　　　　　　　　　　　　　 ０件 → 2,000 件／月

認定こども園の整備 ０か所 → １か所

学童保育施設 ７学区 → ９学区

小児等医療費の無料化
　　　　　　　　 無料化実施 → 無料化継続

基本
目標

・転入者数 ：年20人増５年間で100人増

・転出者数 ：年30人減５年間で150人減

・新規学卒者等合同企業説明会及び新規
 学卒者激励会　 各１回開催

０か所

■高校生の通学支援

■育英資金貸付

推進施策
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

① 若者の転出抑制と若者等の呼び込み

ア 若者の転出の抑制

定住促進課

建設課

企画課

イ 移住・定住の促進

定住促進課

達成

定住促進課

定住促進課

定住促進課

達成 １件 １件 １件 ２件 ２件

未達

達成 23件 13件 17件 17件 31件

達成

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

入居条件を限りなく緩和した、単
身者向け10戸、子育て世代等家
族向け1５戸の町有吉備高原住
宅を整備

整備済

NPOとの連携 NPOとの連携 NPOとの連携 NPOとの連携 NPOとの連携

　19世帯　　35名　  17世帯　38名 44世帯　62名 45世帯　64名 45世帯　71名

住みたいまち定住奨励金

空き家活用促進事業 空き家活用促進事業 空き家活用促進事業 空き家活用促進事業 空き家活用促進事業

お試し暮らし支援事業 お試し暮らし支援事業 お試し暮らし支援事業

薬局誘致 （ｺﾝﾋﾞﾆ開店）

住みたいまち定住奨励金 住みたいまち定住奨励金 住みたいまち定住奨励金 住みたいまち定住奨励金

PFI住宅整備 整備済

１件 １件 １件 ２件 ２件

KPI

多業種の企業・事業所の誘致
　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｈ31年までに２件

お試し住宅の整備数 １か所 → ２か所
H26年度に1か所整備済
（田土地内）

空き家バンクの登録数
　　　　　　　　　13件(Ｈ27.10月現在) → 20件

町営住宅、単身者等住宅整備
Ｈ31 までに町営住宅、単身者等住宅１棟
ずつ整備

■お試し住宅の整備

■転入定住支援団体との連携

お試し暮らし支援事業
（宿泊施設利用）

■移住・定住促進のための助成【先
行型交付金事業】

■企業誘致の促進

■若者向け住宅の整備

■若者が求める施設の整備

推進施策

交付金（先行型）事業
による設定

移住・定住者数　18世帯42名

■空き家活用の推進【先行型交付金
事業】
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

３．安心して暮らせる環境をつくる

① 交通手段の充実

ア 公共交通の体制整備

総務課

達成

未達

② 医療の充実

ア 医師の確保

保健課

保健課

達成

達成

推進施策 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

１医療機関確保１医療機関確保 １医療機関確保 １医療機関確保 １医療機関確保

２か所継続 ２か所継続 ２か所継続 ２か所継続 ２か所継続

維持 維持 維持 維持 維持

維持 維持 維持 維持 維持

吉備中央町地域公共交通
網形成計画の策定

完了済 完了済

利用調査未実施 利用調査未実施 １日平均50人 １日平均50人 １日平均50人

交通網形成計画策定 実証運行計画策定 実証運行実施

吉備中央町地域公共交通
網形成計画の策定

きびプラザ～岡山医療セン
ター実証運行計画の策定

実証運行実施

３か所（その他、公民館・小
学校区等を単位とした自主
防災訓練等の実施あり）

■地域医療の充実

■医師等の確保対策

KPI

入院対応できる内科の医療機関 １医療機関
以上確保

特定科目診療所 　２か所運営 → ２か所継
続、充実

基本
目標

・地域での生活を支える体制の構築
　　　　　　　　 平成31年度までに体制を構築

・自治組織を単位とする自主防災組織数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０か所

■公共交通体制の整備

KPI

公共交通体制の構築  Ｈ31までに完了

吉備高原都市と岡山市を結ぶ路線バスの利
用者数 １ 日平均 54 人 → １ 日平均 100
人
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

③ 地域経済環境の整備

ア 地域生活環境の整備

企画課

KPI 未達

④ 拠点づくり

ア 町の拠点、地域の拠点の整備

企画課

企画課

KPI 達成

⑤ 新しいコミュニティづくり

ア コミュニティづくり推進

総務課
協働推進課

KPI 不明

新山地区を推進 新山地区で整備予定 新山地区へ整備

町民アンケート結果　56.5%

整備計画に基づく研究部
会による検討

整備計画に基づく研究

継続 継続 継続 継続
都市創造推進チーム会議
による検討

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

※Ｒ2年度調査予定

買い物環境整備計画策定

町民参加（広報活動、行事・イベントへの参
加など）の満足度 27.2％ → 50.0％

■吉備高原都市の整備促進

■小さな拠点の整備

小さな拠点の整備  ０か所 → １か所

■コミュニティづくりの推進

買い物に不便利さを感じている町民の割合
69.7％ → 40.0％

■買い物環境の充実

■魅力的な店舗の誘致

推進施策

特に調査していない

・自主防災活動の推進
・協働のまちづくりの推進　等
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

４．夢を語れるまちづくりを進める

13％増

① 農業振興、人材育成

ア 農業後継者の育成

農林課

KPI 未達

② 農産物の付加価値化、特産品開発

ア 新規の特産品の開発

農林課

イ 農産物の付加価値化

農林課

達成

未達 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所

農産物PR資材作製 農産物PR 農産物PR

３品/年 １品/年 ２品/年

２人/年 ２人/年 ９人/年 ６人/年 ５人/年

３品（ブルーベリーワイン・ピオー
ネワイン・水車米で作る甘酒）

１品（地ビール）
２品（ブルーベリーソース・ジャ
ム）

就農促進トータルサポート
事業

就農促進トータルサポート
事業

就農促進トータルサポート
事業

就農促進トータルサポート
事業

就農促進トータルサポート
事業

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

５年間で７社

新規就農者の数 ３人／年 → 10 人／年

■特産品づくり

■農産物の付加価値化の推進

KPI

特産品の開発 １品／年以上

野菜等の加工場 ０か所 → １か所

基本
目標

・観光入込客数：20％増

・誘致企業・事業所数 ：２社

■新規就農者育成

推進施策
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

③ 就労の確保と紹介体制の整備

ア 雇用の拡大

定住促進課

イ 起業の支援

協働推進課

ウ 就労の支援

定住促進課

再掲

達成

④ 体験ツアー等を活かした観光、交流の促進

ア 観光振興

協働推進課

協働推進課

22人 35人 19人 25人 25人

農家民宿展開事業

創業支援制度創設

岡山型国際対応ヘルス
ツーリズム拠点化促進プロ
ジェクト

岡山型国際対応ヘルス
ツーリズム拠点化促進プロ
ジェクト

岡山型国際対応ヘルス
ツーリズム拠点化促進プロ
ジェクト

岡山型国際対応ヘルス
ツーリズム拠点化促進プロ
ジェクト

農家民宿展開事業 農家民宿展開事業 農家民宿展開事業 農家民宿展開事業

起業支援継続 起業支援継続

ﾊﾛｰﾜｰｸ連携・企業ｶﾞｲﾄﾞ作
製等

ﾊﾛｰﾜｰｸ連携・企業ｶﾞｲﾄﾞ配
布・就職説明会等

ﾊﾛｰﾜｰｸ連携・企業ｶﾞｲﾄﾞ配
布・就職説明会等

ﾊﾛｰﾜｰｸ連携・企業ｶﾞｲﾄﾞ配
布・就職説明会等

ﾊﾛｰﾜｰｸ連携・企業ｶﾞｲﾄﾞ配
布・就職説明会等

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

■農家民宿の支援【先行型交付金事
業】

KPI

企業、事業所の誘致件数
　　　　　　　　　　　　　　平成３１年までに２件

町などが提供した求人情報により就労した
人数　　　　　　　　　　　　　　　　   ２０人／年

■広域観光の推進

■企業誘致の促進（再掲）

■起業家の支援

■就労の支援

推進施策
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

イ 交流促進

協働推進課

達成

達成

⑤ 町民参画と協働の推進

ア 町民参画、協働の推進

協働推進課

協働推進課

未達

達成

構築

セラピーリゾートタウン推
進事業

セラピーリゾートタウン推
進事業

セラピーリゾートタウン推
進事業

セラピーリゾートタウン推
進事業

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

協働でひらく新たなまちづ
くり実践事業

協働でひらく新たなまちづ
くり実践事業

協働でひらく新たなまちづ
くり実践事業

協働でひらく新たなまちづ
くり実践事業

９件（うち開業済み８戸、教
育旅行受入可能は７戸）

10件（うち開業済み10戸、
今年度開業予定５戸、教
育旅行受入可能は７戸）

12件（うち開業済み10戸、
今年度開業予定２戸、教
育旅行受入可能は７戸）

継続

申請件数８件 達成率80％ 現状維持のまま（8件）

協働でひらく新たなまちづ
くり実践事業

継続 継続

■町民の提案型まちづくり

KPI

自治組織等との意見交換会
                            １回 → ２回以上実施

・自治組織会議 １回（総務課）
・地域づくり団体連絡協議会　１
回（総会）
・イベント等の反省会　 ２回（レイ
ンボーへの参加、岡山駅前イベ
ント）

町民提案のまちづくり事業実施
                      ０回 → 年１事業以上実施

メンタルヘルスタウン構想

■協働のまちづくり推進

■子ども山村留学の受け入れ

KPI

岡山市を中心とした広域連携
                        ８市５町の連携体制構築

民宿開業に向けた許可等の申請件数 １０件

推進施策
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基本
目標

施策 ＫＰＩ達成 担当課

⑥ 町の魅力づくり

ア 町の魅力づくりの推進

協働推進課

協働推進課

教育委員会

教育委員会

協働推進課

協働推進課

達成

未達

未達

達成　18
未達　14
不明　 1

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1（Ｈ31）

県外大学生による町の魅
力づくりの調査

推進施策に掲げる直接的
な事業なし

保護活動継続 保護活動継続 保護活動継続

移住者との座談会開催
年１回

セラピーリゾートタウン推
進事業

セラピーリゾートタウン推
進事業

セラピーリゾートタウン推
進事業

セラピーリゾートタウン推
進事業

広域連携 広域連携 広域連携

広域連携 広域連携 広域連携

構築 構築 構築 構築

保護活動継続

KPI

産・官・学の連携によるヘルスアップネット
ワーク Ｈ31 までに構築完了

地域おこし協力隊や転入者等との意見交換
会 年０回 → 年２回以上

海外留学生の受け入れ世帯（町が関わって
の受け入れ）  年０世帯 → 年２０世帯

■生涯スポーツの推進

■ 町の魅力づくりの調査、研究

■海外留学生の受け入れ

■自然環境の保護・保全

■図書館の充実

■メンタルヘルスタウン構想の実現

推進施策 Ｈ27

保護活動継続

ＫＰＩ達成状況
ＫＰＩ設定

33事業
推進事業数

48事業
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