
別紙１
平成28年度における施策実施状況

基本
目標

主な
施策

実績等 達成
基本
目標

主な
施策

実績等 達成

1 企業誘致 ・奨励金交付件数 16件 17件 ○ 37 木造住宅等耐震補助 ・耐震診断件数 200件 260件 ○

・奨励金新規認定件数 ２件 6件 ○ 38 地域自主防災活動支援 ・セミナー参加者数 94人 89人 ×

2 阿知和地区工業団地造成事業推進 ・土地所有者の開発同意取得 取得 未実施 × 39 防災都市づくり計画策定 ・地区レベルの防災都市づくりの検討 ２地区 2地区 ○

3 創業支援事業計画推進 ・起業・創業支援件数 130件 172件 ○ ・防災都市づくり計画策定 策定 策定 ○

4 ビジネスサポートセンター運営 ・相談件数 1,000件 2,206件 ○ 40 総合雨水対策計画策定 ・総合雨水対策基本計画の策定 策定 策定 ○

・成果件数 30件 125件 ○ 41 防犯カメラ設置補助 ・助成件数 32件 40件 ○

5 中小企業育成支援 ・創業サロン参加者事業所数 20件 25件 ○ 42 バス路線対策 ・補助路線利用者数 158万人 152万人 ×

・でざいん塾参加者事業所数 40件 83件 ○ 43 新エネルギーシステム設置等補助 ・太陽光発電 10,000戸 9,920戸 ×

・経営革新支援参加事業所数 20件 27件 ○ ・家庭用燃料電池 320基 491基 ○

6 産業支援機能強化対策 ・支援機関ネットワーク活動件数 15件 27件 ○ ・ＨＥＭＳ 270基 290基 ○

・支援企業数 5社 22社 ○ ・蓄電池 200基 188基 ×

・支援企業の課題解決件数 2件 4件 ○ ・次世代自動車 365台 369台 ○

7 産学官連携支援 ・補助金申請件数 16件 39件 ○ 44 スマートコミュニティの推進 ・岡崎スマートコミュニティ推進協議会開催数 ３回 1回 ×

・コーディネータ活動件数 300件 961件 ○ 45 立地適正化計画策定 ・都市機能誘導区域の設定 設定 設定 ○

8 農産物ブランド化・６次産業化支援 ・セミナー・講演会等の開催回数 3回 3回 ○ ・居住誘導区域の設定 設定 未設定 ×

9 木の駅プロジェクト ・木材出荷登録者数 30人 105人 ○ 46 地域公共交通網形成計画策定 ・基本方針の設定 設定 設定 ○

10 岡崎市産材住宅建設事業費補助 ・助成件数 18件 10件 × ・事業実施主体の設定 設定 設定 ○

11 田舎暮らし移住者支援 ・移住件数 ２件 0件 × ・評価指標の設定 設定 設定 ○

12 観光おもてなし環境整備 ・派遣延べ人数 96人 137人 ○ 47 額田支所整備 ・建築工事の着手 着手 着手 ○

13 観光啓発 ・投稿情報 300件 375件 ○ 48 空き家対策の推進 ・空家等の実態把握 把握 把握 ○

14 まちなみ修景支援 ・助成件数 ３件 3件 ○ ・空家等対策計画策定 策定 案作成 ○

15 伝統行事の活性化支援 ・助成件数 ３件 0件 × 49 中心市街地遊休不動産活用支援 ・リノベーションスクールの開催及び参加者数 30名／回 43名、１回 ○

16 景観・歴史的風致形成推進 ・現況調査 実施 実施 ○ 50 市民協働推進 ・市民協働事業実施件数（全庁分） 197件 197件 ○

・ワークショップ ３回 0回 × 51 健康増進普及啓発 ・メタボリックシンドローム該当者、予備群の割合 25.80% 26.1%（H25） ×

17 シティプロモーションの推進 ・岡崎ルネサンスホームページアクセス数 ２万件 212,657件 ○ 52 食育の推進 ・朝食を食べないことがある園児、小学生 2％以下 5.3％、6.7％ ×

18 乙川リバーフロント事業プロモーション ・イベントの入込客数 2,800人 11,000人 ○ ・朝食を食べないことがある中学生 5％以下 12.2％ ×

19 桜植樹推進事業 ・植樹本数 497本 772本 ○ ・朝食を食べないことがある高校生 10％以下 14.0％ ×

20 ICTを活用した授業
・ICTを活用した授業実践（100％の
学級で実践）

実践 100％ ○ 53 食育の推進（食育メッセの開催） ・来場者数 20,000人 46,000人 ○

21 スーパーサイエンススクール推進 ・実施回数 20回 53回 ○ 54 救急医療拠点施設整備支援 ・病床数（病床整備計画） 400床 400床 ○

22 ジャズの街岡崎推進
・ボランティア団体と連携し、ジャ
ズ事業を行う。

実施 実施 ○ 55 こども発達センター整備 ・岡崎市早期療育システムの構築 構築 構築 ○

23 文化情報発信 ・トリエンナーレ来場者数 85,000人 76,900人 × 56 相談支援専門員配置 ・相談件数 500件 297件 ×

結婚支援 24 出会いの場の創出 ・延べ参加者数 100人 84人 × 57 成年後見人センター設置 ・法人後見事業を行う法人数 1法人 1法人 ○

25 第３子支援 ・第３子以降に係る保育料の軽減 実施 実施 ○

26 予防接種補助（ロタワクチン） ・ロタワクチン接種率の向上 70% 87.8％ ○ 全57施策の79指標（目標値）について、

27 不妊対策補助
・一般不妊治療費補助対象者のうち
母子健康手帳交付割合

16.60% 11.6％ × ・達成できた（○） 55

・特定不妊治療費補助対象者のうち
母子健康手帳交付割合

38.70% 46.2％ ○ ・達成できなかった（×） 24

28
子育て世代包括支援センター（利用者支援
事業（基本型）（母子保健型））設置

・妊娠届出時の専門職による面接実
施

100% 96.2％ × 計 79

・支援ニーズの高い妊産婦への支援
実施

100% 58.2％ ×

・第１子出産後子育て支援啓発事業（初
めてママのためのひろば）実施数

6か所 6か所 ○

29 産前産後家庭支援事業（ヘルパー派遣） ・利用世帯数 74世帯 58世帯 ×

30 子育て支援情報配信 ・メール配信サービス登録者数 1,500人 1,223人 ×

31 子育て支援団体とのネットワーク構築 ・市が紹介できる子育て支援団体数 20団体 22団体 ○

32 子育て支援員養成補助事業 ・研修受講者数 90名 80名 ×

33 こどもの家管理運営 ・利用者数（年間延べ） 770,000人 835,355人 ○

34 保育所の整備 ・工事着工準備完了箇所数 1か所 1か所 ○

35 保育士・保育所支援センターの設置 ・セミナー参加者数 60名 76名 ○

36 放課後児童健全育成事業 ・放課後児童クラブ利用者数 2,165人 2,294人 ○

③
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目標値 （平成28年度末）
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出

施策 施策 目標値 （平成28年度末）

④
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医療・福祉の
充実



別紙1-1

① 基本目標「しごとづくり」
（※目標値は、H27の先行型事業及び施策を位置づけた年度より設定している。）

H27※ H28 H29 H30 H31

（－） （16件） （16件）

15件 17件

（－） （２件） （２件）

２件 ６件

（－） （開発同意） （環境調査）

未実施

（－） （130件） （140件）

122件 172件

（－） （100人）

235人

（－） （延60人）

延22人

－ （1,000件） （2,000件）

2,172件 2,206件

（－） （30件） （50件）

72件 125件

（40件） （40件）
120件 83件

（40件） （20件） （80人）
29件 25件

（22件） （20件）
22件 27件

（15件） （25件）
27件

（５社） （5社）
22社

（２件） （８件）
４件

（－） （16件） （16件）

30件 39件

（－） （300件） （300件）

570件 961件

（－） （３回）

３回 ３回

（３件）

（30人） （30人）

97人 105人

（1,200ｔ）

（－） （18件） （10件）

６件 10件
2,868,000

1,000,000

23,273,000

4,204,000

前年度と比較し助成件数は増加したものの、市産
材を利用した戸建住宅建設は、長期的に見て減少
している。

補助制度の更なる見直しを図るとともに、引き
続き産学官連携を進め、地域経済の活性化
を推進する。

補助要件を拡大し、利用促進を図っていく。

農産物や加工品の販売戦略が課題であり、
実施後に販売戦略のアドバイスを行うなどア
フターサポートを行っていく。

販路の拡大を図っていく。
実行委員会を中心に地域の森林整備に対する意
思向上がみられ、地域通貨券の利用店舗も少しず
つ増加しており、一定の経済効果もあった。

補助事業者８団体のうち、新規補助事業者は６団体
で、新たな取り組みの後押しとなっている。

産業支援戦略の策定、関係機関によるさらな
る強化を図り、中核企業に対するハンズオン
支援の試行を行っていく。

農
林
業
支
援

岡崎市産住宅建設事
業費補助

課題及び今後の方針等

起業・創業支援件数

相談件数

成果件数

補助金申請件数

助成件数

平成28年度 実施内容

工場等建設奨励制度、高度先端産業立地奨励制度
及び企業再投資促進奨励制度を延長。

・環境影響調査の実施（14項目・41回）
・地質調査の実施
・環境影響調査（鳥類）の補完調査の実施（7回）
・アクセス道路検討業務の実施

・各種支援機関の支援、連絡・調整及び情報提供等
・起業・創業希望者への周知
・指定セミナー受講者に対する認定書の発行（9件）

販路開拓、新商品・サービス開発、新分野進出に取
り組む中小企業を対象とした、ビジネスコーディネー
ターによる起業・経営相談、産業支援機関へのコー
ディネートの実施

岡崎市産材の柱、梁、土台などの主要構造材を60％
以上利用し、市内建築業者にて市内に住居専用の
戸建住宅を新築・増築・改築するものに補助金を交
付。

製造業の新製品、新技術の開発の支援に重点を置
き、共同研究・依頼試験への補助事業を実施した
他、技術面のフォローを実施。

引き続き、各種関係機関と連携を図りながら、
起業・創業希望者への支援に取り組む。

補助制度の周知に努め、市内への工場等新
増設及び設備投資による地域経済の活性
化、産業振興と雇用の維持・拡大に結びつけ
る。また、企業ニーズの把握に努め、支援制
度の検討を図る。

創業間もない企業等に対して支援情報の提供や新
商品開発に関する意識啓発によって、自社の強み
を把握し、今後の事業推進につながった。市内事
業者のデザイン活用に対するニーズの高さが把握
でき、意識啓発のみならず、事業化や販路拡大に
繋がった。

創業間もない事業者やデザイン活用を行いた
い事業者への周知を図り、継続実施。

実施回数を２回から４回に増やして実施し、参
加者の希望に対応した研修内容を検討して
いく。また、医療機関を始めとした関係機関と
の役割分担を行い、復職者が継続して働き続
けられるような支援を検討していく。

環境補完調査及び埋蔵文化財の調査結果を
踏まえ、事業区域の確定に向けて協議を進め
る。また、地区計画、農振除外に向けて関係
者と協議を行う。

更なる積極的な周知活動の実施により、新規
相談者を獲得していく。

重要業績評価指標 ( ＫＰＩ )施策

保育士の就労支援
（H29～）

企業誘致

事業の進捗状況に関する評価
達成状況 （上段：目標 下段：実績）平成28年度

事業費(円)

創業支援事業計画推
進

・保育園等に関わる職員の就職に向けた相談（276
件）
・希望に応じた保育園等のあっせん

362,475,278

38,554,920

1,291,563

（毎年度設定）
阿知和地区工業団地
造成事業推進

雇
用
の
創
出

引き続き、市内工場等の新規立地や設備投資など
により、地域経済の活性化及び雇用の維持・拡大
に一定の効果を得ることができた。

環境影響調査の調査状況より、開発同意書の取得
を延期することとしたが、補完調査を迅速に実施す
ることができた。

起業・創業希望者に対する一定の支援ができた。

新規の取り組みとして試験的に実施したが、受講者
の中から実際に２名が復職するなどの成果が出て
いるほか、受講者アンケートにより、復職に対し何に
困っているのかなどを把握することができた。

奨励金交付件数

奨励金新規認定件数

潜在看護師の復職支
援
※H29より既存事業を
位置づけ

・先進地視察や関係団体との連携により研修内容の
検討
・講義と実技練習の実施（２回）
・受講者アンケートによる復職に向けた実態把握

中
小
企
業
支
援

創業サロン参加事業所数

経営革新支援参加事業所数

でざいん塾参加事業所数

支援機関ネットワーク活動件
数

コーディネーター活動件数

産学官連携支援

岡崎商工会議所等と連携して、創業支援や新商品
開発の計画を策定、事業の周知等を実施。
NPO法人等と連携して、デザイン活用に関するセミ
ナーやデザイナーマッチングを実施。

中小企業育成支援
（H27:先行型交付金）
（H28・29：推進交付金）

5,832,000

1,000,000

54,118,814
ビジネスサポートセン
ター運営

(2,697,366)

(421,102)

就職先の斡旋人数

研修参加者数

木の駅プロジェクト
（H27:先行型交付金）

・「額田木の駅プロジェクト実行委員会」に対する負担
金の交付。
・実行委員会は林地残材を6,000円/トンで引き取り、
対価として地元商店で使用できる「地域通貨券」を発
行。

（H29～）
新規補助事業者数

・専門講師による農家を対象とした講演会やアドバイ
ス等を実施（セミナー２回、講演会１回）。
・ブランド化、６次産業化へ向けた取り組みに対し補
助金を交付（８件）。

農産物ブランド化
６次産業化支援

2,529,000

（～H28）
木材出荷登録者数

（～H28）
セミナー・講演会等の開催回
数

（H29～）
出荷材積量

産業支援機能強化対
策
（H28:加速化交付金）
（H29：推進交付金）

岡崎商工会議所、岡崎信用金庫、日本政策金融公
庫等の支援機関とともに、中小企業支援を実施する
ための連携会議の開催と企業支援を実施。

19,965,936 支援企業数

支援企業の課題解決件数

セミナー
参加者数

補助制度について更なる見直しを図ることで、より
多くの事業者が利用しやすくなり、結果として件数も
目標値を上回った。コーディネータ派遣について
も、市内事業所への巡回を実施し、産学官連携支
援を促進することができた。

相談の質の向上により、販路開拓、新サービス・新
商品開発など、売上アップにつながり、成果件数が
増加した。

支援機関の連携を強化し、支援情報の共有化及び
共同での企業支援を実施することができた。

基本目標③の施策 「保育士・保育所支援センターの設置」を参照
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② 基本目標「魅力づくり」
（※目標値は、H27の先行型事業及び施策を位置づけた年度より設定している。）

H27※ H28 H29 H30 H31

（2件） （2件）

0件

（96人） （96人） （98人）

97人 137人

（300件） （300件）
238件 375件

（525万件）

（67％）

（３件） （４件）

３件

（３件） （４件）

０件

（現況調査） （意識調査）

実施
（WS3回）

0回

（－） （2万件） （14.4万件）

10,222件 212,657件

（15,000件）

（－） （2,800人） （8,000人）

20,000人 11,000人

（－） （497本） （290本）

1,223本 772本

（－） （100％）
100% 100%

（4教科以上）

（3校）

（2施設）

（－） （20回） （25回）

42回 53回

（～H28）ジャズ事業の実施 （－） （実施） （31,200人）

（H29～）入場来場者数
23事業

9,367人
16事業

37,759人

（～H28）トリエンナーレ来場者
数

（－） （85,000人） （8件）

（H29～）メディア掲載件数 76,900人

事業の進捗状況に関する評価

10,327,308

19,384,024

補助制度のさらなる周知を図り、良好
な景観形成により地域の活性化を
図っていく。

移住希望者と地元との意思疎通を図
り、補助制度の周知に努める。

平成28年度 実施内容

景観形成重点地区内の建築物等の景観上の改
善事業に対する補助金交付を実施。

派遣延べ人数

助成件数

バスツアー、観光タクシー、まち歩き
等へ派遣する仕組みを構築し、目標
を上回る派遣が実現できた。

新たなスポット及びコース等を案内で
きる知識を習得し、継続実施。

（H29～）来訪者満足度

観光アプリへの投稿の他、観光スポッ
トデータの外部サイトへの共有や各ス
ポット・飲食店等によるＳＮＳ発信によ
り目標を達成した。

平成29年2月にオープンした観光振
興ホームページを活用し、サイトの利
便性や満足度の向上を目指す。ま
た、アクセス状況等を民間事業者へ
開示し、適宜方針を共有していく。

問合せ等はあったものの、補助制度
の活用にはつながらなかったが、実
際に３件の移住があった。

補助制度の周知を図り、目標件数を
達成できた。

課題及び今後の方針等重要業績評価指標 ( ＫＰＩ )
平成28年度
事業費(円)

0

達成状況 （上段：目標 下段：実績）

・ストーリー性のある観光案内人の養成（23人）。
・旅行会社ツアーやまち歩き等へ派遣する仕組み
を構築。

施策

定
住
・
交
流
人
口
の
増
加

移住件数田舎暮らし移住者支援

観光おもてなし環境整備
（H27:先行型交付金）

景観・歴史的風致形成
推進

2,025,000

2,002,000

0

観光啓発
（H27:先行型交付金）

・SNSによる情報発信
・他の観光サイトへの情報提供

11,330,928

新補助制度の周知を図るとともに、移住希望者の
問合せ等に対応した（６件）。

（H29～）
観光総合サイトアクセス件数

（～H28）投稿情報

教
育
・
文
化
の
振
興

まちなみ修景支援

伝統行事の活性化支援

文化情報発信

スーパーサイエンスス
クール推進

ジャズの街岡崎推進

実施回数
推進校（12校）に加え、準推進校（5校）おいても、
企業や学術機関と連携して、理科授業や理科作
品展を実施。

あいちトリエンナーレ2016（岡崎会場）の開催
（８月11日～10月23日）

3,450,000

17,545,099

97,328,283

4,995,000

シティプロモーションの
推進

ICTを活用した授業

助成件数
・岡崎市歴史的風致維持向上計画の国の認定。
・岡崎市歴史的風致形成活動事業費補助金交付
要綱作成。

23,586,560

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
の
推
進

岡崎ルネサンスHPアクセス件
数（H27.7～）

イベント入込客数
乙川リバーフロント事業
プロモーション

桜植樹推進事業 植樹本数

あいちトリエンナーレの開催により高
まった文化芸術に対する関心を、より
高められる事業を実施する。

連携先データベースを整備し、実施し
ていく。

苗木の寄附や植樹場所の提案等の
協力を得て、予定より多くの箇所へ植
樹することができた。

１つの推進校で複数の連携先を持
ち、当初予定回数を上回る実施がで
きた。新たに、準推進校においても実
施することができた。

各種事業を実施し、市内外の多くの
方にジャズの街岡崎をＰＲすることが
できた。

1日当たりの来場者数は前回（2013
年）を上回ったが、豊橋会場が加わっ
たことにより、来場者が分散した。
・2013年 約1,030人/日
・2016年 約1,039人/日

・ワークショップ、講演会等の実施（６回）。
・「泰平の祈りプロジェクト」の実施（9月24日）。

公民連携事業として民主体のかわま
ちづくりに繋げていく。

27,918,000
乙川リバーフロント事業の周知を図る
ことができた。

・岡崎ジャズストリート（11月5・6日）の支援
・「岡崎JAZZ November2016」の開催（11月5日～
12月3日）。
・メモリアルジャズコンサートの開催（12月３日）

各種ジャズ事業を実施することで、市
民がジャズに触れる機会を増やして
いく。

名所づくりとして新たに59か所に植樹。
（H27～H28 80ヶ所 1,995本）

3ヶ年の植樹計画に基づき植樹を進
めるほか、植樹後、苗木が根付かな
かった箇所への補植を行い、育成を
図っていく。

（～H28）活用事業

新たな補助制度の周知を図りながら、
伝統的な祭礼等の活動に対し補助を
行う。

（毎年度設定）

（H29～）
魅力ブック配布数

３つのコンテンツ（紹介、体験、発見）
に加え、居住検討者向けページを追
加するなど情報発信の充実を図って
いる。

SNSの活用のほか、市制100周年記念
事業で市民とともに作成した「岡崎ま
ちものがたり」を再編成したコンテンツ
を追加し、更なる魅力情報を発信する
とともに、第２期アクションプランを策
定して具体的な施策に取り組んでい
く。

実践モデルをもとに実施し、学習内容
に対する理解や思考を深めることが
できた。

中学校において、活用実践を他教科
へ広げるとともに、小学校特別支援学
級や不登校施設においても活用して
いく。

タブレットPC活用授業モデル案に沿って、中学校
全学級において、タブレット端末等のICT機器を活
用した授業を実施。新たに小学校3校でも実施。

・シティプロモーションホームページ「岡崎ルネサ
ンス」のリニューアル（２月）
・魅力ブックの発行（15,000部）
・市制100周年記念事業を活かしたプロモーション

地元との調整に時間を要したため、
ワークショップはH29年度以降に行う
予定。

中心市街地において意識調査を行う
とともに、地元の機運を高めながら、
担い手育成に繋げていく。

・中心市街地における景観基礎調査（現況調査）
の実施（康生町ほか32箇町地内）。

他の補助金の整理等を行ったため、
支援開始はＨ29年度からとした。

中学校通常学級教科数

小学校特別支援学級

不登校



別紙1-3

③ 基本目標「結婚・出産・子育て環境づくり」
（※目標値は、H27の先行型事業及び施策を位置づけた年度より設定している。）

H27※ H28 H29 H30 H31

（100人） （100人）

84人

（－） （－） （－）

実施 実施

（－） （70％） （70％）

87.8％

（－） （16.6％） （16.6％）
16.90% 11.6％

（－） （38.7％） （38.7％）
39.50% 46.2％

（310件）

（120件）

（－） （100％） （100％）
96.2％

（－） （100％） （100％）
58.2％

〃
（－） （６か所） （2,750組）

（基本型）
６か所

（55世帯） （74世帯） （76世帯）

42世帯 58世帯

（－） （1,500人） （1,700人）

1,223人

（－） （20団体） （25団体）

22団体

（－） （90名） （180人）

延べ80名

（－） （77万人） （78万人）

815,524人 835,355人

（H28）工事着工準備完
了箇所数

（－） （１か所） （１か所）

（H29）工事完了箇所数 1か所

（－） （60名）
延べ76名

（90％）

（－） （2,165人） （2,274人）

2,213 2,294人

（5回）
まずは相談や情報交換などの場づくりを行い、
ニーズの把握に努める。

事業の進捗状況に関する評価 課題及び今後の方針等

延べ参加者数

保育料の軽減

達成状況 （上段：目標 下段：実績）

継続して実施していく。

3,027,900

2,355,480

15,807,000

補助対象者の母子手帳
交付割合（一般）
補助対象者の母子手帳
交付割合（特定）

妊娠届出時の面接実施

妊産婦への支援実施

（～H28）第１子出産後支
援啓発実施数
（H29～）利用者支援事
業利用者数

第３子以降に係る保育料の減額を実施した。

利用者への周知はもとより、委託事業者の減など、
受け入れ体制が十分でない。

実施体制の見直しを検討し、請負業者の確
保、利用世帯増加を図る。

婚活のスキルアップのほか、男女共同参画意識啓
発や図書館利用促進の各目的と連携した出会い
の場の創出につながった。

対象家庭への通知書送付により、接種率が見込み
を上回った。

潜在保育士の掘り起し事業として継続実施す
るとともに、現職保育士の相談支援を行うことで
保育士の離職防止につなげていく。

支援団体登録制度の周知に努めて登録団体
の充実を図り、子育て応援フェアの開催を通し
て、子育て世帯へ支援団体の周知や団体同士
の交流・相互連携を促し、社会全体で子育て
世帯を支える機運を高めていく。

フォローアップ研修を実施し、継続的に支援し
ていく。

建物及び設備の延命を図り、適正な管理運営
を図る。

建設工事を行うとともに、平成30年4月開園に
向け、保育士の確保及び入園者の募集を行っ
ていく。

事業の周知に努めていく。

高額な医療費を要するため、経済的負担の軽減が
図られ、少子化対策の一助となった。

妊娠適齢期についての情報発信とあわせ、補
助制度の周知を図っていく。

利用者支援事業を開始したことにより、妊娠届出時
の面接実施率が前年度より上がった。（Ｈ27：
91.1％）

保育士15名が利用者支援専門員研修を受講して
専門員資格を取得し、地区子育て支援センターに
配置する準備が整った。
また、心理士や保育士を補助員として配置し円滑
な支援事業を進めている。

支援実施に当たって、専門員だけでなく、地区
担当保健師との連携を強化していく。

来年度、地区子育て支援センター5か所に利
用者支援専門員を配置し、妊娠、出産、子育
てについて切れ目ない支援を拡充していくとと
もに、支援事業の開催回数を増やし子育て世
代のニーズに対応していく。

実施設計及び地質調査を完了した。

児童の放課後の居場所を確保するため、放課
後児童クラブの設置、民間児童クラブへの助成
を継続。

任意接種であるロタワクチン予防接種費用
の一部助成（Ｈ28.8～）。

平成28年度 実施内容

・子育て応援フェアの実施（6月18日）
・子育て支援団体登録制度の設立（H29.1
～）

施策

結
婚
支
援

子育て支援情報配信

出会いの場の創出

第３子支援
対象世帯の第3子以降の0～2歳児の保育料
の軽減。

ヘルパーの派遣

・子育て支援情報のメール配信開始（７月１
日～）
・読者アンケートの実施（2月9日～22日）

継続して実施していく。

重要業績評価指標 ( ＫＰＩ )

各施策目的を果たしつつ、独身男女を対象と
した企画を検討し、民間ビジネスとの差別化を
図りながら、出会いの場の創出に繋げていく。

受入人数の増加が図られ、留守家庭児童に安全
安心な居場所が提供され、保護者が安心して仕事
ができる環境を提供できた。

子育て支援団体とのネッ
トワーク構築

産前産後家庭支援事業
（H27:先行型交付金）

子育て支援員養成補助

出
産
・
子
育
て
支
援

予防接種補助（ロタワク
チン）

こどもの家管理運営

平成28年度
事業費(円)

1,011,380

不妊対策補助 一般及び特定不妊治療費の補助 109,822,000

保育士・保育所支援セ
ンターの設置
（H29～）保育士支援

放課後児童健全育成事
業

保育所の整備

（H29～）
補助交付件数（一般）
（H29～）
補助交付件数（特定初

接種率の向上

162,152,371

1,296,000

子育て支援員研修の実施（３回）

・児童に安全な遊び場の提供
・児童の利用時間外の学区民の活用
・放課後子ども教室の実施
・豊富学区こどもの家の整備（H29.4.1開所）

519,013,069 利用者数

2,697,366

年間延べ利用者数

研修受講者数

利用世帯数

子育て世代包括支援セ
ンター利用者支援事業
（母子保健型）

独身男女を対象に各種講座等を開催
・十人十色のライフデザイン（７月23・30日）
・としょ・コン（12月10日）
・おかざき婚活塾（12月23日）

未算出

就労相談会の開催

目標は達成できなかったが、着実に登録者数は増
加しており、読者アンケートでも高評価を得ることが
できた。

参加団体間の交流が図られ、子育て家庭への周
知ができた。
（子育て応援フェア来場者：約400組1200人）

基本研修及び専門別（一時預かり支援員、地域子
育て支援拠点事業専門支援員）の研修を実施し、
会場等の条件により受講者数の目標は下回った
が、33名が子育て支援員として従事している。

潜在保育士を対象としたセミナーの開催（３回）によ
り、９人が実際の雇用につながった。

・放課後児童クラブを新たに設置（４か所）。
・定員超過地域における事業拡大のため、
民間児童クラブへ助成。

乳幼児用の暫定保育所（（仮）南部乳児保育
園）の建設に係る実施設計、地質調査

・保育士・保育所支援センターの稼働
（H28.3.28～）
・潜在保育士の就労支援
・現任保育士の相談

登録者数

紹介支援団体数262,617

1,029,000

8,927,950

子
育
て
環
境
の
整
備

－
子育て世代女性の就活
支援（H29～）

女性の就労のための情報交換会や相談会、
セミナーを開催する準備ができている。

十分な利活用が図られた。
・小学生 613,580人
・大人 221,775人

21,997,000

－

・総合子育て支援センターに利用者支援専
門員を配置し、妊娠・出産・子育てについて
切れ目ない支援を実施。
・子育て情報紙「すくすく」の発行
・「初めてママのためのひろば」を総合及び
地区子育て支援センターにおいて開催。

(H28)セミナー参加者数

（H29～）研修受講者満
足度



別紙1-4

④ 基本目標「生活環境づくり」
（※目標値は、H27の先行型事業及び施策を位置づけた年度より設定している。）

H27※ H28 H29 H30 H31

（－） （200件） （275件）

250件 260件

（－） （94人） （94人）

延べ115人 89人

（２件）
２件

（策定） （策定）
計画素案作成

（手引き作成）

（対策計画策定） （行動計画策定）

策定

（32件） （64件）

40件

（－） （－） （170団体）

164団体

（－） （158万人） （151万人）

151万人 152万人

（－） （１万戸） （10,700戸）

9,263戸 9,920戸
（－） （320基） （470基）

383基 491基
（－） （270基） （440基）

130基 290基
（－） （200基） （260基）
85基 188基
（－） （365台） （490台）

242台 369台

（－） （3回） （3回）

2回 １回

（設定）
設定

（素案作成） （設定）

（設定） （素案作成） （設定）
未設定
（設定）

設定
（設定）

設定
（設定）

設定
（基本方針設定）

（着手） （完成）

着手

スマートモビリティ及び電力事業について事業
スキームの検討が進められた。

拠点的な都市機能誘導区域について立地適正化
計画を策定。

新エネルギーシステム設
置等補助

立地適正化計画策定

地域公共交通網形成計
画策定

平成28年度
事業費(円)

47,799,000

1,674,000

259,200

10,000,000

265,013,959

86,300,000

12,800,000

震災復興都市計画

（毎年度設定）

13,500,000

額田支所整備

8,100,000

補助路線利用者数

太陽光発電 （H16～）

協議会開催数

・民間バス路線への補助
・交通事業者への運行委託による地域交通の確保
（額田地域）

・新エネルギーシステムの住宅設置に対する補助。
・次世代自動車購入に対する補助。

家庭用燃料電池 （H21～）

木造住宅耐震補助

バス路線対策

スマートコミュニティの推
進

HEMS （H27～）

公共交通ビジョン
（H29～）

－ （毎年度設定）

都市機能誘導区域

基本方針の設定

事業実施主体の設定

防災都市づくり計画策
定

・H27基本方針に基づき、都市レベル、地区レベル
の両面から防災都市づくり計画の素案を作成。
・地区レベルの防災都市づくりワークショップを実施
（6回）。

岡崎駅南土地区画整理地区におけるスマート化プ
ロジェクト、中央総合公園における太陽光発電、ス
マートモビリティ導入、岡崎地域電力会社の立ち上
げ検討。

課題及び今後の方針等重要業績評価指標 ( ＫＰＩ )
達成状況 （上段：目標 下段：実績）

運行日や運行形態を含めた抜本的な見直し
をしていく。

導入の推進を図るため補助制度のＰＲに努
めていく。
対象要件の見直しを行うことで、利用促進を
図るとともに、温暖化防止に効果的な新たな
補助制度の検討行う。

基本計画に即した行動計画を策定しし、効
率的で効果的な浸水対策を推進する。

各学区での設置を促し、地域の自主防犯活
動を支援していく。

蓄電池 （H27～）

次世代自動車 （H27～）

矢作町２地区において地域主体の防災まちづ
くり方針を取りまとめ、防災まちづくりに取組む
地域の体制が整った。

H28.7に計画を策定した。

改修件数が減少しており、耐震化に対する意
識低下が懸念される。

防災セミナーには、子育て世代など若い世代
の参加もあり、幅広い世代で防災に対する意
識が高まっている。また、防災リーダー研修を
通して防災知識を身に付けることでリーダーの
育成が進んでいる。

民間バス路線の一部廃止等により、目標値の
達成には至らなかったが、バス利用者は昨年
度から増加しており、安定的な推移をしてい
る。

太陽光発電の落ち込みも収まり、Ｈ27年度より
始めた、HEMS及び蓄電池も含め、概ね順調に
活用されている。

12学区から85件の申請があった。

事業の進捗状況に関する評価

スマートモビリティ及び電力事業について実
現化を図っていくとともに、駅南地区のまち
づくりにおけるスマート化について検討して
いく。

２地区以外の都市機能誘導区域等の検討を
行うとともに、住民の合意形成に努めながら
居住誘導区域の検討を行っていく。

平成28年度 実施内容

都市レベルの計画素案及び地域の防災ま
ちづくり方針を基に、市全体の具体施策の
展開について検討を行う。

施策

快
適
な
ま
ち
づ
く
り

計画策定

機
能
集
約

居住誘導区域

評価指標の設定

パトロール資材の配布を通して、地域の自主防
犯団体が継続的に活動できている。防犯団体
数は、１団体増加した。

供用開始に向け、条例等の整備を進めてい
く。

・地域公共交通網形成計画の策定。
・立地適正化計画と連動し、「コンパクトシティ・プラ
ス・ネットワーク」の一端を担う地域公共交通のあり方
について基本方針を検討。

4,428,000

127,100,000

公共交通の将来像について基本検討を
行った。

公共交通を担う各関係団体と連携し、総合交
通政策における公共交通施策のマスタープラ
ンとして、地域公共交通網形成計画を策定し、
各団体との役割の分担・連携を位置付けた。

建築工事の着手 建築工事

－

長期的な将来都市構造と整合した公共交通
の将来像の検討を図っていく。

都市機能誘導区域（地域拠
点）

整備スケジュールに基づき工事は進捗してい
る。

・都市機能誘導区域として、東岡崎駅周辺及
び岡崎駅周辺を設定。
・有識者を交えた懇談会の意見を踏まえ、居住
誘導区域は継続検討とした。

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

防犯パトロール活動の
充実
※H29より既存事業を位
置づけ

自主防犯活動団体による地域防犯パトロール活動
の実施

(2,458,000) 自主防犯活動団体数
自主防犯活動団体に配布している物品につ
いて、各団体のニーズにあわせた見直しを
図っていく。

耐震診断の周知及び耐震改修の促進。

総合雨水対策に係わる基本的な方針及び施策を決
定するための基本計画を策定。

助成件数

・自主防災組織リーダー研修の開催（9月30日）
・防災セミナーの開催（2月23日）

耐震診断件数

セミナー参加者数

検討地区数

・耐震診断補助 260棟
・耐震改修補助 40棟

防犯カメラ設置学区に補助金を交付（11学区）

防災リーダー研修受講者には、地域防災訓
練の計画等への参画など、地域での防災普
及啓発を担ってもらえるよう働きかけていく。

地域自主防災活動支援

総合雨水対策計画策定

防犯カメラ設置補助

目標値は累計

数値（単年度の

目標ではない）
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⑤ 基本目標「地域づくり」
（※目標値は、H27の先行型事業及び施策を位置づけた年度より設定している。）

H27※ H28 H29 H30 H31
（実態把握） （協定締結）

把握
（対策計画策定）

策定
（30名／回） （30名／回）

30名／回 43名／回
（2件）

（実証実験）

（－） （197件） （4事業）

179件 179件

（4回）

（3名）

（－） （25.8％） （23.8％）

25.80% 26.10％

（2,500人）

朝食を食べないことがある
（－） （2％以下）

H28調査 5.3％
（－） （2％以下）

H28調査 6.7％
（－） （5％以下）

H28調査 12.2％
（－） （10％以下）

H28調査 14.0％
（270g）

（2万人）

（2万人）

46千人

（400床）
400床

（実施）

（開催）

（構築） （運用）

構築

（500件） （50件)

297件

（1法人） （300件）

１法人

29年７月の法人後見事業開始に向け準備を
進めていく。

日常生活圏域（支所管内）での相談支援専
門員配置を検討していく。

平成29年度からの運用のなかで、早期支援
システムの検証を行い、こども発達センター
を中核とした発達に心配のある子の全市的
支援体制を整備する。

病院用地を購入し、土地使用貸借契約を締
結して建設支援を進めるとともに、地域医療
に関する有識者を集め、この圏域の救急医
療について検討していく。

同様の催しについて、開催時期、運営方法
等について検討していく。

平成32年４月開院に向け、関係機関との調整や
整備支援等を順調に進めることができた。

課題及び今後の方針等

スクール案件だけでなく、民間主導で物件活用が
動き始めた。

担い手となる「家守」の育成と不動産オー
ナーへの啓発を進めていく。

平成28年度 実施内容施策 重要業績評価指標 ( ＫＰＩ )

空き家所有者等に対し、空き家対策につい
ての周知・啓発活動を行うとともに、関係機
関と連携しながら対策を進めていく。

事業の進捗状況に関する評価

空き家対策の推進 18,144,000

12,554,083

（毎年度設定）

平成28年度
事業費(円)

達成状況 （上段：目標 下段：実績）

事業化に向けた事業スキームの検討が進
められ、推進交付金活用の申請準備ができ
ている。

リバーフロント地区における主要回遊動線
「QURUWA」で実証実験を行い、利用者
データを活用しながら実現化を図る。

地
域
活
性
化

リノベーションスクール参加者
数
（H29～）リノベーションによる
物件活用件数

－

・空家等の実態把握の実施
・空家等対策計画（案）の策定

メタボ該当者・予備群の割合

（毎年度設定）

食育メッセの開催
（H28のみ）

・園児

18,502,598

健
康
増
進

・小学生

シェアサイクルの導入
（H29～）
（Ｈ29：推進交付金）

中心市街地遊休不動産
活用支援
（H27:先行型交付金）

・シンポジウムの実施（２回）
・リノベーションスクールの実施
（10/21～23）
・家守tableの実施（４回）

まちづくり施策と連携したシェアサ
イクル事業スキームの検討。
（ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ推進内で実施）

（～H28）実施件数
（H29～）提案協働事業

（H29～）研修回数

（H29～）リーダー登録者数

１日あたりの野菜摂取量

食育総合展示会来場者数

医
療
・
福
祉
の
充
実

発達に心配のある子に対し、発達に関する相談、
医療及び療育を総合的に提供する「こども発達セ
ンター」の稼働準備ができた。

地域包括支援センターと連携して複合的な福祉
問題や困難事例に対処できた。

岡崎市社会福祉協議会サービスセンター内に成
年後見センターを開設し、相談333件に対応した。

成年後見人センター設
置

岡崎市救急医療拠点施設整備支
援補助金交付条例の制定

・こども発達センターの整備
・早期支援システムの検討、構築

岡崎市社会福祉協議会サービス
センター内に、相談支援専門員を
配置

岡崎市成年後見支援センターの
開設（7月1日）

1,503,739,835

180,000

5,940,000
（H28）相談件数
（H29～）困難事例対応件数

（H28）法人後見事業を行う法
人数
（H29～）相談件数

（H28）早期療育システムの構
築
（H29～）毎年度設定

（H29～）
地域医療に関する有識者会議

こども発達センター整備
（H29～）早期発達支援

11,150,000

救急医療拠点施設整備

相談支援専門員配置

（H28）病床数（病床整備計画）

（H29～）建設支援

市民協働推進

健康増進普及啓発
・健康教室413回 延べ10,935人
・健康講座4回 延べ232人
・健康マイレージ制度の拡充

6,413,870

実態調査により、市内に空家及び空家の可能性
があるものが、1,339件あることが把握できた。
空家等対策計画（案）をまとめることができた。

２日間で46,000人と多くの来場者が訪れ、食育にj
関するアンケート調査の結果、食育に関する関心
や認知度等など64項目のうち53項目において、参
加の波及効果が認められた。

2,342,138
・中学生

おかざき健康マイレージ登録
者数

おかざき100年祭として食育メッセ
を開催（7月2日・3日）

食育の推進

・第３次岡崎市食育推進計画の策
定
・「食育」に関するアンケート調査
の実施
・おかざき健康・食育だより「まめ吉
通信」の発行
・「食育キャンペーン」の実施
・「出前講座」や「食育教室」を市
内保育園、児童育成センターで開
催

・高校生

来場者数

・各課提案協働事業の実施
・市民協働事例集の作成
・職員研修の実施（３階層）

－

748,995

－

職員への意識啓発だけでなく、担い手となる市
民・市民活動団体・事業者にも市民協働の進め方
を紹介する「市民協働の手引き」を作成し、市ホー
ムページで公開している。

市民協働へのさらなる意識啓発を図るととも
に、市民活動団体等と行政が協働し取組み
を進めるための支援を行い、市民活動団体
等との連携の推進や市民活動の充実を図っ
ていく。

男女共同参画やSNSによるいじめ防止などの
理解を広げていくため、若者のリーダーの育
成を進めていく。あわせて、リーダーたちによ
る発信方法の検討を一緒に行っていく。

学生を対象としたユースリーダー養成講座
を開催する準備ができている。

引き続き、啓発事業を実施していくとともに、
「第３次岡崎市食育推進計画」に掲げる取組
やシンボルプロジェクトである「おかざき食育
やろまいプロジェクト」を展開していく。

健康マイレージ制度に親子で取り組めるコースを
設けたほか、出前講座等により様々な年代へ健康
増進に関する普及啓発を予定どおり実施できた。

生活習慣病は子どもの頃からの生活習慣と
関連が深いため、特に教育機関と連携した
健康づくりの普及啓発活動を実施するととも
に、生涯を通じて健康的な生活を送れるよう
スマートウェルネスシティの構築を目指してい
く。

社会情勢及び「食育」に関するアンケート調査結
果、「第２次岡崎市食育推進計画」の評価を踏ま
え、「第３次岡崎市食育推進計画」を策定すること
ができた。
各啓発事業については、食育推進会議や食育推
進ボランティアと連携して、予定どおり実施するこ
とができた。


