
　基本目標１　子育て世帯をターゲットとした教育環境の充実（教育環境）

基本的施策

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

学力向上対策支援員事業　（担当課：学校教育課）

会計年度任用職員の任用により、

担当教諭の指導を補助する個に応

じた指導や、きめ細かな指導の充

実を図ることができた。

各学校からの強い要望もあり、令

和４年度以降も継続していく方向で

ある。

学校給食費無料化　（担当課：教育総務課）

学校給食費無料化の継続的な実施

により、子育て世代の経済的負担

を軽減することで、学びや子育て

を支援することができた。

本事業の内容周知や更なる理解を

図る必要がある。

東地域小中一貫教育推進事業　（担当課：学校教育課）

会計年度任用職員の任用により、

一人一人に合わせたきめ細かな授

業を実施することができた。デジタ

ル教科書により、音声教材や映像

教材の活用を図ることができた。

令和４年度から英語科を除くデジ

タル教科書費用や教材費等を継続

し、主な予算を英語力向上事業へ

移管する。

ジュニアアカデミー事業　（担当課：学校教育課）

大学教授の指導の下、コンピュー

タが実行する一連の作業をプログラ

ミングしてロボットを動かした。授

業とは異なる体験学習の機会とし

て、有意義な活動であった。

令和４年度以降は、プログラミン

グ教室の回数を増やし、小学生も

参加できる機会とする予定であ

る。

①安心できめ細かな教育実現/②子育て世帯の学資援助/③将来を担う若者を支援/④小中一貫教育の導入/⑤校外教育への

支援

プログラミング的思考力の育成を目的とした

「MIDORIプログラミング教室」を、市内中学生

を対象に実施した。

会計年度任用職員の配置による英語教育の充実及

びデジタル教科書の整備による先進的な取組を

行った。

市内小中学校で児童・生徒に提供される給食を無

料化（H29～実施）。

継続的な実施による本施策への理解を図るため、

保護者への通知や広報でのお知らせを行った。

個に応じた指導や、きめ細かな指導の充実を図る

ため、担当教師の指導を補助する支援員を配置し

た。
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R3年度主な取り組み
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みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
基本目標１　子育て世帯をターゲットとした教育環境の充実（教育環境）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 90.6 92.1 91.9 91.9 95.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 91.1 86.3 85.8 91.1 95.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 76.5 77.7 71.0 69.5 80.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 70.1 71.9 69.7 66.3 75.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 29.3 32.0 － 5.8 35.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 19.6 21.5 － 17.9 25.0
R3状況

体力や運動能力に優れた児童・
生徒の割合(①小学生)

前年度との比較はできま
せんが、めざそう値に比
べて29.2ポイント低い状
況です。
R1年度から26.2ポイント
低下しています。
（R3年度は、全7校中、調査
が実施できた6校分の結果で
す。）

体力や運動能力に優れた児童・
生徒の割合(②中学生)

前年度との比較はでき
ませんが、めざそう値
に比べて7.1ポイント低
い状況です。
R1年度から3.6ポイント
低下しています。

備考：体力・運動能力調査における優良証

誘因・要因・課題
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため全国体力運動能力・運動習慣等調
査を実施できませんでした。令和３年度も体育の授業や部活動等の制限が継続されたこ
とから、結果が下降したものと考えられます。しかし、学校ごとに感染症対策を講じな
がら、できる範囲で体力向上のための活動を工夫して実施し、体力優良証交付率優良校
に大間々中学校が選出されるなど、成果も見られました。

備考：体力・運動能力調査における優良証

学校生活に満足している児童・
生徒の割合(①小学生)

前年度と同数で、め
ざそう値に比べて3.1
ポイント低い状況で
す。

学校生活に満足している児童・
生徒の割合(②中学生)

前年度から6.1ポイン
ト上昇しており、め
ざそう値に比べて3.9
ポイント低い状況で
す。

みどり市学力調査において、目標値
を上回った児童の割合(①小学生)

前年度から1.5ポイン
ト下降しており、め
ざそう値に比べて
10.5ポイント低い状
況です。

みどり市学力調査において、目標値
を上回った児童の割合(②中学生)

前年度から3.4ポイン
ト下降しており、め
ざそう値に比べて8.7
ポイント低い状況で
す。

誘因・要因・課題
目標値に到達していない生徒が、令和２年度と比較して3.4ポイント増えています。新型
コロナウイルス感染症による影響も考えられますが、課題は大きいと考えます。学校の
実態により課題は様々な状況ですので、各学校ごとに実態を分析するとともに、令和３
年度より導入された1人1台タブレット端末の活用が学力向上に結びつくものとなるよ
う、教育委員会として支援を継続していきます。

備考：

誘因・要因・課題
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため全国体力運動能力・運動習慣等調
査を実施できませんでした。令和３年度も体育の授業等の制限が継続され、運動量の減
少が見られたほか、調査が実施できない学校も１校ありました。そのため、結果が大き
く下降したものと考えられます。今後は、各学校ごとに感染症対策を講じながら、でき
る範囲で体力向上のための活動を工夫して実施していきます。

備考：「学校評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(文部科学省)に従って各学校が行った学校評価の結果を集計して取りまとめていま
す。

基本的施策　①安心できめ細かな教育実現

誘因・要因・課題
目標値に到達していない児童が、令和２年度と比較して1.5ポイント増えています。新型
コロナウイルス感染症による影響も考えられますが、課題は大きいと考えます。学校の
実態により課題は様々な状況ですので、各学校ごとに実態を分析するとともに、令和３
年度より導入された1人1台タブレット端末の活用が学力向上に結びつくものとなるよ
う、教育委員会として支援を継続していきます。

備考：

誘因・要因・課題
令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症対策のため、様々な学校行事や日常生活で
の制限があり、満足度を高めていくことが困難な状況にありました。昨年度から横ばい
の状況ではありますが、新学習指導要領のもと、1人1台タブレット端末を活用した新た
なスタイルの授業の導入や、感染対策を講じた上での学校行事の実施等、各学校の創意
工夫による結果だと考えます。今後も、きめ細かな指導・支援を継続するとともに、新
しい生活様式の中での満足度の高い活動を教育委員会と学校とで模索していきます。

備考：「学校評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(文部科学省)に従って各学校が行った学校評価の結果を集計して取りまとめていま
す。

誘因・要因・課題
令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症対策のため、様々な学校行事や日常生活で
の制限があり、満足度を高めていくことが困難な状況にありましたが、前年度より大き
くポイントが上昇する結果となりました。これは、新学習指導要領のもと、1人1台タブ
レット端末を活用した新たなスタイルの授業の導入や、感染対策を講じた上での学校行
事の実施、部活動の再開等、学校におけるきめ細かな対応の結果であると考えます。今
後も、きめ細かな指導・支援を継続するとともに、新しい生活様式の中での満足度の高
い活動を教育委員会と学校とで模索していきます。



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 77.9 76.0 80.3 83.5 84.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 8 13 17 19 53
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 90.0 85.7 83.3 89.4 95.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 75.0 75.0 80.0 83.1 80.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(%) 76.0 76.0 76.0 78.4 80.0
R3状況

自主的に学習に取り組む児童・
生徒の割合(②中学生)

前年度から2.4ポイン
ト上昇し、めざそう
値に比べて1.6ポイン
ト低い状況です。

学校生活に満足している児童・
生徒の割合（東地域）

前年度から6.1ポイン
ト上昇しており、目
指そう値に比べて5.6
ポイント低い状況で
す。

自主的に学習に取り組む児童・
生徒の割合(①小学生)

前年度から3.1ポイン
ト上昇し、めざそう
値に達した数値とな
りました。

学校生活における経済的支援により
子育て環境が良いと思う市民の割合

前年度から3.2ポイン
ト増加し、めざそう
値(R6)に比べて0.5ポ
イント少ない状況で
す。

奨学金新規利用者数

R3年度の新規利用者
数は7人で、前年度か
ら3人増加しました。
継続貸与者との合計
は19人でめざそう値
との差は34人です。

誘因・要因・課題
めざそう値に対してはもう少しの状況となっています。小学校と同様に生徒の受け止め
と家庭の受け止めの間にはギャップがあり、生徒の意識に対して家庭の見方は厳しい傾
向が続いています。しかし、タブレット端末を家庭に持ち帰り、家庭学習として活用で
きる状況が整ったことから、生徒の学習意欲は増していると考えられます。引き続き学
校と家庭とが連携して学力向上に努めることで、家庭においても生徒が進んで学習に取
り組む様子が理解されるよう取り組んでいきます。

備考：学校評価における家庭学習評価

備考：学校評価における学校生活満足度評価（東地域のみ）

基本的施策　⑤校外教育への支援

誘因・要因・課題
めざそう値を達成した昨年度より、さらに上昇しました。学校の授業改善だけでなく、
家庭学習の内容や方法について、きめ細かに保護者へ啓発を続けてきた結果だと考えら
れます。しかし、依然として児童の受け止めと家庭の受け止めの間にはギャップがあ
り、児童の意識に対して家庭の見方は厳しい傾向が続いています。今後もタブレット端
末の活用など、学校と家庭とが連携して学力向上に努めることで、家庭においても児童
が進んで学習に取り組む様子が理解されるよう取り組んでいきます。

備考：学校評価における家庭学習評価

令和2年度より、国が行う高等教育の修学支援新制度として、非課税世帯などの低所得者
に対しての修学の機会を支援する給付型奨学金制度が始まり、低所得者への支援が手厚
くなったことが新規利用の件数に影響を与えている要因の一つと思われます。
なお、国の奨学金制度の状況を踏まえ、今後どのような需要がどこにあるか調査・研究
していく必要があると考えます。

備考：市奨学金新規契約者数及び市奨学金継続貸与者数

基本的施策　④小中一貫教育の導入

誘因・要因・課題
令和３年度は、義務教育学校開校に向けて、小中一貫校としての取組を強化しました。
特に、小学校５年生から教科担任制を導入し、多くの教員が小中両校の授業を行ったほ
か、小中学生の協働学習の機会も増加しました。。このようなことから、学校生活への
意欲が増し、満足度の上昇につながったものと考えられます。あずま小中一貫教育校
は、令和４年度４月、義務教育学校「あずま小中学校」として開校しました。

誘因・要因・課題
本施策（経済的支援）により、多くの世帯が子育て環境が良くなったと感じていること
が、約76～84%（子育て環境が良いと思う市民の割合）という結果に表れているものと考
えられます。
R3年度は、R2年度より3.2ポイント数値が上がり、めざそう値に近い値となりました。特
に、市立小・中学校の給食費無料化が事業開始から5年経過し、本施策の理解が進んでい
ることや、コロナ禍により経済的支援の効果が大きくなったことが要因であると考えら
れます。
めざそう値の達成のためには、本施策内容の周知や更なる理解を図る必要があります。

備考：まちづくり市民アンケート

基本的施策　③将来を担う若者を支援

誘因・要因・課題

基本的施策　②子育て世帯の学資援助



　基本目標２　若い世代の結婚・出産・子育て等の希望の実現（結婚・子育て）

基本的施策

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

アプリでの情報発信については、イ

ベント情報や保育施設の空き情報な

どを定期的に更新し、最新の情報を

掲載している。

出生後の児童手当手続き時等にもア

プリの活用について周知しているが、

登録者数は伸び悩んでいる。

ダウンロード率は、アプリの対象と

なる中学3年生以下の保護者である児

童手当の現況届対象者数で計算して

おり、令和3年度は48.7％である。さ

らに登録者を増やす取り組みが必要

である。

アプリの登録者数が増えず、利用率

が低いことが課題である。登録者を

増やすためには、アプリ自体の周知

方法を見直す必要がある。

子育て情報を効果的に発信するた

め、他のSNSとの連携内容を今後検

討する。

出生届を提出した全ての市民に対

し、着実に対応した。

平成30年度に事業を開始し、5年目と

なる。「家族づくり」を応援する気

運の醸成という目的に対する効果を

検証し、今後のあり方を検討してい

く。

妊娠後期の状況を確認することで事

前に利用希望の把握ができ、協力機

関との連携がとりやすくなった。そ

のため、支援が必要な方の利用がス

ムーズに行えるようになった。

今後も周知を充実させ、支援を必要

とする人が利用しやすく、安心した生

活が送れるよう継続した支援に努め

る。

支援プランを作成することで状況把

握が行いやすくなり、担当者だけが

対象者を支えるのではなく、関係機

関と連携し様々な視点から支援を行

えるようになってきている。

令和４年度から保健センターが1カ所

に集約されたことで情報共有が行い

やすくなった。そこで、関係各課と

の連携をさらに強化し、妊娠中から

産後へと継続した支援の充実を図

る。

事業の実施に関して、コロナ禍の影

響を大きく受け、提供会員登録者が

減少し、利用希望者も感染を恐れ、

減っている状況である。

感染状況が低下すれば、提供会員登

録者が増加し、利用希望者も増えて

くると考える。

提供会員や利用会員を増やすために

登録説明会を継続実施する。また、

病児・病後児の預かりに対応できる

提供会員を増やすため、受講が必須

となる「24時間講習」を実施する。
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育児・介護を地域で助け合う「ファミリーサポート

センター」を、桐生市と共同して、NPO法人へ委託

している。コロナ禍の影響もあったが、提供会員や

利用会員を増やすために、登録説明会を実施した。

子育てアプリ情報提供事業　（担当課：こども課）

家族づくり応援事業　（担当課：市民課）

産後ケア事業　（担当課：健康管理課）

子育て世代包括支援センター事業　（担当課：健康管理課）

ファミリーサポートセンター事業　（担当課：こども課）

妊娠、出産、子育て中のさまざまな質問や悩みを、

保健師や助産師に相談できる窓口を設置して対応し

た。

妊娠期からの継続した相談・支援体制を整えられる

よう、支援プランの作成、見直し、評価等を行っ

た。

①子育て応援情報の発信/②働く親への支援充実/③出産希望者の支援/④子育て世帯の経済的支援/⑤子育て環境の整備/⑥

出会いの場の創出

子育て世代に対し市の子育てに関する情報を直接発

信できるよう、アプリを運用している。子育て支援

に関する様々な情報や注意喚起を発信するほか、登

録者に応じた予防接種情報の通知や保育施設の空き

情報を発信している。

母子健康手帳発行時や出生後の児童手当手続き時

に、チラシによりアプリの活用について周知した。

市のホームページや子育てガイドとＱＲコード等に

より連携させ、工夫しながら、複数の媒体で情報を

入手できるようにして利便性を向上させている。

R3年度主な取り組み

・出生届提出時に、祝い金1万円を贈呈。

・市産材を使用したストラップの記念品の贈呈（出

生届出時に申請受付、健康管理課で健診時等に贈

呈）

妊娠届出時の制度周知及び妊娠後期の電話連絡によ

り妊婦相談を実施した。

産後に不安を抱える妊婦に対し、協力医療機関で助

産師等の専門スタッフから、こころとからだ、育児

のサポートを受けるプランの提供により連携をとり

ながら、産後ケア事業の紹介を行った。



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
基本目標２　若い世代の結婚・出産・子育て等の希望の実現（結婚・子育て）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績 1.47 1.40 1.37 未公表 1.77
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 6,522 6,278 6,122 5,990 6,569
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 259 279 234 201 300
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 0 0 0 0 0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 330 306 299 未公表 310
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(％) 33.1 30.2 26.7 29.1 20.0
R3状況

出生数

R3年度の数値は未公表
です。
【参考】R2年度数値
は、R1年度から7人減少
しており、めざそう値
（R6）に比べて11人少
ない状況です。

子育ての不安を持つ保護者の割
合

前年度から2.4ポイン
ト低下しましたが、
めざそう値（R6）に
比べて9.1ポイント低
下している状況で
す。

合計特殊出生率

R3年度の数値は未公
表です。
【参考】R2年度数値
はR1年度から0.03ポ
イント減少してお
り、めざそう値
（R6）に比べて0.4ポ
イント少ない状況で
す。

年少人口（0～14歳）

前年度から132人減少
しており、めざそう
値（R6）に比べて579
人少ない状況です。

備考：住民基本台帳における年少人口（各年度4月末時点）

市民アンケートの結果から、子育てへの親の負担感が不安につながっていることがうか
がえます。不安の原因は「子どもとの接し方に自信がない」「子育てによる身体的・精
神的な疲労が大きい」「仕事で子育ての時間がとれない」が多くなっています。
その不安を解消できるよう、子育て施策全体で取り組む必要があります。

備考：まちづくり市民アンケート

誘因・要因・課題
出生数は年々減少しています。全国の出生数も令和3年の人口動態統計統計概況(概数)で
は、1899年の調査開始以降、最少(約81万人。前年より約3万人減)となっています。人口
減少に加えて、晩婚化や晩産化、若い世代の経済状況や雇用環境の悪化、コロナ禍によ
る結婚及び出産控えの影響が大きいと考えられます。子どもを持ちたい家庭の希望をか
なえられるよう、支援体制を充実させる必要があります。

備考：群馬県の人口動態統計概況

基本的施策　④子育て世帯の経済的支援

誘因・要因・課題

基本的施策　②働く親への支援充実

誘因・要因・課題
保育施設と学童保育施設への入所者は、飽和状態ではあるものの、待機児童は発生して
おりません。保育施設では、年度が進むにつれて入所者が増え、私的待機（入所施設を
限定希望しての待機。他の施設を希望すれば入所可能）が発生するのに対し、学童保育
所は年度後半に向けて高学年児童が退所し、減少していく傾向があります。
今後も年度途中での待機児童が発生しないよう、体制を維持していきます。

備考：保育施設と学童保育施設の待機児童数（各年度4月1日時点）

基本的施策　③出産希望者の支援

保育施設と学童保育施設の待機
児童数

前年度から引き続き0
人であり、めざそう
値（R6）を維持して
いる状況です。

基本的施策　①子育て応援情報の発信

誘因・要因・課題
母子健康手帳発行時や出生後の児童手当手続き時に、チラシによりアプリの活用につい
て周知していますが、ダウンロード数は伸びていない状況です。
市のホームページや子育てガイドとＱＲコード等により連携させ、工夫しながら、複数
の媒体で情報を入手できるようにして利便性を向上させ、利用者数を増やします。
また、情報内容は、子育てに係る不安感の軽減のため、より効果的な情報発信を増やし
ます。

備考：

子育て応援アプリ「みどりん」
の年間ダウンロードユーザ数

前年度から33人減少
しており、めざそう
値（R6）に比べて99
人少ない状況です。

誘因・要因・課題
令和3年速報値：合計特殊出生率（全国：1.30、群馬県：1.35 ※市町村別は未公表）は
それぞれ前年度から全国で0.03ポイント減少、県で0.04ポイント減少し、ともに低い数
値となっています。
みどり市の令和2年度数値は1.37で、群馬県全体の1.39より0.02ポイント下回りました。
数値が低下し、めざそう値との差が開いていく傾向にありますので、育児の負担軽減を
図るだけでなく、子どもを産み育てたいと思える支援施策や、より多くの人がそう思え
る環境整備が必要です。

備考：出生率計算の際の分母の人口数を出産可能年齢（15～49歳）の女性に限定し、各年齢ごとの出生率を足し合
わせ、一人の女性が生涯何人の子供を産むのか推計

誘因・要因・課題
出生数が年々減少していることに伴い、年少人口も年々減少しています。これは、みど
り市に限ったことではなく、全国や県全体でも同様の推移となっています。
教育環境及び子育て環境を充実させ、効果的にPRすることで、みどり市で教育を受けさ
せたい、住みたいと思う人を増やし、子育て世帯の流入促進・流出抑制を図ります。



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 233 217 196 82 250
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(件) 209 196 171 167 230
R3状況

地域における子育て支援事業へ
の協力者数

前年度から114人減少
しており、めざそう
値（R6）に比べて168
人少ない状況です。

婚姻届受理数

前年度から4件減少し
ており、めざそう値
（R6）に比べて63件
少ない状況です。

備考：子育て応援サポーター認定者数（年間）、子育て応援団登録者数（年間）、ファミリーサポートセンター会
員数（育児分）の合計

基本的施策　⑥出会いの場の創出

誘因・要因・課題
婚姻届受理数は減少傾向にあり、令和3年度の受理数は令和2年度から微減ですが、コロ
ナ前の令和元年度比では85％と大幅に減少しています。全国の婚姻数も人口動態統計の
調査開始以来、過去最低の件数となりました。要因としては、若い世代の経済状況や雇
用環境の悪化、コロナ禍により結婚を控えた人の増加や、出会いの機会が減少したもの
と想定されます。
結婚希望者の弊害となっている社会的要因の改善に向け、取り組みを進める必要があり
ます。

備考：住民基本台帳（4月1日～3月31日の合計）

基本的施策　⑤子育て環境の整備

誘因・要因・課題
数値が減少した理由は、コロナ禍により、指標の基礎となる子育て講座の開催が半減
し、ファミリーサポートセンターの会員登録も減少したためです。
コロナ禍の状況が改善してくれば、積極的な講座の開催や事業の周知により、協力者数
を増やします。



　基本目標３　みどり市の特性を活かした地域雇用の拡大（はたらく場）

基本的施策

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

みどり市ブランド推進事業　（担当課：商工課）

みどり市ブランド総選挙では、今

回からインターネット投票を導入

したことで、前回の投票数637から

1,115票と大きく増加（+478票）す

ることができた。

また、総選挙期間中に市外商業施

設でブランドフェアを開催し、約

700人の来場があり、そのうち344

人が商品を購入し、ブランド商品

のPRにつながった。

令和5年度には、みどり市ブランド

認証商品の認証替えを控えている

ことから、ブランド商品の在り方

や認証事業の方針を決定する。

農業次世代人材投資事業　（担当課：農林課）

周知は実施したものの、該当とな

る人材がいなかったため、更なる

制度の周知が必要である。

新規就農者へのアプローチも不足

であった。

本制度の周知を再度徹底し、活用

を促していく。

新規就農相談を桐生地区農業指導

センターと共同で行うなど、緊密

に連携を取っていく方針である。

林業技術者育成支援事業　（担当課：農林課）

補助金事業については林業事業体

が活用し、視察や研修を実施でき

たので、能力の向上へ繋がった。

自伐型林業推進技術講習について

は、シンポジウムは開催できたが、

コロナウイルス感染症の影響で技能

講習が実施できなかった。

林業事業体の能力向上のため、当

補助金を積極的に使用していただく

よう、引き続き周知する。

昨年度実施できなかった技能講習

を実施する。

企業立地促進事業　（担当課：商工課）

コロナ感染拡大の状況を見ながら

企業訪問を行い、積極的に制度の

PRを行った。

奨励金のPRと合わせて、企業が求

める土地情報を提供することで企

業誘致の実績ができた（R3：1

社）。

・制度開始から10年以上が経過

し、市の状況や企業ニーズも変化

していることから、検証を行い効果

的な制度への見直しを検討する。

3
・林業技術者育成支援事業補助金の交付（林業事

業体が実施・参加する視察や研修に対する補助）

・自伐型林業推進技術講習の実施

4
・企業立地促進奨励金の交付

・奨励金の対象となる事業者の指定

・企業訪問等における本制度のPR

①地域産業の活性化/②産業の担い手育成/③産業活性化の基盤づくり

R3年度主な取り組み

1 ・みどり市ブランド総選挙の実施

・みどり市ブランドフェアの開催

2

・独立・自営就農時の年齢が50歳未満の次世代を

担う農業者となることに強い意欲を持っている新

規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援する

資金を交付する事業（R3活用実績なし）

・新規就農希望者等へ周知並びに桐生地区農業指

導センターと協力し、就農相談者へ説明を行っ

た。



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
基本目標３　みどり市の特性を活かした地域雇用の拡大（はたらく場）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 861 762 971 1,099 1,000
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(件) 9 11 11 18 15
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 185 187 187 187 185
R3状況

(H29) R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 9 4 0 0 5
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 3 8 1 2 5
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(事業所) 12 12 12 12 18
R3状況

誘因・要因・課題
みどり市地域おこし協力隊では林業従事希望者を積極的に受け入れており、令和３年度
までに２名が卒業して定住し林業に従事しているものの、市内での就業には至っており
ません。
今後、任期を終えた隊員が増える状況において、市内で林業に従事できるようにするこ
とが課題となっています。地元の林業家や森林組合との関係を強化し、林業従事者とし
て定着させることが必要です。

備考：林業従事者実態調査

誘因・要因・課題

前年度から増減はな
く、めざそう値
（R6）に比べて5人少
ない状況です。

新規就農者数

新規林業従事者数

前年度は1名の新規就農者で過去5年間で最も少ない人数でした。Ｕターン就農が減少し
たことが要因の一つと考えられます。令和3年度も2名と低調であり、今後は、
収入の向上や安定のほか、新技術の導入などで農業で稼げるという魅力を高めていく必
要があります。

誘因・要因・課題
既存の認定農業者の更新のみで、新規の認定農業者がいませんでした。
今後、後継者のいない認定農業者は、高齢化による取り消しが懸念されています。新規
担い手の掘り起こしが必要です。

前年度から1人増加し
ており、めざそう値
（R6）に比べて3人少
ない状況です。

市の融資制度を活用した開業者
数

前年度と同数で、め
ざそう値に比べて6事
業所少ない状況で
す。

新規求人数

備考：新規就農者実態調査

誘因・要因・課題
令和3年度における市の融資制度を活用した開業者数は12事業所と横ばいであり、新型コ
ロナウイルス感染症や不安定な経済状況の中で、開業を考える事業者が少ないことが推
測されます。
新型コロナウイルス感染症の影響や経済状況が不安定な中でも、開業支援につながる対
策が求められています。

備考：起業家チャレンジ資金貸付事業延べ利用者数

基本的施策　②産業の担い手育成

備考：市の認定する認定農業者数

誘因・要因・課題
令和3年度における県内の新規求人数を見ても12ヵ月連続で増加しており、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響により輸送業・郵便業や医療・福祉などの新規求人数が増加し
ました。また、令和3年度(3月)は新型コロナウイルスの感染者数も減少していたことか
ら、新規の求人が増加したと推測されます。
今後は、新型コロナウイルス感染症や不安定な国際状況の影響により、燃油や資材等の
価格が高騰しており、今後も長期化が懸念されることから、事業継続し雇用の受け皿と
なる事業者への支援が必要になります。

備考：桐生職業安定所管内（各年度3月期の新規求人数）

基本的施策　①地域産業の活性化

誘因・要因・課題

前年度と比べ、横ば
いです。めざそう値
（R6）に比べて2人多
い状況です。

前年度から127人増加
しており、めざそう
値（1,000人）を99人
超えている状況で
す。

商品開発・販路拡大の取組件数

前年度から7件増加
し、めざそう値（15
件）を3件超えている
状況です。

認定農業者数

令和3年度は、前年度と比べて商品開発に関する取組が減少しましたが、販路拡大につい
ては、近隣市で行われたビジネスマッチングフェアへの出展などが増え、合わせて7件の
増加になりました。今後は、商品開発に取り組む事業者の掘り起こしや、インターネッ
ト販売などによる販路拡大についても支援していく必要があります。

備考：新商品開発チャレンジ支援補助事業の年間補助件数



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(件) 0 1 3 1 2
R3状況

市の優遇制度を利用し市内に事
業所を新設・増設等した件数

前年度から2件減少し
ており、めざそう値
に比べて1件少ない状
況です。

基本的施策　③産業活性化の基盤づくり

誘因・要因・課題
工場増設に伴う優遇制度の利用が1件ありました。他にも新規ではないため実績にカウン
トされませんが、既存のチェーン店(小売業)の利用が1件ありました。企業からの問い合
わせや企業訪問において、新規立地を計画する企業があるものの、新型コロナウイルス
感染症による経営不安や建築資材の高騰などにより、計画の見直しを検討する企業もあ
ります。

備考：企業立地促進事業の指定事業所数（新規）



　基本目標４　安心して住み続けられる環境づくりと移住促進（移住促進）

基本的施策

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

空き家利活用促進事業　（担当課：建設課）

登録件数、成約件数の増加によ

り、施策に寄与することができ

た。

登録件数と成約件数の増加が引き

続きの課題。無料相談会を継続す

ることにより空き家バンクの登録

件数を増加させ、多様なニーズに

合う物件を提示していく。空き家バ

ンク活用希望者に対して、改修補助

等をさまざまな媒体や機会でPR

し、みどり市の空き家活用を促進

する。

移住促進事業　（担当課：企画課）

移住に特化したリーフレットの作

成により、より分かりやすい移住

情報の提供が可能となった。

移住先の候補地として選ばれるよ

う、積極的な周知やPRにより、本

市への興味や関心を高める移住施

策や地域に関する情報の提供を推

進していく。

移住支援金交付事業　（担当課：企画課）

単身移住者1名（起業）の実績があ

り、本市として初めての制度利用者

となった。

※R3年度群馬県内実績79件(就業4

件､テレワーク52件､関係人口17件､

起業6件)

※実績のあった自治体数17(前橋市

13件､高崎市34件､その他1～6件)

今後も要件を満たしたみどり市へ

の移住者に対して支援金を交付する

ことで、一時的な経済負担を軽減

し、東京圏からみどり市への移住

促進を図っていく。

地域おこし協力隊事業　（担当課：企画課）

任期終了後の隊員4名がみどり市へ

の定住に繋がった一方、任期途中

で2名の隊員が退任した。

受け入れ先の調整が課題である

が、継続して隊員を受け入れること

により、移住・定住を促進し、地

域の担い手の核となる人材を増や

すと共に、隊員同士の連携の強化

を図る。

3

・みどり市移住支援金の支給（群馬県移住支援金

に参加）

【支給額】

2人以上の世帯:100万円

単身:60万円

4

・隊員の活動地域をみどり市全域に拡大（５名受

け入れのうち大間々町地域を活動地域とする隊員

３名）

・地域おこし協力隊だよりの回覧を市全域に拡大

①遊休資産の有効活用/②転入者への積極的支援

R3年度主な取り組み

1

東町地区で無料相談会を10月に実施し、空き家バ

ンクの登録件数を増やすことができた。

全国版空き家バンク（at home)に登録し、全国へ

登録物件のPRを行った。

2
・移住促進リーフレットの作成

・市ホームページの更新

・移住相談



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
基本目標４　安心して住み続けられる環境づくりと移住促進（移住促進）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績 195人減 40人減 147人増 65人減 118人減
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(件) 3 0 0 10 4
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 1,545 1,667 1,571 1,449 1,550
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(件) 185 240 185 194 185
R3状況

前年度から9件増加し
ており、めざそう値
（R6）に比べて9件多
い状況となっていま
す。

備考：住民基本台帳（4月1日～3月31日の合計）

誘因・要因・課題
令和元年度は消費税が10％に増税されたことによる駆け込み需要があったため大きく増
加し、令和2年度はその反動や、新型コロナの影響もあり、前年比で55件減少しました。
令和3年度については、消費税増税の影響もなくなり微増に転じています。
引き続き新規住宅建築による定住人口の増加を図るため、子育てや住宅支援施策などの
定住に関する情報を集約して発信し、市の魅力や住みやすい環境をPRしていく必要があ
ります。

備考：固定資産の価格等の概要調書

新規住宅建築件数

誘因・要因・課題
前年度から10件と大
幅に増えになりまし
た。めざそう値
（R6）と比べて6件多
い状況です。

転入者数

前年度から122人減少
し、めざそう値
（R6）と比べて101人
少ない状況です。

令和元年度、令和2年度は活用件数が0件でしたが、令和3年度は10件となりました。令和
3年度事業として、東町地区で無料相談会を10月に実施し、空き家バンクの登録件数を増
やすことが出来ました。また、全国版空き家バンク(at home)に登録し、全国へ登録物件
のPRを行いました。今後も、空き家バンク登録件数の増加が見込まれますが、引き続き
活用件数の増加を図るため、無料相談会等を継続していく必要があります。

備考：空き家バンク登録台帳

基本的施策　②転入者への積極的支援

誘因・要因・課題
転入者数は、令和元年度は1,600人を超えていましたが、コロナ禍の影響もあり令和2年
度、3年度と減少しています。
コロナ禍の中、地方移住の志向が高まっているため、引き続きオンラインによる移住相
談や子育てや住宅支援施策などの定住に関する情報を集約して発信し、市の魅力や住み
やすい環境をPRしていく必要があります。

社会増減数

前年度から212人減少
しているが、めざそ
う値（R6）と比べて
53人多い状況です。

空き家バンク登録物件活用件数

誘因・要因・課題
令和3年度においては、転入者数は1,449人で前年度比122人減(92.2%)、転出者数は1,514
人で前年度比90人増(106.3％)となり、65人の社会減となりました。令和2年度は新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により社会活動が抑制され、転出者が少なかったことか
ら社会増となっていましたが、令和3年度は徐々にウィズコロナの社会情勢となり転出者
も増加したことが要因と考えられます。ウィズコロナ、アフターコロナの時代に合っ
た、住みやすいまちづくりをすることで、転入者・定住者数を増やし、KPIの向上につな
がるものと考えます。

備考：住民基本台帳（4月1日～3月31日の合計）転入者数－転出者数

基本的施策　①遊休資産の有効活用



　基本目標５　地域特性に応じた魅力発信と定住促進（観光）

基本的施策

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

観光PR事業　（担当課：観光課）

インスタグラムのフォロワー数の増

加等を見ると、一定の効果が出て

いることが伺える。

公民連携による事業展開を行い、

担うべき役割を明確にすることで

更なる効果を得る体制づくりが必

要である。

東地域活性化・交流促進事業　（担当課：東市民生活課）

コロナ禍ではあったが来場者数は

昨年度を超えており、一定の成果

は出ている。

R2（R3）：5,845人

R3（R4）：7,061人

地域活性や交流人口増加に繋げる

ための新たな取組が課題である。

2部構成で実施し、参加者からのア

ンケートも好評な意見が多かっ

た。

墨田区・台東区の親子を対象とし

た、都市間交流で計画したイベン

トはコロナウイルスの警戒度が高く

実施できなかった。

大人と子供が一緒になり林業につ

いて学ぶことができる良い機会で

あるため、今後も継続して実施した

い。

都市間交流のイベントについても

コロナウイルス感染症の動向を注視

し、実施に繋げたい。

3 ・ぐんま緑の県民基金事業を利用し、群馬県民を

対象に林業体験イベントを実施。

林業体験イベント事業　（担当課：農林課）

①多様な媒体で魅力発信/②交流ゾーンの整備/③観光の広域連携/④独自イベントの実施

R3年度主な取り組み

1
観光に特化したポータルサイトの整備、インスタ

グラムを活用したフォトコンテスト等を実施し、

多様な媒体での魅力発信に努めた。

2

小夜戸大畑花桃まつりはコロナウイルス感染症の

影響で中止となったが、訪れた方のために花桃の

ライトアップを行い、地域との交流促進を図っ

た。



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
基本目標５　地域特性に応じた魅力発信と定住促進（観光）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(万人) 241 233 141 157
(10月確定)

300

R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 1,030 2,150 3,580 4,310 3,000
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 3,797 4,336 420 645 6,000
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(件) 31 34 34 34 35
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(万人) 166 164 108 117 169
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 236,524 195,577 5,000 24,723 260,000
R3状況

前年度から19,723人
増加しており、めざ
そう値（R6）に比べ
て235,277人少ない状
況です。

令和３年度についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止を余
儀なくされましたが、関東菊花大会を分散開催したことにより、令和２年度よりも増加
となりました。
今後は、夏まつりをはじめ、各イベントの見直し等を各実行委員会や関係団体との調整
を進め、ニューノーマルに対応したイベント自体のあり方の検討も必要です。

備考：観光客数・消費額調査のうちイベントの観光客数

前年度から730人増加
しており、めざそう
値（R6)に比べて
1,310人多い状況で
す。

みどり市観光ガイドの会利用者
数

前年度から225人増加
しており、めざそう
値（R6)に比べて
5,355人少ない状況で
す。

観光資源数

前年度から増減はな
く、めざそう値（R6)
に比べて1件少ない状
況です。

市内全駅の年間乗降客数

誘因・要因・課題
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、全国的に鉄道利用者は大幅に減少してい
ます。年間乗降客数は令和2年度より増加しましたが、コロナ前の令和元年度比では71％
でした。
基本的施策である観光の広域連携として鉄道の年間乗降客数をKPIとしておりますが、感
染拡大期には移動の自粛が求められ、観光目的での利用が減少するため、KPIの向上は難
しい状況です。ウィズコロナ、アフターコロナの時代に合わせた取り組みが課題となっ
ています。

観光客入込数

前年度から16万人増
加しており、めざそ
う値（R6）に比べて
143万人少ない状況で
す。

SNSフォロワー数

誘因・要因・課題
令和３年度についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、夏まつり等の各種イ
ベントが中止となりましたが、個人旅行誘客強化事業等によるニューノーマルに対応し
た新たな観光スタイルの浸透等により令和２年度より若干の増加となったと考えられま
す。

備考：観光客数・消費額調査

基本的施策　①多様な媒体で魅力発信

基本的施策　③観光の広域連携

備考：鉄道各社の市内駅乗降客数を集計

基本的施策　④独自イベントの実施

誘因・要因・課題

前年度から9万人増え
ましたが、めざそう
値（R6)より52万人少
ない状況です。

各種イベント開催時の観光客数

備考：みどり市観光ガイドの会実績報告書

基本的施策　②交流ゾーンの整備

誘因・要因・課題
群馬デスティネーションキャンペーンの開催を見据え令和元年度には３件増加し、令和
２年度及び令和３年度では新型コロナウイルス感染症の影響により、団体から個人旅行
の誘客事業へシフトした個人旅行誘客強化事業において市内資源の再発見等に取り組ん
でからは横ばいの状況です。
今後は、観光資源数といった数のみに目を向けるのではなく、観光資源をいかにして活
用していくのかが課題となります。

備考：群馬県観光地点等名簿

誘因・要因・課題
観光課が開設したインスタグラムにおいては、行政側からの発信にとどまらず、フォト
コンテストによる、フォロワーが参加者となり発信することによる相乗効果によりフォ
ロワー数の増加に繋がったと考えられます。
今後も、様々な角度からの情報発信を行い、ニューノーマル時代における情報発信のブ
ラッシュアップが必要です。

備考：インスタグラムみどり市公式アカウント

誘因・要因・課題
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、団体客の減少が大きな要因となります。
今後は、コロナ終息後の活動を見据え、観光推進体制の強化、会員のスキルアップ及び
人材育成を含めた新規会員の募集を行い、コロナ終息後の利用者の回復に向けた対応が
必要となります。



　強化目標Ａ　民間との協働を推進（民間協働）

基本的施策

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

市民活動推進事業　（担当課：企画課）

新型コロナウイルス感染症の状況を

見ながら、講演会や研修会等、市

民活動団体との情報交換の機会を

設ける必要がある。

市民や団体関係者を対象とした講

演会や研修会の開催、団体活動情

報の市民周知、団体関係者間の情

報交換を行い、市民と行政が協働

したまちづくりを推進する。

地域創生支援補助事業　（担当課：企画課）

令和3年度は、「みどりこども食堂

ふう」に対し補助金を交付し、地

域創生に資する事業を支援できた

が、新型コロナウイルスの影響によ

り、事業実施できなかった団体も

あった。

新型コロナウイルスにより事業実施

が困難だったため、今後の取組に

より、市の地域創生及び活性化を

目指す。

協定に基づき、まちづくりの推進

や保健・福祉の向上に寄与する事

業を実施できた。

包括連携協定によって、市民サー

ビスの向上などを図れる場合は、

実施に向けて積極的に検討してい

く。

3

包括連携協定事業　（担当課：企画課）

包括連携協定先との事業実施

・各種審議会等への委員就任(桐生大学)

・インターンシップ、教育実習の受入れ(桐生大

学)

・市職員研修や市民講座への講師派遣　など

①ボランティア・NPOとの協働/②企業・団体との協働

R3年度主な取り組み

1 市民活動団体向けの講演会を予定していたが、新

型コロナウイルスの影響で未実施。

2
地域の活性化に寄与するため、将来の構想を持っ

て地域づくり活動に取り組む団体に対し、事業実

施に係る費用を補助。



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
強化目標Ａ　民間との協働を推進（民間協働）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(％) 11.8 14.2 11.7 9.0 25.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(事業) 47 50 55 69 55
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(団体) 56 60 59 59 70
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(団体) 6 6 8 10 8
R3状況

ボランティア・NPO活動をしてい
る市民の割合

前年度から2.7ポイン
ト減少しており、め
ざそう値（R6) に比
べて16ポイント低い
状況です。

連携により実施した事業数(企
業・団体)

前年度から14件増加
しており、めざそう
値（R6) を達成して
います。

地域活動に取り組む市民団体数

前年度から増減はな
く、めざそう値（R6)
に比べて11件少ない
状況です。

連携協定を締結している企業・
団体数

基本的施策　②企業・団体との協働

誘因・要因・課題
団体からの連携協定の締結の申し入れを受け、連携して活動を行うことによる、さらな
る市民サービスの向上や地域の活性化を目指し、協議を進めたところ、新たに2団体と連
携協定を締結することができました。引き続き、多様な団体と連携し、協働して活動を
行うことにより、地域の活性化や市民サービスのより一層の向上を図ります。

備考：市との包括的な連携協定を締結している企業・団体等の数

前年度から2件増加し
ており、めざそう値
（R6) を達成してい
る状況です。

備考：包括的な連携協定に基づき実施した延べ事業数

基本的施策　①ボランティア・NPOとの協働

誘因・要因・課題
団体情報の登録・更新については、広報や市ホームページにより呼びかけていますが、
掲載を希望する団体数に変化はありませんでした。
今後も、市民活動に関する情報を発信し、市民が活動に参加しやすい環境づくり取り組
み、市民活動の活性化を推進するとともに新規設立団体や既存団体の掘り起こしに力を
入れる必要があります。

備考：市が把握しているボランティア・ＮＰＯ団体数

誘因・要因・課題
新型コロナウイルス感染症の影響により、活動が従来どおりに実施できていないことも
あり、前年度に引き続き減少しています。引き続き、市民活動に関する情報を発信し、
市民が活動に参加しやすい環境を整えていく必要があります。

備考：まちづくり市民アンケート

誘因・要因・課題
桐生大学・新田みどり農協とは定期的に会議を開催し、順調に事業を実施しています。
また、新たに包括連携先が2団体増え、市民の健康増進への支援や市の事業周知への協力
等、幅広く取り組んでいるため、連携事業の増加につながりました。今後も継続して企
業や団体との連携による取り組みを推進していきます。



　強化目標Ｂ　誰もが活躍できる地域社会を実現（全員活躍）

基本的施策

①健康維持で生涯活躍/②女性の社会進出支援/③障がい者の自立と共生

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

新規募集チラシの全戸配布、特定

保健指導対象者への参加勧奨を行

い、事業（元気プロジェクト）に

参加する市民も徐々に増えている。

50～70歳代は9割以上が継続してい

るが、30・40歳代は6割となってい

るため、若年者により多く、参加

してもらえるような工夫が必要であ

る。

バーチャルイベント実施中には歩

数が伸び、活動量計を付ける前後

で、平均2397歩増加している。

また、事業に参加してから、積極的

に身体を動かすようになった

(79%)、食事等についても気をつけ

るようになった(79%)、など意識の

向上も見られている。

参加者の多くが65歳以上の高齢者

であり、介護予防の一翼を担って

おり、長く継続していけるよう支援

していく。

若い頃からの運動習慣づくりとな

るよう40・50代の市民の参加を促

していく。

地方創生推進交付金が、令和6年度

で終了となり、その後(令和7年度

以降)の財源不足が懸念される。市

単事業として継続していくのが良い

か、県で行っているG-Walkへ移行

すべきか検討を要する。

老若男女、障がいの有無に関わら

ず誰でも楽しむことができるス

ポーツであるボッチャ競技を学

び、楽しむことは「心のバリアフ

リー」へつながった。

ボッチャ競技の普及を図るため、

スポーツ推進委員及び競技団体

（ボッチャ協会）の協力のもと、

指導者の育成と競技人口の拡充を

図る。

また、市民ボッチャ競技大会を開

催する。

男性保護者向けの料理教室は、感

染症拡大のためオンラインで実施

した。コロナ下であっても男女共

同参画を推進できるよう工夫して取

り組んだ。

今後も、男女共同参画社会の実現

のため、第3次みどり市男女共同参

画プラン(令和2～6年度)を軸に推進

を行う。

職員が兼務でセンター業務にあた

り、電話相談や困難ケースの相談

対応等を行い、センターの安定運

営に努めた。

相談支援専門員の資格がない職員

による対応では限界があることか

ら、令和4年6月1日からセンターを

委託化し、相談支援専門員を２名

配置する。

みどり市障がい者基幹相談支援センターを直営に

より運営し、434件の電話相談等を受け、関係機

関との調整や支援会議、研修等を実施した。

4

3

2

1

R3年度主な取り組み

健康増進支援事業　（担当課：健康管理課）

ボッチャ普及事業　（担当課：社会教育課）

男女共同参画推進事業　（担当課：企画課）

基幹相談支援センター事業　（担当課：社会福祉課）

元気プロジェクト(活動量計を付け、ウォーキン

グや日常での活動量の増加を図る事業)を継続実

施した。モチベーションアップと地域活性化の一

助となるよう「元気アップ商品券」の制度を構築

した。

参加者以外の市民にも日常生活での活動量を増や

してもらうため、「あるくまちみどり」を合い言

葉に、参加者が薦める市内のウォーキングコース

をマップにして市民に配布した。

・出前講座（ボッチャ体験）

　実施回数：5回

　参加者数：293人

・全国障害者スポーツ大会三重とこわか大会視察

（中止）

・審議会の開催

・講演会の開催

・男性保護者向けオンライン料理教室の配信

・市職員向け研修



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
強化目標Ｂ　誰もが活躍できる地域社会を実現（全員活躍）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(％) 80.9 81.2 79.6 77.3 88.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(％) 62.9 63.6 55.6 57.5 75.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(％) 2.09 1.84 2.01 2.26 2.30
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(項目) 4.7 4.8 4.8 4.8 7.0
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(回) 2 2 0 1 2
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(％) 26.2 28.6 28.8 26.3 35.0
R3状況

審議会等における女性委員の割
合

誘因・要因・課題
前年度から2.5ポイン
ト減少しており、め
ざそう値（R6）に比
べて8.7ポイント低い
状況です。

女性委員の割合はめざそう値に届いていない状況であり、各所属の所管する審議会等に
おいては男性委員の割合が多い状況は変わっていません。継続して、「みどり市審議会
等の取扱いに関する指針」の全庁的に周知や積極的に働きかけを実施し、女性委員の就
任を推進してきます。

備考：市政に関する審議会等の女性委員割合

基本的施策　②女性の社会進出支援
女性就労支援のための相談会・
研修会実施回数（年間）

誘因・要因・課題
前年度から1件増加し
ており、めざそう値
(2回）に比べて1回少
ない状況です。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により出張ジョブカフェ・マザーズセミ
ナーのみの実施となったことにより減少しています。
女性が家事や子育てに制限されることなく社会に参画しやすい環境になるよう、群馬県
や関係機関と連携し取組を推進していく必要があります。

備考：県・市などが主催する相談会・研修会実施回数

誘因・要因・課題
令和元年度から3年度
まで変化なく、めざ
そう値に比べて2.2ポ
イント低い状況で
す。

まちづくり市民アンケートの回答では、多くの項目で前年度より実施率が減少していま
すが、「塩分を控える」「週1回60分以上又は、週2回30分以上運動」「主食、主催、副
菜のそろった食事を摂る」は増加しています。また、「朝食を毎日摂る」「年に1回は健
診（検診）を受けている」「タバコを吸わない」は6割を超える人が実践しています。
生活習慣病の発症や重症化予防につなげるため、また、自らの健康への関心を高め、健
康行動の実践につながるよう、「あるくまちみどり」の推進や各種健診・健康教育等を
継続して行い、健康に関する情報の周知を行っていく必要があります。

備考：まちづくり市民アンケート

前年度から0.25ポイ
ント増加しており、
目指そう値（R6）に
比べて0.04ポイント
少ない状況です。

障がい者雇用率は前年度より増加しており、めざそう値に近づいている状況です。障が
い者に対する理解促進に向けた事業の実施や障がい者の就労支援に関わる関係機関との
連携を強化するとともに、周知等に積極的に取り組み、雇用の拡大に努めていく必要が
あります。

備考：桐生職業安定所集計のうちみどり市分

基本的施策　①健康維持で生涯活躍
健康のために実践している平均
項目数

生きがいを持っている高齢者割
合

誘因・要因・課題
前年度から2.3ポイン
ト減少しており、め
ざそう値（R6）に比
べて10.7ポイント低
い状況です。

新型コロナウイルスの影響により、感染リスクの高い高齢者は外出自粛が求められ、地
域や親しい人と交流が減ったことが要因と考えられます。コロナ禍でも高齢者が交流で
きる機会を創出し、生きがいをもって地域で生活できる環境づくりを推進していきま
す。

備考：まちづくり市民アンケート

男女共同参画社会が実現してい
ると思う市民の割合

誘因・要因・課題
前年度から1.9ポイン
ト増加しており、め
ざそう値（R6）に比
べて17.5ポイント低
い状況です。

前年よりは増加していますが、横ばいです。要因の一つとして、コロナ禍による外出自
粛や休業等により、家族が一緒に過ごす時間が増加したものの、夫婦間の家事・育児役
割分担割合は変わっていないことによる女性の家事・育児負担の増加が影響しているも
のと考えられます。そのため、継続した男性の家事育児参加等に関する啓発活動を行う
ことにより、「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識や無意識の偏見
を解消していく必要があります。

備考：まちづくり市民アンケート

企業の障がい者雇用率

誘因・要因・課題



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(人) 401 410 438 488 550
R3状況

基本的施策　③障がい者の自立と共生
自立支援給付を受けて地域生活
している人数

誘因・要因・課題
前年度と比べて50人
増加しており、目指
そう値（R6）に比べ
て62人少ない状況で
す。

相談支援事業所等の関係機関が障がいのある方へサービスの案内を行い、必要な支援に
つなげられている結果、自立支援給付を受けている人が年々増加しているものと考えま
す。引き続き、障がい福祉サービスの周知・啓発を行い、自立支援給付の拡大に努めて
いく必要があります。

備考：自立支援給付事業利用者数



　強化目標Ｃ　都市部・他地域からのひとや資金の流れを強化（交流促進）

基本的施策

施策に紐づく事業の取り組み（主な事務事業）

№ 取り組みに対する自己評価 課題と今後の方針

ホストタウン推進事業　（担当課：社会教育課）

・新型コロナ感染症拡大により計

画していた香港ボッチャチームの事

前合宿は中止となったが、激励品

の送付など間接的な交流ができ

た。

・令和3年4月に設立したみどり市

ユニバーサルボッチャ協会の設立

支援を行うとともに設立後の運営

支援を行い、協会主催のボッチャ

大会を開催することができた。

みどり市民と香港ボッチャチームと

のオンライン交流の実現に向け、

実施方法等の検討を進める。

都市間交流事業　（担当課：企画課）

感染症拡大のため、計画した事業

は実施できなかった。

体験ツアーの代替えとして、参加募

集予定の自治体へ観光パンフレッ

トの配架を依頼し、交流人口、関

係人口の拡大を図った。

交流事業を推進することにより、

自治体間の様々なつながりやきっ

かけを活用し、交流人口、関係人

口の増加を目指す。

新規返礼品の開発、ふるさと納税

ポータルサイトの増加により、前年

度より寄附件数・寄附金額が大幅

に増加した。

新規返礼品の開発による返礼品の

充実と共に、みどり市返礼品特集

ページの更新等により市のPRを図

る。また、寄附件数が増加してきて

いるため、業者委託等による事務

の効率化を検討する。

3

ふるさと思いやり寄附金特産品等贈呈事業　（担当課：企画課）

・新規返礼品の開発

・ふるさと納税ポータルサイト（楽天・さとふ

る）の増加

①地域間交流・連携の推進/②地方創生のための財源確保

R3年度主な取り組み

1

・香港ボッチャチームの事前合宿（中止）

・香港ボッチャチームを応援するため、ビデオレ

ター等の激励品の送付

【大会前】ビデオレター、スポーツタオル、千羽

鶴

【大会後】記念メダル（木製）

・香港ボッチャチームとの交流も視野に入れ、令

和3年4月に設立したみどり市ユニ バーサルボッ

チャ協会の設立支援・運営支援

2
・ふるさと交流ショップ台東への出店（中止）

・東武鉄道沿線の都内自治体住民を対象とする体

験モニターツアー開催（中止）



みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略（中期）ＫＰＩ　要因と課題
強化目標Ｃ　都市部・他地域からのひとや資金の流れを強化（交流促進）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(事業) 53 53 63 78 65
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(自治体) 12 12 12 12 15
R3状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 めざそう値

実績(件) 130 178 278 851 200
R3状況

基本的施策　②地方創生のための財源確保

ふるさと納税件数

誘因・要因・課題
前年度から573件増加
しており、めざそう
値（R6) に比べて651
件多い状況です。

前年度より大幅に増加しています。令和3年度から返礼品の要件拡大による新規返礼品の
充実や新たに掲載を開始したふるさと納税専用サイト（楽天、さとふる）への順調な寄
附申込が要因として考えられます。引き続き、返礼品の充実やPRに努め、みどり市の応
援者の増加を図ります。

備考：ふるさと納税申込件数

連携により実施した延べ事業数

誘因・要因・課題
前年度から15件増加
しており、めざそう
値（R6) を達成して
います。

両毛広域都市圏総合整備推進協議会や包括連携協定先との事業は順調に実施しており、
包括連携協定先との取組が増えたことが増加の主な要因です。また、令和2年度に桐生・
みどり未来創生会議を設置し、桐生市との連携について協議を進めたことによる事業も
実施されています。今後も、関係人口の増加や効率的な事業を推進するため、近隣自治
体や都市部の自治体などと連携や交流を推進していく必要があります。

備考：他自治体との協議会・協定等に基づき実施した延べ事業数

基本的施策　①地域間交流・連携の推進
交流人口増加を目的に連携して
いる自治体数

誘因・要因・課題
前年度と同様の数値
であり、めざそう値
（R6）に比べて3自治
体少ない状況です。

「両毛広域都市圏総合整備推進協議会」で連携する両毛地域10自治体及び都市間交流事
業で連携する東京都墨田区、台東区の合計12自治体であり、平成30年度から自治体数は
変わっていません。今後も、自治体間の様々なつながりやきっかけを活用し、交流人口
増加を目的とした都市間連携を推進していきます。

備考：包括連携組織・都市間交流等により連携している自治体数


