
令和３年度　部局経営目標（達成状況）

目標値 実績値

①85％　
②5名

①
82.24%
②6名

年度 令和３年度 作成日 令和4年3月31日
部局名 落合振興局 部局長名 河本　京子

（１）部局の役割・使命（ミッション）・経営方針

（２）事業成果目標 指標名及び目標値

指標:①自主防災組織組織率②防災士取得者数

評価 次年度への課題

①自主防災組織の設立に
ついては新規１件のみで目
標に到達することは出来な
かった。
②防災士取得については、
取得者数は目標値に達し
た物のコロナ禍により、防災
士取得者向けの研修会を
開催することは出来なかっ
た。

粘り強く自主防災組織の
未設立自治会には設立に
むけての推進とサポートを引
き続き行うことと、組織強化
のために防災士取得の推
進と防災士取得者に向け
ての取り組みを行っていく必
要がある。

１災害に強いまちづくり　【№11：住み続けられるまちづくりを】
市民の安心安全な暮らしを守るため関係機関・団体と連携を密にし、防災意識の向上と地域連携を図り、地域防災力の強化を
図ります。
２生涯を通じた健康づくりの推進　【№3：すべての人に健康と福祉を】
持続可能な地域社会を実現するための基本となる健康づくりに、各団体等との連携を図りながら取り組みます。
３市民と協働・連携したまちづくり　【№11：住み続けられるまちづくりを】
市民との協働、連携によるまちづくりを推進し、地域課題の解決や地域活性化に向けて自ら取り組む地域づくりを進め、持続可能
な地域社会の実現を目指します。
４地域の強みを活かした地域振興　【№11：住み続けられるまちづくりを】
歴史、文化、風土、景観など地域の強みを活かした市民主体の振興事業や特産品を活用した商品開発などの地域内経済循
環を推進し、豊かで自立した農山村の実現及び来訪者・関係人口の増加を目指します。
５移住・定住の促進　【№11：住み続けられるまちづくりを】
移住者や関係人口獲得など、持続可能なまちづくりを目指す地域団体等の活動を支援します。
６多様な学習の場づくり　【№4：質の高い教育をみんなに】
豊かな人間性と教養を獲得するための、生涯にわたる市民の学習機会の提供に努めます。

1-①自主防災組織の強化
・自主防災組織の未設立自治会には設立にむ
けてのサポートを引き続き行っていきます。
・災害に強い組織作りのため、設立済組織につ
いては、まず全ての組織への最低１名の防災士
の配置を目指します。
・防災士配置済の組織についても、複数人の防
災士配置を目指していきます。
・防災士取得者に向けて防災知識や防災意識
の向上のための研修会を開催すると同時に、引
き続き出前講座での組織の育成強化を図りま
す。
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目標値 実績値

①40人　
②90％

①２1人
②８５％
(R4.3月
末時点）

目標値 実績値

①２事
業、
②10人、
③4回

①２事
業、
②1４
人、
③２回

指標:①健康ポイント事業新規登録者②精密検査受診率

評価 次年度への課題

①コロナ禍により、各種団
体の研修会、地域のサロ
ン・健康づくりイベント等の
開催が、予定通りできな
かったことにより、新規健康
ポイント登録者が目標の半
数に止まった。②精密検査
対象者には個別に訪問と
TEL連絡し、受診勧奨を
行い実際に受診や予約を
してくださり受診行動に繋
がった。

①普及啓発については、地
域の集いの場（サロン）等
へ出向き介護予防と一体
的に、健康意識の向上に
向けた取り組みを行っていく
必要がある。実践場所であ
る集いの場の充実が求めら
れる。　　　　　　　　　　　　　
②受診勧奨し受診や受診
予約の行動に繋がったので
目標としては一端終了する
が、来年度以降も受診啓
発は継続する必要がある。

指標:①新事業数、②関係人口、③人材育成事業数

評価 次年度への課題

①旭川・りんくるラインの活
用と落合中心部の活性化
について事業化を支援して
います。②新規事業が育ち
つつあり協力体制が構築さ
れています。③上田地域の
ワーケーション事業と合同で
人材育成交流会を開催し
ました。

新規事業に立ち上がる地
域や団体が多彩な人材と
交流する中で協力体制が
生まれる場の創出と情報の
発信が必要と考えます。

2-①健康づくりのための実践活動支援
①健康づくり実行委員会（こころ輝く健康おちあ
い２１）の構成団体と協働･連携して健康づく
り活動に取り組みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・おちあい白梅大学、地域のサロン、乳幼児健
診時など機会をとらえ糖尿病予防、虫歯予防、
フレイル予防、生活習慣病予防等の普及啓発
を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・各団体の研修会や集団での検診時に健康ポ
イント事業を紹介し、新規登録者が増え、健康
意識の向上につながるよう取り組みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②各種集団検診の精密検査対象者に対し個
別訪問や電話での受診勧奨を行い、受診率の
向上を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3-①協働のまちづくりの推進
　地域振興計画に基づく観光地域づくりの推進
　①計画に従い現在進行している事業以外の
観光地域づくり事業を掘り起こします。
　②自らが担い手となる人材の掘り起こしを行い
ます。
　③令和２年度に実施したアンケートで、地域づ
くりに参画したいと意思表示した方を対象に意見
交換会を開催します。人材育成事業を推進しま
す。
　④各地域振興事業がさらなる発展を遂げるよ
う各関係機関と連携し他地域の振興事業との
交流を図ります。
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目標値 実績値

指標：①交流イベント開催数、②支える人数、③交流人口数、④コミュニティ
バスの状況確認

評価 次年度への課題

4-①地域振興事業
【津田地区】
・令和3年4月から開始された津田コミュニティバ
スの利用促進を支援します。
・上田地域振興事業
上田地区では、地域の団体が活性化に向けて
長年取り組んで来たことで、観光客が定着してい
る。「UEDA　VILLAGE」の取り組みにより、多
世代の観光客が来るようになった。
継続可能な地域への取り組みとして、関係人口
の増加を目指します。
地域と協働し、上田の地で様々な学びを経験で
きる「上田学びプロジェクト」を実施します。その学
びを通して、上田地域を知り、また訪れたいと思
える取り組みが、関係人口を増やし、移住・定住
につながるように支援します。
・吉地域振興事業
吉地域には、縁起のよい地名を生かして地域活
性化につなげる取り組みがなされています。
昨年度、活動拠点ができ、取り組みが進む中、
地域外との交流とさらに多くの人に地域を知り、
訪れてもらうために、UEDA　VILLAGEとつなが
る協働での取り組みを支援します。
・当該地区内に訪れる方にわかりやすい標識を
設置し、市内滞在に向け誘導します。

【別所地区】
・別所地域振興事業
別所地域では、唯一無二の「醍醐桜」資源を生
かした取り組みは、観光客が訪れるだけにとどまっ
ていました。地域には、廃校となった旧別所小学
校もあり２つの資源をつなぐ取り組みで、ただ観
光に来ていただけの人を、体験や学びによって関
係人口へと変えていき、地域の活性化につなげ
ていくことを支援します。

①３回、
②6人、
③３６０
人、
④４回

①４回、
②1６
人、
③792
人、
④６回

①コロナ禍で厳しい状況で
あったが予定回数は達成
出来た。
②アート参加者とのつながり
が形成でき、次年度も継続
できる体制が整った。
③醍醐桜及びワーケーショ
ンの仕組みを活用し目標
人員を達成した。
④運行スケジュールと地域
住民の生活に乖離があった
ため、細やかな調整会議を
行い改善した。初期の課題
は改善したため、運営支援
は継続するが次年度の目
標からは外す。

引き続き新型コロナウイルス
感染症の拡大によりイベン
トが予定通り開催できない
場合もあると予測される。
感染対策を確実に実施し
ながらイベント開催について
地域住民との合意形成を
確実に図っていく必要があ
る。また、交流によって創出
された関係人口について今
後どのように多様な人材と
の関係性を保っていくかが
課題である。

3/4



目標値 実績値

①３人、
②4,000
人

①７人、
②イベント
中止

目標値 実績値

①100人
②5冊/
人
③3回

①112人
②3.4冊/
人
③20回

指標:①支える人、②交流人口数

評価 次年度への課題

新型コロナウイルス感染症
拡大に伴いイベントは中止
となりましたが、「落合から真
庭を元気に」を合言葉に地
域の若者団体、真庭高校
生が参画して真庭いきいき
テレビのお正月特別番組を
製作しました。アンケートで
は約９６％が良かったとの
評価になっています。

より多くの団体が参画できる
よう広く実行委員への参画
を募っていく必要がありま
す。

指標:①図書館利用者カード新規登録者数、②図書貸出冊数、③公民館・
図書館連携講座開催数

評価 次年度への課題

①新一年生を対象に登録
の呼びかけをするなど目標
を達成することができた。
②コロナ禍による来館者の
減少も影響してか目標を大
きく下回った。
③４講座（DVD上映会、
絵本の読み聞かせ、手芸
教室、学習支援）20回
開催することができた。ま
た、子どもを対象としたパラ
スポーツ体験はできなかった
が、高齢者を対象にボッチャ
の大会を実施することがで
きた。

今年度も新型コロナウイル
スの影響によりイベント等を
縮小または中止するなど予
定通りに開催することができ
なかった。コロナ禍にあっても
開催できるイベントなどを計
画し、公民館・図書館の利
用促進を図っていくことが課
題である。

5-①地域間交流の推進
・落合元気フェスタを、真庭市内の地域の活性
化と地域間交流を図るイベントと位置づけ、主な
地域振興事業を実施している団体に出店してい
ただくことで、落合元気フェスタを地域を越えた交
流の入り口としていく。他地域の取組にふれること
で自らも事業を展開していこうと立ち上がる人材
の掘り起こしを行います。
・実行委員会において新型コロナウイルス感染症
の拡大防止に配慮した実施計画を検討します。

【多様な学習の場づくり】
6-①学びの場の充実
・公民館講座の積極的な情報発信を行い、利
用者の増加につなげます。
・長期休業中の子どもの居場所づくりとして、文
化活動や学習支援などを高校生や教員OBなど
のボランティアや図書館とも連携して講座を実施
します。
・子どもの居場所づくりにおいて共生社会を意識
したスポーツ体験等の機会を設けます。
・乳幼児のいる保護者に絵本を読み聞かせること
の大切さを伝えるため定期的に実施する読み聞
かせ会に加え、新たに絵本を紹介する講座を実
施して幼少期からの読書習慣の定着を図りま
す。
・こどもの読書活動推進のため地域内の新一年
生の保護者に利用者カードの登録を呼びかけま
す。
・地元高校と情報交換して「健康・医療・子育
て」分野の蔵書の充実と生徒の利用促進を図り
ます。
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