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成果指標一覧 

基本政策１ 魅力にあふれ、活力と賑わいのあるまちづくり 

1-1 観光の振興 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

年間観光客数（うち冬季以外） 1,566千人 
DMO形成計

画と合わせる 

冬季以外（４月から 11月）の観光客

数 

目的別観光客数調べ（Ｒ１） 

延べ宿泊者数 1,439千人 
DMO形成計

画と合わせる 
湯沢町宿泊統計調査（Ｒ１） 

観光客におもてなしの心で接

している町民の割合 
45.8% 60.0% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２） 

1-2 商工業の振興 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

産業別民間事業所数 782事業所 現状維持 経済センサス(H28） 

町内における全体就業者数 5,995人 現状維持 現状値は経済センサス(H28） 

1-3 農林業の振興 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

認定農業者数 12者 15者 
認定農業者数（Ｒ２） 

法人３者 個人９者 

1-4 農林業の振興 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

起業件数 0件 5件/年間 
起業支援補助金の年間申請件数 

（Ｒ１） 

サテライトオフィス開設件数 0件 5件/5年間 
サテライトオフィススタートアップ支

援補助金申請の５年間の件数 
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基本政策２ 地域で支え合い、笑顔があふれるまちづくり 

2-1 健康づくり・介護予防の推進 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

1年に 1回健康診断を受けて

いる人の割合 
81.2% 85% 

湯沢町ファミリー健康プラン中間

評価アンケート（Ｈ29） 

自分の健康に気をつけている

人の割合 
81% 88% 

湯沢町ファミリー健康プラン中間

評価アンケート（Ｈ29） 

自殺者数 4人/年 年平均 １人 

人口動態統計の数値（Ｈ29） 

湯沢町自殺対策行動計画の目標

値 R1～R4の総数４人 

自殺死亡率 49.2/年 年平均 12.4 

人口動態統計の数値（Ｈ29） 

湯沢町自殺対策行動計画の目標

値 R1～R4の平均 12.4 

2-2 地域福祉の推進 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

介護予防事業ボランティア研

修会参加者数 
47人 70人 

介護予防事業ボランティア研修会

の参加数（Ｒ１事務報告） 

介護職員の町内介護施設への

入職者数 
1人 6人 

介護職員初任者研修受講者補助

金交付、町内介護施設への入職数

（R2.9月末現在） 

心配事や愚痴を聞いてくれる

人がいる高齢者の割合 
89.5% 100% 

湯沢町介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査（R2.3月）における「知

っている」の割合 

地域活動への参加の意向を示

している人の割合 
28.4% 31% 

湯沢町介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査（R2.3月）における「是

非参加したい」及び「参加してもよ

い」の割合 

2-3 高齢者福祉の推進 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

生きがいを持つことができる

と感じている高齢者の割合 
12.4% 25% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（R2）における「60

歳代」・「70歳代以上」の割合 

医療施設・サービスについて

満足している人の割合 
40.9% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（R2）における「十

分満足」及び「まあ満足」の割合 

介護を必要としている高齢者

が在宅でサービスを受けるこ

とができる体制について満足

している人の割合 

22.1% 35% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（R2）における「十

分満足」及び「まあ満足」の割合 
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指標 現状値 目標値 現状値の説明 

認知症に関する相談窓口を知

っている高齢者の割合 
30.1% 50% 

湯沢町介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査（R2.3月）における「知

っている」の割合 

認知症サポーターの数 
高齢者の 

約 1/2 

高齢者の 

約 1/2 

認知症サポーター養成講座の受

講者数（Ｒ１ 1,413人） 

住み慣れた家で生活を続けて

いけると思える高齢者の割合 
8４.４% 90% 

湯沢町ファミリー健康プラン中間

評価アンケート（Ｈ29）の「そう思

う」及び「まあそう思う」の割合 

2-4 子ども・子育て支援の充実 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

年間出生数（湯沢在住者） 37人 47人 
新潟県の人口移動調査結果報告

（Ｒ１） 

合計特殊出生率 1.29 1.78 人口動態統計（Ｒ１） 

認定こども園の未満児（０歳

児、１歳児）の受け入れ数 
35人 52人 

湯沢認定こども園の 0歳児、1歳

児の受入れ定員（Ｒ２） 

児童クラブ利用児童の受け入

れ数 
40人 82人 

湯沢児童クラブの受入れ定員 

（Ｒ２） 

安心して子育てができると感

じる人の割合 
72.3% 80% 

湯沢町ファミリー健康プラン中間

評価アンケート（Ｈ29） 

子育てをしていて楽しいと感

じる人の割合 
94.3% 98% 

湯沢町ファミリー健康プラン中間

評価アンケート（Ｈ29） 

2-5 障がい者支援の充実 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

「相談支援センターみなみうお

ぬま」への障がい者等の相談

件数 

2,289件 2,430件 相談件数（Ｒ１ 事務報告） 

障がい者福祉サービスを利用

している割合 
12.2% 12.9% 

身体・知的・精神障害者手帳を所

持者に対する割合（Ｒ１ 事務報

告） 

障がい者地域生活活動への参

加者数 
16人  17人 

地域活動支援センター事業やサロ

ンへの参加者数（Ｒ１ 事務報告） 
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2-6 地域医療体制の強化 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

医療施設・サービスについて

満足している町民の割合 
35.6% 40% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）における「十

分満足」及び「まあ満足の」の割合 

 

 

基本政策３ 自然と共生し、安全・快適に暮らせるまちづくり 

3-1 自然環境の保全と共生 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

環境保全に配慮されていると

感じている人の割合 
50.1% 55.0% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で、「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

3-2 循環型社会の形成 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

省エネルギーやリサイクルに取

り組んでいる人の割合 
51.9% 60% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２） 

ごみの分別をきちんと行って

いる人の割合 
95.1% 98% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２） 

ごみの排出量 4,993ｔ 4,494ｔ 
一般廃棄物処理事業実態調査（Ｈ

３０） 

3-3 生活環境の整備 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

上水道普及率 90.9% 92% 上水給水人口/行政人口 

汚水処理人口普及率 98.6% 100% 汚水処理人口/行政人口 

新築住宅のうち、克雪住宅の

補助の割合 
28.6% 50.0% 

建築確認及び工事届の用途「居住

専用」の克雪補助割合 

（Ｒ１ 2件/７件） 

湯沢町路線バス福祉乗車証交

付者数 
153人 160人 

立地適正化計画の指標（Ｒ２．１

月） 
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3-4 道路環境・公共交通の充実 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

公共交通の利便性がいいと感

じている人の割合 
31.2% 60% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

道路整備に満足している人の

割合 
65.6% 70.0% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査結果（Ｒ２）「十分満

足している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

除雪体制に満足している人の

割合 
72.6% 75.0% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査結果（Ｒ２）「十分満

足している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

道路の不備に起因する事故 0件 0件 Ｒ１年度実績 

3-5 防災・減災対策の充実 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

自主防災組織の組織率 
87.5％ 90.0％ 

住民記録登録世帯数に対する自

主防災組織地域内の世帯数（Ｒ１） 

防災体制に満足している人の

割合 
41.8％ 60.0％ 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査結果（Ｒ２）「十分満

足している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

3-6 防犯・交通安全対策の充実 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

治安の維持に満足している人

の割合 
68.3％ 75.0％ 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査結果（Ｒ２）「十分満

足している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

 

 

基本政策４ 個性を伸ばし、文化を育むまちづくり 

4-1 学校教育の充実  

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

学校の教育環境や施設につい

て満足している子育て世代の

割合 

29.0% 60% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（R2）の 20歳代以

下から 50歳代の「十分満足」及

び「まあ満足」の割合 
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指標 現状値 目標値 現状値の説明 

家庭・学校・地域の連携につい

て満足している子育て世代の

割合 

20.5% 60% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（R2）の 20歳代以

下から 50歳代の「十分満足」及

び「まあ満足」の割合 

4-2 家庭・地域の教育力の向上 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

家庭教育事業の参加人数 280人 300人 
家庭教育事業（育児講座）の参加

延人数 

湯沢学園支援コーディネータ

ー及びボランティアによる学

園支援事業への参加人数 

621人 700人 
各事業の参加延人数の合計（Ｒ１

事務報告） 

学園支援ボランティアの登録

者数 
174人 200人 

学園支援ボランティアの登録者数

（Ｒ２） 

地域活動に参加する機会つい

て満足している人の割合 
24.8% 60% 

湯沢町総合計画策定に関する町

民意向調査（R2）の全体で「十分

満足」及び「まあ満足」の割合 

4-3 生涯学習・スポーツの推進 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

生涯学習人材バンク登録者数 49人 55人 登録者数（Ｒ１） 

生涯学習・スポーツ活動団体

（サークル）登録数 
54団体 60団体  登録団体数（Ｒ２．４月） 

公民館利用者数 46,469人 47,000人 利用者数（Ｒ１） 

生涯学習に参加する機会につ

いて満足している人の割合 
12.1% 50.0% 

湯沢町総合計画策定に関する町

民意向調査（R2）の全体で「十分

満足」及び「まあ満足」の割合 

4-4 芸術・文化の振興 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

芸術文化活動団体（サークル）

登録数 
36団体  40団体  登録団体数（Ｒ２．４月） 

雪国館 入場者数 13,395人 14,000人 入場者数（Ｒ１） 

全国童画展 出展出品点数 261点  300点  出品点数（Ｒ１） 
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基本政策５ 新たな時代に対応した、地域ぐるみのまちづくり 

5-1 若者の移住・定住促進  

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

湯沢町が住みよい町だと思う

若者の割合 
51.3% 70% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２）の 20歳代以下

から 30歳代の「たいへん住みよ

い」及び「まあすみよい」の割合 

希望する職に就くことができ

る若者の割合 
2.9% 10% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２）で「十分満足して

いる」及び「まあ満足している」の割

合 

湯沢町に住み続けたいと思う

若者の割合 
42.7% 70% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２）の 20歳代以下

から 30歳代の「住み続けたい」の

割合 

5-2 Society5.0への対応促進  

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

まちの産業を支える人材が確

保されていると感じる人の割

合 

4.2% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２）で「十分満足して

いる」及び「まあ満足している」の割

合 

ネットワーク環境が整っている

と感じる人の割合 
17.7% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２）の「無料で使える

Wi-Fi等のネットワーク環境が整っ

ているか」で、「十分満足している」

及び「まあ満足している」の割合 

5-3 人権尊重・男女共同参画の推進  

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

働きやすい職場環境が整って

いると思う女性の割合 
14.9% 60.0% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２）の「女性が働きや

すい職場環境が整っているか」で、

「十分満足している」及び「まあ満足

している」と回答した女性の割合 

湯沢町が住みよい町だと思う

人の割合 
67.0% 80% 

湯沢町総合計画策定に向けての町

民意識調査（Ｒ２）で「たいへん住み

よい」及び「まあすみよい」の割合 
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5-4 多様な協働による町政運営の推進 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

地域のボランティア活動に参

加したことがある人の割合 
35.8% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２） 

町政、財政運営に関心がある

人の割合 
39.9% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２） 

地域活動への参画機会がある

と感じている人の割合 
24.8% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

行政の情報が入手しやすいと

思っている人の割合 
33.4% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

町民や民間企業等がまちづく

りに積極的に参加していると

感じる人の割合 

12.0% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

5-5 持続可能で健全な施策の推進 

指標 現状値 目標値 現状値の説明 

公共施設等の配置や運営を適

正に行っていると感じている

人の割合 

21.2% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

効果的かつ効率的な施策・事

業が推進されていると感じて

いる人の割合 

12.7% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

職員の資質・能力に満足して

いる人の割合 
17.1% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）で「十分満足

している」及び「まあ満足してい

る」の割合 

ネットワーク環境が整っている

と感じる人の割合 
17.7% 50% 

湯沢町総合計画策定に向けての

町民意識調査（Ｒ２）の「無料で使

えるWi-Fi等のネットワーク環境

が整っているか」で、「十分満足し

ている」及び「まあ満足している」

の割合 

経常収支比率 88.3% ８５% 経常収支比率（Ｒ１） 
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用語解説 

アルファベット 

DMO Destination Management Organization の頭文字をとったもの

で、観光地域づくり法人のこと。多様な関係者と協同しながら、明確なコン

セプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するととも

に、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。 

（一社）湯沢町観光協会の観光地域づくり法人（DMO）への移行と各地区

観光協会の再編統合の一連の組織改革を「DMO 設立」と略して標記して

いる。 

DV ドメスティックバイオレンス（domestic violence）の頭文字をとったも

ので、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる

暴力のこと。 

ICT Information and Communication Technologyの略で、情報通信

技術と訳される。 

IoT Internet of Things（モノのインターネット）の略で、自動車、家電、ロボ 

ット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りを

する ことで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付

加価値を生み 出すというコンセプトを表したもの。 

PDCAサイクル PDCA サイクルは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改

善）の頭文字を取ったもので、これらを繰り返すことにより、計画を着実に

進行し、より効果の高い取組を実行するための仕組みのこと。 

SNS Social Networking Service(Site)の略。個人間の交流を支援するサ

ービス（サイト）で、参加者は共通の興味、知人などをもとに様々な交流を

図ることができる。 

Society5.0 狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 

3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、サイバ

ー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシス

テムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会の

こと。 

SOGI 性的指向（sexual orientation）と性自認（gender identity）の頭文

字 をとった略称。 
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あ行 

インフルエンサー 他に影響力のある人やもののこと。特に、SNS を通して発信することによ

りフォロワー等に大きな影響を与える人。 

か行 

経常収支比率 経常的な収入（町税や国の交付金など毎年継続的に収入が見込まれるお

金）に占める経常的な支出（人件費や借金の返済など毎年継続的に支出が

見込まれるお金）の割合 

数値が低いほど、自由に使える財源が多いことを表し、健全な財政であ

ることがわかる。 

さ行 

財政力指数 基準財政収入額（標準的な状態で見込まれる地方税収入）を基準財政需要

額（合理的で妥当な水準の行政を行った場合の必要額）で除した数値。この

数値が 1未満の場合は地方交付税が交付される。 

小 1プロブレム 小学校 1 年生などの教室において、学習に集中できない、教諭の話が聞け

ずに授業が成立しないなどの状態。 

た行 

中１ギャップ 学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へ移行する

段階で、不登校等が増加したりする状況。 

テレワーク ICT を活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。 

は行 

反グローバリズム 経済のグローバリズム化が貧富の差の拡大や環境破壊といった社会問題

を発生させているとする考え方。 

ビッグデータ ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性など

を分析することで新たな価値を生み出す可能性のあるデータ群のこと。 

ボラード 路上に設置して、車の通行・進入を制限する設備。車止め。 

わ行 

ワーケーション Work（仕事）と Vacation(休暇）を合わせた造語で、普段の職場とは異な

る場所で働きながら休暇取得を行うこと。 

 

 


