
佐渡市将来ビジョン 戦略指標　進捗管理

※未定稿

計画策定年度 № 指標 実績に対する評価・今後の対応 関係課

H25 1 主要農産物の販売額 5,826 百万円/年 6213 百万円/年 5495 百万円/年 5,831 百万円/年 6,400 百万円/年

増加傾向であるが天候不良の為

年度により増減有。安定化を検

討する。

農業政策課

H25 2 農業生産法人(農地所有適格法人)及び生産組織数 53 団体(累計) 53 団体(累計) 56 団体(累計) 57 団体(累計) 75 団体(累計)

組織の法人化を検討している集

落等が、年々増加していること

から、関係機関と連携し、組織

設立に向け積極的なサポートを

行う。

農業政策課

H25 3 新規就農者数 14 経営体/年 13 経営体/年 16 経営体/年 14 経営体/年 34 経営体/年

実績としては、例年並みであっ

た。新規就農者確保に向け、就

農イベントへの出展とともにイ

ンターネット等による情報発信

を強化する。

農業政策課

H25 4 認証米取扱店舗数(米穀店) 328 店舗（累計） 328 店舗（累計） 290 店舗（累計） 322 店舗（累計） 380 店舗（累計）
関西以西をターゲットに新規店

舗拡大を進める
農業政策課

H25 5 地産地消の市民理解度 80(26年度） ％ 90 ％ 90 ％ 90 ％ 90 ％

目標を達成することが出来た。

今後は具体的な地産地消の取り

組みが進む施策をすすめる。

農業政策課

H25 6 地産地消プラン取組ホテル軒数（佐渡観光旅館連盟加盟数） 2 軒（累計） 9 ％（累計） 45 ％（累計） 50 ％（累計） 80 ％（累計）
引き続き食と観光の連携を進め

る。
農業政策課

H25 7 朱鷺認証米取組農家数 525 戸（累計） 524 戸（累計） 488 戸（累計） 436 戸（累計） 800 戸（累計）

離農者比率と同様の減少。取組

農家の減少歯止めに向け証要件

等を見直すなど検討する。

農業政策課

H25 8 電気自動車及び太陽光エネルギー補助件数 45 件/年 18 件/年 14 件/年 0 件/年 80 件/年 環境対策課

H25 9 市内総生産 － 億円/年 1,796 億円/年 1,712 億円/年 集計中 億円/年 2,000 億円/年 地域振興課

H25 10 有効求人倍率 0.88 倍/年 0.86 倍/年 0.97 倍/年 6月予定 倍/年 県平均並み 地域振興課

H25 11 若者U・Iターン支援数 102 人/年 64 人/年 不明 人/年 6月予定 人/年 80 人/年 地域振興課

H25 12 佐渡観光旅館連盟加盟旅館延宿泊数 308,191 泊/年 291,106 泊/年 272,286 泊/年 290,656 泊/年 492,000 泊/年

宿泊可能数が減少しており、顧

客ニーズ･動態も多様化しており

旅館連盟宿泊者数でのみKPIと

することはナンセンス

観光振興課

H28実績（参考） H31目標H27実績(参考） H29実績 H30実績



佐渡市将来ビジョン 戦略指標　進捗管理

※未定稿

計画策定年度 № 指標 実績に対する評価・今後の対応 関係課H28実績（参考） H31目標H27実績(参考） H29実績 H30実績

H25 13 リピート率 39 ％/年 42.4 ％/年 34 ％/年 5月予定 ％/年 55 ％/年

指標は新潟県観光地満足度調査

から県平均を取っている。県内

客の多い県内他の自治体の平均

を指標とせずベンチマークを設

定すべきと考える。インバウン

ドが増えている状況ではリピー

ト率は下がる

観光振興課

H25 14 着地型旅行商品利用者数 1,365 人/年 2,988 人/年 3,265 人/年 5,023 人/年 20,000 人/年

DMOとなったことで着地型旅行

商品の概念に変化をさせる必要

あり

観光振興課

H25 15 観光・文化施設満足度 66.4 ％ 63.4 ％ 62.7 ％ 5月予定 ％ 67.0 ％

新潟県観光地満足度調査より県

統計担当から佐渡のみの数値の

提供が必要。リピーターとなる

には”大変満足”の数値しか参考

とならないことから大変満足に

変更したい。

観光振興課

H25 16 観光入込数 54.8 万人/年 50.0 万人/年 48.8 万人/年 49.1 万人/年 70 万人/年
出展方法の変更を検討

島民カード参照など
観光振興課

H25 17 観光客一人当たり平均宿泊日数 1.60 泊 1.82 泊 － 泊 1.73 泊 1.61 泊

観光アンケート調査が終了した

ことにより調査方法を変更する

予定

観光圏アンケートから推計値を

H30実績値とした

観光振興課

H25 18 修学旅行人数 15,727 人/年 14,313 人/年 12,462 人/年 11,588 人/年 19,000 人/年

学校数や生徒数が減少する中で

指標に設定する意味が薄いと考

える

観光振興課

H25 19 外国人観光客数 未公表 人/年 未公表 人/年 未公表 人/年 9077 人/年 5,000 人/年

H30は未公表の数値。泊数で統

一すべきor人数に拘るならク

ルーズ船など日帰りもカウント

するべき

観光振興課

H25 20 合宿誘致延泊数 5,069 泊/年 3227 泊/年 3091 泊/年 - 泊/年 7,000 泊/年

補助対象のみカウントしている

が実態とは乖離が生じている。

再検討する。

観光振興課

H25 21 移住者数 19 組/年 70 組/年 70 組/年 58 組/年 15 組/年

UIターンサポートセンター（移

住者の住い、しごと、暮らしの

相談）の周知よりに移住につな

がっている。移住後の不安解消

に向けたサポートにより定住を

促進していく。

地域振興課



佐渡市将来ビジョン 戦略指標　進捗管理

※未定稿

計画策定年度 № 指標 実績に対する評価・今後の対応 関係課H28実績（参考） H31目標H27実績(参考） H29実績 H30実績

H25 22 新規空き家情報登録件数 37 件/年 31 件/年 34 件/年 68 件/年 25 件/年

空き家登録により活用できるよ

う所有者に案内を進めたことに

より登録件数は増加した。多く

の物件情報を掲載することがで

きるよう空き家バンクの周知と

案内に取組む。

地域振興課

H25 23 佐渡・新潟航空路利用者数 0 人/年 0 人/年 0 人/年 0 人/年 10,000 人/年

路線休止が5年を経過し再開の見

通しが立っていない。新潟県と

連携し早期再開に向け、参入の

可能性のある航空会社との交渉

を積極的に進める。

交通政策課

H25 24 航路利用者数 1,557,189 人/年 1,505,836 人/年 1,472,144 人/年 1,490,654 人/年 2,000,000 人/年

前年を上回る実績であるが、目

標達成に向けて、他施策との調

整を図っていく。

交通政策課

H25 25 路線バス利用者数 559,552 人/年 514,437 人/年 483,342 人/年 478,554 人/年 720,000 人/年

利用者は減少傾向にあるが、公

共交通網を維持するための方策

を事業者等と検討していく。

交通政策課

H25 26 道路改良率 48.3 ％（累計） 48.4 ％（累計） 48.4 ％（累計） 9月予定 ％（累計） 49 ％（累計） 建設課

H25 27 普通救命講習修了者 579 人/年 493 人/年 415 人/年 408 人/年 700 人/年 消防本部

H25 28 自主防災組織の組織率 89.4 ％（累計） 89.8 ％（累計） 89.6 ％（累計） 89.9 ％（累計） 100 ％（累計）

組織率はほぼ横ばいとなってい

るが、概ね事業の目的は達成し

た。

防災管財課

H25 29 道路ストック総点検実施率 94 ％（累計） 94 ％（累計） 94 ％（累計） 94 ％（累計） 100 ％（累計） 建設課

H25 30 ケアカフェ設置数(ものわすれ相談会併設) 7 か所（累計） 7 か所（累計） 6 か所（累計） 6 か所（累計） 10 か所（累計） 高齢福祉課

H25 31 市民後見人数 5 人（累計） 13 人（累計） 32 人（累計） 45 人（累計） 15 人（累計）
養成講座実施により、登録者の

増となった。
高齢福祉課

H25 32 元気な地域づくり活動支援件数 102 件/年 97 件/年 87 件/年 64 件/年 50 件/年 地域振興課

H25 33 市制度奨学生数 63 人/年 61 人/年 68 人/年 153 人/年 71 人/年

平成30年度の制度改正により貸与
対象者が急増した。教育の機会均
等、人材育成に寄与する制度とし
て検証を継続する必要がある。

学校教育課

H25 34 合計特殊出生率 未公表 /年 1.75 /年 1.87 /年 未定 /年 2.08 /年 市民生活課

H25 35 平均月額保育料順位(低額順、県内20市内) 1 位/年度 1 位/年度 2 位/年度 2 位/年度 1 位/年度

子育て世帯の経済的負担軽減が

図られている。今後も令和元年

10月から始まる国の幼児無償化

制度と合わせ、保護者の負担軽

減を図る。

子ども若者課



佐渡市将来ビジョン 戦略指標　進捗管理

※未定稿

計画策定年度 № 指標 実績に対する評価・今後の対応 関係課H28実績（参考） H31目標H27実績(参考） H29実績 H30実績

H25 36 誘致専門学校島内出身入学者数 23 人/年 16 人/年 16 人/年 16 人/年 40 人/年 地域振興課

H29 37 主要農産物の販売額 5,826 百万円/年 6,213 百万円/年 5,495 百万円/年 5,831 百万円/年 6,400 百万円/年

増加傾向であるが天候不良の為

年度により増減有。安定化を検

討する。

農業政策課

H29 38 農地所有適格法人及び生産組織数 53 団体(累計) 53 団体(累計) 56 団体(累計) 57 団体(累計) 75 団体(累計)

組織の法人化を検討している集

落等が、年々増加していること

から、関係機関と連携し、組織

設立に向け積極的なサポートを

行う。

農業政策課

H29 39 新規就農者数 14 経営体/年 13 経営体/年 16 経営体/年 14 経営体/年 34 経営体/年

実績としては、例年並みであっ

た。新規就農者確保に向け、就

農イベントへの出展とともにイ

ンターネット等による情報発信

を強化する。

農業政策課

H29 40 認証米取扱店舗数(米穀店） 252 店舗（累計） 328 店舗（累計） 290 店舗（累計） 322 店舗（累計） 380 店舗（累計）
関西以西をターゲットに新規店

舗拡大を進める
農業政策課

H29 41 電気自動車及び太陽光エネルギー補助件数 45 件/年 18 件/年 14 件/年 0 件/年 80 件/年

予算の削減及び社会情勢の変化

に伴い、H30実績は0件と厳しい

状況である。国の法改正に伴

い、H31からは補助内容を蓄電

への支援に変更。

環境対策課

H29 42 起業・規模拡大を含めた第二創業及び企業誘致した数 15 件(累計) 23 件(累計) 39 件(累計) 61 件(累計) 50 件(累計)

地域社会維持推進交付金を活用

し、新規起業、第二創業、起業

誘致等の目標を達成できた。今

年度も交付金を活用して実績を

伸ばしていきたい。

地域振興課

H29 43 農商工連携又は６次産業化を行う企業・団体数 1 件（累計） 未調査 件（累計） 1 件（累計） 2 件（累計） 5 件（累計）

地域社会維持推進交付金が少な

く実績が伸びなかった。今年度

は交付金を活用し、目標を達成

していきたい

地域振興課／農業政策課

H29 44 市内総生産 － 億円/年 1,796 億円/年 1,712 億円/年 1,726 億円/年 2,000 億円/年 地域振興課

H29 46 地産地消の市民理解度

－

％ 90 ％ 90 ％ 90 ％ 90 ％

目標を達成することが出来た。

今後は具体的な地産地消の取り

組みが進む施策をすすめる。

農業政策課

H29 47 地産地消プラン取組ホテル軒数（佐渡観光旅館連盟
加盟数） 2 軒（累計） 9 ％（累計） 45 ％（累計） 50 ％（累計） 80 ％（累計）
引き続き食と観光の連携を進め

る。
農業政策課



佐渡市将来ビジョン 戦略指標　進捗管理

※未定稿

計画策定年度 № 指標 実績に対する評価・今後の対応 関係課H28実績（参考） H31目標H27実績(参考） H29実績 H30実績

H29 48 新エネ導入量（原油換算） 1,595 KL 1,964 KL 2,282 KL 2,186 KL 2,500 KL

実績は近年横ばいの状況となっ

ている。今後は市内の地域事情

や県との連携を踏まえ、当市に

合致した再生可能エネルギー導

入の調査研究を進めていく。

環境対策課

H29 49 リピート率 39 ％/年 42.4 ％/年 34 ％/年 5月予定 ％/年 55 ％/年

指標は観光地満足度調査による

県平均。見直しが必要と考え

る。実績数値は観光圏アンケー

トによる。今後統一

観光振興課

H29 50 観光客一人当たり消費額 50,618 円 56,287 円 47,799 円 51,610 円 55,000 円
観光圏事業の宿泊者の消費平均

額合計
観光振興課

H29 51 佐渡観光旅館連盟加入旅館延宿泊数 308,191 人泊/年 291,106 人泊/年 272,286 人泊/年 290,656 人泊/年 492,000 人泊/年

宿泊可能数が減少しており、顧

客ニーズ･動態も多様化しており

旅館連盟宿泊者数でのみKPIと

することはナンセンス

観光振興課

H29 52 外国人宿泊数 5,514 人泊/年 5,906 人泊/年 18,000 人泊/年 20,000 人泊/年 14,300 人泊/年 6月頃発表か。見込み 観光振興課

H29 53 満足度（大変満足の値） 19.7 ％ 18.5 ％ 17.0 ％ 24.1 ％ 25.0 ％
ときめき佐渡・新潟観光圏事業

のアンケートによる
観光振興課

H29 54 佐渡・新潟航空路利用者数 － 人/年 0 人/年 0 人/年 0 人/年 10,000 人/年

路線休止が5年を経過し再開の見

通しが立っていない。新潟県と

連携し早期再開に向け、参入の

可能性のある航空会社との交渉

を積極的に進める。

交通政策課

H29 55 航路利用者数 1,557,189 人/年 1,505,836 人/年 1,472,144 人/年 1,490,654 人/年 2,000,000 人/年

前年を上回る実績であるが、目

標達成に向けて、他施策との調

整を図っていく。

交通政策課

H29 56 路線バス利用者数 559,552 人/年 514,437 人/年 483,342 人/年 478,554 人/年 720,000 人/年

利用者は減少傾向にあるが、公

共交通網を維持するための方策

を事業者等と検討していく。

交通政策課

H29 57 道路改良率 48.3 ％（累計） 48.4 ％（累計） 48.4 ％（累計） 9月予定 ％（累計） 49 ％（累計） 建設課



佐渡市将来ビジョン 戦略指標　進捗管理

※未定稿

計画策定年度 № 指標 実績に対する評価・今後の対応 関係課H28実績（参考） H31目標H27実績(参考） H29実績 H30実績

H29 58 出生数 382 人/年 330 人/年 284 人/年 260 人/年 440 人/年

出生数は減少の一途である。生

産人口も減り、婚姻数も減少し

ており、今後も出生数増は見込

めない。

子育て環境の整備や保護者負担

の軽減など様々な施策に取り組

んでいるが、出生数の増加には

つながっていない。

雇用創出による生産人口の流出

を抑え、移住対策による流入を

増やすとともに、結婚対策に取

り組まなければ目標達成は困難

である。

そのため、子ども若者課だけで

はなく、企画課、地域振興課、

市民生活課、学校教育課等の関

係課や関係機関と連携を図り、

生活しやすい環境を整え、生産

人口を増やし、若者の出会いか

ら、妊娠出産、子育て支援と一

体的に取り組む。

子ども若者課

H29 59 介護保険ボランティアポイント制度登録者数 273 人 287 人 262 人 245 人 350 人 高齢福祉課

H29 60 しまびと元気応援団自主活動グループ数 35 団体 35 団体 26 団体 31 団体 50 団体

前年に比べｸﾞﾙｰﾌﾟ数が増加、延

べ

参加者数は32､643人。各ｸﾞﾙｰﾌﾟ

の

自主活動の他、しまびと元気ま

つりを市民協働で実施した。

H31年度は、地区出前講座等

で、市民協働の

健康づくりや新規ｸﾞﾙｰﾌﾟの立ち

上げに向け支援を行いたい。

市民生活課

H29 61 福祉従事者等資格取得助成者数 59 人/年平均 40 人/年平均 25 人/年平均 37 人/年平均 70 人/年平均

市内で講座を実施することによ

り資格取得者の増加につなが

る。市外事業者との連携。

高齢福祉課

H29 62 モデル地区数 － 地区 － 地区 ー 地区 ー 地区 2 地区 高齢福祉課

H29 63 若者定住支援数 24 人/年 33 人/年 62 人/年 56 人/年 80 人/年

UIターンサポートセンター（移

住者の住い、しごと、暮らしの

相談）の周知よりに移住につな

がっている。若者向けの補助制

度など情報発信をしていく。

地域振興課
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H29 64 新規空き家情報登録件数 37 件/年 31 件/年 34 件/年 68 件/年 40 件/年

空き家登録により活用できるよ

う所有者に案内を進めたことに

より登録件数は増加した。多く

の物件情報を掲載することがで

きるよう空き家バンクの周知と

案内に取組む。

地域振興課

H29 65 地域づくり活動件数 109 件/年 97 件/年 87 件/年 64 件/年 163 件/年 地域振興課

H29 66 生態系の保全に配慮した法面保護工の推進（外来植物種の抑制） 3 %/道路改良箇所 3 %/道路改良箇所 0 %/道路改良箇所 0 %/道路改良箇所 10 %/道路改良箇所 建設課

H29 67 中学生の職場体験日数 2.4 日/年 2.3 日/年 2.4 日/年 2.5 日/年 5 日/年

　実際に職場に出向いての体験日
は2.5日であるが、佐渡市が取り組
んでいる課題解決型職場体験で
は、事前・事後学習や生き方・働き
方トーク等があり、それらの内容を
加えると、各校平均２５時間取り組
んでいる。今後は、その時間も加
えて目標値を設定する。

学校教育課

H29 68 中小起業人材向上支援事業補助金を活用して資格等を取得した事業所数 42 社/年 39 社/年 50 社/年 65 社/年 60 社/年 地域振興課

H29 69 ハッピーパートナー企業登録企業数 24 団体（累計） 26 団体（累計） 28 団体（累計） 28 団体（累計） 30 団体（累計） 企画課

H29 70 普通救命講習修了者 579 人/年 493 人/年 415 人/年 408 人/年 700 人/年

　広報活動に力を入れている

が、受講者数が年々減少してい

る。小児コースを増やしたり、

学校の授業に取り入れられるよ

う、教育委員会や子ども若者課

など市関係部署と連携し、受講

者数増加につなげていきたい。

消防本部

H29 71 自主防災組織の組織率 89.4 ％（累計） 89.8 ％（累計） 89.6 ％（累計） 89.9 ％（累計） 100 ％（累計）

組織率はほぼ横ばいとなってい

るが、概ね事業の目的は達成し

た。。

防災管財課

H29 72 道路ストック総点検実施率 94 ％（累計） 94 ％（累計） 94 ％（累計） 94 ％（累計） 100 ％（累計） 建設課


