
様式２－１

Ｈ28 ～ Ｈ32

73.00% （H32） 66.40% （H22）

150社 （H32） 22社 （H27）

（　　　）

100社 （H29） 2社 （H27）

90社 （H29） 22社 （H27）

（　　　）

13市町 （H30年4月1日） 6市町 （H28年4月1日）

（　　　）

平成２８年３月　　（ 策定済 ・ 策定予定 ）※どちらかにマルをつけてください。 計画期間（予定）

目標値（時点）

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：滋賀県　　　　　　　　　　　　　　

１．事業名 しがの女性活躍☆未来への架け橋応援プロジェクト

２．実施期間 平成29年4月1日　～　平成30年3月31日

４．地域の実情と課題

　全国的に人口減少が進む中、本県においても平成25年をピークに人口減少局面に移行し、生産年齢人口は2040年までに約２
割減少するなど、経済力の低下、社会保障の担い手不足などが懸念されており、今後ますます女性の活躍が期待されている。（資
料１）
　本県の女性の活躍を取り巻く状況としては、①女性の労働力率のＭ字カーブの谷が深い一方、職に就いていない女性の多くが
就労を希望、②企業等における女性管理職割合が低い、③女性起業家が少ないなど、働く場における女性の活躍が全国に比し
て進んでいないことがあげられる。
　
　　①女性の労働力のM字の左頂点と谷底の差　11.9ポイント（全国39位）
　　　　一方で、25～44 歳の女性の無業者の約 6 割（約 3 万 5 千人）が就労を希望
　　②管理職に占める女性の割合　11.7％（全国43位）
　　③起業者に占める女性の割合　 9.3％（全国40位）

　このような状況のなか、、本県では、平成23年に「滋賀マザーズジョブステーション」を開設し、出産や子育て等による離職後再就
職を希望する女性等を対象に、仕事と子育ての両立に向けたアドバイスや一託児の実施、就労相談、求職情報の提供や職業紹
介など就労支援をワンストップで行うことにより女性の再チャレンジを総合的に支援してきたところである。

　また、平成26年度からは、進路選択や出産・子育て、再就労、起業、キャリア・アップなどの様々なライフステージにおいて、女性
がいきいきと働き、暮らすことができるよう、切れ目のない、きめ細かな支援を行う「CARAT（カラット）滋賀・女性・元気プロジェクト」を
スタートさせ、部局横断的に取り組みを進めているところである。

5．事業の趣旨・目的

　「しがの女性活躍☆未来への架け橋応援プロジェクト」では、本県がこれまで実施してきた「CARAT滋賀・女性・元気プロジェクト」
から見えてきた新たな課題や重点的に取り組むべき課題に焦点をあて、女性の労働力率のＭ字カーブの解消と就業率の向上、継
続就労や管理職登用の促進に向けた取組を強化するものである。
　また、女性活躍推進法に基づく協議会との連携によるフォーラムの開催などを通じて、女性活躍の社会的な気運醸成を図る。ま
た、柔軟な働き方である在宅ワークの普及を通じて、女性の就業を後押しする。
　併せて、企業の経営者・管理職を対象としたイクボス養成による働き方の見直しや、男性の家事・育児参画等を通じて仕事と生活
の両立を支援し、働く場における女性の希望が実現するとともに、埋もれている女性の能力が発揮され、本県の地域・経済が活性
化するという好循環を生み出していくことを目的とする。

３．女性活躍推進法に基づく
　　推進計画策定時期
　　 （策定予定時期）

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
（※女性活躍推進法に基づく
推進計画や男女共同参画計
画などの数値目標を活用しつ
つ、客観的な数値等による事
業目標・ＫＰＩを設定してくださ
い。）⇒要件②「見える化」
（※複数の目標・ＫＰＩを設定
する場合は、適宜、行を追加
してください。）

現状値（時点）

①平成32年度まで（第4次男女共同参画基本計
画期間中）の中長期目標

目標・ＫＰＩ

女性の就業率（25～44歳）(アウトカ
ム)

（※具体的なＫＰＩを記載してくださ
い。）
（※末尾にアウトカム又はアウトプッ
トの別を（　）書きで記載してくださ
い。）

②平成32年度まで（第4次男女共同参画基本計
画期間中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※ＫＰＩ
は目標達成への事業進捗の測定指標）

〃
女性活躍推進認証企業数（アウト
カム）

⑤市町村の取組状況に関する目標
女性活躍推進法に規定される推進
計画を策定している市町数（アウト
カム）

③事業目標（全体）

④事業ＫＰＩ（全体）

⑥市町村の取組状況に関するＫＰＩ

③事業目標（全体）
女性活躍推進認証企業数（アウト
カム）

イクボス宣言企業登録数（アウトカ
ム）

（※具体的なＫＰＩを記載してくださ
い。）
（※末尾にアウトカム又はアウトプッ
トの別を（　）書きで記載してくださ
い。）

（※具体的なＫＰＩを記載してくださ
い。）
（※末尾にアウトカム又はアウトプッ
トの別を（　）書きで記載してくださ
い。）



２．仕事と生活の両立支援

○

○

○

○

○

○

設置の有無 有
設置（公表）時
期 H28.11

※連携体制
が、法に基づく
協議会の場合
「○」を選択

○

○学識経験者

各事業実施に際し、各団体の会員等への周知、広報について連携して行い、県内企業等への女性の活躍推
進の気運醸成を図る。

県内市町の広報媒体等により、各事業の周知・広報について連携して行い、県内の女性の活躍推進の気運
醸成を図る。

滋賀県市長会／滋賀県町村会／滋賀労働局／滋賀県
○行政

滋賀子育てネットワーク／有限会社でじまむワーカーズ／特定非営利活動法人しみんふくし滋賀／生活
協同組合コープしが

○地域

滋賀県商工会議所連合会／滋賀県商工会連合会／滋賀県中小企業団体中央会／滋賀経済同友会／
一般社団法人滋賀経済産業協会／公益社団法人びわこビジターズビューロー／
日本労働組合総連合会滋賀県連合会／滋賀県社会保険労務士会

○経済・労働分野

滋賀大学経済学部教授 荒井壽夫
滋賀大学経済学部教授 山田和代

構成団体

11．女性活躍推進法に基づく
国の「女性活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用
に関する取組指針」に準じた
公共調達における取組

① 実施済　　② 平成　　年　　月から実施予定　　③ 検討中　　④ 実施予定なし
※ いずれかにマルをつけてください。

○滋賀県女性活躍推進企業認証制度
・滋賀県の行う公共調達での優遇

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」

連携体制の名称
仕事と生活の調和・女性活躍推進会
議しが

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

各構成団体の
主な連携内容

他の地方公共団体
との連携

７．事業内容

１．雇用・就業形態の多様化に向けた支援
①女性の多様な働き方普及事業

育児や介護、地理的条件などの理由により、外で働くことが困難な女性に対し、柔軟な働き方が可能な在宅ワークに関する
支援（在宅ワーク入門セミナー、スタートアップセミナー）を行う。さらに、在宅ワーカーが仕事を受注する機会を設けるため、
企業とのマッチング交流会を開催する。

企業等において女性が活躍すること、またイクボスの増加が企業価値を高める観点から経営戦略として大切であるという理解
促進のための、経営者向けセミナー、および「イクボス」を増やすための実践的な管理職向けセミナーを一体的に開催する。

②イクボスと女性活躍で目指す経営力・管理力向上プロジェクト

①滋賀のパパママパートナーシップ応援プロジェクト
男性の家庭進出を進めるため、子育てに興味を持つ男性、およびこれから共に歩んでいこうとする共働きの夫婦等を対象とし
たパートナーシップ醸成、家事・育児スキル向上のための講座を開催する。

３．女性活躍に向けた社会的意識の向上
①多様性実感事業

女性が輝く社会を実現する取組の一環としての基調講演および、働く場や地域で活動する女性を発掘し発表する場を与える
プレゼンテーションイベント（カラットさんコンテスト）を実施し、女性活躍の社会的気運の醸成を図るためのフォーラムを開催
する。

また、企業等において女性の職域が拡大するよう理系女子高校生による大学・企業の取材をもとに、動画およびリーフレット
（電子媒体）を作成し、女子中学生に対し特に志望が少ない分野の学科・職業について紹介を行うことにより、多様な進路を
考えてもらうきっかけとする。

中長期的には、就業構造基本調査（女性有業率）、社会生活基本調査（生活時間に占める男性の家事・育児時間）、国勢調査
（女性管理職割合）、県内事業所労働条件等実態調査（企業の取組姿勢、取組状況、育児休業取得率など）等により実態と推
移を把握し、課題整理を行う。

上記でまとめた評価や課題を連携団体と共有し、今後の効果的な展開について課題を整理する。

事業目標に掲げた項目の達成状況に関して、単年度の成果については事業参加者へのアンケートやヒアリング等を通じて把握
し、評価や課題の洗い出しを行う。

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

女性のライフステージに応じた総合的な支援が充実し、子育てしながら働き続ける女性が増え、女性の働く場への参画が進む。

女性が管理職として能力を発揮し、優秀な人材の確保や新たな視点での企画提案など、企業経営にプラスの効果をもたらし、
地域・経済の活性化につながる。
女性の活躍を応援する身近なキーパーソンが増え、企業経営者の理解が進むことで自主的な取組が広がり、女性活躍推進の
風土が醸成される。

８．事業の実施により
　　期待される効果

「しがの女性活躍☆未来への架け橋応援プロジェクト」により、



様式２－１－３

240人 （H29年度末） － （　－　）

5社 （H29年度末） － （　－　）

（　　　　　）

５．個別事業の事業内容

　本県は女性の労働力率のM字カーブの谷が深い一方、職に就いていない女性の多くが就労を希望し
ている。育児や介護、地理的条件などの理由により、外で働くことが困難な女性に対し、柔軟な働き方が
可能な在宅ワークに関する支援（在宅ワーク入門セミナー、スタートアップセミナー）を行う。さらに、在宅
ワーカーが仕事を受注する機会を設けるため、企業とのマッチング交流会を開催する。

・女性活躍推進法に基づく協議会（仕事と生活の調和・女性活躍推進会議しが）の後
援による事業の実施。
　事業実施にあたり、構成団体の各会員等に向けての広報協力を依頼し、周知、参
加促進を図る。

・セミナー開催市町との共催とし、県内へ広く在宅ワークという新らしい働き方の普及
を図る。
・各市町の女性活躍推進担当課（男女共同参画担当課、商工労働担当課）に、各種
広報媒体におけて広報連携し、周知、参加促進を図る。
また、県事業を広く周知することで、県内の女性活躍の気運醸成を図る。

・経済団体、関係
団体など官民連携
の考え方及び具体
的な連携主体・連
携方法⇒要件③
「官民連携」

・連携地方公共団
体及び具体的な
連携方法⇒要件
③「地域連携」

　在宅ワークでの発注を検討している企業に対して在宅ワーカー活用の説明・相談を行うとともに、在
宅ワーク希望者に対し、就業までの流れなどの説明を行う。後半では、企業から在宅ワーカーへ企業
概要や発注予定業務についての説明をし、その後個別に企業とワーカーの受発注商談会を行う。
　・定員（企業20社、在宅ワーカー30人、マッチング交流会参加企業5社

（3）企業向け・ワーカー向けセミナー＆ミニマッチング交流会

　在宅ワークを始めたい方に対し、在宅ワークの実務トレーニングを行うためのセミナーを実施。在宅
ワークを始めるための準備と、実際に仕事を発注して実施するまでを経験するし、在宅ワークに必要
なスキルの習得を図る。
　・定員40人　（３回の集合研修と２か月の在宅トレーニング（チューターサポート））

（2）スタートアップセミナー

　在宅ワークに関心のある方に対し、在宅ワークについての基礎的な知識（在宅ワークの種類、必要
なスキル、在宅で仕事を始めるためのノウハウや注意点、先輩ワーカーの事例等）を学ぶためのセミ
ナーを実施する。
　・定員50人/回　県内３地域で各1回開催
　【開催地域については、企業（再就職先）の少ない地域を選定する。】

（1）入門セミナー

３．事業費 6,719,000円

４．個別事業の事業目標
（※客観的なデータ等に基
づき、事業目標・ＫＰＩを設定
してください。）⇒要件②「見
える化」
（※過去に関連する事業を
実施している場合は、過去
に設定した目標・ＫＰＩを踏ま
えた目標・ＫＰＩを設定してく
ださい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

セミナー参加者のべ人数
（入門セミナー3地域、ス
タートアップセミナー、企業
向け在宅ワーカー向けセミ
ナー）
（アウトプット）

（※具体的なＫＰＩを記載し
てください。）
（※末尾にアウトカム又はア
ウトプットの別を（　）書きで
記載してください。）

ミニマッチング交流会参加
企業
（アウトプット）

（１）事業目標

（２）事業ＫＰＩ

２．実施期間 平成29年4月1日　～　平成30年3月31日

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：滋賀県　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 女性の多様な働き方普及事業

１－①



・CARAT滋賀・女性・元気プロジェクトの各事業において、広報・啓発で連携して実
施する。
　特に、再就労支援を行っているマザーズジョブステーションでは、相談事例に応じ
て在宅ワークの紹介をすることで普及啓発を行う。働きに出ることができる女性に対し
ては、「マザーズジョブステーション」で再就業支援をしつつ、地理的条件や家庭の
事情等で働きに出ることが困難な女性に対しては、在宅ワークという新しい働き方を
提示することにより、県内全域による女性の労働力率のM字カーブの改善につなげ
る。
・また、対象層で重なりのある滋賀のパパママパートナーシップ応援プロジェクト（事
業2-①）においては、相互に広報で連携し、周知、参加促進を図る。

・交付金事業間連
携、他施策との連
携⇒要件④「政策
連携」



様式２－１－３

350人 （H29年度末） － （　－　）

（　　　　　）

【 対 象 者 】
【 開 催 回 数 】
【 内 容 】

（２）事業ＫＰＩ

・経済団体、関係
団体など官民連携
の考え方及び具体
的な連携主体・連
携方法⇒要件③
「官民連携」

・連携地方公共団
体及び具体的な
連携方法⇒要件
③「地域連携」

・交付金事業間連
携、他施策との連
携⇒要件④「政策
連携」

企業の経営者、管理職、人事担当者　等
経営者編×１回、入門編×１回、管理職編×３回、研究会×２回
講義、事例共有、意見交換　等

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：滋賀県　　　　　　　　　　

１．個別事業名 イクボスと女性活躍で目指す経営力・管理力向上プロジェクト

２．実施期間 平成29年4月1日　～　平成30年3月31日

事業番号 １－②

３．事業費 1,218,000円

５．個別事業の事業内容

　女性の労働力率のM字カーブの谷が深いこと、また、企業等における女性管理職割合が低いことことか
ら、女性の継続就労や管理職登用を促進し、企業における女性の活躍を推進する必要がある。
　そのためには、経営者や管理職の意識改革を進め、長時間労働を前提とした働き方の見直し、ワークラ
イブバランスの推進していくことが求められる。
　そこで、企業等において女性が活躍すること、またイクボスの増加が企業価値を高める観点から経営戦
略として大切であるという理解促進のための、経営者向けセミナー、および「イクボス」を増やすための実
践的な管理職向けセミナーを一体的に開催する。また、各回終了後には実施概要を県ホームページに
掲載し、広く県民を対象とした普及啓発を行うとともに、イクボスや女性活躍推進にとりくむ先進企業を中
心とするネットワークの形成を図り、さらなる取り組みに向けた研究会を実施する。これらにより、実践およ
び意識改革の両面から、取り組みの進展度に関わりなく県全体の女性活躍およびイクボスの取組のレベ
ルアップに努める。

・女性活躍推進法に基づく協議会（仕事と生活の調和・女性活躍推進会議しが）の後
援による事業の実施。
　事業実施にあたり、構成団体の各会員等に向けての広報協力を依頼し、周知、参
加促進を図る。

・県内市町主催（草津市、守山市、湖南市、甲賀市）の、イクボス・働き方改革関連事
業と連携し広報啓発し、県全体へのイクボスの普及を行う。また、研究会への参加を
促し、地域企業に実情に合わせた政策形成を行うよう県・市で協力する。
・各市町の女性活躍推進担当課（男女共同参画担当課、商工労働担当課）に、各種
広報媒体におけて広報連携し、周知、参加促進を図る。
また、県事業を広く周知することで、県内の女性活躍の気運醸成を図る。

・滋賀県イクボス宣言企業登録制度の登録企業に対する当該事業の周知により、参
加促進を図る。
また、セミナー参加企業に対し、当該イクボス宣言企業登録制度の広報、啓発をし、
利用促進する。
・CARAT滋賀・女性・元気プロジェクトの各事業において、広報・啓発で連携して実
施する。

４．個別事業の事業目標
（※客観的なデータ等に基
づき、事業目標・ＫＰＩを設定
してください。）⇒要件②「見
える化」
（※過去に関連する事業を
実施している場合は、過去
に設定した目標・ＫＰＩを踏ま
えた目標・ＫＰＩを設定してく
ださい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

セミナー参加者のべ人数
（7回分計）
（経営者編、入門編、管理
職編（3回）、研究会（2回））
（アウトプット）

（※具体的なＫＰＩを記載し
てください。）
（※末尾にアウトカム又はア
ウトプットの別を（　）書きで
記載してください。）

（１）事業目標



様式２－１－３

120人 （H29年度末） － （　－　）

（　　　　　）

【 対 象 者 】
【 開 催 回 数 】
【 内 容 】

５．個別事業の事業内容

　働く場における女性の活躍の阻害要因のひとつに男性の家事や子育て等の分担比率の低さがある。
家庭における固定的な性別役割分担意識の解消とあわせて、男性の家事・育児スキルの向上を図りなが
ら、家庭において夫婦がお互いを尊重し、協力し合うというパートナーシップの醸成を目指す講座の開催
を行ってきたところである。
　これまでの取り組みを通じ、参加者の中には職場や地域に戻った際に、周囲から男性の家事・育児参
画に対し理解を得られず、孤立しているケースが散見され、今後は、男性が継続して家事・育児参画を
行っていくためには、悩み等を相談しお互いにプライベートな事柄を話し合える「パパ友」のような地域的
なつながりが重要であると考えられる。
　そこで、これまで県内各地で開催していた当講座を1か所（県立男女共同参画センター）で集中的・連
続的に開催することにより、家事・育児のスキルやパートナーシップの醸成に加え、「仲間が集える場所づ
くり」といった場を中心としたネットワーク形成支援を行っていく。今後は、このネットワークの拡大・深化を
通じて、ロールモデルの事例収集や啓発効果の拡大も図っていく。

・女性活躍推進法に基づく協議会（仕事と生活の調和・女性活躍推進会議しが）の後
援による事業の実施。
　事業実施にあたり、構成団体の各会員等に向けての広報協力を依頼し、周知、参
加促進を図る。

・各市町の女性活躍推進担当課（男女共同参画担当課、商工労働担当課）に、各種
広報媒体におけて広報連携し、周知、参加促進を図る。
また、県内市町の子育て支援担当課に広報協力してもらうことにより、県内の対象層
へのより一層の周知を図る。

・CARAT滋賀・女性・元気プロジェクトの各事業において、広報・啓発で連携して実
施する。
・また、対象層で重なりのある女性の多様な働き方普及事業（1-①事業）において
は、相互に広報で連携し、周知、参加促進を図る。

・経済団体、関係
団体など官民連携
の考え方及び具体
的な連携主体・連
携方法⇒要件③
「官民連携」

・連携地方公共団
体及び具体的な
連携方法⇒要件
③「地域連携」

・交付金事業間連
携、他施策との連
携⇒要件④「政策
連携」

県内在住の夫婦、子育てに関心がある男性　等
全３回連続講座　×　２回
講義、ワークショップ、グループディスカッション　等

３．事業費 876,000円

４．個別事業の事業目標
（※客観的なデータ等に基
づき、事業目標・ＫＰＩを設定
してください。）⇒要件②「見
える化」
（※過去に関連する事業を
実施している場合は、過去
に設定した目標・ＫＰＩを踏ま
えた目標・ＫＰＩを設定してく
ださい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

セミナー参加者のべ人数
（3回連続講座×2クール）
（アウトプット）

（※具体的なＫＰＩを記載し
てください。）
（※末尾にアウトカム又はア
ウトプットの別を（　）書きで
記載してください。）

（１）事業目標

（２）事業ＫＰＩ

２．実施期間 平成29年4月1日　～　平成30年3月31日

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：滋賀県　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 滋賀のパパママパートナーシップ応援プロジェクト

２－①



様式２－１－３

150人 （H29年度末） － （　－　）

30人 （H29年度末） － （　－　）

（　　　　　）

５．個別事業の事業内容

　「あらゆる分野における女性の活躍」をテーマに、様々な分野における女性の活躍の可能性を提示し、
これからの時代に求められる新しい生き方、働き方を具現化していくための応援フォーラムを開催する。
　企業等において女性の活躍を推進するよう、理系女子高校生による大学・企業の取材をもとに、動画お
よびリーフレット（電子媒体）を作成し、女性中学生に対し特に志望が少ない分野の学科・職業について
紹介を行うことにより、多様な進路を考えてもらうきっかけとする。

・女性活躍推進法に基づく協議会（仕事と生活の調和・女性活躍推進会議しが）主
催事業として実施。（県との共催）
共催で開催することにより、構成団体の各会員および、各種主催事業において、広
報、啓発が期待できる。
・ロールモデル（理系の大学や県内企業、研究所などで活躍する女性）訪問につい
ては、経済団体、地域団体（（一社）環びわ湖大学・地域コンソーシアム）と連携し調
整を図る。

・各市町の女性活躍推進担当課（男女共同参画担当課、商工労働担当課）に、各種
広報媒体におけて広報協力を依頼し、周知、参加促進を図る。
また、県事業を広く周知することで、県内の女性活躍の気運醸成を図る。
・各市町の中学校に対し、教材の活用について呼びかけ、利用促進を図る。

・CARAT滋賀・女性・元気プロジェクトの各事業において、広報・啓発で連携して実
施する。

　女性の活躍に繋がる取組や新しい働き方のアイデアを表彰する「カラットさんコンテスト」の提案募集
を行い、事前審査を通過した１０名（予定）のファイナリストの方々に、フォーラムにご登壇いただき、自
身の取組やアイデアを発表していただき、取組を広く知っていただく機会を提供する。
　審査員による審査により、最優秀提案には「カラットさん」として、事業化への支援や県の広報誌等に
おいて取り組みの紹介を行う。また、フォーラムの当日、参加者による一般審査を行い、オーディエン
ス賞等を設け、登壇者、参加者と一体となったフォーラムとし、女性活躍を盛り上げていく。

（２）カラットさんコンテスト

　働く場、地域活動等への女性の参画をはじめ、女性が多様な生き方や働き方を選択し、持てる力を
存分に発揮できる社会の実現に向けた社会的気運の醸成を図るため講演会を開催。

（1）しがの輝く女性応援フォーラム

（３）女子中学生の多様な進路選択支援
　女子中学生に対し、特に志望が少ない分野（理系等）の学科・職業について紹介を行うことによる多
様な進路を考えてもらうきっかけとするため、女子中学生にとって身近な先輩である理系女子高生に
よる大学・企業の取材をもとに、動画およびリーフレット（電子媒体）を作成する。また、広報効果を高
めるため、フォーラムの際に完成発表を行う。

・経済団体、関係
団体など官民連携
の考え方及び具体
的な連携主体・連
携方法⇒要件③
「官民連携」

・連携地方公共団
体及び具体的な
連携方法⇒要件
③「地域連携」

・交付金事業間連
携、他施策との連
携⇒要件④「政策
連携」

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：滋賀県　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 多様性実感事業

２．実施期間 平成29年4月1日　～　平成30年3月31日

３－①

（１）事業目標

カラットさんコンテスト応募
者数
（アウトプット）

３．事業費 1480,000円

４．個別事業の事業目標
（※客観的なデータ等に基
づき、事業目標・ＫＰＩを設定
してください。）⇒要件②「見
える化」
（※過去に関連する事業を
実施している場合は、過去
に設定した目標・ＫＰＩを踏ま
えた目標・ＫＰＩを設定してく
ださい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

フォーラム参加者数
（アウトプット）

（※具体的なＫＰＩを記載し
てください。）
（※末尾にアウトカム又はア
ウトプットの別を（　）書きで
記載してください。）

（２）事業ＫＰＩ


