
目標値 単位 目標年月 実績値

指標①
地元高卒者の製造
業への採用人数

20 人 H28.3 19

指標②

指標①
道の駅での町物産
品の販売額

5,000 万円 H28.3 12,134

指標②

指標①
空き店舗への入居
数

2 件 H28.3 5

指標②
4大祭り観光客入
込数

9 万人 H28.3 9

指標① 制度利用者数 5 件 H28.3 7

指標②

指標①
イベント等への参
加者数

50 人 H28.3 65

指標②

指標①
福祉ボランティアの
登録者数

480 人 H28.3 388

指標②

指標① 待機児童数 0 人 H28.3 3

指標②

指標①
ふるさと産品の年
間販売額

30,000 千円 H32.3 -

指標② 新規雇用者数 1 人 H32.3 -

指標①
健康運動実践指導
者養成

1 人 H28.3 0

指標②

指標①
子育て支援への町
民満足度

80 ％ H28.3 83

指標②
教育への町民満足
度

60 ％ H28.3 78

実績値を踏まえた
事業の今後について

外部委員からの意見

地方創生交付金活用事業の評価について

・保育所、幼稚園での非常勤職員の雇用
・保育所での0歳児受け入れ拡大のための環境整
備（遊具・乳児ワゴン等の購入）

良縁な出会いの機会を創出することで、
結婚に結び付いたカップルもあり、未婚
化を防ぐ上で成果を上げていることから、
今後も事業を継続する。

人口減少への対応施策として有効で
あり、今後も継続されたい。参加者の
意見を聞き、参加しやすい工夫をされ
たい。また、同級会開催支援などＵ
ターンを増やす工夫をされたい。

地域の福祉的課題に対応する人材、不
足する介護ヘルパーの育成は、安心して
暮らせる地域社会の実現に加え、新たな
雇用創出につながるもことから、今後も事
業を継続する。

安心して暮らせる地域社会の実現や
新たな雇用創出の観点からも事業を
継続されたい。

町が取り組む保幼年齢区分けは、待機
児童の解消に有効であるとともに、幼児
教育の充実や子育て環境の向上が図れ
ることから、今後も事業を継続する。

待機児童の解消、幼児教育の充実に
向け、今後も事業を継続されたい。臨
時保育士・幼稚園教諭の定着・人員
確保に努められたい。

人口社会減の主な要因が高卒者の町外
流出である。新卒者の雇用環境の整備
及び既存企業の支援により、若者の地元
への定着が期待できることから、今後も
事業を継続する。

若者の定住が期待できることから、継
続して取り組まれたい。
大学生やＵターン者についても広く対
象となるよう工夫されたい。

地域ブランドの確立による販路拡大、６次
産業化による価値向上は、地域での雇用
拡大や活性化が期待できることから、今
後も事業を継続する。

町そのもののＰＲにもつながることか
ら、継続して取り組まれたい。
また、地域において埋もれている新た
な産品の掘り起こしに取り組まれた
い。

地域の魅力ある資源や様々なイベントを
ブラッシュアップしていくことで交流人口
の拡大が図られ、賑わいの創出や商店
等の活性化が期待できることから、今後
も事業を継続する。

中心市街地の空き店舗は今後も増加
が予想される。新規出店者への支援
や交流人口の拡大に向けた取り組み
を継続されたい。

・特産品をパッケージ化した商品を開発し、全国に
向けて情報発信するため、ふるさと産品としてカタ
ログを作成
・ふるさと産品の売り上げの一部を活用し、取扱事
業所（観光物産協会）での雇用創出を目指す

・健康運動指導士養成のステップとして、健康運動
実践指導者を養成
・高齢者健康・生きがいづくり事業を実施

・ふるさと教育を推進するための副読本の作成、
地元教材を活用した坂下学の推進
・幼稚園での3歳児を受け入れるための、環境整
備（教育教材・給食食器等の購入）

交付金を充当する経費内容 実績額（円）

・町内製造業における新規雇用創出のための事業
者支援（町内の新規就労者30,000円/人・町外の
新規就労者10,000円/人）

・物産品販売促進・インショップ型アンテナショップ
の開設、海外展開のための商談・イベント等の経
費
・町の特産品である馬刺し・馬皮製品、立川ごぼう
等のＰＲ、販路開拓・商品開発の支援

・中心商店街と連携したキャンペーンの開催、ノミ
の市の開催、ボランティアガイドを活用した、道の
駅からの周遊等にかかる経費
・ＤＣあわせて、総合案内所の設置、おもてなしガ
イドブックの制作等にかかる経費

・移住定住に対する助成（住宅取得費の10％上限
100万円）
・空き家情報データベース化

・出会いの場創出のためのイベントやセミナー等
の取り組み支援

・住民福祉の向上、社会活動推進のための仕組み
構築への支援

2,219,137

547,419

9,418,188

230,000

2,417,325

地場産品の振興による域外からの経済
効果により、新たな雇用の創出や町内へ
の交流人口の拡大が期待できるものであ
り、今後も充実した事業を展開する。

地場産品の振興により新たな雇用の
創出が期待できることから、今後もさ
らに充実した事業を展開されたい。

高齢者の健康維持を図るとともに、高齢
者の生きがいづくり・健康づくり分野にお
ける雇用を創出するものであり、今後も
事業を継続する。

高齢者の健康づくりに有効であるとと
もに、雇用の創出、ＮＰＯ法人の自主
事業の充実にもつながることから、事
業を継続されたい。

子育て環境の整備及び幼児教育も含め
た教育力の向上、地域に根差した教育の
推進は、郷土愛を育み地元への定着が
期待できるものであり、今後も充実した事
業を展開する。

地域に根差した教育の推進は、郷土
愛を育み地元への定着が期待できる
ことから、今後も充実した事業を展開
されたい。

町外からの移住する若者を対象とした事
業であり、人口減少への対応施策として
有効であることから、今後も事業を継続
する。

人口減少への対応施策として有効で
あり、移住者へのインセンティブともな
ることから、今後も事業を継続された
い。

5,278,909

12,335,222

2,580,880

4,000,000

499,991

急速な高齢社会の進行や福祉課題の多様化によ
り、これまで人と人との結によって支えられてきた
地域コミュニティの衰退が懸念される中、専門的指
導のもと福祉への自発的活動を育成し、社会活動
をコーディネートする人材を育成する。

幼稚園で3年保育を実施し、保育所での0歳児受入
れを拡大することで、待機児童の解消を目指す。
また、延長保育の需要増大や特別支援が必要な
子どもへ対応するための体制を整備し、保育・幼
児教育環境の充実を目指す。

当町は、馬刺し・冷やしラーメン・地酒等の特産品
を有し、そのＰＲに取り組んでいる。しかし、域内消
費が中心であり、域外での販路拡大が課題であ
る。そこで、特産品をパッケージ化した商品を開発
し、全国に向けた情報発信・販路の拡大により、地
場産業の振興を目指す。

高齢者の健康維持・健康寿命の拡大は、活力ある
まちづくりにとって大変重要な課題である。健康運
動実践指導者・健康運動指導士を養成し、高齢者
の生きがい・健康づくり事業での活用を図るととも
に、健康づくり分野でのしごとをつくり、雇用の創出
を目指す。

「子育て支援日本一」を目指し、子育て支援や幼児
教育の充実を図るため、幼稚園３年保育を実施す
るとともに、ふるさとへの愛着心を持った子どたち
の育成を図る。これにより、出生数の増、若者の定
住、町のイメージアップによる移住等の人口流入を
目指す。

地域福祉の担い手
育成事業

待機児童解消・子育
て環境充実事業

ふるさと産品開発事
業

健康づくり推進及び
指導者養成事業

教育・保育環境の整
備及び教育力向上
事業

出会いの場創出事
業

交付対象事業の
名称

事業の目的
指標

企業経営・雇用支援
事業

地域ブランド力向上
事業

地域資源を活用した
観光振興・中心市街
地活性化事業

若者移住・定住促進
事業

既存企業の撤退を防止し、雇用を維持・拡大する
ため、町の中心的な産業である製造業の雇用支
援制度を創設する。新規（新卒）就労者を雇用しや
すい環境を整備することで、地元高校卒業者の定
着を目指す。

馬刺しや立川ごぼう等、地元ブランドとして確立さ
れた地域資源について、様々なツールを駆使し販
路開拓、６次産業化、生産振興に取り組み、全国
的な知名度及び商品力の向上を目指す。また、地
元農産物の海外展開を図るための取り組みに対し
て支援を行う。

デスティネーションキャンペーンの開催にあわせた
おもてなしの体制構築。また、馬刺し・冷やしラーメ
ン・地酒等の「食」を積極的にＰＲし、道の駅からの
誘客等、賑わいを創出するとともに商店の活性化
を目指す。

若者（40歳未満）の住宅取得支援（3世代同居・近
居）により、若者の流出を抑制し、定住人口の増加
を目指す。
また、町外からの移住希望者へのニーズに応える
ため、空き家情報を整備する。

男性の未婚率25％といわれる現状の中、子育て
支援等の少子化対策とあわせて、良縁な出会いを
創出することが求められる。出会いの機会である
婚活イベント等の取り組みを支援する。

本事業における重要業績評価指標（KPI）


