
平成２９年度第１回地方創生推進委員会　事業検証シート

資料

三　宅　町



※H２８時点での所属名にて記載

１．基本事項

２．事業概要

３．重要業績評価指標（ＫＰＩ）

平成２９年度第１回地方創生推進委員会　事業検証シート
(地方創生加速化交付金）

事業№ 1 担当課名 地域活性課、マイチャレンジ部会

主な取組 稼げる農業創出事業の実施

事業の名称 稼げる農業創出事業

事業の目的

①　特産物の育成・拡大
　特産品育成品目である、金ごま、サトイモ、特別栽培米を付加価値のある特産物としての「屯倉ブランド」を確立するととも
に、生産拡大・商品化・販路拡大などの支援を行うことにより、農業生産所得の拡大を図り、若者の雇用の場となりうる「稼
げる農業」を創出する。
②　農業の担い手の創出
　農業従事者の高齢化に伴う、深刻な農業の担い手不足を解消するため、新規就農者の支援を実施・拡充することで、地
域の農業の担い手を創出し、農業の活性化を図る。

総合戦略
における
位置づけ

基本目標 １．地域にしごとをつくり、地域で安定して働けるようにする

具体的な施策 （３）稼げる農業の創出

事業の内容

①　新規就農者の創出（補助対象外）
　町内の若手就農者を創出するため、認定新規就農者として就農した若手農業者を対象とし、農薬、肥料、種苗、光熱水
費等の経費に対して補助金を交付する。
②　土地の集約
　農地中間管理機構と連携し、担い手のいない農地の所有者から町の農業の担い手となりうる新規就農者および認定農
業者等への農地の賃貸借を推進し、町内における農地確保及び集約化を図る。
③　特産品の育成・稼げる農業の創出
　付加価値のある農作物としての特産品育成品目である金ごま、サトイモを育成し、生産農業所得の向上を図る。
　特産品育成品目について販路拡大、経営改善等について、講座の開催を実施する。
　人手不足を解消するとともに、特産品の育成を促進するために、収穫時などにおいて、若者の雇用を行った農業者に対し
て、賃金相当分の補助を行う。
④　農家への空き家利用促進
　就農者の住まい・機具庫等の保管場所、作業所としての空き家の貸与について所有者への意向調査によるマッチングを
行うことで、就農を行うための町外からの転入者の増加を図るとともに、町内における空き家の利用促進を図る。

取組状況

①　新規就農者の創出（補助対象外）
　県・農地中間管理機構・NAFICなどに働きかけを行い、本町での若手農業者への就農をPRの実施。
　平成２９年１月に新規就農者１名を認定し、２月に交付決定を行う。
②　土地の集約
　農地中間管理機構と協力し、農業委員会及び町広報誌にて啓発を行う。貸し手は数名いたが、年度内には転貸借まで
には至らなかった。
③　特産品の育成・稼げる農業の創出
　サトイモ、金ゴマ、特別栽培米について、普及啓発を実施。収穫した農作物については、サトイモは焼酎に加工中。金ゴマ
は、JAに出荷するとともに、町イベントにて販売等を実施。特別栽培米については、料理教室及び幼児園給食等で普及活
動を行う。
④　農家への空き家利用促進
　空き家の実態調査を実施し、空き家所有者に対して利活用のアンケートを実施したが、マッチングには至っていない。

課題等

①　新規就農者の創出（補助対象外）
　新規就農者として経営を安定化させることを前提とすれば、ハウス栽培が主となるが、本町の農地のほとんどが水耕栽培
向きの農地であるため、適切な農地が不足している。
②　土地の集約
　耕作地に向いている農地については、ほとんどが現在農家において耕作を行っているため、貸し手が不足している。貸し
手については、放棄地か耕作地として不便な農地が多く、借り手がつかない。また、農地の基盤整備が必要なケースが生
じてくる。
③　特産品の育成・稼げる農業の創出
　金ゴマ、サトイモ、特別栽培米については、町内全体への認知度不足がある。
④　農家への空き家利用促進
　平成２８年度においては、空き家の利活用まで進まなかった。

指　　　標 現状値（Ｈ２7年度） 目標値（Ｈ２８年度） 目標値（Ｈ３1年度） 達成値

新規就農者数 0人 1人 延べ３人 １人

農業生産額
7,975万円

（※H22年度）
8,000万円 8,773万円 ー

2 ページ



４．事業費（決算額） （単位：千円）

５．事業の効果

６．外部有識者による評価

事業費 2,203 うち、一般財源 205

1
次
評
価

（
担
当
課

）

　　　　　　　自立性
将来的に補助金に頼らずに事
業を行うことが可能であるか

Ａ：高　　　い

Ｂ：やや高い

Ｃ：やや低い

Ｄ：低　　　い

B
担い手の創出については、既存の認定農業者、新規就農者などを確
保できている。ただ、今後の基盤整備や町単独の補助金については、
財政負担が少なくないため、調整を図っていく。

　　　　　　　将来性
実現したい将来像について、課
題解決にとどまらない前向きな
取り組みであるか

A
本町の主要な担い手は、本町東側に集中しており、西側には大規模
な担い手はいないが、集落営農に向けて今後も地元と調整していく。
また、特産物についても普及活動を継続していく。

　　　　　　　地域性
地域資源の活用に向けて持続
性を確保しているか

A
特産品育成品目については、本町の資源として継続した普及活動を
継続し、観光分野等においても活用していく。

　　　　　　　直接性
本事業が直接的にまち・ひと・し
ごと創生の目的につながるもの
か

A
農業分野における「しごとの創出」としての性格を有するため、今後も、
就農者の確保とともに、生産規模の確保を図っていく。

　　　　　　結果重視
目指すべき成果が達成されて
いるか

B
新規就農者の目標は達成できたが、もう一つの農業生産額について
は、国の農林業センサスによるデータであるため、現在のところ統計
データが得られていない。

***********************************　以下担当者入力不要　***********************************

判　定　区　分 意　　　見

事
業
効
果

（Ａ）　地方創生に非常に効果的であった

（Ｂ）　地方創生に相当程度効果があった

（Ｃ）　地方創生に効果があった

（Ｄ）　地方創生に効果がなかった

（Ｅ）　予定通り事業終了

（全体評価）

委　員

事
業
の
評
価

（Ａ）　KPI達成に有効であった

（Ｂ）　KPI達成に有効とは言えない

今
後
の
方
針

（Ａ）　追加等更に発展させるべき

（Ｂ）　事業内容の見直し（改善）

（Ｃ）　事業の継続

（Ｄ）　事業の中止
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※H２８時点での所属名にて記載

１．基本事項

２．事業概要

３．重要業績評価指標（ＫＰＩ）

４．事業費（決算額） （単位：千円）

平成２９年度第１回地方創生推進委員会　事業検証シート
(地方創生推進交付金）

事業№ 2 担当課名
マイチャレンジ部会、まちづくり

推進課

主な取組 稼げる農業創出事業の実施

事業の名称 屯倉ブランドと食の連携によるしごと創出事業

事業の目的

　就農者の高齢化や後継者不足といった地域農業が抱える課題に加え、本町においては飲食店・商店の撤退等
により、地元特産品を購入できる店舗がないといった構造的な課題を抱えている。
　そのため、農業振興を図るための手段として、町内外において三宅町産農産物の消費喚起を図るとともに、町内
において特産品を扱う飲食店・商店の起業を促進することは不可欠である。
　本事業においては、これまで実施することができなかった特産品を販売することができる飲食店・商店についての
支援策として、食をテーマとするイベントを実施し、本町特産品の生産及び消費への支援・ＰＲを図るとともに、町
内において「消費の分野」での起業を推進し、町内の雇用確保を創出することで、「生産」・「消費」の双方から町
内の農業振興を実現していくことを目的とする。

総合戦略
における
位置づけ

基本目標 １．地域にしごとをつくり、地域で安定して働けるようにする

具体的な施策 （３）稼げる農業の創出

事業の内容

　三宅町において生産拡大を図っている特産物育成品目である米、金ゴマ、サトイモの魅力を高め、町内外に向
けて特産物のＰＲ、普及啓発を推進するため三宅町フードフェスティバルを開催する。
　さらには、特産物のＰＲ、飲食店開業希望者への支援策として、キッチンカーを調達し、今後の利活用をはかる
なかで、将来の起業に結びつけていく。
　また、飲食店開業場所としての空き家を調査・把握するため、空き家の実態調査及び空き家の利活用を含めた
計画策定を実施する。

取組状況

　平成29年３月18日（土）、三宅町役場庁舎前において、第１回三宅町フードフェスティバルを開催し、当日は町
内外から約2,600名が来場した。また、三宅町特産品育成品目を使った新メニューで競うフードコンテストや金ゴマ
の選別体験を実施し、三宅町産食材のＰＲに努めた。フードコンテストにおいては、会場審査員の投票により、「里
芋の昔ながらのナポリタン風焼きそば」がグランプリに選ばれた。また、音楽と食彩を楽しむステージイベントやグル
メ出店コーナーは、当日の来場者数に大きく貢献し、イベント会場を盛り上げる効果に繋がっている。また、購入し
たキッチンカーの展示・ＰＲを行っている。
　空き家所有者への意向調査を踏まえ、空き家対策計画においては空き家の利活用を促進する旨を明記してい
る。

課題等

　フードフェスティバルについては、特産品の振興につながるような企画案、開催時期及び開催場所についてのさ
らなる検討が必要である。
　飲食店開業希望者の掘り起こしと、キッチンカーの利活用も含めたコンサルタント支援策について、空き家の利
活用と併せ、さらなる検討が必要である。

農業生産額
7,975万円

（※Ｈ22年度）
8,380万円 9,190万円 －

指　　　標
現状値

（H２７年度）
目標値

（Ｈ２８年度）
目標値

（Ｈ３0年度）
達成値

フードフェスティバル来場客数 0人 2,000人 7,500人 2,600人

飲食業開業数 0件 0件 2件 0件

事業費 21,751千円 うち、一般財源 10,875千円
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５．事業の効果

６．外部有識者による評価

1
次
評
価

（
担
当
課

）

　　　　　　　　自立性
将来的に補助金に頼らずに事業を行う
ことが可能であるか

Ａ：高　　　い

Ｂ：やや高い

Ｃ：やや低い

Ｄ：低　　　い

C
地方創生推進交付金を活用し、イベント会社に企画運営を委
託しているが、イベントのノウハウを職員が体得し、将来的には
職員が担う役割を見直すことで、事業費の抑制をはかる。

　　　　　　　　将来性
実現したい将来像について、課題解決
にとどまらない前向きな取り組みである
か

B
食をテーマとしたイベントを継続実施することにより、町外に向け
て本町の特産物をＰＲし、さらなる普及啓発に努める。

　　　　　　　　地域性
地域資源の活用に向けて持続性を確保
しているか

B
特産品のＰＲにつながるような企画・アイデアを事業に盛り込
み、生産と消費の両面において、町内の農業振興につながるよ
うな取り組みをすすめる。

　　　　　　　結果重視
目指すべき成果が達成されているか

B
フードフェスティバルの来場客数は目標を大幅に上回り、2,600
人が来場し、町外からの来場者が6割を超え、ＰＲという観点か
らみれば一定の効果があることは立証できた。

　　　　　　　　直接性
本事業が直接的にまち・ひと・しごと創生
の目的につながるものか

C
特産物を取扱う飲食店や店舗の開業に向けてた起業支援を事
業目的とし、開業希望者の掘り起こしや経営支援の事業を展
開していく。

***********************************　以下担当者入力不要　***********************************

判　定　区　分 意　　　見

事
業
効
果

（Ａ）　地方創生に非常に効果的であった

（Ｂ）　地方創生に相当程度効果があった

（Ｃ）　地方創生に効果があった

（Ｄ）　地方創生に効果がなかった

（Ｅ）　予定通り事業終了

（全体評価）

委　員

事
業
の
評
価

（Ａ）　KPI達成に有効であった

（Ｂ）　KPI達成に有効とは言えない

今
後
の
方
針

（Ａ）　追加等更に発展させるべき

（Ｂ）　事業内容の見直し（改善）

（Ｃ）　事業の継続

（Ｄ）　事業の中止
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※H２８時点での所属名にて記載

１．基本事項

２．事業概要

平成２９年度第１回地方創生推進委員会　事業検証シート
(地方創生加速化交付金）

事業№ 3 担当課名
長寿介護課、健康福祉課、幼

児園、マイチャレンジ部会

主な取組 屯倉ＰＲ事業の推進ウェルネス2025の実施

事業の名称 みんなでやろう！健康チャレンジ事業

事業の目的

　本町においても高齢化が進み医療費を始めとする扶助費について、急激な増加が見込まれている。そのため、
高齢者の健康増進を推進するとともに今後、高齢化していく働く世代についても健康増進を推進することが、扶助
費の増加の抑制のために必要となってくる。
  また、園児の健康の保持増進・運動機能の習得や好ましい態度・習慣を身につけたり、基礎体力向上、運動能
力の向上を目指し、音楽的発達を促し豊かな創造性を育て、低年齢児からの情操教育の充実や情緒の安定を
図り、健やかな成長を促します。
　さらに、健康づくり教室の参加者の運動の実態調査を行うため、参加者へアンケートを実施するとともに、大学・
医療機関と連携し、運動が健康に与える効果について分析・検証を行う。
　このように、健康長寿のまちづくりの実現に向け、一人一人が健康寿命を意識した生き方を実現することを目的と
して実施する。

総合戦略
における
位置づけ

基本目標 ４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る「夢と活力とうるおいに満ちた」まちづくり

具体的な施策 （３）健康長寿社会づくり「みやけウェルネス2025」

事業の内容

①高精度体組成計購入
②健康づくり講演会
③健康づくり教室
④健康プログラムのモデルプログラムの策定

三宅町は１町１園（保育所・幼稚園）一校であり、この特色を生かし、乳幼児期から子どもたちの健康の保持増進・
運動機能の習得や好ましい態度・習慣を身に付け、運動能力の向上や音楽的発達を促し豊かな創造性を育てる
ことを目標に取り組む。

40歳以上64歳以下の三宅町在住者で、平成27年度特定健康診査結果により、保健指導判定となった者151名
を抽出し、アンケート調査を実施する。アンケート調査送付時に運動教室の勧奨を行い、参加者を募集する。
教室参加者に対して、運動指導を実施するとともに、身体活動量調査及び体組成計調査を教室の開始時と終了
時に実施する。

取組状況

①高精度体組成計を使用し健康プログラムのモデルプログラムの策定をした。
②健康づくり講演会　：講師　リオデジャネイロオリンピック　男子体操競技代表監督　水鳥　寿思氏　演題「オリン
ピックへの道」を 開催。希望者には、体組成計測定と血圧測定を実施した。
③ヨガ教室、ホームリンパケア教室、コアトレーニング教室を１０回１クール、定員各２０名で１０月～１２月平日夜
に実施した。
④３０・４０．５０・６０・７０歳代の男女各２名程度、計２０名の募集で、１１月～３カ月間、個人運動プログラム作
成、パーソナルトレーニングの指導、食事改善サポート、みやけフィットネス　オアシスの利用を実施した。

リトミック教室（１歳児～５歳児対象、各年齢６月から３月まで各２０回）・正課体育（２歳児～５歳児対象、各年齢
６月から３月まで各２０回）

対象者151名中アンケート回答者87名（回答率５７．６％）
運動教室参加者　11名（継続参加者7名）
教室全５回（１０月～１２月）：２週間に１回の頻度で開催
教室参加者には、教室開始前と教室終了後に体組成計検査を実施し、教室開催期間には活動量計による毎日
の活動量を記録してもらう。
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３．重要業績評価指標（ＫＰＩ）

４．事業費（決算額） （単位：千円）

５．事業の効果

課題等

　健康づくり講演会では、参加者が当初見込んでいた人数より少なかった。当日の天候不良及び「健康」という
テーマが広いため対象者のターゲットを絞れなかったことが考えられる。他の事業でも教室の定員の設定数が少
なく、多くの方が参加できる体制がとれなかった。教室の定員も増やして実施する事も考えたい。

低年齢児からの情操教育の充実や情緒の安定を図り、健やかな成長を保育目標とする中で、子どもにとって無理
なく展開できればと考える。効果については、すぐに表われるものでないため、長期的に経過をみながら取り組む必
要がある。但し園児の状態を考えた上で、保育に無理が生じない事業計画で進めていくことが望ましい。

５回の教室であったが、継続して参加した7名については、腹囲及び内蔵脂肪の減少が見られたことから、教室の
効果はあると考えられる。
しかし、健康診査結果により保健指導が必要で、運動の必要性がわかっている者を対象として、個別に勧奨しても
151名中、反応が見られたのは11名で、1割にも満たない状況であった。
今回の調査結果から、運動不足であることは認識しているが、運動することに満足感や喜びを感じることができな
いために、「面倒」「時間がない」という理由を言い訳に、運動が十分にできていない住民が多くみられた。
今後は、運動に対する動機づけのイベントの開催、適切な運動メニューの指導が得られる楽しい運動教室の開
催、運動する仲間を増やすサポーターの育成、スポーツ用品など地場産業の活用など、楽しく運動するヒントや
きっかけを増やすことが大切となる。

指　　　標
現状値

（Ｈ２7年度）
目標値

（Ｈ２８年度）
目標値

（Ｈ３1年度）
達成値

事業費 9,244 うち、一般財源 0

健康チャレンジ制度参加者数 0人 200人 300人 １６４人

特定検診受診率
41%

（※Ｈ２６年度）
54% 65% 46%

総合型地域スポーツクラブの参
加者数

187人 200人 300人 200人

1
次
評
価

（
担
当
課

）

　　　　　　　　自立性
将来的に補助金に頼らずに事業を行う
ことが可能であるか

Ａ：高　　　い

Ｂ：やや高い

Ｃ：やや低い

Ｄ：低　　　い

C
　高精度体組成計を購入し、今後の事業活用が見込まれる
が、業務委託事業であるため、委託費を有するため、町単独で
継続するのが難しいため

　　　　　　　　将来性
実現したい将来像について、課題解決
にとどまらない前向きな取り組みである
か

B
　住民の健康を保持増進することは、行政の責務であるだけで
なく医療費等扶助費の抑制に役立つため、すぐに成果（数値）
が表われるものでないことから成果を問われると難しいが、参加
者の満足度も高く前向きに取り組む必要性がある。

　　　　　　　　地域性
地域資源の活用に向けて持続性を確保
しているか

C
　町に事業者（委託）がいない為、地域資源の活用には、至ら
ないが、今後健康を意識した住民啓発を進めることにより、ス
ポーツ人口を増やすことで、総合型地域スポーツクラブのＰＲ
等支援にも繋がると考えられる

　　　　　　　　直接性
本事業が直接的にまち・ひと・しごと創生
の目的につながるものか

B

　住民に対し健康増進に向けての啓発を行い、事業として継続
していく事で人口減少の抑制、各世代の繋がりに寄与すること
ができる。
　また、本事業は町の財産と考える子どもたちを総合的に教育
することにつながると思われる。

　　　　　　　結果重視
目指すべき成果が達成されているか B

　本事業を行う事で健康増進に対する住民の意識を高めること
ができた。参加者には、好評であった。
　少しずつではあるが成果は見られるため、長期に渡り実施する
ことで目標値を達成すると思われる。
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６．外部有識者による評価

***********************************　以下担当者入力不要　***********************************

判　定　区　分 意　　　見

事
業
効
果

（Ａ）　地方創生に非常に効果的であった

（Ｂ）　地方創生に相当程度効果があった

（Ｃ）　地方創生に効果があった

（Ｄ）　地方創生に効果がなかった

（Ｅ）　予定通り事業終了

（全体評価）

委　員

事
業
の
評
価

（Ａ）　KPI達成に有効であった

（Ｂ）　KPI達成に有効とは言えない

今
後
の
方
針

（Ａ）　追加等更に発展させるべき

（Ｂ）　事業内容の見直し（改善）

（Ｃ）　事業の継続

（Ｄ）　事業の中止
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※H２８時点での所属名にて記載

１．基本事項

２．事業概要

平成２９年度第１回地方創生推進委員会　事業検証シート
(地方創生推進交付金）

事業№ 4 担当課名
マイチャレンジ部会、健康福祉

課

主な取組 子育て支援事業の実施

事業の名称 みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト

事業の目的
１．子育てをすることそのものへの精神的負担を軽減して、子育てへの男女共同参画を目指す。
２．地域とのつながりを深めるため、子育て世帯のコミュニティ形成を目指す。
３．子育て世帯の金銭的負担を軽減することで、子育てしやすい環境を整える。

総合戦略
における
位置づけ

基本目標 ３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

具体的な施策 （２）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

事業の内容

①子育て支援講演会の実施
　　子育て世代の住民ひとりひとりが仕事と生活の調和を実現する一助となることを目的とし、子育て世代の夫婦
や子育てに興味のある方を対象に、子育て支援を行っているＮＰＯ法人と協働により、「ワーク・ライフ・バランス等
の講演会」や「仕事と子育ての両立に関するトークセッション」を行う。
②子育て支援教室の実施
　　父親が子育てへ興味を持ってもらい、教室を通して父親同士の交流や、積極的な育児参加の促進を目的とし
て子育て支援教室を実施する。（父子料理教室、危機管理、あそび教室、人材育成講座など）
③三宅オリエンテーションの実施
　　コミュニティ助成事業の利用による転入者も含め、三宅町の歴史や地理について講演会を実施し、三宅町ボ
ランティアガイドの方とともに三宅町内をウォーキングする。三宅町に興味を持ってもらうきっかけづくりとともに、地
域の方とのかかわりあう機会を作る。
④子育てイベントの開催
　　家族やこれから子育てを始める方が、子育てに関して学び、子どもとふれあう機会を作るため、ＮＰＯ法人や民
間業者と協働で「MIYAKE　FAMILY　FESTA」を実施する。
⑤アンケートの実施
　　三宅町の父親の育児参加状況の把握と今後の講座内容を検討するため、調査を行い、次年度以降の事業
展開に活用する。また、男性に妊娠期から父親になる自覚を持ってもらい、育児に主体的に関わるきっかけにして
もらうため母子手帳とともに父子手帳を配布する。
⑥子育て支援グループ補助事業
　　三宅町内を拠点に活動しているボランティアグループまたは非営利目的の自主サークルで、主に０歳～就学
前の子どもとその保護者を対象に、育児サークルの自主的活動や地域で行われる子育て支援活動に係る経費に
ついて補助を行う。
⑦子育て応援事業
　　三宅町で子どもを出産された家庭を対象に、出産祝品の贈呈やサークルベットなどの子育て支援用具の貸与
を行う。

取組状況

平成２８年度は子育て世代にあたる父親を対象として、父親の育児参加を促進するための本プロジェクトを町内外
の方へ周知することを目的として、①子育て支援講演会、②子育て支援教室、③三宅オリエンテーション、④子
育てイベントを一括りにしたイベント「MIYAKE　FAMILY　FESTA」を開催した。
文化ホール催事来場者：６１０人、ワークショップ　３００人、ガラガラ抽選会　２６２人
⑤アンケートの実施
「MIYAKE　FAMILY　FESTA」開催時に来場者にアンケートを実施した。また、母子手帳配布時に父子手帳を配布
した。　　アンケート回答者数　３２人（父親の育児参加率：毎日参加　52％、休日のみ　44％）
⑥子育て支援グループ補助事業
平成２８年１２月に町広報にて活動グループを募集し、２グループの募集があった。
⑦子育て応援事業
出産祝品贈呈事業については、平成２８年度実績として、第１子（１万円相当）１０件、第２子（３万円相当）１５
件、第３子以降（１０万円相当）５件贈呈を行った。また、子育て支援用具貸与事業については、平成２８年度実
績として、ベビーベッド１件、ベビーカーシート１件、ベビースケール７件の貸し出しを行った。
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３．重要業績評価指標（ＫＰＩ）

４．事業費（決算額） （単位：千円）

５．事業の効果

課題等

①子育て支援講演会、②子育て支援教室、③三宅オリエンテーション、④子育てイベント
平成２８年度は子育て世代にあたる父親を対象として、父親の育児参加を促進するための本プロジェクトを町内外
の方へ周知することを目的として、事業を行ったが、父親の育児参加を促進するためには１回のイベントだけでは
不十分であり、年間を通じて複数回にわたるプログラムとして実施する必要がある。
⑤アンケートの実施
イベント来場者からのアンケートの中でイベントに関する周知が足りないという意見があったため周知の方法を考え
る必要がある。また、アンケート回答数が少なかったため、アンケート実施方法を検討する必要がある。
⑥子育て支援グループ補助事業
平成２８年度の募集が２件のみだったこと、また募集時に住民の方からの要望があったため、募集の対象を検討
する必要がある。

出生数 30人 35人 45人 34人

指　　　標
現状値

（H２７年度）
目標値

（Ｈ２８年度）
目標値

（Ｈ３0年度）
達成値

子育て世代の母親の就労率 18% 20% 24% ー

男性の育児参加率 30% 35% 45% ー

事業費 6,548 うち、一般財源 3,274

1
次
評
価

（
担
当
課

）

　　　　　　　　自立性
将来的に補助金に頼らずに事業を行う
ことが可能であるか

Ａ：高　　　い

Ｂ：やや高い

Ｃ：やや低い

Ｄ：低　　　い

B

将来的には、住民主体のグループ活動が活発化し、町がバック
アップするという形を期待している。それにより費用を減らすこと
ができ、町費で賄えると考える。男性の育児への関心が高まっ
たとのイベント参加者の声もあり、その第１歩として成功といえ
る。

　　　　　　　　将来性
実現したい将来像について、課題解決
にとどまらない前向きな取り組みである
か

B 単純な出生数・率の増加にとどまらず、子育てへの積極的な参
加への機運が高まり、地域全体での取り組みを可能にする。

　　　　　　　　地域性
地域資源の活用に向けて持続性を確保
しているか

B イベント開催時には三宅町商工会の協力や町内事業者の参加
もあった。

　　　　　　　結果重視
目指すべき成果が達成されているか B 出生数は増加したが、男性の育児参加率や子育て世代の母

親の就労率はアンケート回答数が少ないため確認できない。

　　　　　　　　直接性
本事業が直接的にまち・ひと・しごと創生
の目的につながるものか

B
男性が育児に参加することによって母親の負担を減らし、母親
が就労することによって経済的に余裕ができ、子ども数の増加
が見込める。
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６．外部有識者による評価

***********************************　以下担当者入力不要　***********************************

判　定　区　分 意　　　見

事
業
効
果

（Ａ）　地方創生に非常に効果的であった

（Ｂ）　地方創生に相当程度効果があった

（Ｃ）　地方創生に効果があった

（Ｄ）　地方創生に効果がなかった

（Ｅ）　予定通り事業終了

（全体評価）

委　員

事
業
の
評
価

（Ａ）　KPI達成に有効であった

（Ｂ）　KPI達成に有効とは言えない

今
後
の
方
針

（Ａ）　追加等更に発展させるべき

（Ｂ）　事業内容の見直し（改善）

（Ｃ）　事業の継続

（Ｄ）　事業の中止
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