
令和元度第１回地方創生推進委員会　事業検証シート

資料

三　宅　町



１．基本事項

２．事業概要

総合戦略
における
位置づけ

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、子育て世帯へのコミュニティ形成を目指す。
3.子育て世帯へ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。

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
父親に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
方との関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～小学生
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、出産祝品の贈呈や子育て支援用具（ベビースケール）の貸与を行
う。

具体的な施策 （２）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

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

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

三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略　事業検証シート
(地方創生推進交付金）

事業№ 1 担当課名 健康子ども課



３．重要業績評価指標（ＫＰＩ）

課題等

①子育て支援講演会、②子育て支援教室、④子育てイベント
　平成２９年度は父親の育児参加を目的とした事業を展開したが父親の参加が少なかったため、平成３０年度
は、家族で参加でき、親子（特に父親と子ども）が楽しめるイベントを展開した。次年度以降も、父親が積極的に参
加したいと思える事業を企画し、子育てへの男女共同参画を目指す。また、子育てに対する考え方は、世代によ
り違いがあることから、多世代交流が図れ、なおかつ、地域ぐるみで子育てする仕組みが出来れば、子育て中の
保護者の負担軽減が図られるのではないかと考える。今後は、子どもの健全育成を視野に入れ、地域・家族で子
育てに取組める環境を整える必要がある。
⑤アンケート調査
　就学前の児童及び小学生の保護者を対象に、子育てを主にしている人や、どういう支援を求めるのかといった
子育てに関するアンケート調査を実施した。イベントに参加することで、子育て中の保護者や支援者の子どもへの
関わり方がどのように変化したかどうか評価するためにも、イベント開催時のアンケート調査内容を検討する必要が
ある。
　イベント時に行っているアンケート調査では、イベントに参加している親子の年齢が分からないため、今後集計を
する際、クロス集計するなどして来場者を把握したい。

22% 24%
（参考）

H29　２７％

出生数 30人 40人 45人 39人

男性の育児参加率 30% 40% 45% 58%

子育て世代の母親の就労率 18%

指　　　標
現状値

（H２７年度）
目標値

（Ｈ２９年度）
目標値

（Ｈ３0年度）
達成値

取組状況

①子育て支援講演会、②子育て支援教室、④子育てイベント
　親子で参加し楽しめるよう①②を「三宅町アートプロジェクト」、④を「MIYAKE FAMILY FESTA」として開催。
　①②：平成３０年１２月１日１１時３０分～１６時　来場者数２００～３００人　子どもと保護者（特に父親）が楽しめ
る「段ボール巨大相撲」「子どもデッサン教室」「キャンドル製作」等を開催。全ての教室に参加する傾向があり、長
時間滞在する親子が多かった。令和元年度以降の地域に根ざした事業展開を考え、幼児園行事の作品展開催
日に併せて実施した。保護者が楽しむことで子どもの気持ちを感じるなど親自身が学ぶことが出来るイベントとし
た。
　④開催日時：平成３０年１１月２４日１０時～１６時　1時間あたり来場者数：屋内２００人、屋外２００人、最も来
場者が多かった時間帯（１３時～１４時）の来場者数：屋内２５０人、屋外２５０人　「親子たいそう＆運動あそび」
「スラックライン体験」「DIY体験」「プラネタリウム」「家族写真館」「青空マルシェ」「ワークショップ」等を開催。
③三宅オリエンテーション
　子育て世帯が地域とつながる１つの取組として、平成３０年度から子育て支援センター「スマイル」のプログラム
の中に、「三宅まちづくりの会」から三宅町の歴史について学ぶ機会を設けた。
⑤アンケートの実施
　年度当初、未就学児（１１８名回答）及び小学生（２２６名回答）の保護者に対し、アンケート調査を実施。主に
父親が子育てをしている家庭は、未就学児では２１．２％、小学生では１５．９％であった。子育ての協力として家
族に求めることは、未就学児では「子どもに興味を持って欲しい」「子どもの話に耳を傾け、真正面から対応して欲
しい」、小学生では「子どもと時間を共有して欲しい」「子どもへの怒り方を直して欲しい」「経験を活かした教育」等
であった。　「MIYAKE FAMILY FEST」来場者にアンケート調査を実施。父親の参加率は高かったが、母親と子ど
もの参加率と比較すると低かった。
⑥子育て支援グループ補助事業
　平成30年度実績　　１９グループ
⑦子育て応援事業
　〔出産祝品贈呈事業〕第1子（2万円相当）１８件、第2子（3万円相当）１５件、第3子以降（10万円相当）９件
　〔ベビースケール貸出〕２２件（参考：平成30年度出生数３９件）



４．事業費（決算額） （単位：千円）

５．事業の効果

A 家庭内や地域における子育て環境が整うことは、安心して子ど
もを生み育てることにつながる。

　　　　　　　結果重視
目指すべき成果が達成されているか B

令和元年度に行う第２期子ども・子育て支援事業計画策定に
向けたニーズ調査で、子育てに関する不安や負担が前回調査
よりも軽減されているか評価する必要がある。

1
次
評
価

（
担
当
課

）

Ａ：高　　　い

Ｂ：やや高い

Ｃ：やや低い

Ｄ：低　　　い

A 子育て世帯の流入が増えることにより町の活性化へとつなげる
ことが出来る。

　　　　　　　　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
地域全体で子育て支援が出来ることを目指し、様々な子育て
支援グループが地域の中で継続して活動できるよう支援してい
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

　　　　　　　　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

B
クラウドファンディングなどの手法を取り入れ事業を行うことによ
り、住民だけでなく、外部の人も取り込むことが出来るようにな
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

事業費 3,806 うち、一般財源 1,320



６．外部有識者による評価　　（①みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト）

事
業
効
果

（Ｂ）　事業内容の見直し（改善）

（Ｃ）　地方創生に効果があった

委　員

（Ｄ）　地方創生に効果がなかった

（Ａ）　KPI達成に有効であった

（Ｂ）　KPI達成に有効とは言えない

（Ａ）　追加等更に発展させるべき

（全体評価）

事
業
の
評
価

今
後
の
方
針

（Ｅ）　予定通り事業終了

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

（Ｃ）　事業の継続

（Ｄ）　事業の中止

判　定　区　分 意　　　見

（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



１．基本事項

２．事業概要

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金ゴマ、サトイモの魅力を高め、町内
外に向けてＰＲ、普及啓発を推進するため、三宅町フ－ドフェスティバルを開催する。
　また、特産物育成品目のＰＲ及び飲食店開業希望者に向けた支援の実施として、キッチンカ－利用
希望者の募集及び選定を行い、利用者（開業希望者）によりキッチンカ－の運営を開始するととも
に、開業に向けた技術支援・経営支援を行うためにコンサルタントを派遣する。

取組状況

・三宅町フ－ドフェスティバルの開催
　平成３１年２月３日（日）、三宅町役場前、三宅町中央公民館及び三宅町文化ホ－ルにおいて開
催。町内外から延べ人数３，０００名を超える集客があった。
　内容：①シェフダイニング、②野菜詰め放題、③無料映画上映会、④食育レシピコンテスト、⑤三
宅町ベジタブルマルシェ、⑥食のワ－クショップ「食べる学校」を実施し、特産物育成品目である金
ゴマ、サトイモや町産農産物の消費喚起を図るとともに、町内外に広くＰＲ、普及啓発を推進した。
・食にまつわる起業支援（キッチンカ－の貸与、コンサルタントの派遣）
　キッチンカ－の貸与については、平成３０年６月１日（金）から１５日（金）までの応募期間を設
け、使用者の募集を行った結果、２名の応募があった。使用者を決定するにあたり移動式カフェ
（キッチンカ－）使用者選定審査委員会を６月１８日（月）に開催し、選定審査基準をもとに審査を
行い、使用者の決定を行った。

課題等

・三宅町フ－ドフェスティバルの開催
　三宅町フ－ドフェスティバルについては、補助金に頼るところが大きいため、今後の開催につい
て、事業内容や事業費を含め、検討が必要である。
・食にまつわる起業支援（キッチンカ－の貸与、コンサルタントの派遣）
　キッチンカ－の貸与については、貸与が平成３１年３月２５日で終了したことから、キッチンカ－
を利用する開業希望者の掘り起こしが課題となる。コンサルタントの派遣については、必要性も含
め、検討が必要である。

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

　就農者の高齢化後継者不足といった地域農業が抱える課題に加え、三宅町においては飲食店、商店
の撤退等により、特産物育成品目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、町内において特産物育成品目を扱う飲食店、商店の起業を促進する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出来なかった特産物育成品目を販売することが出来る
飲食店、商店についての支援策として、食をテ－マとするイベントを実施し、本町特産物育成品目の
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

三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略　事業検証シート
(地方創生推進交付金）

事業№ 2 担当課名 産業管理課



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

B
三宅町の生産者による野菜の即売会をベジタブルマル
シェとして開催し、来場者に三宅町の生産者、生産物に
対して関心を抱いていただけるような仕組み作りを行っ
た。

　　　　　　　結果重視
目指すべき成果が達成されているか C

フ－ドフェスティバルは延べ人数３，０００名を超える
集客があり、町内外において特産物育成品目のＰＲは図
れたものの、飲食店の開業には結びついていないのが現
状である

　　　　　　　　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
キッチンカ－を利用する開業希望者の掘り起こしがうま
くいけば飲食店、商店の起業以外にも町内でキッチンカ
－で飲食店事業を開始することに繋がるものと考える。

事業費 4,231 うち、一般財源 2,115

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

D フェスティバルの開催については、補助金に頼るところ
が大きいことから、自立に向けてはハ－ドルが高い。

　　　　　　　　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
特産物育成品目や町産農産物の販売については、野菜マ
ルシェなど小さくても長く続けられる活動を定期的、継
続的に展開する必要がある。

　　　　　　　　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

飲食業開業数 0件 １件 2件 0件

フードフェスティバル来場客数 0人 2,500人 3,000人 3,050人

指　　　標
現状値

（H２７年度）
目標値

（Ｈ２９年度）
目標値

（Ｈ３0年度）
達成値

農業生産額
7,975万円

（※Ｈ22年度）
8,785万円 9,190万円 -



６．外部有識者による評価　　（②屯倉ブランドと食の連携によるしごと創出事業）

（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

***********************************　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


