
令和2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

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
土木まちづくり課

政策推進課

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

具体的な施策 （２）居場所づくりと協働のまちづくり

主な取組 多世代が繋がるひとりひとりの居場所創出事業

事業の名称 多世代が繋がるひとりひとりの居場所創出事業

事業実施期間 2019（平成３１）年度～2021（令和３）年度

総合戦略
における
位置づけ

事業の目的

多世代が交流し繋がる仕組みと居場所を整備し、子どもから大人までが関わり、顔を合わせ、学ぶこ
とができるだけでなく、意図せずとも自然に交流できる仕組みづくりを推進する。また、住民や地域
団体など、各主体と行政が対話を深め、まちづくりの課題を共有し、互いに信頼関係を築きながら協
働のまちづくりを推進できる仕組みを構築する。
「多世代が繋がるひとりひとりの居場所創出事業」を確立し、魅力あるまちづくりを発信するととも
に、本町に根強く残る「まちづくりや地域のお世話は高齢者の役割」という思想を転換させ、子ども
を含む多世代の町民個々が自分事として捉える意識改革を起こす。

事業の内容

　多世代が交流し、繋がる仕組みと居場所の整備、協働のまちづくりを推進するため、民間事業者の
持つノウハウを最大限活用し、主体となる人材（コーディネーター）の公募を行い、そのコーディ
ネーターと共に住民会議を運営し、不足しているプログラムや仕組みづくりの明確な課題抽出を行
う。
　会議内で三宅町のコミュニティのあり方を住民と共に総合的視点で見直し、コミュニティ活動の
リーダーとなる人材の育成支援を行う。
　また、三宅町の未来を担う子ども達が、自ら町の取組に関わることを目的に継続して子ども会議を
行い、将来にわたって町に愛着を持ち続けたいと思える礎を築く。
　計画最終年度には、構築された仕組みを使って､整備された居場所の運営を行う。

　多世代が交流し繋がる居場所の整備については、2018年度に検討した複合施設整備基本構想及び複
合施設整備基本計画に基づき、集約対象施設の機能を含む、交流拠点の基本設計と実施設計を行う。

取組状況

①交流の機会と場の検討等
　施設の運営企画を検討するため、庁内横断的に関係課と住民が主体的に施設運営等に参画する運営
企画のあり方などについて協議を行い、その取りまとめとして、運営企画及び運営方針を作成した。
また、住民と行政が協働して運営する施設等の先進地視察を行った。（別紙１）　

②コーディネーターの公募、会議運営
　複合施設を知らない、関心がない人を含めて、広く住民に複合施設を周知するとともに、テーマ別
に広く住民の意見聴取を行うため、イベント型オープン会議として「あるかもカフェ」を実施した。
（別紙２）

　町民と行政、専門家が一緒に複合施設を運営していくために、町民の代表として複合施設運営のあ
り方を、行政や専門家と一緒に検討する地域コーディネーターの公募を実施した。（選考について
は、令和２年度にて実施）

③子ども会議運営
　未来を担う子ども達に、町に愛着を持ち、住み続けたいと思えるよう、主体的な関わりの機会を創
出するため、子ども会議を実施した。子ども会議のメンバー募集は、三宅小学校に募集チラシを配布
する等を行い、小学生１名、中学生１名、大学生１名の応募があった。会議では、施設や町全体で
やってみたいことについて話し合いを行った。（計４回）

④活動開始の情報発信



④活動開始の情報発信
　複合施設の整備や活動を伝えるために、複合施設の周知パンフレット及び多様な参加の呼びかけを
行うため、各種募集チラシを作成した。
　また、町広報誌を始め複合施設Facebook、町LINE公式アカウントにおいて同様の周知を行った。

⑤基本設計・実施設計等
　複合施設整備に必要な基本設計・実施設計を作成した。



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

指　　　標
現状値

（2018度）
目標値(増加数）
（2019年度）

目標値(増加数）
（2020年度）

達成値(増加数）
（2019年度）

年間施設利用者数 26,074人 200人 200人 6,603人

本事業等に参画した町民数
（主体的な参加）

13人 0人 7人 3人

タウンミーティング等の参加人
数

236人 175人 20人 118人

事業費 64,893 うち、一般財源 39,706

課題等

〇運営組織における今後の体制づくり
　住民による地域コーディネーター、子ども会議などの体制づくりを進めているが、運営方針で定め
た５つの目標を達成するためには、多角的に運営方法を検討することが必要となる。また、複合施設
の収益性についても一定程度確保していく必要がある。
　そのため、運営方針に基づく運営方法を検討し、運営していくためには、行政だけでなく、民間事
業者による知識・経験を活用していくことが課題である。

〇住民への周知活動
　今年度の複合施設の情報発信においては、様々な媒体を用いて行ってきた。また、子どもに対する
周知方法については、小学校、教育委員会と連携しているが、不十分である。
　そして、複合施設がまちの拠点として発展していくために、住民主体の運営組織による運営が必要
不可欠である。そのため、町民の方に理解してもらうための周知だけでなく、行動に移してもらうた
めのさらなる周知活動が必要である。

〇人材育成
　運営組織については、行政だけでなく、コミュニティ活動のリーダーとなるべき町民の参加が不可
欠である。そのようなリーダーとなる人材の育成についても今後の課題である。

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

施設の運用については、住民主体の組織による運営を想
定しており、コワーキングスペースやキッチンスペース
等使用料を運営の財源として活用していく。

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
運営組織の人材育成の課題はあるが、多世代の方が自然
と集まる居場所となるよう、色々なスペースを活用し、
施設全体が賑わう運営を目指している。

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
A

複合施設においては、多様な機能（公民館機能、学童・
子育て支援機能等）を有しており、それを活用すること
で地域住民の活動へと繋げていく。また、住民主体の運
営組織による運営を行うことで、三宅町にある人・モ
ノ・コトを活かすことを目的としている。

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

B
行政だけではなく住民が主体的に施設運営に参画するこ
とで、協働のまちづくりへの意識が向上するものであ
る。また、子どもやまちの人の居場所となることで、人
口減少に資することを目的としている。

結果重視 B
建築に向けての基本設計・詳細設計とともに、今後の施
設運営において重要となる運営方針・運営企画について

1
次
評
価
（
担
当
課
）

Ａ：高　　い

Ｂ：やや高い

Ｃ：やや低い

Ｄ：低　　い



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）

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

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

（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

（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

（Ｂ）　事業内容の見直し（改善）

（Ｃ）　事業の継続

（Ｄ）　事業の中止

（Ｅ）　予定通り事業終了

（全体評価）

委　員

結果重視
目指すべき成果が達成されているか B も、庁内関係課との横断的な協議や住民の方への意見聴

取等を行うことにより策定した。

事
業
効
果

事
業
の
評
価

今
後
の
方
針



複合施設における先進地視察の実施状況

No. 施設名称 目的 概要

1 江戸川区立第七葛西小学校 学童保育 すくすくスクール（独自事業）の実施方法及び実施状況の調査研究

2 板橋区立上板橋第四小学校 学童保育 放課後子ども教室と放課後児童健全育成事業の一体型の実施方法及び実施状況の調査研究

3
奈良県
「engawa」

コワーキングスペース コワーキングスペースの設備、実施方法の調査研究

4 雲南市役所 小規模多機能自治による住民主体のまちづくり 小規模多機能自治による住民主体のまちづくりの実施方法及び実施状況の調査研究

5
雲南市鍋山交流センター
「躍動と安らぎの里づくり鍋山」

小規模多機能自治による住民主体のまちづくり 小規模多機能自治による住民主体のまちづくりでの組織運営及び取組内容の調査研究

6
多賀町中央公民館
「多賀結いの森」

フリーキッチンの設備、多世代が繋がる住民主体のまちづ
くり
コーディネーターの導入

フリーキッチンの設備、住民主体のまちづくりの実施方法及び実施状況、コーディネーターの導入の調
査研究

7
兵庫県朝来市さんとう緑風ホール
「あさご未来会議」

小規模多機能自治、
住民主体のまちづくり

小規模多機能自治、住民が参画する会議の実施方法及び実施状況の調査研究

8
茅野市子ども館
「CHUKOらんどチノチノ」
「０１２３広場」

子ども主体の運営体制、中高生の居場所づくり 子どもの居場所づくり、子ども主体の運営体制の実施方法及び実施状況の調査研究

9 茅野市民館 住民主体の運営体制 住民主体の施設運営の実施方法及び運営体制の調査研究

10 信州おぶせまちじゅう図書館 本を活用したまちづくり 本を活用したまちづくりの実施方法及び実施状況の調査研究

11
小布施町立図書館
「まちとしょテラソ」

特色ある図書館運営、
住民とつくる図書館

交流拠点としての図書館での取組み、住民とつくる図書館運営の実施方法、実施状況の調査研究

12
須賀川市民交流センター
「tette」

複合施設全体の運営方法
図書館等の設備・運営

複合施設全体の運営方法及び実施状況、図書館を中心とする設備、テーマ別配架の導入状況の調査研究

13
那須塩原市まちなか交流センター
「くるる」

複合施設の運営方法、設備 利用者会による運営体制及び運営方法、施設設備の調査研究



あるかもカフェ実施一覧

開催日・場所 名称 内容

7月14日
三宅町中央公民館

あるかもカフェvol.00

複合施設の模型展示。
施設でやってみたいことやし
てみたいことを意見聴取。
同時開催：マルシェ

9月7日
三宅小学校運動場

出張あるかも

三宅noまつりにて、子ども達
を中心に、施設でしてみたい
こと、あったらうれしいもの
等の意見聴取。

9月21日
三宅町文化ホール

あるかもカフェvol.01

１部：けん玉教室を開催。
２部：放課後の過ごし方など
について、保護者等とのワー
クショップを実施。



10月27日
三宅町役場前

出張あるかも
三宅町文化祭にて、模型等を
展示し、住民の意見聴取を実
施。

12月11日
三宅町中央公民館

あるかもカフェvol.02

小布施町立図書館の元館長に
よる「まちと共にある図書
館」について講演。
講演後、「三宅らしい図書室
とは」をテーマに、参加者に
よるワークショップを実施。

令和2年2月22日
三宅町中央公民館

あるかもカフェvol.03

（予定）
子ども会議の発表
講師を招き、食についての講
演

コロナウイルス拡大防止のため、開催延期
　※延期日未定


