
地方創生関係交付金事業の推進状況(平成28年度実施事業)

Ⅰ．地方創生関係交付金事業の検証について

 1.地方創生関係交付金の概要

　地方版総合戦略の策定および実施に当たり、国が、地方公共団体が適切な効果検証の
仕組みを伴いつつ自主性・主体性を最大限に発揮できるようにするための財政的支援とし
て、次のような交付金を創設している。

   

 2.交付金事業の重要業績評価指標(KPI)の検証について

　 交付金事業には、事業の推進状況を測るために重要業績評価指標(KPI)を設定すること
となっている。KPIについては、外部有識者を含む検証機関を設置して達成度を検証するこ
とが求められている。
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 【平成28～29年度　地方創生関係交付金事業一覧】

    ■地方創生加速化交付金  

事　業　名 事業費（円） うち交付金(円)

  １ 「北アルプス連携自立圏」推進事業 2,267,500 1,225,800

  ２
都市部企業のメンタルヘルス対策に特化したハー
バルヘルスツーリズム推進事業

37,290,834 29,700,000

事業費合計 39,558,334 30,925,800

    ■地方創生推進交付金

事　業　名 事業費（千円） うち交付金(円)

1
安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）農産物／
特産品輸出と外国人旅行者誘致事業

4,914,000 2,457,000

   【参考】 ■地方創生拠点整備交付金（平成29年度に事業実施中）

事　業　名 事業費（千円） うち交付金(円)

1 まちなかの賑わい拠点整備事業 95,086,000 47,493,000
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  実績なし

 ２．重要業績評価指標（KPI）の達成状況

KPI数（件） 判定

        ３事業の重要業績評価指標10件のうち、Ａ判定（達成率90％以上）は６件となった。

  達成率が50％以上90％未満である

  達成率が50％未満である（Ｄを除く）

  Ⅱ．事業別調書

 １．事業別調書の見方

  達成率が90％以上である

        ①基本目標・施策の柱
                 「あづみ野池田総合戦略」の基本目標とその柱番号を記載。

 　   ②事業費
             　交付金充当分の事業費総額

        ③重要業績評価指標（KPI）の状況
                 重要業績評価指標（KPI）に対する達成率と達成根拠をKPIごとに記載。
                 ・重要業績評価指標（KPI）：事業の推進状況を測る値
                 ・達成状況：KPIの達成割合
                 ・判定：全てのKPIの達成状況を次の基準により判定し、達成率がＣ・Ｄの場合
                                   にはその理由も記載
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     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

2,267,500 円

事業内容

事業実績

達成状況
(％)

判定

1 100% Ａ

2 100% Ａ

3 100% Ａ

4 100% Ａ

※判定がC・Dの場合は、その理由をこの下に記載すること

・職員研修参加者数（圏域全体）　1,179人 ２，１０３人

・成年後見相談件数（圏域全体）　3件 ９９件

生涯学習課　生涯学習
係
企画政策課　町づくり推
進係・移住定住促進係
健康福祉課　地域包括
支援センター
総務課　　　総務係

　５市町村（大町市・松川村・白馬村・小谷村・池田町）が連携して、人口減少対応や地域活性化策に
取り組むため「北アルプス連携自立圏」を形成。若者交流、移住交流、福祉、圏域マネジメント能力の
強化の４分野について事業を推進し、人口減少に歯止めをかけるとともに、圏域の活性化と住民サー
ビスの向上を図るため。

①若者交流
②移住交流
③福祉
・成年後見支援センター運営
④圏域マネジメント
・合同調査研究事業
・統一テーマ合同職員研修
・圏域市町村相互乗入型職員研修

Ⅲ－３

・若者交流イベント参加者数（圏域全体）
518人

重要業績評価指標（KPI）

・移住相談・参加者件数（圏域全体）　415人 ５１１件
重要業績評

価指標 （KPI）
の状況

「北アルプス連携自立圏」推進事業

Ⅲ　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

①若者交流
・若者交流イベントの共同開催（実施主体：大町市）
　12月10日にクリスマスイベントを実施、105名参加。
・単独イベントの開催（実施主体：池田町）
　池田町を中心とした若者で組織する任意団体に運営を委託、各種スポーツやイベント等計17回開催、延べ592名参加。
②移住交流
・移住相談窓口設置経費（実施主体：池田町）
　移住情報パンフレットや移住促進動画を制作し、圏域市町村間での情報共有を図り移住者相談に対応した。
・移住セミナー開催経費（実施主体：大町市）
　田舎暮らし「楽園信州」推進協議会に新規加入後、圏域市町村連携により移住セミナーに参加（8月東京都）。圏域移住パン
フレットを作成・配布。48名の一般参加があり、移住相談に応じた。
③福祉
・成年後見支援センター運営（実施主体：大町市）
　成年後見支援センターの共同運営負担金（大町市に設置）。
④圏域マネジメント
・合同調査研究事業（実施主体：北アルプス広域連合）
　11月に地域おこし講演会を開催
・統一テーマ合同職員研修（実施主体：大町市）
　7月に行政不服審査法研修会を開催（2回開催）
・圏域市町村相互乗入型職員研修（実施主体：池田町）
　3回開催（10・11月情報セキュリティ研修：計64名参加、3月クレーム対応研修：27名参加）
⇒　各事業の中で、特に移住相談窓口連携について不十分ではないかとの反省をもとに、連携を更に強化し、多岐分野に亘
る移住相談に対応できる窓口の開設の検討を行っていく。

担当課

施策の柱

算定根拠

９０４人
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大町市主催

H28.12.10開催 若者交流イベント
移住希望者の個別相談
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     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

37,290,834 円

事業内容

事業実績

達成状況
(％)

判定

1 50% Ｂ

2 0% Ｄ

3 0% Ｄ

4 9% Ｃ

※判定がC・Dの場合は、その理由をこの下に記載すること

都市部企業のメンタルヘルス対策に特化したハーバルヘ
ルスツーリズム推進事業

担当課 振興課　農政係

Ⅰ　「ふるさと産業」の育成・継承・創出 施策の柱 Ⅰ－１

0　人・１　軒

ハーバルヘルスケアトレーナー（仮称）稼働
回数（回）　50回 0　回

ヘルスツーリズム体験人数
（企業提携１社につき50人増）　150人

モニターツアー参加者
13　人

都市部企業との提携数　3社 0　社

メンタルヘルスに特化したハーバルヘルスツーリズムに取組む中で、都市部企業をターゲットにした
周遊・滞在型プログラムを提供するとともに、ハーブセンターのハーブ園の改修を行い将来的にはイ
ンバウンド誘客を狙えるような健康保養地を目指し、雇用創出につなげていくため。

① 池田町花とハーブの里ブランド化推進委員会の設置
② 人材養成による受け入れ体制の強化
③ ハーバルヘルスツーリズムの拠点整備
④ メンタルヘルス対策に特化したプログラムの研究
⑤ 先進地視察
⑥ ハーブ関連商品のパッケージデザインとテストマーケティング
⑦ モニターツアーの実施と先進的な癒し効果の測定ｎｎ
⑧ 町民向けイベント

① 池田町花とハーブの里ブランド化推進委員会の設置
・多様な関係者で協議し、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくり・しごとの創出を実現するため
の戦略について協議した。
② 人材養成による受け入れ体制の強化
・ハーバルヘルスツーリズム推進のため専門的な知識を有する地域の担い手を養成する人材養成講
座を開催した。
③ ハーバルヘルスツーリズムの拠点整備
・ハーバルヘルスツーリズムの拠点として道の駅に併設されているハーブ園の改修・整備を行った。
④ メンタルヘルス対策に特化したプログラムの研究
・マーケティング調査を行い、その結果を踏まえてうつ病にも対応出来るようなメンタルヘルス対策に
特化した周遊・滞在型のプログラムを研究・検討した。
⑤ 先進地視察
・先進地を花とハーブの里ブランド化推進委員会で視察し、その仕組みや営業方法、プログラム構成
や受け入れ体制を学んだ。
⑥ ハーブ関連商品のパッケージデザインとテストマーケティング
・ハーブ商品デザインを一新し、テストマーケティングで商品レベルを上げた。
・主な販売スペースである道の駅池田　ハーブセンターの店内演出変更案を研究した。
⑦ モニターツアーの実施と先進的な癒し効果の測定
・モニターツアーを２回行い、うち１回は心拍変動解析を用いた先進的な効果測定を行った。
⑧ 町民向けイベント
・長野県知事　阿部守一氏　南雲クリニック　南雲吉則氏を招き講演会を行い、長野県と池田町のヘ
ルスツーリズムの可能性についてシンポジウムを行った。

重要業績評
価指標

（KPI）の状況

重要業績評価指標（KPI） 算定根拠

ハーバルヘルスケアトレーナー（仮称）人数、
専門宿泊施設育成数　5人・１軒
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●本事業全体について、国庫補助金の交付決定が８月末となり、事業着手が11月にずれ込んだため、

　事業遂行には時間が足りず当初計画したとおりの事業を行うことはできなかった。しかし、今後の事業

　展開の足掛かりとなる礎は多くの分野で築くことができた。

・池田町花とハーブの里ブランド化推進委員会を立ち上げ、花とハーブで町を彩る修景促進・薬効ハー

　ブの普及促進・ハーバルヘルスツーリズム（ハーブを中心に豊な自然の中で、健康の増進や回復に主

　眼を置いた旅行・観光のこと。）推進について協議し、町が活性化し、住民が健康で暮らせる町づくりを

　めざして活動していくことになった。

・ハーバルヘルスツーリズム担い手育成（ハーバルヘルスケアトレーナー（仮称））について

　ハーブの普及には専門的な知識を持った者の育成が不可欠である。平成28年度は人材育成をめざし

　次の講座を開催したが、ハーバルヘルスケアトレーナー（仮称）認定基準を定めるまでの議論する時間

　が足りず、認定までには至らなかった。

　　初心者向けアロマテラピー講座　　　　 　　 　 ５回開催　　延75名参加

　平成29年度には、ハーバルヘルスケアトレーナー（仮称）の認定制度について検討するとともに、制度

・都市部企業との提携について

　都市部企業に勤務する方のメンタルヘルスのため、ハーバルヘルスツーリズム事業を取り入れていた

　だこうと、モニターツアーを2回開催し、2企業13名の参加者があった。歩数、睡眠時間、心拍数の測定

　等によりメンタル対策に充分な効果をもたらすものであることが実証された。

　その結果、平成29年度に１社の企業とハーバルヘルスツーリズム事業協定の締結を行うこととなってい

　る。引き続き、受け入れ体制の整備やプログラム構築を進め、モニターツアーも開催するなど、新たな企

　業との連携を図っていく。

　　担い手養成講座　　　　　　　　　　　 　　　　　  ５回開催　　延41名参加　

　を基にカリキュラムを組んで、養成していく。

ハーバルヘルスケアトレーナー

養成講座
長野県と池田町のヘルスツーリズムに関する

シンポジウム ２５０名参加
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     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

4,914,000 円

事業内容

事業実績

達成状況
(％)

判定

1 100% Ａ

100% Ａ

2 － －

※判定がC・Dの場合は、その理由をこの下に記載すること

　安曇野地域の高品質な農産物輸出により外貨を稼げる経済構造をつくりあげるとともに、日本らしい
田園風景、登山、温泉など、質の高い観光資源を外国人向けにアレンジし観光客を誘致することによ
り、安曇野地域のしごとづくり、雇用創出を強化するため。

①日本酒・ワイン・食用米のマーケット調査
農産物/特産品の輸出に向けたマーケット調査を行い基礎データを収集、分析する。

安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）農産物／特産品
輸出と外国人旅行者誘致事業

担当課 振興課　農政係

Ⅰ　「ふるさと産業」の育成・継承・創出 施策の柱 Ⅰ－１

【農産物等海外販路開拓関連調査】
①基礎調査・分析
　農産物及び特産品（日本酒・ワイン・食用米）の輸出に関する課題整理、輸出品の商品評価、課題
明確化等。
　Ａ　課題
　　・農産物・・・原発関連、植物検疫、残留農薬等
　　・日本酒・・・日本食ブームにより人気も高まっているが、競合も厳しい。
　　・ワイン・・・　輸出量が少ない。
　Ｂ　商品評価
　　・日本産は高品質との評価が高いが、ブランド力は低い。
　Ｃ　戦略
　　・商品のブランド力が弱いため、ストーリー性を高めると共に、インバウンド資産（外国人の訪日旅
行客による購買効果等）を有効活用できる国を戦略国とすること。

②輸出品目・販路の選定・提案
　優先的に取り組むべき輸出国・地域の選定及び輸出品目の選定、販路・販売方法についての提案
等。
　Ａ　輸出戦略国
　　・日本酒・米　　台湾、香港、シンガポール中心の東南アジア華僑経済圏

重要業績評
価指標 （KPI）

の状況

重要業績評価指標（KPI） 算定根拠

安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）の
外国人宿泊者数　8,038人 １６，３４３人

安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）の
農産物/特産品の新規海外販路開拓数　0件 ０件

４５，７７３人
海外プロモーションの成果による安曇野地域
（安曇野市・池田町・松川村）の外国人旅行
者数　1,499人

調査報告書
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