
地方創生関係交付金事業の推進状況(平成27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27～28年度　地方創生関係交付金事業一覧】

    ■地方創生先行型交付金（基礎交付分）（平成27年度に事業実施済み）

※今回、評価・検証を行う事業です

事　業　名 事業費（円） うち交付金(円)

  １ 池田町総合戦略策定事業 4,104,000 4,050,000

  ２ 「花とハーブの里」リブランディング事業 19,065,600 16,808,000

  ３ 小さな拠点整備事業 4,250,000 3,500,000

  ４ 人材育成支援事業 429,840 400,000

  ５ 情報提供拡充による観光振興事業 911,007 900,000

  ６ 多子世帯保育料減免事業 4,229,392 1,400,000

事業費合計 32,989,839 27,058,000

 【平成28年度以降の交付金採択事業】 

  ■地方創生加速化交付金  （28年度実施中）

事　業　名 事業費（円） うち交付金(円)

1
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

40,000,000 29,700,000

  ■地方創生推進交付金  （事業期間　28～32年度）

事　業　名 事業費（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

5,000,000 2,500,000

※事業費は28年度分
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  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

  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）

  実績なし

 ２．重要業績評価指標（KPI）の達成状況

KPI数（件） 判定

        5事業（総合戦略策定事業を除く）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。

１ Ａ

２ Ｂ

基本目標

4

4

合計 合計

３ Ｃ

４ Ｄ

1

1

10
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     事業名 担当課

基本目標 施策の柱

事業目的

事業費
（円）

4,104,000 円

事業内容

事業実績

　　　策定した「あづみ野池田総合戦略（冊子と概要版）」、「人口ビジョン（冊子）」

 【人口ビジョン及び総合戦略の策定】
 ①地方創生推進本部会議等（庁内会議）の開催
 ②総合戦略審議会の開催
 ③アンケート調査、各種団体のヒアリング、パブリックコメントの実施
 ④その他  広報、地方版総合戦略策定に係る調査分析委託

 【池田町人口ビジョン・あづみ野池田総合戦略の策定】
　策定にあたっては、中高生や40 代以下の若者･子育て世代を中心としたアンケート調査をはじめ、地
域の各分野の有識者等で構成する池田町総合戦略審議会、町議会、パブリックコメント、関係団体から
のヒアリング等を通じて、幅広くご意見をいただいた。

①　庁内検討…地方創生推進本部会議(9回)、担当係長会議(2回)
②　総合戦略審議会の開催（5回）…産官学金労言等の代表者16名(うち公募委員2名)で組織
③　・町民アンケート調査の実施…対象：中学3年生80名・高校生260名・18歳以上49歳以下の男女1,500名
　　 ・町議会への説明・意見交換等…5回開催
     ・関係団体ヒアリングの実施…自治会協議会(3回)、商工会、ガイドマスター会、町内金融機関
     ・素案に対するパブリックコメントの実施（意見：2名）
④　・広報…ニュースレターの発行(2回)、概要版パンフ印刷(全戸配布)、ホームページ等
　　 ・コンサルへの策定支援業務委託（委託先：株式会社ＫＲＣ　あづみの事務所）
【策定日：平成27年12月3日】

 ※重要業績評価指標（KPI）は無し

池田町総合戦略策定事業 総務課　町づくり推進係

  全国的な少子高齢化の進展と特に地方における人口減少が顕在化する中、現在、国を挙げて地方創生
の取り組みが進められてる。池田町でもこれに伴う課題の克服と将来の活力あるまちの実現を図る
ために、『池田町人口ビション』と『あづみ野池田総合戦略』を策定する。
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     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

19,065,600 円

事業内容

事業実績

達成状況 判定

1 76% Ｂ

2

モデルツアー 都市住民向けシンポジウム

重要業績評
価指標 （KPI）

の状況

「花とハーブの里」リブランディング事業

Ⅰ　「ふるさと産業」の育成・継承・創出

　都市部からの誘客を図るため、ハーブや景観など池田町特有の資源をパッケージとした周遊・滞在
型の「ハーバルヘルスツーリズム」を推進し、その拠点施設であるハーブセンターハーブ園の一部改
修を行った。

①・都市住民向けイベントの実施…銀座ＮＡＧＡＮＯにおいて、事業者等によるプレゼンや試食会に
より池田町の楽しみ方、特産品等を紹介するとともに医師によるツーリズムの検証について報告した
（約80名参加）。
また、都市センターホテルにおいて都市部企業向けにヘルスツーリズムについてシンポジウムを開催
し、74名の参加があった。実施後のアンケート調査の結果、参加者の約９割からハーバルヘルスツー
リズムに興味を持った、約５割から導入を検討したいとの回答が得られ一定の需要があることがわかっ
た。
・モデルツアー…ツーリズムのモデルツアーをメディア及び都市部の女性を対象に３回実施した。20
以上の雑誌、webサイト等で紹介され、町内のハーブ関連施設の利用者が増加した。また、ツアーで
のハーブ体験が健康にどの程度寄与したか医師による効果の検証を行った。
・町民向けイベントの実施…カミツレの里体験会（料理講座、入浴等）を実施し、町内にＰＲした。参加
者20名。
・コンセプトブック・webサイトの制作…情報発信ツールとして企業団体向けコンセプトブックと
Facebookを作成した。
②専門業者によるハーブ園の診断…専門業者により池田町ハーブセンターハーブ園の現状分析とリ
ニューアルプランを提案してもらい、提案に基づきハーブ園の一部改修を行った。

担当課

施策の柱

算定根拠

実績値　7,638人増

振興課　農政係

　25年前より推進してきた当町の主要施策の一つである「花とハーブの里」づくりは、時間の経過、
ハーブ生産者の高齢化・減少、町ハーブセンター施設の老朽化などにより、町民の機運が低下しつ
つある。ここで今一度、池田町らしさを活かしたハーブ栽培やそれに関わる資源を見直し、現在の
ニーズにあった商品・サービスの構築により、花とハーブの里を再ブランド化し、観光の活性化等を通
じ観光入込客数・交流人口の増加を目指す。

①ハーブの里づくりコンセプトの再構築経費
（都市部への情報発信、交流のしくみ等構築、町内企業や団体と連携したツーリズムプランの提供
等）
②展示育苗施設・鑑賞園のリニューアル改修経費

Ⅰ－１

 ハーブ鑑賞園周辺の年間観光客数
 前年比１万人増

重要業績評価指標（KPI）
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事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

4,250,000 円

事業内容

事業実績

達成状況 判定

1 100% Ａ

2 40% Ｃ

3 95% Ａ

4 137% Ａ

※C判定の理由：地域住民が主体となるサロン運営を目指す為、サロン参加者から担い手の発掘をし、

　　　　　 　　　　　他の支え合い活動と合同で養成講座を開催し、６名の養成となった。　　　

①住民向けワークショップ等開催

　　     ③拠点の開設、サロン開催

　　　
④縁側、ウッドデッキ増設

小さな拠点整備事業 担当課
福祉課

地域包括支援センター

Ⅱ　「住みよい町」としての魅力の醸成 施策の柱

延べ参加者261名、平均13.7名。
悪天候時は少人数であったがイ
ベント等開催時は予想以上の参
加があった。

Ⅱ－１

住民サポーター年間養成人数
15人

他の支え合い活動と合同で担い
手養成講座を開催し、6名を養
成。

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

交流拠点の開設　１箇所 １箇所開設(本施設)

サロン参加者数　10人/回

6月下旬より毎月2回開催し、年間
19回開催。

サロン年間開催数　20回

　 　　　　　　　　　ボランティア運営へ転換していきたいと考え、単独でのサポーター養成は未実施だが、

　少子高齢化の進行が大きな課題となっている当町で、子どもから高齢者まで地域住民が気軽に集え
る場所・馴染みの場所を整備し居場所を提供することにより、地域の課題を住民同士が共有し、共に
解決につなげる地域包括ケアシステムの構築を目指す。

①地域懇談会及び地域での福祉教室の開催経費
②「住民サポーター」育成に係る経費
③サロン開催に関する経費
④既存建物の改修経費

【本事業を池田町社会福祉協議会に委託】

①地域サロン等へ出向き、概要説明や参加、協力の呼びかけ、また地域づくりについて考える住民向
けワークショップを開催
②事業を知って頂き、参画するための担い手養成講座を実施
③第２・４土曜日に施設を開放し、サロンを19回開催
④誰もが立ち寄りやすくするための縁側及びウッドデッキを増設

6



     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

429,840 円

事業内容

事業実績

達成状況 判定

1 100% Ａ

2 30% Ｃ

3 30% Ｃ

※C判定の理由

2 アベノミクスの影響もあって、忙しくなってきたこともあり企業側から出席させる時間が
取れなかったため。

3 聞き取り調査により、平均３％増であった。
すぐに効果が現れるものではなく、継続性が求められる。

セミナーの様子

参加企業の売上高　前年比＋10% 　聞き取り調査による

　町内企業のなかで世界レベルのマネジメントを実行できる経営者及び経営幹部を育成し、自発性、
変革性、継続性などのイノベーション意識を高めることにより、産業振興や雇用拡大につなげる。

①プロジェクトマネジメント型管理者人材の育成講座開催経費

【実施主体：池田町商工会】

①地域企業の中核を担う管理者として「変革リーダー意識」「他社から学ぶ姿勢」を身に付け、組織力
を生み出せる人材の育成と参加企業の利益向上を目指すために研修事業を5回実施した。

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

人材育成セミナー年間開催数　5回 　5回開催

セミナー参加者数　20名/回 　6人/回

人材育成支援事業 担当課 振興課　商工観光係

Ⅰ　「ふるさと産業」の育成・継承・創出 施策の柱 Ⅰ－２
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     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

911,007 円

事業内容

事業実績

達成状況 判定

1 100% Ａ

2

　従来の観光パンフレット等による誘客宣伝とは異なり、実際の観光目的で当地域に訪れる観光客へ
リアルタイムの寄ってみたくなる情報を提供することにより誘客数の増を図る。

高速道路の主要サービスエリアに月替わりの最新情報を掲載したパンフレットを設置し、観光客の「寄
り道」効果を促す。
①観光パンフレット作成費
②サービスエリアへの設置経費

①②高速道路の主要サービスエリア３箇所（梓川ＳＡ、諏訪湖ＳＡ、駒ケ岳ＳＡ）に４～７月及び９～１０
月の間、月替わりの最新情報を掲載したパンフレットを作成し（4,500部/月）、パンフレットスタンド（有
料）により配布しPR、観光客の増加を図った。

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

パンフレット配布効果による誘客数
の増　　 8,000人

年間観光客数　前年度26,600人
増×約30％がパンフレット配布効
果による増と推定（約8,000人）

情報提供拡充による観光振興事業 担当課 振興課　商工観光係

Ⅳ　観光まちづくりの推進と広域連携の深化 施策の柱 Ⅳ－３

駒ヶ岳ＳＡでのパンフレット設置 月替わりパンフレット
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     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

4,229,392 円

事業内容

事業実績

達成状況 判定

1 100% Ａ

2

保育の様子

多子世帯保育料減免事業 担当部課 保育課　保育係

Ⅲ　次世代を地域全体で育む社会環境づくり 施策の柱 Ⅲ－１

　当町の少子化対策の一環として、多子世帯に係る保育料を助成し、保護者の経済的負担を軽減す
ることにより、第３子以降を産み育てやすい環境づくりを目指す。

①第３子以降の子の保育料のうち、１人当たり月額3,000円を上限に減免する（対象児童：44名）。

①第３子以降の子の保育料を、月額3,000円（総額1,496,250円）減免し、保育料の軽減、子育て支援
を図った(H28.3月対象児44名)。

［併せて、長野県負担による月額3,000円減免を実施。→計6,000円減免】

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

第3子以降の出生数
前年度より増加

第3子以降の出生数
H26　10名　　H27　11名
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1 

 

池田町総合戦略審議会 要旨録 

 

と き ： 平成28年12月8日(木)9：30～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

【委員】 

益山代利子 委員 髙山明男 委員  茅野雅彦 委員 赤田弥寿文 委員 内山美恵 委員 

高見沢靖 委員 小澤裕子 委員 三枝 是 委員 佐藤治幸 委員 淀 智泉 委員 

岩岡 實 委員 田中しのぶ 委員    

◆欠席 栗林克行 委員 横川一登 委員 北澤悦子 委員 水久保節 委員 

【池田町】 

町長  甕 聖章 副町長 大槻 覚 教育長 平林康男 住民課長 倉科昭二 

保育課長 勝家健充 福祉課長 小田切隆 振興課長 宮﨑鉄雄 建設水道課長 丸山善久 

教育課長 藤澤宜治 会計課長 矢口 衛 議会事務局長 大蔦奈美子 総務係長 丸山光一 

（事務局） 

総務課長 中山彰博、町づくり推進係長 大澤 孔、町づくり推進係 西澤正之 

 

（進行：中山総務課長） 

１ 開  会 （中山課長） 

２ あいさつ （町長） 

３ 委員の任務及び設置要綱の一部改正（案）について （説明：大澤係長） 

＜審議会設置要綱を説明。また、委員任期を「1 年」から「総合戦略の検証が終了するまで」と

する改正を提案し、承諾を得る＞ 

４ 委員の委嘱 

５ 自己紹介 

６ 正副会長の選出 

＜中山課長より案を提示（会長：益山代利子委員、副会長：髙山明男委員）＞ 

＜拍手により全員の賛同を得る＞ 

＜会 長 益山代利子委員・副会長 髙山明男委員に決定＞ 

７ 正副会長より就任のあいさつ 

 

８ 協議事項 （進行：益山会長） 

（１）27年度地方創生交付金事業の検証について（資料１）（説明：大澤係長） 

発言者 発言内容 

赤田委員 KPI の判定は国や県の基準によるものか。また、達成率のなかで、D 判定は

「実績なし」とあるが、事業を実施するなかで実績なしで終了はあり得ない

のではないか。 

大澤係長 国が示したものではなく、町独自の基準による判定である。 

また、事業推進のなかで基本的にD判定はあり得ないと思っているが、万が

一、D判定となった場合は理由を明らかにする。 
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赤田委員 「「花とハーブの里」リブランディング事業」のKPIの状況によると、観光

客数は増えているということだが、過去の観光客数の傾向や推移が分かるデ

ータ資料を確認したい。 

大澤係長 町ではハーブの利活用を重要施策と位置づけ 28 年度も引き続き事業を進め

ている。来年度、審議会で評価していただく際に過去のデータ資料も提出し

たい。 

田中委員 「多子世帯保育料減免事業」について、第三子の保育料無料化はいつからか。 

大澤係長 平成29年度から予定している。 

高見沢委員 「小さな拠点整備事業」及び「人材育成支援事業」について、実際に利用し

た参加者の意見を聞いているか。次の事業展開の参考になると思う。 

髙山副会長 「小さな拠点整備事業」を受託した社協の立場で申し上げるが、事業年度末

となる平成 28 年 3 月に参加者やボランティアに出席いただき、事業報告会

を開催し、実績や成果、課題などを話し合っている。 

宮﨑課長 「人材育成支援事業」については、商工会と十分な連携がとれなかった。今

後はしっかりと連携しながら事業実施したい。 

佐藤委員 平成 27 年度事業の評価・検証ということだが、既に本年 3 月に事業が終了

しており、評価時期が遅いのではないか。 

大澤係長 町独自の評価方法ということで作成に手間取るとともに、このほど策定した

総合戦略アクションプランも併せて審議会で説明したいと考え、開催時期が

遅くなってしまった。来年度は 8～9 月頃、町の決算時期に合わせ開催した

いと考えているのでご理解いただきたい。 

 

 

（２）あづみ野池田総合戦略アクションプランについて（資料２） 

（説明：大槻副町長、大澤係長、宮﨑課長、中山課長、藤澤課長） 

発言者 発言内容 

田中委員 町内でも特にまちなかの商店街の衰退が著しい。消費者が他所に買い物に行

ってしまう。アクションプランの説明が長すぎたが、池田町独自の施策を考

え検討していってほしい。 

益山会長 次回以降は、同一の方向性をもつ施策ごとに説明いただき、それに対し質

疑・意見を発言するよう事務局にお願いしたい。 

小澤委員 アクションプラン26ページのように、27年度事業計画はあるが、事業実績

に記載が無いのはなぜか。 

藤澤課長 KPI に基づく実績がなかったということで記載しなかったが、分かりづらい

ので表記の仕方を検討したい。 

小澤委員 アクションプラン16ページの「空き家等の利活用促進」で、28・29年度に

空き家調査を行うとあるが、過去に調査を実施したことはないのか。また、

町ホームページに空き家情報を掲載しているのか。空き家を貸出するにあた

って片づけ等への補助金等は考えているのか。 
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中山課長 平成 25 年度に自治会に空き家調査をお願いし、約 250 棟の空き家を把握し

ている。今回のアンケート調査は、それらに対し、貸す出す意思があるかど

うか等の確認を行うためのもの。町ホームページは本年 10 月にリニューア

ルし、移住者向けの情報を盛り込んでいるが、まだまだ内容が不十分。今回

のアンケート結果を活かし、空き家情報を掲載していきたい。また、貸し出

すために必要な費用に対する空き家改修等補助金についても検討したい。 

岩岡委員 国の交付金を活用し、事業推進していくことになると思うが、いつまでも交

付金が続くとは思えない。その場合は、基本目標等の縮小はあるのか。 

大澤係長 すべての事業が国交付金頼みではない。アクションプランに掲載された事業

については、町の財政状況を勘案しながら、国の交付金を始め、町の一般財

源や各種補助金を活用しながら進めていきたい。 

高見沢委員 アクションプランは現在考えている事業を掲載しているが、今後取り組むな

かで、新しい事業を追加することもあるのか。 

大澤係長 来年度になると環境も変わり、新たな課題が出てくるかもしれない。そのた

め、アクションプランは毎年見直していく。今後地方創生の推進に必要な新

たな事業を追加することも十分あり得る。 

 

 

９ その他  

○来年度の審議会は8～9月頃、1回程度開催する予定。 

 

10 閉 会 （髙山副会長） 

終了11：47 



池田町議会全員協議会 要旨録 

 

と き ： 平成28年12月20日(火)13：00～ 

ところ ： 池田町役場 協議会室 

 

発言者 発言内容 

矢口稔議員 KPI の数値が主に人数となっているが、事業費がどれだけ効果をもたらした

か、費用対効果で評価すべきではないか。 

大澤町づくり推進

係長 

達成度が測りやすい数値をKPIに設定した。費用対効果については、次回評

価の際に配慮したい。 

立野泰議員 評価が低い事業の場合、改善や交付金返還が国から求められるのか。 

大澤町づくり推進

係長 

交付金返還の必要はないが、効果が低いと改善を求められることもある。 

薄井孝彦議員 評価に併せて、今後の改善策や方向性を示した方がいいと思う。 

大澤町づくり推進

係長 

総合戦略に基づく事業に対する評価は「あづみ野池田総合戦略アクションプ

ラン（H27～H31）」を進めるなかで今後行っていきたい。 

薄井孝彦議員 「花とハーブの里」リブランディング事業はイベント参加者から好評で手ご

たえがあったとのことだが、その後企業とハーバルヘルスツーリズムの契約

に結び付いているのか。 

宮﨑振興課長 2 社が強く興味を示し、モデルツアーに参加していただいた。契約に前向き

の意向なので、町で今年度中に受け皿を整備したい。 

和澤忠志議員 「花とハーブの里」リブランディング事業のKPIでは、ハーブ鑑賞園の観光

客数が増えているが事実なのか。 

宮﨑振興課長 平成28年度決算資料にも記載がある通り増加した。 

 


