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事業費

単位：円 指標値 単位 目標年月 実績値 事業効果 事業の評価 外部有識者からの意見 今後の方針 今後の方針の理由

1 弥富市総合戦略策定事業

【概要】
　弥富市の目指すべき将来の方向と
人口の将来展望を提示する「弥富市
人口ビジョン」及び地域の実情に応
じた今後５か年の目標や施策の基本
的方向、具体的な施策をまとめた
「弥富市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」を策定した。

【事業経費】
　弥富市人口ビジョン・総合戦略策
定のための基礎調査業務委託料、
総合戦略推進会議委員報償費

7,220,000

2
外国人児童向けプレスクール
事業

【概要】
　次年度小学校に入学予定の外国
人児童を対象に、保育所において入
学準備のための日本語指導と生活
指導（プレスクール）を行った。
　講師養成講座 ５回、 プレスクール
延４３回。
　なお、指導を行う者は、市が実施す
る指導員養成講座を受講し、修了す
ることを条件とした。

【事業経費】
　講師謝礼、教科書印刷、消耗品

405,929 Ｐ１６
プレスクール
参加児童数 240 人／年 H28.3 48

地方創生に効果
があった

※受講した児童
は、ある程度のこ
とを覚えたことで、
スムーズに小学校
に行けた。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

・ＫＰＩの指標値と２７年度の実
績値だけを見ていると下回って
いるので、事業効果として「地
方創生に効果があった」と書く
にはそれなりの理由がなけれ
ば難しいと思う。
・４名ではあったが、外国人児
童が日本語教育を受け、小学
校にスムーズに上がれたので
効果があったと書けるのではな
いかと思う。
・日本語指導をしている現場は
大変な苦労をしていると思うの
で、成果を汲み取るような評価
をしてあげたいと思う。
・１０人という見込みに対して４
人しか参加しなかったことにつ
いても分析する必要がある。

事業内容の見
直し（改善）

より効果を上げる為に、対象者
を年長児童のみから年中児童
以上に拡大する。

3
災害時避難情報システム整備
事業

【概要】
　市内保育所に通う子ども達の避難
場所を携帯端末を利用していち早く
保護者に知らせるシステム（アプリ）
を導入し、災害発生時の迅速な避難
及び保護者への連絡ができるよう
に、日頃から保育所と保護者が一体
となった訓練を実施した。

【事業経費】
　災害時避難情報システム端末（園
児ココ）購入（９保育所）、システム使
用料

404,352
Ｐ１２
Ｐ１６

子育て世帯の
転入超過数 10 世帯 H28.3 -26

地方創生に効果
があった

※児童の避難と保
護者への連絡が
ほぼ同時にできる
ような体制になり、
安心に繫がった。
また、保護者の防
災意識の向上にも
繫がった。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

・保育所の避難訓練に参加した
ことがあるが、保育所の先生は
頑張っており、システムが整備
されたということで成果が上
がっていると思う。
・保育所の避難訓練では、先生
の頑張りもあって避難の時間
が早くなり、システムを導入した
ことによってさらに保護者が安
心できるようになったと思う。
・小学校等にも導入できるとよ
いと思う。

事業の継続

システム整備は完了したが、非
常時に備え、日頃からシステム
を活用した訓練等を実施してい
く。

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）に係る事業実施結果報告
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《効果の判断》 国の基準 

 ●『地方創生に非常に効果的であった』 

   ･･･実績値が指標値を上回ったなどの場合 

 ●『地方創生に相当程度効果があった』 

   ･･･実績値が指標値を上回ることはなかったものの７～８割程度達成したなどの場合 

 ●『地方創生に効果があった』 

   ・・・実績値が指標値を上回ることはなかったものの事業開始前よりも改善したなどの場合 

 ●『地方創生に効果がなかった』 

   ･･･実績値が本事業開始前の数値よりも悪化しているなどの場合 事業開始前よりも改善し

1 ページ



① ② ③ ④

事業費

単位：円 指標値 単位 目標年月 実績値 事業効果 事業の評価 外部有識者からの意見 今後の方針 今後の方針の理由

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）に係る事業実施結果報告

（各交付対象事業の重要業績評価指標（KPI）の実績値等）

実績値を踏まえた事業の
今後について

指標

⑦ ⑧

交付対象事業の名称

本事業における重要業績評価指標（KPI） 本事業終了後における実績値 外部有識者からの評価

事業の概要等
総合戦略

該当ページ

No

⑤ ⑥

《効果の判断》 国の基準 

 ●『地方創生に非常に効果的であった』 

   ･･･実績値が指標値を上回ったなどの場合 

 ●『地方創生に相当程度効果があった』 

   ･･･実績値が指標値を上回ることはなかったものの７～８割程度達成したなどの場合 

 ●『地方創生に効果があった』 

   ・・・実績値が指標値を上回ることはなかったものの事業開始前よりも改善したなどの場合 

 ●『地方創生に効果がなかった』 

   ･･･実績値が本事業開始前の数値よりも悪化しているなどの場合 事業開始前よりも改善し

4 金魚養殖業後継者育成事業

【概要】
　平成28年度金魚養殖業後継者育
成事業に向けて、弥富金魚漁業協
同組合と連携して下記のものに取り
組んだ。
①弥富金魚養殖業後継者育成協議
会の設立
②弥富金魚養殖業後継者育成協議
会の開催
③金魚組合員の実施把握のための
アンケート
④先進地視察研修（協議会役員によ
る日帰り研修）

【事業経費】
　金魚養殖業後継者育成事業準備
委託料

300,000 Ｐ７
体験研修の
参加件数 3 件 H28.3 0

地方創生に効果
があった

※視察研修におい
て、他業種の同様
な課題を持つ協議
会による先進的な
取組みや他地域
における金魚養殖
業者の経営手法を
学ぶことができた。
また、２８年度にな
り手希望者が出て
きた。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

・先ほどの説明を聞く限りは、
実績が０人ということでは有効
であったということは難しいと思
う。
・２７年度の数字としては０人と
いうことだが、アンケート調査や
先進地視察を行い、その結果
を踏まえて２８年度はなり手、
受け手になりたいという話も出
てきているので効果があったと
してもいいのではないか。
・事業が動き始めたということ
で、有効という判断でよいので
はないか。

事業内容の見
直し（改善）

後継者育成対策のための視察
研修で得た知識やノウハウを
活かして、弥富金魚漁業協同
組合と共に内容の見直しを図り
ながら後継者育成事業に取り
組んでいく。

5 子どもの体力アップ推進事業

【概要】
　保育所や母子通園施設の生活の
中で、楽しみながら運動機能の発達
に役立つ遊びや基礎体力作りを行
い、子どもの体力アップを図るため、
９保育所及びのびのび園に遊具（ふ
かふかマット、逆上がり上達鉄棒等）
を購入し、専門の講師による運動遊
び指導（延１９８回）を実施した。

【事業経費】
　遊具購入費、講師謝礼

3,450,740 Ｐ１７
子どもの体力
アップ率 5 ％ H28.3 27

地方創生に非常に
効果的であった

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

・指標値よりも実績値が上回っ
ていることから、有効であったと
いうことでよのではないか。

事業内容の見
直し（改善）

より効果を上げる為に、対象者
を年長児童のみから年中児童
以上に拡大する。

6
子育て支援情報ポータルサイト
導入事業

【概要】
　子育て支援情報を検索しやすくし、
多様な情報の中から必要な情報を
入手できるように、子育て支援情報
ポータルサイトを構築した。
　また、子育て支援センター（３施設）
にパソコン端末を設置し、子育て情
報等を自由に閲覧できるようにした。

【事業経費】
　ポータルサイト作成委託料、ノート
パソコン購入費、インターネット接続
費

3,368,736
Ｐ１２
Ｐ１７

子育て世帯の
転入超過数 10 世帯 H28.3 -26

地方創生に効果
があった

※ポータルサイト
が導入されたこと
により、多くの利用
者から「検索しや
すくなった」との声
をもらっている。
また、閲覧回数も
多くなった。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

・指標値より実績値が下回って
いるが、システムが導入され、
見やすい環境になったというこ
とで有効であったとしていいの
ではないか。

予定通り事業
終了

ポータルサイトの整備は完了し
たが、子育て支援情報の発信
ツールとして随時内容更新を
行い、タイムリーな情報発信を
行っていく。
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