
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

（地方創生先行型交付金）



平成２７年度に実施した地方創生先行型交付金事業

1
地方版総合戦略人口ビジョン策定事

業

子育て環境の充実や地域の人材育成、観光振興施策などを促進し交流人口の増加

や地域の活性化を図る「御嵩町版総合戦略」を策定するために、必要な専門的な

調査、外部専門家による検討会議等を実施する。また人口ビジョンの分析に必要

な調査等を実施するもの。

2 移住交流促進体制構築事業

御嵩町の人口の社会移動動向や地域課題である公共交通の促進をふまえ、移住・

交流促進体制の構築に取り組むもの。域外の有用なまちづくり人材等を招聘し、

地域住民と行政が大学・民間等のノウハウを活用して、地域の課題・構造的背景

の抽出、課題分析を進め、地域の課題解決や地域づくり推進のために求められる

人材育成に取り組む。

3 観光プロモーション促進事業

地域の自然環境や史跡、観光施設、体験プログラムや食などの魅力を広く発信

し、観光の誘客、交流人口の促進を図るため、観光ガイドブックの作成などによ

る情報発信力の強化や国内プロモーションなどを実施する。

4 ぎふ・みたけの木育推進事業

将来の森林づくりを担う子どもたちに対し、木材利用や環境保全に対する理解を

深めるとともに、「木育」の取り組みを進めるために実施するもの。森林の中で

の子どもたちの活動・体験事業や木育学習、保育園や子育て支援施設等におい

て、直接木をみて触れることのできる木のおもちゃや木製遊具を整備する。

事業名 事業の概要

○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　基礎交付分】

１



平成２７年度に実施した地方創生先行型交付金事業

5
官学民連携　未来につなぐ！ふるさ

とみたけカルタ作成事業

行政、大学、地元住民が連携・協働して御嵩町の地域資源や自然、風景、歴史、

人など次世代に残していきたいものやこれからのまちづくりの取り組みを記載し

た独自の郷土かるたを作成するもの。学生が地域住民との交流を図りながら基礎

調査等を行い、デザインに反映させていき、地域や学校ではこれらを活用した教

育活動を推進するとともに、地域を理解し愛着を深める機会を創出し、地域に誇

りを持つ人材の育成を推進するもの。

6
御嵩町移住交流・子育て支援ポータ

ルサイト構築事業

御嵩の自然環境や生活、四季の暮らしなど移住の参考となる町の基本的な情報や

空き家バンクなどの物件情報といった移住定住に関する情報と子育て支援情報

（制度、助成内容、公園、相談窓口、親子で楽しめるイベント）などを包括する

デザイン性に魅力あるポータルサイトを構築し、移住促進と子育て支援の充実を

図る。

7
地域資源活用による地域経済活性化

事業

御嵩町の地域資源の掘り起しや特産品認定事業である「みたけのええもん」を地

域ブランドとして、デザインの魅力向上や販路拡大のための支援等を行うととも

に、ふるさと納税制度の積極的な活用により、地域に対する関心や愛着を深め、

交流人口拡大と地域経済の循環を図る。

事業名 事業の概要

○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　上乗せ交付分】

２



平成２７年度に実施した地方創生先行型交付金事業

10 すくすくもぐもぐ子育て応援事業

子どもが地域で健やかに育つ環境づくりを進めるため、地域での子育て意識を啓

発する子育て応援講演会の実施や家庭、保育士、調理員、栄養士などの連携強化

と食への関心と食を営む力の基礎を培うための食育推進事業を実施する。

11 里山再生！森林保全活動推進事業

地域住民らで組織される森林ボランティアによる里山林再生整備として、枯木除

去、更新伐採などをを行い、森林機能の再生、強化をはかるとともに、伐採材を

利用した環境教育や子どもを対象とした木育事業の実施することで、次世代の担

い手育成と多世代交流を図るもの。

8 支え合いの地域づくり推進事業

地域支援事業における高齢者への多様な日常生活上の支援体制の充実・強化に向

けて、助け合い・支え合い意識の醸成を図り、住民の地域での支え合い活動を推

進するため、指定居宅介護支援事業に関わる事業者及び介護支援専門員等が、本

来の職種、職域、利害を超えて連携し、充実したサービスを提供ができるよう、

介護サービスの専門家による講演会を実施する。

あわせて、現在独自の見守りネットワークなどに協力している民間事業所や介護

保険事業所を含め、広く町民へも今後の高齢者ボランティア等に対する意識の醸

成を図るため、高齢者福祉、介護予防等に精通している著名人にも講演を行う２

部構成の講演会を予定している。

9 子どもの発達支援推進事業

子どもの発達支援の充実と出産子育てから自立就労までのライフステージに応じ

たつなぐ支援を提供していくため、未就学時に「ことばの教室」に入級していた

児童のその後の状態を把握するための調査を実施する。また専門家等の意見を聴

取ながら、今後の支援の基礎資料（保護者のニーズ等）を得るものとする。

事業名 事業の概要
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事業効果の評価基準について

事業効果 選択基準

本事業は地方創生に非常に効果的であった 指標が目標値を上回ったなどの場合

本事業は地方創生に相当程度効果があった
目標値を上回ることはなかったものの目標値を相当

程度（７割～８割）達成した場合

本事業は地方創生に効果があった
目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

本事業は地方創生に対して効果がなかった 実績値が事業開始前よりも悪化しているなどの場合

４



事業の概要：目的

子育て環境の充実や地域の人材育成、観光振興施策などを促進し交流人口の増加
や地域の活性化を図る「御嵩町版総合戦略」を策定するために、必要な専門的な
調査、外部専門家による検討会議等を実施する。また人口ビジョンの分析に必要
な調査等を実施するもの。

１．地方版総合戦略
人口ビジョン策定事業

・御嵩町人口ビジョンの策定
・みたけ創生!!総合戦略の策定

５



１．地方版総合戦略人口ビジョン策定事業

６



１．地方版総合戦略人口ビジョン策定事業

本事業は重要業績評価指標（ＫＰＩ）
の設定はありません。

総合戦略、人口ビジョンについての
ご意見をお願いします。

７



事業の概要：目的

御嵩町の人口の社会移動動向や地域課題である公共交通の促進をふまえ、移住・
交流促進体制の構築に取り組むもの。域外の有用なまちづくり人材等を招聘し、
地域住民と行政が大学・民間等のノウハウを活用して、地域の課題・構造的背景
の抽出、課題分析を進め、地域の課題解決や地域づくり推進のために求められる
人材育成に取り組む。

２．移住交流促進体制構築事業

・地域みらい大学の開催

８



２．移住交流促進体制構築事業

９



２．移住交流促進体制構築事業

１０



２．移住交流促進体制構築事業

１１



【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標４ モノ・コトが元気！

（施策１） 「みたけ暮らし」の価値の磨き上げによる住みたい、住み続けたい環境の整備

（ＫＰＩ） 移住交流・子育て支援ポータルサイトアクセス数（月間）
０人／月（2014年度） ⇒ ３，０００人／月（2019年度）

２．移住交流促進体制構築事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇住民と行政が連携した社会課題解決に向けた事業件数
指標値 ３件 ⇒ 実績値 １件

【事 業 効 果】：地方創生に効果があった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

１２



事業の概要：目的

地域の自然環境や史跡、観光施設、体験プログラムや食などの魅力を広く発信し、
観光の誘客、交流人口の促進を図るため、観光パンフレットの作成などによる情
報発信力の強化や国内プロモーションなどを実施する。

３．観光プロモーション促進事業

・観光パンフレットの作成
・観光ホームページの作成
・観光プロモーション動画の作成
※ すべて英語対応
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３．観光プロモーション促進事業

１４



３．観光プロモーション促進事業

１５



３．観光プロモーション促進事業

１６



３．観光プロモーション促進事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇観光施設の利用者数
御嶽宿わいわい館 指標値 12,000人 ⇒ 実績値 10,414人

中山道みたけ館 指標値 13,000人 ⇒ 実績値 12,563人

【事 業 効 果】：地方創生に相当程度効果があった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標４ モノ・コトが元気！

（施策２） まちのオリジナリティを活かした観光振興

（ＫＰＩ） 御嶽宿わいわい館の入館者数（年間）
９，９９１人（2014年度） ⇒ １２，０００人（2019年度） １７



事業の概要：目的

木育推進活動として講師による木のおもちゃなどを活用した学習会を12回（町
内４保育園、子育て支援センター、児童館）、造形展等による地域住民との活動
２回（町内２保育園）、ＰＲイベント開催１回（夏まつり）を実施した結果、木
育推進活動の累計は計15回となり、指標値10回に対して150％の実績となり、
非常に効果的な成果を得た。

４．ぎふ・みたけの木育推進事業

・木製遊具の設置（ぽっぽかん）
・木のおもちゃ学習会の開催
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４．ぎふ・みたけの木育推進事業

１９



４．ぎふ・みたけの木育推進事業

２０



４．ぎふ・みたけの木育推進事業

２１



４．ぎふ・みたけの木育推進事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇木育推進するための学習講座やイベントの開催回数
指標値 １０回 ⇒ 実績値 １５回

【事 業 効 果】：地方創生に非常に効果的であった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標１ 環境のまちで元気！

（施策１） 環境モデル都市を進める人づくり・場づくり

（ＫＰＩ） 環境学習講座の参加人数（５年間累計）
０人（2014年度） ⇒ ５００人以上（2019年度） ２２



事業の概要：目的

行政、大学、地元住民が連携・協働して御嵩町の地域資源や自然、風景、歴史、
人など次世代に残していきたいものやこれからのまちづくりの取り組みを記載し
た独自の郷土かるたを作成するもの。学生が地域住民との交流を図りながら基礎
調査等を行い、デザインに反映させていき、地域や学校ではこれらを活用した教
育活動を推進するとともに、地域を理解し愛着を深める機会を創出し、地域に誇
りを持つ人材の育成を推進するもの。

５．官学民連携 未来につなぐ！
ふるさとみたけカルタ作成事業

・ふるさとみたけカルタの作成

２３



５．官学民連携 未来につなぐ！ふるさとみたけカルタ作成事業

２４



５．官学民連携 未来につなぐ！ふるさとみたけカルタ作成事業

２５



５．官学民連携 未来につなぐ！ふるさとみたけカルタ作成事業

２６



【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標２ ひとが元気！

（施策３） 地域で子ども・子育て家庭を見守り・育む環境づくり

（ＫＰＩ） 郷土を誇れると思う人の割合（まちづくりアンケートより、町を自慢できるかの問）
１８．９％（2014年度） ⇒ ２３．３％以上（2019年度）

５．官学民連携 未来につなぐ！ふるさとみたけカルタ作成事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇プログラム参加住民及び学生数
指標値 ３０人 ⇒ 実績値 ３４人

【事 業 効 果】：地方創生に非常に効果的であった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

２７



事業の概要：目的

御嵩の自然環境や生活、四季の暮らしなど移住の参考となる町の基本的な情報や
空き家バンクなどの物件情報といった移住定住に関する情報と子育て支援情報
（制度、助成内容、公園、相談窓口、親子で楽しめるイベント）などを包括する
デザイン性に魅力あるポータルサイトを構築し、移住促進と子育て支援の充実を
図る。

６．御嵩町移住交流・子育て支援
ポータルサイト構築事業

・ポータルサイト｢みたけ暮らし｣の構築

２８



６．御嵩町移住交流・子育て支援ポータルサイト構築事業

２９



６．御嵩町移住交流・子育て支援ポータルサイト構築事業

３０



６．御嵩町移住交流・子育て支援ポータルサイト構築事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇ポータルサイトアクセス数
指標値 3,000件/月 ⇒ 実績値 0件/月

【事 業 効 果】：地方創生に効果があった

【今後の方針】：特に見直しをせず事業を継続する

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標４ モノ・コトが元気！

（施策１） 「みたけ暮らし」の価値の磨き上げによる住みたい、住み続けたい環境の整備

（ＫＰＩ） 移住交流・子育て支援ポータルサイトアクセス数（月間）
０人／月（2014年度） ⇒ ３，０００人／月（2019年度）３１



事業の概要：目的

御嵩町の地域資源の掘り起しや特産品認定事業である「みたけのええもん」を地
域ブランドとして、デザインの魅力向上や販路拡大のための支援等を行うととも
に、ふるさと納税制度の積極的な活用により、地域に対する関心や愛着を深め、
交流人口拡大と地域経済の循環を図る。

７．地域資源活用による
地域経済活性化事業

・みたけのええもんＰＲセミナーの開催
・みたけのええもんロゴマークの作成
・みたけのええもん販促アイテムの作成

３２



７．地域資源活用による地域経済活性化事業

３３



７．地域資源活用による地域経済活性化事業

３４



７．地域資源活用による地域経済活性化事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇みたけのええもん魅力向上に関するアンケートでの購入希望度数

指標値 ８０％以上 ⇒ 実績値 ９４％

【事 業 効 果】：地方創生に非常に効果的であった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標４ モノ・コトが元気！

（施策２） まちのオリジナリティを活かした観光振興

（ＫＰＩ） 御嶽宿わいわい館の入館者数（年間）
９，９９１人（2014年度） ⇒ １２，０００人（2019年度） ３５



事業の概要：目的

地域支援事業における高齢者への多様な日常生活上の支援体制の充実・強化に
向けて、助け合い・支え合い意識の醸成を図り、住民の地域での支え合い活動
を推進するため、指定居宅介護支援事業に関わる事業者及び介護支援専門員等
が、本来の職種、職域、利害を超えて連携し、充実したサービスを提供ができ
るよう、介護サービスの専門家による講演会を実施する。
あわせて、現在独自の見守りネットワークなどに協力している民間事業所や介
護保険事業所を含め、広く町民へも今後の高齢者ボランティア等に対する意識
の醸成を図るため、高齢者福祉、介護予防等に精通している著名人にも講演を
行う２部構成の講演会を予定している。

８．支え合いの地域づくり推進事業

・専門家、著名人による講演会の開催

３６



８．支え合いの地域づくり推進事業

３７



８．支え合いの地域づくり推進事業

３８



８．支え合いの地域づくり推進事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇講演会参加者全体による介護保険制度の必要性及び満足度
指標値 ８０％以上 ⇒ 実績値 ８１％

【事 業 効 果】：地方創生に非常に効果的であった

【今後の方針】：当初予定通り事業を終了した

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標５ 暮らしが元気！

（施策２） 地域で安心して元気に暮らせるための環境づくり

（ＫＰＩ） 地域が運営する認知症サロン開設数
０か所（2014年度） ⇒ １か所（2019年度） ３９



事業の概要：目的

子どもの発達支援の充実と出産子育てから自立就労までのライフステージに応じ
たつなぐ支援を提供していくため、未就学時に「ことばの教室」に入級していた
児童のその後の状態を把握するための調査を実施する。また専門家等の意見を聴
取ながら、今後の支援の基礎資料（保護者のニーズ等）を得るものとする。

９．子ども発達支援推進事業

・子ども発達支援ワークショップの開催

４０



９．子どもの発達支援推進事業

４１



９．子どもの発達支援推進事業

４２



９．子どもの発達支援推進事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇就学前後のサービス利用者、児童発達、相談等に関する支援の満足度

指標値 ６０％以上 ⇒ 実績値 ５１％

【事 業 効 果】：地方創生に相当程度効果があった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標２ ひとが元気！

（施策１） 健やかに産み育てるための環境づくり

（数値目標） 子育ての環境や支援への満足度
就学前児童保護者：３．１点（2014年度）

小学生保護者：２．９点（2014年度） ⇒ ３．５点以上（2019年度）４３



事業の概要：目的

子どもが地域で健やかに育つ環境づくりを進めるため、地域での子育て意識を啓
発する子育て応援講演会の実施や家庭、保育士、調理員、栄養士などの連携強化
と食への関心と食を営む力の基礎を培うための食育推進事業を実施する。

１０．すくすくもぐもぐ
子育て応援事業

・食育教室の開催

４４



１０．すくすくもぐもぐ子育て応援事業

４５



１０．すくすくもぐもぐ子育て応援事業

４６



１０．すくすくもぐもぐ子育て応援事業

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇講演会、食育講座参加者による満足度
指標値 ８０％以上 ⇒ 実績値 ９２％

【事 業 効 果】：地方創生に非常に効果的であった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標２ ひとが元気！

（施策１） 健やかに産み育てるための環境づくり

（数値目標） 子育ての環境や支援への満足度
就学前児童保護者：３．１点（2014年度）

小学生保護者：２．９点（2014年度） ⇒ ３．５点以上（2019年度）４７



事業の概要：目的

地域住民らで組織される森林ボランティアによる里山林再生整備として、枯木除
去、更新伐採などをを行い、森林機能の再生、強化をはかるとともに、伐採材を
利用した環境教育やチップロード整備、都市部からの林業体験などを実施するこ
とで、次世代の担い手育成と人材交流を図るもの。

１１．里山再生！
森林保全活動推進事業

・ウッドチッパー購入
・環境教育、林業体験の実施

４８



１１．里山再生！森林保全活動推進事業

４９



１１．里山再生！森林保全活動推進事業

５０



１１．里山再生！森林保全活動推進事業

４０５１



１１．里山再生！森林保全活動推進事業

５２



１１．里山再生！森林保全活動推進事業

【本事業が関連する総合戦略におけるＫＰＩまたは数値目標】

基本目標１ 環境のまちで元気！

（施策３） みんなで進める持続可能な森づくり

（ＫＰＩ） 地域住民による里山保全活動数
０回（2014年度） ⇒ ６回以上（2019年度）

【本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）】

〇地域住民による里山保全活動数
指標値 ６回以上 ⇒ 実績値 ２回

【事 業 効 果】：地方創生に効果があった

【今後の方針】：取組の追加等さらに発展させる

５３



以上です。

（地方創生先行型交付金）


