
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

指標① Ｕターン同居・近居支援世帯数 8 世帯 H28.3 59

指標② 介護系・医療系大学生定期代支援者数 5 人 H28.3 0

指標③ 介護系・医療系大学生アパート代支援者数 5 人 H28.3 8

指標④ アパート移住者子育て支援世帯数 20 世帯 H28.3 39

指標⑤ 転入者紹介者数 10 世帯 H28.3 6

指標⑥ 移住相談件数 20 件 H28.4 88

指標⑦ 不動産業者訪問件数 50 件 H28.3 91

指標① 結婚支援事業参加者数 50 人 H28.3 82

指標② 出産応援支援者数 100 人 H28.3 84

指標③ 妊婦への支援［ヘルパー派遣時間数］ 400 時間 H28.3 8

指標④ ベビーシッター利用時間数 800 時間 H28.3 0

指標⑤ 子育て相談センター相談件数 100 件 H28.3 84

指標⑥ 子育て世帯家庭教育アドバイザー相談件数 30 件 H28.3 45

指標⑦ 多子世帯保育料助成人数 37 人 H28.3 55

指標① 地元就職支援相談件数 10 人 H28.3 10

指標② 都内在住者就農移住促進事業参加者数 30 人 H28.3 0

指標③ 空き店舗活用支援件数 1 件 H28.3 4

指標④ 企業立地促進補助金　交付件数 1 件 H28.3 1

指標⑤

指標① 外国人観光客の増加数 100 人 H28.3 212

指標② コスプレの館利用者数 300 人 H28.3 110

指標③ ドラムの里利用客の増加数 3,000 人 H28.3 △6,597

指標④ 鍋まつりの入場者数 3,000 人 H28.3 8,000

指標⑤ 黒大豆圃場の拡大面積 1.0 ha H28.3 1.2

指標⑥ 観光振興リーダー養成人数 5 人 H28.3 32

指標⑦ 情報発信パンフレット作成部数 10,000 部 H28.3 0

指標① ガイドブック「るるぶ」配布箇所数 10 箇所 H28.3 10

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① 転入者数の増加 738 人 H28.3 749

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① トランジット客の増加数 200 人 H28.3 212

指標②

指標③

指標④

指標⑤

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）に係る事業評価

事業の概要

町への転入者を多くする事業
［基礎交付］

町の子どもを多くする事業
［基礎交付］

町の経済を活性化する事業
［基礎交付］

2

3

5

本町の人口は平成10年をピークに減少し
ており、その要因として特に転入者につい
ては、昭和63年以降減少が目立ってい
る。そのため、企画政策課内に不動産定
住班を設置し、転入者対策を行っている
が、更に転入者の増加を図るため各種施
策を実施する。

重要業績評価指標に対し相当程
度の効果があったため継続する。

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 実績値を踏まえた事業の今後について

事業の継続
転入者を多くする施策として効果
が認められ、有効であることから、
継続して取り組まれたい。

総合戦略のKPI
達成に有効で
あった

地方創生に非常
に効果的であっ
た

指標

1

4

6

7

8

交付対象事業の名称

栄町総合戦略策定事業
［基礎交付］

町の雇用を多くする事業
［基礎交付］

成田空港圏観光振興連携事業
［上乗せ：タイプⅠ広域連携］

町の転入者を多くする事業
［上乗せ：タイプⅡ］

町の経済を活性化する事業
［上乗せ：タイプⅡ］

地方創生に効果
があった

総合戦略のKPI
達成に有効で
あった

ドラムの里・コスプレの館利用者に
ついては、利用者の増加を図るた
めの施設の充実や効果的な周知
などに取り組むこと。

事業内容の見直し（改善）
重要業績評価指標の効果が低い
事業については、改善を加え実施
する

本町の平成25年の合計特殊出生率は、
1.03を示すなど少子化対策は重要な課題
となっている。そこで、結婚に至るまでの出
会いから、妊娠・出産・育児といった一連
の子育てに夢や希望を持てる環境づくりを
推進し、栄町の子供を多くする。

地方創生に相当
程度効果があっ
た

本町は、成田国際空港に近い優位性が観
光産業に生かされていない状況である。そ
こで、町の観光産業の活性化を図るととも
に、地元特産品の6次産業化の推進によ
り、地域経済の活性化を図る。

地方創生に効果
があった

総合戦略のKPI
達成に有効で
あった

妊婦支援事業など、ＫＰＩが達成さ
れなかった事業があるが、子育て
支援策として必要な事業であるこ
とから、内容を充実されるととも
に、周知方法を改善されたい。

町の活力の源である人口の減少が続いて
いるため、まち・ひと・しごと総合戦略基本
方針に基づき、転入者の増加、少子化対
策、雇用の創出、経済活性化を内容とした
「栄町総合戦略」を策定する。

町内における雇用を拡大・充実させること
は、若年層の定住化をはじめ、定住人口
の維持・増加に繋がることから、農業・商
業・工業への就業支援を推進し、町内企
業における町民の雇用を多くする。

成田空港周辺9市町の観光情報を1冊と
なった「空港周辺観光情報誌」として作成
し、年々増加する訪日外国人旅行客や国
内線旅行客を空港圏域に呼び込む。

町の中心地である安食駅周辺は、暗いと
いったイメージがあり、特に若者からイメー
ジアップの向上が求められている。そこ
で、安食駅周辺のイメージアップを図るこ
とにより、転入者を多くする。

成田国際空港に近い優位性を活かし、観
光産業の活性化を図るため、町の観光拠
点でもある県立房総のむら及び隣接する
観光拠点であるドラムの里に一般外国人
観光客の他に年間280万人を超えるトラン
ジット旅行者を誘客することにターゲットを
絞り、気軽に日本を体験できるようにす
る。

地方創生に効果
があった

地方創生に相当
程度効果があっ
た

地方創生に相当
程度効果があっ
た

総合戦略のKPI
達成に有効で
あった

総合戦略のKPI
達成に有効で
あった

総合戦略のKPI
達成に有効で
あった

総合戦略のKPI
達成に有効で
あった

都内在住者の就農移住事業につ
いては、農業後継者の育成や若者
層の移住などに有効な取組みであ
ることから、事業内容を充実し、取
り組まれむこと。

成田空港関連市町の魅力発信な
どに効果があったものと判断する。
なお、本事業については、観光客
の誘致に貢献することから、事業
終了後も広域連携事業として関係
市町で継続して取り組むことを検
討すること。

町の中心地である安食駅周辺のイ
メージアップの効果により、転入者
が増加しており、継続的に取り組
まれたい。

外国人観光客の増加に貢献するこ
とから、施策を充実させ継続して取
り組まれたい。

事業内容の見直し（改善）

追加等更に発展させる

事業の継続

事業の継続

事業内容の見直し（改善）

重要業績評価指標の効果が低い
事業については、改善を加え実施
する

ガイドブックの配布については目
標通りだが、更に事業効果を高め
るため、関係市町との連携により
新たな取組みを検討する。

他の地方創生事業との相乗的な
取組により効果があることから継
続して実施する

トランジット客の増加により総合戦
略で掲げるKPIに効果が高いこと
から継続して実施する

重要業績評価指標の効果が低い
事業については、改善を加え実施
する


