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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

コスプレを活用した地域経済活性化事業計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  千葉県印旛郡栄町 

 

３ 地域再生計画の区域 

  千葉県印旛郡栄町の区域の一部（ドラムの里） 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地方創生の実現における構造的な課題 

栄町は、成田空港から車で 20 分の距離に位置する好立地にあり、乗継時間が４時間以上ある

外国人トランジット客が年間 70万人以上訪れており、潜在的な観光客も多くなっている。さら

に、龍角寺（709年建立、千葉県最古）や龍角寺古墳群（６～７世紀）など由緒ある歴史的資源、

龍伝説や寺院宝物など様々な文化資源、印旛沼や利根川水系河川など豊かな自然に恵まれた町で

あり、これらを活かした江戸の風景を模し、日本の和を体験できる県内唯一の体験博物館「千葉

県立房総のむら」がある。 

 また、房総のむらに隣接する栄町の観光拠点「ドラムの里」に、平成 27年 11月「コスプレの

館」がオープンし、参加型エンターテイメントとして文化的にも自立し、コスプレ文化の認知度

は海外においても高いくなっており、房総のむらを訪れる観光客（特に外国人に好評）をターゲ

ットとした和装コスプレの体験メニューを提供し、好評を博している。 

 さらに、町内には、学校の教員関係者や成田空港関連に勤務する町民が多く居住しており、退

職により離職したシルバー人材の中には、英会話能力に長けた人材が潜在的に多いことが考えら

れる。 

 しかし、成田空港からの直通バスが無く利便性が低いことや、ドラムの里やコスプレの館はＰ

Ｒ不足のため認知度が低く「コスプレの館」の利用客が伸び悩んでいる。また、現在のコスプレ

の館は既存施設を改修したものであることから、着替え場所の制限やコスプレ衣装の数が限られ

ており、団体客等の利用に対応できない状況にある。 

 そこで、成田空港からの至近性や県立房総のむらをはじめとする歴史的観光資源といった強み

を最大限に発揮するとともに、現状の課題を解決することで、コスプレによる地域経済の発展を

目指す。 

 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

【将来像１：コスプレのメッカづくり】 
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 成田空港のトランジット客をメインターゲットとしてコスプレの館に呼び込み、コスプレをは

じめとした様々な「和」の体験、地域特産物を中心とした和食の提供、関連グッズの販売などに

より収益を上げ、名実ともに「コスプレの館」をコスプレのメッカとする。 

【将来像２：コスプレによる地域経済の発展】 

 地域特産物（食事として）の提供・関連グッズの製造販売によって、地元農業の発展・地場産

業の創出、受入体制強化による雇用の増加など、地域にお金を落とす仕組みを創出・拡大して、

地域経済の発展に貢献する。特に農業においては、食材としての地元農産物の提供の他、現在取

り組んでいる黒大豆等地元農産物のブランディングにおいて本事業との連携（ＰＲ等）によりブ

ランド普及・販売促進を図る。 

 

【数値目標】 

 

 事業開始前 

平成 28年度

増加分 

（１年目） 

平成 29年度

増加分 

（２年目） 

平成 30年度

増加分 

（３年目） 

平成 31年度

増加分 

（４年目） 

コスプレの館の

来場者 
52人 100人 600人 2,800人 2,500人 

ドラムの里の収

益 
600千円 1,100千円 2,800千円 6,950千円 6,075千円 

ドラムの里の雇

用 
５人 22人 10人 10人 10人 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

コスプレを気軽に体験できる環境を整備するため、外国人観光客の誘客事業による利便性の

向上、インターネット情報サイトを活用した情報発信や外国人観光客に対応するためのＰＲパ

ンフレット等の作成、また、団体での観光客に対応するため、コスプレ衣装を充実させる。ま

た、受入体制の整備として、通訳人材や着付け人材など地域のシルバー人材の雇用を図る。更

に、現在、団体客の受け入れが出来ない課題を解決するために、新たにコスプレの館を整備す

る。更にコスプレによる収益性を高め自立したコスプレ事業の経営を目指すため、コスプレシ

ョップ館を整備する。なお、これらの取組みにより、コスプレの産業化による利用者の満足度

 

平成 32年度

増加分 

（５年目） 

KPI増加分の

累計 

コスプレの館の

来場者 
500人 6,500人 

ドラムの里の収

益 
1,125千円 18,050千円 

ドラムの里の雇

用 
10人 62人 
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向上と収益力の向上を図るものである。 

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 （１）地方創生推進交付金（内閣府）：【A3007】 

 ① 事業主体 

  千葉県栄町 

 ② 事業の名称：コスプレを活用した地域経済活性化事業 

③ 事業の内容 

 Ⅰ．利便性の向上 

  成田市内に拠点を置くツアー会社㈱ＰＥＪとの連携により「コスプレバスツアー」を実

施し、ツアーを利用すれば成田空港のトランジット客が気軽にコスプレを楽しめる環境を

整備して、利便性の向上。 

 Ⅱ．ＰＲの強化・徹底 

  ア．インターネット情報サイト「じゃらんネット」を活用しコスプレＰＲ情報発信。 

  イ．利用者や希望者に対してコスプレ情報メールマガジンを発行し、リピーター確保に

つなげるとともに、利用者ニーズの把握。 

  ウ．日・英・韓・中の 4 カ国語に対応したＰＲ用ＤＶＤ、ＰＲパンフレットを作成し、

成田空港や近隣観光拠点などに配布。 

  エ．コスプレの館の認知度をアップし、利用者増加につなげるため、年 1 回コスプレま

つりを開催。また、２年目からは、海外での更なる認知度の向上、来訪者数の増加を目

的として、多くの外国人コスプレーヤーを招いた「コスプレ世界大会」を開催する。希

望する参加者には持込衣装や「和」以外のコスプレを許可し、顧客満足度を上げ、栄町

ならではのコスプレづくりの醸成。 

オ．コスプレ未経験者への魅力ＰＲを図るため「コスプレ展示室」を整備し、潜在的な

需要を発掘。 

カ．コスプレの館にコスプレ装飾を施し、目立ちわかりやすい施設に改修。 

Ⅲ．受入体制の拡充 

  ア．団体での観光客に対応するため、コスプレ衣装の着用環境を拡充するとともに、コ

スプレ衣装（特に外国人の体型に合ったもの）を充実させる。また、着付け補助のため

地域のシルバー人材を活用。 

  イ．外国人観光客の利用者に対応するため、通訳ができる地域のシルバー人材を活用す

る。また、日・英・韓・中の 4カ国語に対応した着付けマニュアルＤＶＤを作成。 

  ウ．ドラムの里において、団体での食事に対応できるよう環境を整備・拡充。 

Ⅳ．事業展開による「稼ぎ」「自立」「地域にお金を落とす」 

  上記Ⅰ～Ⅲによる利用客の増加に加え、現行のコスプレ体験メインから総合的なコスプ

レ事業（総合コスプレ産業）に発展・展開させ、利用客の更なる満足度向上と収益向上を

図る。運営主体は、新たに官民協働の「栄町コスプレ振興協議会」を設立し、自立経営を

目指す。また、雇用の増加（上記３）と併せ、地域にお金を落として地域経済の発展に貢

献する。協議会にはコスプレマネージャーを配置し、協議会の運営やＰＲ活動などを一元
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的に担うこととする。 

  ア．県立房総のむらと連携し、コスプレ衣装を着て房総のむら体験メニューに参加でき

るようにし、また、「和」体験メニューの拡充。 

  イ．夏季における浴衣コスプレ等の新たな営業展開を図るため（現在は 17時まで営業）、

ドラムの里の夜間照明を整備・改修。 

  ウ．お土産需要に対応して、地域にお金を落とす仕組みをつくる。 

  エ．コスプレに扮した姿を記念写真にしてお土産にしたいとのニーズに応え、時代的な

背景を模したフォトスポットの整備。 

  オ．コスプレ関連の衣装や小物をお土産にしたいとのニーズに応え、コスプレ関連グッ

ズを開発・製造・販売。 

  カ．世界コスプレ大会やメルマガで得た情報を基に「栄町ならでは」のコスプレ文化を

作り上げ、顧客満足度を向上しリピーターの増加。 

 

 ④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

コスプレ利用者の増加により、利用料金・コスプレ衣装や関連グッズの売上・コスプ

レ世界大会参加費、また、協賛企業からの広告料などの収入が増加することにより自立

していく。また、H31年度以降についても、コスプレ関連の売り上げを増加させるとと

もに、企業からの協賛金を得ながら自立運営していく。 

   【官民協働】 

運営主体として官民協働の「栄町コスプレ振興協議会」を立ち上げ、コスプレ事業

の推進にあたる。町は、協議会の運営に当たり、運営状況・事業効果（ＫＰＩ）を定

期的に確認し、運営主体及び連携する各施策・連携者の状況などを勘案した上で最善

の結果が得られるよう調整・指導等を行うなど、事業をリードしつつ運営主体が自立

できるよう必要な策を講じる。更に、協議会が自立できるよう運営事務の支援や助言、

また、金融機関（千葉銀行・京葉銀行）との調整を行い、必要な融資や支援措置に協

力する。 

運営主体は、「栄町コスプレ振興協議会」の一員として、各々が持つ経営ノウハウや

知恵を出し合い、コスプレ事業による自立に向けた自主財源の確保に努め、関係者相

互の経営ノウハウを有効に活用する。また、コスプレ事業に関して、地域のシルバー

人材を積極的に雇用し、地域の潜在的な人材確保に努めるとともに、ツアー会社㈱Ｐ

ＥＪとの連携により、外国人観光客を確保するとともに、コスプレや栄町の情報を海

外に発信する。 

また、金融機関は、地域の金融機関（千葉銀行・京葉銀行）として、知見や保有する

情報などを協議会に積極的に提供し、事業運営主体の自立経営に対して資金面などの支

援・サポートを行う。 

【政策間連携】 

観光施策、経済対策、雇用施策、高齢者施策、農業施策など複数の施策の連携によ
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り、地方創生に相乗的な効果が見込まれる。 

○観光施策＋経済対策 

コスプレによる観光客の増加に加え、コスプレ利用者の増加により、コスプレ利用

料金、コスプレグッズの売上等が増加し、観光施策と経済対策の連携による効果が発

揮される。 

○観光施策＋雇用施策＋高齢者施策 

コスプレによる観光客の増加に対応するため、地域の潜在的な技能を持つシルバー

人材の雇用の場が創出され、観光施策と雇用施策及びシルバー人材の活用による高齢

者施策との連携による効果が発揮される。 

○観光施策＋農業施策 

コスプレ利用者に対して、地元農産物を活用した食事・デザートの提供や地元農産

物のＰＲ・販売による消費拡大→生産拡大につながり、観光政策と農業政策の連携に

よる効果が発揮される。 

 

【地域間連携】 

千葉県立房総のむらとの連携、成田市に拠点を置くツアー会社㈱ＰＥＪ、成田空港

周辺のホテルで組織する成田ホテル連合会との連携や県内美容専門学生に着付けの練

習を兼ねて着付け師として連携を図る。成田市に拠点を置く㈱ＰＥＪと連携を図り、

コスプレの館～成田市に立地する「成田イオン」または、酒々井町に立地する「酒々

井プレミアムアウトレット」といった外国人観光客にも人気があるショッピング施設

との連携を図る。 

【その他の先導性】 

コスプレを活用した地域活性化については、他地域では類をみないものであり、先

駆的な取組である。また、「コスプレ」をキーワードとして、単なる観光施策に留めず、

経済対策、雇用施策、高齢者施策、農業施策といった複数の政策間連携によるもので

あることも、先導的な取組である。 

 

⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

【数値目標】 

 事業開始前 
平成28年度 
増加分 

（１年目） 

平成29年度 
増加分 

（２年目） 

平成30年度 
増加分 

（３年目） 

コスプレの館の来場

者 
52人 100人 600人 2,800人 

ドラムの里の収益 600千円 1,100千円 2,800千円 6,950千円 

ドラムの里の雇用 5人 22人 10人 10人 
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 KPI増加分の累計 

コスプレの館の来場

者 
3,500人 

ドラムの里の収益 10,850千円 

ドラムの里の雇用 42人 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

【検証方法】 

栄町総合戦略会議において事業の検証を行い、栄町コスプレ振興協議会に対し、必要

な事業の改善及び助言等を行う。 

  【外部組織の参画者】 

栄町総合戦略会議【大学、金融機関、医療機関、栄町商工会女性部、JA西印旛、報道

、住民（国際観光アドバイザー、農業生産法人、保育園経営者）、企業】及び行政によ

る効果検証体制を整備する 

【検証結果の公表の方法】 

栄町総合戦略会議による検証結果を踏まえ、決算審査特別委員会、議員全員協議会で

検証 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ・第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費46,940千円 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成31年３月31日（３ヵ年度） 

⑨ その他必要な事項 

    特になし 

 

（２）地方創生拠点整備交付金（内閣府）:【A3007】 

 ① 事業主体 

  千葉県栄町 

 ② 事業の名称：コスプレの館建設事業 

 ③ 事業の内容 

   本事業は、成田空港から車で 20分といった優位性を活かし、平成 27年度、地方創生先行

型交付金で整備した「コスプレの館」に外国人観光客を誘客するため、団体客にも対応でき

る着替え室、コスプレ衣装倉庫、コスプレ展示室等を整備するとともに、日本茶や和菓子な

ど日本の「和」のもてなしが体験できる施設を整備し、「稼ぐ力」を高めることで、地域経

済の活性化を図るため、新たに「コスプレの館」を整備する。 
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  ④ 事業が先導的であると認められる理由 

 【自立性】 

  コスプレ利用者の増加により、利用料金・コスプレ衣装や関連グッズの売上、協賛企業から

の広告料などの収入が増加することにより自立していく。また、H32年度以降についても、利

用者増加による料金収入やコスプレ関連の売り上げを増加させるとともに、企業からの協賛金

を得ながら自立運営していく。 

 

【官民協働】 

  施設の運営主体として官民協働の「栄町コスプレ振興協議会」を立ち上げる。コスプレ事業

の推進にあたり、町は広報紙やホームページで事業のＰＲを行うとともに関連団体との調整を

行う。運営主体は、自立に向けた自主財源の確保に努め、関係者相互の経営ノウハウを有効に

活用する。 

 

 【政策間連携】 

  観光施策、経済対策、雇用施策、高齢者施策など複数の施策の連携により、地方創生に相乗

的な効果が見込まれる。 

○観光施策＋経済対策 

コスプレによる観光客の増加に加え、コスプレ利用者の増加により、コスプレ利用料金、

コスプレグッズの売上等が増加し、観光施策と経済対策の連携による効果が発揮される。 

○観光施策＋雇用施策＋高齢者施策 

コスプレによる観光客の増加に対応するため、地域の潜在的な技能を持つシルバー人材の

雇用の場が創出され、観光施策と雇用施策及びシルバー人材の活用による高齢者施策との連

携による効果が発揮される。 

 

【地域間連携】 

 直接的な地域間連携ではないが、千葉県立房総のむらとの連携により、体験メニューの事

前予約の対応、コスプレＰＲパンフレットにコスプレの館と県立房総のむら施設双方の情報

を掲載するなどの連携を図る。 

 

 【その他の先導性】 

コスプレを活用した地域活性化については、他地域では類をみない先駆的な取組であり、当

該施設は、栄町総合戦略で位置付けた「成田空港から近いことから多くの外国人観光客が日

本を体験できる栄町づくり」に実現に必要な施設であることから、地方創生の深化に貢献す

るものである。 

 

 

 ⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月日 
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事業開始前 
（現時点） 

平成28年度 
増加分 

（１年目） 

平成29年度 
増加分 

（２年目） 

平成30年度 
増加分 

（３年目） 

コスプレの館の

来場者 
52人 100人 600人 2,800人 

ドラムの里の収

益 
82,157千円 1,100千円 2,800千円 6,950千円 

ドラムの里の雇

用 
5人 22人 10人 10人 

 

 
平成31年度 
増加分 

（４年目） 

平成32年度 
増加分 

（５年目） 

KPI増加分の累
計 

コスプレの館の

来場者の増加 
2,500人 500人 6,500人 

ドラムの里の収

益 
6,075千円 1,125千円 18,050千円 

ドラムの里の雇

用 
10人 10人 62人 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

【検証方法】 

栄町総合戦略会議において事業の検証を行い、栄町コスプレ振興協議会に対し、必要

な事業の改善及び助言等を行う。 

  【外部組織の参画者】 

栄町総合戦略会議【大学（千葉経済大学、順天堂大学）、金融機関（千葉銀行、京葉

銀行）、医療機関（成田日赤病院）、栄町商工会女性部、JA西印旛、報道（千葉テレビ

放送局）、住民（国際観光アドバイザー、農業生産法人、保育園経営者）、企業（空港

会社、食品製造業、スーパー経営者、運輸業経営者、不動産コンサルタント）】及び行

政による効果検証体制を整備する 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ・第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費71,140千円 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成33年３月31日（５ヵ年度） 

 

（３）地方創生拠点整備交付金（内閣府）:【A3007】 

 ① 事業主体 

  千葉県栄町 

 ② 事業の名称：コスプレショップ館建設事業 

 ③ 事業の内容 
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   本事業は、成田空港から車で 20分といった優位性を活かし、平成 27年度地方創生先行型

交付金で整備した「コスプレの館」に外国人観光客を誘客するため、地方創生拠点整備交付

金（1次）を活用し団体客にも対応できる着替え室、コスプレ衣装倉庫、コスプレ展示室等

の機能を備えた「コスプレの館」が採択されたことを受け、地方創生として「稼ぐ力」の推

進エンジンとして、「コスプレを活用した地域経済の活性化」という将来像を実現するため、

利用者から要望の多いコスプレ衣装等を購入できる環境を整備するとともに、シルバー人材

の雇用の場を創出するため、新たにコスプレの館の隣接地に「コスプレショップ館」を整備

する。 

  ④ 事業が先導的であると認められる理由 

 【自立性】 

   地方創生拠点整備交付金（１次）でコスプレの館を整備することで利用者が増加し、利用

料金収入も増加することが見込まれることに加え、新たにコスプレショップ館を整備するに

より、コスプレに関連した衣装やグッツ販売が可能となり、利用料金の増加とコスプレ衣装

（古着）や関連グッズの売上が発生する。また、本事業に協賛する企業を募集し広告料など

の収入などにより自立していく。また、H31年度以降についても、利用者増加による料金収

入やコスプレ関連の売り上げを増加させるとともに、企業からの広告料・協賛金を得ながら

自立運営していく。 

【官民協働】 

   ・施設の運営主体として官民協働の「栄町コスプレ振興協議会」（以下「協議会」）を平成

28 年 12 月に設立し、コスプレ事業全般及び観光など関連産業を含む地域振興に係る企

画・立案などの検討を進めている。今回のショップ館の企画・立案、設計、運営について

も協議会が担っている。 

・コスプレショップ館での衣装や関連グッズの販売は、協議会からＮＰＯ法人栄町シルバ

ー人材センターに委託を予定しており、地元高齢者の雇用の促進と活躍の場を整備する。 

・コスプレ事業の推進にあたっては、町は広報紙やホームページで事業のＰＲを行うとと

もに関連団体との調整を行う。運営主体は、自立に向けた自主財源の確保に努め、関係者

相互の経営ノウハウを有効に活用する。 

 【政策間連携】 

   観光施策、経済対策、雇用施策、高齢者施策など複数の施策の連携により、地方創生に相

乗的な効果が見込まれる。 

【観光施策＋経済対策】 

・地方創生拠点整備交付金（1次）及び本申請による施設整備により、新たなコスプレ観光

客の増加及びコスプレ利用料金収入に加え、コスプレ衣装（古着）等関連グッズの販売によ

る経済効果が発揮される。 

【観光施策＋雇用施策＋高齢者施策】 

・地方創生拠点整備交付金（1次）及び本申請による施設整備により、新たなコスプレ観光

客が増加すること及びコスプレ関連グッズの販売員として地域のシルバー人材の雇用の場

が創出されるとともに、高齢者とって雇用による生きがいにもつながり、観光施策と雇用施
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策及び高齢者施策との連携による効果が発揮される。 

 

【地域間連携】 

 直接的な地域間連携ではないが、隣接する成田市にある成田空港周辺ホテルとの連携に

より、コスプレイベントへの参加者誘客の協力や成田市観光協会の協力により、「コスプレ

の館」イベントのＰＲなどの連携を図る。 

 

 【その他の先導性】 

コスプレを活用した地域活性化については、他地域では類をみない先駆的な取組であり、

当該施設は、栄町総合戦略で位置付けた「成田空港から近いことから多くの外国人観光客

が日本を体験できる栄町づくり」に実現に必要な施設であることから、地方創生の深化に

貢献するものである。 

 

 ⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月日 

 
事業開始前 
（現時点） 

平成28年度 
増加分 

（１年目） 

平成29年度 
増加分 

（２年目） 

平成30年度 
増加分 

（３年目） 

コスプレの館の

来場者 
52人 100人 600人 2,800人 

ドラムの里の収

益 
82,157千円 1,100千円 2,800千円 6,950千円 

ドラムの里の雇

用 
5人 22人 10人 10人 

 

 

 
平成31年度 
増加分 

（４年目） 

平成32年度 
増加分 

（５年目） 

KPI増加分の累
計 

コスプレの館の

来場者 
2,500人 500人 6,500人 

ドラムの里の収

益 
6,075千円 1,125千円 18,050千円 

ドラムの里の雇

用 
10人 10人 62人 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

【検証方法】 

栄町総合戦略会議において事業の検証を行い、栄町コスプレ振興協議会に対し、必要

な事業の改善及び助言等を行う。 

  【外部組織の参画者】 

栄町総合戦略会議【大学（千葉経済大学、順天堂大学）、金融機関（千葉銀行、京葉

銀行）、医療機関（成田日赤病院）、栄町商工会女性部、JA西印旛、報道（千葉テレビ
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放送局）、住民（国際観光アドバイザー、農業生産法人、保育園経営者）、企業（空港

会社、食品製造業、スーパー経営者、運輸業経営者、不動産コンサルタント）】及び行

政による効果検証体制を整備する。 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ・第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費27,000千円 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成34年３月31日（５ヵ年度） 

 

 ５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該 当 な し  

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

   （１）外国人観光客の誘客プロモーション事業 

        事業概要：2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を視野に入れつ 

        つ、成田空港のトランジット客及び成田空港周辺ホテルの宿泊客を誘導するた 

        め成田空港活用協議会及び千葉インバウンド促進協議会との連携を図り、誘客 

        プロモーションを推進する。 

        実施主体：千葉県印旛郡栄町 

        事業期間：平成 28年度～平成 34年度 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から平成34年３月31日 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況にかかる評価の手法 

   【検証方法】 

      栄町総合戦略会議において事業の検証を行い、栄町コスプレ振興協議会に対し、必 

     要な事業の改善及び助言等を行う。 

【外部組織の参画者】 

 栄町総合戦略会議【大学（千葉経済大学、順天堂大学）、金融機関（千葉銀行、京 

葉銀行）、医療機関（成田日赤病院）、栄町商工会女性部、JA西印旛、報道（千葉テ 

レビ放送局）、住民（国際観光アドバイザー、農業生産法人、保育園経営者）、企業 

（空港会社、食品製造業、スーパー経営者、運輸業経営者、不動産コンサルタント） 

及び行政による効果検証体制を整備する。 

 



12 

 ７－２ 目標の達成状況にかかる評価の時期及び評価を行う内容 

 

【数値目標】 

 事業開始前 

平成 28年度

増加分 

（１年目） 

平成 29年度

増加分 

（２年目） 

平成 30年度

増加分 

（３年目） 

平成 31年度

増加分 

（４年目） 

コスプレの館の

来場者 
52人 100人 600人 2,800人 2,500人 

ドラムの里の収

益 
600千円 1,100千円 2,800千円 6,950千円 6,075千円 

ドラムの里の雇

用 
５人 22人 10人 10人 10人 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

   目標の達成状況については、毎年検証後速やかに栄町ホームページ上で公表する 

 

平成 32年度

増加分 

（５年目） 

KPI増加分の

累計 

コスプレの館の

来場者 
500人 6,500人 

ドラムの里の収

益 
1,125千円 18,050千円 

ドラムの里の雇

用 
10人 62人 


