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地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  栄町 子育て世代の支援・交流拠点整備計画 

 

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全域 

 

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 

 ア 当町は人口減少を続けており、特に 20 歳～39 歳の若齢層の人口が減少し、出生率も

低いことから、このままでは人口減少が加速し消滅の危機すらある。このため、持続性・

発展性ある人口構造実現に向け、①若年層の転入増加、②出生率の向上 の施策を進め

てきた。 

 転入増加施策としては空家バンク・物件紹介・移住誘引策など、出生率の向上施策と

しては子育て支援（妊婦ヘルパー助成事業、赤ちゃん出産祝い金、第３子の保育料の無

料、病児・病後児保育の実施）、子育て情報発信・相談事業を行い、さらに平成 29 年 10

月には、子育てに関するワンストップ拠点「子育て包括支援センター」をオープンし、

妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援し、安心して子育てが出来る環境を整備する予定

である。 

 イ これまで転入増・出生率増対策は、それぞれ単独で行ってきたが、一体感が必ずしも

十分ではなく、転入誘引施策の実施において町の子育て支援施策の魅力が十分に伝わり

切れていない面があり、転入者数が伸び悩んでいた。また、住民にも十分に伝わり切れ

ておらず、結果的に転出の増加の一因となっている。 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

ア 転入誘引には子育て支援の充実が重要な要素であり、子育て支援には安心して生活で

きる住環境が不可欠であることを踏まえつつ、移住誘引の際に子育て支援の充実を前面

にＰＲする等、一体化して施策を推進することとし、そのための拠点として「（仮）栄町

キッズランド・住まい生活情報館」（以下本項で「当施設」という。）を新たに整備する

ものである。 

 当施設では、①出生率向上に重要とされている「支え合い」を体現する、子どもの知

的発達を促進する遊具を備えた先進的な子育て支援機能、②町内の転入支援策・住宅情

報・優れた住環境などを網羅した総合情報発信機能を備え、子育て世代や若年層夫婦に

ついて、地元はもとより他市町村にも幅広く利用・見学を促すことにより転入誘引に資
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するとともに、住民にとっては安心して子育て・生活できる環境の提供により出生率の

向上に資することとする。また、町内幼稚園・保育園にも先進的な子育て支援機能を体

験してもらい、子育て包括支援センターとも連携することにより、相互に子育て支援の

レベルアップを図っていくこととする。さらに、総合情報発信は地元事情に精通したシ

ルバー人材センター職員が担うなど、官民連携、政策間連携により地域の力を集めて課

題の解決を図る。 

イ これらを通じて「子育てのまち、さかえ」「住みやすいまち、さかえ」をさらに推し進

め、持続性・発展性ある人口構造の実現に資するものである。 

 

【目標数値】 

 事業開始前 

（現時点） 

平成29年度 

増加分 

（１年目） 

平成30年度 

増加分 

（２年目） 

平成31年度 

増加分 

（３年目） 

子ども（0歳から14歳）

の数の増加 
1,872人 ３人 ５人 10人 

子ども連れ世帯の転入

者の増加 
41世帯 ５世帯 ５世帯 ７世帯 

合計特殊出生率 1.09人 0.01人 0.02人 0.02人 

 

 平成32年度 

増加分 

（４年目） 

平成33年度 

増加分 

（５年目） 

KPI増加分 

の累計 

子ども（0歳から14歳）

の数の増加 
20人 20人 58人 

子ども連れ世帯の転入

者の増加 
７世帯 10世帯 34世帯 

合計特殊出生率 0.03人 0.03人 0.11人 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

持続性・発展性ある人口構造実現に向け、若年層の転入増加・出生率の向上を図るため、先

進的な子育て支援機能と、町内の転入支援策・住宅情報・優れた住環境などを網羅した総合情

報発信機能を備え、安心して子育て・生活できる環境の提供により出生率の向上・転入誘引に

資するとともに、町内幼稚園・保育園や子育て包括支援センターとの連携で相互に子育て支援

のレベルアップを図るための拠点施設として「（仮）栄町キッズランド・住まい生活情報館」

を新たに整備するものである。 
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 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

地方創生拠点整備交付金（内閣府）：【A3007】 

 ① 事業主体 

   千葉県印旛郡栄町 

 ② 事業の名称：（仮）栄町キッズランド整備事業 

③ 事業の内容 

本事業は、千葉県印旛郡栄町において、先進的な子育て支援機能、町内の転入支援策・

住宅情報・優れた住環境などを網羅した総合情報発信機能を備え、安心して子育て・生

活できる環境の提供により出生率の向上・転入誘引に資する拠点施設として「（仮）栄町

キッズランド・住まい生活情報館」を新たに整備する。さらに、総合情報発信は地元事

情に精通したシルバー人材センター職員が担うなど、官民連携、政策間連携により地域

の力を集めて課題の解決を図る。 

 ④ 事業が先導的であると認められる理由 

   【官民協働】 

    ○行政の役割 

子育て・転入支援・住宅情報・住環境に係る施策の企画・立案並びに施設運営の民間事

業者への助言・指導、連絡調整 

○民間事業者の役割 

保育士などの有資格者により施設を運営し子育て支援の中心的役割を担う。転入支援

策・住宅情報・住環境の情報発信は地元事情に精通したシルバー人材センターの職員が

担うとともに、地域住民と施設とのパイプ役も務める。 

【政策間連携】 

○子育て施策＋移住者増加対策＋高齢者雇用対策】 

当該施設を整備することで子育て施策の更なる充実が図れることを町外にＰＲ（認知

）することで、当該施設周辺の空き家への子育て世代の転入が見込まれ、子育て施策と

空き家の解消による移住者増加対策に効果を発揮する。また、当該施設内に、空き家情

報をはじめとする定住・移住支援情報の提供ブースを設け、説明員として地域のシルバ

ー人材を雇用する。 

○子育て施策＋雇用対策 

当該施設の整備に合わせ、地域に潜在的に存在する保育士の有資格者、地域の実情に精

通した高齢者を運営スタッフとして発掘・雇用することが可能となる。 

【地域間連携】 

子育て支援に関して、先進的に取り組んでいる自治体との情報交換等により、施設運営

の充実を図る。また、子育て先進自治体から子育ての取組み事例等の講演を依頼するなど

の連携を図る。 
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⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 事業開始前 

（現時点） 

平成29年度 

増加分 

（１年目） 

平成30年度 

増加分 

（２年目） 

平成31年度 

増加分 

（３年目） 

子ども（0歳から14

歳）の数の増加 
1,872人 ３人 ５人 10人 

子ども連れ世帯の

転入者の増加 
41世帯 ５世帯 ５世帯 ７世帯 

合計特殊出生率 1.09人 0.01人 0.02人 0.02人 

 

 平成32年度 

増加分 

（４年目） 

平成33年度 

増加分 

（５年目） 

KPI増加分の 

累計 

子ども（0歳から14

歳）の数の増加 
20人 20人 58人 

子ども連れ世帯の

転入者の増加 
７世帯 10世帯 34世帯 

合計特殊出生率 0.03人 0.03人 0.11人 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

  【検証方法】 

毎年度、年度末時点のKPIの達成状況を取りまとめ、栄町総合戦略会議において事

業の検証及び、必要な事業の改善及び助言等を行う。また、決算審査特別委員会・

議員全員協議会でも検証を行い、結果についてHPにて公表する。 

  【外部組織の参画者】 

    大学、金融機関、医療機関、町商工会女性部、JA、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、行政として町が参画 

【検証結果の公表の方法】 

    目標の達成状況については、毎年度、決算審査特別委員会・議員全員協議会で検証

を実施し、ＨＰにて公表する。 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ①第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費  100,600千円 

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  
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５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

   （１）子育て支援事業 

事業概要：○「子育て世代包括支援センター」を設置し、産後ケア・マタニティ

タクシー利用助成、新生児訪問等、妊娠から出産・子育ての期間を

通じて安心して子育てが出来るワンストップ相談窓口を開設する。

（H29.10開設予定） 

     ○「病児・病後児保育事業」として、仕事の都合で病中・病後の子ど

もを家庭で育児できな場合、病院施設に併設した「病児ルーム」で

一時預かりを実施する。 

○「妊婦支援事業」として、妊娠中の方が、家事・育児支援のため、

自宅で民間のベビーシッター等を利用した場合、利用料の一部を助

成する。 

       実施主体：千葉県印旛郡栄町 

       事業期間：平成 29年度～平成 33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】 

毎年度、年度末時点の KPIの達成状況を取りまとめ、栄町総合戦略会議において事業

の検証及び、必要な事業の改善及び助言等を行う。また、決算審査特別委員会・議員全

員協議会でも検証を行い、結果について HPにて公表する。 

    【外部組織の参画者】 

     大学、金融機関、医療機関、栄町商工会女性部、JA、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、行政として町が参画 

   

 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 

  毎年、年度終了後６月を目途に外部有識者（総合戦略会議）による効果検証を行い、以降の

取り組み方針を決定する。 
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【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

平成29年度 

増加分 

（１年目） 

平成30年度 

増加分 

（２年目） 

平成31年度 

増加分 

（３年目） 

子ども（0歳から14

歳）の数の増加 
1,872人 ３人 ５人 10人 

子ども連れ世帯の

転入者の増加 
41世帯 ５世帯 ５世帯 ７世帯 

合計特殊出生率 1.09人 0.01人 0.02人 0.02人 

 

 平成32年度 

増加分 

（４年目） 

平成33年度 

増加分 

（５年目） 

KPI増加分の 

累計 

子ども（0歳から14

歳）の数の増加 
20人 20人 58人 

子ども連れ世帯の

転入者の増加 
７世帯 10世帯 34世帯 

合計特殊出生率 0.03人 0.03人 0.11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、毎年度、決算審査特別委員会・議員全員協議会で検証を

実施し、町ホームページにて公表する。 


