
様式1

都道府県名 岩手県 担当部局課名

市町村名 普代村 担当者氏名

都道府県・市町村コード（５桁） 03485 電話 メールアドレス

② ③ ④ ⑤ ⑦

年 月 年 月

H28 11

　個々の事業についてPDCAサイクルによ
る検証を実施。個々の事業の重要業績指
標（KPI）の目標値の達成状況と普代村ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略基本目標の
重要業績指標（KPI)の状況と見込値につ
いて会議方式で議論。
・検証会議／第5回普代村まち・ひと・しご
と創生推進会議
・開催日時／平成28年11月25日（金）
・出席委員／15名

※平成28年3月24日（木）に開催した第4
回普代村まち・ひと・しごと創生推進会議
においては年度末における効果検証作業
となり、十分　なる評価・改善に資する意
見の反映が困難な状況であったため、上
記のとおり改めて平成27年度事業及び平
成28年度事業進捗状況の効果検証作業
を実施し、必要な総合戦略への見直しを
行った中で平成29年度事業に反映するこ
ととした。

普代村まち・ひと・しごと
創生推進会議（15名）

【産】農業協同組合、森
林組合、商工会、観光
協会（4名）
【学】追手門学院大学
（1名）
【官】職業安定所（1名）
【金】岩手銀行（1名）
【言】岩手日報（1名）
【その他】行政連絡員協
議会、消防団、農業委
員会、教育委員会、社
会福祉協議会、社会福
祉法人、一般公募委員
（7名）

平成28年12月上
旬にホームペー
ジに公表

あり H28 9

　平成27年度決算議会において、主要な
施策の成果を説明する書類により説明を
行い、普代村議会における効果検証を実
施。

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

①

外部有識者による効果検
証の時期

外部有識者による効果検証の方法
外部有識者の効果検

証の体制

⑥

外部有識者によ
る効果検証の

公表方法

総務課 政策推進室

中村克成

（外部有識者及び議会による効果検証の時期・方法・体制等）

議会によ
る効果検
証の有無

議会による効果検証の時
期

議会による効果検証の方法

0194-35-2114 f-seisaku@vill.fudai.iwate.jp

mailto:f-seisaku@vill.fudai.iwate.jp


様式２

都道府県名 岩手県 担当部局課名

市町村名 普代村 担当者氏名

都道府県・市町村コード（５桁） 03485 連絡先 電話 メールアドレス

① ② ③

実績額

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

指標① 観光客バス利用者数 1,020 人 H27.10 266

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① 会員登録者数 100 人 H28.3 38

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① おためし移住体験者数 10 人 H28.3 27

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① 商品化件数 3 件 H28.3 3

指標② 新規取引件数 5 件 H28.3 5

指標③

指標④

指標⑤

指標① 新卒者の雇用人数 2 人 H28.3 3

指標② U・I・Jターン者の雇用人数 1 人 H28.3 0

指標③

指標④

指標⑤

指標① 新規漁業者相談件数 5 件 H28.3 3

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① 子育て世帯転入数 1 世帯 H28.3 1

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① 宿泊者数 11,762 人 H28.3 8,822

指標②

指標③

指標④

指標⑤

指標① 観光入込客数 63,294 人 H28.3 65,801

指標②

指標③

指標④

指標⑤

見直しを行わない

交付金の種
類

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

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）

総務課 政策推進室

中村克成

0194-35-2114 f-seisaku@vill.fudai.iwate.jp

事業の継続

基本目標達成に向けて
は、継続して実施するこ
とで会員数の増加は見
込めることから域外へ
の情報発信拠点（アン
テナ）構築、村内への
制度周知等に取り組み
ながらの事業継続が必
要。（観光客入込客数5
年後に20%増加）

3
学官連携で推進する「おためしＵ愛Ｊター
ン」支援事業

基礎交付 9,334,000

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

受入体験メニューの
ツールとして国指定とも
なっている村の伝統文
化でもある鵜鳥神楽の
活用促進を図っていた
だきたい。

事業の継続

基本目標達成に向けて
は、ソフト面の充実強化
を図るため、普段の暮
らしを生かした単一的
ではなく継続可能な「受
入体験メニュー」づくり
に取り組みながらの事
業継続が必要。（転出
入者数の均衡）

2 「青の国ふだい」ファン会員登録制度事業 基礎交付 1,591,865

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

目標値に対する実績は
下回るものの、継続実
施することで課員数の
増加は見込めることが
期待されることから、ふ
るさと納税制度とタイ
アップしたファン会員の
確保に努めていただき
たい。

実績値を踏まえた事業の今後に
ついて

指標

1 地域資源発掘周遊観光バス運行事業 基礎交付 1,963,336

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

目標値に対する実績は
下回るものの、事業実
施以前にはない日曜・
祝日のバス運行が実現
され、域外利用者の目
線からは今後の効果が
期待される取り組みで
ある。

事業内容の
見直し（改

善）

基本目標値達成に向け
ては、観光等利用者
ニーズの把握、利用者
輸送のみならず利用促
進にもつながる特色あ
る運行方法の検証・構
築を図った中で事業継
続が必要。（観光客入
込客数5年後に20%増
加）

No

④ ⑤ ⑥ ⑦

交付対象事業の名称

事業の継続

基本目標達成に向けて
は、村のホームページ
やチラシ、さらには漁業
就業者フェア等におけ
る制度活用の推進に取
り組みながらの事業継
続が必要。（施策推進
による新規雇用者数5
年間で概ね50人）

7 はまゆり子ども園給食費支援事業 基礎交付 3,188,000

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

新たな子育て世帯への
経済的安定に資する取
り組みが構築されてい
る。また、地域商品券
支給により地域経済の
好循環化にも結び付い
ている。

事業の継続

基本目標達成に向けて
は、本事業や他の既存
支援事業と併せ、産業
や雇用一体的な推進に
取り組みながらの事業
継続が必要。（出生数5
年間で120人）

6 普代村新規漁業者支援協議会補助金事業 基礎交付 100,000

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

本事業における相談件
数が平成28年度に協議
会で構築された支援制
度活用件数に結び付い
ていることから新規漁
業者確保に資する取り
組みとなっている。

事業内容の
見直し（改

善）

基本目標達成に向けて
は、開発商品の販売状
況の追跡調査による
フォローアップ、開発商
品などのメニュー化に
取り組みながらの事業
継続が必要。（施策推
進による新規雇用者数
5年間で概ね50人）

5 普代村新卒者等雇用促進奨励金事業 基礎交付 1,500,000

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

域内の熟年層労働者
の離職率に鑑み若年層
労働者に対する勤続奨
励金制度の創設や新
制度創設後の制度リー
フレットの作成と村外へ
の情報発信が必要と考
える。

事業の継続

基本目標達成に向けて
は、村のホームページ
やチラシ、企業訪問等
の実施により制度活用
推進に取り組みながら
の事業継続が必要。
（施策推進による新規
雇用者数5年間で概ね
50人）

4 ふだいの産業魅力アップ事業 基礎交付 3,421,250

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

域外目線から村のプロ
モーションについては効
果的と思われる。また、
既存地域商品のブラッ
シュアップ、多様な媒体
を活用したプロモーショ
ン、ご当地キャラクター
の活用が必要と考え
る。

予定通り事
業終了

環境整備事業の終了。
他事業の継続実施にお
いて相乗効果を図る。

9 地域資源発掘周遊観光バス整備事業 タイプⅡ 4,844,016

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

観光客向けのバス整備
が完了したことから、観
光客ニーズを把握した
中での利便性の高まる
運行形態の構築。

予定通り事
業終了

環境整備事業の終了。
他事業の継続実施にお
いて相乗効果を図る。

8 宿泊施設ＷｉFi環境構築事業 タイプⅡ 4,881,600

総合戦略
のKPI達成
に有効で
あった

国民宿舎くろさき荘の
身障者にもやさしいバ
リアフリー環境整備の
実現。

各事業の評価等を踏まえた地方版総合戦略の見直しの有無

地方版総合戦略を見直した場合はその内
容。見直しを行わないこととした場合はそ
の理由

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

地方創生に効果
があった

mailto:f-seisaku@vill.fudai.iwate.jp

