
●平成２９年度　地方創生事業　効果検証シート

②

住民参加交流事業

目的・内容

　災害危険区域（二野倉地区）において、前年度に地方創生加速化交付金を活用し整備した農
園や交流拠点において、障害者･高齢者･移住者･東日本大震災の被災者のワークシェア事業
や動物を活用したコミュニティ活性化事業等を実施した。
（実施主体：公益社団法人青年海外協力協会（ＪＯＣＡ））

実施状況
・効果

【実施状況】
・会員制ドッグラン整備・オープン（無料期間平成29年10月～平成30年3月）280匹の登録
・ひつじ村農園開園
　（農園設備作り8回実施　参加者のべ63名　ワークシェア8名含む。野菜作りを通じた交流の
　　お手伝い、平成30年3月利用者募集）
・交流イベント等の実施
　（施設内イベント9回、施設外イベント10回、地域住民の参加者延べ289名。ワークシェア6名）
　※別紙パンフレット「いわぬまひつじ村～紡ぐ～」参照
【効果】
・障害者らによる耕作と被災高齢者による指導からなるワークシェアの実現
・農園での作業や動物（ひつじ）とのふれあい、ドッグランの活用、各種イベントを通じて、
　老若男女、障害を持った方等、様々な人の交流が生まれた。
・交流人口の拡大（平成28年度　1,631名、平成29年度　16,724名）
・未利用地の有効活用、景観維持。

事業詳細

①

市有地の利活用による、生涯活躍できる地域社会づくりに向けた取組

目的・内容
市の総合戦略で掲げている「高齢者や障害者等が生きがいを持ち生涯活躍できる地域社会づ
くり」に向けて、民間活力による複合型福祉施設の整備を促進するもの。

実施状況
・効果

【実施状況】
・市営亀塚第一住宅跡地活用に係る方針及び当該用地の貸付対象事業者募集要領
　等を策定し公募を行い、貸付候補者を選定した。
　（選定委員会：平成29年11月～12月、2回開催）

総合戦略
との関係

（目標年度：
平成31年度）

基本目標 共創のまちをつくるとともに、地域と地域を連携する～岩沼でつながろう！～

数値目標 住みよいまちだと思う市民の割合88％

施策 地域の担い手を育む環境整備

重要業績評
価指標（KPI）

市民活動助成金交付件数　8件
各種サポーター数　約1,000人

事業名 IWANUMA WAY岩沼版生涯活躍のまちプロジェクト 担当課 復興創生課

事業全体の
概要・目的

岩沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる高齢者や障害者等が生きがいを持ち生涯活躍
できる地域社会づくりに取り組むため、基本的な考え方の整理並びに多世代が交流できる拠点
づくりと、生きがい等の機会を創出する。

予算執行状況
主な支出

事業費（平成29年度実績）

-

-1-



今後の方針

方針 事業の継続

理由

　交流拠点を中心とするワークシェアや活性化に引き続き取り組むとともに、誰もが
生涯活躍できる地域社会づくりを市域全体へ展開していく。
　また、生涯活躍できる社会づくりについては、事業計画の実現に向けて、引き続き
民間事業者や関係機関との連携調整を行っていく。

外部有識者か
らの評価

事業の
評価

本事業が総合戦略のＫＰＩ達成に
有効であった　／ 概ね有効であった ／ 有効とはいえない

外部有
識者から
の意見

　的である。空き家が使えるのであれば、とても良い事業になるのではないか。

　媒体を通じて、復興の物語を発信すべきである。

　れたい。

事業効果

効果 地方創生に効果があった

理由

　生涯活躍できる地域社会づくりについては、土地貸付候補者が決定したことから、
平成30年度に市有地貸付に向けた跡地整備に着手しており、早ければ11月には、土
地引渡しが可能となっている。
　また、平成28年度に整備した二野倉地区内の交流拠点を活用し、前年度に引き続
き、障害者や被災高齢者のワークシェアを行ったほか、隣接する羊の放牧場、千年
希望の丘二野倉公園とあわせ、人々の交流や憩いの場としての役割を果たしてい
る。

交流イベントの実施により、交流人口
は拡大したものの、雇用の拡大には
繋がらなかった。
【参考】
（公社）青年海外協力隊が地方創生
担当として、協力隊経験者1名を雇
用。家族1名と共に移住。

(目標値：H31年度末　雇用40人、移
住15人）

空き家を活用したグ
ループホームやサ高
住、シェアハウスなど
への入居者数

(設定なし) 人 0 人 未達成

事業検討が主となり、平成30年度より
施設整備に着手予定。（実施主体：Ｊ
ＯＣＡ）

（目標値：H31年度末　50名）

-

まちづくり事業による
雇用拡大による青年
海外協力隊経験者
等、若い移住者の獲
得

雇用2
　移住2

人
雇用1
移住2

人 未達成

人

雇用0
移住0

人

（目標値：H31年度末　延べ100人）

ワークシェア機会の拡
大（新規の働く機会の
提供）

5 人分 14 人分 達成 （目標値：H31年度末　5人分）

重要業績評価指標（KPI）
(交付金事業終了時、H28年度末）

達成状況
(目標年比）

未達成の場合、その要因

沿岸地域再生事業へ
の地域住民の参画

延べ100 人 延べ289 人 達成

実績値

H28年度末 H29年度末

延べ139 人

23 人分
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事業詳細

①

（仮称）地域デザイン推進協議会及び各種調査

目的
・内容
住民が納得した形での事業計画を描けるよう市民参画による（仮称）地域デザイン推進協議会
を開催

実施状況
・効果

【実施状況】
・前年度に引き続き、「地域社会活動・地域コミュニティ形成支援検討委員会」を開催し、地域
　再生計画「地域共生社会の実現を目指す『いわぬま市民』総活躍プロジェクト」に沿って、レ
　イアウトや機能、管理運営等について検討を行い、その結果を報告書としてまとめた。
・開催回数6回

【効果】
・女性や高齢者、若者、商工関係者、地域活動の関係者など、各層からの市民参画により、ま
　ちづくり活動の拠点となる施設の整備を進めることができた。
　（平成30年10月「いわぬま市民交流プラザ」として開館予定）

総合戦略
との関係2

（目標年度：
平成31年度）

基本目標 共創のまちをつくるとともに、地域と地域を連携する～岩沼でつながろう！～

数値目標 住みよいまちだと思う市民の割合88％

施策 地域の担い手を育む環境整備

重要業績評
価指標（KPI）

市民活動助成金交付件数　8件
各種サポーター数　約1,000人

総合戦略
との関係1

（目標年度：
平成31年度）

基本目標 新しいひとの流れをつくる～魅力を伝えよう！岩沼で暮らそう！～

数値目標 住み続けたいと思っている市民の割合（市民満足度調査）　80％

施策 観光振興による交流人口の拡大

重要業績評
価指標（KPI）

観光客入込数　2,530,000人
宿泊客入込数　30,000人

事業名 岩沼版：みんなで輝く「まち・ひと・しごと」プロジェクト 担当課
復興創生課・商工観光課・
生涯学習課

事業全体の
概要・目的

　震災復興から地方創生へ、地域活性化を図るため、住民、企業、各種団体、行政が、共に連
携･協力しながら、住民の参画を得た岩沼らしさをふまえ、地域コミュニティを活かしたまちづくり
と将来の岩沼を担う人材の育成、仙台空港を活かした観光等の産業創出に取り組む。

予算執行状況

事業費（平成29年度実績）

2,802,765円

主な支出

・地域人材等による地域教育の実践（生涯学習課）
　　　　　　　　　　　　　　　　911,097円(報償費等）

・インバウンドや友好都市・姉妹都市との連携強
　化を含めた産業・観光づくり(商工観光課）
　　　　　　　　　　　　　　1,891,668円(事務委託費）
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市民参画の各種サポー
ター数

600 人 543 人 714 人 未達成

高齢化等の影響で、想定よりサポー
ター数が増えなかったため
（参考）
H28年度末実績値543人

（目標値：H31年度末　1,000人）

（仮称）地域デザイン推
進協議会への市民参画

延べ300 人
延べ
159 人

延べ
79 人

未達成

協議会ではなく、検討委員会形式を
採用したことによるもの。

（目標値：H31年度末　延べ300人を維
持）

③

インバウンドや友好都市・姉妹都市との連携強化を含めた産業・観光づくり

目的・内容

  マスコットキャラクター「岩沼係長」を活用したシティプロモーションを実施。岩沼係長のノベル
ティグッズの製作・配布やSNSによる情報発信等の観光PRを強化していくとともに、市内企業や
団体等と連携しながら、岩沼係長の幅広い活用展開に繋げていく。

実施状況
・効果

【実施状況】
・「岩沼係長」を活用したシティプロモーション
　観光パンフレット増刷、りらく岩沼特集抜き刷り（設置場所：公共施設、駅、飲食店等）
　岩沼係長ノベルティグッズの製作・配布
・SNSによる情報発信（twitter、instagram、facebook）
　岩沼係長ポーズデザイン作成
・イベント誘致（水曜どうでしょうキャラバン）
・市内企業や団体による活用展開
・チラシ、看板、商品、HP掲載等

【効果】
・「岩沼係長」を活用したプロモーションを実施したことにより、幅広い世代へのアプローチがで
　き、反応もよい。また、岩沼係長のSNS発信により、多くの方々に対して岩沼のPRに繋がっ
　た。

重要業績評価指標（KPI）
(交付金事業終了時、H28年度末）

実績値 達成状況
(目標年比）

未達成の場合、その要因
H28年度末 H29年度末

②

地域人材等による地域教育の実践（20年度・30年後に岩沼の中核を担う人材育成）

目的・内容
　将来岩沼の中核を担う子どもたちを育成するため、地域の人材等による地域教育を実施。子
どもたちが知りたいことや地域の情報を集積。

実施状況
・効果

【実施状況】
・「岩沼に愛着を持つ人材育成事業」の実施
  郷土料理「はらこめし」を通した食育の実施：計4回（延べ311人）
　小中学校とのコラボスクール（１年生の里山体験学習）：計3回（3日間延べ266人）
　教科学習（防災・いじめ防止子どもフォーラム・昔の道具）：計3回（延べ430人）
　二木の松俳句大会の実施：計1回（延べ1,986人）
・次年度以降の取組につながる効果分析の実施
  感想文や反省用紙の作成・提出
　事業実施後の児童生徒の口頭での感想発表等

【効果】
・コラボスクール・学習支援として取り組み、岩沼の歴史・文化・自然・産業などについて体験
　したり調べたりしたことで、その良さやすばらしさを体感し知ることができた。
・食育を通して、郷土料理「はらこめし」の由来や作り方を学び、岩沼も元祖であることや、栄
　養について知ることができた。
・名勝である二木の松をテーマにした俳句大会を実施したことで、芭蕉の心に触れ、俳句の
　楽しさを味わわせることができた。
・上記のような岩沼の良さを体験してもらうことで、愛着を育むことができた。

-4- 地方創生加速化交付金事業



外部有識者か
らの評価

事業の
評価

本事業が総合戦略のＫＰＩ達成に
有効であった　／ 概ね有効であった／　有効とはいえない

外部有
識者から
の意見

　ちに対して郷土愛を育むことはとても大切だと思う。すぐには表れないかもしれない
　が、こういったことを続けることによって子どもたちの意識がどのようになったかを
　経年で把握することは効果を測る上で有効ではないか。

　てくると思う。小１から中３までの9年間で岩沼を網羅できるようになると、岩沼のい
　ろいろなことが学べて非常に良いのではないか。

事業効果

効果 地方創生に効果があった

理由
平成28年度に引き続き、本事業を通し、岩沼に愛着のある人材の育成や産業・観光
づくりなど、住民の参画を得た岩沼らしさの創出に取り組むことができた。

今後の方針
方針 事業の継続

理由
今後も引き続き住民、企業、各種団体、行政が共に連携･協力しながら、各事業を実
施し、岩沼に愛着のある人材の育成や魅力の発信に取り組んでいく。

岩沼ブランド商品の情
報発信

情報発
信する
岩沼ブ
ランド商
品数
　
　　　15 品

情報発
信する
岩沼ブ
ランド
商品数
　
　　　22 品

ふるさ
と納税
(返礼品
に岩沼ブ
ランド商
品を活

用)

　1,469 件

達成

【参考】
　　自治体間の競争激化により前年
比で減になったと思われる。

(目標値：H31年度末　ふるさと納税
500件(返礼品に岩沼ブランド商品を
活用)）

※H28年度寄附総件数　2,396件
　  うち、岩沼市分1,778件
　　　　　 益城町分  618件（返礼品なし）
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事業詳細

①

誘客を促進するための情報発信及び誘客プロモーションの実施

目的・内容

  平成28年度に制作した県南浜街道PRパンフレットを増刷して各所（鉄道、高速道路、空港、宿
泊施設）に設置するとともに、仙台からの誘客を促進するため、JRの車両ドア上段に広告を掲
載するなど、地域全体の知名度の向上を図った。また、仙台にある旅行会社への営業訪問を
行い、県南浜街道エリアの魅力をPRするとともに、今後のツアー商品の造成に向けたプロモー
ション活動を行った。

実施状況
・効果

【実施状況】
（１）パンフレットの増刷　20,000部
（２）パンフレットの配布
○鉄　　　道：仙台駅情報センター　650部
○高速道路：長者原PA　1,800部、鳥の海PA　13,000部
○仙台空港：みちのく観光案内所　900部
○
   宿泊施設：秋保温泉11施設　各100部、仙台駅周辺12施設　各125部
○２市役所・２町役場及びエリア内の公共施設　2,850部
（３）JR車両ドア上段広告
○掲示期間：平成29年10月23日(月)～平成29年11月30日(木)
   掲示路線：東北本線、常磐線、アクセス鉄道
（４）旅行会社への営業訪問
　　訪問先：10月6日：仙台バス、宮交観光、たびむすび、10月12日：たびのレシピ

【効果】
・主要施設等へのパンフレットの配布を行ったことから、一定の効果があった。特に、県南浜
  街道エリアにある鳥の海PAでは、すぐにパンフレットがはけてしまうなど反響が大きかった。
・JR車両ドアの広告は、仙台近郊エリアの方をターゲットとし当該エリアのPRに繋がった。
・旅行会社への営業訪問では、当該エリアの強みでもある「食」に対する反応がよかったが、
　団体を受け入れられる施設が少ないのが課題との指摘を受けた。（キャパシティや時間帯
　等の問題）

事業全体の
概要・目的

名取市、岩沼市、亘理町、山元町の２市２町からなる名亘地場産業振興協議会において、ター
ゲット別（カップル・友人、ファミリー層）や季節ごと、エリアへの動線別（高速道路、空港、鉄道
等）に効果的なPRを行い、地域一体となったプロモーションを図ることにより「県南浜街道」の認
知度向上を図る。また、周遊ルートの策定等を通じ、「県南浜街道」エリアの活性化に貢献でき
る人材の育成に取り組む。

予算執行状況

事業費（平成29年度実績）

180,000円

主な支出

負担金　180,000円
（名亘地場産業振興協議会）

（参考）「名亘地場産業振興協議会」
事業全体の予算執行状況
・計画額：1,828,000円
・実績額：1,595,898円
・執行率：87.30％

総合戦略
との関係

（目標年度：
平成31年度）

基本目標 新しいひとの流れをつくる～魅力を伝えよう！岩沼で暮らそう！～

数値目標 住み続けたいと思っている市民の割合（市民満足度調査）　80％

施策 観光振興による交流人口の拡大

重要業績評
価指標
（KPI）

観光客入込数　2,530,000人
宿泊客入込数　30,000人

事業名 みやぎ「県南浜街道」誘客促進事業 担当課 商工観光課
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事業効果

効果 地方創生に効果があった

理由

　県南浜街道PRパンフレットを主要施設等に設置したこともあり、問合せ件数や誘客
数の増加に繋がった。また、各イベントにおいて、県南浜街道ブースと銘打って出店
していたこともあり、当該エリアの知名度向上や出店店舗等へのリピーターの増加に
も繋がった。

観光イベント売上（1事
業者あたり）
H26年度　574,330円
H29年度　477,040円

50
％
増
加

△28.6
％
増
加

△16.9
％
増
加

未達成

評価基準となった平成26年度の事業
者とは別の事業者がイベントに出店し
たことにより、売上額が減少したた
め。

 (H29年度以降の目標値設定なし）

重要業績評価指標（KPI）
(交付金事業終了時、H28年度末）

実績値 達成状況
(目標年比）

未達成の場合、その要因
H28年度末 H29年度末

観光客入込数（平成
26年比）
H26.1.1-12.31　2,297,962
人
H29.1.1-12.31　2,477,393
人

5

％増
（H26
年
比）

△
2.7

％増
（H26
年
比）

7.8
％増
（H26
年
比）

未達成

4月から岩沼海浜緑地公園が営業を
再開し、新たな調査地点として千年希
望の丘等を加えたこともあり、前年度
に比べ観光客入込数が約11％増加し
たが、主要地点での入込数が復調途
上のため。
(目標値：H31年　H26年比10％増）

（参考）
H28年　2,235,702人（H26年比　△2.7％）

②

「食」を中心とした物産PR、販路拡大事業

目的・内容 地場産品を広く宣伝し新規需要の開拓を図る。

実施状況
・効果

【実施状況】
（１）東北・みやぎ復興マラソン「復興マルシェ」への出店
○
　日時：平成29年9月30日(土)から平成29年10月1日(日)
　場所：岩沼海浜緑地北ブロック　多目的広場
　来場者数：9月30日(土)　4,000人、10月1日　23,200人
　出店実績：7店舗　売上金：合計1,947,430円　出店料補助：384,000円
)
（２）「ふるさと名取秋まつり」への出店
　日時：平成29年11月3日(金・祝)
○
　場所：名取市民体育館
　来場者数:17,000人
  出店実績：5店舗　売上金：合計309,740円　出店料補助：無し
○
（３）「伊達なわたりまるごとフェア」への出店
　日時：平成30年3月4日(日)
　場所：㈱コスメティック・アイーダ宮城本工場駐車場（亘理中央地区工業団地内）
　来場者数：13,000人
　出店実績：8店舗　売上金：合計824,610円　出店料補助：無し
○
【効果】
・各種メディア（テレビ、フリーペーパー、チラシ、ポスター）による広告がなされたことから、
○「県南浜街道」のPRに繋がった。
・これまでは仙台市内での出店イベントが中心だったが、県南浜街道エリアの各自治体の
　イベントに他自治体が相互出店することにより、エリア内での知名度向上やリピーターの
　増加に繋がった。
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外部有識者か
らの評価

事業の
評価

本事業が総合戦略のＫＰＩ達成に
有効であった　／ 概ね有効であった　／　有効とはいえない

外部有
識者から
の意見

　設が付随するなど、そこに行けば「まちのフロント」としていろいろなことが分か
　る施設があれば、展開の幅が広がるのではないか。

　対前年比11％増となっていること等から一定の効果はあったと判断し、「概ね
　有効であった」と評価したい。

今後の方針

方針 追加等更に発展させる

理由

　主にパンフレットによる情報発信の継続や、県南浜街道エリアへの誘客プロモー
ションを実施することで、県内での認知度向上に繋げていくほか、旅行会社へのツ
アー商品造成に向けた営業活動を展開し、さらなる誘客促進を図る。また、受入環境
の整備の一環として、インバウンドも視野に地域事業者を対象とした接客を学ぶ講習
会を開催し、おもてなしの心と体制強化をはかる。
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