
① ② ③

事業費

単位：千円 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

1 蔵王町総合戦略策定事業 総合戦略策定のための調査・分析等委託 5,162 - - - - - - - - - - -

2 （仮称）蔵王町観光物産協会設立支援事業 観光物産協会の運営費助成 10,800 指標① 新たな旅行商品の開発 2 件 H28.3 7
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

観光物産協会を核とした自
立した観光産業構築のた
め、今後の取組に期待する。

事業内容の
見直し（改善）

平成28年度法人化し、今後
自主財源を得るようにする。

3 蔵王町観光誘客宣伝強化事業
観光PR用パンフレット及びポスター制作・
配布

2,925 指標① 観光客入込数 170 万人 H28.3 156
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

外国人向けのパンフレット作
成や、設置場所（空港・駅
等）の検討等を行い、より高
い効果が得られるよう取り組
んでほしい。

事業内容の
見直し（改善）

設置場所等の検討を行い、
引き続き、宣伝強化に努め
る。

4 優良素牛導入支援事業
一定要件を満たす町内産和牛を保留する
場合に補助金を交付（1頭2万円）

280 指標① 町内産和牛導入数 50 頭 H28.3 14
地方創生に効
果があった

総合戦略の
KPI達成に有
効とは言えな
い

実績が少なかったことは非
常に残念である。今後改善
を検討してはどうか。

事業の継続
単年では効果が出にくく、継
続することが望ましいと思わ
れる。

5 すこやか養育助成金
第3子以降の子の出生に対し、養育助成金
（50万・30万・10万円　町内で出生した子の
人数による）を交付

6,300 指標① 交付件数 15 件 H28.3 17
地方創生に非
常に効果的で
あった

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

良い事業であるので、この助
成金が移住定住の促進につ
ながるよう、PRを強化すべき
である。

追加等更に
発展させる

PRの方法を今後検討し、事
業を継続していく。

指標①
朝食を食べない人の割
合　小学5・6年生

7 ％ H28.3 6.2

指標②
朝食を食べない人の割
合　保護者

15 ％ H28.3 15

7 特定不妊治療費助成
特定不妊治療に対して、上限100千円を助
成

100 指標① 支援実施件数 2 件 H28.3 2
地方創生に非
常に効果的で
あった

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

結婚・妊娠・出産・子育ての
切れ目のない支援のため、
今後も継続すべきと考える。

事業の継続

特定不妊治療を受ける方の
経済的負担を軽減することに
より、出生率の増加が期待で
きるため。

8 多子世帯幼稚園保育料助成事業
第3子以降の幼児の幼稚園保育料に対し、
1人年間6万円（上限）を助成

736 指標①
就学前幼児（0～5歳）の
転入世帯数

24 世帯 H28.3 20
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

子育て家庭の経済的支援に
効果的な事業であった。

予定通り事業
終了

幼稚園保育料の多子世帯負
担軽減が拡充されたため。

指標①
若手工人による販売展
示会の開催

1 回以上 H28.3 0

指標② こけし館での販売額 13,625 千円 H28.3 13,079

10
みちのく真田ゆかりの地事業
【上乗せ交付分】
広域連携事業（白石市・蔵王町・由利本荘市）

共通する歴史資源や自然環境資源を活用
した観光振興事業を3市町共同事業として
実施

2,277 指標①
町内事業者による仙台
真田氏関連商品数を平
成26年度比

150 ％ H28.3 180
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

町民の歴史に関する認識が
高まり、あわせて、観光産業
が活性化することを期待す
る。

追加等更に
発展させる

今後とも３市町連携して、ツ
アーやイベント等観光誘客の
ため事業を展開し、仙台真田
氏関連の商品開発について
も継続して行う。

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】

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

指標

保育所・幼稚園・学校等と連
携して、適切な食習慣の確立
のための取り組みを推進して
いく。

No

④ ⑤ ⑥ ⑦

交付対象事業の名称

実績値を踏まえた
事業の今後について

事業概要

6 子育て家庭健康応援プロジェクト 2,178
総合戦略の
KPI達成に有
効であった

子育て世帯の健康や食生活について実態
調査を行い、親子料理教室他各種教室等
や、食育に関する講演会を実施

今回の調査結果を、今後の
取り組みに活かしてほしい。

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

総合戦略を策定して半年であるので、今年度は見直しを行わない。
今後の事業の実績等を踏まえ、次年度検討する。

蔵王町伝統産業会館で実施するこけしの
製作実演及び絵付け体験の指導業務な
ど、こけしのPR活動について委託

見直しを行わない

地方創生に効
果があった

地方創生に効
果があった

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

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

後継者育成のためには、工
人の所得が確保できるような
取組が必要であると考える。
こけし館については、入館者
数増加のため、こけしだけで
はなく木製玩具等の新たな
取組を検討してはどうか。ま
た、子供達が小さい時から木
に親しむような教育を考えて
はどうか。

事業内容の
見直し（改善）

今後、遠刈田伝統こけしの製
作技術を継承していくために
は、現在活躍中の若手工人２
人のほかに、更なる新規工人
の育成が必要である。

9 遠刈田系伝統こけし後継者支援事業 2,880

追加等更に
発展させる


