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指標名 基準値 目標値 実績値

みのわ就農応援プロジェクト

・農業人材力強化総合支援事業交付金の交付

・担い手確保・経営強化支援事業補助金の交付

・営農支援センター交付金の交付

新規就農者

2人

（2014年）

累計14人 8人 概ね順調

みのわの魅力体験事業

・グリーンツーリズムの実施

・にこりこ一帯にぎわい会議の開催

・町ホームページのリニューアル

交流人口

968人

（2015年）

1,500人/年 1,131人 努力が必要

製造品出荷額

郡内第１位

（2014年）

郡内第１位

郡内第2位

（2016年）

新規雇用 -

２人以上

（2015年～）

12人

新規創業 -

２人以上

（2015年～）

７人

※2016年

農産物出荷額

30,000千円

（2014年）

前年比3％

増

前年比19％

減

努力が必要

製造品出荷額

郡内第１位

（2014年）

郡内第１位

郡内第2位

（2016年）

概ね順調

農産物出荷額

30,000千円

（2014年）

前年比3％

増

前年比19％

減

努力が必要

製造品出荷額

郡内第１位

（2014年）

郡内第１位

郡内第2位

（2016年）

概ね順調

みのわ就農応援プロジェクト

・農業人材力強化総合支援事業交付金の交付

・担い手確保・経営強化支援事業補助金の交付

・営農支援センター交付金の交付

昼夜間人口比率 1.0 1.0以上

0.97

（2015年）

概ね順調

移住定住推進事業

・企業動向アンケート調査の実施

・ＬＩＮＥ＠による情報提供
製造品出荷額

郡内第１位

（2014年）

郡内第１位 郡内第2位 概ね順調

子育て環境整備事業

・子育て支援センターの運営

・地域子育て支援事業補助金の交付

・子育て情報発信アプリの開発

・沢保育園建設の実施設計

企業相談等支援事業

 ・企業支援相談員の設置

・企業振興相談員の設置

・小規模事業者経営支援事業補助金の交付

町内進出企業 - 16社 順調

１社

（2015年～）

新分野の開拓支援

物産展・商談会等出展事業

・商談会の出展

・物産展の出展

・受注確保対策事業補助金の交付

・移住定住関連フェア等の出展

・地域間交流推進事業の実施（協議会に委託）

新分野開拓支援事業

・農産物機能性分析の実施

・農産物等販路拡大推進事業交付金の交付

働く場所の確保

ＫＰＩ（重要業績評価指標）

内部評価

（達成度）

外部評価

（達成度）

産業の振興

企業誘致の促進・企業育成事業

・中小企業制度融資保証料補助金の交付

・町商工業振興資金融資保証料補助金の交付

・町商工業振興資金利子補助金の交付

・工場等設置事業補助金の交付

・頑張る元気な商店応援事業補助金の交付

・未来を担う若者正規雇用補助金

・産業支援センターみのわの整備

概ね順調

資料２
※内部評価（達成度）・・・順調（目標値以上）、概ね順調（80％以上100％未満）、努力が必要（80％未満）、実績値なし（当該年度の実績値なし）

基本目標①　＜未来を創る＞　働く場所に恵まれたまちを持続

数値目標

昼夜間人口比率　１．０（2010年）→１．０以上（2020年）

実績値：０．９７（2015年）

分　　野 事業名称 主な実施事業
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指標名 現状値 目標値 実績値

情報提供者数 - 200人/年 78人 努力が必要

転入者数 - 48人/年 64人 順調

ひと味違うみのわの子ども育成事業

・運動あそびの実施

・英語あそびの実施

・食育の実施

・読育の実施（図書の購入等）

・国際交流員の派遣

・英語学習プログラムの実施

・中学校海外研修交付金の交付

・デジタル教科書及びＩＣＴ機器の導入

新プログラムの構築

4プログラム

（2015年）

5プログラム

（2016年～

2017年）

４プログラム 概ね順調

みのわファンクラブ事業 未実施 町民セールスマン人数 - 100人/年 - -

空き家への移住者 -

延べ1件

（2016年～

2019年まで

に5件）

6件 順調

転入者数 - 48人/年 64人 順調

町ブランド戦略構築事業 未実施 転入者数 - 48人/年 - -

みのわ未来委員会事業

・みのわ未来委員会の開催

・１７歳町民意識調査の実施

転入者数 - 48人/年 64人 順調

みのわファンクラブ事業 未実施 町民セールスマン人数 - 100人/年 - -

移住定住の推進

移住定住推進事業

・若者世帯定住支援奨励金の交付

・移住相談員の設置

・移住定住関連フェア等の出展

・体験住宅の設置

・定住促進空き家改修費等補助金の交付

・移住定住推進ＰＲ動画の制作

・移住定住推進パンフレットの作成

・空き家バンクの構築（伊那地域定住自立圏）

・女性活躍プロモーション映像及び冊子の作成

・豊島区・箕輪町交流推進の調査研究

・知名度向上フェアの企画

・女性フェスティバルの開催

・女性活躍推進意識調査の実施

・女性の働き方調査の実施

・女性活躍セミナーの開催

外部評価

（達成度）

若者に魅力あるまちづくり

ＫＰＩ（重要業績評価指標）

内部評価

（達成度）

地域に愛着をもつ人材育

成

地域愛着応援支援事業

・ＬＩＮＥ＠による情報提供

・南信工科短期大学校修学事業補助金の交付

・郷土資料のデジタルアーカイブ化

・県・町指定史跡等の整備

・無形文化財保存団体補助金の交付

・史跡保存団体等交付金の交付

基本目標②　＜未来に集う＞　移住・定住対策の実施

数値目標

U・Iターンによる転入者数を毎年４８人増加（2016年以降）

実績値：６４人　　2017.4.1～2018.3.31

分野 事業名称 主な実施事業
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指標名 現状値 目標値 実績値

交流の場の創出 スポーツ等交流の場創出事業

・第１０回全国フェンシングカデ・エペ選手権大会の開催

・第５回全国ジュニア・エペフェンシング選手権大会の開

催

・第１２回みのわもみじカップフェンシング大会の開催

・第２０回日本の太鼓inみのわの公演

・ダブルダッチ普及イベントの開催

・伊勢正三コンサートの開催

・活動量計読み取りシステムの開発、設置

イベント・教室等参加者 106,151人

前年比10％

増

- -

婚活支援 婚活サポート事業

・婚活相談員の設置

・若者向け交流スポーツイベントの実施

・企業向けセミナーの実施

・若者カルチャーセミナーの実施

年間結婚成立件数

2件

（2015年）

3件/年 0件 努力が必要

子育て世代包括支援センター事業

・子ども相談室の設置

・ファミリーサポートセンター事業の実施

・病児・病後児保育の実施（委託実施）

センター利用者数 -

延べ400人/

年

（2016年～）

550人 順調

安心して子どもが遊べるまちづくり事業

・松島垣外公園の遊具設置

・児童遊園の修繕

・子育て支援センターサテライトの整備、運営

・保育園の長寿命化及ぶ修繕

遊具の改修・設置等 -

延べ10か所

（2016年～

2019年）

１か所 努力が必要

ダウンロード数 -

延べ1,000件

（2016年～

2019年）

499件 努力が必要

　ワークライフバランスモデル

事業所の設置

- 設置 - -

ＫＰＩ（重要業績評価指標）

内部評価

（達成度）

出産子育てへの支援

子育て環境整備事業

・子育て支援センターの運営

・地域子育て支援事業補助金の交付

・子育て情報発信アプリの開発

外部評価

（達成度）

数値目標

合計特殊出生率　１．４８（2012年）→１．６５（2020年）

実績値：１．６５（2016年）

分野 事業名称 主な実施事業

基本目標③　＜未来を育む＞　出産・育児施策の推進
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指標名 現状値 目標値 実績値

徹底した安全安心 歩道等の安全向上推進事業

・歩道改良工事の実施

・歩道整備工事の実施

・グリーンベルトの設置

歩道安全実施延長

9,710m

（2015年）

10,000m

（～2019年）

10,383m 順調

コミュニティの維持 地区のコミュニティ活動推進事業

・地域総合活性化事業交付金の交付

・集会施設改修事業補助金の交付

・区事務支援交付金の交付

区（自治会）への加入率

71.8%

（2015年）

75%

（～2019年）

68.7% 努力が必要

健やかに暮らせる町の推進高齢者が暮らしやすいまちづくり事業

・町内巡回バスの運行

・伊那本線バスの運行開始（伊那地域定住自立圏）

・地域公共交通網形成計画策定

・町内巡回バスロケーションシステム導入

・地域福祉ネットワーク事業の実施

・長寿クラブ補助金の交付

・地域活動センターの整備、運営

・健康づくり事業の実施（研修会、講習会等）

・予防接種事業の実施（インフルエンザ、四種混合等）

・精神障がい者支援の実施（こころの相談、訪問等）

・検診事業の実施（大腸がん検診、胃がん等）

・健康教育事業の実施（健康アカデミーなど）

・健康ポイント事業の実施

2010年の寿命と健康寿命の差

を縮小

男性1.34

女性2.81

（2010年）

2010年

水準以下

- 実績値なし

ＫＰＩ（重要業績評価指標）

内部評価

（達成度）

基本目標④　＜未来を生きる＞　町の暮らしやすさを未来へ

数値目標

住民満足調査による町での生活に満足６６．１％（2014年）→７０％以上（2016年以降）

実績値：７４．４％

分野 事業名称 主な実施事業

外部評価

（達成度）
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