
資料２

指標名 基準値 実績値 目標値

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
・新規就農者住居費補助金の交付

新規就農者 2人
3人

累計11人
累計14人 概ね順調 概ね順調

みのわの魅力体験事業
・果樹オーナー事業
・にこりこ一帯リニューアル事業

交流人口 968人 140人 1,500人/年 努力が必要 努力が必要

製造品出荷額 郡内第１位 郡内第3位 郡内第１位

新規雇用 - ４人 ２人以上

新規創業 - ９人 ２人以上

農産物出荷額 30,000千円
前年比
▲30.5%

前年比3％増 努力が必要 努力が必要

製造品出荷額 郡内第１位 郡内第3位 郡内第１位 概ね順調 概ね順調

農産物出荷額 30,000千円
前年比
▲30.5%

前年比3％増 努力が必要 努力が必要

製造品出荷額 郡内第１位 郡内第3位 郡内第１位 概ね順調 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

0.97
（2015年）

1.0以上 概ね順調 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 郡内第3位 郡内第１位 概ね順調 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活用
・木下保育園建設事業

・保育園空調設備設置事業
　上古田・東みのわ・長田・木下北・木下南保育園
・子育て支援サイト「いいね！みのわっこ」更新
・幼児教育保育無償化（３歳以上児保育料無償、低所得世
帯副食費免除）
・保育園３歳以上児副食費の減額
・保育支援システム導入
・三日町保育園園舎長寿命化事業

・2施設､利用者16,822人
・8団体､186千円
・登録者821人､アクセス数10,615件
・用地取得、地質調査（実施設計業務、
用地造成工事、工事監理業務はR2へ
繰越）
・保育室等26台設置

・町ホームページと統合し全面更新
・R1.10月～実施

・4,500円/月→3,000円
・8園導入
・園舎長寿命化工事（屋根・外壁など）

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

内部評価
（達成度）

順調

順調

※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）

-

産業の振興

分　　野

物産展・商談会等出展事業

順調

主な実施事業

働く場所の確保

順調町内進出企業

事業名称
ＫＰＩ（重要業績評価指標）

３社

・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
・未来を担う若者正規雇用補助金の交付
・中小企業人材育成研修費補助金の交付
・工業製品試験手数料補助金の交付
・知的財産権申請料補助金の交付
・産業支援センターみのわの整備

・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

数値目標

・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

箕輪町まち・ひと・しごと総合戦略　進捗状況【２０１９年度】

基本目標①　＜未来を創る＞　働く場所に恵まれたまちを持続

昼夜間人口比率　１．０（2010年）→１．０以上（2020年）

実績値：０．９７（2015年）

外部評価
（達成度）

新分野の開拓支援

企業誘致の促進・企業育成事業

１社/年

備考



指標名 現状値 実績値 目標値

情報提供者数 - 廃止 200人/年 実績値なし 実績値なし

転入者数 - 90人 48人/年 順調 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

・全保育園で実施
・外国講師2人､年長10回､年中5回
・給食だより12回､食育集会(2～4回)､
　給食展示(夏季除く)
・絵本購入330冊､みのわっ子絵本プレ
ゼント､ブックスタート186人､ブックスター
トプラス119人、セカンドブック195人
国際・・・以下、学校教育課

新プログラムの構築 4プログラム 4プログラム 5プログラム 努力が必要 努力が必要

みのわファンクラブ事業 ・みのわファンクラブの運営

Ｈ30年９月末設立　R元年８月15日サ
ポートアプリ公開　会員数　町外119人、
町内53人、アプリダウンロード数430件
（R2.3.31現在）

町民セールスマン人数 -
602人

（前年比
+502人）

100人/年 順調 順調

空き家への移住者 - 2件 1件/年 順調 順調

・女性の就業相談者　105人 就職７人
・女性再就職準備セミナー　７回 92人
・女性のための起業セミナー　４回 29人
・クラウドソーシングセミナー２回 57人

転入者数 - 90人 48人/年 順調 順調

町ブランド戦略構築事業 未実施
未実施
シティプロモーションと併せて検討

転入者数 - - 48人/年 実績値なし 実績値なし

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 - 90人 48人/年 順調 順調

みのわファンクラブ事業 ・みのわファンクラブの運営

Ｈ30年９月末設立　R元年８月15日サ
ポートアプリ公開　会員数　町外119人、
町内53人、アプリダウンロード数430件
（R2.3.31現在）

町民セールスマン人数 -
602人

（前年比
+502人）

100人/年 順調 順調

内部評価
（達成度）

移住定住の推進

地域愛着応援支援事業

分野

実績値：６４人　　2017.4.1～2018.3.31

外部評価
（達成度）

地域に愛着をもつ人材育成

ＫＰＩ（重要業績評価指標）
備考

・ＬＩＮＥ＠による情報提供（廃止）
・ｆａｃｅｂｏｏｋ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

若者に魅力あるまちづくり

主な実施事業

U・Iターンによる転入者数を毎年４８人増加（2016年以降）
数値目標

事業名称

・若者世帯定住支援奨励金の交付
・U・Iターン応援各種補助金、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
・体験住宅の運営
・空き家改修費等補助金の交付
・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作成
・豊島区・箕輪町交流推進
・知名度向上フェアの実施
・女性の就業・お仕事相談窓口開設
・女性再就職準備セミナー、起業セミナーの開催
・クラウドソーシング人材育成事業

移住定住推進事業

基本目標②　＜未来に集う＞　移住・定住対策の実施



指標名 現状値 実績値 目標値

交流の場の創出 スポーツ等交流の場創出事業

・第１1回全国カデ・エペﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会、台風により
中止
・第6回全国ジュニア・エペﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会の開催、中
止
・第13回みのわもみじカップﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会の開催、中止
・第２３回日本の太鼓inみのわの公演
・秋川雅史コンサートの開催
・古田人形芝居定期公演
・豊島区・箕輪町地域間交流芸劇ウインドアンサンブルクリ
スマスコンサートの開催

生涯学習関連施設利用者数
文化センター42,056人
交流センター21,928人
屋内体育施設92,240人
屋外体育施設37,320人
合計193,544人 イベント・教室等参加者 193,544人

前年比
▲1.9％

前年比10％増 概ね順調 概ね順調

婚活支援 婚活サポート事業

・婚活相談員の設置
・若者向け交流出会い創出イベントの実施
・お見合いイベントの実施
・男性向けスキルアップセミナーの実施

相談員1人配置
相談件数　96件
お見合い　43件
出会い創出イベント　１回　9人
お見合いイベント　5回　45人
スキルアップセミナー　１回　４人

年間結婚成立件数 2件 １件 3件/年 努力が必要 努力が必要

子育て世代包括支援センター事業

・こども相談室の設置
・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）

・相談773件
・利用回数10回
・2施設で実施､601人

センター（こども相談室）利用者数 - 773人 延べ400人/年 順調 順調

安心して子どもが遊べるまちづくり事業

・児童遊園遊具安全点検
・児童遊園遊具等の修繕
・子育て支援センターサテライトの運営
・保育園の施設、遊具の修繕
・保育園の遊具の設置

・文化スポーツ課
・文化スポーツ課
・イオン箕輪店内運営中､利用者8,339
人
・保育園修繕　施設76件、遊具1件
・保育園遊具2か所

遊具の改修・設置等 - ８か所 10か所 概ね順調 概ね順調

ダウンロード数 - 821件 1,000件 努力が必要 努力が必要

　ワークライフバランスモデル
事業所の設置

- 22事業所 設置 概ね順調 概ね順調

内部評価
（達成度）

主な実施事業分野

出産子育てへの支援

ＫＰＩ（重要業績評価指標）

・2施設､利用者16,822人
・8団体､186千円
・登録者821人､アクセス数10,615件

備考
外部評価
（達成度）

事業名称

実績値：１．６８（2017年）

基本目標③　＜未来を育む＞　出産・育児施策の推進

・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活用

数値目標

子育て環境整備事業

合計特殊出生率　１．４８（2012年）→１．６５（2020年）



指標名 現状値 実績値 目標値

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

歩道設置　町道51号線（大出）L=130ｍ
防護柵　町道3号線(大出）L=12ｍ
ガードレール　町道228号線（沢）L=40ｍ
区画線　町道6号線（松島）・町道760号
線（南小河内）L=2,332ｍ
ｸﾞﾘｰﾝベルト　町道337号線（松島）
L=432ｍ横断防止柵（北小）L=66.0m、ｸﾞ
ﾘｰﾝベルト町道3号線L=208.0ｍ

歩道安全実施延長 9,710m 13,603m 10,000m 順調 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
・地域コミュニティ活性化委員会の設置

・集会施設改修事業補助金20件
18,325千円
・区事務支援交付金（通常の１区20万
円＋PC等購入支援金20万円）15件
6,000千円

区（自治会）への加入率 71.8% 68.1% 75.0% 努力が必要 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
・長寿クラブ補助金の交付
・支えあいマップ整備事業
・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

・健康づくり研修会・講習会
　78回実施2,033人参加
・予防接種実施状況
　高齢者：2種5199人実施
　子ども：10種4,834人実施
・精神障がい者支援　訪問・相談教室等
2,079人
・検診事業　国保特定健診1,070人、若
年健診274人、後期高齢者497人、胃28
回934人、大腸33回1,934人、子宮8回
607人、乳13回727人、肺ＣＴ10回1,195
人、前立腺29回579人
・健康教育　アカデミー参加者44人参加
健康講座公開471人参加
・健康ポイント事業
　968人参加達成率41.6％

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 実績値なし

備考
内部評価
（達成度）

分野 事業名称
ＫＰＩ（重要業績評価指標）

数値目標

主な実施事業

実績値：７６．７％（2019年）

基本目標④　＜未来を生きる＞　町の暮らしやすさを未来へ

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）

外部評価
（達成度）


