第２期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」事業効果検証用資料
（令和２年度中間評価：令和２年９月 30 日現在）
令和２年 12 月１日
長和町企画財政課

■本資料について
・本資料は、総合戦略に記載された各項目に関する令和２年９月 30 日現在の取り組み状況を記載し
たものです。
・「地方創生への効果」欄は、下記の①から⑤のいずれかが選択されています。
①地方創生に非常に効果的であった
例：全てのＫＰＩが目標値を達成するなど、大いに成果が得られたとみなせる場合
②地方創生に相当程度効果があった
例：一部のＫＰＩが目標値に達しなかったものの、概ね成果が得られたとみなせる場合
③地方創生に効果があった
例：ＫＰＩ達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よりも取組が前進・改善したとみなせる場合
④地方創生に対して効果がなかった
例：ＫＰＩの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは取組としても前進・改善したとは言い難いような場合
⑤未実施
例：事業が実施できていない場合

・「今後の取り組み方針」欄は、下記の①から⑤のいずれかが選択されています。
①事業の展開の将来性が高いので強化して実施
②事業を現行（計画）どおり継続して実施
③事業内容を見直して実施
④とりやめ
⑤予定どおり終了

【目次】
基本目標

主な施策
（ア）特産品開発等による雇用の創出

頁
1～5

（イ）雇用創出のための企業誘致、働く場所の確保
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（ウ）雇用創出・人材定着に関する企業への支援

7

基本目標１

（エ）新規就農者の確保
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基本目標２

（オ）商工業の発展促進

10

（カ）企業情報発信の強化

11

（キ）起業支援体制の充実・事業者の育成

12

（ク）森林環境譲与税を活用した森林整備の促進による林業者への支援

13～14

（ア）地域資源を活かした観光振興による交流人口の増大

15～18

（イ）空き家の活用による交流人口の増大
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（ウ）若い世代の定住人口増大のための支援

22

（エ）国際交流の推進による交流の活発化と人材育成

23～24

（オ）情報発信体制の強化

25～27

（ア）結婚支援体制の充実（「婚活」支援）

28

（イ）子育てするための環境や支援の充実

29～41

基本目標３

基本目標４

（ア）協働のまちづくりの推進

42

（イ）安全・安心なまちづくり

43～45

（ウ）時代に適合した公共施設の整備・あり方の検討

46～48

（エ）時代に対応した公共交通網の検討

49～50

（オ）健康長寿のまちづくりと生活を支える仕組みの充実

51～56

（カ）医療体制の維持

57～58

（キ）安心なくらしを守るための空き家対策

59

（ク）道の駅マルメロの駅ながと、和田宿ステーションの魅力向上

60～62

（ケ）時代に合った別荘地づくり

63～64

（コ）ふるさと納税制度の活用
（サ）コミュニティ施設の整備による地域共生社会の実現とＳＤＧｓの実践

65
66～67

【公表】Ｒ2中間 整理番号1-1 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-1

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （ア）特産品開発等による雇用の創出
及び主な施策
項目

事業担当課・
産業振興課農政係
係

①東京農業大学との連携により開発した特産品の販路拡大、知名度向上に取り組みます。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
東京農業大学と連携して開発した特
産品を活用した販路拡大、知名度向 施策の実施 （Ｒ6時点）
上等施策

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

未実施

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

東京農業大学と連携して開発した特産品を活用した販路拡大、知名度向上等事業
0

千円

主な支出
内容

・「農大連携特産品開発事業」は第1期総合戦略の期間で一旦区切りを迎えたため、次の展開をどのようにするか、令和2
事業概要 年度中に内容を検討していく。現段階では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により大学との協議が進んでいない状況
である。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により大学との協議ができず、事業としては進んでいない状況にある。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・新型コロナウイルス感染拡大の終息が見えてきたところで事業展開を大学と検討する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から ・コロナの状況下において、学生は来られなくても特産品の開発はできないのかどうか、そのあたりも含めて連携をとって進めて
の意見 頂きたい。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-2 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-2

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （ア）特産品開発等による雇用の創出
及び主な施策

項目

事業担当課・ 産業振興課特産品開発係・農
係
政係

②この地域に伝統的に伝わる、あるいは気候風土に合致する可能性のある様々な地域資源に、地域の様々な団体とも連
携しながら、多方面からアプローチし、特産品としての掘り起こしを図るとともに、質の高い奨励品に関する認定制度の創設
を目指します。あわせて、千曲川ワインバレー特区に関連する市町村と連携しながら、ワイン産業プロジェクト展開事業を
実施し、ワインを活用した地域振興を目指します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
長和町奨励品数

118品目

試験委託醸造本数

500本

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

（Ｒ6時点） 107品目
（5年累
計）

0本

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

奨励品認定事業
593

千円

主な支出
奨励品審査委員会開催経費、物産品展支援補助経費
内容

・特産品の掘り起こしとして、3品目の認定を目標に据える。また、長和町特産品既奨励品を含め物産展への出展機会を作
るため、商工会を中心としたイベント支援を行うとともに、既奨励品の磨き上げを支援しながら、質の高い奨励品の認定制
度に関しても検討を行っていく。
・奨励品認定事業は、10月以降に、申請された2団体4品目について奨励品として認定を行う予定である。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

ワイン産業プロジェクト展開事業（事業実施体制及び内容の検討、委託醸造等）
1,600

千円

主な支出
ワイン特区連絡協議会との連携負担金、ワイン産業プロジェクト委員会補助金
内容

・委託醸造200本、圃場整備重機借上げ等により、獣害対策・育成環境整備の実施。委託醸造品の試飲及び成果発表イベ
ントを開催し内外に宣伝を行う。今後の事業展開として、収穫量の安定を図る事により増産、販路模索を検討する。
事業概要
・ワイン産業プロジェクト展開事業は、委託醸造を行うつもりで進めてきたが、ハクビシンに半分近くのブドウを食べられてし
まう被害が発生し収量が大きく減る事となり委託醸造出来るか不透明である。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・奨励品認定品事業のメリットが薄く事業者からの認定要望が出にくい状況があり、メリットの部分を再考することが課題。機能性表示食
品、トクホ、HACCPなどの申請補助など、他事業体を視察し、認定を受ける事で実のある事業に再構築が必要。
・ワイン産業プロジェクト展開事業は獣害が鹿からハクビシンに及び、防ぎきれない状況に追い込まれている。JAなど専門家に相談し、
対策を再構築する。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

③事業内容を見直して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・奨励品認定事業は、10月に申請された2団体4品目の奨励品について、審査委員会を行い、全品目の認定を目指す。
・ワイン産業プロジェクト展開事業は、委託醸造するぶどうの確保を行うと共に、鹿以外の鳥獣対策を来年度に向けて検討する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-2 第2期効果検証資料

地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
③事業内容を見直して実施

・奨励品について、町民の皆さんがわかるようなＰＲをしてほしい。

委員から ・ハクビシン対策は早急に実施すべきである。来季に向けてしっかり対応してほしい。
の意見 ・原因がハクビシンだとわかった時点で早急な対策が必要だったのではないか。
・収穫時期を過ぎたので、これからでは効果がないが、ハクビシン対策には電気柵を考えた方が良い。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-3 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-3

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （ア）特産品開発等による雇用の創出
及び主な施策
項目

事業担当課・ 産業振興課特産品開発係、
係
農政係

③特産品の開発のほか、これらを効果的に活用した事業実施体制や販売戦略（ブランド化等）の構築を行い、地場産業の
振興と６次産業化を推進し、より多くの雇用の場を確保します。あわせて、「強い農業」、「儲かる農業」、「持続可能な農業」
を構築するための施策の検討を行います。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
６次産業化事業計画新規認定件数

1団体

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0団体

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

６次産業化推進事業
100

千円

主な支出
特産品開発事業補助金
内容

・第1期期間中に地方創生推進交付金を活用した事業に取り組んだ長和雑穀研究会への開発支援を行うなど、事業者の6
事業概要 次産業化に向けての取り組みを支援していく。
・特産品開発事業補助金の活用実績は9月末現在なし。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

「強い農業」、「儲かる農業」、「持続可能な農業」についての施策の検討
0

千円

主な支出
なし
内容

・中山間地域を多く抱える当町は、兼業・小規模・自家消費農家が大多数であり、農業資材等の高騰と農産物の価格低迷
による農業生産意欲の低下や農業者の高齢化、後継者不足などから農業従事者が減少し農業離れが進み休耕地や遊休
事業概要
農地が増加している。このように農業を取り巻く環境はかなり深刻な状況になっている。これらのことを踏まえ、令和3年度
以降に検討を行う。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・6次産業化推進事業に関し、事業者の特産品開発事業補助金制度の活用が望まれるところである。
・長和雑穀研究会は、平成29年度から令和元年度に地方創生推進交付金を活用した「『稼ぐ農業』の展開によるイキイキ煌めく地域の
創造事業」により機能性雑穀の生産・商品化等に取り組んだが、法人化による6次産業化が期待されるところである。活動は順調なもの
の、感染症の影響により売上げには、大きな影響が出る見込みである。
・「強い農業」、「儲かる農業」、「持続可能な農業」についての施策の検討は、事業概要にもあるとおり農業を取り巻く環境がかなり深刻
な状況である中で、実際の施策の実現は困難な点もあると考えるが、町内外の事例の研究等による検討を令和3年度以降に実施する
予定である。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・6次産業化推進事業は、事業者の特産品開発事業補助金制度の活用が望まれるところであり、制度の周知に努める。
・「強い農業」、「儲かる農業」、「持続可能な農業」についての施策の検討は、事業概要にもあるとおり農業を取り巻く環境がかなり深刻
な状況である中で、実際の施策の実現は困難な点もあると考えるが、町内外の事例の研究等による検討を令和3年度以降に実施する
予定である。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-3 第2期効果検証資料

地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
・他の補助金を活用して事業を行っているが、特産品開発事業補助金の制度があるならば、教えてほしかった。
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-4 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-4

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標１ （イ）雇用創出のための企業誘致、働く場所の確
及び主な施策 保
項目

事業担当課・
産業振興課商工観光係
係

①若い世代や子育て世代をはじめ、長和町への移住者、町内在住者の雇用を確保するため、空き家の活用も視野に入れ
ながら、企業の誘致や雇用の拡大、良質な仕事の確保に取り組みます。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
企業誘致件数

1件

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0件

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

企業誘致のための情報収集、個別案件への対応

事業費

千円

主な支出
産業振興条例・企業振興条例に基づく企業誘致に関する経費が発生したときに計上
内容

・企業誘致は現実的に困難な状況にある。要望する企業等あれば積極的に取り組む。また、空き家を活用したサテライトオ
フィス等への誘致も併せて取り組む。
事業概要
・現在、2件誘致に向けた交渉をしている。
・上記記載の交渉について、新型コロナウイルスの状況により、交渉が滞っており、進捗は進んでいない。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・新型コロナウイルスの状況により、誘致に向けた交渉が滞っている状況である。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・新型コロナウイルス終息を見据え、誘致に向けた交渉を今後実施する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-5 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-5

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （ウ）雇用創出・人材定着に関する企業への支援
及び主な施策
項目

事業担当課・
産業振興課商工観光係
係

①人口減少や「売り手市場」の状況下、企業においても優秀な人材を確保することが重要な課題となっている中、雇用拡大
や人材確保、人材の定着に積極的に取り組む企業等への支援を拡充します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
新規雇用促進助成金を活用して確
保した人材数

20人

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0人

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

新規雇用促進助成金事業
300

千円

主な支出
新規雇用促進助成金事業補助 10万円×3事業所
内容

・町内の事業所による新規雇用の拡大を図るとともに、若年層の定住を促進するため、町内事業者が45歳未満の町民を正
規雇用した場合に採用した事業者に対し雇用1名につき10万円を交付する。ただし、1年間以上継続して就業していなくて
事業概要
はならない。令和元年度までの事業だったが、令和2年度以降、事業を拡充し実施する。
・上記記載の内容について、現状申請の提出はない。商工会を通じて周知をしているところである。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

人材確保や人材定着に関する支援策の検討（「わくわく地方生活実現パッケージ」の活用等）
1,600

千円

主な支出
ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助2件分（単身600千円、世帯1,000千円）
内容

・3大都市圏、特に東京圏の一極集中を是正するとともに地方の担い手を解消するため「わくわく地方生活実現パッケージ」
が策定され、国は各種取り組みを推進することとなった。ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業は三大都市圏から地方へ移住
事業概要 し、就業した世帯等へ助成をするもので、地方の人材確保の一助となるものであり、県と協調して取り組む。この事業を中
心に、優秀な人材確保や若者の定着に向けての支援を検討する。
・上記記載の補助については、現状申請の提出はない。現在、各企業に対し周知しているところである。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・新規雇用促進助成金事業について、優秀な人材を確保するための費用が必要であることから、商工会より助成金の継続要望があり実
施しているが、新型コロナにより雇用を抑える企業が多く、現状申請がない。本制度について、商工会を通じて各企業へ周知が必要であ
る。
・人材確保や人材定着に関する支援策の検討について、今年度より「UIJターン就業・創業移住支援事業補助」を実施しているが、こちら
も現状申請がない。採用側の企業への周知が必要である。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・新規雇用助成金について、継続して実施する必要があることから、商工会を通じて企業へ周知する。
・人材確保や人材定着に関する支援策の検討について、今年度より実施している「UIJターン就業・創業移住支援事業補助」を採用側企
業が増えるよう周知する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から ・意欲的な目標であるが実績が上がっておらず問題である。有効求人倍率が下がっている状況であり、非常に求人が少ない。
ハローワークなどで求人増の推進をやっているので、そういったところとの連携なども必要である。受け身ではなかなか来ない
の意見 ので、相当な働きかけが必要である。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-6 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-6

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （エ）新規就農者の確保
及び主な施策
項目

事業担当課・
産業振興課農政係
係

①担い手の高齢化が進展する中、次世代の農業を担う人材確保のため、新規就農里親制度の活用、希望者とのマッチン
グ等新規就農者への支援を行い、新規就農者を確保します。
・農業後継者の確保は長和町の農業において重要課題である中、次世代の農業を担う人材確保のため新規就農者を確保
する。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
認定新規就農者数

2名

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0名

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

新規就農里親制度の活用
0

千円

主な支出
内容

事業概要 ・里親制度については人・農地プラン掲載の担い手に対し、登録を呼びかけているところである。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

信州うえだファームの活用
1,335

千円

主な支出
負担金補助及び交付金
内容

・信州うえだファームに専属コーディネーターを配置し、指導・育成を行っていただいているが、令和3年度には2名の新規就
農者が家族経営協定を結び就農する予定である。

取り組み事業③ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

相談会等による希望者とのマッチング
0

千円

主な支出
内容

事業概要 ・新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、リモートによる就農相談会を開催した。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・里親制度については人・農地プラン掲載の担い手に対し、登録を呼びかけているところであるが、里親の増加にはつながっていない。
・信州うえだファームに専属コーディネーターを配置し、指導・育成を行っていただいているが、令和3年度には2名の新規就農者が家族
経営協定を結び就農する予定である。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、リモートによる就農相談会を開催したが、新規就農者の増加にはつながっていない。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
②地方創生に相当程度効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・里親制度については人・農地プラン掲載の担い手に対し、継続して登録を呼びかける。
・信州うえだファームの専属コーディネーターの元で現在研修をしている新規就農予定者に対しては長和町での就農を進めてもらうよう
働きかける。
・リモートによる就農相談会を継続し、当町での就農促進につなげていく。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-6 第2期効果検証資料

地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
②地方創生に相当程度効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-7 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-7

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （オ）商工業の発展促進
及び主な施策

事業担当課・
産業振興課商工観光係
係

①町内の商工業者の更なる発展のため、商工会の支援のほか、「商工業発展促進事業」の制度の継続と見直しを図り、利
用者がより制度を使いやすい体制を整備します。

項目

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
「商工業発展促進事業」制度利用件
数

（5年累
計）

25件

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0件

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

商工業発展促進事業（販路拡大補助等）
402

千円

主な支出
販路拡大事業補助400千円（新商品・新製品開発、専門家派遣支援は項目のみ計上）
内容

・販路拡大に対する支援、新商品・新製品開発、新技術開発に関する支援、専門家（弁護士、社会保険労務士等）派遣に
関する支援を行う。商工会からの要望事業であり、今後も継続したいが、販路拡大以外は近年実績がないため、利用者が
より制度を使いやすい体制にするよう、見直しを行う。
・上記記載の内容について、新型コロナの影響により出展等が中止となっており、各企業が事業を実施できていない。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・販路拡大事業について、新型コロナの影響でイベント等が中止となっており、今後の利用が望まれる。徐々にイベント等が開催され始
めたところなので、各企業は出展等について計画をしていると思われる。その他の事業について、現在、商工会にて現状について把握
をするため、各企業のニーズを確認しているところである。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・販路拡大事業は年度後半が利用が高い。各企業が自分たちの商品等を売り出す機会創出の一助となると考えられる。また、その他の
事業については、各企業のニーズに即した形で支援を実施してまいりたい。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果

今後の取り組み方針

③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・意欲的な目標であるが、実績が出ていない。イベント・展示会の中止ということだが、特に販路拡大の場合は、指導とかそうい

委員から うものばかりではないということが1つあると思うし、コロナ禍で販路がなくなってしまったから何とかしなければというニーズは相
の意見 当に強いと思われる。販路については、かなり力を入れていくべきである。
・商工会と連携と取って進め、実績を出してほしい。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-8 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-8

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （カ）企業情報発信の強化
及び主な施策

事業担当課・
産業振興課商工観光係
係

①町内各企業の雇用についてのニーズを把握するとともに、人材を求める企業と就職を希望する方（新卒者、若者、子育
て世代、町内在住者、移住希望者など）が結びつけられるよう、町内企業の情報発信等を、商工会、経営者懇話会、東信
州次世代産業振興協議会、上田職業安定協会とも連携しながら進めます。

項目

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
企業情報サイトの活用による企業の
人材確保数

3名

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0名

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

企業情報発信事業
300

千円

主な支出
企業情報発信事業補助（商工会 300千円）
内容

・就労支援体制の一環として、雇用についての情報発信を商工会ホームページにて実施している。町内各企業の雇用につ
いてのニーズを把握をするとともに、人材を求める企業と就職を希望する方が結びつけられるよう各種団体と連携し進め
事業概要
る。
・上記記載の内容について、通年を通しページをアップしており、企業からの要望があったところで更新作業を実施した。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・企業情報サイトの活用については、商工会の事業に対する支援を実施している。実際にこのサイトを利用して採用された者がいるかど
うか不明であるが、各種団体と連携を進めニーズを把握しながらホームページの充実を図りたい。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・現状、商工会にて事業運用している。年度後半に向けて商工会及び各種団体と連携しながらニーズ把握を行い、このサイトを活用して
企業が採用される者が現れるよう、魅力的なサイトにする。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・先日検索して、長和町の企業情報サイトというのを見つけて拝見したが、これは就活の状況を探している若い人たちにとって

委員から は、凄く便利なサイトであると思った。ただ、企業情報の一覧のところから各企業のホームページ先に飛んだ時に、そのページ
に求人に関しての情報がない企業があったので、そういったホームページの充実を図る際に、各ホームページに求人に関する
の意見 情報を載せることをお願いしたい。また、ホームページ先に飛んだ時に、ホームページに繋がらないという企業もあったので、
ホームページに繋がるようにしてほしい。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-9 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-9

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標１ （キ）起業支援体制の充実・事業者の育成
及び主な施策
項目

事業担当課・
産業振興課商工観光係
係

①創業支援事業計画に基づき、商工会と連携しながら、伴走型の支援により、きめ細かい創業支援を行い、起業しようとす
る人への支援を積極的に行います。また、事業承継に関し、支援策の検討を行います。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
長和町創業支援事業補助金を活用
した企業数

5企業

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

2企業

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

起業・創業支援事業

事業費

事業概要

1,500

千円

主な支出
起業・創業支援事業補助3件1,500千円
内容

・創業支援計画に基づいて起業・創業を目指す人材を支援するとともに、創業初期にかかる経費の一部を助成する。
・上記記載の内容について、2件の創業支援計画を認定し、創業支援事業補助を交付した。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

事業承継支援施策の検討

事業費

千円

主な支出
内容

・企業代表者の高齢化により事業継承は各企業において近々の課題である。そのような中、事業継承ができるような支援
事業概要 策について検討する必要がある。
・上記記載の内容について、商工会と連携し、県のよろず支援拠点による支援事業について検討を開始した。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・起業・創業支援事業について、当初1件の相談があったが、その後追加で2件の相談があり、今年度計3件の支援となる。既に2件の創
業支援計画を認定し、創業支援を実施した。
・事業継承支援策の検討について、県のよろず支援拠点による支援事業がある。こちらの活用について、商工会と連携し進めていくこと
を検討している。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・起業・創業支援事業について、年度後半に1件の認定を行い、創業支援を実施する。起業した者のアフターフォローについても併せて
実施し、切れ目ない支援をする。
・事業継承支援策の検討について、県のよろず拠点のコーディネーターへ相談しながら、今後の検討を商工会と連携しながら進めてい
く。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-10 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

1-10

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標１ （ク）森林環境譲与税を活用した森林整備の促進
及び主な施策 による林業者への支援
項目

事業担当課・
産業振興課林務係
係

①森林環境譲与税を活用し、森林整備を進め、町内の林業事業者の支援、育成を行います。
・森林環境譲与税の活用により、林業の成長産業化及び適切な森林整備等による経営管理を促進し、林業事業者支援を
目指す。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
森林環境譲与税を活用した森林整
備体制の検討、整備の実施

整備の実施 （Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

検討会及びモデ
ル事業開始

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

森林環境譲与税を活用した森林整備体制の検討、整備の実施
0

千円

主な支出
内容

・森林環境譲与税の活用による林業の成長産業化と適切な森林経営管理を推進するにあたり、上田市、東御市、長和町、
青木村、上田地域広域連合、上小林業振興会、信州上小森林組合、長野県林務部森林政策課、上田地域振興局林務課
の9者で検討会議を設置し、市町村林務行政の広域連携について検討していく。
事業概要
・現段階では、2回の検討会を開催し、森林経営管理制度を本格的に運用するには人材が不足していることから、上小地域
では広域連携として「上田地域広域連合での実施」を希望しているが、上田地域広域連合広域計画において当該制度の業
務が位置付けられていないため、広域連合の共同処理事務へ追加する必要がある。今後も検討会にて協議していく。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

広域連携上小モデル事業
3,000

千円

主な支出
内容

・森林経営管理制度の効率的な運用を図るため、上田地域4市町村それぞれ1箇所モデル地区を選定し、山林所有者に対
する今後の森林施業・経営等に係る意向調査の試行や所有者情報の基盤整備等を実施し、制度運用に向けた事業モデ
ル構築を目指す。現時点では、モデル地区を1箇所選定し、山林所有者の選定及び森林の現況調査を実施した。この結果
を踏まえ、地元説明会及び意向調査の時期、方法について検討していく必要がある。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・森林環境譲与税を活用した森林整備体制の検討、整備の実施について、検討会を2回開催した。森林経営管理制度を本格的に運用
するには人材が不足していることから、広域連携として「上田地域広域連合での実施」を希望しているが、上田地域広域連合広域計画
において当該制度の業務が位置付けられていないため、広域連合の共同処理事務へ追加する必要がある。
・広域連携上小モデル事業については、モデル地区を１箇所選定し、山林所有者の選定及び森林の現況調査を実施した。結果を踏まえ
地元説明会及び意向調査の時期、方法について検討している。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・上田地域広域連合での実施をするため、共同処理事務に位置付ける意義や、市町村で実施できない明確な理由等について整理し、
引続き協議する。
・事業モデル構築に向けて引続き、関係団体と連携しながら地元説明会や意向調査の実施に取り組む。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
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【公表】Ｒ2中間 整理番号1-10 第2期効果検証資料

地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から ・森林に対して、長野県はいろいろ税収というか、税金の中から少しとって管理していこうということで、大変良いことだと思う。長
和町にも、別荘地に木が倒れたら困るから、隣接の地権者負担で切ってほしいということがあるが、森林環境譲与税を活用し、
の意見 倒木補助金のような制度を作っていただきたい。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-1 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-1

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標２ （ア）地域資源を活かした観光振興による交流人
及び主な施策 口の増大
項目

事業担当課・
産業振興課商工観光係
係

①長和町にある様々な観光資源となりうる地域資源（自然環境、中山道長久保宿・和田宿や日本遺産に認定された星糞峠
黒耀石原産地遺跡等の歴史遺産、おたや祭等の地域に伝わる伝統文化、スキー場、町内各施設等）を活かした観光振興
のため、観光地域づくり法人（日本版ＤＭＯ）についても研究しながら、町全体での観光プロモーションに取り組みます。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
町全体での観光プロモーション活動
の検討、施策の実施

施策の実施 （Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

検討中

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

町全体での観光プロモーション活動の検討、観光地域づくり法人（DMO）の設立についての検討

事業費

0

千円

主な支出
内容

・観光協会が主体となり、地域資源を活かした町全体の観光プロモーションに取り組む。その先に観光地域づくり法人（日
本版ＤＭＯ）の設立がみえてくるような取り組みをする。そのためにまず、「なにをしたいのか」「どんな体験をしたいのか」
事業概要 「どんなものを購入したり、食べたいと思っているのか」など、観光を検討している人のニーズを把握し、そのニーズにあわ
せたコンセプトづくり、ストーリーづくりを考えていきたい。
・上記記載の内容について、観光協会と繰り返し話し合いを持ち、検討を開始したところ。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・観光地域づくり法人の設立は、各団体からニーズが高く、現在観光協会にて研究検討を重ねている。ニーズが多岐にわたり、実際に
地域づくり法人の設立となるのはニーズにあわせたコンセプトづくり、ストーリーづくりに大変苦慮しているところ。また、地域づくり法人の
設立に向けて、実施する事業においては町内ではなく、エリア（広域）で設立したいという声が出てきている。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・町全体でのプロモーション活動の検討を実施しているが、多種多彩な事業がありニーズにあわせたコンセプトづくり、ストーリーづくりに
大変苦慮している。そのような中、各事業毎に地域づくり法人の設立ニーズが高まっているため、観光協会を核とした地域づくり法人を
ニーズを把握しながら調整をしていきたい。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見

- 15 -

【公表】Ｒ2中間 整理番号2-2 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-2

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標２ （ア）地域資源を活かした観光振興による交流人
及び主な施策 口の増大
項目

産業振興課商工観光係・特産
事業担当課・
品開発係、企画財政課まち・
係
ひと・しごと創生係

②ビーナスラインやご当地そば等、共通の観光資源を持つ他自治体との連携により、広域的な人の流れを生み出します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
他自治体と連携して取り組む新規事
業数

3件

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

1件（蕎麦Ｃ
Ｍ）

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

ビーナスライン広域連携事業
420

千円

主な支出
事業負担金として協議会へ支出している。（令和２年度協議会全体事業費 6,700千円）
内容

・長野県、ビーナスライン沿線市町村及び観光協会等が参画し、ビーナスラインをキーワードに各観光地を結び、広域的な
ビジョンのもと戦略的なつながりによる誘客、環境整備、自然保護等他エリアとの差別化を図り、地域間のブランド化と交流
人口の増加を結びつける。ホームページによる情報発信・レンタカー利用者に対する周遊促進事業兼モニタリング調査事
業のほか、新たにサイクルツーリズムについての事業展開を検討する。また、観光客目線での施設改善要望を県建設部に
事業概要 対し実施する。
・上記について、ホームページによる情報発信・レンタカー利用者に対するモニタリング調査は実施している。新型コロナの
影響によりレンタカー事業は開始時期が遅くなってしまった。ホームページのアクセス数は関心が高いのか昨年より伸びて
いる。施設改善要望は、8月21日に県建設部へ実施した。新規事業のサイクルツーリズムについて、今年度はサイクルスタ
ンドを各所へ設置することとなり、10月以降各市町村へ要望をとりまとめ、必要な場所に設置していくこととなった。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

青木村と連携したご当地そばイベント事業
1,200

千円

主な支出
信州小県ご当地蕎麦イベント負担金
内容

・2町村だけが残った「小県」に注目し、青木村と長和町が共同で両町村の蕎麦（「タチアカネそば」、「ダッタンそば」）を活か
した蕎麦イベントを実施する。これまでは、埼玉県や軽井沢プリンスショッピングプラザにおいて実施。令和2年度は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を考慮しながら、イベント開催の可否やどこで実施するのか等、青木村と調整し実施したい。
・上記について、青木村と検討を進め、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度はイベントの開催が困難なこと
から、両町村のご当地蕎麦を切り口に、長野県内に向けてのＰＲ（テレビコマーシャルの放映、ラジオでのＰＲ）を行うことと
事業概要
した。
・ラジオでのＰＲについて、ＳＢＣラジオを活用し、ＳＢＣラジオおいしい！秋の大感謝祭において、青木村の道の駅、長和町
のマルシェ黒耀からタレントレポートを行ったほか、ラジオＣＭの制作を行う予定である。
・テレビでのＰＲについて、テレビ信州においてテレビＣＭの作成及びグルメ番組での紹介を予定し、現在作成中である。Ｃ
Ｍは、長和町篇と青木村篇に共通性を持たせ作成することとしている。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・ビーナスライン広域連携事業は、新型コロナウイルス感染症の影響がある中での連携した取り組みを検討し、レンタカー事業の事業者
数を増やし、モニタリング調査を増やす努力を行い、今後の誘客に向けた調査を行っている。新規事業のサイクルツーリズムについて
は、当初はインバウンド向けに計画を考えていたが、ウィズコロナとして、大自然のなかのサイクリングは国内需要もかなり多く考えられ
ることから、今後も継続して広域で取り組んでいくことが確認されている。スケールメリットをいかして誘客に取り組める事業であると考え
られる。
・青木村と連携したご当地蕎麦イベント事業は、新型コロナウイルス感染症の影響がある中での連携した取り組みを検討し、首都圏の
方へのＰＲではなく、長野県内の方を主なターゲットとしてＰＲ活動を行うことにし、テレビ広告及びラジオ広告を行ったことから、ＫＰＩの新
規事業1件とした。マスメディアの活用により、長野県内の方を中心に、小県地域への誘客につながることが期待される。また、長和町で
は、ダッタンそばやマルシェ黒耀のＰＲにもつながった。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-2 第2期効果検証資料

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・ビーナスライン広域連携事業は、ビーナスラインをキーワードに関係する市町村及び団体が誘客に結びつけるよう様々な検討及び事
業実施を行っており、継続事業のほか、新規事業を展開している。今年度はサイクルツーリズムをテーマに新規事業を計画し、事業検
討を行い、10月以降サイクルスタンド設置を実施していく。来年度も継続してサイクルツーリズムによる誘客事業に取り組んでいきたいと
考えている。また、コロナ終息後もこのビーナスライン沿線に大勢の方に選ばれるよう協議会にて更なる事業展開を検討し、スケールメ
リットをいかした観光誘客に結びつけていく。
・青木村と連携したご当地蕎麦イベント事業は、制作したＣＭ等を新そばの季節に合わせて放映する予定である。本事業は、2町村だけ
が残った「小県」に着目し、青木村と共同で行う事業である。両町村の特徴的な蕎麦（「タチアカネそば」と「ダッタンそば」）を活かしたイベ
ント等の取り組みにより、両町村の知名度向上及び小県地域への誘客につながるものである。新型コロナウイルス感染症の影響がある
なか、イベントのあり方等について引き続き青木村と協議を行い、効果的な事業展開を図る。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-3 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-3

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標２ （ア）地域資源を活かした観光振興による交流人
及び主な施策 口の増大
項目

事業担当課・ 産業振興課商工観光係、情
係
報広報課情報広報係

③訪日外国人旅行者の受入れ体制・環境整備について、観光協会と連携し研究を進め、訪日外国人客に対応可能な人材
の育成とプロモーションの強化に取り組みます。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
長和町コンシェルジュ認定人数

20人

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0人

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

長和町コンシェルジュ（ガイド）育成事業

事業費

440

千円

主な支出
コンシェルジュ育成事業経費 報償費360千円、講師旅費36千円、需用費44千円
内容

・訪日外国人旅行客の受入れ体制に資する事業として、人材育成を行う。月2回の講習にて、単なる英会話ではなく、町の
事業概要 魅力を英語で旅行者に案内でき、いずれは観光ガイドが事業としてできるような人材を育成する。
・上記記載の内容について、新型コロナの影響で、一時講習を中断していたが、現状は月2回の講習を再開している。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・新型コロナウイルス感染症感染拡大により、集まって実施する事業が出来なかった状況ではあったが、現在は予定どおり月2回の講習
を実施し、単なる英会話ではない、町の魅力を旅行者に案内できるよう人材育成を行っている。今年度、中山道及び日本遺産黒耀石・
遺跡関係の講習を行っている。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・現在事業を実施している者は、英語力が高い者が行っていることから、町の魅力をどのように英語表現すればよいか等、レベルの高い
講習となっている。中山道の説明がかなり出来るようになった。また、日本遺産である黒耀石・遺跡について勉強をしているところであ
る。新型コロナウイルスが終息し、インバウンドが見込めるようになることを見据え、実際にインバウンド向けに案内ができるかどうか、モ
ニター等の受け入れについての検討をしていきたい。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-4-1（補助事業） 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-4-1

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標２ （イ）空き家の活用による交流人口の増大
及び主な施策
項目

事業担当課・
企画財政課まちづくり政策係
係

①町内にある空き家を活用した新たな価値の創出（企業のオフィスやカフェなど）に取り組みます。また、町内の既存空き家
を活用して整備した「長和町田舎暮らし体験住宅」の利活用を図り、町への移住者を呼び込むきっかけとします。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
田舎暮らし体験施設利用件数

15件

（年間）

2件

移住・定住件数

3件

（年間）

0件

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

長和町田舎暮らし体験住宅整備事業【地方創生拠点整備交付金事業】

事業費
事業概要

千円

主な支出
内容

・平成29年度中に空き家を活用して移住希望者が利用できる田舎暮らし体験住宅を整備した。（事業費16,937千円、令和２
年度の主な支出：なし）

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

長和町田舎暮らし体験住宅運営事業

事業費

事業概要

473

千円

主な支出
光熱水費、景観維持管理費等
内容

・長和町田舎暮らし体験住宅の運営を行った。新型コロナウイルス感染症の影響により2件のみ受入。受入に際しては、利
用者に利用開始前2週間分と利用期間中の健康チェックや行動履歴の提出・記入を依頼し、利用後は必要箇所の消毒作
業も実施した。また、緊急事態宣言等が出されたタイミングにおいては、事前に予約があった方にキャンセルしていただい
た。（主な支出：消毒スプレー等消耗品45,181円、電気料等維持管理費228,419円）

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・長和町田舎暮らし体験住宅整備事業【地方創生拠点整備交付金事業】は整備済である。
・長和町田舎暮らし体験住宅運営事業は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、令和2年4月から6月、8月からは受入を
停止したため、利用件数は少ない状況である。今後の感染状況を見ながら受入を再開する考えではあるが、状況によってはＫＰＩの達成
が難しいと思われる。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・長和町田舎暮らし体験住宅整備事業【地方創生拠点整備交付金事業】は整備済である。
・長和町田舎暮らし体験住宅運営事業は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら、受入を再開する。また、再開にあたって
は、利用者に健康チェックや行動履歴の提出・記入を依頼すると共に、施設利用後の消毒作業も実施する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-4-2（単独事業） 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-4-2

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標２ （イ）空き家の活用による交流人口の増大
及び主な施策
項目

事業担当課・
企画財政課まちづくり政策係
係

①町内にある空き家を活用した新たな価値の創出（企業のオフィスやカフェなど）に取り組みます。また、町内の既存空き家
を活用して整備した「長和町田舎暮らし体験住宅」の利活用を図り、町への移住者を呼び込むきっかけとします。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
空き家の整備による新たな価値の
創出のための整備件数

（5年累
計）

1件

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0件

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

空き家活用団体と連携した空き家整備事業
1

千円

主な支出
空き家活用団体への補助
内容

事業概要 ・空き家活用団体等へ向け、空き家バンクと連携し、空き家の情報提供・発信を行った。（主な支出：なし）

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・空き家を活用する意向のある団体数や実際に意向を持っている団体の有無が不明ではあるが、空き家バンクと連携し、空き家の情報
提供・発信を進める事は重要であると考える。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・個人だけではなく団体等への情報提供・発信にもつながると考えるため、引き続き空き家バンクと連携し、空き家の情報提供・発信を
進める。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から ・こういった空き家の活用という部分については、とりわけコロナにおいては疎、密ではなく疎の地域のニーズが伸びるべき部分
の意見 だという感じがする。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-5 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-5

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標２ （イ）空き家の活用による交流人口の増大
及び主な施策
項目

事業担当課・
企画財政課まちづくり政策係
係

②長和町空き家情報登録制度（「空き家バンク」）を更に充実させるために、貸手と借り手のニーズを把握した上で、積極的
にマッチングを行い、成約件数の増加を図ります。また、移住相談を通じて移住しようとしている人のニーズを的確に把握
し、長和町の地域資源とのマッチングを図り、移住者の増加を目指します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
長和町空き家情報登録制度（「空き
家バンク」）新規登録件数

15件

（5年累
計）

2件

長和町空き家情報登録制度（「空き
家バンク」）に登録された物件の売
買等成立件数

10件

（5年累
計）

4件

移住相談件数

100件

（5年累
計）

39件

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費
事業概要

空き家バンク制度運営
0

千円

主な支出
内容

・空き家バンクホームページを運用し、空き家の情報発信を行い、宅地建物取引業者と協力し物件見学希望者に対応し
た。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により見学の受入を停止した期間もあった。（主な支出：なし）

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費
事業概要

首都圏等での移住相談
267

千円

主な支出
移住イベント参加のための旅費、パンフレット作製費等
内容

・新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントがほぼ中止・延期となってしまったため、実施できなかった。代わりに県
が主催したオンラインによる移住セミナーに参加した。（主な支出：なし）

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・空き家バンク制度運営は実施中で、登録件数、成約件数共にＫＰＩ達成までには至っていないが、実績は出ている。
・首都圏等での移住相談は新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントがほぼ中止・延期となってしまったため、実施できなかった。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・空き家バンク制度運営は更なる登録件数及び成約件数の増加を図るため、引き続き情報発信、物件の掘り起こしを行っていく。
・首都圏等での移住相談は新型コロナウイルス感染症の影響により今後実施できる状況になるか不透明な部分はあるが、機会があれ
ば積極的に参加していく。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
・コロナが終わったあと、生活様式が変わってくると思うが、そういったところに対して、しっかりと対応して頂きたい。
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-6 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-6

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標２ （ウ）若い世代の定住人口増大のための支援
及び主な施策
項目

事業担当課・
建設水道課建設耕地係
係

①立岩落合住宅団地の販売を積極的に進めるとともに、若い世代のニーズを把握した上で、新たな宅地の造成についても
検討します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
立岩落合住宅団地区画販売数

完売

（年間）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

残2区画

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費
事業概要

立岩落合住宅団地に関する販売のための広告宣伝
0

千円

主な支出
内容

・町のホームページや広報誌にその都度情報を掲載し、完売に向けて宣伝をする。造成した17区画のうち、令和2年度9月
末までに15区画を販売済みで、現在契約に向けての話を進めている区画もあり、令和2年度末までに完売を目指す。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

新たな宅地造成の検討
0

千円

主な支出
内容

・長和町土地開発公社において現時点では新たな宅地の造成予定はなく、まずは立岩落合団地の販売と過去に造成した
和田細尾団地の未販売区画3区画の販売方法について検討していきたいと考えている。住宅メーカーに売却し、建売住宅
事業概要
のような形式で販売する等、今までに取り組んでいない販売方法も検討していく。
・令和2年9月末現在、未検討

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・現在契約待ちの区画が売却されれば残りは1区画となる。
・区画購入者のほとんどは町内の若者向けアパートに住んでいた世帯で、人口流出の減少につながった。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
②地方創生に相当程度効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・残り1区画の売却に向けて、町のホームページ等を活用して宣伝をしていく。
・具体的な今後の事業については、長和町土地開発公社の方針に基づき進めていきたい。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
②地方創生に相当程度効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・立岩落合の住宅のみならず、将来的に、何か似たようなものを近辺に建てていって頂けるよう企画はないのか。町内の会社に
は上田や佐久から来ており、ぜひ近くの長和町に住みたいというような話をしてくれる従業員もいる。若い夫婦で。ところが、空
き家というのは感覚的にその人達にはない。そうすると、コンパクトな住宅が欲しい。町がやる、民間が建てる、その辺の仕組み
委員から はよくわからないが、もう少し選択肢が増えるようなものがあっても良いのではないかと感じる。
の意見 ・これだけ子育て支援をしている町に住みたい、だけど土地がない、家を建てたいという話があった。団地もそうだし、古町地域
が多い。これから１つ注目するのは、新和田トンネルが無料になるということ。諏訪地域というのは割合土地がなく、高いところ
である。従って、それに近い男女倉から和田地域も１つの、新和田が無料になった時の課題であると思う。そのあたりは諏訪地
域の調査をしてみないとわからないが、そのことも是非土地開発公社には考えて欲しい。

- 22 -

【公表】Ｒ2中間 整理番号2-7 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-7

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標２ （エ）国際交流の推進による交流の活発化と人材
及び主な施策 育成

項目

事業担当課・ 総務課総務係（国際交流）、
係
教育課文化財係

①英国セットフォード町と長和町との地域間交流を継続して実施することで人の交流を活発にします。あわせて、町内の中
学生と高校生で構成される長和青少年黒耀石大使を継続して育成し、地域に誇りを持ち国際感覚を備えた、地域の未来を
支える人材の育成に取り組みます。また、海外に向けて長和町の情報を発信します。
・英国セットフォード町と長和町との地域間交流事業を契機として国内外に町の魅力を発信し、人の交流を活発にする。ま
た、長和青少年黒耀石大使制度を核とした人材育成の取り組みを継続・発展させ、地域振興を目指す。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
国際交流活動への参加人数

500人

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

未集計

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

長和町青少年海外派遣交流事業
6,088

千円

実行委員会委員報酬350、実行委員旅費18、実行委員会英国駐在委員報償費120、実行
主な支出
委員会負担金5,600（講師等報償費、旅費・宿泊費、バス等使用料、研修会食費消耗品、
内容
保険・通信等役務費、ワークショップ原材料費）

○当初予定事業
・幕末にシーボルトが日本からオランダに持ち帰った和田峠産黒耀石の追跡調査をするため、国内外の大学機関や学術
関係者、セインズベリー日本藝術研究所および博物館関係者に協力を仰ぎ、オランダのライデン市にある博物館を経由し
て訪英し、その情報を広く日本とヨーロッパの文化交流の歴史として発展的に英国側と共有し、両地域における交流の伝統
と魅力を再構築する。
英国側での交流は、昨年度から研修を積み重ねてきた「長和青少年黒耀石大使」第3期生7名による情報発信と、両地域に
人気のある黒耀石の石器づくりワークショップの実施によって行うが、その経過や内容を国内での広報活動によって紹介
し、町の魅力PRにつなげる。
事業概要
○新型コロナウィルス感染拡大による変更後事業予定
・研究者および長和青少年黒耀石大使のオランダ・英国渡航は中止、来年度へ延期とした。
・長和青少年黒耀石大使3期生事前研修会…英語研修黒耀石の石器づくりワークショップ指導研修、シーボルトについての
研修、シーボルト関連博物館研修・資料見学
・英国諸団体との交流…SNSでのオンライン交流、クリスマスカード・プレゼントづくり
○令和2年度は9月現在で、黒耀石大使3期生のオンラインでの英語の研修を2回実施した。また、エンシェントハウスミュー
ジアムが第2次大戦終戦記念日に実施した「Paper Crane Project」（折り鶴プロジェクト）には、3期生とともに1期生や2期生
からも折り鶴の写真をSNSで送り、エンシェントハウスミュージアムのツイッターやフェイスブックなどで紹介された。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・本年度予定していた研究者および長和青少年黒耀石大使のオランダ・英国渡航は中止、来年度へ延期とした。
・長和青少年黒耀石大使の事前研修については、オンラインでの英語の演習を3回行い、10月以降にシーボルトについての研修と英語
研修を中心に再開する予定。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
②地方創生に相当程度効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・黒耀石大使事前研修会、博物館見学および実行委員会の開催についても、新型コロナウィルスの感染の状況に応じて開催の可否を
決定する。
・クリスマスカードづくりなどの英国との交流…黒耀石大使1期生2期生が参加できるよう取り組んでいく。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-7 第2期効果検証資料

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
②地方創生に相当程度効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・コロナの関係で、活動の幅が制限されていくと思うが、そういった際に黒耀石大使の縦のつながりというのも意識してみたら、
委員から 活動の幅が制限された中でも広がっていくと思う。先輩後輩の縦のつながりというのも意識して、クリスマスカードを作るという活
動もあったが、その他の先輩後輩のコミュニケーションをとれる会のようなものを設けると、活動の基盤を強くしていくことができ
の意見 ると思うので、直接的な国際交流には繋がらないかもしれないが、活動の基盤には縦のつながりというのは効果的になるので
はないかと思う。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-8 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-8

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標２ （オ）情報発信体制の強化
及び主な施策
項目

事業担当課・
情報広報課情報広報係
係

①長和町の知名度の向上や必要な人に必要な情報が届くよう、これまでの情報発信のあり方について見直し、様々なメ
ディアやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の活用など、時代に即した情報発信の方法を検討し、実施します。
また、ＦＭとうみアプリを使った情報発信を充実します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
情報発信体制の検討、施策の実施

施策の実施 （Ｒ6時点）

ＦＭとうみアプリ登録者数

5,000件

（Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

準備中
通常 5,779件
防災 5,907件

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

情報発信体制の検討事業
0

千円

主な支出
内容

①NTTドコモ提供のアプリ「my daiz」の無料サービスを活用し、黒耀石に関する施設や事業を中心とした観光部門に特化し
事業概要 た情報の発信に向けた準備を進めている。
②Facebook・Ｔｗｉｔｔｅｒの運用を継続実施している。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

ＦＭとうみ放送委託事業
1,463

千円

主な支出
放送委託料（ラジオ番組放送803、アプリ配信利用 660）
内容

事業担当係からの依頼に基づき、下記により情報を発信している。
①ラジオ番組放送（毎日 7:50AMから5分間専用番組）
②アプリによる文字配信（通常のお知らせ、防災情報）

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・情報発信体制検討事業中、①『ｍｙ daiz（マイデイズ）』については、早期運用開始を優先し、分析結果を参考に内容の見直しを随時
行っていく。②Facebook・Twitterについては、運用規程の見直しと併せてInstagramの連携を検討する必要がある。
・ＦＭとうみ放送委託事業は、時間や場所を選ばずに防災情報を入手できるツールとして認知度を高めることで、登録者数の増加を図る
ことができた。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
②地方創生に相当程度効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・情報発信体制検討事業中、 ①は、早期運用開始を目指し、商工観光係、文化財係、まち・ひと・しごと創生係と連携を密にしていく。②
は、発信する内容や投稿にかかる運用規程等の庁内協議を行い、効果的な情報発信のあり方を検討する。
・ＦＭとうみ放送委託事業は、これまでの町の施策やイベント情報に加え、町民主催のイベント等広報誌に掲載できなかった情報や商工
会と連携した情報を発信していくことで、Withコロナという新しい生活様式の中で町外在住者の誘客による経済活性化や移住促進に繋
がる情報発信ツールとして有効活用する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-8 第2期効果検証資料

地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
②地方創生に相当程度効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・こういった情報発信は大変素晴らしいと感じる。最終的に移住促進を図りたいということが大目的だと思う。その場合、自治体

委員から のイベントも良いが、いろいろな自治体に聞くと、結局長野に住むとどういう住まい方ができるのか、こんな働き方をして、こんな
の意見 楽しみ方をして、こんな人たちがいてというのがあれば、非常にリアリティがあって良いという話である。実際に移住された方の
声をお届けするといったコンテンツを盛り込むといったこともやれば更に良いと思う。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号2-9 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

2-9

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標２ （オ）情報発信体制の強化
及び主な施策

事業担当課・ 企画財政課まち・ひと・しごと
係
創生係

②女子美術大学と連携し、大学生のデザイン力や発信力を活用して、アートの力を活かした情報発信や地域の振興に取り
組みます。

項目

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
女子美術大学と連携した事業の取
組件数

10件

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0件

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

女子美術大学と連携したアートによる長和町活性化事業
3,000

千円

主な支出
「アートをテーマとした構想事業」委託料
内容

・女子美術大学との「包括連携協定」の締結を視野に入れながら、これまでの活動を踏まえ、大学生のデザイン力や発信力
を活用して、アートの力を活かした情報発信・地域振興に取り組む。今年度は大学の授業の一環として、昨年に引き続き、
「長和町の民話」をテーマとし、それを伝承していくための作品を考え、様々な形で発信・表現する取り組みが行われる。作
品等については事業専用ホームページや広報ながわによるＰＲを行い、作品を通じて長和町の魅力を発信できるようにす
る。
・令和2年度においては、大学の事業の一環として長和町の民話をテーマにした作品作りが行われているが、今年度は長
事業概要 和町総合文化祭が開催されないため、作品の公開についてどのように行うか今後検討していく。
・令和元年度制作作品（民話をテーマにした作品、立岩和紙を用いた作品）の紹介を広報ながわにおいて令和2年8月号か
ら実施し、本事業や大学との連携の周知に努めている。
・現在、町内巡回バスのラッピングを含めたイメージのデザイン、職員着用ポロシャツのデザイン、認知症サポーター養成
講座受講者向けのオリジナルグッズデザインの3事業の実施に向けて大学と調整を行っている。
・包括連携協定の締結については、新型コロナウイルス感染症の影響により調整が滞っているが、状況を見ながら随時進
めていく。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・女子美術大学と連携した学生のデザイン力や発信力を活用する取り組みとして、授業の一環で長和町に伝わる民話が取り上げられ、
若い世代に民話を知っていただく取り組みが行われたほか、長和町からの要望に基づくデザイン等が実現することが見込まれ、ＫＰＩに
ついては年度内には3件となる見込みである。
・これまでの長和町総合文化祭における作品展示や広報ながわによる作品紹介により、徐々に本事業や大学との連携について、町民
の方の認知度が向上している。これらの取り組みを通じ、長和町の地域資源の魅力の再発見や再認識、知名度の向上等につながるこ
とが期待される。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・令和2年度後半に向けては、町から依頼した3件の取り組みの実現を目指し大学と打ち合わせながら実施するほか、広報ながわでの令
和元年度の作品紹介の実施、専用ホームページの充実、来年度以降の取り組み事業の調整を行う。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、大学生が長和町に来町できない状況が続いているが、今後も、大学と打ち合わせながら事
業内容を検討し、アートの力を活かした情報発信や地域振興につなげる。
・包括連携協定については、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しながら、大学との調整を行い、協定の実現に向けて取り組む。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・コロナ禍で大学生も動けないという状況があると思うが、GoToキャンペーンも行われている中で、個別で長和町に来ていただく

委員から ことも検討してほしい。
の意見 ・町内巡回バスが新たに5台入ったが、利用される方にあまり目立たない。バスのラッピングを含めたイメージのデザインとある
が、早々に進めて頂きたい。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-1 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-1

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （ア）結婚支援体制の充実（「婚活」支援）
及び主な施策

事業担当課・
町民福祉課福祉係
係

①社会福祉協議会、婚活イベント実施団体と連携し、出会いの場の提供の工夫、出会った後のアフターケア、成婚までの
フォローを行う等、婚活支援事業補助金を活用し、結婚を希望する者の願いがかなうよう支援体制の充実を図ります。あわ
せて、上田地域定住自立圏を構成する自治体等と連携した取り組みを検討します。

項目

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
婚活支援事業補助金を活用した交
流イベント参加者数

60人

（年間）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0人

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

長和町婚活支援事業補助金の継続
400

千円

主な支出
長和町商工会青年部が実施する婚活イベントへの補助事業
内容

・商工会青年部が年2回実施する婚活イベントへの補助を、婚活支援の観点から引続き実施する。
・令和2年9月末までには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、イベントの開催ができなかった。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

上田地域定住自立圏構成市町村等との連携についての協議
17

千円

主な支出
上田地域定住自立圏域構成市町村とも連携した婚活イベントへの負担金
内容

・結婚を希望する者の願いが叶うよう支援体制の充実のため上田地域定住自立圏を構成する自治体と連携して取り組む。
事業概要 ・上田地域定住自立圏婚活推進事業として、令和２年度から婚活イベントを開催する。
・上田地域定住自立圏地域構成市町村と連携した婚活イベントは、10月24日の開催に向け準備中である。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・長和町婚活支援事業補助金については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、開催に至っておらず、今年度は成果が出て
いない状況である。
・上田地域定住自立圏地域構成市町村と連携した婚活イベントは、年度後半の開催に向けた準備中であり、今後の成果が期待される。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・長和町婚活支援事業補助金については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ開催について検討が必要である。
・上田地域定住自立圏地域構成市町村と連携した婚活イベントは、開催に向けた調整を進める。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・商工会青年部によるイベントは、人集めに大変苦労している。集める前の段階として、もっと町としてもソフトウェア的なものを

委員から 充実させてほしい。この町では、どういうことをしているのか、移住を目指す方にも含めて、何かつながりを持って展開していか
ないと、単体でやっている限りでは、その時その時で、終わった終わったで過ぎて行ってしまいもったいない。なにかそういうこと
の意見 に耐えられるような、そして婚活事業につながるような施策を考えていただければと思う。
・商工会青年部がやっていることは知らなかったが、大変ご苦労だと思った。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-2 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-2

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
こども・健康推進課子育て支
事業担当課・
援係・健康づくり係、教育課学
係
校教育係

基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策

項目

①子育て世帯の経済的な負担の軽減（産前産後交通費助成、子育て応援給付金、おむつ用ごみ袋支給、高校通学費補
助、給食費無償化、保育園副食費無償化等）を継続します。また、奨学金制度の充実（給付型奨学金、条件付の償還一部
免除等）を検討します。
・出生から高校卒業まで各方面から子育て世帯に対し、経済的な負担を軽減するための補助を行うことにより子育てをする
なら長和町、更には奨学金制度の充実に向けた検討等子育て日本一を目指す。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
おむつ用ごみ袋支給人数

24人

（年間）

15人

支え合いサポート事業利用料補助
申請件数

30件

（年間）

0件

高校通学費補助対象人数

135人

（年間）

未集計

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

子育て応援給付金支給
5,170

千円

主な支出
給付金
内容

・子育て世代の経済的負担の軽減のため、出生時、小学校・中学校入学時に「子育て応援給付金」を交付する。
出生 第1子：3万円、第2子：5万円、第3子：10万円、第4子以降：20万円、
小学校入学：3万円、中学校入学：5万円
・9月末現在 出生：13人67万円 小学校入学：37人111万円 中学校入学：48人240万円 合計：98人418万円

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

支え合いサポート事業利用料補助
72

千円

主な支出
補助金
内容

・社会福祉協議会実施の支え合いサポート事業等の子育てに関する相互援助活動を受けた際にお支払いした利用料の一
部を補助する。
事業概要
1月を単位に、利用料の5分の2の額を補助。（上限5千円、ひとり親世帯等は上限1万円）
・9月末現在 申請なし

取り組み事業③ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

おむつ用ごみ袋支給
90

千円

主な支出
長和町指定ごみ袋（中）
内容

・2歳未満の乳幼児を養育している家庭におむつ用ごみ袋を無料配布する。乳幼児1人月5枚を一括配布
・9月末現在 出生：13人 転入：2人 合計15人 ※年度末に一括支払いの為支出無し

取り組み事業④ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

産前産後交通費助成
97

千円

主な支出
ガソリン代、トンネル代
内容

・胎児、乳児に疾患等があり遠隔地への医療機関に受診が必要な者に対して、ガソリン代、トンネル代を助成する。
ガソリン代 30円×60㎞×2×20回×1人 72,000円
事業概要
トンネル代 510円×2×20回×1人 20,400円
100円×2×20回×1人 4,000円
・9月末現在 利用者なし
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-2 第2期効果検証資料

取り組み事業⑤ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

高校等通学費補助

事業費

9,738

千円

主な支出
補助金
内容

・長和町に住所を有し、高校、町外の中学校へ通う児童生徒の世帯に対し通学費の補助を行う。
・町内地域区分（遠距離地域）：丸子地域3,500円（5,500円）、立科地域4,000円（6,000円）、その他地域8,000円（10,000円）、
事業概要 下宿10,000円（10,000円）
・9月末現在、各家庭へ申請書の送付が終了し、申請書の提出を受け付けている段階である。このため、ＫＰＩは未集計とし
ている。

取り組み事業⑥ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

奨学金制度の充実に関する検討

事業費

0

千円

主な支出
（支出予定なし）
内容

事業概要 ・現在、給付型奨学金、償還金一部免除の情報収集を行っている。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
①子育て応援給付金事業は、出生届時に申請していただく事により速やかに支給できている。また、小・中学校入学時の給付金につい
ても、早期に申請書を送付することにより、速やかに支払いができ子育て世帯の経済的負担の軽減が図れている。
②支え合いサポート事業利用料補助事業の補助申請は0件だった。新型コロナウイルス感染症の影響により、支え合いサポート事業
（子育て支援事業）の利用を控える傾向にあることが考えられる。
③おむつ用ごみ袋支給事業は、出生・転入等の手続きの際に申請していただくため、速やかに支給ができ、子育て世帯の経済的負担
の軽減が図れている。
④産前産後交通費助成事業は9月末現在利用者はいないが、対象者全員に本事業についての周知はできている。
⑤高校等通学費補助は申請書の受付を行っている段階である。年度後半には支給が行われ、子育て世代の経済的な負担の軽減に寄
与できる。
⑥奨学金について、情報収集を行っているところであるが、財源確保の見通しがつかないと、給付型等の実施は困難と思われる。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
②地方創生に相当程度効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
①子育て応援給付金事業、③おむつ用ごみ袋支給事業は、現状どおり速やかに申請受付・支給することにより、子育て世帯の経済的
負担の軽減を図る事業であるため現行どおり事業を進めていく。
②支え合いサポート事業利用料補助事業は、社会福祉協議会と連携をとりながら制度の周知に努め現行どおり事業を進めていく。
④産前産後交通費助成は、今後も対象者に本事業の周知をしていく。
⑤高校等通学費補助は今後も現行どおり事業を進めていく。
⑥引き続き情報収集を行い利用者の負担軽減を目標に検討したい。

.
２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
②地方創生に相当程度効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-3 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-3

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策
項目

事業担当課・
教育課人権男女共同参画係
係

②児童館図書室のあり方について再検討し、検討に基づく事業展開を行います。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
図書館に関する建設検討委員会に
よる検討、施策の実施

施策の実施 （Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

未実施

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

児童館図書室のあり方の検討

事業費

87

千円

主な支出
図書館運営委員会 （委員報酬+旅費）
内容

・ふれあい館の図書館は児童館図書室という扱いで、現状手狭になっている。このことを踏まえ、今後の図書館のあり方に
事業概要 ついて、図書館運営委員会を開催し、検討を進める。
・図書館運営委員会は、9月末現在未開催。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・施設運営の改善として、令和2年10月から、長門図書館の開館日を毎週月曜日～土曜日とし、日曜日を休館日とした。児童館運営委
員会において、日曜日の図書館利用状況が少ないことや、職員の安全上の問題について協議した。その後、課内で協議した結果、令和
2年10月からの長門図書館の休館日を日曜日に変更した。変更に関する苦情等は確認していない。
・図書館に関する建設検討委員会の設置時期は、現段階では未定であるが、設置に向けての検討や調整を行う。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・施設運営の改善に関し、購入図書の内容を精査する等、図書の充実を図る。
①エコールの蔵書内容を確認の上、他の図書館にない図書を購入する。
②長門図書館内の蔵書の中で、貸出履歴の確認および貸し出しのない図書については廃棄処分を検討する。
・図書館に関する建設検討委員会の設置時期は、現段階では未定であるが、設置に向けての検討や調整を行う。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-4 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-4

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策

項目

事業担当課・
教育課学校教育係
係

③コミュニティスクール、学校地域支援本部の取り組みを引き続き一体的に進め、地域住民と接し学ぶことを通じ、子どもた
ちが地域の良さを実感し愛着が高まる中、多様な想像力を生み出すことができるようになるなど大きな学習効果が得られる
よう支援します。また、取り組みの情報発信を通じ、活動を支える人材の確保と地域における認知度の向上を図ります。
・学校と地域が一体となり各種支援を行い、児童に大きな学習効果が得られること、またそれによるコミュニティスクールの
認知度の向上と人材確保を目指していく。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
コミュニティスクール、学校地域支援
本部の取り組み

継続（2校）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

継続（2
校）

（Ｒ6時点）

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

和田学校における文部科学省型コミュニティ・スクール事業
827

千円

主な支出
5支援部の活動費及び講師謝礼等
内容

・読み聞かせ・ミシン等各種授業支援はもとより、コミュニティースクールという事業の地域における理解を深め、定着を図り
事業概要 たい。
・読み聞かせ等各種授業支援及び広報用資料の作成を実施している。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

長門小学校における信州型コミュニティスクール事業
56

千円

主な支出
委員報酬
内容

・読み聞かせ・ミシン等各種授業支援はもとより、コミュニティースクールという事業の地域における理解を深め、定着を図り
事業概要 たい。
・読み聞かせ等各種授業支援及び広報用資料の作成を実施している。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・コミュニティスクール事業の展開は、様々な体験などを通じ、地域住民と接する中で、地域を知る、見聞を広めるなど子どもたちの豊か
な学習につながるとともに、学校と地域の協働により開かれた学校づくりにつながっている。
・広報活動による効果は目に見えるものにはなっていないが、地域の方々の理解が深まり、関心を持った方が活動に加わっていただく
など、人材確保により、コミュニティースクールの活動が活発なものになることを期待したい。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・現行の取り組みを継続して進めるとともに、活動内容の広報活動を継続し、認知度の向上に努める。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
・文部科学省型と信州型ということだが、良い方に揃えていく方が良いのではないか。
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-5 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-5

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策

項目

事業担当課・
教育課学校教育係
係

④子どもたちの学力向上のため、ＩＣＴ教育等、時代に即した施策や、補完的な学習の場など、ニーズを踏まえた施策を講
じ、質の高い教育を実現することで、子どもの数が少ない中でも進学等の際、不利にならないような取り組みを行います。
・ＩＣＴ教育等、時代に即した施策や補完的な学習の場の検討を行うなど、ニーズを踏まえた施策を講じ質の高い教育を実
現する。機器整備等により、「時代の流れに沿った学習」、「質の高い学習」、を実現することにより、学力向上のみならず、
子どもの数が少ない中でも、数的不利とならない取組の舵取りを行う。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
ICT教育推進についての検討、施策
の実施

施策の実施 （Ｒ6時点）

実施準備
中

補完的な学習の場の検討、施策の
実施

施策の実施 （Ｒ6時点）

未検討

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

ICT教育推進についての検討
95

千円

主な支出
委員報酬
内容

・ICT教育の検討を始めると同時に、国によるGIGAスクール構想が打ち出されたことによりネットワーク及び端末整備が加
事業概要 速している。事業進捗に伴い、機器整備及び機器を扱う専門家（支援員）の配置等検討が必要である。
・国のＧＩＧＡスクール構想に伴う事業を活用した機器整備を行っており、令和2年度中に機器が揃う予定である。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

補完的な学習の場の検討
94

千円

主な支出
委員報酬
内容

・現段階では検討が進んでいないが、ＧＩＧＡスクール構想により整備された機器を活用した、他校との交流や授業動画の
配信等、質の高い学習の検討を行う予定である。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・ＩＣＴ教育推進については、国がＧＩＧＡスクール構想を打ち出したことにより大きく進む見込みである。機器整備により時代の流れに沿っ
た授業展開ができるものと期待するが、機器の操作や不調時の対応、教員の対応能力向上等が課題と思われる。また、各家庭におけ
る通信環境整備への対応も必要である。
・補完的な学習の場の検討については、進んでいないが、ＧＩＧＡスクール構想により整備した機器を活用して、他校との交流や授業動
画の配信等、質の高い学習ができるよう検討したい。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・ＩＣＴ教育推進について、機器整備の早期竣工を目指すとともに、稼働に向けた課題への対応や支援員の配置などを進める。
・補完的な学習の場の検討について、整備された機器を活用した施策（オンライン学習、他校との交流、学習意欲が沸く方策等）の検討
を機器整備後に進めたい。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-5 第2期効果検証資料

地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-6 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-6

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策
項目

事業担当課・
教育課人権男女共同参画係
係

⑤児童館の利用件数が増加する中、従来の児童館の運営に加え、放課後児童受入れ体制の充実を検討します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
放課後児童の受け入れ体制充実に
ついての検討、施策の実施

施策の実施 （Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

実施

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

児童館運営事業
3,154

千円

主な支出
児童クラブに係る経費（食糧費、消耗品費 等）
内容

・放課後健全育成事業（長門児童クラブ・和田児童クラブ運営費）：児童クラブ食糧費、修繕費 等
・長門児童館運営費：児童館運営委員報酬、光熱水費 等
事業概要 ・新型コロナ対策として、4月～5月までの自粛期間中に合わせて、8時から18時までの放課後児童の受け入れを実施した。
更に、国の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金」を申請し、加湿機能付き空気清浄機の購入や消毒液等
の購入等を図ることとした。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

放課後児童の受け入れ体制の充実
0

千円

主な支出
内容

・近年、児童館利用者の増加や利用内容の多様化等により、指導員への負担増加が課題となっている。課題改善のため、
事業概要 新規指導員の増員や既存の指導員向けの研修に参加する等により、質の高い児童館運営を目指す。
・課題改善のため、長野大学に対し、アルバイト学生の募集を依頼し、アルバイト学生2名を確保した。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・児童館運営事業は、新型コロナ感染防止を考慮しながら、適切な事業運営に努めた。
・放課後児童の受け入れ体制の充実は、長野大学の学生アルバイト2名を確保し、子どもたちの遊び対応を行ってもらい、受け入れ体制
の充実を図ると同時に、子供たちも喜ぶなどの成果があった。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・児童館運営事業は、引き続き新型コロナ感染防止に考慮しながら、適切な事業運営に努める。
・放課後児童の受け入れ体制の充実は、引き続き指導員の充実を図っていく。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-6 第2期効果検証資料

・不足する人員のために長野大学の学生を確保したことは、こういった課題解決が目指せて大変素晴らしいことではないか。長

委員から 和町は資源が豊かなところなので、明治大学や東京農業大学、女子美術大学との連携も非常に積極的だが、公立化もされた
の意見 地元の大学を使うのが非常に重要。公立化と共に地域課題の解決も標榜しているので、こういった計画全体に地元の大学をど
んどん使っていくという構想が重要である。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-7 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-7

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策
項目

事業担当課・ こども・健康推進課子育て支
係
援係・健康づくり係

⑥子育てに関する相談がしやすい環境を整えます。また、子育てに関する町の取り組みなどが、必要とされている方に確
実に届くよう、また町外の方にも取り組みを知っていただけるよう、情報発信の方法を見直します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
子育てに関する相談件数

300件

情報発信体制の改善検討、施策の
実施

（年間）

施策の実施 （Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

77件
実施

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

子育て支援センターや保健福祉総合センターにおける相談事業
0

千円

主な支出
内容

・毎週月曜日午前中の保健センター開放日に、身体測定の他に育児相談や乳幼児食の栄養相談を実施している。また、子
育て支援センターにおいては、保育士による子育て相談を実施している。関係機関において連携を密に取りながら、相談し
やすい体制を整える。
・9月末現在相談件数 健康づくり係健康相談：49件、子育て支援センター：28件

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

子育てに関する情報発信方法の改善（必要としている方に情報が確実に届く方法、町外への積極的なＰＲ方法の検討）
0

千円

主な支出
共同化負担金（開始年度は0円）
内容

・母子手帳アプリの導入（子どもの成長の記録、予防接種の管理、地域の子育て情報の発信）、「子育て支援ＷＥＢ SITE」
事業概要 のリニューアルの検討、ガイドブック等の活用による情報発信への取り組みにより情報発信を改善強化する。
・4月に母子手帳アプリを導入し9月末現在登録者数38件

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
①子育て支援センターや保健福祉総合センターにおける相談事業
・コロナ禍ではあったが、保健福祉総合センターが安心安全な場所として来所してもらえるよう、感染防止に留意し相談業務を継続した
ことにより、相談に来所してもらえ、育児不安の解消につながった。
・子育て支援センターは、施設やおもちゃの消毒、利用者を町内の方のみに限定するなど感染症対策に細心の注意を図りながら運営
することにより安心・安全に利用し、相談できる体制を整えた。
②子育てに関する情報発信方法の改善
・母子手帳アプリの導入により、子育てにおいて必要な情報をいつでも、どこにいても確認できるようになった。
・妊婦及び未就園児のいる世帯を対象に、子育てガイドブックを配布し、子育て支援策の周知を行っている。ガイドブック概要版につい
ては、町内施設の他、県外の施設へも配置をした。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

①今後も新型コロナウイルス感染症の感染防止に努め、安心して相談に来所してもらえるよう、取り組んでいく。
②今後も対象者に母子手帳アプリについて周知していく。
また、母子手帳アプリに連動できるような「子育て支援WEBSITE」のリニューアルについて検討をする。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-7 第2期効果検証資料

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・長和町の子育て支援センターは近隣の立科町や上田市の方も利用されている。非常に評価が高い、評判の良い支援センター

委員から になっている。本日の会議における委員の発言では、子育てしたいがために長和町に移住したい、住居を持ちたいというような
の意見 話も具体的にあったということを聞いているが、子育て支援センターは本当に素晴らしい施設だと思うので、情報発信に力を入
れて欲しい。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-8 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-8

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策

項目

事業担当課・ こども・健康推進課健康づくり
係
係

⑦「産前産後子育てサポーター」の育成を進めるとともに、講座修了者のフォローや再研修によるレベルアップを図り、出産
準備・産後ケアの体制を充実させ、妊娠・出産・育児を切れ目なく支援する体制を整えます。
・核家族化、少子化、働く母親の増加等現代の子育て事情を理解し、母親の育児不安が軽減し、孤立しないよう、妊娠期か
らの切れめない子育てを応援してくれる、子育てサポーターを養成する。また、講座修了者のフォローや再研修によるレベ
ルアップを図る。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
産前産後子育てサポーター数

30人

（Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

20人

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

産前産後子育てサポーター養成事業

事業費

13

千円

主な支出
講師謝礼
内容

・少子化、核家族化、働く母親の増加など子育てを取り巻く環境が大きく変化し、子育て中の親の育児不安や負担が大きく
なっている。妊娠期から切れめない支援を実施していかれるよう、子育てを応援してくれるサポーターを養成する。養成講
事業概要 座修了後は社協の子育てボランティアに登録する。また、現在、子育てボランティアとして登録している者の再研修によるレ
ベルアップを図る。
・令和2年度において、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、本事業を中止とした。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・令和2年度については、事業を中止としたため、サポーター数の増加の見込みはない。外部講師に来所してもらうことから本事業を中
止としたが、新型コロナウイルス感染症の終息を見通せない中でも、どのように本事業を開催できるのか検討が必要である。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・本事業の開催に向けた準備（開催時期や方法など）について検討していく。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号3-9 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

3-9

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標３ （イ）子育てするための環境や支援の充実
及び主な施策

項目

こども・健康推進課子育て支
事業担当課・
援係・保育園・健康づくり係、
係
教育課男女共同参画係

⑧第１期総合戦略の取り組みや、ヒアリングを通じた保護者への支援等のニーズ、核家族化等の社会環境の変化や時代
の要請を踏まえ、様々な家族のかたちに合わせた子育て環境・支援体制の整備のための施策を展開し、子育ての楽しさを
感じながら親子の絆を深められる、また、「子育てするなら長和町で」を実感できる体制づくりをし、こころも身体も元気で思
いやりのある子どもが育つまちを目指します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
子育て支援センター延べ利用人数

7,000人

（年間）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

1,106人

保育現場等へのICT利活用の検討、
施策の実施 （Ｒ6時点）
施策の実施

未実施

病児・病後児保育の体制の検討、施
施策の実施 （Ｒ6時点）
策の実施

未実施

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

ヒアリング結果や利用者の声を踏まえた施設運営の改善（利用者目線に立った質の高い保育園や子育て支援センター、児
童館の運営）
主な支出
0
千円
内容

・近年、核家族化や共働き世帯の増加等により、早期からの保育園入園や児童館利用者が増加している。また、利用者の
ニーズも多様化している。適切な人員配置や研修会への参加等による保育の質の向上に努め、施設運営の改善に努め
る。
・児童館運営事業については、新型コロナウイルス感染対応のため、特に館内の消毒徹底、長門小、和田小の長期休校に
合わせて朝から終業後までの児童の預かり、児童館利用者の手洗い、マスク、消毒の徹底を重視した。
事業概要
・保育園については、土曜希望保育及び夕方保育の希望者増加による受け入れ態勢の強化、アンケート等により希望の多
かったお盆の休園を見直し希望保育とした。
・子育て支援センターについては、安心、安全に利用できる遊びの場等の提供ができるよう、館内やおもちゃの消毒、換気
等を行い、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し運営をしている。予定していたイベントや月１回の土曜開館は中止とし
た。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

専門職（公認心理士等）の確保や職員の資質向上
1,216

千円

主な支出
会計年度任用職員賃金（臨床発達心理士、長和町教育支援相談員）
内容

・子どもに関わる支援者がこどもの特性を理解し、その子にあわせて子どもと関わることができるよう、子育て相談、保育
園、小中学校の巡回相談、就学相談を通して子どものよりよい支援ができる体制を整える。関係部署で現状の情報を共有
し、令和4年度に向けて心理職を確保できるよう体制整備していく。
事業概要
・長和町教育支援相談員、健康づくり係、保育園、小中学校、ふれあい館等と連携をもち、支援者がこどもの特性を理解し
その子に合わせた支援ができるよう、関係者で支援会議等を開催し、情報共有して支援方法の検討をしている。関係者が
連携をとり、支援会議を実施し、支援方法の共有、役割分担することの必要性を理解し実施できている。

取り組み事業③ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

保育現場等へのICT利活用の検討
0

千円

主な支出
内容

・保育現場等でのＩＣＴ化の導入事例について研究し、町保育園で導入した場合のメリット、デメリット等を検討した上で導入
事業概要 の可否について検討する。
・現段階では検討は進んでいない。

取り組み事業④ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

病児・病後児保育の体制の検討
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事業費

474

千円

主な支出
負担金
内容

・定住自立圏の病児保育事業により、上田病院及び丸子中央病院の病児保育センターの利用ができる。利用状況をみな
事業概要 がら、あり方について検討をする。
・現段階では検討は進んでいない。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
①施設運営の改善
・児童館運営事業については、児童館内の消毒、長門小、和田小の長期休校に合わせて朝から終業後までの児童の預かり、児童館
利用者の手洗い、マスク、手指消毒の徹底をおこなうことにより、新型コロナウイルスその他感染症の予防につながった。
・保育園については、土曜希望保育及び夕方保育の希望者増加による受け入れ態勢の強化、平日の休園日（お盆）を見直し希望保育
としたことにより、保護者の希望に添うことができた。
・子育て支援センターについては、館内やおもちゃの消毒、換気等を行い、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し運営をしたことによ
り、安心・安全な遊びの場が提供できた。また、相談の場として利用者の不安解消につながった。予定していたイベントの中止や、内容
の変更、人数を限定しての実施、また、利用者を町内の方に限定するなどの運営のためKPIの達成は見込めない可能性が高い。
②専門職（公認心理士等）の確保や職員の資質向上については、関係者（長和町教育支援相談員、健康づくり係、保育園、小中学校、
ふれあい館等）が連携をとり、支援会議を実施し、支援方法の共有、役割分担することの必要性を理解し実施できている。また、支援会
議を行うことにより、会議参加者の意見を聞いた上で、それぞれ立場での職務にあたることができ、資質の向上につながるものである。
③保育現場等へのICT化の導入の検討について、実施できていない。
④病児・病後児保育の体制の検討について、実施できていない。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
①施設運営の改善
・児童館運営事業について、冬期における新型コロナウイルスとインフルエンザの予防対策を徹底し、感染の蔓延防止に努める。対策
としては、空気清浄機の購入、消毒液、マスク等衛生用品の購入や、施設利用者に対するマスク着用、手洗い、うがいの啓発を徹底す
る。
・保育園について、引き続き土曜希望保育及び夕方保育の希望者増加による受け入れ態勢の強化、平日の休園日（おたや祭（ながと
保育園））を見直し希望保育とする。また、加湿空気清浄機の購入等により感染症対策を強化する。今年度は新型コロナウイルスの影
響で各研修会が中止または延期になっており、研修会への参加が少なくなっているが、園内研修など出来る範囲での研修を行う。
・子育て支援センターは、引き続き、感染症対策に細心の注意を払いつつ、子育て中の親子の交流や育児に関する相談、イベントの
開催などにより安心して子育てができる体制を整える。
②専門職（公認心理士等）の確保や職員の資質向上については、今後も関係者で情報共有し、その子に合わせた支援ができるよう検
討していく。
③保育現場へのICT利活用については、ＩＣＴ化により実際に何が出来るのか、どのような活用方法があるのか詳細をこれから検討。ま
た、活用している市町村の話を聞くなどし検討材料としたい。
④病児・病後児保育の体制の検討については、上田病院、丸子中央病院の病児保育センターの利用状況を見つつ、今後の体制につい
ての検討をする。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-1 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-1

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （ア）協働のまちづくりの推進
及び主な施策
項目

事業担当課・
企画財政課まちづくり政策係
係

①住民自治基本条例に関する町民の理解を深め、協働のまちづくりを推進します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
協働のまちづくりに関する理解を深
めるための講演会等の事業実施数

3回

（5年累
計）

0回

協働のまちづくりに関する理解を深
めるための講演会参加人数

300名

（5年累
計）

0名

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

協働のまちづくり推進のための講演会開催

事業費

356

千円

主な支出
講演会開催に伴う講師への謝礼・旅費
内容

・【計画】9月～11月頃を目途とし、高齢者に安心な地域づくりや支え合い等のテーマを選定し、協働のまちづくりを推進する
事業概要 ための講演会を開催する。また、テーマや講師の選定に向け、情報収集を行う。
・新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった。（主な支出：なし）

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・新型コロナウイルス感染症の感染状況をみながら、開催内容や開催方法を検討し、機会を捉えて実施する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-2 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-2

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （イ）安全・安心なまちづくり
及び主な施策
項目

事業担当課・
総務課総務係
係

①住民の防災に対する意識の変革、地域の防災意識の向上、災害時に自助・共助の精神で自主的避難ができる体制の
整備を目指し、町内各地区における自主防災組織の設立、住民主導型警戒避難体制の構築を進め、災害に強いまちづく
りを目指します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
自主防災組織を設置する行政区

100%

（Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

53.4％
（新規1区）

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

自主防災組織の設立推進支援
150

千円

主な支出
防災士養成講座資格取得補助金 30,000円×５名
内容

・自主防災組織が設置されていない地区において、地区防災会議、区長会を開催し、自主防災組織設置に向け住民意識
の向上と理解を図る。また、防災リーダーとして、自主防災組織の中心となって活動することが期待される防災士の資格取
事業概要 得補助金要綱を制定する。
・令和2年8月に要綱制定。9月補正において防災士養成講座資格取得補助金30,000円×5名（150,000円）議決。
・長久保14区が新規設置。青原区、上組区は設置に向けて協議中。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

住民主導型警戒避難体制構築支援
0

千円

主な支出
内容

・自主防災組織と地区懇談会を実施し、地域住民を主体とした防災の取り組みを推進するため、災害時に住民自ら避難す
事業概要 る具体的な避難体制を構築する地区ハザードマップを作成する。（長野県との連携事業）
・県事業として3地区要望。（立岩自治会、長久保14区、橋場区）

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
○自主防災組織の設立推進支援
・防災士養成事業補助金要綱を制定し募集を行ったところ、9月末で1件の申込があり、防災意識の向上につなかった。本制度が、自
主防災組織設立推進や活性化につながることが期待される。
○住民主導型警戒避難体制構築事業
・新型コロナウイルス感染症の影響により、地区懇談会の実施が難しい状況である。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
○自主防災組織の設立推進支援
・申込が少ない場合は、消防団OBや区長へ防災士資格取得を呼びかけて自主防災組織の活性化を図る。
○住民主導型警戒避難体制構築事業
・自主防災組織の設立が前提として必要である。内容にある目的の達成には、まず、自主防災組織率を高める必要があるため、自主
防災組織の設立の推進を図る。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-2 第2期効果検証資料

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-3 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-3

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （イ）安全・安心なまちづくり
及び主な施策
項目

事業担当課・ 町民福祉課生活環境係
係
企画財政課管財係

②公共施設等に防犯カメラの設置を進め、子どもや高齢者の見守り体制の充実を図ります。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
公共施設、通学路等防犯カメラ設置
箇所の総合的な検討、設置

設置

（Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

調整中

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

防犯カメラ設置事業

事業費

事業概要

1,203

千円

主な支出 防犯カメラ設置工事費：748千円
内容
防犯カメラ利用料金他：455千円

・既存（4基）設備の維持管理
・小中学校への要望箇所の照会結果を受け、関係部署と調整中

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・設置基数は少数であるが、児童・生徒の通学の様子を確認することが可能となった。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・本年度設置箇所を早期に選定し、設置を図る。
・次年度以降は、保育園周辺や医療福祉施設周辺を選定し、計画的に整備を図る。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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Ｒ6実績

【公表】Ｒ2中間 整理番号4-4 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-4

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （ウ）時代に適合した公共施設の整備・あり方の検 事業担当課・
企画財政課管財係
及び主な施策 討
係
項目

①公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定し、人口減少に対応した公共施設のあり方を目指します。
・高度成長期に整備されたインフラの老朽化が急速に進展するなか、国、地方公共団体等が一体となってインフラの戦略
的な維持管理・更新等を推進するため、令和2年度までに公共施設個別施設計画を策定することが示されている。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
公共施設等総合管理計画に基づく
個別施設計画の策定

計画の策定 （Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

策定中

（リストか
ら選択）
上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

各施設の個別施設計画の策定

事業費

事業概要

13,739

千円

主な支出
業務委託料 13,739千円
内容

・業務委託事業者と建築士により52施設の現地調査を行った。施設管理担当部署を対象に計画策定作業の説明会を行
い、所管施設のソフト面での評価、主な課題や対策の方向性の確認を依頼した。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・年度内での計画策定が必要であるため、関係する他部署の協力が不可欠である。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・委託事業者による施設所管部署へのヒアリングを行い、各公共施設毎のソフト・ハード面の実情を反映した計画の策定を行う。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-5 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-5

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （ウ）時代に適合した公共施設の整備・あり方の検 事業担当課・
町民福祉課生活環境係
及び主な施策 討
係
項目

②町内にある公園の遊具や設備を改善し、子どもから高齢者まで誰でも利用しやすい魅力的な公園を整備します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
既存公園等の改修・整備箇所数

1か所

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

0か所

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

町内公園の遊具・設備の改善検討、実施
0

千円

主な支出
内容

事業概要 ・各公園のあり方を含め、町としての公園のあり方を関係部署と検討中

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

既存公園の維持管理
1,559

千円

既存公園の芝刈り・除草・剪定作業委託：704千円
主な支出
既存芝生公園の施肥、除草剤・殺虫剤・殺菌剤散布業務委託：621千円
内容
既存公園施設管理用光熱水費、施設修繕費、管理消耗品費：234千円

・既存公園（いこいの丘公園・水明の里公園・長門水処理センター公園）の維持管理を定期的に実施
・いこいの丘公園：老朽化したバーゴラ及びベンチの撤去

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・①町内公園の遊具・設備の改善検討、実施については、町としての公園の将来性を総合的に検討する必要がある。
・②既存公園の維持管理については、既存公園の維持管理を定期的に実施。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・①町内公園の遊具・設備の改善検討、実施については、町としての公園の将来性を総合的に検討する必要がある。
・②既存公園の維持管理については、既存公園の維持管理を定期的に実施するとともに、老朽化設備の撤去・更新を進める。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-5 第2期効果検証資料

・公園は子どもたちのためにという発想がどうしても出てしまうが、むしろ公園は老人のためにあるべきじゃないかと切に思って
いる。なぜかというと、中国あたりに行くと公園には大人の遊具しかない。頑丈な、特に老人が遊ぶというか、体を鍛錬できるよ
うな施設になっているが、そういうものがちゃんと整備してあるので老人が大変公園に集まっている。健康管理にも良いし、むし
ろそれについて子どもたちが、お孫さん達が一緒に遊べるような、そんなことができるのではないかと思う。老人が多くなっていく
中での新しい楽しみや、新しいコミュニケーションができるような公園というものを、モデルとしてこの町で打ち出していっても良
委員から いのではないかと思う。ぜひ、年寄りが元気になるような公園を作っていただきたい。
・お年寄りの皆さん方が外に出て、いろいろ使用したり、いろいろな人と会話をする、そういったことは本当に大事である。という
の意見 のは、一億総活躍時代、お年寄りの皆さんは家にただいて、1人でお茶を飲んでるだけじゃだめだよということで、地域との関わ
りをもっと濃密にしていかなければならないとの思いがある。そういうことからすると、公園というのは大変結構なことだと思う
が、ただこれは場所的には相当限定される。いろいろ地域の皆さんが外に出られる、そして自分の健康管理は自分でやってい
くという思いをもっと持って頂ければいいのではないか。そういう時代がやってくればと思う。
・整備される場所が限定されてしまうので、難しい部分はあるかもしれないが、新しいコミュニケーションができるような、しかも体
力増強になるような場所を、ちょっと違った観点で作り上げていったら面白いと思う。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-6 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-6

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （エ）時代に対応した公共交通網の検討
及び主な施策

項目

事業担当課・ 総務課総務係、産業振興課
係
商工観光係

①公共交通審議会において協議した結果を踏まえた新公共交通体制による運行を開始し、利用者のニーズを踏まえなが
ら、時代に対応した公共交通網、高齢者の安心を支え交通の空白地帯をなくす公共交通網を構築し、免許がなくても生活
ができる町を目指します。また、観光客の利便性を向上するための検討を行います。
・公共交通審議会の答申を踏まえ、令和2年10月から「町内巡回バス再編」による新公共交通体制での運行を開始する。高
齢者、高校通学、別荘、観光客など公共交通を利用する方のニーズや利用状況等を把握し、利便性と効率性を向上させる
ために随時のダイヤ改正や利用推進施策を行うことで、免許がなくても生活できる町を目指す。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
町内巡回バスの利用者数

36,000人

（年間）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

12,842人

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

町内巡回バス運行
84,384

千円

町内巡回バス運行委託 60,295千円
主な支出
巡回ワゴン車購入（5台） 23,759千円
内容
新公共交通時刻表作成
330千円

・令和2年10月から利用者の少ない路線の日中帯の運行は、週2日程度の曜日別運行とするとともに高齢者が利用しやす
いようワゴン車による支線道路まで運行し、マルメロの駅直売所まで入線することで買い物などの利便性向上を図る。新公
共交通体制での運行をする町内巡回バスの年間運行委託及び支線道路を運行する巡回ワゴン車5台を購入した。
・新公共交通の時刻表作成し、町ホームページ等で周知をした。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

観光客の利便性向上のための検討
千円

主な支出
町内巡回バス運行委託に含まれる。
内容

・新公共交通体制として、観光シーズン等の特定期間において、鷹山～姫木～西白樺湖までの巡回バスをアルピコ交通で
茅野駅に接続するよう午前・午後各1往復を運行する。また、マルメロの駅～依田窪病院～学者村別荘地内～立科町役場
事業概要
～ツルヤ立科店を火曜日（1期・2期）と金曜日（1期・3期）に千曲バスで佐久平駅に接続するよう午前・午後各1往復を運行
することで、別荘客や観光客の利便性を良くした。中山道を歩く観光についても要望等により、ダイヤ改正を行う。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・町内巡回バス運行事業は、高齢者等公共交通を必要とする方のニーズを踏まえ、利便性と効率性のよい新公共交通として町内巡回
バスダイヤを再編した。曜日別運行となることによる不都合等も生じるとの声もあるため、今後も住民皆様の声をいただき、より使いやす
いダイヤに随時改正していく。
・観光客の利便性向上のための検討は、白樺湖線と立科線を新たに運行し、茅野駅と佐久平駅との接続を図ったダイヤとしたことで、観
光客や別荘への往来に利用いただきたい。 利用状況により増便等も検討したい。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・路線ごとの利用者数を把握するとともに、利用者の声をいただき、利用される方のニーズに合った利便性と効率性のより良いバスダイ
ヤに随時改正していく。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-6 第2期効果検証資料

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・公共交通について、大変くまなくやられているのだなと思った。長野県の村部は公共交通に非常に困っているが、大変苦労し

委員から てニーズをくみ取った方式にしているということがわかった。「免許がなくても生活できる」まで言い切っているところはなかったの
で凄いと思った。
の意見 ・ＪＲバスの経営のこともあると思うが、町内巡回バスに多くのお金をかけていることもあるので、町民のために、学生さんが休
みの時（土日、夏休み、冬休み）の上田へ行く便を改善してほしい。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-7 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-7

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （オ）健康長寿のまちづくりと生活を支える仕組み
及び主な施策 の充実

項目

こども・健康推進課健康づくり
事業担当課・ 係、町民福祉課高齢者支援
係
係・保険係、教育課社会教育
係

①町民誰もが健康でいきいきとした生活を送り、長生きできるよう、健康増進計画に基づき、町民の健康づくりを進めます。
そのために、行政組織内の各部署が連携を取り、保健事業や介護予防事業等を、効果的・効率的に実施するため、一体
的に事業を展開できるよう再検討します。このことにより、町民それぞれのライフステージに合った（各年代の課題に沿っ
た）健康増進事業を展開します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
国保特定健康診査受診率

50%

高血圧者の割合

（Ｒ6時点）

未集計

維持
（130mmHg以
上47.0％、 （Ｒ6時点）
85mmHg以上
23.0％、

未集計

運動に関係した生涯学習教室の参
加者数

維持（3,900
人）

（年間）

112人

高齢者に占める要介護1以上の割
合

17.0%

（Ｒ6時点）

15.7%

1,566人

（年間）

428人

いきいきサロンの参加者数

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

ライフステージに合った健康増進事業の展開
1,584

千円

主な支出
体組成計、理学療法士委託料、尿中ナトリウム測定、管理栄養士委託料
内容

・長和町は特定健康診査における肥満の割合が高く、血圧、血糖値の高い人の割合も高い。また40歳から64歳では運動
習慣のある人の割合が低い。介護保険では要介護状態となる有病状況における脳血管疾患、虚血性心疾患が8割、筋・骨
格疾患が6割を占める。これらのことから、若い時から食事に気をつけ、運動を習慣化することが大切である。
事業概要 ・高血圧はすべての生活習慣病との関わりがあるため、乳幼児をもつ母親を対象に減塩事業に取り組んでいる。新型コロ
ナウイルス感染症感染防止に留意し、9月末現在25人実施。
・18歳から65歳までを対象に筋肉量を測定し、運動習慣につながるよう、町全体の健康づくりへの意識を高めている。9月
末現在82人実施。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

関係する部署の各事業（保健事業、介護予防事業等）の一体的な展開に向けた連携体制、実施方法の検討
0

千円

主な支出
内容

・今年度から実施する高齢者の質問票と健診・医療・介護の統計情報を所有する国保データベースシステムから抽出され
事業概要 る町の課題から、保健事業と介護予防の一体的実施にかかわる対象者を把握し、関係する部署で情報共有し、令和3年度
からの実施に向け、高齢者に対する支援内容を検討している。

取り組み事業③ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

健康に対する意識高揚や動機づけ（運動の習慣化等）、健診受診率の向上のための情報発信体制の強化（その１）
1,565

千円

主な支出
保険料・指導者報酬・謝礼金等
内容
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・運動に関係した生涯学習教室（スポーツ教室等）の参加者を確保することで、運動の習慣化を促し、健康に対する意識の
高揚に努める。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、各スポーツ教室の活動休止時期があったが、住民の皆様にスポーツ活動
事業概要
の場を少しでも提供し、運動の習慣化につながるよう、感染防止対策を徹底した上で実施する。
・感染対策として、体育施設の入口に感染防止策チェックリストを掲示したり、アルコール消毒液や手洗い石鹸を設置したり
と予防対策を取りながら事業を進めている。

取り組み事業④ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

健康に対する意識高揚や動機づけ（運動の習慣化等）、健診受診率の向上のための情報発信体制の強化 (その２）
6,483

千円

主な支出
人間ドック、地区特定健診委託料
内容

・健診結果から自分の生活習慣を振り返り、国民健康保健ポイント事業のポイント付与内容を増加し、運動への意識が高
まるようにしている。
・広報により、低額で充実した内容の健診を提供していること、健診結果からの町の健康課題、健診受診者は未受診者より
も医療費が低いことなどを周知し、受診率向上を図っている。

取り組み事業⑤ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

依田窪病院と連携した事業の実施
1,404

千円

主な支出
体組成計、理学療法士委託料
内容

・①18歳～65歳未満を対象に、筋肉量を測定している。自分の筋肉量を知ることで、運動の動機づけにもなる。運動が習慣
化するよう、測定の結果から自分にあった運動方法を依田窪病院の理学療法士に指導してもらい、継続して運動ができる
事業概要 よう取り組んでいる。
・②乳幼児期の子どもをもつ母親を対象に減塩事業を実施、汁物の塩分測定、尿中ナトリウム測定を行い。自分の塩分摂
取の実態を知り、減塩方法について、依田窪病院管理栄養士より指導してもらっている。

取り組み事業⑥ （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

一般介護予防事業
4,487

千円

主な支出
委託料（長和町社会福祉協議会、依田窪病院）
内容

・新型コロナウイルス感染症の影響により、4月～5月の介護予防教室、いきいきサロンは休止とした。その間、高齢者訪問
を行い、運動番組『元気アップ運動』の活用等、介護予防を促す啓発を行った。6月以降、感染予防を図り事業を再開した。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

①ライフステージに合った健康増進事業の展開、⑤依田窪病院と連携した事業の実施
新型コロナウイルス感染症感染防止に留意し、6月より乳幼児をもつ母親を対象とした減塩事業を実施、8月より18歳～65歳未満を対
象とした筋肉量測定を実施した。今後同じ対象者に２回目を実施し、健康づくりへの意識づけの評価をしていく。
②令和3年度の実施に向けて、高齢者支援係と連携し、町の健康課題、事業内容、対象者の抽出、人材の検討をしている。
③スポーツ教室については、「3密」対策を取りながら活動ができているが、その他の運動に関する講座・イベントについては、実施を見
送ることとした。
④受診率向上に向け、国保ポイント事業のポイント付与内容の増加、広報により低額で町の充実した内容の健診を受けられることの周
知をしたが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数を制限しての人間ドックとなった。
⑥一般介護予防事業 感染症の影響により、参加者が集まる事業は開催できなかったため、テレビや広報を活用して、自宅で取り組
めるよう情報提供、啓発に努めた。 6月以降、時間や会場を変更する等感染対策を強化して実施している。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
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①⑤感染予防に留意し、依田窪病院理学療法士、管理栄養士と共に実施、健康づくりへの意識づけの評価をする。
②令和3年度より事業をはじめられるよう、準備する。
③今後も、新型コロナウイルスの感染状況を注視しながらスポーツ活動を実施していく。
➃今後も受診率の向上に向け、健康づくりへの意識が高まる情報内容を検討していく。
⑥一般介護予防事業 感染対策を行い、介護予防教室、いきいきサロンを開催し、住民の社会参加と感染予防の両立を目指す。今後
の感染状況により、対策を随時検討する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

・事業内容のところに、長和町の健康状態が書いてあるが、今のところは相当厳しい状況にあるのかなという認識がある。県内

委員から の自治体から見ても結構悪いとすれば、相当ここに力を入れていけば、依田窪病院に出している350,000千円も安くなるのでは
ないかと思う。まずは、こういった病気を防ぐという活動が非常に重要かと思う。あと、健康診断の受診率も50%ということだが、
の意見 例えば松本市あたりはコンビニでやるようにしていたり、いろんな施策をやっているわけだが、そんなことも、ものによっては必要
かと感じている。地域の方が健康というのは、地域のイメージのためにも大事だと思う。
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第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-8

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （オ）健康長寿のまちづくりと生活を支える仕組み
及び主な施策 の充実
項目

事業担当課・ 町民福祉課福祉係・高齢者支
係
援係

②支え合いサポート事業を充実させ、生活課題の解決に取り組むと同時に、活動を支えるボランティアの育成を図ります。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
支え合いサポート事業利用件数

630件

（年間）

211件

社会福祉協議会にボランティアとし
て登録する人数

300人

（Ｒ6時点）

305人

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

支え合いサポート事業
3,286

千円

主な支出
長和町社会福祉協議会（支え合い事業実施主体）負担金
内容

・生活の軽易な困りごとの解消のため、長和町社会福祉協議会とボランティアと連携して、買い物等の支援事業を実施。
・広報に記事を掲載し、利用者の募集をしている。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

事業概要

地域介護予防活動支援事業
1,179

千円

主な支出
長和町社会福祉協議会委託料
内容

・研修等実施し、地域で活動するボランティアの育成を進める計画であるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため進捗していない。
・事業が進まない状況ではあるが、広報にボランティア募集に関する記事を掲載し、募集を行った。今後も引き続き募集を
行う。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・①支え合いサポート事業については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4・5・6月の利用者を制限したため、昨年より利用
件数が減少している。広報誌を活用し、引き続き利用者を募集している。なお、活動を支えるボランティアの高齢化が課題となっている。
・②地域介護予防活動支援事業については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業が進まなかった。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

③事業内容を見直して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・①支え合いサポート事業は、新規利用者の募集を含め、住民に広く周知していく。
・②地域介護予防活動支援事業は、新型コロナウイルス感染症感染に注意する中で、可能な限り実施する。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
③事業内容を見直して実施
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委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-9 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-9

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （オ）健康長寿のまちづくりと生活を支える仕組み 事業担当課・
町民福祉課高齢者支援係
及び主な施策 の充実
係
項目

③地域住民主体の通いの場を更に創出し、地域での困りごとの解決、助け合いの仕組みづくりに取り組みます。
・高齢者の介護予防・交流・支え合いの拠点となる住民主体の通いの場の創出を目指すことで、地域での困りごとの解決、
助け合いの仕組みづくりに取り組む。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
地域における通いの場の箇所数

18か所

（Ｒ6時点）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

8か所

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

地域介護予防活動支援事業

事業費

事業概要

1,179

千円

主な支出
長和町社会福祉協議会委託料
内容

・7月より介護予防ボランティア（ながわおたっしゃサポーター）の研修を実施している。今後、地域で介護予防活動を担うボ
ランティアとして、実際の活動に向けた準備を行っている。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

生活支援コーディネーター業務（地域住民主体の通いの場の充実）

事業費

事業概要

3,217

千円

主な支出
長和町社会福祉協議会委託料
内容

・生活支援コーディネーターが中心となり、今年度は、入大門地区で住民主体の通いの場を開設する予定だったが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、開設が見送られている。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・地域介護予防活動支援事業 感染症の影響で、研修等が予定通り実施できていない。
・生活支援コーディネーター業務 感染症の影響により予定通り実施できていない。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施
②事業を現行（計画）どおり継続して実施
今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・地域介護予防活動支援事業 今年度中に、ながわおたっしゃサポーターの地域での介護予防活動始動を目指し、研修会を継続す
る。
・生活支援コーディネーター業務 今後の感染症の状況をみながら、入大門地区での活動を進めていく。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-10

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （カ）医療体制の維持
及び主な施策
項目

事業担当課・ こども・健康推進課健康づくり
係
係

①地域の安心のため、国保依田窪病院の運営を支援します。また、各種事業等で専門職が積極的に地域へ出ることで病
院と地域のつながりをより深めます。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
国保依田窪病院の受診者数

60,174人

（年間）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

26,085人

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

依田窪医療福祉事務組合負担金
352,868

千円

主な支出
依田窪医療福祉事務組合運営費に対する負担金
内容

・国保依田窪病院へ負担金を支出し、継続して運営支援を行っている。
・病院と地域のつながりを深めていくことについては、「基本目標４（オ）健康長寿のまちづくりと生活を支える仕組みの充
実」の項目①における取り組み事業⑤及び⑥のとおりであり、各種事業等で専門職が積極的に地域へ出て、病院と地域と
のつながりをより深めることのできる事業を展開している。
・9月末現在 受診者数 26,085人
事業概要
・負担金 9月末現在 342,305千円支出
・地域とのつながり事業 9月末現在
運動機能向上教室事業 理学療法士 11回
筋肉量測定 理学療法士 8回
減塩事業
管理栄養士 7回

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・国保依田窪病院の運営に関しては、高齢者と人口減少が進む長和町を含む周辺地域において、安心して暮らしていくために必要なイ
ンフラとして捉え、総務省が示す地方公営企業繰り出し基準による負担の他、必要な医療機器等の更新、整備に伴う費用を長和町と上
田市において負担しながら維持をしている。採算が取りにくい地域において、また、人口に比して入院可能な医療機関が他圏域より少な
い上小医療圏においても必要となる病院である。経営改善に向けては、常勤医師の確保と高齢者が多い地域に即した医療提供の充実
が課題となる。
・病院と地域のつながりを深めていくことについては、「基本目標４（オ）健康長寿のまちづくりと生活を支える仕組みの充実」の項目にお
ける総合的な所見のとおり。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・国保依田窪病院を維持していくためには、県内外からの患者も多い整形外科と総合的な診療ができる内科の存続が必要となる。中で
も、高齢により自身で病院に通えない、送迎する家族がいないなどの理由から必要な時に必要な医療を受けられない方が生じないよう、
訪問医療(診療、看護、リハビリ等）の更なる充実に取組み、令和2年4月に地域包括ケア病棟へと機能転換をした病棟運営とともに経営
の改善を図っていく。
・病院と地域のつながりを深めていくことについては、「基本目標４（オ）健康長寿のまちづくりと生活を支える仕組みの充実」の項目にお
ける自己評価のとおり。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-10 第2期効果検証資料

・負担金に大きな金額が出ている。これを抑える目標というものがなければ、ただ増えていってしまうような気がする。ある程度

委員から の歯止めが必要である。
の意見 ・町として依田窪病院をしっかり守ることが必要。町民の皆さんも、依田窪病院を活用していただくことも必要である。そうすれ
ば、赤字もいくらかでも減るのではないか。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-11 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-11

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （キ）安心なくらしを守るための空き家対策
及び主な施策
項目

事業担当課・
町民福祉課生活環境係
係

①「長和町空き家等の適正管理に関する条例」及び同施行規則を活用し、空き家となっている危険家屋への対応を適切に
行うとともに、施行規則に規定する補助金の運用についても検討し、美しい町並みを保つことを目指します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
危険家屋の残存件数

維持（90件） （Ｒ6時点）

空き家等に対する指導件数

90件

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

90件
2件

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

空き家等対策計画の策定

事業費

222

千円

主な支出
空家等対策協議会委員報酬・費用弁償：222千円
内容

・空き家に対する相談・苦情を受け、所有者に対し改善を促すよう指導・助言を行った。
事業概要 ・空家等対策計画の素案作成
・空家等対策協議会委員の選定

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・空き家に対する相談等に対しての指導等のみであり、危険家屋全体に対する改善通知の発送には至っていない。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・空家等対策協議会の設立と空家等対策計画を策定し、空き家についての総合的な取り組みを進める。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見
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Ｒ6実績

【公表】Ｒ2中間 整理番号4-12-1（補助事業） 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-12-1

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （ク）道の駅マルメロの駅ながと、和田宿ステー
及び主な施策 ションの魅力向上

項目

事業担当課・
産業振興課特産品開発係
係

①観光客をはじめ大勢の人が集う「道の駅マルメロの駅ながと」、「和田宿ステーション」を地域の拠点と考え、整備・改修し
た施設を活用し、魅力向上に取り組みます。マルメロの駅ながとにおいては、大型農畜産物直売所を核とした複合施設を
活用し、直売所、体験農場、レンタルオフィス、チャレンジショップの各事業を展開することにより、農業をはじめとした地域
産業の活性化、都市農村交流の活発化、利用者のニーズを考慮した買い物の利便性の向上、情報発信等、様々な角度か
らの地域振興に取り組みます。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
大型農畜産物直売所売上高
大型農畜産物直売所出荷農業者数
レンタルオフィス及びチャレンジ
ショップの新規出店数
体験農場利用者数
地域活性化に資するイベント来場者
数

156,000千円

（年間）

60,000千円

200人

（Ｒ6時点）

210人

3件

（Ｒ6時点）

3件

400人

（年間）

0人

1,150人

（年間）

0人

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

長和町道の駅エリア再整備による地域農業・地域産業活性化事業【地方創生拠点整備交付金事業】（令和元年度実施）
399,841

千円

主な支出 補助対象外も含む全体事業費。大型農畜産物直売所建設・下屋建設（362,793千円）、足
内容
湯建設（23,870千円）、設計監理（13,178千円）。

・令和元年度に地方創生拠点整備交付金を活用して、道の駅マルメロの駅ながと内に、大型農畜産物直売所のほか、下
屋と足湯を整備した。
・農業者等の所得向上及び道の駅エリアの中核となる施設として大型農畜産物直売所を核とし、加工研究室、体験農場管
事業概要
理室、レンタルオフィス、チャレンジショップの機能をあわせ持つ複合施設を整備。更に「マルメロの駅ながと」に隣接する商
業エリアとの一体化に向けた施設整備として、道の駅直売所及び商業エリアに点在する店舗間の歩道に屋根を設置すると
ともに休憩スペースを充実させ、また、滞在できる道の駅エリアの一つの要素として足湯を整備した。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

長和町道の駅エリアを核とした地域農業・地域産業活性化事業【地方創生推進交付金事業】
25,000

千円

主な支出 集客力向上のための体制整備（カメラソリューション機能構築）、窓口機能人材活動委託・
内容
体験農場運営委託・イベント開催負担金・直売所広報宣伝費等

・大型農畜産物直売所を核とした複合施設を活用し、直売所・体験農場・レンタルオフィス・チャレンジショップの各事業を展
開し、農業をはじめとした地域産業の活性化、都市農村交流の活性化、利用者のニーズを考慮した買い物の利便性の向
上、情報発信等、様々な角度から地域振興に取り組む。
事業概要 ・令和2年度は、カメラソリューション機能構築委託費により、来場者数のカウント・集客エリアの分析、直売所商品動向の確
認のためのシステム導入を行う。
・9月末現在、カメラソリューションの導入が完了し、稼働を始めたところである。また、窓口機能人材確保や体制整備等は
計画通り進めており、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮しながら広報宣伝やイベント等を実施している。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・両事業のＫＰＩに関し、売上げは達成に向け順調に推移している、レンタルオフイスは2件、チャレンジショップとして、長門牧場が地元食
材を使った食事と奨励品認定を受けたメニューを提供するショップとして出店している。ただし、体験農場は感染症の影響により実際に
受入は全く出来ない状況である。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

③事業内容を見直して実施
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-12-1（補助事業） 第2期効果検証資料

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・長和町道の駅エリアを核とした地域農業・地域産業活性化事業に関し、体験農場の計画を見直し、来年度早々に受入できるよう、圃場
の整備、体験メニューの検討を行う。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
③事業内容を見直して実施

委員から
（なし）
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-12-2（単独事業） 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-12-2

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （ク）道の駅マルメロの駅ながと、和田宿ステー
及び主な施策 ションの魅力向上

項目

事業担当課・
産業振興課特産品開発係
係

①観光客をはじめ大勢の人が集う「道の駅マルメロの駅ながと」、「和田宿ステーション」を地域の拠点と考え、整備・改修し
た施設を活用し、魅力向上に取り組みます。
・和田宿ステーションの改修等は必要に応じ順次進めており、新和田トンネル無料化を考慮し、道の駅化の働きかけを関係
機関に継続し、寄せられた意見・アイデアを踏まえ取り組みを見直す。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
和田宿ステーション利用者数

70,000人

（年間）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

6,000人

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

和田宿ステーションの整備

事業費

2,706

千円

主な支出
光熱水費、指定管理委託料
内容

・令和元年度中に施設改修を実施。リニューアルオープンした施設を活かし、集客に努める。
事業概要 ・道の駅化の働きかけを関係機関に継続して実施するとともに、寄せられた意見・アイデアを踏まえ取り組みを見直す。
・道の駅化の検討については、随時進めているところである。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・和田宿ステーションの整備事業について、4月末にリニューアルオープンしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数が
大幅に減少している。イベント等も自粛している状況である。
・和田宿ステーションの道の駅化は、新和田トンネルの無料化を考慮ながら、課題の洗い出しなどを行い、検討していく必要がある。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・和田宿ステーションの整備について、施設や設備の必要に応じた修繕を随時行い、施設の魅力向上と適切な維持に努める。
・道の駅化の検討は、課題の洗い出しなどを行いながら、随時検討を進めていく。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
（なし）
の意見

- 62 -

【公表】Ｒ2中間 整理番号4-13 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-13

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （ケ）時代に合った別荘地づくり
及び主な施策
項目

事業担当課・ 建設水道課別荘係、総務課
係
大門支所係

①別荘マスタープランを策定し、時代に合った別荘地の運営に努めます。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
別荘マスタープラン策定、内容に基
づく施策の実施

プランによる
（Ｒ6時点）
実施

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

策定中

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

長和町別荘地マスタープラン策定事業
495

千円

主な支出
策定委託料、委員報酬、旅費
内容

・町内には、町営や財産区営の別荘が5,000区画有り、その多くが産業構造の変化や景気後退などによる経済情勢の変化
などにより、解約区画の増加、所有者の世代交代など大きな時代の流れの中で転換期を迎えてきている。これらの別荘地
が、将来にわたって健全で安定した管理運営を継続していくための方策をマスタープランで示し、別荘地が町全体の大切な
事業概要
資源として活用されるよう、今の時代が求める魅力的な別荘地を創造していく。
・令和2年度に入ってからは、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、策定委員会の書面開催、コンサル業者との
リモート打ち合わせを行い、原案の策定までは完了した。

取り組み事業② （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名

策定内容に沿った各施策の実施

事業費

千円

主な支出
内容

・策定されたマスタープランの方針に沿って、各別荘地の運営会議等で今後の経営方針を検討する。
事業概要 ・また、町は各種振興計画、施策の実施において、マスタープランで目指す町の別荘地の将来像との整合性をはかってい
く。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・長和町別荘地マスタープラン策定事業は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令などで、オーナーの大半を占める
都市部からの移動が制限されるなど別荘地を取り巻く環境も大きく変化した。
一方、感染防止を目的とした在宅勤務やリモートオフィスなどの新しいワークスタイルや近距離滞在型リゾートなどの需要増加に伴い、
別荘地がそれらのアイテムの一つとして見直されてきている。
マスタープランにおいてもそれらの現状を反映した計画になるよう修正をし、策定を進めている。
・策定内容に沿った各施策の実施は、マスタープランの策定がされた後に進める。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
③地方創生に効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載
・長和町別荘地マスタープラン策定事業は、別荘オーナーや若年層へのアンケート調査分析、各財産区や庁内の関係部署へのヒヤリン
グも終わり、原案の策定まで完了している。
今後、パブリックコメントの実施など広く意見募集を行い、年度内にマスタープランの公表を目指す。
・策定内容に沿った各施策の実施は、マスタープランの策定がされた後に進める。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-13 第2期効果検証資料

地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
③地方創生に効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から ・マスタープランを作って頂いたが、町全体で取り組んでいかなければ、一別荘としても成り立っていかないと思う。長和町のマ
の意見 スタープランは立派なものである。町の全力をあげて取り組んで頂きたいと思う。
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-14 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-14

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標
基本目標４ （コ）ふるさと納税制度の活用
及び主な施策

項目

事業担当課・
企画財政課管財係
係

①ふるさと納税のPRを積極的に行い、寄附金額の増額を目指すとともに、寄附された資金をもとに地域課題の解決や返礼
品による地域経済の活性化に取り組みます。
・都市部への税収の偏在の解消を図るため、生まれ育った故郷への税制を通じた貢献を目的に創設された制度であるが、
現在は地方ならではの地場産品を求める方の利用が多数を占めており、この機会を捉え、寄付金額の増加を目指してい
く。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
ふるさと納税金額

40,000千円

（5年累
計）

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

6,300千円

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

ふるさと納税事業
23,494

千円

主な支出 支援業務委託料 7,367千円、システム使用料 1,127千円、ふるさと納税基金積立金
内容
15,000千円

・業務委託により、ふるさと納税専用サイト4社の利用を行い、長和町に対するふるさと納税の促進を図る。
事業概要 ・今年度の目標金額は15,000千円としているが、9月末時点での寄付額は約6,300千円となっている。
・新規に2品の返礼品が追加となった。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】

・ふるさと納税の利用者は年々増加しており、2019年度の日本全体での寄付金額は4875.4億円となっている。
・昨年度より業務委託を行い、申込サイト等の拡充をしたことから、寄付金額は約5倍の増加となっており、町の貴重な自主財源となって
いる。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
②地方創生に相当程度効果があった

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・今年度は新規に2品の返礼品が追加となったが、寄附申込が集中する年末に向け、より魅力的な返礼品が追加できるよう他部署とも
連携を取り、寄付額の増加を図る。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
②地方創生に相当程度効果があった

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施

委員から
・申し込みサイトの拡充などにより寄付金額が5倍なったということで、大変素晴らしい成果である。
の意見
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-15 第2期効果検証資料

第2期「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 事業効果検証資料
資料種別

Ｒ2中間用

整理番号

4-15

１ これまでの取り組み経過及び自己評価
基本目標 基本目標４ （サ）コミュニティ施設の整備による地域共生社会
及び主な施策 の実現とＳＤＧｓの実践

項目

町民福祉課福祉係、教育課
事業担当課・
社会教育係（ほか関係各課が
係
連携）

①地域共生社会の実現とSDGｓ（「持続可能な開発目標」）の実践のため、従来の公民館的機能（講堂、会議室、調理室
等）に加え、コワーキングスペースも備えたコミュニティカフェ等を備えたコミュニティ施設を整備します。施設では、それぞれ
の部屋を有機的に連携させ、障がい者雇用の創出、多様な働き方（働き方改革）の支援、地域住民等の交流拡大、地場産
品の消費拡大、放課後児童受入れによる子育て支援、子ども食堂運営による子どもの貧困対策、高齢者をはじめ全世代
を対象とした町民への効果的な健康増進事業の実施による健康長寿のまちづくり、機能を強化した避難所、地域（近隣市
を含む）の中学校・高校・大学（依田窪南部中学校、丸子修学館高校、長野大学等）と連携し、福祉教育のフィールドワーク
を受け入れるなど福祉分野における人材育成の場として活用します。

重要業績評価指標（KPI)の内容と令和6年度目標値・各年度実績値
指標
Ｒ6目標値 （考え方） Ｒ2実績
障がい者を中心とした雇用創出者数

4人

（Ｒ6時点）

0人

1,800人

（年間）

0人

1,800千円

（年間）

0千円

コミュニティカフェ利用人数
コミュニティカフェ売上高

Ｒ3実績

Ｒ4実績

Ｒ5実績

Ｒ6実績

上記KPI達成のために取り組んだ事業（資料作成年度における取り組み内容）
取り組み事業① （事業名、事業費・主な支出内容、事業概要）
事業名
事業費

地域共生社会実現のためのコミュニティ施設整備事業
千円

主な支出
内容

・古町地区への山の子学園共同村の移転が予定されており、運営する社会福祉法人と連携しながら、現在の古町公民館
の敷地に事業目的である地域共生社会の実現とSDGsの実践を目指したコミュニティ施設の建設を検討する。
事業概要
・令和2年度においては、古町地区住民への説明を行い、施設建設に向けた準備を進めることとしており、山の子学園共同
村の移転について、土地賃貸借を含む基本協定を締結した。

上記の取り組みに対する総合的な所見（事業の効果、各事業の取り組みの中で見えてきた課題、課題の改善策）
総合的な所見【事業の効果、課題、改善策：KPIの達成ができた場合はその要因、未達成の場合にはその理由を含めて】
・山の子学園共同村の移転に関する土地賃貸借を含む基本協定が締結されるなど、本事業の取り組みに向けた準備が進んでいる。
・コミュニティ施設については、建設に向けた検討委員会を立ち上げ、協議を進める段階であるが、地域住民への説明と理解が必要で
ある。

ＫＰＩ達成状況や取り組み事業を踏まえた地方創生への効果及び今後の取り組み方針（自己評価）
地方創生への効果
今後の取り組み方針
⑤未実施

②事業を現行（計画）どおり継続して実施

今後の取り組み内容（改善の方向性・今後の事業計画等）
中間評価時：年度後半に向けての改善の方向性や事業計画
年度終了後評価時：翌年度に向けての改善の方向性、翌年度事業計画及び予算、翌々年度以降の事業計画を記載

・コミュニティ施設の整備については、建設に向けて、今後、建設検討委員会を立ち上げ、地域住民の理解を得ながら協議を進める。

２ 地方創生推進協議会による効果検証結果
地方創生への効果及び今後の取り組み方針
地方創生への効果
⑤未実施

今後の取り組み方針
②事業を現行（計画）どおり継続して実施
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【公表】Ｒ2中間 整理番号4-15 第2期効果検証資料

委員から
（なし）
の意見
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