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●地方創生加速化交付金
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●地方創生推進交付金
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交付
割合
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⑤ 1/2
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※各事業ごとの詳細内容については，詳細頁のとおり

※この資料は，外部有識者による効果検証を行うため，三重県を通じて国（内閣府）に提出済の地方創生加速化交付金・地方創生推進交付金に
係る「実施計画」または「実績報告書」 から，検証に必要と考える項目及び内容を抜粋し， 作成いたしました。

地方創生加速化交付金・地方創生推進交付金の取組事業結果について

2,3

4,996,000
（4,996,000)

6,200,000
（6,200,000）

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを活
用した地域活性化推進首長連合新虎通り活用
事業

詳細頁担当課

4,996,000
（4,996,000)

6,200,000
（6,200,000）

福祉ロボット推進事業
30,232,000

（30,232,000）
28,537,000

（28,537,000）

4,5

6,7

計画額
(交付額)

地域資源活用課

計
39,733,000

(39,733,000)

担当課

41,428,000
(41,428,000)

伊勢型紙の戦略的ブランディングを通じた
SUZUKA地域資源活用人材育成事業

4,900,000
（2,450,000）

4,843,140
（2,421,570)

障がい福祉課

計画額
(交付額)

実績額
(交付額)

事業の名称

計
18,777,000
(9,388,000)

17,168,855
(8,584,427)

地域資源活用課

障がい者就労農福連携事業
（障がい者の新たなビジネスモデル創造事業）

実績額
(交付額)

障がい福祉課

（単位：円）

（単位：円）

　国の平成２７年度補正予算及び平成２８年度当初予算にて，内閣府から交付を受け，
平成２８年度に事業を実施した地方創生加速化交付金・地方創生推進交付金の取組結果については，
以下のとおりです。

障がい者就労農福連携事業
（障がい者の新たなビジネスモデルの拡充・
　自立事業）

1,466,000
（733,000)

1,177,000
（588,500)

障がい福祉課 12,13

詳細頁

10,11

雇用と移住のトータル支援による
官民連携人材獲得事業

12,411,000
（6,205,000）

11,148,715
（5,574,357）

産業政策課
住宅政策課
建築指導課
総合政策課

8,9

事業の名称
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①
1

3
計画額

（交付額）
実績額

（交付額）
交付
割合

10/10

4

5 始期 終期

平成28年度地方創生加速化交付金　取組事業
担当課：障がい福祉課

事業の名称 福祉ロボット推進事業

交付対象事業に要する
経費（H28年度）

30,232,000円
（30,232,000円）

28,537,000円
(28,537,000円）

2

事業の概要
（目的）

　本市には，みえライフイノベーション総合特区により誘致された，サイバーダイン社の
子会社「鈴鹿ロボケアセンター」によるロボットスーツＨＡＬ（以下「HAL」という。）の研究・
訓練施設がある。
　平成２７年８月には，市，鈴鹿ロボケアセンター，鈴鹿医療科学大学とＨＡＬの活用に関
して３者協定を締結しており，本事業で，ＨＡＬを核とした，HAL活用人材育成，HAL普及
促進による雇用の創出，高齢者や障がい者への新たなリハビリ機会の提供による自立
支援等に取り組もうとするものである。
　本市では，理学療法士や看護・介護職を希望する学生が鈴鹿医療科学大学で学んで
おり，本事業において，ＨＡＬという社会資源を活用し，同大学学生にＨＡＬを使った講義
を行い，ＨＡＬ訓練技術の習得を支援する。
　また，平成２８年１月，ＨＡＬの医療器具としての保険適用の認証を取得しており，臨床
における科学的観点からの有効性・実用性等の検証を行いながら，ＨＡＬの高度化を進
め，医療・介護施設への普及を促進する。
　本市の高等教育機関に在籍する学生の多くは，卒業後，鈴鹿市を離れて就職する方
も多いことから，上記の取組によって，市内医療機関，介護施設等においてＨＡＬの導入
を促進し，ＨＡＬ訓練技術を習得した有望な学生が，卒業後も市内で就職し活躍できる場
を創出し，学生の市内での就職機会の増加につなげることを目指していく。
　また，このようなサイクルの情報発信によって，医療・看護・介護系学生の就学・就職
先の魅力的な候補の一つとして，鈴鹿市の認知度を向上させ，若者の流入増加と定住
促進を目指すものである。
　さらに，医療機関においてはＨＡＬ医療用(下肢タイプ）等によるリハビリの実施等によ
り，高齢化が進む中で，高齢者や障がい者にとっても新たな有効なリハビリの機会の充
実が図られ，自立へ向けた支援の有効な手段の一つとして，事業展開と情報発信を
行っていく。
　また，介護現場においてはＨＡＬ作業支援用（腰タイプ）を使った介護職員の労働環境
改善にも寄与するものであるため，特に介護職員の不足・離職等に対応し，雇用の創
出・維持につながるよう取組を進める。

事業の概要
（平成28年度）

（交付金充当内容）

実績額：28,537,000円

福祉ロボット推進事業委託費

○HAL活用人材の育成　16,302,000円

○HALの普及促進　　12,235,000円

※その他，当該事業により，「HAL活用人材の市内就職の促進」や「HALの普及促進に
伴う看護・介護職員の労働環境改善による雇用の創出を図る」取組を進めるとともに，
「新たな有効なリハビリ環境の構築により高齢者・障がい者等の自立を支援」する取組
に繋げる。

予算区分 平成27年度補正予算

事業実施期間 平成27年3月 平成29年3月
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指標① 施設

指標② 人

指標③ -

事業効果

自主財源の
種類

平成28年度
目標値

平成28年度
実績値

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【A】
HAL導入機
関の自主財
源
（医療費，
介護費及び
保険診療の
適用）

- - - - - -

【B】
大学の自
主財源
（在学生の
授業料等）

- - - - - -

【C】　　- - - - - - -

【D】　　- - - - - - -

事業効果の判断理由

施設における導入促進により，医療現場における普及と人材育成に一定の効果があっ
た。また講演会については，目標値を大きく上回る人数の参加があり，将来の普及に向
け，利用者の裾野を広げるとともに，ロボットスーツＨＡＬの知名度向上にも一定の効果
があった。ただし施設導入の最終目標であるロボットスーツの購入には至らなかったこ
と，知名度の向上はあったものの，雇用の創出には直結していないことから，「③地方創
生に効果があった」に留まるとの判断をした。

ロボットスーツＨＡＬの
試行導入施設数

平成29月3月

-

目標年月
指標値

目標値 実績値

5 5

7

自立性の観点
※将来的に本交付金に頼らずに，事業として自走していくための指標

自主財源の内容と実現方法

ＨＡＬ医療用(下肢タイプ）は，2016
年1月27日，神経・筋難病疾患のリ
ハビリに保険適用が承認され，
2016年4月の収載を予定。将来的
には，HALの導入効果についてPR
することにより，リハビリ等の利用
者を増加し，導入機関の自主財源
によりHAL導入を促進する。

学生のHAL訓練技術の習得につ
いては，将来的には大学のカリ
キュラムの一つとしての位置付け
を行うなど，大学の自主財源にお
ける人材育成が可能となるように
事業推進を行う。

-

-

自立性の観点における
課題
※上記の指標に数値が
ある場合は，それを踏ま
えて評価して下さい。

現在交付金を活用して，鈴鹿ロボケアセンターの職員が行っている訓練指導について，
鈴鹿医療科学大学の講師に指導者の資格を付与し，学生が訓練を行える体制を整える
ことで，より低料金で利用が出来るようにする必要がある。
また平成29年度には同大学の鍼灸学部内に訓練施設を設置（資機材については鈴鹿ロ
ボケアセンターが無償で貸与）する予定であり，将来的には大学のカリキュラムとして，
自主財源による運営を目指したい。

6

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標名 単位

　①地方創生に非常に効果的であった
　②地方創生に相当程度効果があった
　③地方創生に効果があった
　④地方創生に効果がなかった　から選択

③地方創生に効果があった

KPIの
実績値を踏まえた
事業課題

試行導入施設，講演会等参加者数ともに，目標値を達成できた。
導入促進→人材育成→雇用創出→人口減少の阻止という流れを確実にするべく，より
一層の認知度の向上と人材育成を両面で進め，制度定着に向けた土壌の深耕を図りた
い。

HAL講演会等参加者数 平成29月3月 55 500

- - -

3/13



②
1

3
計画額

（交付額）
実績額

（交付額）
交付
割合

10/10

4

5 始期 終期

予算区分 平成27年度補正予算

2

事業の概要
（目的）

　本市は，三重県北勢部（名古屋圏）に位置し，自動車産業をはじめとする製造業を中心
とした工業都市であるが，一方で，水稲・野菜・茶・花木などの生産が盛んな農業生産都
市でもある。しかしながら，農業生産人口の減少（農業における労働力の確保），耕作放
棄地の増加，経営規模の問題など，農業を取り巻く状況は非常に厳しいものとなってい
る。
　このような農業に関する課題を解決するための一つの手法として，農業の活性化と障
がい者雇用とのマッチングに着目し，福祉的就労支援事業所に対する農業分野における
技術的支援及び障がい者施設で生産された農産物の販売実証を通じた支援を行うととも
に，福祉的就労支援事業所に就労する障がい者を，農業者や一般企業に一般就労させ
るためのネットワークを構築し，農業の活性化，障がい者の雇用確保及び職域を拡大す
る取組を進めていく。
　また，この取組を通して，障がい者が，福祉的就労から一般就労（農業生産者）として自
立することで，本市の農業生産体制の維持と，福祉的就労支援事業者及び障がい者の
雇用の創出に共につながる仕組みを構築する。
　事業推進の課題としては，近年は企業における障がい者雇用率の改善が図られてきて
はいるものの，福祉的就労支援事業所から一般就労に移行できる者はまだまだ少ない
のが現状であるため，本事業で養成する農業ジョブトレーナーが，農業における障がい
者の職域を発掘するとともに，一般就労へのマッチングの橋渡し役として活動し，雇用の
増加を図ることとしている。
　また，雇用対策として，本市には農福連携事業に取り組んでいる福祉的就労支援事業
所は既にあるが，事業所間のネットワークが弱く，事業所によって経営ノウハウや生産性
に格差がある等の課題があり，また，福祉的就労支援事業所での仕事の確保や障がい
者の工賃向上も，大きな課題となっている。このような福祉的就労支援事業所の課題に
対しても，農業ジョブトレーナーが，各事業所の強み弱みを共有し，農業生産性向上に資
する技術的支援や新たな職域の発掘などによる経営力や生産性向上へのアドバイスを
行い，安定した事業所の運営と障がい者の福祉的就労の増加，工賃向上に繋げていくこ
ととしている。
　このような取組により，農業と福祉を連携させ，障がい者が地域生活において自立する
ために，農業分野における福祉的就労を増加し，加えて福祉的就労から一般就労への
移行を加速させていくことで，本市の特色の一つである農業の活性化と，持続的なまちづ
くりを行っていくこととしている。

事業の概要
（平成28年度）

（交付金充当内容）

実績額：4,996,000円
農福連携業務委託料　　4,996,000円
○ジョブトレーナー活動経費（1,556,000円）
ジョブトレーナー活動・派遣経費等
市内農業従事者，新規就農希望者などを対象に，養成講座を開催し，年間５名程度の
ジョブトレーナーを養成する。養成したジョブトレーナーは，農福連携事業所及び障がい
者への技術指導（農業のスキルアップ）や農業経営に関する指導，助言を行う。農業経
営者が必要とする時は，養成したジョブトレーナーを派遣する。
※農業ジョブトレーナー・・・障がい者への職場(農作業)適応援助者。
ＪＡ鈴鹿の「いきいき農業大学修了者」や農福連携事業所指導員等を対象に養成。
※農福連携事業…市内障害福祉サービス事業所のうち，農産物を生産する事業所。
○一般就労受入先への助成（400,000円）
障がい者の一般就労受入先（農業者，企業等）への助成
○業務管理に係る経費（3,040,000円）
全体業務管理及びジョブトレーナー養成にかかる経費
全体業務管理及びジョブトレーナーを指導する農業指導員の活動経費，
ジョブトレーナー育成のための外部講師招聘等
※以上により，農福連携事業のネットワーク組織を構築し，農産物の生産管理から販売
までを調査・検討する。ネットワークの中で，農産物販売拠点での農産物の販売方法，農
作物の選別をおこない，農福連携事業所に売上げを分配し，生産した農産物を障がい者
自身が販売に携わり，生産販売による財源を活用し，安定的に経営ができる仕組みを構
築する。農業経営者とも連携し，一般就労を目指す障がい者の受入先を確保し，一般就
労に向けた支援を行う。

事業実施期間 平成28年3月 平成29年3月

平成28年度地方創生加速化交付金　取組事業
担当課：障がい福祉課

事業の名称 障がい者就労農福連携事業（障がい者の新たなビジネスモデル創造事業）

交付対象事業に要する
経費（H28年度）

4,996,000円
（4,996,000円）

4,996,000円
（4,996,000円）
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指標① 人

指標② 人

指標③ 箇所

事業効果

自主財源の
種類

平成28年度
目標値

平成28年度
実績値

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【A】
一般財源及
び事業所の
自主財源

- - - - - -

【B】
一般財源及
び事業所の
自主財源

- - - - - -

【C】　　- - - - - - -

【D】　　- - - - - - -

事業効果の判断理由

まずひとつとして，今後の障がい者の就農に関するハブとして，一般社団法人障がい者
アグリ就労人材センターの立ち上げ，さらに，KPIも達成した。今まで互いにリンクすること
が難しかった農業への参入意欲を持つ事業者，農家，ジョブトレーナー，消費者，障がい
者を効果的につなげる仕組みが出来上がり，障がい者の就農や，農業へのかかわりを
通した地方創生の加速に，一定の効果があったということができる。

農業ジョブトレーナー
養成者数

平成29月3月 10 10

12

目標年月
指標値

目標値 実績値

7

自立性の観点
※将来的に本交付金に頼らずに，事業として自走していくための指標

自主財源の内容と実現方法

将来的には，ジョブトレーナー
派遣事業を，行政支援で行う
ほか，福祉事業所職員がジョブ
トレーナーとして自立できる体
制を構築していく。

生産及び販売体制の効率化。
生産についてはジョブトレー
ナーとの連携により体制を構
築。同時に，販路拡大に取り組
み，生産販売に基づく収益を財
源として，平成３１年度には，農
業者が障がい者を雇用する仕
組みまで発展させ，安定的に
雇用が図れる体制をめざす。

-

-

自立性の観点における
課題
※上記の指標に数値が
ある場合は，それを踏ま
えて評価して下さい。

現役の福祉事業所職員，かつジョブトレーナーという人材を確保していくことが必要と考
えられる。
ジョブトレーナーというものの存在を周知するとともに，現場へのジョブトレーナーの派遣
を積極的に行うことで，福祉事業所職員にジョブトレーナーの有用性を認識してもらい，
福祉事業所職員自身が意欲的にジョブトレーナーを目指すような意識付けを行っていくべ
きである。
福祉事業所職員のジョブトレーナーが増えることで，福祉事業所職員内でのノウハウの
継承が行われ，障がい者の今後の就農環境も加速度的に改善されると考えられる。

6

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標名 単位

　①地方創生に非常に効果的であった
　②地方創生に相当程度効果があった
　③地方創生に効果があった
　④地方創生に効果がなかった　から選択

②地方創生に相当程度効果があった

KPIの
実績値を踏まえた
事業課題

KPIの目標値をクリアすることができた。
よって当事業は順調に完了したといえる。
今後の課題としては，優先して農業ジョブトレーナーの養成者数を引き続き拡大させるこ
とが必要と思われる。
そのことで指導をうけて障がい者の受け入れが可能となる農家，事業所数が拡大し，結
果として障がい者の就労機会が拡大するという，良好なサイクルを作り上げることが重要
である。

当該農福連携事業実
施による福祉的就労か
ら一般就労者への移
行者数

平成29月3月 0 1

農業を通じて障がい者
の受け入れを行う農業
者，一般企業，福祉的
就労支援事業所の数

平成29月3月 9
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③

1

3
計画額

（交付額）
実績額

（交付額）
交付
割合

10/10

4

5 始期 終期

予算区分 平成27年度補正予算

2

事業の概要
（目的）

　・「2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合」を通
じた事業の実施

・地域の誇る地域資源をテーマ性を持って発信することで、外国人・日本人の地域への
誘客や産品等の購入を促進し、地域の産業・観光を振興

・地域の企業等への支援を行い就労環境を作ることで、地域産品等への関心を高めて
それに携わる仕事を希望する訪問者の雇用等に寄与

（雇用創出につながる主な取組）

①ものづくり元気企業支援事業

②伝統工芸士候補育成事業

③伊勢型紙振興事業、鈴鹿墨振興事業

④鈴鹿市企業立地マッチング事業

事業の概要
（平成28年度）

（交付金充当内容）

実績額：6,200,000円

民間事業者への委託により事業を実施する。

・民間事業者によるコーディネート費用

・会場の警備、清掃等の運営費用

事業実施期間 平成28年3月 平成29年3月

平成28年度地方創生加速化交付金　取組事業
担当課：地域資源活用課

事業の名称
2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合
新虎通り活用事業

交付対象事業に要する
経費（H28年度）

6,200,000円
(6,200,000円)

6,200,000円
(6,200,000円)
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指標① 人

指標② -

指標③ -

事業効果

自主財源の
種類

平成28年度
目標値

平成28年度
実績値

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【A】
民間企業等
による協賛
などの収入

- - - - - -

【B】
イベント出
展料や広
告収入な
ど

- - - - - -

【C】　　- - - - - - -

【D】　　- - - - - - -

事業効果の判断理由

平成28年度の事業開始で，現状値を2.5万人と見込んだ計画であるが，実績値は2.2万
人であった。オープンが年度末にまでずれ込んだことを考慮するとともに，市内の伝統
産業従事者・企業・物産関係者等と行なった事業実施に備えた事前協議等を通して地
方創生意識が高揚・定着したことにから「地方創生に効果があった」と判断した。

新虎通りの事業への来
場者数（出展される地
域資源や基礎自治体の
情報に触れる人）

平成29月3月 250万人 2.2万人

-

目標年月

指標値

目標値 実績値

7

自立性の観点
※将来的に本交付金に頼らずに，事業として自走していくための指標

自主財源の内容と実現方法

全国の350もの基礎自治体が加
入している「2020年東京オリン
ピック・パラリンピックを活用した
地域活性化首長連合」の地域
資源を活用して事業展開を行い
たい首都圏の民間企業等に対
する協賛会員の仕組みの検討
などを行い、民間企業等への情
報提供、民間企業等からの事
業提案を受けて基礎自治体へ
のＰＲを行うなど、同連合との連
携を働きかけ、協賛金を募り財
源の確保を図る。

首都圏の民間企業を中心とし
て、新虎通りでのイベント実施
における出展や、会場などへの
広告掲載等を働きかけ、出展料
や広告収入などによる財源の
確保を図る。

-

-

自立性の観点における
課題
※上記の指標に数値が
ある場合は，それを踏ま
えて評価して下さい。

本事業の認知度の向上やブランド化を図り，企業スポンサーの獲得による広告収入の
確保や，自治体等のブース出展等による収入確保など，より多くの自主財源を確保す
るために，魅力的かつ効果的な事業ＰＲを行う必要がある。

6

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標名 単位

　①地方創生に非常に効果的であった
　②地方創生に相当程度効果があった
　③地方創生に効果があった
　④地方創生に効果がなかった　から選択

③地方創生に効果があった

KPIの
実績値を踏まえた
事業課題

「2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合」として取
り組む「旅する新虎マーケット」での出展者の選定・調整，開催イベント内容について，よ
り多くの来場者数が見込めるような魅力ある内容を企画する必要がある。

- - - -

- - -
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④
1

3
計画額

（交付額）
実績額

（交付額）
交付
割合

1/2

4

5 始期 終期

平成28年度地方創生推進交付金　取組事業
担当課：産業政策課，住宅政策課，建築指導課，総合政策課

事業の名称 雇用と移住のトータル支援による官民連携人材獲得事業

交付対象事業に要する
経費（H28年度）

12,411,000円
（6,205,000円)

11,148,715円
(5,574,357円)

2

事業の概要
（目的）

①　市内企業が必要とする労働力のニーズと採用実績のギャップを明らかにするととも
に，労働力のニーズについて包括的に把握することで，業界，職種，年齢等の情報か
らセグメント化による整理を行い，データバンク化を進め情報の蓄積を進める。

②　①に基づき，市内主要産業であるものづくり企業をメインの対象として，各セグメン
トに適した戦略的かつ効果的な採用マッチング，及び，求人にマッチする人材育成セミ
ナー等を実施する。

③　市内既存企業や新規立地企業が採用に関わる課題を共有し，効果的な実施手法
等の戦略立案から実行まで担う新たな試みとなる民間企業主導型の協議会の立ち上
げに向けた基礎を固めるため，官民連携を軸にした鈴鹿市雇用促進連携協議会を組
成する。

④　上記取組を通じて，これまでも行ってきた企業誘致，既存立地企業のマザー工場
化等の取組を加速化させる。

⑤　移住が伴う求職者に対しては，採用マッチングの他にも，住まい情報や，出産，子
育て情報を発信し，個別に相談に応じる生活支援セミナーを併せて開催する。また，希
望企業の見学や社員，移住経験者との交流機会の創出，住まいや子育て支援施設，
商業施設等の生活拠点施設の見学や地域資源等の魅力を一体的に伝えるバス見学
ツアーを実施する。

⑥　雇用，住まい，出産・子育てに関わる，働き世代・子育て世代が求める情報を一体
的に提供できるワンストップ窓口を構築する。

事業の概要
（平成28年度）

（交付金充当内容）

◆合同企業説明会などにおけるブース出展経費　6,782,000円
市外・県外で開催される合同企業説明会などに対し，市内の製造業・建設業等に関す
る中小企業の紹介ブースの他，市内の企業の出展機会を設ける。

◆創業支援セミナー，個別相談会実施経費　2,698,000円
市内での創業準備者に対し，創業支援セミナーや個別相談会の開催し，創業支援を
行う。

◆空家等対策協議会開催経費　131,000円
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画の作成に当たり，鈴
鹿市空家等対策協議会の開催をする。

◆空家情報一元化経費　338,000円
市内全域の空家情報を一元的に管理し，情報の共有と発信を円滑に行うため，現地
調査の結果のほか，所有者とその利活用意向等の情報を収集，集約し，地理情報シ
ステム上に登載する。

◆労働力確保に向けた基礎調査経費　1,199,000円
市内ものづくり企業の求人ニーズの傾向や充足率など労働力の確保に関する課題に
ついて，市内を包括的に把握及び効果的な人材確保の検討に向けた課題の整理や，
人材の育成，定着に向けた先進事例の調査に関する基礎調査を行う。

※国への実績報告については，千円未満を四捨五入の上，千円単位で報告。

予算区分 平成28年度予算

事業実施期間 平成28年5月 平成29年3月
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指標① 人

指標② 人

指標③ 社

事業効果

取組内容

自主財源の
種類

平成28年度
目標値

平成28年度
実績値

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【A】
民間企業が
主体的に行
う協議会へ
の参画企業
の年会費

- - - - 4,000,000円 5,000,000円

【B】   - - - - - - -

【C】   - - - - - - -

【D】   - - - - - - -

事業効果の判断理由
建設業など業種によっては，この事業の中で就職者が確保できていない現状ではある
が，当初の目標値以上の実績となったため。

市内ものづくり企業へ
の就職者数

平成29月3月

15

目標年月
指標値

目標値 実績値

1 11

7

自立性の観点
※将来的に本交付金に頼らずに，事業として自走していくための指標

自主財源の内容と実現方法

民間企業が主体的に行う
協議会の参加企業を増やし，
より多くの年会費を受ける。

自立性の観点における
課題
※上記の指標に数値が
ある場合は，それを踏ま
えて評価して下さい。

本事業を中長期的に実施していくため，本事業における調査・研究事業を基に実績を積み上げるこ
とで，平成31年度には，鈴鹿市雇用促進連携協議会の枠組みをベースとした民間企業が主体的に
行う協議会を立ち上げ，参加企業を増やし年会費で運営できる仕組みを構築する。

　雇用のミスマッチを解消するべく雇用促進連携協議会を立ち上げたばかりであるが，
今後民間企業主体で協議会を運営するには，独自での合同企業説明会を開催する事
などによって収入を得る手段を創出し，その有用性を周知しながら，事業の必要性をい
かに企業に認識してもらうかが課題となる。

6

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標名 単位

　①地方創生に非常に効果的であった
　②地方創生に相当程度効果があった
　③地方創生に効果があった
　④地方創生に効果がなかった　から選択

②地方創生に相当程度効果があった

KPIの
実績値を踏まえた
事業課題

実績値については目標値を上回ったものの，就労に至る業種に偏りが見られ，業種に
よっては求職と求人のミスマッチが依然として顕著であるので，これをどのように解消
するかが課題である。
また，就労を検討する段階で移住という部分が支障になることが多く，どのように支援
するかが課題である。

ＫＰＩ①のうち，市内へ
の移住者数

平成29月3月 1 4

採用マッチング事業へ
の参加企業数

平成29月3月 15
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⑤
1

3
計画額

（交付額）
実績額

（交付額）
交付
割合

1/2

4

5 始期 終期

平成28年度地方創生推進交付金　取組事業
担当課：地域資源活用課

事業の名称 伊勢型紙の戦略的ブランディングを通じたSUZUKA地域資源活用人材育成事業

交付対象事業に要する
経費（H28年度）

4,900,000円
（2,450,000円)

4,843,140円
(2,421,570円)

2

事業の概要
（目的）

　将来的に，地域資源の有機的な活用とブランド化を自ら実施するプロデューサーを
地域で輩出することを目指し，伝統産業である伊勢型紙のブランディングをモデル
ケースとして，主に次の事業を実施する。

１．マーケティング・プロモーションに明るい外部人材をプロデューサーとして登用し，
伊勢型紙のブランド力確立に向けた取組のマネジメント及び戦略的なプロモーション
の実施，業界内のプロデューサー候補人材の育成・確保

２．人材基盤の強化として，技術のみならず自ら販路開拓ができる後継者（職人）育成
の実施

３．伊勢型紙ブランディングを通じたノウハウ・手法等の横展開による地域資源活用人
材（プロデューサー）発掘・育成

事業の概要
（平成28年度）

（交付金充当内容）

◆物産振興事業経費（一部補助）　1,593千円
（実施主体：鈴鹿市ほか）

・外務省との共催による「地域の魅力発信セミナー」開催　43千円

・伝統産業振興費（補助）　1,550千円

◆伝統産業創生事業経費（委託）　3,250千円
（実施主体：伊勢型紙協同組合）

・伊勢型紙工芸士２名後継者育成

※国への実績報告については，千円未満を四捨五入の上，千円単位で報告。

予算区分 平成28年度予算

事業実施期間 平成28年6月 平成29年3月
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指標① 事業者

指標② 件

指標③ 人

事業効果

取組内容

自主財源の
種類

平成28年度
目標値

平成28年度
実績値

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【A】
実施推進
主体の売
上収入

500,000円 0円 1,500,000円 3,500,000円 4,000,000円 5,000,000円

【B】
会員事業
者からの会
費

468,000円 468,000円 468,000円 468,000円 468,000円 468,000円

【C】
事業，イベ
ント等の参
画者費用
負担

0円 0円 200,000円 200,000円 300,000円 300,000円

【D】　　- - - - - - -

事業効果の判断理由

ブランディング事業の実施は平成29年度であるものの，並行して実施している人材育
成事業の順調な進展及びブランディング事業の実施に向けた事前周知及び準備等か
ら，リテール事業者数・引き合い件数ともに実績値が目標値に達する等，堅調な伸び
を示していることから「地方創生に非常に効果的であった」と判断した。

伊勢型紙を活用した
商品を扱う
リテール事業者の数

平成29月3月

0

目標年月
指標値

目標値 実績値

3 3

7

自立性の観点
※将来的に本交付金に頼らずに，事業として自走していくための指標

自主財源の内容と実現方法

本事業を通じて増加した
売上を充当

会員事業者から会費を徴収

本取組で行うイベントなどに
参加する者等から，
費用の一部負担を受ける

-

自立性の観点における
課題
※上記の指標に数値が
ある場合は，それを踏
まえて評価して下さい。

戦略的なプロモーションによるブランド力を向上させることで，事業推進主体の事業収入による財
源を徐々に増やし，行政の財源を徐々に下げることにより，自立的な運営を活性化させていく。

戦略的プロモーションの実施
業界内のプロデューサー候補人材の育成・確保

6

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標名 単位

　①地方創生に非常に効果的であった
　②地方創生に相当程度効果があった
　③地方創生に効果があった
　④地方創生に効果がなかった　から選択

①地方創生に非常に効果的であった

KPIの
実績値を踏まえた
事業課題

産業として持続させるための職人の人材基盤，
伊勢型紙の認知・理解度及びブランド力の強化

伊勢型紙を活用する
商品開発の引き合い
件数

平成29月3月 3 3

セミナー等のプロデュー
サー人材育成事業の参
加者数

平成29月3月 0
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⑥
1

3
計画額

（交付額）
実績額

（交付額）
交付
割合

1/2

4

5 始期 終期

平成28年度地方創生推進交付金　取組事業
担当課：障がい福祉課

事業の名称 障がい者就労農福連携事業（障がい者の新たなビジネスモデルの拡充・自立事業）

交付対象事業に要する
経費（H28年度）

1,466,000円
(733,000円)

1,177,000円
(588,500円)

2

事業の概要
（目的）

・これまで実施してきた農作物に加え，全国に誇る本市の地場産業の一つである花木・
植木についての農福連携にも取り組むことで，本事業を通じて販売する商品ラインナッ
プを増やすことで産地の強みを生かした事業展開を行う。
併せて，ウェブ販売やふるさと納税のお礼品目への登録，移動販売事業にも取り組
み，販売チャネルを増やす。
そうすることで，本事業による収益力の強化を進め，人手不足に悩む農作業の現場に
おいて障がい者を貴重な労働力として活用できる環境を整えることで，農家と障害者就
労継続支援事業所との良好なパートナーシップ関係を築く。
　
・アグリ雇用推進協議会が鈴鹿医療科学大学保健衛生学部と連携し，実地学習の一
環として実施する学生による障がい者サポートの取組等を通じて，障がい者や受け入
れ農家を地域で支援する仕組みづくりに取り組む。

・障害者就労継続支援事業所の農業参入の支援を担う農業ジョブトレーナーの派遣事
業を，これまで本市の二次産業の振興策の一つとして取り組んできた「ものづくり産業
支援事業」の一つとして位置付け，コーディネートをアグリ雇用推進協議会が担う体制
にすることで効果的な派遣を実現する安定的な仕組みを構築する。

・将来に渡り本事業を発展させていくことで安定的に持続していけるよう，推進の中心
的役割を担うアグリ雇用推進協議会の一般社団法人化に向けた支援を行う。

事業の概要
（平成28年度）

（交付金充当内容）

◆花木・植木分野での農福連携促進サポート経費　758,000円
障がい者就労継続支援事業所と農家が連携できる体制の構築に向けて，花
木・植木技術の指導を希望する障害者就労継続支援支援事業所に対して，農
業技術指導や技術支援を行う植木技術指導員の派遣。
花木・植木農家と障がい者とのマッチングの実施。
障害者就労継続支援事業所で受注可能な仕事内容の調整を進め，障がい者
就労継続支援事業所と農家が連携できる体制を構築。

◆組織強化支援経費　419,000円
本事業を将来に渡って継続性の高いものとするため，任意団体として立ち上げ
られたアグリ雇用推進協議会を一般社団法人への移行を支援する。

予算区分 平成28年度予算

事業実施期間 平成28年12月 平成29年3月
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指標① 箇所

指標② 人

指標③ 人

事業効果

取組内容

自主財源の
種類

平成28年度
目標値

平成28年度
実績値

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

【A】
事業収入
販売収益
等による
事業収入

80,000円 9,652,713円 2,500,000円 3,000,000円 4,000,000円 4,500,000円

【B】会費 0円 12,000円 30,000円 40,000円 50,000円 55,000円

【C】　　- - - - - - -

【D】　　- - - - - - -

事業効果の判断理由
KPIを達成し，事業は順調である。①，②は目標値を上回り，③も目標値を達成できて
いることから，本年度事業は今後の障がい者の就農や，農業へのかかわりを通した地
方創生の推進に，一定の効果があったということができる。

アグリ雇用推進協議会
に参画する農家，障害
者就労継続支援事業所
の数

平成29月3月

1

目標年月
指標値

目標値 実績値

10 12

7

自立性の観点
※将来的に本交付金に頼らずに，事業として自走していくための指標

自主財源の内容と実現方法

販売収益等による事業収入

アグリ雇用推進協議会の年会費，
正規会員以外の協賛会員による協
賛金等の会費

-

-

自立性の観点における
課題
※上記の指標に数値が
ある場合は，それを踏ま
えて評価して下さい。

事業の推進主体をアグリ就労推進協議会に据え，安定した事業継続を推進していくため，平成28年
度中に当該協議会の一般社団法人への移行を予定している。
また，農福連携の業務として，これまでの野菜生産に加え，本市の地場産業である植木・花木産業の
分野においても障がい者が活躍できるよう職域の拡大を進め，併せて，商品ラインナップの充実，販
売チャネルの増加等の取組を図り，販売収益を伸ばしていける地盤を確立することで事業の一層の
安定化と自立性を確保していく。
そうすることで，平成31年度以降の事業継続に係る必要経費について，アグリ就労推進協議会，及
び，参画会員の中で完結していく地盤の構築に繋げる。

販売収益をさらに増やしていくことが自立性の確保において第一の課題である。
既存の販売チャネルについては商圏内の見込み顧客への積極的な宣伝を行うなど，
新規客の獲得をはじめ，既存顧客の客単価やリピート率を向上させる必要がある。
また，それとともに，効果的な販売チャネルを新規に開拓する必要がある。
第二の課題としては，「アグリ雇用推進協議会」への加盟，協賛会員を増加させること
が挙げられる。
年会費及び協賛金を得ることはもちろんではあるが，加盟，協賛会員が増加すること
で，ノウハウの共有・集積化やネットワークの拡大がなされ，今後の効果的な運営に繋
がると思われる。
この課題をクリアするには，アグリ雇用推進協議会及び当事業の目的や理念を周知す
ると同時に，加盟，協賛会員のインセンティブについて考える必要がある。

6

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標名 単位

　①地方創生に非常に効果的であった
　②地方創生に相当程度効果があった
　③地方創生に効果があった
　④地方創生に効果がなかった　から選択

②地方創生に相当程度効果があった

KPIの
実績値を踏まえた
事業課題

KPIの目標値をクリアすることができた。
よって平成28年度当事業は順調に完了したといえる。
更なる数値改善のためには，まず既存の販売チャネルの利用者数を増加させる必要
があり，来客数増加の方策を実行する必要がある。

農産物直売所，アンテナ
ショップ，ウェブ販売，移
動販売等における１日当
たりの平均利用者数

平成29月3月 100 172

障がい者就労農福連携
事業を通じた障がい者
の一般就労への新規移
行者数

平成29月3月 1
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