
第５回 富岡市総合戦略検証委員会 

次  第 

 
日時：令和元年７月２日（火） 

                      午後２時３０分～ 
場所：行政棟２階 ２１会議室 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 議事 

(1) 富岡市総合戦略検証委員会について 

(2) 地方創生推進交付金事業に係る検証について 

ア 「上武絹の道」広域連携 DMO による観光連携（観光交流課） 

イ 地域づくりの担い手プロジェクト（地域づくり課） 

ウ とみおかリノベーションまちづくり事業（産業振興課） 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会 

 



№ 氏　　名 所　　属 役　職 備　考

1 戸所　隆 高崎経済大学 名誉教授 委員長

2 茂原　史則
(株)ジャパンツーリズムソリューション
甘楽町ふるさと大使

代表取締役 副委員長

3 岩崎　比奈子 公益財団法人　日本交通公社 上席主任研究員

4 上原　直也 富岡市小中学校PTA連合会 会長

5 齋藤　公昭 富岡市青年会議所 直前理事長

6 佐々木　茂 東洋大学 教授

7 下田　貴美子 富岡市青少年健全育成推進協議会 会長

8 野口　智子 ゆとり研究所 所長

9 三ツ木　敦男 群馬県甘楽富岡振興局 局長

富岡市総合戦略検証委員会委員名簿

（敬称略・五十音順）
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富岡市総合戦略検証委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）に基づき策定した、富岡市人口

ビジョン及び富岡市総合戦略（以下「総合戦略」という。）を推進し、及び検証するため、富

岡市総合戦略検証委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、総合戦略の施策の推進及び検証並びに見直しについて、富岡製糸場を核と

したまちづくり事業推進本部長（以下「推進本部長」という。）に意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから推進本部長が委嘱する。 

(1) 総合戦略を検証する専門的知識を有する者 

(2) 市民の代表者 

(3) 前各号に掲げる者のほか、推進本部長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和２年３月 31日までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

（意見の聴取） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、企画財務部企画課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、推進本部長が別に

定める。 

附 則 
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 この要綱は、平成 28年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 
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富岡市総合戦略検証委員会の役割等について

２ 総合戦略の進行管理（PDCAサイクル）

１ 検証の趣旨

富岡市総合戦略については、KPI（重要業績評価指標）の設定とともに、PDCAサイクルを活

用し着実に推進することとしており、外部有識者等で構成される検証機関により客観的に検
証し評価を行うこととされています。

本委員会において、政策等の進捗状況や課題を検証・評価していただき、総合戦略におけ
る施策や事業等の見直し、新たな事業等の企画立案に反映させ、PDCAサイクルの運用を適
切に進めていきます。

イメージ図

総合戦略の策定・改定 事業の実施

事業の検証改善策の検討

Plan
計画

Actｉｏｎ
改善

Do
実行

Check
評価

３ 第５回検証委員会における検証について

※本委員会での役割

本委員会での内容及び結果等については、市ホームページで公表をさせていただきます。

４ 検証委員会における結果の公表について

今回の第５回検証委員会では、「地方創生推進交付金」の事業の検証・評価をしていただ
きます。地方創生推進交付金の対象事業は、検証委員会での検証結果を国へ報告及び市
ホームページでの公表が義務付けられております。

また、本交付金を活用し今年度取り組んでいる事業の報告など、今後の方向性を確認し
ていきたいと考えております。

次回、第６回検証委員会において、総合戦略全体の検証・評価をいただきます。
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交付金事業名 事業実施年度 H30年度

担当課 観光交流課

事業の概要

活動状況

取組の成果

取組の検証 今後の方針

計画額（円） 実績額（円）

46,893,000 45,716,000

交付決定額（円） 交付金実績額（円）

23,446,000 22,858,000

交付金事業
ＫＰＩ

平成28年度
事業開始前

平成29年度末
事業終了実績値

平成30年度末
事業終了時目標値

平成30年度末
事業終了実績値

平成31年度末
最終目標値

備考

域内観光入込客数
（人）

20,738,000 18,292,729 21,088,000 19,855,061  21,388,000

域内観光消費額
（千円）

97,945,353 102,146,373 99,695,353 116,804,326  100,945,353

域内宿泊者数
（人）

807,500 578,360 819,500 683,859    831,500

交付金事業の地方創生への効果

　※交付金事業が、富岡市総合戦略のＫＰＩ達成に有効であったか、有効でなかったかの判断をお願いします。

外部組織による効果検証

　広域観光周遊の推進を図っているが、結果が表
れていない。

　広域観光の周遊性を高めるには、時
間を要するが、取組を持続することが
重要なため、引き続き観光連携に取り
組む。

②地方創生に相当程度効果があった

委員会意見・助言

交付金対象事業

１．上武絹の道推進事業負担金
２．富岡製糸場マーケティング調査
３．毛羽等を活用した観光体験事業
４．富岡おっきりこみ等普及事業
５．まちなかVRデータ作成委託費
６．富岡市版DMO運営業務

事業未実施及び入金差
金等による差額

備考

　選択肢
　　①地方創生に非常に効果的であった
　　　（すべてのＫＰＩが目標達成するなど、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
　　　（一部にＫＰＩが目標値に達しなかったが、概ね成果が得られたとみなせる場合）
　　③地方創生効果があった
　　　（ＫＰＩ達成状況は芳しくなかったが、事業開始前よりも取組が前進・改善した場合）
　　④地方創生に対して効果がなかった
　　　（ＫＰＩの実績値が開始前よりも悪化した、取組も前進・改善したとは言えない場合）

　選択肢
　①地方版総合戦略のＫＰＩ達成に有効であった
　②地方版総合戦略のＫＰＩ達成に有効とは言えない

達成度合いは下記度合
いより選択
・目標を達成
・目標の7割以上達成
・目標の5割以上達成
・目標の達成は5割未満

地方創生推進交付金事業  効果検証シート

「上武絹の道」広域連携DMOによる観光連携

基本施策Ⅰ「新たな価値の創造」、基本施策Ⅱ「持続可能な基盤整備」

　世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」と関連する文化財や地域資源を集積した地域を「上武絹の道」として、
一つの集客施設と捉え、広域DMOを設立し、地域経済の発展と持続的かつ自立的な観光地経営を目指す。
　また、富岡製糸場を有する本市では、「上武絹の道」の中心的役割を担うため、製糸場の価値を高め、交流人口
を増加させるとともに、周遊や滞在時間の延長、エリア全体の着地型観光へ育てていく取組をリードする。
※連携市町村（６市1町）
世界遺産　富岡市（富岡製糸場）/伊勢崎市（田島弥平旧宅）/藤岡市（高山社跡）/下仁田町（荒船風穴）
関連資産　深谷市（渋沢栄一記念館・尾高惇忠生家他）/本庄市（競進社他）/熊谷市（片倉ｼﾙｸ記念館他）

　上武絹の道ツアーの実施など、広域連携による取組や製糸場の価値を高めるため、体験型事業（座繰り体
験）の実施や広告宣伝事業（グルメ系ＭＡＰ等の作成、ポスターコンクール最優秀賞受賞）を実施したことによ
り、好評を得られた。

市場調査、広報施策、人材育成、外部有識者招聘、海外旅行客誘客、キャンペーン実施

総合戦略における
位置づけ
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【継続】　平成３１年度地方創生推進交付金事業について

事務事業名

担当課

本年度の取り組み

総事業費 37,529,000円 交付決定額 18,764,000円

交付金事業
ＫＰＩ

平成28年度
事業開始前

平成29年度末
事業終了実績値

平成30年度末
事業終了実績値

平成31年度末
最終目標値

域内観光入込客数（人） 20,738,000 18,292,729 19,855,061  21,388,000

域内観光消費額（千円） 97,945,353 102,146,373 116,804,326  100,945,353

域内宿泊者数（人） 807,500 578,360 683,859    831,500

「上武絹の道」広域連携DMOによる観光連携

観光交流課

・２年目の事業について継続的に行う。

・観光戦略プランを策定し、中長期的な事業計画を明確化させる。

・地域商社としての機能を持った富岡版ＤＭＯと広域連携DMO「上武絹の道」との連携を推進させ
る。

・富岡製糸場周辺エリアを活用した集客促進事業を展開し、域内全体の活性化を図る。

【交付金対象事業】

１．「上武絹の道」広域連携DMO運営経費負担金
２．富岡製糸場マーケティング調査分析業務委託
３．毛羽等を活用した観光体験業務委託
４．富岡おっきりこみ等普及事業委託
５．富岡市版DMO運営業務
　　①観光プロモーション事業委託
５．②広告宣伝費事業委託
　　③観光戦略プラン策定業務委託
５．④富岡製糸場周辺集客促進事業委託

委員会意見・助言
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交付金事業名 事業実施年度 H30年度

担当課 地域づくり課

事業の概要

活動状況

取組の成果

取組の検証 今後の方針

計画額（円） 実績額（円）

12,000,000 10,791,000

交付決定額（円） 交付金実績額（円）

6,000,000 5,395,000

交付金事業
ＫＰＩ

平成28年度
事業開始前

平成29年度末
事業終了実績値

平成30年度末
事業終了時目標値

平成30年度末
事業終了実績値

平成31年度末
最終目標値

備考

20歳～39歳の社会
減少の抑制比（人）

【前年比】
△ 186 △ 180 △ 171 △ 230 △ 161

本市に誇り・愛着を
持つ児童・生徒の

割合（％）
88 86 92 88 95

人材育成研修等参
加者数（人）

0 423 500 588 850

交付金事業の地方創生への効果

　※交付金事業が、富岡市総合戦略のＫＰＩ達成に有効であったか、有効でなかったかの判断をお願いします。

外部組織による効果検証

委員会意見・助言

　中学生を対象とした「未来の教室」はH29年度に２校、H30年度に４校で実施し、確実に事業の対象者を増やすととも
に、事業に関わる「センパイ」役となる社会人、学生の数もそれに合わせ増えてきている。また、高校生対象の「富岡
MEDIA　LAB」は民間の手法とメディアをフルに活用し、富岡市独自の地域との連携による取組みを展開することが出
来た。

　人財育成に関しては成果がすぐに数字として表れる
ものではないため、難しいところであるが、富岡市独自
の人財育成は間違いなく進歩している。

　高校との連携をさらに深め、事業の対象
となる学生の数を増やしていくとともに、
若手の社会人を広く事業に取り込んでい
きたい。

交付金対象事業
１．地域づくりの人材育成事業
２．首都圏在住者向け及び保護者向けセミナー
３．移住定住促進事業

備考

事業未実施及び入金差
金等による差額

達成度合いは下記度合
いより選択
・目標を達成
・目標の7割以上達成
・目標の5割以上達成
・目標の達成は5割未満

　選択肢
　　①地方創生に非常に効果的であった
　　　（すべてのＫＰＩが目標達成するなど、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
　　　（一部にＫＰＩが目標値に達しなかったが、概ね成果が得られたとみなせる場合）
　　③地方創生効果があった
　　　（ＫＰＩ達成状況は芳しくなかったが、事業開始前よりも取組が前進・改善した場合）
　　④地方創生に対して効果がなかった
　　　（ＫＰＩの実績値が開始前よりも悪化した、取組も前進・改善したとは言えない場合）

③地方創生効果があった

　選択肢
　①地方版総合戦略のＫＰＩ達成に有効であった
　②地方版総合戦略のＫＰＩ達成に有効とは言えない

　H29・30年度の2ヶ年、人材育成事業として、中高生を対象とした講座の開催、また首都圏での移住定住促進のセミ
ナー開催等、民間の手法により外部人材の登用、また地元の市民の協力を得ながら、メディアを活用した事業を展開し
てきた。

地方創生推進交付金事業  効果検証シート

地域づくりの担い手プロジェクト

総合戦略における
位置づけ

基本施策Ⅲ-3「市民生活に関わる連携」、
基本施策Ⅳ-１「地域経済・地域づくりの基盤となる定住人口減
少への対策

地域づくりを担う若い世代の人材の育成と確保とともに社会減少の抑制に取り組み、持続可能な地域自治の推進
と地域の活性化と魅力向上の形成を目指す。
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【継続】　平成３１年度地方創生推進交付金事業について

事務事業名

担当課

本年度の取り組み

総事業費 12,301,000円 交付決定額 6,150,000円

交付金事業
ＫＰＩ

平成28年度
事業開始前

平成29年度末
事業終了実績値

平成30年度末
事業終了実績値

平成31年度末
最終目標値

20歳～39歳の社会減少
の抑制比（人）【前年比】

△ 186 △ 180 △ 230 △ 161

本市に誇り・愛着を持つ
児童・生徒の割合（％）

88 86 88 95

人材育成研修等参加者
数（人）

0 423 588 850

地域づくりの担い手プロジェクト

地域づくり課

過去２年間の取組みを振り返り、事業をスクラップアンドビルドし、より効果が高い事業へとシフトしていく。
①中学生対象の未来の教室をH30年度４校での実施から、市内全６校での開催とする。
②未来の教室の事業拡大に伴い、「センパイ」役となる社会人学生の数を増やし、中学生対象の事業であり
ながら、若手社会人学生の自己研鑽の場となるよう、市内企業にも協力を求めていく。
③高校生対象の事業は、高校との協力を進め対象者を増やす事業とする。
④H３０年度に構築した、富岡市の情報発信ポータルサイトの運営を市民編集者と協力し、魅力的な内容と
し、富岡の「ヒト・モノ・コト」を発信し、移住定住に繋げる。
⑤新たなチャンネルとして群馬県内及び東京都内で活動するコミュニティと連携し、関係人口の創出を図る
ツアー及びセミナーを実施する。
⑥市の展開する取組みを市民に周知するための仮称「地方創生フォーラム」の開催

【交付金対象事業】

１．地域づくり人材育成事業
　　①中高校生等対象講座実施委託
　　②地方創生フォーラム開催実施委託
　　③地域づくり推進事業支援委託
２．首都圏在住者向け及び保護者向けセミナー
　　①首都圏在住者向け及び保護者向けセミナー実施委託
　　②市民協働型情報サイト（交流サイト）運営
３．移住定住促進事業
　　①移住体験ツアー実施委託
　　②移住定住PRフリーペーパー冊子

委員会意見・助言
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交付金事業名 事業実施年度 H30年度

担当課 産業振興課

事業の概要

活動状況

取組の成果

取組の検証 今後の方針

計画額（円） 実績額（円）

9,932,000 9,785,000

交付決定額（円） 交付金実績額（円）

4,966,000 4,892,000

交付金事業
ＫＰＩ

事業開始前
平成30年度末

事業終了時目標値
平成30年度末

事業終了実績値
平成31年度末

事業終了時目標値
平成32年度末
最終目標値

備考

とみおかリノベー
ションまちづくり事業
での起業者数（人）

0 6 1法人 12 18

とみおかリノベー
ションまちづくり事業
での遊休不動産の
利活用件数（件）

0 2 1 4 6

家守塾・セミナー等
の参加者数（人）

0 120 237 240 360

交付金事業の地方創生への効果

　※交付金事業が、富岡市総合戦略のＫＰＩ達成に有効であったか、有効でなかったかの判断をお願いします。

外部組織による効果検証

委員会意見・助言

1社の家守会社（富岡まち繰るみ舎）がＨ30年度創設され、この会社が、街中裏通りの長屋を改修し、「まちや
ど」の「蔟屋」をＨ31年4月に開業した。（＝空き家改修・創業の実績は、1軒）

空き店舗対策・創業支援の費用対効果は低い。
「人づくり・仲間づくり」の効果は見えにくい。成果が
出るまでに10年・20年かかる。

市長方針「継続すること」
Ｒ01（Ｈ31）年度も(株)リノベリングへ
委託予定。予算600万円

交付金対象事業
１．とみおかリノベーションまちづくり構想策定事業
２．家守塾開催事業

備考

事業未実施及び入金差
金等による差額

達成度合いは下記度合
いより選択
・目標を達成
・目標の7割以上達成
・目標の5割以上達成
・目標の達成は5割未満

　選択肢
　　①地方創生に非常に効果的であった
　　　（すべてのＫＰＩが目標達成するなど、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
　　　（一部にＫＰＩが目標値に達しなかったが、概ね成果が得られたとみなせる場合）

　　③地方創生効果があった
　　　（ＫＰＩ達成状況は芳しくなかったが、事業開始前よりも取組が前進・改善した場合）

　　④地方創生に対して効果がなかった
　　　（ＫＰＩの実績値が開始前よりも悪化した、取組も前進・改善したとは言えない場合）

③地方創生効果があった

　選択肢
　①地方版総合戦略のＫＰＩ達成に有効であった
　②地方版総合戦略のＫＰＩ達成に有効とは言えない

(株)リノベリングへ委託へ委託。2018年度は900万円超。まちづくり構想を策定するため、構想委員会を数回
開催し、年度末に 富岡市まちづくり構想を発表した。

地方創生推進交付金事業  効果検証シート

とみおかリノベーションまちづくり事業

総合戦略における
位置づけ

基本施策Ⅳ-２「交流人口の拡大を下支えする精算の担い手確
保」

　遊休不動産を活用したリノベーションまちづくりで、エリアマネジメントや起業希望者と遊休不動産所有者のニーズ
のマッチイング、相談・アドバイスなどの支援体制の構築により、地域資源の活用、地域活動を解決する事業展開
を加速させ、地域資源の活性化とまちの魅力を向上させるとともに、民間主導による遊休不動産の新たな価値を常
に創出し、市内全体の経済活性化を目指す。
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【継続】　平成３１年度地方創生推進交付金事業について

事務事業名

担当課

本年度の取り組み

総事業費 6,000,000円 交付決定額 3,000,000円

交付金事業
ＫＰＩ

事業開始前
平成30年度末

事業終了実績値
平成31年度末

目標値
平成32年度末
最終目標値

とみおかリノベーション
まちづくり事業での起業

者数（人）
0 1法人 12 18

とみおかリノベーション
まちづくり事業での遊休
不動産の利活用件数

（件）

0 1 4 6

家守塾・セミナー等の参
加者数（人）

0 237 240 360

とみおかリノベーションまちづくり事業

産業振興課

Ⅰ　(株)リノベリングによる
　　①富岡まち繰るみ舎の蔟屋 経営のフォロー（情報発信の助言、経営相談）
　　②富岡まち繰るみ舎による、次の「まちやど」開業検討への助言
　　③「まちづくり×創業」スクールの開催（12月上旬）

Ⅱ 富岡市による創業支援
　　①しののめ信用金庫との共催による創業スクール開催
　　②創業融資利子補給・保証料補助
　　③ホームページ（ペライチ）作成セミナー開催・個別訪問によるフォロー
　　④クラウドファンディングセミナー開催・個別相談
　　⑤創業スタートアップ補助金・空き店舗補助金による支援

【交付金対象事業】

１．リノベーションスクール開催事業
　　①企画運営業務費
　　②１STスクール
　　③２NDスクール
２．フォローアップ・相談アドバイス事業
　　①フォローアップ・相談アドバイス事業運営業務費
　　②外部有識者謝金・旅費

委員会意見・助言
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交付金事業名

定義

富岡市での事業
の予算(決算)額

内容

リノベーション
まちづくり

他方、空き店舗補
助金

地方創生推進交付金事業  効果検証シート（補足）

とみおかリノベーションまちづくり事業

Ⅰ　「リノベーションまちづくり」の定義と富岡市での予算額

　民間の発想・資金・活力により、行政の補助金に頼らず、空き店舗等の遊休資産をリノベーション（付加価
値をつけた再生）し、エリア価値を上げる という手法。
　(株)リノベリング という民間会社が実施している。

◇平成28年度 リノベーションまちづくり の決算額
　リノベーションまちづくり事業補助金　4,494,180円（うち県補助 1,420,000円）
◇平成29年度 リノベーションまちづくり の決算額
　リノベーションまちづくり事業補助金　7,835,000円（うち県補助 1,670,000円）
◇平成30年度 リノベーションまちづくり の予算額
　リノベーションまちづくり事業業務実施委託料　9,931,680円
（うち地方創生推進交付金　4,966,000円）
　　→ 空き家を改修して 開業した件数は、今回の「まちやど」１件のみ

Ⅱ　富岡市で実施された内容（平成28年度～）

・(株)リノベリングによる講演会が複数回 開催され、市の内外から多くの人が受講。
・第１回と第２回のスクールでは、「まちづくり」に熱い想いを持つ人たちが市の内外から集い、
　熱く議論を交わし、プランを作成。大家へプレゼンテーションを行った。
　（このうちの１件が、開業した「まちやど」。他は空き店舗のまま）
・講演やスクールの様子は上毛新聞に掲載され、注目をあびました。
・平成29年度には、第1回スクール物件前（銀座通り）で、スクール受講生によるイベントも開催
　され、上毛新聞に掲載されました。（ただし、開催には市補助金使用）
・平成30年度には、「まちづくり構想」が策定されました。

Ⅲ　空き店舗補助金との違い

大家の他に、①プランを出す人、②資金を出す人、③実際に空き店舗を改装して新店舗を経営する人　の３
者（全て民間）が必要です。
　　①はスクール参加者。まちづくりを熱く語る事が大好きな人達が内外から集まります。
　　②は、県信用組合がリノベーションまちづくりに使える融資制度を始めました。
問題は③で、「改修して実際に経営する人」がスクール生から出てきません。
「まちづくりを語りたい人」・「街イベントは好きな人」が大勢集まるだけで、腰を据えて開業しようという人がい
ないためです。今回の「まちやど」も、結局、スクール生から「開業して経営しよう」という人は出てこなかっ
た。

「富岡の地で稼ぎたい」という経営者が、自分で考え（①）、自分で資金調達し（②。一部は空き店舗補助
金）、改装して自分で経営する（③）ため、実際に空き店舗が改装され、実際に新規店舗がスタートしていま
す。（平成30年度のみで７件 改修・開業。）
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