
地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金活用事業の実施状況（KPIの達成状況）（2019年度執行分）

実績額 交付金事業におけるＫＰＩの状況
（単位：円） 指標 指標値 実績値 （達成率）

基本目標１　県内にしごとをつくり、安心して働けるようにする

（１）未病産業

①未病産業の創出・育成

（２）ロボット産業

①ロボット関連産業の創出・育成

（３）エネルギー産業

①エネルギー産業の振興

（４）観光産業

①観光産業の振興

（５）産業創出・育成

①成長産業の創出・育成

②産業集積の促進

③県内産業の成長促進
プロフェッショナル人材戦略拠点運
営事業

地方創生推進交付
金

16,732,146
神奈川県プロ人材活用センターにお
ける相談件数

400件 402件 (100.5%)

神奈川県プロ人材活用センターにお
ける成約件数

40件 48件 (120.0%)

ロボット共生社会推進事業
地方創生推進交付
金

20,727,922 生活支援ロボットの商品化状況 25件 25件 (100.0%)

実証実験等の実施件数 266件 297件 (111.6%)

生活支援ロボットの導入施設数 250箇所 324箇所 (129.6%)

生活支援ロボットを体験する取組に
参加した人数

62,000人 80,158人 (129.2%)

ムラサキウニ養殖技術開発事業
地方創生推進交付
金

2,200,000 養殖によるムラサキウニの生産個数 1,500個 2,400個 (160.0%)
地方創生に
非常に効果
的であった

資料２

地方創生に
非常に効果
的であった

項目区分 交付対象事業の名称 交付金の種類 事業評価

地方創生に
非常に効果
的であった

【事業評価の評価基準について】
・全てのＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・・・・・地方創生に非常に効果的であった
・一つ以上のＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・地方創生に相当程度効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％以上、100％未満・・・地方創生に効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％未満・・・・・・・・・・・・・地方創生に対して効果がなかった
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実績額 交付金事業におけるＫＰＩの状況
（単位：円） 指標 指標値 実績値 （達成率）

項目区分 交付対象事業の名称 交付金の種類 事業評価

イノベーション創出拠点整備
地方創生推進交付
金

58,517,979 事業化達成数 1件 2件 (200.0%)

事業提携数 1件 2件 (200.0%)

イベント参加者数 840人 1,069人 (127.3%)

参加企業・団体数 30件 70件 (233.3%)

企業経営の未病改善の推進
地方創生推進交付
金

11,270,295
企業経営の未病が改善した企業の
割合

80.0%

集計中
（2021年３
月把握予
定）

（-）

企業経営の未病に気づき支援機関
に相談する企業数

10,000企業 3,337企業 (33.4%)

小規模分散温室ネットワーク制御
研究施設整備計画

地方創生拠点整備
交付金

93,873,924 ICT温室導入経営体数 3件 10件 (333.3%)

年間販売額3,000万円以上のトップ経
営体の育成数

3件

集計中
（2021年３
月把握予
定）

（-）

中小企業ＩｏＴ導入支援拠点整備事
業

地方創生拠点整備
交付金

94,529,166 実用化支援件数 4件 6件 (150.0%)

依頼試験件数 725件 1,313件 (181.1%)

受託研究件数 4件 6件 (150.0%)

地方創生に
相当程度効
果があった

地方創生に
非常に効果
的であった

地方創生に
非常に効果
的であった

地方創生に
対して効果
がなかった

※　KPI①を
把握次第、
評価を確定

【事業評価の評価基準について】
・全てのＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・・・・・地方創生に非常に効果的であった
・一つ以上のＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・地方創生に相当程度効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％以上、100％未満・・・地方創生に効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％未満・・・・・・・・・・・・・地方創生に対して効果がなかった
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実績額 交付金事業におけるＫＰＩの状況
（単位：円） 指標 指標値 実績値 （達成率）

項目区分 交付対象事業の名称 交付金の種類 事業評価

畜産技術センター環境制御型養豚
施設整備計画

地方創生拠点整備
交付金

46,008,000 多産系母豚導入農家戸数 5戸 3戸 (60.0%)

多産系F1母豚導入飼養頭数 - - (-)

環境対策実施農家数 4戸 1戸 (25.0%)

（６）就業の促進

①就業の促進

基本目標２　神奈川への新しいひとの流れをつくる

（１）神奈川ライフの展開

①神奈川ライフの展開による移住・定住の促進
「関係人口」の創出による移住・定
住の促進

地方創生推進交付
金

8,457,895
神奈川県や市町村が取り組む移住
相談を経由した移住者の数

53人 69人 (130.2%)

移住相談件数 2,200件 1,814件 (82.5%)

「かながわフレンズ」登録者数 106人 38人 (35.8%)

（２）神奈川モデルのシューケース化

①ヘルスケア・ニューフロンティアの発信
超高齢社会を乗り越える未病を
テーマにした活力ある地域づくり事
業

地方創生推進交付
金

29,775,297 マイME-BYOカルテ登録者数 800,000人
1,267,129
人

(158.3%)

マイME-BYOカルテと連動した民間ア
プリケーションの数

35個 22個 (62.8%)

マイＭＥ-ＢＹＯカルテを活用して健康
経営や健康増進に取り組む企業・保
険者数

600事業者 993事業者 (165.5%)

電子母子手帳の利用者数 21,000人 27,804人 (132.4%)

地方創生に
対して効果
がなかった

※豚熱発生
のため

地方創生に
相当程度効
果があった

地方創生に
相当程度効
果があった

【事業評価の評価基準について】
・全てのＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・・・・・地方創生に非常に効果的であった
・一つ以上のＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・地方創生に相当程度効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％以上、100％未満・・・地方創生に効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％未満・・・・・・・・・・・・・地方創生に対して効果がなかった
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実績額 交付金事業におけるＫＰＩの状況
（単位：円） 指標 指標値 実績値 （達成率）

項目区分 交付対象事業の名称 交付金の種類 事業評価

②エネルギー自立型の住宅・ビル・街の形成をめ
ざす神奈川の発信

③ロボットと共生する神奈川の発信

（３）観光プロモーションの推進

①外国人観光客の誘致促進

②国内観光客の誘客促進

（４）地域資源を活用した魅力づくり

①県西地域活性化プロジェクトの推進
県西地域活性化プロジェクト推進
事業

地方創生推進交付
金

34,799,120
県西地域２市８町における社会増減
※

-400人 0人 (120.9%)

※　指標「県西地域２市８町におけ
る社会増減」についての達成率
は、交付金申請当初値-2,315人を
基準に計算している

県西地域２市８町における入込観光
客数

3,632万人

集計中
（2020年８
月把握予
定）

（-）

「県西未病観光コンシェルジュ」講座
修了者数

500人 535人 (107.0%)

②三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進
三浦半島魅力最大化プロジェクト
推進事業

地方創生推進交付
金

17,488,750
三浦半島４市１町における入込観光
客数

4,000万人

集計中
（2020年８
月把握予
定）

（-）

※　指標「三浦半島４市１町におけ
る社会増減数（暦年）」についての
達成率は、交付金申請当初値
-1,582人を基準に計算している

三浦半島４市１町における社会増減
※

0人 -394人 (75.0%)

各種イベント参加者数 60,000人 191,735人 (319.5%)

③かながわシープロジェクトの推進

④マグカルの推進

⑤地域のマグネットとなる魅力づくり
新たな観光の核づくり形成促進事
業

地方創生推進交付
金

11,489,640
新たな観光の核づくり地域の年間入
込観光客数（暦年）

356万人

集計中
（2020年８
月把握予
定）

（-）

神奈川県の入込観光客数（暦年） 20,400万人

集計中
（2020年８
月把握予
定）

（-）

県内を周遊する体験型ツアーの企
画・商品化件数(累計)

1,000件 1,124件 (112.4%)

観光消費総額（暦年） 11,500億円
集計中

（2020年12月
把握予定）

（-）

地方創生に
非常に効果
的であった

地方創生に
相当程度効
果があった

地方創生に
非常に効果
的であった

【事業評価の評価基準について】
・全てのＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・・・・・地方創生に非常に効果的であった
・一つ以上のＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・地方創生に相当程度効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％以上、100％未満・・・地方創生に効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％未満・・・・・・・・・・・・・地方創生に対して効果がなかった
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実績額 交付金事業におけるＫＰＩの状況
（単位：円） 指標 指標値 実績値 （達成率）

項目区分 交付対象事業の名称 交付金の種類 事業評価

宮ヶ瀬湖周辺地域ＤＭＯ推進事業
地方創生推進交付
金

5,667,114 宮ヶ瀬湖周辺地域の来訪者数 168万人 143万人 (85.1%)

来訪者の広域化率（神奈川県以外来
訪者率）

30.0% 25.0% (83.3%)

宮ヶ瀬湖周辺地域活性化施設整
備事業

地方創生拠点整備
交付金

34,067,412 宮ヶ瀬湖周辺地域の来訪者数 168万人 143万人 (85.1%)

来訪者の広域化率（神奈川県以外来
訪者率）

30.0% 25.0% (83.3%)

セーリングレガシー継承施設等整
備事業

地方創生拠点整備
交付金

33,059,685
葉山ヨットハーバーの保管料の増加
分

1,140千円 -149千円 （-）

地方創生に
対して効果
がなかった

　※　荒天
や東京オリ
ンピック工
事影響のた
め

里地里山地域資源活用推進事業
地方創生推進交付
金

719,350 ツアーによる集客数 40人 0人 (0.0%)

本ツアーに組み込まれたことにより
新たに来客のあった既存の観光資源
の数

1箇所 0箇所 (0.0%)

里地里山の保全活動に取り組んだ
人数

40人 0人 (0.0%)

ツアー実施回数 1回 0回 (0.0%)

宮ヶ瀬湖周辺地域活性化推進事
業

地方創生推進交付
金

5,707,000
宮ヶ瀬湖周辺地域の観光消費額（平
均消費単価）

4,500円 3,053円 (67.8%)

新たな特産品の商品開発数 1品 1品 (100.0%)

食のイベントによる来場者数 4,000人 8,000人 (200.0%)

インフルエンサーの投稿に対するエ
ンゲージメント数

8,000件 2,011件 (25.1%)

地方創生に
効果があっ
た

地方創生に
効果があっ
た

地方創生に
相当程度効
果があった

地方創生に
対して効果
がなかった

※新型コロ
ナウイルス
感染症対策
による事業
中断のため

【事業評価の評価基準について】
・全てのＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・・・・・地方創生に非常に効果的であった
・一つ以上のＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・地方創生に相当程度効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％以上、100％未満・・・地方創生に効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％未満・・・・・・・・・・・・・地方創生に対して効果がなかった
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実績額 交付金事業におけるＫＰＩの状況
（単位：円） 指標 指標値 実績値 （達成率）

項目区分 交付対象事業の名称 交付金の種類 事業評価

基本目標３　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

（１）結婚から育児までの切れ目ない支援

①若い世代の経済的基盤の安定、社会的自立に
向けた支援

②結婚の希望をかなえる環境づくり

③妊娠・出産を支える社会環境の整備

④子育てを応援する社会の実現

（２）男女共同参画の推進

①女性の活躍支援と男女共同参画の推進

（３）働き方の改革

①多様な働き方ができる環境づくり

基本目標４　活力と魅力あふれるまちづくりを進める

（１）健康長寿のまちづくり

①未病を改善する環境づくり

②高齢になっても活躍できる社会づくり 生涯現役かながわ推進事業
地方創生推進交付
金

4,395,111

「かながわ人生100歳時代ネットワーク」
の参加団体のうち、ポータルサイトに学
びの場や活躍の場を情報提供する団
体、又は活躍の場へつなげるしくみがあ
る団体数

140団体 88団体 (62.9%)

「かながわ人生100歳時代ネットワーク」
の参加団体数

195団体 91団体 (46.7%)

「かながわ人生100歳時代ネットワーク」
に参加する大学等が実施した資格・スキ
ルを習得するための専門性の高い講座
の受講者数

480人 1,098人 (228.8%)

「かながわ人生100歳時代ネットワーク」
に参加する大学等が実施した専門性の
高い講座の受講者のうち、活躍の場へつ
ながって活躍している者の数

3７0人 245人 (66.2%)

（２）持続可能な魅力あるまちづくり

①人口減少社会に対応したまちづくりの推進

②個性豊かなまちづくりの推進

③安全で安心なまちづくりの推進

（３）交通ネットワークの充実

①交流と連携を支える道路網の整備・活用と鉄道
網の整備など

地方創生に
相当程度効
果があった

【事業評価の評価基準について】
・全てのＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・・・・・地方創生に非常に効果的であった
・一つ以上のＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・地方創生に相当程度効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％以上、100％未満・・・地方創生に効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％未満・・・・・・・・・・・・・地方創生に対して効果がなかった
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実績額 交付金事業におけるＫＰＩの状況
（単位：円） 指標 指標値 実績値 （達成率）

項目区分 交付対象事業の名称 交付金の種類 事業評価

基本目標１～４

ＳＤＧｓ社会的インパクト評価実証
プロジェクト

地方創生推進交付
金

42,451,109
社会的インパクト評価を活用した投融資
実績

１件 14件 (1,400.0%)

社会的インパクト評価の活用により社会
的価値の向上が図られた事業主体数

１者 19者 (1,900.0%)

ＳＤＧｓに対する認知度の向上 20% 18.5% (92.5%)

「かながわＳＤＧｓパートナー」登録企業・
団体数

20団体 137団体 (685.0%)

地方創生に
相当程度効
果があった

【事業評価の評価基準について】
・全てのＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・・・・・地方創生に非常に効果的であった
・一つ以上のＫＰＩの達成率が100％以上・・・・・・・・地方創生に相当程度効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％以上、100％未満・・・地方創生に効果があった
・全てのＫＰＩの達成率が80％未満・・・・・・・・・・・・・地方創生に対して効果がなかった
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