
地方創生加速化交付金事業報告

（拠点施設整備による地域活性化事業）

平成２９年度第１回三芳町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会
平成２９年８月１８日（金）
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Ⅰ 事業の概要



はじめに

本事業は、老朽化した「三芳町農業センター」（昭和５６年築）を拠点

施設として整備することにより、地域の活性化を図ることを目的とし、

平成２８年８月に地方創生加速化交付金（２次募集）の採択を受け実

施した事業である。

１

事業の位置づけ

本事業は、「三芳町第５次総合計画」及び「三芳町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に基づき実施された。
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重点プロジェクト

１ 行財政基盤強化プロジェクト

２ 健康長寿プロジェクト

３ 子育て支援プロジェクト

４ 緑の保全・活用プロジェクト

５ 西の玄関口プロジェクト

三芳町第５次総合計画

政策

１．自然環境や景観を活用した観光と

地域ブランドづくりの推進

２．活力と賑わいのあるまちづくり

３．快適で持続可能な環境基盤の整備

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

緑と活力にあふれた魅力あるまち
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三芳町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅰ

安定した雇用を創出する

基本目標Ⅱ

新しいひとの流れをつくる

１．就労支援の充実

２．生産・流通拠点の基盤整備の充実

３．農業振興と６次産業プラスによる

地域ブランド開発

４．地域のシンボル的賑わい空間の創

出

１．昼間人口の夜間人口化の推進

２．住宅対策と定住促進

３．町外者を呼び込むシティプロモー

ション
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予算及び実績

本事業を実施するにあたり、７項目の事業に分類した。また、平成２

８年８月一般会計補正予算（第３号）において予算計上を行った。

３
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事業① （仮称）富のまちづくり協議会運営事業 650,000 円 604,362 円

事業② 拠点施設整備事業 35,146,000 円 34,383,359 円

事業③ ６次産業化商品等開発事業 15,200,000 円 6,310,448 円

事業➃ 地域プロモーション事業 6,950,000 円 11,301,121 円

事業⑤ 地域魅力ＵＰ事業 1,850,000 円 3,722,948 円

事業⑥ 観光促進事業 14,050,000 円 13,547,484 円

事業⑦ ボランティア等人材育成事業 270,000 円 3,661,672 円

74,116,000 円 73,531,394 円合　　　計

事　　　業　　　名 予算額 実績額



本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）４ Ｐ５

指標値 年月 指標値 年月

観光入込客数
（上富地区）

93,000人（現状：80,813人）
（20,000人）（現状：7,000人）

Ｈ29.03
135,000人

（60,000人）
Ｈ32.03

観光消費額（含むさつまいも等の価格向上
による付加価値向上分）

46,280千円
（現状：未調査）

Ｈ29.03
138,840千円

(H28年度からの累計額　358,670千円）
Ｈ32.03

（仮称）富のコンシェルジュ人数 5人 Ｈ29.03 20人 Ｈ32.03

本事業における重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

本事業終了時 数年後



Ⅱ 各事業報告

（主要な事業）





（仮称）富のまちづくり協議会運営事業

農業センターを整備し、活用することで地域の活性化に資する事業を

検討する機関として「（仮称）富のまちづくり協議会準備委員会」を設置

した。

全５回の会議を開催し、自主運営可能な事業実施主体の形成に向

けて検討を行った。
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（仮称）富のまちづくり協議会準備委員会委員名簿
五十音順

団　体　名　等 役職

伊東　蔵衛 三芳町川越いも振興会 顧問

大野　宗一 上富１区 区長

岡本　良二 協働のまちづくりネットワーク

金谷　恵美 地域内飲食店（パン工房KUU） 事業者代表

○ 金子　稔 上富３区 区長

熊谷　豊 石坂産業(株) 経営企画室室長

菅原　法子 上富１区 住民代表

高橋　敦士 みよし野菜ブランド化推進研究会 会長

長谷川　悦子 上富３区 住民代表

◎ 早川　忠男 上富２区 区長

早川　徹 三富落ち葉野菜研究グループ リーダー

早川　光男 上富２区 住民代表

堀木　美告 淑徳大学 准教授

松田　聖吾 金融機関（埼玉懸信用金庫三芳支店） 支店長

森田　昌也 茶業研究会 会長

山田　英次 サン文化企画研究所　

氏　　名

◎委員長　　○副委員長

◆第1回会議 平成28年11月24日（木）
三芳町立中央公民館 多目的ホール 16：00～

◆第2回会議 平成28年12月20日（火）
三芳町立中央公民館 多目的ホール 16：00～

◆第3回会議 平成29年1月19日（木）
三芳町立中央公民館 多目的ホール 16：00～

◆第4回会議 平成29年2月22日（水）
三芳町立中央公民館 多目的ホール 16：00～

◆第5回会議 平成29年3月17日（金）
三芳町立中央公民館 多目的ホール 16：00～

Ｐ７



拠点施設整備事業

築３５年を経過し、施設の老朽化、耐震問題等の課題があった農業

センターを整備した。また、新たな活用目的で使用される施設整備を

行い、上富２区の集会所機能は残した上で、地域の活性化に資する

事業を展開できる施設を目指すこととした。

【主な改修個所等】

●耐震補強 ●テラススペースの設置 ●多目的スペースの設置

●調理台改修 ●スロープの設置 ●各種備品等の整備
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６次産業化商品等開発事業

地域の活性化を図ることを目的として、三芳町の地域資源を活用し

た特産品の試作品開発等を行った。

【主な事業】

●三芳町特産品開発委託事業

●６次産業化商品等開発事業費補助金交付事業

●６次産業化商品等パッケージ講習及び商品デザイン業務委託事業
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地域プロモーション事業

三芳町の認知度向上と観光客の増加を図り、地域活性化を促すこと

で三芳町のファンを獲得するため、啓発品の作成等プロモーション事業

を実施した。

【主な事業】

●三芳町ＰＲ用ＣＭ作成・シネアド（映画館ＣＭ上映）

●広報みよし特別号・絵はがき・ポストカード作成

●三芳町観光ＰＲ用啓発物作成
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地域魅力ＵＰ事業

三芳町の特産品であるさつまいも、三富新田や武蔵野落ち葉堆肥農

法等、三芳町の魅力を伝えるとともに、歴史的価値の認知度向上を目

指し啓発用絵本を作成した。また、農業センター周辺の景観形成とし

て、街路樹植込みを整備した。

【主な事業】

●啓発用絵本製作事業

●ケヤキ並木景観形成事業
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観光促進事業

三芳スマートＩＣフル化、東京オリンピック・パラリンピック開催を迎える

にあたり、今後の観光政策への活用を目的に、観光資源およびマーケ

ティング調査を行うとともに観光ツアー等を企画・実施した。

【主な事業】

●モニターツアー・ファムツアーの実施

●情報発信（雑誌ＯＺマガジン・ＷＥＢ ＯＺモール掲載）

●アンケート調査の実施
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ボランティア等人材育成事業

農業センターを地域の拠点施設として有効活用するため、自走可能

な事業実施主体の形成に向けた人材の発掘、育成を行うとともに、地

域住民の気運の醸成を図るための事業を実施した。

【主な事業】

●１ＤＡＹ ＲｅＰＵＢＬＩＣ （アイディアコンペ）

●ポップアップテーブル制作ワークショップ

●先進事例（岩手県紫波町）視察

７

Ｐ１４


