
平成28年度　地方創生加速化交付金事業　評価検証シート

1 事業名　　「近現代の歴史舞台からの地域づくり事業」
2 事業期間　平成28年５月～平成29年３月

ＡＣＴＩＯＮ

町評価

指標 基準値 目標値(事業後) 目標値(最終) KPI 備考 評価 意見等 今後の方向性

指
標
①

入込観光客数
85.8万人
（H26.12)

90.6万人
（H29.3）

100万人
（H31.12）

86.0万人
（H28.12）

H26：85.8万人（宿泊13.9万人、日帰り71.9万人）
H27：85.6万人（宿泊15.7万人、日帰り70.0万人）
H28：86.0万人（宿泊13.2万人、日帰り72.8万人）

指
標
②

転入による社会増
人口数

年間114人
（H27.12)

年間120人
（H29.3）

年間120人
（H32.3）

年間201人
（H28.12）

H26：社会増 54人（転入1,230人、転出1,176人）
H27：社会増114人（転入1,321人、転出1,207人）
H28：社会増201人（転入1,298人、転出1,097人）

事業主体 事業費（円） 実施概要 事業費（円）

大磯町 774,000円
大磯町郷土資料館において、旧吉田茂邸落成記念企画展「吉田茂－そ
の生涯と大磯－」を開催した。
【開催期間】　平成29年３月26日から５月７日まで（38日間）

293,351円

大磯町新たな
観光の核づく
り推進協議会

702,000円

「大磯ブランド」として、大磯の魅力を構成する要素を「９つの価値
観」としてまとめ、町民に分かりやすい形で示し、周知を図るととも
に、「大磯ブランド」の認知と概念の共有を図るため、「９つの価値
観」から連想されるブランドメッセージ及びロゴデザインを広く募集
するためのパンフレットを作成した。
【作成部数】　15,000部
【配布対象】　町民全世帯及び町外
【募集方法】　平成28年広報おおいそ８月号で全戸配布
　　　　　　　町観光ホームページ（isotabi.com）へ掲載

大磯町新たな
観光の核づく
り推進協議会

918,000円

町民及び町外者に対して、「大磯らしい」過ごし方を紹介すること
で、大磯での暮らしの再認識、併せて新たな大磯の良さ・楽しさを発
見へと繋げるため、大磯ブランド「９つの価値観」を体現している町
民のライフスタイルに密着した取材を行い、フリーペーパー「大磯暮
らし vol.1」として発行した。
【発行部数】　25,000部
【配布対象】　町民全世帯及び町外
【配 布 先】　平成29年広報おおいそ４月号で全戸配布
　　　　　　　公共施設等で配架

大磯町 8,000,000円

大磯町国府本郷地内で太平洋岸自転車道と接続がある道路で、大磯港
賑わい交流施設と旧吉田茂邸を自転車で回遊するためのルートとして
整備を行うことを目的とし、町道部分について自転車通行帯の表示を
設置した。舗装状況が非常に悪く自転車での通行が困難の箇所につい
て舗装の打ち替えを行った。
【工事延長】　230ｍ
【工事概要】　舗装工、区画線工

5,292,000円

大磯町 23,953,000円

旧吉田茂邸内に設置する調度品を製作した。
【制作内容】
・竹内綱書　　・伊藤博文書　　・籐ソファセット
・杖　　　　　・水周り器具　　・ダブルベッド
・食堂用椅子　・衝立　　　　　・食堂用テーブル

22,140,000円

大磯町 2,160,000円

旧吉田茂邸内に設置するパネル、サインを製作した。
【制作内容】
・利用案内パネル１点
・解説パネル６点
・サインスタンド３点

907,200円

大磯町 4,000,000円

旧吉田茂邸に設置する備品を購入した。
【備品類】
・展示ケース　　　・ベルトパーテーション
・事務机及び椅子　・会議用机及び椅子
・シューズボックス　など

3,323,732円

大磯町 1,400,000円
旧吉田茂邸落成記念企画展「吉田茂－その生涯と大磯－」図録（Ａ
４・40頁）を作成した。
【作成部数】　2,000冊

432,000円

交付金対象経費 10,394,000円 交付金対象経費 7,097,351円

交付金対象外経費 31,513,000円 交付金対象外経費 26,802,932円

総事業費 41,907,000円 総事業費 33,900,283円

事業終了時の実績 審議会評価
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要旨
KPI（重要業績評価指標）

◆KPIとした「入込観光客

数」は、事業の中心となっ

た旧吉田茂邸の一般公開前

までの推移しか把握できて

いないため、事業の効果が

反映されていないものであ

るが、旧吉田茂邸の入館者

数は、想定していた年間入

館者数を大きく上回ってお

り、「大磯にひとを呼び込

む」ことには大きく寄与し

たと考えられる。

◆今後、この効果を継続さ

せていくためには、新規来

館者層の開拓及びリピー

ターの確保が重要であるた

め、飲食の提供への要望な

ど、一般公開後の運営で見

えてきた課題の改善に取り

組んでいく。

◆もう一方のKPIである

「転入による社会増人口

数」は、目標値を達成する

成果が得られている。この

指標は加速化交付金事業だ

けでなく、町の事業全体の

効果が複合的に影響し合い

達成されたものと考えられ

る。その要因を分析し、移

住に向けた訴求効果の高い

テーマやターゲット等を見

極め、より効果的に発信し

ていくことで、大磯を楽し

み、好きになり、移住した

い・住み続けたいと思う人

を増やしていく好循環に結

び付けていく。

事業概要 実施状況等（H28)

地
方
創
生
加
速
化
交
付
金

　大磯町では、地方版総合戦略の策定に際し、「国がめざす今

後の施策の方向（国の４つの政策分野）」に沿って、「大磯へ

の新しいひとの流れをつくる」、「大磯で若い世代の結婚・出

産・子育ての希望をかなえる」、「大磯にしごとをつくり安心

して働けるようにする」、「大磯の地域が連携しあい安全・安

心なくらしをつくる」という４つの戦略を掲げ、各種事業に取

り組むこととしています。まずはその第一歩として、「大磯に

ひとを呼び込む」ためのひとの流れをつくることに重点を置

き、施策を進めることとしました。

　本町は、伊藤博文公をはじめとする歴代首相などの政財界人

が邸宅を構え、日本の近現代史の舞台となった歴史的・文化的

な資源（邸園※文化圏等）など、大磯ならではの地域資源を有

しています。その中でも、平成21年に焼失し再建をめざしてい

た「旧吉田茂邸」が平成29年３月に完成、オープンします。

　オープニングを迎えるに当たり、焼失前の息吹を再現するた

め建物内の調度品を整備し、大磯が近現代の歴史舞台であった

という「日本の誇り」、「大磯の誇り」を肌で感じることがで

きる魅力ある施設を創出します。そして旧吉田茂邸を町内外に

ＰＲすることで、吉田茂公を知る年配の方だけではなく、多世

代の観光客を呼び込むとともに、旧吉田茂邸の案内を通じて、

吉田茂公がこよなく愛した大磯で過ごした時を再現し、大磯の

魅力ある暮らしを来場者に伝えていきます。

　さらに、毎月第３日曜日に大磯港で開催されている、神奈川

県内最大級の朝市「大磯市（おおいそいち）」には、毎回

5,000人以上の観光客が訪れ、子育て世代（生産年齢人口層）

も少なくありません。この大磯市に訪れる子育て世代もター

ゲットとして、大磯港から旧吉田茂邸までを結んでいる太平洋

岸自転車道を、大磯港からレンタサイクルを利用して旧吉田茂

邸までの間、大磯の自然や文化、人々の生活にふれながら回遊

してもらい、旧吉田茂邸へと「人」を呼び込みます。

　そして、町内の関係団体で組織する「大磯町新たな観光の核

づくり推進協議会」と連携して作成を進める「大磯ブランド絵

巻パンフレット（仮称）」により、来訪者には大磯の魅力を伝

えるとともに、大磯への移住を考えている方へは「おおいそラ

イフ（仮称）」（フリーペーパー）により大磯での生活の魅力

を伝え、定住促進へのきっかけを作り、定住に繋げていきま

す。

　大磯町の高齢化率は全国・神奈川県平均と比較しても31.3

パーセント（平成27年度）と、かなり高い割合となっていま

す。そのような状況を鑑み、高齢化の進行を抑制すべく、大磯

ならではの地域資源と自然の恵みを活用した付加価値の高い生

活スタイルを子育て世代（生産年齢人口層）へ提案し、彼らを

大磯へ呼び込み、そして定住促進を図ることで、人口の増加と

税収の増加をめざします。

※）邸園 … 「邸」宅と庭「園」をあわせた造語。
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【評価理由】

○KPIに設定されている

「入込観光客数」の変化は

わずかであるが、「転入に

よる社会増人口数」は大き

く伸びている。旧吉田茂邸

では当初の目標を大きく上

回る入館者が得られてい

る。事業全体を通じて指標

の向上に寄与しているもの

と考えられる。

【委員意見】

○交付金事業により太平洋

岸自転車道から旧吉田茂邸

までのルートが整備され

た。旧吉田茂邸付近の飲食

店にサイクルポートが設置

されるという展開も見られ

ているので、その効果の現

れではないか。

○「大磯暮らし」はター

ゲットを絞った方がよいと

感じた。大磯に来町された

方からは良い評価をされて

いると聞いている。一方

で、町民にとってはどう捉

えたらよいか分からないよ

うだ。

○観光において、女性はお

土産を購入することで満足

を感じるが、旧吉田茂邸で

は、商工会や観光協会によ

る販売等ができない。ま

た、周辺に食事をする場所

もなく、要望はあるのに案

内できない。町内の商業活

動という面からみると、ま

だまだ不十分なところがあ

る。

○１回は訪れてくれたとし

ても、現状の見て回るだけ

の施設ではリピーターは得

られない。また訪れたいと

思わせる仕掛けも必要であ

る。

その他の指標等（平成29年11月末現在）

【入館者数】
7,701人

【ブランドメッセージ使用実績】
○フリーペーパー「大磯暮らし vol.1」　など

【ロゴデザイン使用実績】
○ノベルティ制作
・クリアファイル　　・ミニタオルハンカチ（制作中）
○記者発表資料表紙
○Ａ１ポスター（制作中）　など

【配布実績】
○町内全戸配布
○町有施設配架
○ふるさと回帰支援センター（神奈川県の移住相談窓口あり）
○各種イベント配布
・大磯市
・湘南地区観光振興協議会キャンペーン
・移住フェア＠東京国際フォーラム　など

【レンタサイクル利用者数】
H27：169人
H28：285人
H29：301人

【郷土資料館（本館）入館者数】
H27：25,673人
H28：17,862人
H29：26,710人
※リニューアルのため休館期間あり
（H28.3.23～H28.11.2）

【郷土資料館（別館）入館者数】
H29：83,389人

【販売実績】
1,146冊

大磯ブランド絵巻（仮称）パンフ
レット作成

「おおいそライフ」（仮称）作成

1,512,000円

旧吉田茂邸調度品製作

旧吉田茂邸解説パネル製作

事業名

吉田茂展（仮称）開催

交
付
対
象
外
事
業

交
付
対
象
事
業

旧吉田茂邸備品購入（展示ケー
ス、机など）

旧吉田茂邸図録印刷

国府本郷23号線整備工事

審議会評価 

Ⅰ － 地方創生（総合戦略事業の推進）に非常に効果的であった。 

   【事業の実施によって、総合戦略の推進や加速化交付金のKPI向上に十分な効果が認められる】 

Ⅱ － 地方創生（総合戦略事業の推進）に効果があった。 

   【事業の実施によって、総合戦略の推進や加速化交付金のKPI向上に一定の効果が認められる】 

Ⅲ － 地方創生（総合戦略事業の推進）への効果は不十分であった。 

   【事業の実施による、総合戦略の推進や加速化交付金のKPI向上への効果が認められない】 

   【事業の実施が不十分である】 
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大磯ブランド絵巻（仮称） 

パンフレット作成 

「おおいそライフ（仮称）」作成 

国府本郷23号線整備工事 

吉田茂展（仮称）開催 

【対象外経費】 

  旧吉田茂邸図録印刷 

  旧吉田茂邸調度品製作 

  旧吉田茂邸解説パネル製作 

  旧吉田茂邸備品購入 

平成28年度 地方創生加速化交付金事業 位置図 

全戸配布 
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