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平成27年３月、国では地域の消費喚起対策と地方公共団体の総合戦略策定や

事業実施の財政的支援を目的に、平成26年度補正予算による緊急的取組として、

「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を都道府県や市町村に交付しまし

た。

各自治体では、平成26年度補正予算で事業費を計上し、平成27年度に予算を繰り

越したうえで当該交付金を活用した事業を実施しています。

○緊急支援交付金は、２つのタイプに分かれています。

①地域消費喚起・生活支援型

： プレミアム商品券や旅行券の発行など、地域における消費喚起や

生活支援策に対する補助金

②地方創生先行型

： 総合戦略の策定経費やこれから自治体で策定する総合戦略に掲載

するであろう施策を先行的に実施する経費に対する補助金

この交付金の活用により、岩内町で今年度に実施している事業は、次頁以降のと

おりとなっています。

②の地方創生先行型の事業については、岩内町の総合戦略に掲載することを前提

として先行実施する事業となります。

《効果検証について》

緊急支援交付金事業については、交付金制度要綱において効果検証を義務づけら

れており、特に地方創生先行型については、重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し

ており、推進委員会において検証していただく予定です。

※内閣府から効果検証の方法等について、別途指示があることになっていますが、

現時点で通知はまだ来ておりません。

資料３

岩内町の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業について



プレミアム商品券発行事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

国（25％分） 37,000 35,000 35,000

道（5％分） 6,000 6,000 6,000

計 43,000 41,000 41,000

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

【事業内容】

　○事業実施主体　　岩内商工会議所

　○販売内容　　　　　プレミアム率30％の商品券　13,000円（購入額10,000円）×13,000セット

　○販売状況　　　　　平成27年5月31日と6月6日の２日間で13,000セットを完売

　○対象施設　　　　　町内の参加店で使用可能（別添のとおり）

【事業費】

　　・補助金のうち一部事務費あり

【効果検証】

　○重要業績評価指標　　設定なし

　○検証方法　　アンケート調査の実施（消費実態把握や消費喚起効果試算等）

　○補助金 ・・ 商品券発行事業補助金（岩内商工会議所へ）

　　・25％は緊急支援交付金（国）を活用

　　・5％は地域ふれあいプレミアム付商品券発行促進事業補助金（道）を活用

《地域消費喚起・生活支援型》

【事業目的】

　プレミアム商品券を発行し、地域の消費喚起を図る。
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【プレミアム商品券】

取 扱 店 一 覧 表
※取扱店は順次増える可能性があります。( ５月18日現在  175店舗 )
　取扱店にはステッカーが貼ってありますので、使用時にご確認ください。

●食料品小売

岩内食品市場

岩内フードセンター

カネ忠　高西商店

サカエヤ

くだもの＆やさいの専門店　新鮮屋

ショッピングプラザ　ヤダ

１００円ショップ　えだ豆君岩内店

前田商店

マルイ　板倉商店

ミワ　本田商店

ヤマキ　内田商店

ヤマシメイチ　尾崎商店
　　　　　
●米小売

マルゴ　村岡商店

マルチョウ　斉藤商店

●食肉小売

おもて精肉店

佐藤食肉

杉原精肉店

肉のにしばた

●鮮魚小売

マルイシ　石山商店

マルイチ　山中鮮魚店

●酒小売

上田酒店

にしお酒店

マルト　岡崎商店

カクマルさいとう商店

●菓子・パン類小売

アイズ製パン

ベーカリーサンライズ

飯久保菓子店

カネキ　きのした菓子店

かねきち　藤田菓子店

さんまる餅店

たつや菓子店

いわない　たら丸焼き

●その他食品関係小売

古田嶋茶舗

マルジ　太田製麺

●コンビニ

サンクス岩内公園通店

サンクス岩内八幡通店

セイコーマート　岩内万代

セイコーマート　岩内東山

セブンイレブン岩内万代店

ローソン　岩内東山店
●玩具・ゲーム

おもちゃのおおいえ

●医薬品・雑貨・食品

サッポロドラッグストアー岩内店

●医薬品・雑貨

アライ大学堂
かねた薬局　本店
かねた薬局　名店街店
日の出薬局
ホリエ薬店
若林調剤薬局

●事務機器・事務用品・本小売

浅賀
アベ事務器
えがわ
小林書店
森嶋商店

●家電小売

阿部電器
勝戸電器
木高デンキ
クラヤ電器
くぼでんき

●寝具・家具小売

大橋畳家具店
家具の栗林
寺崎寝装店
寝装　いど

●洋品・洋装・呉服小売

イセヤ商事
イワキ洋品店
コーディネイトファッション　おおこし
おばた洋品店
クボウチ
ニット専科　ヨコオ
マルイ　梅沢呉服店
馬場呉服店
フジヤ洋品店
ふれ愛ショップ　なりた

●時計・メガネ

木下時計眼鏡店
さいとう時計眼鏡店
メガネのチヨ

●金物小物・その他

カクイチ　佐々木金物店
中屋金物
マルヤマ　林金物

●包装資材小売

石村容器工業
マルヤパック

●自転車・タイヤ小売

石見サイクル
河野商会
ホンダウィング　菅原
松田タイヤ

●生花小売・葬儀

丸善さとう

●カメラ・スタジオ

カメラのさくら
スタジオ　ハダ
フジカメラ

●贈答品・その他小売

いわない楽座
カサイストア
手芸ショップ　いづみや
スポーツチャオ　岩内店
チガイサ　斉藤商店
プロノ岩内店
村本テント

●釣具小売

つり具　いろは
マルチョウ　斉藤商店

●お土産品・水産加工品小売

一八興業水産
ダイキ　大津商店
チガイ与　高橋商店
北緯43度
道の駅いわない

●理・美容

シルクレディ
美容室チヨ
みき美容室
まい美容室
●燃料・ガソリン小売

カクチョウ　いたがわ
樽 石 岩内営業所
常盤産業　岩内給油所
永井石油　岩内給油所
西尾石油
日通プロパン
東山燃料店
フレンド石油
ヤマサイチ　本間売炭所
蒔田商事
三国燃料店
●靴小売

さかい靴
米津履物店

●喫茶・食堂・レストラン

カフェ・レストラン　鈴や
喫茶　万里加
喫茶　さぼ～る
キッチン　マカロニ
珈琲苑
ささや
食事処　日本海
中華レストラン　でめ金
ラーメン寶龍
ぼたん食堂

マリンレストラン　セイラー
ラーメン　青龍
レストラン　吉祥
めし処　たろ

●焼肉

松尾ジンギスカン岩内支店
明月苑
焼肉　五番街
焼肉　じゃぽん亭
焼肉　京

●寿司

あづま鮨
海鮮すし居酒屋　幸寿司
寿司万
清寿司支店
清寿司本店
竹鮨
てる鮨
誠寿司

●スナック・居酒屋

味処　桂
いち藤
お食事処　いしやま
Ｋｉｋｕｂｉｓｈｉ
スターライトクラブ　Wing
スナック　銀の靴
スナック　仲
スナック　花紋
スナック　ハピネス
スナック　アンビシャス
ナイトパブ　つばき
バー　キングジョージ
パブ　赤い靴
ラウンジ　朱莉

●板金

田上板金店

●ホテル・温泉

いわない温泉　高島旅館
いわない高原ホテル
ホテルグリーンパーク　いわない
いわない温泉　おかえりなさい
サンサンの湯

●タクシー・ハイヤー

キングハイヤー
フレンドタクシー

●クリーニング

佐々木クリーニング

●その他サービス業

枝元鍼灸治療院

木村自動車工業

高津自動車工業所

ファミリーボウル　岩内

福島印刷
　　　　　　　　　 （順不同）

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　



総合戦略策定事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

11,556 7,281 7,281

　○岩内町総合戦略の効果検証の実施

　②岩内町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会の開催

　○重要業績評価指標　　設定なし

　○検証方法　　岩内まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会にて検証

【今後の事業予定】

　○消耗品 ・・ トナー等

　○印刷製本費 ・・ 広報いわない特集掲載（アンケート調査結果）

　○食糧費 ・・ 推進委員会お茶代 

　○臨時職員費用 ・・ 賃金、社会保険料

【効果検証】

【事業費】

　○委託料 ・・ 岩内町総合戦略策定支援業務委託料

　○旅費 ・・ 地方創生に係る会議等の参加旅費

　岩内町総合戦略と人口ビジョンの策定

【事業内容】

　①岩内町総合戦略と人口ビジョンの策定

　③地方創生に関する会議等の参加

【事業目的】

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

《地方創生先行型》
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空き家管理等基盤強化推進事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

4,180 3,975 3,975

　◎岩内町総合戦略に施策として掲載予定

　○空き家所有者への意向調査

　○空き家バンク登録手続きの代行

　　　　空き家バンクへの新規登録件数 ： 5件

　　　　ＵＩターン希望者成約件数 ： 2件

　　　　子育て世帯成約件数 ： 2件　　　　　　　　（目標年月　平成28年3月)

　　　危険な空き家の撤去や空き家等の利活用の促進を図るなど、空き家等の総合的・計画的
　　な対策等を推進する。
　　　適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に
　　深刻な現状から、生命や身体、財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図る。

　　　・空き家除却支援、住宅取得支援、リフォーム支援、家賃助成

【事業費】

　○検証方法　　岩内まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会にて検証

【今後の事業予定】

　○「空き家等対策計画」の策定

　○空き家の利活用支援

　○委託料 ・・ 空き家等現況調査業務委託料

【効果検証】

　○重要業績評価指標

　○固定資産税納税通知書へ空き家バンクの宣伝チラシを同封発送。

　○空き家一覧を作成し、保育所、幼稚園、小学校等への配布やＵＩＪターン役場窓口での周知

【事業目的】

　地域全体に点在する空き家の状況把握やデータベース化を行い、空き家バンクへ登載する。
　ＵＩターン希望者の受け皿づくりを進め、町内での就労・社会参加するための基盤づくりを支援
する。
　また、賃貸アパートなど小規模な住宅に住んでいる子育て世帯に空き家情報を提供していく
ことで、住宅のミスマッチを解消し、子育て世帯等の住環境を改善することにより、「三世代同
居・近居」を実現するなど、子育て環境づくりを支援する。

【事業内容】

　○空き家調査・データベース化に係る業務委託

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

《地方創生先行型》
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若年者等就労促進事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

3,564 3,161 3,161

　岩内、共和、泊、神恵内（岩宇）は同一経済圏であることから、若年層等が就業できる事業所
が多い岩内町で若年者や子育てで離職している婦人を対象に就労に向けた基礎研修や経済
団体・就労支援機関とともに職場研修などを行う。
　さらに、受講者のために資格取得を幅広く実施し、若年層等の就労の定着を促進する。

　◎岩内町総合戦略に施策として掲載予定

　○検証方法　　岩内まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会にて検証

【今後の事業予定】

　○委託料 ・・ 若年者等就労促進業務委託料

　　　　　　　　　　（委託先：岩内地域人材開発センター）　　　　

【効果検証】

　○重要業績評価指標　　受講者就職率 ： 50％　　（目標年月　平成28年3月)

【事業費】

　岩内公共職業安定所管内では、高卒者の就職率は高水準にはあるが、就職後の離職者が
多い状況となっていることから、若年者等を対象にパソコンなどの基礎研修や職場研修を実施
し、就労促進や離職防止を図る。

【事業内容】

　①基礎研修の実施

　　　・ワープロ3級

　　　・パソコン基礎

　　　・ワード・エクセルの実施

　　　・プレゼンテーション基礎

　②資格取得研修の実施

　　　・表計算3級

　　　・簿記検定3級

　③職場研修の実施

【事業目的】

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

《地方創生先行型》
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道の駅機能強化事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

7,890 7,706 7,706

　◎岩内町総合戦略に施策として掲載予定

　　　・観光マイスターによる観光案内の実施

　　　・ゆるキャラ作製

　　　・顔出し看板作製

　③駐車場の増設

　②地場産品等販売促進事業

　 　・道の駅前広場にプレハブ (リース)を設置し、地場産品を販売ＰＲする。

　　　　　　　　　　　　　　　　・実績　Ｈ25 83,000人　　・目標　Ｈ27 85,500人

　○検証方法　　岩内まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会にて検証

【今後の事業予定】

　本町の地域資源である深層水を活用した商品開発・販売促進について、民間、地場産業サ
ポートセンター、道の駅が連携して取り組み、道の駅における地場産品のＰＲ・販売業務を促進
し、機能の充実に努める。

　観光の目的となっている道の駅及びその周辺地域の再整備や、各観光施設や商店街などの
連動した取り組みについて地域住民や民間団体等と協働して検討し、道の駅周辺である中心
市街地への交流人口の流れをつくる。

　○重要業績評価指標　　道の駅来館者数の増加 ： 3％増

【事業費】

　○補助金 ・・ 道の駅機能強化事業費補助金（岩内観光協会へ）

　○工事費 ・・ 道の駅駐車場増設工事費　

【効果検証】

　　　・観光客の増加に伴い、来館者の利便性を図るため､施設前に駐車場を増設する。

【事業目的】

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

《地方創生先行型》

　岩内町の道の駅は、施設が小規模であることから、地場産品の販売や食事の提供ができ
ず、また、駐車場やトイレが施設に隣接されていないことなどにより、利用者の満足度の低下
が課題となっている。
　こうした課題を解消するため、道の駅としての機能を強化し、来館者数の増加を図る。

【事業内容】

　①観光ホスピタリティ―促進事業
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公共施設モデル化事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

1,917 1,917 1,917

　◎岩内町総合戦略に施策として掲載予定

　○手数料 ・・ 高温高圧殺菌装置操作手数料　

　○消耗品 ・・ 高温高圧殺菌装置部品

【事業費】

　○検証方法　　岩内まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会にて検証

【今後の事業予定】

　深層水活用促進事業と統合し、「深層水・食品加工を軸とした公共施設モデル化事業」とし
て、　「深層水・地場産品を活用した商品づくり」の他、「後志管内などの特産品を活用した商品
づくり」にも取り組む。

　○手数料 ・・ サポートセンター経営診断　　

　○補助金 ・・ いわない食品工業研究会補助金

【効果検証】

　○重要業績評価指標　　商品開発 ： ２件　　商品化 ： １件　　（目標年月　平成28年3月)

　②サポートセンター経営診断（診断料等）

　③いわない食品工業研究会補助（セミナー開催、新商品の開発等）

　①食品加工環境整備（レトルト機械整備・指導料等）

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

《地方創生先行型》

【事業目的】

　地場産業サポートセンターは、「深層水の販売」、「食品の開発試験」、「食品の衛生検査」な
ど、多くの機能を有した町営施設。
　食品開発試験においては、現在、レトルト機を使った商品開発を進めており、機械操作に専
門性を要することから、機械メーカーの指導を受けることにより、付加価値の高い商品づくりの
取り組みを行う。
　また、当センターの機能充実を図るため、民間コンサルによる経営診断を受け、公設施設の
モデルとなる施設運営の確立を目的とする。

【事業内容】
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深層水活用促進事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

10,172 9,370 9,370

　公共施設モデル化事業と統合し、「深層水・食品加工を軸とした公共施設モデル化事業」とし
て、深層水の「地場産業での活用」の他、「後志管内など広域での活用」にも取り組む。

　◎岩内町総合戦略に施策として掲載予定

　○旅費 ・・ 農家等への水の配送・情報聞き取り、普及イベントへの参加等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目標年月　平成28年3月)

【効果検証】

　○重要業績評価指標　　試験利用者数 ： 酪農10件、農家5件、その他20件

　○検証方法　　岩内まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会にて検証

【今後の事業予定】

　○手数料 ・・ 成分分析手数料、ペットボトル充填手数料、深層水送料等

　○消耗品 ・・ ポリタンク、ペットボトル、ポンプ等

　○臨時職員費用 ・・ 賃金、社会保険料

　○軽トラック費用 ・・ 借上料、ガソリン、保険料

　○委託料 ・・ 深層水酪農利用のための試験・分析業務委託料

【事業目的】

　平成１７年から取り組んでいる「深層水事業」は普及が進んでいない状況が続いており、
原因としては、「営業に携わる人員の不足」、「深層水の流通システムの未構築」、「効果立証
試験の未実施」などが考えられる。
　これらの課題に取り組むことで、深層水の売り上げ増加や食品製造業・水産業・農業など、
あらゆる産業の活性化を図ることにより、所得の向上・雇用の創出等に繋げる。

【事業内容】

　①酪農利用試験（大学への研究費、酪農コンサルへの委託費等）

　②ペットボトル等の試作（ペットボトル試作費、品質検査費等）

　③農業等利用拡大（人件費、車両借上、容器代等）

【事業費】

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

《地方創生先行型》
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妊娠・出産支援事業

（単位：千円）

予算額 決算見込 交付金額

2,536 2,096 2,096

　○妊婦健康診査通院交通費助成の継続実施

　◎岩内町総合戦略に施策として掲載予定

　○検証方法　　岩内まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会にて検証

【今後の事業予定】

　○扶助費 ・・ 妊婦健康診査通院交通費扶助費

【効果検証】

　○重要業績評価指標　　受診率の増加 ： 75％ → 80％

【事業費】

　岩内町には、産婦人科の医療機関がなく、妊婦が「妊婦健康診査」を受診するためには、近
隣市町（札幌市、小樽市、倶知安町等）に通院しなければならない。
　１日がかりの受診は、妊婦にとって経済的や精神的な負担であり、受診回数の減にも繋がっ
ているため、通院交通費の一部を助成し、安心して妊娠・出産ができる環境の整備を図る。

【事業内容】

　○助成対象者
　　　　岩内町に居住し母子健康手帳の交付を受けている妊婦で、妊娠初期から出産に至る
　　　までの間に健康診査を受けるため、医療機関まで通院する者。

　○助成額
　　　　岩内町から医療機関所在地までの往復公共バス運賃に相当する額で、健康診査１回
　　　につき、1,420円・2,680円・3,500円の3区分を設定。（上限3,500円）

【事業目的】

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金　実施事業

《地方創生先行型》

- 9 -


	資料３　Ｐ１　岩内町の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業について
	資料３　Ｐ２　岩内町の緊急支援交付金事業
	資料３　Ｐ２　添付資料
	資料３　Ｐ３　岩内町の緊急支援交付金事業
	資料３　Ｐ４　岩内町の緊急支援交付金事業
	資料３　Ｐ５　岩内町の緊急支援交付金事業
	資料３　Ｐ６　岩内町の緊急支援交付金事業
	資料３　Ｐ７　岩内町の緊急支援交付金事業
	資料３　Ｐ８　岩内町の緊急支援交付金事業
	資料３　Ｐ９　岩内町の緊急支援交付金事業

