
① ② ③

実績額

単位：円

指標値 実績値 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1 38% 47.1% - 35% 38% - -

2 750人 746人 200人 450人 750人 1,000人 -

3 1,650人 2,004人 500人 1,050人 1,650人 2,300人 -

4 1人 0人 0人 1人 1人 2人 -

5 15人 7人 0人 5人 15人 - -

6 150件 177件 10件 50件 150件 - -

7 15件 2件 0件 5件 15件 - -

8 12人 3人 2人 7人 12人 - -

9 0千円 0千円 - - 0千円 6,000千円 13,200千円

10 0千円 0千円 - - 0千円 0千円 500千円

11 0人 0人 - - 0人 0人 50人

12 0人 0人 - - 0人 100人 300人

※⑤事業の評価について
「地方創生に非常に効果的であった」…KPIが目標値を達成するなど、大いに成果が得られたとみなせる場合
「地方創生に相当程度効果があった」…目標値に達しなかったものの、概ね成果が得られたとみなせる場合
「地方創生に効果があった」…目標値を上回ることは無かったものの事業開始前に比べて改善したとみなせる場合
「地方創生に効果が無かった」…実績値が事業開始前の数値より悪化したとみなせる場合

本事業における重要業績評価指標（KPI）
本事業終了時（令和3年3月） 指標値

成田空港関連会社等の地元就業に関心を持った小中学生の割合

農業体験等参加者数

実績を踏まえた事業の今後について

令和3年3月
事業の評価 外部有識者からの意見 今後の方針 今後の方針の理由

事業効果

事業の終了

 交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了とする。町民にとって、都
心方向への通勤・通学の足として重要な交通手段となり、工業団地経由の利用者に
も定着しつつある。新型コロナウイルス感染症の影響で利用者は減少したが、減便
せず運行を維持した。シャトルバスは多古に住みながら都心方面へ通勤・通学する
ために必要な手段となっていることから、今後とも利用者の実情に合わせて運行を継
続する。

事業の終了
　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了とする。多古町近隣地
域や首都圏に在住で未就学児を持つ家庭に対し、多古町の子育て支援策をPRする
ために情報誌への記事掲載を行い、子育て世代への移住につなげていく。

地方創生交付金に係る事業実施結果報告

（各交付対象事業の重要業績評価指標（KPI）の実績値等）

No

④ ⑤ ⑥

交付対象事業の名称
交付金の種

類

本事業終了後における実績 外部有識者からの評価

1 航空業界講話事業
(地方創生課）

推進 0

　成田空港の更なる機能強化に伴い、航空業界向けの人材育成を図り、地元に住み続け
ながら成田空港で働くことのできる環境を整えるため、町内全小・中学生を対象に事業を実
施してきた。令和2年度においては、小学生を対象とした空港見学が新型コロナウイルス感
染症の影響により実施できなくなり、中学生同様に出前講座の開催を検討したが、各校の
スケジュールの都合により、多古第一小学校5年生(51名）、多古中学校1年生（87名）のみ
の開催となった。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、2校のみの開催となったが、事後アンケートに
おいては、「成田空港での仕事に興味をもった」「成田空港で働きたい仕事があった」と回答
した児童・生徒が47.1％おり、航空業界への興味関心と地元就業への意識醸成に繋がった
ものと考えられる。

地方創生に相当
程度効果があっ
た

新型コロナウイルス感染症の影響により航空業界
は、非常に厳しい状況におかれているが、いずれ
はV字回復すると見込まれる。成田空港に隣接す
る多古町にとって、本事業は非常に大事なことで
ある。交付金事業は終了するが、今後も周辺市町
と協力して本事業への取り組みを継続していくこと
を要望する。

事業の終了

　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了する。成田空港南側圏
（山武市・多古町・芝山町・横芝光町）としては、令和3年度以降も引き続き航空業界
への興味関心と地元就業への意識醸成を図るため、本事業を実施する。新型コロナ
ウイルス感染症の影響により空港見学は実施できないが、出前講座は継続して実施
できるため、成田空港に隣接する地域の特性を生かした教育を展開することにより、
将来的な定住層の拡大や就業意欲の向上を図っていく。

2 移住に係る他県への広報事業
（地方創生課）

推進 3,141,600

　
　近年、シャトルバスなどの公共交通機関の整備により、多古町に住みながら都市部へ通
学・通勤するといった選択が可能となった。しかしながら、都市住民から見た多古町の知名
度は高くなく、更なる知名度の向上を図るため「電車の中吊り」「駅構内への掲出」「高速バ
スへのラッピング」「新宿アルタ・東京駅デジタルサイネージへの動画配信」「シネアド」など
様々な広告媒体を活用した移住・定住促進ＰＲ広報を実施した。
　広報事業は、直接的な効果を検証することが難しい事業ではあるが、移住相談件数が増
加傾向にあることなどから、PR効果があったと考えられる。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

多古町は広報・PR事業に力を入れており、どの事
業も非常にコストパフォーマンスが高いものを選択
している。新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、新しいライフスタイルに注目が集まるなか、成
田空港に近いことを考えると子育て世代以外の方
にとっても居住候補地になりえる。更にターゲット
層を広げながら受入環境整備を整え、今後も広
報・PR活動に取り組んで頂きたい。

事業の終了

　2021年度第9回「住みたい田舎」ベストランキングで首都圏エリア総合部門で第6位
に入り、子育て、移住・定住施策等のPR活動は効果があったと思われる。引き続き、
都市住民が多古町に求めるニーズを的確に把握しながら、他市町村にはない多古
町の強みをPRすることで、交流人口や移住・定住人口の増加を図る。

3 移住コーディネーター養成事業
(地方創生課）

推進 1,397,000

　移住希望者に対し、総合窓口等の役割を果たすための人材育成として、平成30年度から
3年間、移住コーディネーター養成講座を実施した。令和2年度は、講座開催の最終年であ
り、13人を多古町移住コーディネーターとして登録し、4回の講座を開催した。
　8月に実施した最終講座では、3年間学んだことを活かし「千葉県多古町Ｕターン・移住
フェア」を移住コーディネーターが主体となり開催した。17組27人（有楽町5組8人/ｵﾝﾗｲﾝ12
組19人）の参加があり、「多古町の雰囲気を知ることができた」等の意見も頂き好評を得る
ことができた。令和3年度には「多古町移住コーディネーター連絡協議会」を立ち上げたこと
から、当初の予定どおり移住コーディネーターの養成と民間における相談窓口をつくること
ができた。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

移住コーディネーター養成講座が最終年を迎え、
民間における相談窓口が作られたとのことだが、
民間と行政との繋がりが無くならぬよう、今後も移
住コーディネーターと連携していくようにお願いし
たい。

事業の終了

　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了する。令和2年度に登録
した13人の多古町移住コーディネーターが令和3年度に「多古町移住コーディネー
ター連絡協議会」を立ち上げた。本年度から町より移住・Ｕターンセミナー/移住モニ
ターツアー/移住コーディネーター養成セミナーの開催・移住イベントへの参加等の
事業を委託することで官民連携により、多古町への移住者を増やすことと新たな移
住コーディネーターの養成等を実施し、移住・定住者の促進を図る。

4 空き家活用促進事業
（地方創生課）

推進 978,153

　増加傾向にある空き家の利活用を図るため、空き家ビジネス等の情報発信を掲載した
「空き家ガイドブック」を作成した。また、空き家バンクへの登録を図るためにリーフレットを
作成し、固定資産税の納付通知書に同封し送付した。通知後は、空き家バンクへの登録な
どの問い合わせも多くあったが、相続や登記の問題、家屋の状況等もあり、空き家バンク
への登録件数は増加していない。しかしながら、1件空き家バンクを通じて売買契約が成立
し、多古町の空き家の解消につながった。

地方創生に相当
程度効果があっ
た

国の人口が減少するなか、都市部においては、タ
ワーマンションなどが建設される一方で、全国的に
も空き家が加速度的に増えてきている。空き家の
活用方法は、以前から議論されているが抜本的な
方法がない上、老朽化し倒壊する恐れもあること
から、町としては、継続して空き家の利活用に取り
組んで頂きたい。

事業の終了

　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了する。増加する空き家
について利活用を促すために、今後も住宅等を所有している方への広報活動を行っ
ていく。令和3年度に入り、空き家バンクへの登録が1件増え、相談も増えている。今
後も、空き家を減らすため、空き家利活用の促進を図る。

5
移住定住ホームページ作成事
業
（地方創生課）

推進 3,991,680

　多古町への移住や定住を考えている方・移住をしてきた方が多古町の生活を知ることが
できる多古町移住定住情報発信サイト「ＲＵＲＡＬ　ＬＩＦＥ」を作成した。移住後の生活が想
像できるように移住・Ｕターン者の声など人にスポットを当てることで、多古町をより身近に
感じられるホームページとなっている。多古町への移住に興味がある方から、町へ問い合
わせがあった場合、ほどんどの方が閲覧していることからも、移住の足がかりに繋がるコン
テンツの役割を果たしている。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

都市部から1時間程度の距離にある町に行くことを
「ルーラルツーリズム」といい、「RURAL　LIFE」とい
う名前をつけたのは先見の明がある。RURALを使
うのであれば、二地域居住の促進なども移住施策
の柱の１つにしても良いと思う。多古町の移住ホー
ムページは、近隣市町の移住ホームページと比較
しても良くできている。今後も情報更新などにしっ
かりと取り組んで頂きたい。

事業の終了
　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了する。移住定住ホーム
ページ「RURAL　LIFE」については、多古町をより認知してもらえるような内容を随時
更新をしていく。

6 移住セミナー等開催事業
（地方創生課）

推進 0

　3月28日（日）に移住セミナー「多古で働こう」を実施した。新型コロナウイルス感染症の影
響により、オンラインでの開催となったが、13組16名が参加をした。セミナーは3部構成とな
り、子育て・就農・福祉など多古町での「職」をテーマに開催した。参加者からは、「内容が
充実していた」などの意見を頂き、好評を得ることができた。また、本セミナーに参加してく
れた方が4月に多古町に移住をした。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

「多古で働こう」は、人を育て、まちを維持するとい
う、地方創生「まち・ひと・しごと」の本来の目的でも
あり根幹をなすものである。今後も引き続き、セミ
ナーを開催し移住促進に尽力していきたい。

事業の終了
　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了する。令和3年度より、
「多古町移住コーディネーター連絡協議会」が設立されたため、事業委託し、官民連
携により移住・定住の促進を図っていく。

7 地域間交流促進事業
（地方創生課）

推進 2,310,000

　地方移住に関心がある都市住民を対象に、多古町への移住に関する興味を醸成する
ワークショップ及び町内の地域資源に触れてもらうモニターツアーを開催した。新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、オンラインでの開催となったが、ワークショップ、9組14名・モニ
ターツアー12組19名が参加をした。多くの方に参加をいただき、多古町を移住先と検討でき
るかというアンケートについては、回答を頂いた全員から「検討できる」とのことだった。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

新型コロナウィルス感染症の影響で、各地でVRツ
アーが開催されているが、現地に行く前の周知と
して非常に効果的である。また、広報・PR活動など
を有効活用し併せて取り組むことは非常に効果が
あることなので今後も、継続して取り組んで頂きた
い。

事業の終了

　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了とする。多古町の認知
度や移住先として候補になるかなど、都市住民が多古町に求めていることを知る調
査は今後も必要と考える。令和3年度より、「多古町移住コーディネーター連絡協議
会」が設立されたため、事業委託し、官民連携により移住・定住の促進を図っていく。

8
農あるまちづくり推進計画策定
事業
（地方創生課）

推進 8,954,000

　農あるまちづくりを推進するために、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる
ことや農泊の推進体制・手法などについて示した「多古町農あるまちづくり推進計画」は、
地域が一体となって農業とつながりがあるまちづくりを推進する計画となっている。新型コ
ロナウイルス感染症の影響もあり、人の移動や事業運営など不透明な部分もあるが、ウイ
ズコロナ、アフターコロナも見据えた農泊推進を中心とした”農あるまちづくり”に繋がる計
画書を策定することができた。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

農あるまちづくりは、多古町の文化の一つに繋げ
ていけるくらい、魅力がある。観光や宿泊など地域
経済の活性化に貢献する計画として今後の展開
に期待している。

事業の終了

　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了とする。地域資源を魅
力ある観光コンテンツとして磨き上げることや農泊の推進体制・手法などについて示
した計画を策定することができた。今後は、本計画書の内容に基づき”農あるまちづ
くり事業”を推進していく。

9 古民家整備事業
（地方創生課）

推進 55,199,100

　価値ある古民家の有効活用を推進するため、古民家ビジネスのモデル事業として、古民
家を滞在型施設に再生し、農家レストランや道の駅多古などの町内事業者と連携しなが
ら、地域への経済波及効果を高めるため、豪農住宅であった「大三川邸」のリノベーション
を行った。運営は、㈱マイナビ地域創生が行い、収益性がある取組とともに、観光への呼び
水となる施設を整備することができた。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

リノベーションした「大三川邸」は、素晴らしい施設
であり、空き家活用の象徴的な建物の一つであ
る。他にも空き家活用にはいろいろなタイプがあ
り、それぞれに合ったビジネス展開していくことが、
農あるまちづくりを推進していく上でとても大切なこ
とである。

事業の終了

　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了とする。歴史的資源で
ある古民家「大三川邸」を滞在型施設として整備することができた。今後は、多古町
における古民家再生のビジネスモデルとなるよう㈱マイナビ地域創生と連携を図りな
がら、交流人口・関係人口の増加に努めていく。

11
子育て世代移住定住PR促進
事業
（子育て支援課）

推進 2,409,000 　全国規模で約16万部配布している子育て情報誌と、約10万部を発行している移住情報誌
に、町のPR記事として、子育て世代にやさしい施策や移住者の体験談を掲載した。

地方創生に相当
程度効果があっ
た

アンケート送付者に町の情報を一度だけではなく、
継続して送付することで町に興味をもってもらえる
可能性がある。効果はすぐに出ないかもしれない
が、継続してPRすることで最終的には目的を達成
できると思うので今後も事業を実施してもらいた
い。

12

10

成田空港アクセス改善事業
（シャトルバス水戸工業団地一
部乗り入れ）
（企画空港政策課）

推進 27,295,173

　平成29年度から引き続き、工業団地を経由し、事業を継続した。
　利用者数は、新型コロナウイルス感染症の影響による学校の休校やリモートワークの普
及により減少し、令和2年度は59,573人と昨年度の98,640人から39,067人の減少（60.4％）と
なった。
　また、利用者の利便性向上と新規コロナウイルス感染症防止のため、令和3年2月より交
通系ＩＣカードに対応し、3月にはWi-Fiの整備を行った。併せてバスに「黙乗」を促すための
ラッピングを施した。

地方創生に非常
に効果的であっ
た

令和2年度は、緊急事態宣言の発令により不用不
急の外出禁止となった影響で乗客は減少した。新
型コロナウイルス感染症の影響がなければ、過去
の利用率を考えると乗客の確保は図れたと思わ
れる。町民にとっては大事な社会インフラの一つで
あり、成田空港と繋がるシャトルバスがあることに
よって、就職などで多古町に戻ってくる人がいるこ
とを鑑みると非常に効果的な事業であると高く評
価できる。

子どもルーム利用者数

お試し移住数

移住コーディネーター・移住セミナー等での相談を介した移住者数

移住相談件数

担い手育成に係る講座等開催
事業
（産業経済課）

推進 1,309,000

　「儲かる農業」の実現を目指し、農業の可能性と収益力のある農業経営の基礎を学ぶこ
とを目的とした「アグリセミナー」を全4回実施した。セミナー3回のほかに講師が経営する農
場見学を行い、延べ47名の参加があった。新型コロナウイルス感染症の影響により多古高
生を対象としたセミナーはやむを得ず中止となったが、参加者のアンケート集計結果では、
「満足」「やや満足」の回答割合が、テーマ・講義内容が93.1％、講師100％、テキスト94.2％
であり、総じて参加者から高い評価を得られた。

地方創生に相当
程度効果があっ
た

新規就農者については、すぐに対象を見つけるこ
とは難しい。しかし、農業のLIFE STYLEを就農者
に話してもらうなどすることは、農業に共感が持た
れる一つの方法だと思う。”継続は力なり”という言
葉があるが、今後も新規就農者獲得に向けた事
業やPRなどを進めて頂きたい。

事業の終了

 　交付金を活用した事業については、当初の予定どおり終了とする。中止となった多
古高校生を対象としたセミナーは、令和３年度に開催する予定である。また、初めて
企画した農場見学は、普段得ることの出来ない情報が多く、刺激を受けたと大変好
評であり、継続開催を望む声が多かった。セミナーはテーマを絞ってより実践的な内
容であったが受講者の意識レベルの差が評価に影響するのではないかと危惧され
たが、意欲的な参加者が多い中で、満足度の高い回答が得られた。今後も収益力を
持った農業経営者を育成するべく、より実践的なセミナーを行っていきたい。

新規就農

事業で整備した古民家ビジネスの売上高の合計

事業で開発した新商品の売上高の合計額

事業で開発したツアーの参加人数

空き家バンクによる不動産活用件数

事業で実施した農業体験事業の参加人数


