
１　総合戦略での位置づけと重要業績評価指標の実績 （上段：目標値　下段：実績値）

1 3 年度（３ヵ年）

２　事業概要

３　令和２年度事業実績

(1) 産学官地域課題研究会運営・企画活動業務（産業政策室）6,992,480円

(2) ＩＴ活用課題解決人材育成・実証活動業務（産業政策室）17,998,156円

地方創生推進交付金　検証シート（令和２年度）

地域再生計画名称 大船渡市地域未来創発センターによる地場産業高度化・人材育成計画

総合戦略での位置づけ（施策・プロジェクト） 重要業績評価指標 単位 KPI累計
(目標値)

事業開始前 単年度実績 目標達成率
(対R02実績)現時点 R01 R02 R03

3 5 5基本目標１　大船渡にしごとをつくり、安心して働けるよう
にする
 施策３　新産業創出と起業・第二創業支援
  ５　地場産業高度化・人材育成プロジェクト

①
ＩＴ活用型改善策による導入試
行プロジェクトの完了数

件

者 3 0
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0

400.0
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②

ＩＴ活用課題解決型人材育成・
実践プログラム参加者数（地元
人材、首都圏等ITエンジニア
等）

人 15
15

233.3
29 35

5 0

・産学官地域課題研究会開催　　　　　：15回
・産学官地域課題研究会構成員　　　　：10者
・市内事業者へのヒアリング調査　　　：25事業者
・市内事業者が抱える課題把握、整理　：コロナ禍における集客・商談の課題を抱える事業者多数
・市内事業者等に対する研究会参加促進：32者
・「ＩＴ活用課題解決型人材育成プログラム」の企画及びアンケートによる効果検証
　〔主な検証結果〕※アプリ・動画の試作に至った参加者９名に対するアンケート調査の分析結果
　　・プログラムに対する評価：約60％が10点満点中「９～10点」と評価
　　・姿勢や意識の変化の有無：約70％が「予期せぬ成功あり」と回答（職場の評判が良かった等）

◎ ・多様な視点から地域課題を把握
する体制を整えるとともに、事業
者からの人材育成プログラム参加
者を増やすため、事業者の参加促
進を図る。
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100.0

計画期間 令和 年度～令和 7 3
③

大船渡市地域未来創発センター
産学官地域課題研究会参加数

(1)　多様な地域課題解決に向けた産学官推進体制の構築
・当市と連携協定を締結している明治大学のサービス創新研究所のサテライトラボを大船渡市ふるさとテレワークセンター内に開設。
・同研究所と市、民間ＩＴ事業者を構成員とする「大船渡市地域未来創発センター」を設置。
・同センターの構成員を事業推進主体として、ＩＴ活用により地元事業者等が抱える多様な地域課題の解決に向け、「産学官地域課題研究会」を設
置（Ｒ１）。
・同研究会で、地元事業者が抱える課題の抽出・整理、改善策を企画立案。

(2)　ＩＴ活用課題解決型人材の育成と実証活動の展開
・「産学官地域課題研究会」で、「ＩＴ活用課題解決型人材育成プログラム」（※１）を構築し、実証活動の展開、効果検証、改善を繰り返し、実
装化につなげる。
・スマートキャリア推進事業（※２）でプログラミングの基礎を学んだ小中学生を中心に、応用力の育成を図る。
　※１　「ＩＴ活用課題解決型人材育成プログラム」
　　　　課題解決スキル、リーダーシップ、プログラミングの応用スキル、コミュニケーションスキル及び改善導入に係る教育プログラム。
　※２　「スマートキャリア推進事業」
　　　　プログラマーやＩＣＴエンジニアなどを遠隔教育プログラムで育成する事業。平成29～30年度に児童生徒や教員を対象に実施。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

①ＩＴ活用課題解決型人材育成プログラムの実施
・人材育成プログラム実施数　　　　　　　　　　　　　　：46回（対面とオンライン実施の併用）
・人材育成プログラム参加者数　　　　　　　　　　　　　：35人（事業者が推薦した人材延べ270人）
・参加者が試作した課題解決に寄与するアプリ・動画数　　：13件
　〔内訳〕
　・アプリ：観光地等紹介 ４件、勤怠・車両・在庫等管理 ４件
　・動画　：事業紹介　　 ４件、イベント告知　　　　　 １件

◎ ・(1)の「産学官地域課題研究会
運営・企画活動業務」との業務の
一本化を検討。
・Ｒ２年度に創出されたプロジェ
クトの導入支援の継続。
・導入実績の周知。

②ＩＴ活用改善策に係る実証活動の企画及び運営
　ア．前年度プロジェクトの推進
　・理想の結婚式演出：ＶＲによる海外旅行体験コンテンツの追加
　・住民間のニーズのマッチング：スマホでマッチングするシステムの実証テスト、課題抽出
　・伝統芸能の３ＤＣＧ保存：３Ｄモデリング作業の実施、動画の作成・ＹｏｕＴｕｂｅ公開
　・大船渡を舞台としたゲーム作成：小学生向けプログラミング教室での活用

　イ．ＩＴ活用改善策に意欲的な事業者（ヒアリング調査対象者の中から選定）を対象とした
　　ＩＴコンサルティング、システムの試作、実証活動及び導入マニュアルの作成等
　・ＩＴコンサルティング実施件数　　　　　　　　　　　：７件
　・実証活動により創出された試作件数　　　　　　　　　：７件
　〔内訳〕
　　・オンライン結婚式参列サービスシステム　　　　　　：１件
　　・オンライン葬儀参列サービスシステム　　　　　　　：１件
　　・複数のＳＮＳの一括情報発信支援システム　　　　　：１件
　　・ＳＮＳ等を活用した情報発信、受注システム　　　　：３件
　　・スナック常連客のカラオケのオンライン採点サービス：１件
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由

　重要業績評価は概ね達成しており、事業成果も出ている。

 



１　総合戦略での位置づけと重要業績評価指標の実績 （上段：目標値　下段：実績値）

1 3 年度（３ヵ年）

２　事業概要

３　令和２年度事業実績

(1) 「三陸マリアージュ」取扱事業者等調査及び訪問開拓等・販売チャネル多様化展開業務（産業政策室）　9,498,720円

(2) 「三陸マリアージュ」商品企画・試作開発業務（産業政策室）　13,491,720円

(3) 流通管理システム運用管理及び共同化構築業務（産業政策室）　7,495,400円

施
策
貢

献
度 Ｂ 理

由

　重要業績評価指標は概ね達成しており、事業成果も概ね出ている。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・流通管理システムを活用した地域オペレーション手順の検討（三陸マリアージュメーカー管理、マルシェ、ＣＲ
Ｍ）
・地域共同マーケティンググループの構築
　気仙管内取扱事業者：16社、気仙管外取扱業者：８社
・地域共同利用型システム及び三陸マリアージュセンターを活用したマーケティング
　訪問営業：36社、ダイレクトメール営業：92社
・地域共同利用型システムの運用保守

○ ・三陸食材への関心の高い飲食店
等の「三陸マリアージュマル
シェ」の会員登録者数の増加。
・地域共同マーケティンググルー
プと三陸マリアージュセンター間
の効率的な物流スキームの構築。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

①商品企画に向けたネットワーク作り
　創造工程：９社、流通工程：２社
②商品企画及び試作品開発
　開発件数：８品（農家の嫁自慢シリーズ（３品）、食の創造シリーズ（３品）、三陸茶房シリーズ（２
品））
③テストマーケテング
　三陸ＳＵＮ店頭、三陸ＳＵＮオンラインショップ、モニタリング調査（郵送）

○ ・市内事業者との共同開発のほ
か、気仙管内の福祉事業所とも連
携した商品開発。
・「三陸マリアージュ」商品の企
画・試作開発を継続し、商品数の
増加と販路の拡大。

(1)「三陸マリアージュ」商品の企画・販路開拓
・三陸地域の食品、菓子、飲料、酒類等の複数の商品を組み合わせた商品「三陸マリアージュ」の開発。
・首都圏の飲食店・小売店等のニーズ等の把握と、生鮮品・冷凍品も含めた流通ルートに係る調査により、「三陸マリアージュ」のコンセプトを明
確化させたうえでの商品企画・試作品開発。
・三陸ＳＵＮでの商談会や首都圏飲食店・小売店等への訪問などにより、試作商品のブラッシュアップと商談を実施。
・大船渡ファンネットワーク（ＳＮＳ）を活用した情報拡散や、展示会への出展を通じたブランド認知度の高揚による販路の拡大。
・三陸マリアージュ商品の地元飲食店での普及展開による市内への観光誘客。

(2)「三陸ＳＵＮ」を起点とする流通の共同化
・取引形態に応じた三陸ＳＵＮでの集荷配送、地元事業者からのダイレクト流通などを行えるシステムの開発。
・三陸ＳＵＮのバックヤード機能を活用して、首都圏企業での予約展示販売や首都圏イベントでの展示販売、ネット販売など販売チャネルの多様
化。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

①ターゲットのリスト化
・プロモーション及びニーズ調査
　調査件数：28件
②商品の普及・販路拡大
・食品関連イベント企画出展
　出展回数：２回　→　東京ビックサイト（交渉等：71社）、マリンメッセ福岡（交渉等：28社）
・三陸マリアージュ研究会運営
　三陸おでんの会設立
・プロモーション戦略
　「御用聞き」「食材発掘」「試作開発」「テストマーケティング」「小ロット流通」の事業概念の明確
化

○ ・不活性食材の発生時期や保有農
家の情報など、地域内で効率の良
い生産体制を目指すとともに、大
手食品メーカーで発生するフード
ロスなどを活用した商品の開発
と、大手メーカーとの情報共有。
・開発した「三陸マリアージュ」
商品の訪問提案と、イベント等で
の出展による販路の拡大。
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「三陸マリアージュ」商品に係
る発表会・商談会等を通じた商
品取扱成立件数
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12,000 16,000 20,000基本目標１　大船渡にしごとをつくり、安心して働けるよう
にする
 施策３　新産業創出と起業・第二創業支援
  ４　三陸マリアージュ創出・展開プロジェクト

①
大船渡ふるさと交流センター
「三陸ＳＵＮ」を通じた商品売
上額

千円

件 20 0

3 7
0

地方創生推進交付金　検証シート（令和２年度）

地域再生計画名称 大船渡ふるさと交流センター発「三陸マリアージュ」創出・展開計画

総合戦略での位置づけ（施策・プロジェクト） 重要業績評価指標 単位 KPI累計
(目標値)

事業開始前 単年度実績 目標達成率
(対R02実績)現時点 R01 R02 R03

 



１　総合戦略での位置づけと重要業績評価指標の実績 （上段：目標値　下段：実績値）

1 3 年度（３ヵ年）

２　事業概要

３　令和２年度事業実績

(1) 担い手確保業務（産業政策室）　2,999,700円

(2) 生産技術普及・展開実証業務（産業政策室）　999,900円

(3) 夏イチゴ産地化構想策定業務（産業政策室）　6,108,182円

(4) 夏イチゴ体験農園実証業務（産業政策室）　207,350円

(5) 夏イチゴ加工品等研究開発支援業務（産業政策室）　1,811,359円

(6) イチゴ生産・担い手育成拠点施設整備事業（産業政策室）　47,880,000円

(7) 地元材木製品等研究開発業務（産業政策室）　0円

施
策
貢

献
度 Ｂ 理

由

重要業績評価指標は概ね達成しており、事業成果も概ね出ている。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

整備棟数：３棟　（※一部繰越　完了予定：令和３年５月頃）
　栽培棟３棟　計0.29ha(0.11ha*１棟、0.10ha*１棟、0.08ha*１棟)
　補助対象事業費（総事業費）：118,720千円
令和２年度支出額： 47,880,000円(出来形)、翌年度繰越額： 11,480,000円

◎ ・工期内の完成

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

全国的な新型コロナウィルス感染症拡大の影響から、実施見込みが立たず未実施。 × 令和３年度の取組内容について検
討

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・加工品等試作研究会の開催（盛岡市内の洋菓子店やホテル計５店が参加、ホテルメトロポリタン盛岡）
・加工品等に係る事業者ヒアリング、試作品の研究開発（試作取組業者:12社、うち加工品販売業者:２社）

○ ・継続的な夏イチゴの加工商品の
開発と、生産量に応じた販路拡
大。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・夏イチゴ体験農園実証協議会(地域住民、地域経済牽引事業者及び市で構成)の設立・運営
・体験農園実施に向けたアンケート調査の実施（295名）

○ ・地域住民と連携し体験農園とし
ての活用を検討。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・夏イチゴ産地化構想（案）策定に係る協議会の設立・運営
・夏イチゴ産地化構想（案）の策定、差別化戦略やブランド構想等の方策の検討
・夏イチゴブランドの認知度向上、魅力発信を図るホームページ制作

○ ・夏イチゴの品質優位性を示し、
それを評価し、活用する実需者
（菓子製造業者や飲食店等）との
連携。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・イチゴ生産技術等周知活動等
　施設見学対応：29回（延べ224名）、取材・講演会対応：29回
・就農相談、技術相談対応（技術相談等６回　延べ16名）

○ ・施設営農リーダーの育成と生産
技術の確立。

(1)イチゴ生産大規模化による高付加価値農業への転換と産地ブランド化の推進
・夏イチゴの周年施設生産による高付加価値農業の展開と農業者の増加を目指し、年間を通じた生産・販売体制の構築に向けた施設営農リーダーを
育成。
・地域経済牽引事業者と連携し、農業系人材サイトへの広告展開や就農体験を提供し、新規就農者の確保を図る。
・夏イチゴ生産に興味を持った就農相談者等を対象に生産技術に係る学習研究会を開催するとともに、小規模な既存ハウスでも可能な生産技術の試
験実証活動を実施。
・イチゴ産地化を推進するため可能性調査を実施するとともに、夏イチゴ産地化構想を策定し、構想を踏まえた周知・普及定着活動を展開。
・夏イチゴを使った加工商品等の検討に当たって、菓子製造業や食料品製造業等の民間事業者と立ち上げた「いわて三陸ベリー研究会」での企画提
案の具体化に向け、試作品の開発指導や試験販売等を実施。
・地域経済牽引事業者によるイチゴ生産・担い手育成拠点施設を整備。

(2)間伐材等の木材利用拡大の取組
・間伐材など木材の新たな利用方法を検討するため、木製品加工業等の民間事業者と研究会を立ち上げ、木製品開発のための試作品開発指導や試作
品企画、消費者ニーズ調査や試験販売。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・農業系求人サイト及び地方移住者向けサイト　計３媒体に掲載
・募集チラシの作成、岩手県立農業大学校、岩手県農業公社等への配架（2,000部）
・オンライン形式でのセミナーを開催（延べ５名参加）

○ ・新規就農の募集を継続しつつ、
新規就農者の確保・育成に向けた
取組を一貫して支援する体制の整
備。

0.00 0.17 0.17
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計画期間 令和 年度～令和 0.19 0.29
④

耐侯性多用途木骨ハウスの汎用
パッケージの整備面積

ha 0.34 0.00
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③
施設営農リーダー人材によって
運営された施設での雇用人数
（研修生・地元パート）

人 9 0

②
施設営農リーダー人材によって
三陸沿岸地域で運営される施設
における生産面積

ha 0.40 0.00
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現時点 R01 R02 R03

0.13 0.40 0.40
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0.13 0.13

基本目標１　大船渡にしごとをつくり、安心して働けるよう
にする
 施策３　新産業創出と起業・第二創業支援
  ７　夏イチゴ産地化プロジェクト

①
施設営農リーダー人材によって
生産されたイチゴ生産額（生産
量×平均単価）

千円 42,000

地方創生推進交付金　検証シート（令和２年度）

地域再生計画名称 三陸沿岸に最適な周年生産施設型農業による夏イチゴ産地化計画

総合戦略での位置づけ（施策・プロジェクト） 重要業績評価指標 単位 KPI累計
(目標値)

事業開始前 単年度実績 目標達成率
(対R02実績)

0
1,365 15,120 25,515

41.0
0.0 6,200.0



１　総合戦略での位置づけと重要業績評価指標の実績 （上段：目標値　下段：実績値）

1 3 年度（３ヵ年）

２　事業概要

３　令和２年度事業実績

(1) 甫嶺復興交流推進センター（宿泊・交流ゾーン）整備（産業政策室）170,769,500円

(2) 体験プログラム等可能性調査業務（産業政策室）2,992,000円

(3) 地域観光情報プラットフォーム構築業務（産業政策室）7,999,552円

施
策
貢

献
度 Ｃ 理

由

一定程度の成果は出ているものの、重要業績評価は達成できていない。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・スポーツ・アクティビティや体験プログラムなどのサービス情報配信と、これらサービスの予約受付等
ができるプラットフォーム（ホームページ）を構築
　・プラットフォーム構築に向けた協議：６回
　・関係者へのヒアリング：10件
　・プラットフォームの構築
　・運用マニュアル提出
　・操作指導：１回

○ ・スポーツ・観光関連サイト等に
ＢＭＸやダイビング、体験プログ
ラム等の情報を掲載するなど情報
発信を実施。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・プログラム素材となり得る体験を収集・整理
　・体験プログラムの収集に向けた協議：２回
　・関係者へのヒアリング調査：12件
　・プログラム化の検討：28件

○ ・スポーツ・観光関連サイト等に
ＢＭＸやダイビング、体験プログ
ラム等の情報を掲載するなど情報
発信を実施。

(1)異日常体験プログラム等による地域ぐるみの提供体制の構築
・地元にある自然・文化・仕事といった「日常」の資源を掘り起こし、異日常体験プログラムに転換できる可能性を調査。
・スポーツ・アクティビティ事業者、観光関連事業者、農林漁業者等で組織を設立し、サービス等の情報を一括して閲覧できるほか、予約受付等が
できるプラットフォーム（ホームページ）を構築・運用。
・ローカルツアーの商品化に向けて、「体験する・泊まる・食べる・買う」を有機的に組み合わせたモデルツアーの企画及び実施を支援し、事業者
間での連携を強化。

(2)スポーツ・アクティビティを中核とした受入・交流拠点の構築
・三陸沿岸のスポーツ・アクティビティの拠点施設「甫嶺復興交流推進センター」として、閉校となった旧甫嶺小学校を宿泊機能を持つ施設として
改修。
・スポーツ・観光関連サイト等への情報発信や、若年層を対象としたモデル体験会等を実施。
・新たなスポーツ・アクティビティ提供事業者の誘致活動や事業創出の支援を実施。
・体験プログラムや、地元の食・産品の体感型紹介イベントを開催し、主に県内陸部等の近隣からの誘客による新たな客層の開拓・拡大。

内　　　容 KPI貢献度 課題、今後の方向性

・甫嶺復興交流推進センターを整備し、令和２年10月10日に開所。
○主な整備施設
　①１階（地区活動・交流ゾーン）
　　多目的利用スペース、シャワールーム（12室）／オープンキッチン／体育館（室内パーク）
　②２階（宿泊・交流ゾーン）
　　ドミトリー（男女各２室、計72床）／コミュニティルーム
○事業費等
　①工事費　167,799,500円、②工事監理業務委託費　2,970,000円

○ ・施設は地域会社の指定管理によ
り行っているが、起業して間もな
いことから、市において事業運営
に引き続き関与。
・施設の老朽化や施設利用者の利
便性・快適性を考慮した、施設整
備後における改修工事の実施。
・新型コロナウィルス感染症の影
響により、宿泊可能人数を制限し
ながら、収束後の誘客に向けたＰ
Ｒ方法を検討。

0 6,400 9,800
15.8

計画期間 令和 年度～令和 - 1,013
③

甫嶺復興交流推進センターの宿
泊等施設利用者延べ人数

11.6
0 1,000

②
スポーツ･アクティビティ及び体験
プログラム提供事業者数

者 12
4

33.3
0 1

10,400 1,116
1,500 8,600 10,400基本目標２　大船渡への新しい人の流れをつくる

　施策１　多様な主体による交流人口の拡大
    ６　スポーツ・アクティビティ体験型交流創出・展開プロジェク
ト

①
スポーツ・アクティビティ及び体験
プログラム等による観光入込客数

人

人 9,800 0

2 3
3

地方創生推進交付金　検証シート（令和２年度）

地域再生計画名称 スポーツ・アクティビティを中核とした体験型交流創出・展開計画

総合戦略での位置づけ（施策・プロジェクト） 重要業績評価指標 単位 KPI累計
(目標値)

事業開始前 単年度実績 目標達成率
(対R02実績)現時点 R01 R02 R03


