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　子どもたちのふるさとを思う気持
ちを醸成し、将来への夢を抱き育
む。

　池田中学校が修学旅行の取り組み
として、郷土の歴史や文化・営みを
調べ、そこに生きる人々について考
え、発表することで、ふるさとを思
う気持ちを醸成し自らの生き方につ
いて考えを深める機会となった。
　池田高等学校交流協会が行った国
際姉妹校交流事業への支援により、
国際理解教育の推進に寄与した。
　池田町傘踊り保存会への支援で
は、郷土芸能の保存と次世代への継
承が図られ、且つ、子どもたちが伝
統芸能を表現することによりふるさ
とを思う気持ちが醸成された。

　産業及び福祉の基盤強化と発展促
進並びに地域活性化の推進を図る

　当初予算では、5件分15,000千円
を計上していたが、実績は、件数で
4倍の19件、金額では2倍の
31,894,727円の交付となり活発に活
用されている。第3次総合計画の施
策《産業連携・起業化》の基本目標
である「地域産業の新しい取り組み
への支援と、新たに企業を起こす企
業化の育成支援を進める」の達成に
向け多大な効果があった。
　また、町内の商工業への波及効果
も大きく地域の活性化にも大きく寄
与している。

　姉妹都市交流を行うことにより、
国際交流を推進し、住民の国際感
覚、地域の文化意識の向上を図る。
その他、国際化に向けた取り組みを
行うことで、語学や生活、文化、習
慣などの国際理解を深め、地域の国
際化を進める。

　国際化の進む現代において本町は
昭和52年にカナダ・ペンティクトン
市と姉妹都市宣言を締結し、隔年で
相互訪問を行ってきた。国際交流事
業を行うことにより、世界に目を向
け、国や人種の違いを超えた心と心
の触れ合う人間交流や、異文化の持
つ技術の交流から町民に国際感覚を
もってもらい、あらためて自分自身
とふるさと池田を認識してもらうた
めに事業を実施しており、その意識
は両市町において特に交流団体員に
おいては向上している。

　今や木炭は燃料としての使用に限
らず、土壌改良、消臭、浄化、洗
剤、家畜飼料、建築用材、融雪材な
ど多方面で利用され、また製炭課程
で副産物として得られる木酢液も、
多方面で使用が広がってきている。
このような背景を受け、現在では衰
退した地場産業である製炭業を見直
し生産技術及び施設維持の指導を受
け、環境保全や技術の伝承と炭を中
心とした森林資源の地域循環システ
ムの構築のもと停滞する林業の活性
化と農畜産業との連携を模索し、新
たな産業と雇用の創出を図る。

　各種団体等へ、炭づくり体験を指
導し、炭の再評価・利活用を促進す
るとともに、市街地と農村を結ぶ地
域コミュニティーづくりを推進し
た。また、生産された炭について指
導機関等の協力を得て、農畜産業の
効用に係る試験を実施している。

産業及び福祉の基盤強化、発展
促進並びに地域活性化の推進を
目的に当該事業を実施してきた
が、当初見込みよりも多くの補
助実績があった。今後は、補助
対象事業に関する成果を検証す
る必要がある。また、今後の事
業のあり方について、早急に検
討する必要がある。

Ｂ

　開始から２年目となり、成果
が出ている事業がある一方で、
計画どおりの効果が出ていない
事業も見られる。しかし、そも
そもがリスクのある新たな取り
組みへの支援であり、支援した
事業の失敗が本事業の評価に直
接繋がるものではない。成功し
ている事例の中には、基幹産業
である農畜産物を使った製品の
開発・販売など、今後の発展が
見込める分野での先進的な取り
組みも見られることから、今後
も継続した支援が必要と考え
る。しかしながら、原資である
基金の残高が少なくなっている
ことから、基金枯渇後の民間事
業者の取り組みに対する新たな
支援策についての検討も併せて
進めていかなければならない。

Ｂ

3

１　次　評　価

評価の検証総合
評価

取組状況及び改善状況

Ａ

　２年目となり制度が認知され
てきたこと、また、利用促進に
向け制度の見直しを行ったこと
から、様々な団体による多様な
試みが展開される様になった。
これにより、第４次総合計画に
おいて課題となっている「地域
における教育力の向上」に関し
て確実な進展が見られる。
　民間の事業を支援する本制度
は、協働のまちづくりの観点か
らも有効な施策であり、事業の
原資は確保されていることか
ら、更なる利用促進を図ってい
かなければならない。

　子どもたちのふるさとに対す
る気持ちの醸成を目的に当該事
業を実施し、様々な団体による
多様な試みが展開された。今後
は、補助対象事業に関する成果
を検証する必要がある。また、
事業主旨の浸透と制度内容の改
善に努め、目的達成のために継
続的に行う必要がある。

　今後も民間を主体とした事業展開は必要
であるが、一般社会において以前とは比較
にならないほど国際化が浸透している状況
に合わせた事業展開を模索検討する必要が
ある。

連
番

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容

目　　　的 成　　果
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112010　112010　112010　112010　国際交流事務事業国際交流事務事業国際交流事務事業国際交流事務事業

２　次　評　価

　創設間もない事業であり、町民の自主性
に委ねる部分のある事業なので、事業主旨
の浸透と制度内容の改善に努め、個別事業
の検証を実施し、目的達成のために継続的
に行う必要がある。

平　　成　　２２　　年　　度

　事　務　事　業　名 １　次　評　価

総合
評価

説　　明
総合
評価

今後の方向
性及び改善

説　　明

　長い交流の歴史を踏まえなが
ら、民間と行政がそれぞれの良
さを生かした協力体制を構築
し、姉妹都市交流事業を進める
必要がある。
　また、国際化の進展に合わせ
た事業展開を検討する必要があ
る。

　炭やき伝承隊の活動及び炭窯
維持管理体制の見直しを進めな
がら林業の活性化、さらには新
たな産業・雇用の創出に繋げて
いくため、今後も事業を継続し
ていく必要がある。

　平成２２年度を以て、地域社
会振興財団交付金事業（長寿社
会づくり事業費交付金）が終了
したが、木炭の利活用について
まだ確立されていない状況にあ
り、炭やき伝承隊の活動及び炭
窯維持管理体制の見直しを進め
ながら継続していくことが必要
と考える。

　炭焼き伝承隊による炭焼き体験などを通
して多方面の利用が可能な炭を中心とする
森林資源の見直し、環境保全や伝承文化の
継承が必要となっています。また、今年度
で財団の交付金事業が終了しますが、製炭
技術者育成などの課題に向けた支援を継続
することにより、林業の活性化、さらには
新たな産業・雇用の創出に繋げていくこと
が期待される。

Ｂ Ｂ

・事業手段
の見直しに
よる改善
・住民との
協働の推進
による改善

　創設間もない事業であり、町民の自主性
に委ねる部分のある事業なので、事業主旨
の浸透と制度内容の改善に努め、目的達成
のために継続的に行う必要がある。

・事業手段
の見直しに
よる改善

　初年度の利用は低調であったが、民間の
事業を支援する本制度は、協働のまちづく
りの観点からも有効な施策であり、事業の
原資は確保されていることから、更なる利
用促進を図っていかなければならない。
　今後も町民の意見を聞きながら、使いや
すい制度となるよう見直しを図っていく必
要がある。

Ｂ

Ｂ

　民間を主体とした事業を展開
することは、国際交流（人と人
の交流）という文化発展には欠
かすことができない条件である
が、受け皿となる池田町ペン
ティクトン会は会員の固定化と
高齢化が進み実施主体とはなり
得ない状況となっている。
　H19・20年度は、姉妹都市締
結30周年記念として(財)自治体
国際化協会の助成金を受けて、
行政主導で派遣と受入を実施し
たが、今後も事務や団長・随行
員の派遣費用、受入時の滞在経
費等は行政の支援が必要であ
る。また、中学生の派遣につい
ては、行政が主体となって実施
しなければならないので、民間
と行政がそれぞれの良さを生か
した協力体制を構築し実施して
いくことが求められている。

Ｂ

　民間を主体とした事業を展開すること
は、国際交流（人と人の交流）という文化
発展には欠かすことができない条件である
が、受け皿となる池田町ペンティクトン会
は会員の固定化と高齢化が進み実施主体と
はなり得ない状況となっている。
　平成19・20年度は、姉妹都市締結30周年
記念として財団法人自治体国際化協会の助
成金を受けて、行政主導で訪問団の派遣
（町長と職員の派遣費用）と受入を実施し
たが、今後も公費による職員の随行が必要
と思われる。また、本町からペンティクト
ン市を訪問する際の人員確保が難しく、旅
費の自己負担がその大きな要因となってい
ることから支援の検討も必要となってい
る。

　事業の需要や収支見通し、事業効果な
ど、採択の判断が難しい部分が多く、ま
た、初めての取り組みということもあって
多少の混乱が生じていることから、受付窓
口となる原課の担当者と企画係の担当者の
負担は大きい。しかし、産業の活性化に向
けた民間の取り組みを支援する本制度は、
低迷する産業活動の起爆剤として有効な施
策であり、事業の原資が確保されているこ
とから、今後も利用促進を図っていかなけ
ればならない。

Ｂ

110010-2　110010-2　110010-2　110010-2　企画振興事務事業企画振興事務事業企画振興事務事業企画振興事務事業（（（（子子子子どもどもどもども夢事業夢事業夢事業夢事業）　）　）　）　

・事業手段
の見直しに
よる改善

　平成22年度を以て、地域社会振興財団交
付金事業（長寿社会づくり事業費交付金）
が終了するが、木炭の利活用についてまだ
確立されていない状況にあり、炭やき伝承
隊の活動及び炭窯維持管理体制を見直さな
ければならないと考える。

Ｂ

・事業手段
の見直しに
よる改善
・住民との
協働の推進
による改善

Ｂ

Ｂ
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110010-3　110010-3　110010-3　110010-3　企画振興事務事業企画振興事務事業企画振興事務事業企画振興事務事業（（（（ふるさとふるさとふるさとふるさと元気事業元気事業元気事業元気事業））））
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321040　321040　321040　321040　製炭技術伝承等再製炭技術伝承等再製炭技術伝承等再製炭技術伝承等再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ事務事業事務事業事務事業事務事業
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平　　　成　　　２３　　　年　　　度

１　次　評　価

評価の検証総合
評価

取組状況及び改善状況

連
番

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容

目　　　的 成　　果

２　次　評　価

平　　成　　２２　　年　　度

　事　務　事　業　名 １　次　評　価

総合
評価

説　　明
総合
評価

今後の方向
性及び改善

説　　明

　図書館法に基づく公立図書館とし
て、限られた施設・予算の中で利用
者に最大限の快適な環境と利便性を
図り、蔵書の配架・管理及び施設内
外の管理を効率的に行うこと、また
そのための予算執行を適正に行なう
ことを目的とする。さらに、除籍及
び廃棄に関しては、現状の施設環境
から計画的・効率的かつ適正に行な
い、関連部署やリサイクル市等で再
利用を図るなど資料の有効利用を目
指す。

　地域活性化・経済対策臨時交付金
を活用して蔵書管理・検索システム
機器をバージョンアップし更新改
修、また利用者サービス向上のた
め、カウンターの更新と利用者用検
索機器の導入を行なった。さらに、
男女トイレの大便器各１器を和式か
ら洋式に取替え、ハンドドライヤー
１台を設置し利便を図った。計画的
な蔵書整理に努め、登録配架
（1,492冊）、除籍廃棄（909冊）を
行ない、除籍・廃棄本についてはリ
サイクル市等により資料の有効利用
を図っている。
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Ｃ
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　現在の町立図書館は、面積が
狭く機能的にも支障があるた
め、機能性と効率性の向上を図
る必要があることから、既存の
生涯学習施設との一体的な管理
運営を視野に入れた検討を行う
必要がある。特にこれからの図
書館は、多様な住民要望に対応
できるよう努めるとともに、地
域の実情に即した、より効果
的・効率的な管理運営を行うこ
とが求められている。

Ａ

　新たに図書館施設を整備する
際には、住民要望に対応し、そ
の他の社会教育施設との効果
的・効率的な管理運営を視野に
入れた検討を進める必要があ
る。

Ｂ

・外部委託
等、実施主
体の見直し
による改善

計

　指定管理者制度の導入を検討する際に
は、機能性と効率性の向上に配慮し、選択
肢の一つとして既存の社会教育施設と一体
的な管理運営を視野に入れた中で検討する
ことになるが、その際は、図書館利用者や
各方面の意見を聞きながら、慎重に検討す
る必要がある。

642010　642010　642010　642010　図書館管理事務事業図書館管理事務事業図書館管理事務事業図書館管理事務事業

Ｂ5 Ｂ

　平成24年4月を目処に指定管理の導入を検
討しているが、導入に当たっては、将来の
教育行政の方向性等を総合的に検討し、図
書館利用者や各方面の意見を考慮しなけれ
ばならないと考える。また、図書館には、
本来の機能以外にも本に親しむ機会等を提
供する役割も必要とされており、施設機能
の充実が求められている。しかし、現在の
図書館は、面積が狭く機能的にも支障があ
るため、機能性と効率性の向上を図る必要
があることから、既存の社会教育施設と一
体的な管理運営を視野に入れた中で指定管
理の移行を検討すべきと考える。

Ｂ
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