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平成２４年度２・３次評価事務事業の検証（H２３年度事後評価） 

１　次　評　価（担当課）

 町行政の円滑な運営を図るため、
町内に64公区を設置し、公区長また
は町内会等による自治会組織（以下
「自治会等」という。）が公区内の
行政上の連絡その他諸用務を行う。

 4月に公区長会議（年1回）を開催
し、永年勤続公区長表彰（5年、10
年、15年勤続者等）を実施するとと
もに、各公区へ行政交付金を交付し
ている。毎月1日と15日（1月は15日
のみ）に公区へ役場からの配布物を
持参し、公区長又は自治会等が各世
帯に配布している。公区長報酬は、
年額報酬であり年2回（10月と3月）
支給している。公区長を置かないこ
ととした公区（新自治会制度に移行
した公区）においては、年1回自治
会等運営交付金を自治会等に交付し
ている。

町民全戸への情報周知等により、行
政の円滑な運営が図られている。

・所管する普通財産を効率的､経済
的に適正管理する。保有物件の中か
ら売却及び貸付可能物件を精査・実
施することにより、所管する町有財
産を極力減らし、維持管理費の節減
に努める。
・町有財産の適切な管理及び職員に
対する安全教育の実施により、公共
施設等の瑕疵、業務遂行上の過失等
に起因する損害賠償事故の削減を目
指す。

・売却若しくは賃貸することにより
経費の節減に努める。町有地の利用
実態を把握し、無断使用等の利用実
態がある場合には適正対処する。現
在無償の貸借物件に対しても利用状
態の公益性を検討し、有料化を検討
する。
・刈払機作業、ボブキャット等小型
特殊車両による除雪作業中における
損害賠償事故が多いことから、労働
省（厚生労働省）労働基準局長通達
による各種安全衛生教育の関係職員
の受講、及び受講職員による他の職
員へのカリキュラム指導。

・町有地売却面積　7,874 ㎡
・町有財産に関連し事故が発生しな
いような措置及び発生したときの迅
速な対応により、瑕疵に起因する損
害賠償事故の削減が図られた。
・職員に対する安全教育の実施によ
り、業務遂行上の過失等に起因する
損害賠償事故の未然防止が図られて
きている。今年度は刈払機及びボブ
キャットの講習会を各１回実施し
た。

・情報機器、システム等の維持管理
を行い、システム停止による住民
サービス及び役場業務の停止を未然
に防ぐ。
・システムが停止した場合、迅速な
システム復旧を図る。
・個人情報や重要情報を守るために
必要な、セキュリティの維持管理を
行う。
・業務システムやネットワークを活
用し、事務の効率化と窓口業務の迅
速化を図る。

・高度な技術、知識を要する部分
は、民間に委託を行い、軽微な部分
は職員が対応する。
・事務のシステム化を図り、自己処
理にて業務を遂行する。
・パッケージソフトを利用し、プロ
グラムの変更は必要最小限にとどめ
経費負担の抑制を図る。
・グループウェア等を有効活用し、
職員の情報の共有化を図る。

・各業務システムにおいて、大きな
障害はなく、行政環境の必要不可欠
な部分として位置づけられている。
・維持管理費用の削減に向け、業者
との協議等を行ってはいるが軽減す
ることは難しい。保守の内容を見直
すことにより費用削減が可能だが、
別途有償保守対応が増えるだけなの
で、結果論でしか成果は判断できな
い。
・グループウェアや電子メールの利
用により情報の共有化と効率化が図
られ情報共有の意識が定着化してき
た。
・財務会計や給与システム等の内部
業務系システムは事務効率を大きく
改善することができた。
・インターネットを利用することに
より、必要な情報を簡易に幅広く収
集することができるようになった。
・基幹業務系システムの利用は窓口
サービスにおける待ち時間の短縮や
重複情報の一元化により業務効率が
大きく改善された。

　・情報の提供により、町政に対す
る理解と信頼を深め、協働による町
づくりの推進を図る。

・ホームページによる情報の提供を
行い、何人もリアルタイムで容易に
情報の収集が可能となる。
・各情報は担当係において最新デー
タを作成・更新し発信する。
・各情報の問合せ先を表示し、質問
や疑問等に対応する。

アクセス内容は町基本情報、観光関
連、議会中継関連が多く、次いで以
下の関連の情報閲覧が多かった。
（広報池田、スクールバス、道路河
川の使用、統計情報、健康と医療）
アクセス件数(トップページ)：
H23.5～H24.3末まで（11か月間）＝
約107,000件
ホームページの有効性等の成果はあ
ると判断されるが、実際に町づくり
に活かされているかどうかわからな
い。

　ウィルスメールの増加により、アンチ
ウィルスソフトを安価なものから専用のも
のへ変更した。不正な改ざんや書き込みが
万が一されてもすぐに修復が図れる対策を
近く施す予定である。アクセシビリティに
配慮した機能追加を行った。情報提供の手
段としては即時性が高く、提供できる範囲
は最も広く、災害時の情報伝達手段として
も有効である。
　問題は住民等が利用環境を整えるために
大きな費用負担が発生することや高齢者に
は普及しづらいことが課題である。解消に
は本事業を継続し、広報紙等と合わせて情
報提供を行ない、世代の交代が進むことに
より図られていくことが想定されている。
しかし、利用率１００％となることは難し
く、多種にわたる方法で同じ情報を提供す
るため、提供する側の作業や費用負担は増
加。

Ａ Ａ評価でもあるので現状維持とする。

Ｂ

今後も計画的に町有地の売却を行う必要性
があり、特に遊休地については利用計画ま
たは売却計画についての確立に努めるとと
もに、特に池田･利別市街地の未利用町有地
の売却については、ホームページ等に一覧
を掲載するなど、周知徹底を図る必要があ
る。公有財産台帳については整備をした
が、今後、公会計に向けた固定資産台帳
化、建物の修繕履歴の把握等も行い、今後
の維持費用等の算出及び売却できる資産の
把握においても利活用できる台帳として使
い勝手を高めていく必要がある。なお、旧
ふるさと銀河線用地については、跡地利用
計画を作成しながら適正な管理を進めると
ともに、隣接する地域住民等への売却を引
き続き進めていく。

未利用地・遊休地の売却の方針はあるが、
ホームページへの積極的な公開や明確な利
用計画は示されていない。購入希望に応じ
て公開募集を行っているのが実態。地籍
データのＧＩＳへの反映、今後の管理部門
の設置などが課題。固定資産台帳の整備は
公会計の進み具合・方向性による。現場で
のシステム利用方針と財務会計との連動な
ど、多方面にわたり検討しなければならな
い。プロジェクトチームの立ち上げなど、
全庁的な取り組みが必要となる。

Ｂ

 システム保守の範囲及び保守料の見直しを
行った。以前は、システムが事務の流れに
会わない部分はシステムを変更し対応して
きたが、現在は事務をシステムに合わせる
ようにし、システム変更は最小限に留める
ようにした。これによりシステム変更費用
及び法改正によるカスタマイズ部分のシス
テム変更費用の軽減が図られた。外部委託
や業務アウトソーシングにより、労務軽減
を図ることは可能だが、コストは逆に上が
ると思われる。
 オフコンからパソコン版システムに移行さ
れ、使用年数がOS等のサポート期間に左右
され、結果、長期的な使用ができず更新費
用が膨らんでいる。災害時の業務継続のた
めの対策等、経費をかけて対応しなくては
ならない等、課題が山積しており、コスト
低減させることは現状では難しい。

人材育成や人事に関する事項は現課の判断
ではないが、外部委託も可能な部門である
ので、事務事業の整理、全体のシステム・
電算機器等の管理の流れ、ハード・ソフト
両面にわたり理解が出来ていないと無駄な
コストが発生する可能性がある。

平成２５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

Ｂ

　公区内回覧の廃止や配布物の減少などに
より、公区長業務の軽減と経費の節減を
図ってきている。
　行政交付金を減額するとともに、平成1６
年１２月に条例改正を行い公区長報酬の算
定方法の見直しを行った。公区長報酬の改
訂は平成１７年度から段階的に導入してお
り、平成２０年度から完全実施となった。
　平成２０年度において、各町内会及び公
区長より公区制度の見直しに必要な意見聴
取を行い、その結果平成２１年度より、自
治機能を有する町内会等に公区長が担って
いた公区内の行政上の連絡、その他諸用務
を行えるように改正され、平成２３年度ま
でに７公区が移行した。
　平成２５年度は、自治会制度移行への課
題や問題点を把握するため公区長及び町内
会長にアンケートを実施し、今後の方向性
を検討する。公区長会議において、公区長
及び町内会会長（自治会移行町内会、公区
長兼務町内会を除く）に対し「公区長制度
と自治会制度に関するアンケート」を実施
し、新自治会制度の周知及び地域での検討
を促し、制度移行へのニーズ、問題等の洗
い出しを行う。それを受け、今後の新自治
会制度移行への方策及び在り方等の検討を
行う。

昨年度３次評価を受けて、アンケートの実
施等、自治会移行への問題点・課題を探ろ
うとしている。自治会組織等への移行の方
針はあるものの、実態としては農村部は難
しい。難しいとされる根拠は現在の公区長
でもなり手がいない中、強引に移行した場
合、公区長はやめる、自治会組織は出来な
いといった空白区が生じることが懸念され
ている。アンケート結果集約後の今後の方
向性を見守る。

インターネットの普及に伴い、町のホームページは町政
の最新情報を即時に発信・提供する有効な広報手段の一
つとしてますます必要性が高くなることが予想される。
今後も最新の情報をより迅速に、かつ分かりやすさを追
求する調査研究を怠らず、事業を継続していくことが重
要である。

　電算機器の本格導入後２０年が経過し、職務の効率的
な遂行上、住民サービスのツールとしても欠かせないも
のとなっている。電算システムの安定稼働はすべての業
務に必要不可欠であり、今後の災害時の業務継続計画対
応など新システム導入に当たっては、常に業務内容を精
査し費用対効果を分析しつつ、経費節減に努めていく必
要がある。併せて電算機器の管理、システム導入、ICT機
器の一元把握等に必要な専門知識を持った職員の育成が
求められる。

3

106010 電算機器管理事務事業

Ｂ

・外部委託等、実施
主体の見直しによる
改善
・コストの改善

・外部委託や業務アウトソーシングにより、労務軽減を
図ることは可能だが、コストは逆に上がると思われる。
・オフコンからパソコン版システムに移行され、使用年
数がOS等のサポート期間に左右され、結果、長期的な使
用ができず更新費用が膨らんでいる。
・災害時の業務継続のための対策等、経費をかけて対応
しなくてはならない課題が山積しており、コスト低減さ
せることは現状では難しい。

Ｂ

・外部委託等、実施
主体の見直しによる
改善
・コストの改善

・事業手段の見直し
による改善
・コストの改善

1

未利用財産（土地）の処分について、町全体の利用計画
に基づき町ホームページ等により周知を図り、積極的に
進めていく必要がある。また、引き続き建物の修繕履歴
を含む公有財産台帳の整備、管理を進め、さらに公会計
に向けた固定資産台帳整備も視野に普通財産の適正な管
理に努めることが必要。

4

106030 行政情報提供事務事業

Ａ －

情報提供の手段としては即時性が高く、提供できる範囲
は最も広く、災害時の情報伝達手段としても有効であ
る。
問題は住民等が利用環境を整えるために大きな費用負担
が発生することや高齢者には普及しづらいことが課題で
ある。解消には本事業を継続し、広報紙等と合わせて情
報提供を行ない、世代の交代が進むことにより図られて
いくことが想定されている。しかし、利用率１００％と
なることは難しく、多種にわたる方法で同じ情報を提供
するため、提供する側の作業や費用負担は増加。

Ａ －

2

104020 公有財産管理事務事業

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善
・コストの改善

景気低迷、生活価値観の変化等の理由から近年の個人住
宅建設が減少傾向にあり、町有地の売却を進めても特に
宅地については以前に比べ購入希望者が減っているほ
か、買い手がなく売却が一向に進まない土地がある。Ｐ
Ｒ不足であることは否めないが、利用計画及び売却計画
を確立させながら必要に応じて、売却町有地の一覧の作
成と町ホームページ等での周知を積極的に進めていく必
要がある。旧ふるさと銀河線用地については、その占有
面積が広範囲に及んでおり、土地の形状等を考慮しても
売却先は自ずと隣接地の地権者等に限られてくる。農地
利用を含めた適正な売買計画を樹立させながら、本年度
も継続して売却に努めていく。

Ｂ

連
番

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容

目　　　的 手　　段 成　　果

・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

101010 総務管理事務事業(行政区事務事業）

Ａ Ｂ－

・平成９年に策定された行政改革実施計画において課題
とされ、検討を進めてきたが、町内会・公区町制度の設
立経緯やその目的の違いなどから一部の公区の統合にと
どまっている。
・地方における地域社会の現状は、過疎化、少子高齢
化、家族形態の多様化等が急速に進展しており、地域社
会や地域コミニュティの希薄化が進行している。地区に
よっては、限界集落（６５歳以上の高齢者が住民の５
０％を超えた集落）となっている地区もあり、今後より
一層増加することが見込まれる。
・地域の方々からも地域活動を行って行く上で世帯数の
減少により、役員の世代交代も難しい状況であるとの意
見を公区長会議等で受けている。
・以上から現公区長制度の一部見直しを平成２０年度行
い、公区長が担っていた行政上の連絡等の業務を自治会
等が行うことができるように改正し、自治会等の運営等
に係る経費に利用できる交付金を支給することとした。
・平成24年4月現在、7公区が新制度に移行したが、各自
治会等の現状から今後新制度への移行が飛躍的に進む状
況にあるとは言えない。
・また各地域における組織の抜本的な再編については、
次に示すことを今後の検討課題とし、対応を考えていか
なくてはならない。
◎見直し内容（結論）
①地域における組織の再編
　世帯数減、少子高齢化等により地域活動が減退してい
る地域を再編することによって地域活動の促進が図られ
ると考えられる地域については、積極的に再編を促す。
②地域担当員の配置
　行政と自治会組織との窓口機能が必要であり、情報提
供や活動の相談に対応できる職員（地域担当員）を配置
し、地域行事などへの積極的な参加を促し、全庁的な組
織体制づくりを進める。

総合
評価

総合
評価

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

　事　務　事　業　名

３　次　評　価（外部評価）

総合
評価

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

２　次　評　価（行政評価委員会）

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

　平成２０年度公区長制度の一部見直しにより新自治会
制度移行の方向性が示されたが、町内会設立経緯や地域
事情などから中々進まない状況にある。当面現状のまま
事業を継続しながら、地域の過疎化、高齢化の急速な進
行を背景に地域コミュニティの希薄化が進んでいる状況
を踏まえ、地域組織の合併、再編や地域担当員配置に向
けた具体的な検討が必要。

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

池田町の第２次行革において、公区長制度の見直しを
行政改革大綱の課題とし、「町内会が自治機能を持て
るよう環境を整備し、公区長制度は廃止する」とした
新自治会制度移行への方向性が示され、平成２１年度
から進めてきたが、平成２４年１０月現在、６４公区
中７町内会の自治会移行実績となっています。
　移行実績が低い事由として、年１回の公区長会議
で”自治会制度移行”の説明をしているようですが、
それぞれの公区長が地元に戻り、公区なり町内会組織
の中で検討協議されていない状況にあることが挙げら
れます。（このことを知らない町内会役員は多数い
る。）
　今後においては、勝井町長が目指す、「町民が安心
して暮らせる」街づくりのため、総務課だけの対応で
はなく、町幹部職員の中で推進策の検討協議を行い、
合わせて移行年度の自主目標を定めて進めていくこと
が肝要と思われます。
　又、地域担当職員を各町内会に配置することについ
ては、市街地区なら配置は可能ですが、限られた町職
員の中では農村部においても同様な対応ができるか疑
問が生じるところです。

－ － －

－ － －
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１　次　評　価（担当課） 平成２５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 手　　段 成　　果

総合
評価

総合
評価

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

　事　務　事　業　名

３　次　評　価（外部評価）

総合
評価

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

２　次　評　価（行政評価委員会）

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

人材育成や新規起業・異業種進出・
新商品開発・イベント開発などの新
たなチャレンジを後押しすること
で、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

人材育成事業、起業等支援事業、催
事等支援事業に取り組む、池田町内
で事業活動を行っているもの又は今
後行うものに補助金・交付金を支給
する。

当初予算において、5件、15,000千
円を計上していたが、予算を大きく
超える要望があり、9月末には基金
が底をついたことから募集停止とし
た。実績は9件、21,080千円の交付
となっている。
　補助を受けた事業は、飲食店や介
護福祉事業の新規開業、農産物の加
工販売、観光施設の整備など、幅広
い分野にわたり、本事業の目的とし
ている産業と福祉の基盤強化に大き
く寄与している。

学校の統廃合による小中学生の通学
及び地域住民の生活交通手段の確保
として、単独便・混乗便の運行を図
る

スクールバスによる輸送（単独便・
混乗便）
混乗便　6路線（常盤線、東台線、
川合線、様舞線、千代田線、青山
線）
単独便　1路線（大森線）

通学の足としては活動指標どおりと
なっているが、地域住民の交通手段
としてはバスが通学を主としている
ため、利用しやすい時間帯となって
いない部分がある。

検診受診率の向上、精密検査受診率
の向上、食生活の改善や運動習慣の
確立などにより、町民の健康増進及
び要介護状態となることを予防す
る。

健康教育～JA女性部健康講座、健康
体操、脳ドック教室、ノルディック
ウォーキング教室、おいしい減る脂
～教室等実施。２３年度に初めて自
殺対策事業として心の健康講演会を
保健所と共催で実施。
健康相談～健康体操、特定健診結果
説明会、巡回ドック結果説明会、ふ
れあい広場等
訪問指導～検診事後指導等（がん検
診用精密検査者他）

　２３年度実績　　健康教育　２２
回　　延べ３１５人参加　　　健康
相談　６０回　　延べ３６２人実施
　栄養計算ソフトの活用により、
個々人の食生活診断、アドバイスを
よりわかりやすく示すことができる
ようになった。
　特定健診のPR、生活習慣病予防の
ための知識の普及や生活習慣改善の
動機づけの機会を提供している。ま
た、訪問支援により、個別に応じた
支援を行っている。

町内の各家庭から排出される一般廃
棄物の減量化及び再資源化を推進
し、循環型社会の構築を図る。

町内の各家庭から排出される一般廃
棄物の減量化及び再資源化を図るた
め、再資源化できる廃棄物（資源ご
み）の分別排出を推進する。各家庭
から排出された資源ごみを４㌧ト
ラック２台で収集運搬し帯広市内の
処理施設で広域処理している。また
リサイクルセンターでは、事業者を
対象に缶類、紙類、食用油の資源ご
み持込を受け付けている。減量化と
リサイクル活動推進のための支援と
して、町内会の資源ごみ集団回収活
動、家庭のコンポスト購入にそれぞ
れ補助金を支給している。

町民の分別意識が高まり、資源の有
効活用が図られた。また、資源の有
効活用による地球温暖化防止や化石
資源枯渇問題に寄与した。

農業で使用した農薬の容器及び農業
用廃ビニール類の収集・処理を行
い、不法投棄・野焼き及び焼却灰の
に含まれるダイオキシンの発生防止
と農業者に対する環境づくりへの意
識の高揚を目的とし、安全安心なク
リーン農業を目指す。

処理経費について補助
・廃プラは農業者が各農協農産施設
に持ち込み再生処理業者へ　経費の
1/4補助
・農薬等のアルミ袋、瓶等上記で処
理できないものは産廃業者で焼却。
　委託処理に対して1/2補助(町が委
託契約を結び、農協が1/2を負担）

農業廃棄物の適正処理

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。

平成20年度より地域社会振興財団の
助成金を受け事業を実施していた
が、平成22年度で終了し、平成23年
度から指導料及び町単費で実施。
平成19年度に実施した「製炭技術実
務教習」を受講した者が中心とな
り、就労・起業を考える者、また関
心のある者をつのり伝承隊活動とし
て行う。

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。

Ａ評価でもあるので現状維持とする。

Ｂ

　環境に対する関心の高まりから炭を見直
すと共に、炭やき技術を伝え自然環境保全
や伝承文化を語り継ぎ、森林資源の地域循
環システムの構築及び農畜産業との連携を
模索する。
　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を見直さな
ければならない。

平成２５年度からは伝承隊への補助金がメ
インではなく、普及窯（1）・ミニ窯（4）
の維持管理も含め委託として請け負ってい
る。ワイン祭りの炭焼きやわんぱく体験塾
など、体験や地域利用に貢献。
農畜産業への利用・地域循環システムの確
立についてはあまり進んでいない。伝承隊
の高齢化や活性化も課題。炭釜維持管理は
補修しながら大事に使えば、長期間使用可
能だが、目的に沿った利用となっているか
チェックしながら事業を進めるべき。

Ａ

　Ｈ22補助基金見直し審査委員会で補助金
の廃止が検討(答申）された。
　指摘を受け検討したが農業者・農協の理
解は得られず実現しなかった。（指摘事項
が現状と合わないため）
　Ａ評価（過疎ソフト当面は現状維持）の
結果により、特になし。

Ａ

　食生活習慣改善を目的とした「おいしい
減る脂～教室」は24年度から回数を増やす
とともに働き盛りの人が参加しやすいよう
に夜間にも開催した。講座では健診状況な
ど町の現況を伝えたり参加者アンケートを
実施し事業に反映するよう努めている。23
年度から北海道自殺対策緊急強化事業を活
用、保健所の協力を得ながら少しずつだが
心の健康づくり事業に取り組んでいる。
　運動事業は総合体育館に企画提案、情報
提供の他、実施する教室などを保健事業で
も周知する。

管内町村で特定健診の受診率が高い町村は
訪問して健診勧奨し、実績を上げている。
がん検診も同様。
池田はなぜできないのか(受診率が低いの
か）。それぞれの町村での取り組み方の違
いがある。重点をどこにおいているか。
地区担当制の導入など訪問回数を増やす工
夫を始めた。
３次評価で指摘された件についてはポイン
ト制などを除いてほぼ実施できている。

Ａ

　平成9年に資源ごみの分別収集を開始、平
成10年～18年にかけて資源ごみ分別種類を
増やし、リサイクル率を向上させた。
　収集回数について、農村部が市街地に比
べ少なかったが、平成13年～15年にかけて
市街地と同等の回収にした。
　平成17年度よりごみ処理の広域化に合わ
せごみ有料化を実施し、ごみの排出抑制並
びにリサイクル率の向上に大きな成果を発
揮した。資源ごみの集団収集は、回収団体
数が31団体に増え、回収量も年々増加して
いるが、地域コミュニティ醸成のため単価
をあげるなど行政として後方支援の結果、
若干リサイクル率も改善しており、住民の
リサイクル意識の向上に寄与していると考
える。
引き続き、リサイクル率向上に向けた、住
民の意識向上のための周知活動を行い、２
４年度については、小型家電リサイクル法
が平成２５年４月より本格的に開始される
ことに伴い、積極的に周知準備を行った。

Ａ評価でもあるので現状維持とする。

Ｄ 廃止 廃止

Ｂ

　平成１９年度から３便往復運行を一部回
送し、週１回午前の便を増便した。また、
一部路線の経路を変更した。
　平成２４年度外部評価においては、コ
ミュニティーバスとの関係性が指摘された
ため、集落在住者の利便性とスクールバス
の位置付けについて、平成２５年度中に企
画財政課企画統計係、及び教育委員会学校
教育係と検討し、平成２６年度から順次改
善していく予定である。

将来的には小学校も統廃合の対象となる。
地域公共交通の確保の面と合わせ、トータ
ルで検証すべき。Ｈ２５ではスクール（混
乗）バスの有効利用について検討中。

－

農業廃棄物処理実施要領に基づく事務事業であり、農業
と環境という大きな視点で捉えることが重要。
クリーンな農業を目指すとした視点からは現状で事業を
継続することに問題はないと考えＡ評価となるが、個人
事業者の産業廃棄物を処理するとする視点からは町の補
助が必要かは議論の分かれるところだが、過疎ソフト事
業を適用しての事業展開が図られるうちは現状維持が望
ましい。

7

2530360 健康教育相談訪問事業(成人)

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

健康寿命の延伸、医療費の抑制のためにはメタボ対策の
強化が必要。また、がんの早期発見・治療のためには検
診勧奨を行うとともに、精密検査受診率100％をめざすこ
とが重要。24年度は特定健康診査実施計画・健康づくり
計画（健康いけだ21）の最終年度であり、評価と次期計
画を策定する。

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

生活習慣病予防の観点で必要な事業である。一部健康ト
レーニングなど総合体育館指定管理者で実施され、民間
委託等の可能性もある。
予防医学の観点から一般町民からの意見も取り入れ事業
の発展につなげるのが望ましい。

9

303020 農業廃棄物処理事務事業

Ａ － － Ａ

－

近年リサイクル率が低下傾向にあるが、ごみ減量とリサ
イクル推進は今後も大きな課題であり、循環型社会の構
築のためにも引き続き事業を継続することが大事であ
る。また、集団回収量を増やすためにも更なる地域への
啓発等に努めることも重要である。

10

321020 特用林産推進事務事業

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

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を見直さなければならな
いと考える。

Ｂ
・住民との協働の推
進による改善

炭焼伝承隊の活動は成果として出ているが、目標として
いる林業の活性化や農畜産業との連携につなげていく方
法等を検討する必要がある。炭窯の維持管理等について
は、耐用年数等も考慮して計画的に行う必要がある。

8

261020 資源リサイクル運営事務事業

Ａ －
環境に優しい町づくりを進めるためにも資源ごみの分別
を推進し、現状にて事業を進めることが必要と考える。 Ａ

・必要性を再検証
し、事業規模の見直
しを検討

本制度は町の活性化を図る目的として、この３年間で述
べ４０件へ７４百万円の補助金を交付しており、このこ
とは町内で新たな事業活動等を行うチャレンジャー達へ
の多大な後押しとなった事業であり、また今後の事業展
開に大いに期待するとともに更なる町の発展に資するも
のである。事業実施においては、残念ながら計画を断念
した事業者もあり、また新規事業でもあることから要綱
や要領に対する一部指摘なども受けており、今後の新た
な支援事業の創設に向けてしっかりと総括しておく必要
がある。

6

119020 スクールバス運行事務事業

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　スクールバス有償運送については、平成19年度に運行
形態を見直し経費削減を行ったほか、週1便の増便を行い
利便性の向上を図った。しかし、運行時間が児童・生徒
の登下校時間帯になるため利用者が限定されている。
　今後は、高齢化の進行に伴い生活交通の需要が高まる
ことから、スクールバスとは別に郊外地と市街地を結ぶ
バスの運行や、市街地を循環するバスの運行など、コ
ミュニティバスの運行について検討する必要がある。

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善
・その他

スクールバスは、地域交通対策と通学バス確保対策事業
の相乗り事業として、混乗バス形式で運行されている。
スクールバスが始業時に合わせ運行されているという実
情から、通院や市街地への買い物など地域の高齢者の足
確保対策としても、買い物時間、病院の診療時間等考慮
されていない運行状況とならざるを得ない。また、ス
クールバスとしても、下校時の１便には４時間授業の児
童が乗れるだけで、２便に乗車し下校するが、５時間授
業の児童はバス待ち時間が１時間３０分発生するという
事象も発生している。今後、街中コミにティーバスの導
入検討などが行われているが、児童生徒の利便性と地域
高齢者の利用したい時間帯が合致しない現状から、ス
クールバス単体の導入の検討の時期にきている。

5

110010 企画振興事務事業（ふるさと元気事業）

Ｄ ・廃止

開始から３年目となり、原資である基金が枯渇したこと
からH23年度末で廃止となった。小さな町でこれだけの事
業が立ち上がったことは、目的であった産業及び福祉の
基盤強化、発展促進、地域活性化に大きな効果があった
と思われる。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、財源が確保されるのなら、対象を絞り込んだうえで
継続した支援が必要と考える。

Ｃ Ｃ

・制度・事業内容の
全面的な見直しを検
討
・対象範囲を見直
し、受益者負担の見
直しを検討
・その他

・当事業が町内における新規起業などを掘り起こし、
町内産業の活性化につながったことは一定の評価がさ
れる。
　しかし、あまりにも制度上の縛りがないため拡大解
釈され、本来の事業趣旨に照らし問題があるとの指摘
もある。
・財源であった基金が枯渇した状況であり、次年度以
降事業継続する場合は、一般会計からの支出となり税
金を民間の事業支援に投入することであることから、
制度設計をしっかり行い、支援対象事業の選定には透
明性、公正性、先見性、倫理性が求められる。　ま
た、資金の使途・運用状況、費用対効果は厳しく
チェックされなければならない。

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

スクールバスとしての独自運行が望ましい。
　コミバス運行が実施されるなら、両バスの利便性を
考慮した運行を検討する必要がある。
　スクール・コミバス両方の運行が実施されるなら、
児童生徒の学校授業時間等を考慮しつつ、下校時の乗
車もスクールバスだけに固定することなく、コミバス
等にも乗車して帰宅することができるならベストであ
る。

－ － －

－ － －

－ － －

Ｂ

・事務事業の簡素
化、効率化による改
善
・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
・外部委託等、実施
主体の見直しによる
改善

・特定健診等の受診率が低いということで、地域医療
センター・保健福祉課・町内会等のネットワークを形
成し、医師や保健師の出前講座の開催など、検診の重
要性や池田町の現況（がん死亡率・血糖値・肥満率が
高いなど）を理解してもらい、受診率を高める。
・精密検査等が必要な場合に訪問する、個人勧奨は今
後も継続すべきで、回数の増も検討する。
・受診率向上に向けポイントカード制の導入、検診を
受けるたびにポイントを付与し、ポイントがたまると
商品券など報償する。
・運動不足の解消には指定管理者、体育協会及び各単
協と連携し、筋力トレーニング、水中歩行や軽スポー
ツなど、スポーツの機会を提供する。また、問題と
なっている冬場の運動については総合体育館の有効活
用、カーリング、歩くスキーなど新たな提案が必要。
・昨年度から自殺対策についても検討されているが、
うつ病など精神疾患に対するマニュアルの作成など、
患者や周りに対する対応も重要。
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平成２４年度２・３次評価事務事業の検証（H２３年度事後評価） 

１　次　評　価（担当課） 平成２５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 手　　段 成　　果

総合
評価

総合
評価

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

　事　務　事　業　名

３　次　評　価（外部評価）

総合
評価

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

２　次　評　価（行政評価委員会）

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

住民に生活するうえで快適な環境
（公園・緑）を提供できるよう、施
設等の維持整備を行う。

工事による施設の延命措置及び更
新。また、維持整備に関する機器の
購入。

各都市公園内の施設・遊具の改修を
行い、新規遊具の設置も行った。

町民の健康増進とスポーツ振興を図
るため、屋外体育施設の維持管理を
行う。

河川サッカー・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場・清見ヶ
丘球場・まきばの家テニスコートの
維持、運営を行うために、関係団体
と連携協力する。

河川サッカー場は、サッカー協会に
よる自主的管理運営が行われ、少年
団～社会人まで多くの大会・利用が
ある。
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場はナイター照明があるこ
とから地域対抗大会のほか、少年団
による自主的整備による利用、社会
人の練習利用がある。
まきばの家テニスコートは利用団体
による自主的管理が行われ、町民及
び隣接する宿泊施設利用者に使用さ
れる。
清見ヶ丘球場は、町内野球チームの
減少から利用が少なく、利用団体が
ないことから町により草刈網掛けを
実施する。

北部地区町民の夏期におけるスポー
ツ機会の提供と水泳競技の振興、さ
らに児童生徒の健康増進、体位向上
を図る。

高島地区町民プールの維持管理を行
う。地域の運営委員会に運営及び管
理を委託し、町が施設の維持管理を
行う。

期間は短いが、北部地区保育所、高
島小学校の授業、高島中学校が利用
している。また夏期休業中の児童生
徒の利用が多い。

・行財政の効率的運営（施策実現を
意識した効率的な事業選択と行政
サービスの質の向上を目指す）
・職員の意識改革と政策の質の向上
（議論の積み重ねにより施策の理解
度と政策形成能力の向上を図る）
・行政の説明責任の遂行と透明性の
確保（評価結果の公表により行政の
活動結果を住民と共有し、その後の
改善につなげていく）

評価シートを用いて事務事業の実
績、コスト、効果を推し量る指標の
達成度、その他総合的な検証を行う
中から、行政課題を明らかにし効率
的な行財政運営を進めるための改
善・見直しを進める。行政の説明責
任の遂行と透明性の確保のため、評
価の結果について住民に公表する。
Ｈ１９からは行財政改善推進委員
会、町議会に対して、２次評価の結
果の積極的な公表に取り組んでい
る。H２３からは３次評価（外部評
価）を実施している。

１．効率的な行財政運営という点で
は、評価等で明らかとなった行政課
題について、第４次行財政改革大綱
の実施計画に盛り込み、改善に向け
た取り組みを進めている。２．職員
の資質向上という点では、評価シー
トの作成に取り組むことにより、施
策の理解度と政策形成能力の向上が
図られている。３．説明責任・透明
性確保の点では、２次・３次評価の
結果について、評価シートを含めて
全てを行財政改善推進委員会と議会
に公表している。また、町ＨＰを活
用し広く町民の皆さんに公表してい
る。

Ａ 5 Ａ 3 0 4
Ｂ 7 Ｂ 8 3 9
Ｃ 1 Ｃ 3 1 0
Ｄ 1 Ｄ 0 0 1
計 14 計 14 4 14

Ｂ

行政評価自体がマンネリ化しており、予算
への反映などが考慮されず、ただ評価シー
トを作成するだけでは意味がない。行政の
説明責任の遂行と透明性の確保に重点を置
き、行財政改善推進委員会による外部評価
を引き続き実施する。次年度以降は所属長
が行政評価内容を取りまとめ、提出するこ
ととし、積極的に外部評価にも取り組む。
また、指標の設定に不備が多く見られたの
で、来年度は指標の設定に着目して２次評
価を行う。

評価の方向性は２５年度へ反映されてい
る。
H25は継続する方向性で。

Ｂ

　清見ヶ丘球場は十勝管内少年野球大会開
催に伴いH21年に社会貢献事業による整地、
老朽ダグアウトの撤去などを行い使用可能
な状況となった。外野を雑草として建設課
により草刈を行いっている。
　まきばの家テニスコートは、S56アスファ
ルトコートとして造成し、平成14年まきば
の家の民営貸付により教育財産として引
継、町民・まきば宿泊者に限定して使用し
ている。H25年に人工芝部分補修を行いき裂
の解消を行う。工事請負費　まきばの家テ
ニスコート人工芝部分補修　3,000,000円
　屋外体育施設整備計画の策定を行い、中
長期の財政計画への反映を行う。

屋外体育施設の整備計画の進捗状況はどう
か。財政推計に乗せるほど煮詰まっていな
いのが現状。基本計画的なものでもよいの
では。
施設の維持管理に向けた町の方針・姿勢も
重要。方向性は良い。

Ｂ

　高島地区町民プールは昭和４７年６月
（築３９年経過）開設後、平成４年プール
塗装、プールサイド改修、照明、温水シャ
ワー設備取付を実施。廃止した場合には、
水泳授業で池田までのスクールバス移動時
間（往復50分）や、夏期休業中の児童生徒
が水泳機会を持つためのコミュニティバス
など移動手段の確保が必要と考える。
　H23更衣室塗装と循環ポンプの更新、H24
ろ過砂入替と屋根塗装、H25プール水槽塗装
を行い施設の延命を図る。H25に屋外体育施
設の整備計画を策定する中で施設の在り方
を検討予定。

１０年程度延命の整備計画は終了。義務教
育で必要な施設である。中学校の授業でも
水泳がカリキュラムに(帯広市のプール
へ）。
屋外体育施設の整備計画と同様、義務教育
施設とふくめ町民プールの在り方など検討
が必要。

Ｂ

　平成２４年度行政評価委員会において
は、公園の計画的整備が指摘されたが、都
市公園においては、平成２３年度に池田町
公園施設長寿命化計画を策定し、平成２４
年度の三日月公園から計画的に整備を行っ
ている。
　また、これまで保健福祉課旧社会福祉係
が所管していた児童公園についても、企画
財政課企画統計係が取りまとめる住みよい
まちづくりプロジェクトで検討を重ね、今
後は一部を都市公園化し、子育て世代向け
に整備していくこととしている。

１次評価がBとなっているが、説明がない。
どのような事業の見直し、事業主体の見直
しが必要なのか。

・その他

地域からのプール存続の要望は強く、高島小学校の学校
プールとして、また保育園児のプールとしても施設の意
義は大きい。
当面、修繕を加えながら施設の延命を図っていくが、今
後の児童数の推移なども視野に入れ、廃止した場合の代
替措置も含んだ将来の方向性について検討していく必要
がある。

13

652030 町民プール維持管理事務事業

Ｂ ・その他

北部地区の夏期の健康増進、スポーツ振興に対する施設
の貢献度は高く、少ない経費で充分に目的を達成してい
る。
現状で使用可能であれば継続して使用したいのが地域の
要望であり、要望回答の中でも「今後もできる限り長期
間に渡って施設を存続できるよう、計画的に設備の更
新・修繕を行って参ります。」と延命を図っており、大
きな改修（ろ過タンク更新５００万程度）が望めないの
であれば、施設の廃止時期について今後も地域と協議が
必要である。老朽化した学校プール施設について、再編
整備が必要である。

Ｂ

・事業手段の見直し
による改善
・外部委託等実施主
体の見直しによる改
善
・住民との協働の推
進による改善

都市公園は、災害時の一時避難場所や避難路、延焼防止
（火防線）ともなり、また、地域住民の休養・散策や健
康運動などのレクリエーション空間としても町民生活に
重要な施設である。第４次総合計画策定時の子育て世代
と町長との意見交換会でも、公園整備について強い要望
が出されており、公園は、緑地空間だけではなく、地域
の子ども・母親などがコミュニティに参加することも意
味し、子育て世代にも必要な公共施設であり、計画的に
整備を進めていく必要がある。

12

652010 屋外体育館施設管理運営事務事業

Ｃ
・必要性を再検証
し、事業規模の見直

しを検討

スポーツ振興のために老朽化した施設の再編整備等が必
要である。まきばの家テニスコートは、町民・まきば宿
泊者に限定して使用したが人工芝に亀裂が目立ち始め
た。　対応　全面張り替えの場合は32,800千円
（H23.11.28見積　地盤が悪い場合は増加する）新しい
コートの整備、補修するのかを中期財政計画に向けて検
討を開始する。
清見ヶ丘球場は、土質・施設の維持管理が限界にきてお
り、代替施設等の検討を開始する。

Ｃ
・必要性を再検証

し、事業規模の見直
しを検討

スポーツ振興のために老朽化した施設の再編整備は必要
であるが、人口減少や少子高齢化の中で利用者の推移な
ども考慮し、必要性を再検証していく。まきばの家テニ
スコートについては、年間延べ約2,200人の利用があり、
他に代替施設がないことから更新・補修等について、ま
た、清見ヶ丘球場については、利用頻度が極めて少ない
ことや維持管理が限界にきていることから廃止・代替施
設等の検討について財政面も考慮しながら検討すべき。

11

532020 公園等整備事務事業

Ａ － 現状を維持する。 Ｂ

・事務事業の簡素
化、効率化による改

善

導入から12年が経過し、新たな行政課題の発見は難しい
状況となっている。しかし、時代の変化や住民のニーズ
に的確に対応していくためには、事務事業の「企画・立
案」、「実施」、「点検・評価」、「改善・見直し」と
いう行財政運営の仕組みが必要であり、行政評価はその
中の重要なパーツとして有効な手法と考える。また、町
民の皆さんに対する「行政の説明責任の遂行と透明性の
確保」を図るためにも、行政評価は有効な手法と考える
が、その事務を進めるためには、人員の確保も必要と考
える。

999999 行政評価事務事業

14 Ｂ Ｃ
・必要性を再検証

し、事業規模の見直
しを検討

これまでは、行革のなかで事務事業の縮減に一定の役割
ははたしてきたが、行政評価自体がマンネリ化してお
り、現状では評価の結果が予算に反映されている実態が
あまり見受けられない。担当者が評価シートを作成する
ことにより、事務事業の必要性等を検証・認識していく
といった効果も薄れてきている。評価が予算や個別の事
務事業の検討の後追いになっているのであれば、新たな
展開を検討していくべき。

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
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