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１　次　評　価（担当課）

　一般会計及び特別会計における歳
出予算伝票の集中管理により経理事
務の効率化を図ると共に、各担当課
が支出事務を誤らない様にチェック
すると共に誤りがあった際には、正
確に支出事務を進める様、指導する
ことを目的としている。
　また、消耗品費の集中管理を行う
ことにより、無駄を省き、効率的な
予算の執行に努めることを目的とす
る。

　一般会計及び特別会計において、
各担当課において起票した歳出予算
伝票の集中管理を行い、会計管理者
に対し、その伝票を提出する前に伝
票の請求月日、支出負担行為日、支
出命令日、添付書類が揃っている
か、金額に誤りが無いかどうかの
チェック機能を果たし、誤りがあっ
た場合には、正しい支出事務を進め
る様、指導している。平成25年4月
からは、新設の契約経理係におい
て、当該事務事業を実施している。

　担当課が起票した支出伝票に係る誤り
は、当該係のチェックに基づく指導により
提出されているが、会計管理者・出納室の
段階で、添付書類の不足、支出負担行為日
の誤り、債権者の口座誤り等の指摘を受け
る場合があり、より一層のチェック機能を
果たすことが求められる。支出伝票の起票
の遅延（支払遅延防止法に抵触する）が発
生しないよう、適正な支出事務の執行を担
当課に指導しているため、債権者に対する
支払い遅れは発生していない。
　消耗品を集中管理し、経費の縮減に努め
ているが、現課における事務費が削られ、
毎年度の消耗品費の額は増加傾向にある。

　職員の業務に対する専門性や資質
を高め、多様な住民要望や時代の変
化に的確かつ効率的に対応し得る人
材の育成を目指す。

・職場の研修（研修機関による専門
的研修等）を実施。
・十勝町村会主催の研修会（新規採
用職員、初級職員、中級職員）及び
十勝定住自立圏広域研修への参加。

　財政事情により人員が削減され、各職場
の仕事量が増加し、個々の職員が担当する
事務の負担も大きくなっており、いかに効
率良く仕事を進め、住民サービスを低下さ
せないかが重要なポイントとなっている。
限られた職員数で時代の変化に対応でき得
る順応性を職員に身に付けさせ、効率良く
仕事を進める為には、一人ひとりの職員の
業務に対する専門性や資質を高めるための
研修が重要であり、継続することによっ
て、その目的が達成される。

・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。
・公有財産の適正管理を行うための
公有財産台帳の整備については、公
会計制度における固定資産台帳の整
備を見据えながら引き続き整備に努
めていく。
・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　9,861 ㎡
・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
刈払機及び伐木等(チェンソー)、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。
・全職員が高度な情報処理能力を得
るようにする。

・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。
・コンピュータ及び情報処理技術の
推移を把握し適期に適切な事務形態
をとるためのシステム導入及び更
新。

・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。

・統合型GISの利用
・維持管理などに関し、総合的なマ
ネージメントを行う。

・空間データの保守・更新。
・各所管別空間データを活用する職
員へのサポート

○統合型GISによる空間データの活用によ
り、行政事務の改善なされた。
○道路・河川・都市計画・公園・上下水
道・森林・農地・町有財産・固定資産・建
物施設・資料図等、様々な分野で利用さ
れ、必要不可欠なシステムとなっている。

・墓地の需要に応じた整備と、適正
な維持管理を通じて住民要望に応え
る。
・火葬業務の安定的な運営により遺
族にとって安心できる葬儀の執行、
利便を図る。

・町内共同墓地（甲種５ヶ所）にお
ける墓地の貸し出し及び管理
･火葬業務の適切な執行

・墓地、葬斎場の管理及び埋葬等が町民の
宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他
公共の福祉の見地から支障なく行えた。
・甲種墓地５箇所のうち、池田共同墓地に
おける貸し出しが大半だが、ここ数年の貸
出総数は年１０区画未満で推移していま
す。平成２４年度は１６区画（１１件）、
平成２３年度は５区画(２件)の使用につい
て貸出を許可しています。

　高度な技術、知識を要する部分の業務委託が多いの
で、現状にて事業を継続することが前提となるが、将
来構想を描きながら、委託内容の見直し等、現状の課
題に対応してしていく必要がある。

－ －
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252010 墓地252010 墓地252010 墓地252010 墓地・・・・葬斎場整備事務事業葬斎場整備事務事業葬斎場整備事務事業葬斎場整備事務事業

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
・その他

・火葬業務の安定的な運営と墓地の適正な維持管理を通
じて住民の要望に応えるため、現状にて事業を継続する
ことが必要と考える。
・墓地管理において台帳上の使用者の死亡等の事例が見
られるため、継続して、台帳の整備や管理料等の検討が
必要。

Ｂ

4

・外部委託等、実施
主体の見直しによる
改善

　H26年度から統合型GISの管理業務を外部委託する計
画に向けて準備を進める。

・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
・その他

・火葬業務の安定的な運営と墓地の適正な維持管理を
通じて住民の要望に応えるため、現状にて事業を継続
することを前提とするが、他町との広域設置について
も継続して検討すべきである。
・専従化している臨時職員の勤務体系を見直すうえ
で、担当係員の業務への関りを強化し、フォロー体制
を構築する。
・墓地管理において、台帳の整備を今後も取進めると
ともに、不在未利用者と今後の利用について協議を進
める
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106010 電算機器管理事務事業106010 電算機器管理事務事業106010 電算機器管理事務事業106010 電算機器管理事務事業（（（（統合型統合型統合型統合型GISGISGISGIS管理事務管理事務管理事務管理事務））））

Ｂ

Ａ －

・事務遂行上、その知見を広く得る研修は、今後
とも幅広く受けるべきであり、継続的に事業を行
うとともに、更なる町民への行政サービス向上の
ため、接遇の心得を含め、研修受講者の資質向
上、研修機会の増を図ることを踏まえてA評価と
する。

－ － －

－ － －

－ － －

－

　事　務　事　業　名連
番

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容

目　　　的 手　　段 成　　果

　毎年、増加傾向にある消耗品費を削減するため、効率
的な行財政運営を進める上からも、より一層の経費の縮
減に努める必要があると考える。また、支出事務の執行
に当っては、正確で適法な支出事務を進めるために、引
き続き、チェック機能と指導の強化に努めなければなら
ないと考える。更には、支出事務の執行に関し、担当課
におけるチェック機能の強化が必要と考える。

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

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

・増加する消耗品費は、大量仕入れによる経費削減に
も限界があることから、使用ルールを徹底化すること
で、縮減につとめる。
・支出事務の適正化は、間違いの起き易い項目を実際
例を含めグループウエア等で周知することにより、情
報共有を図る。また、錯誤の頻度が高い部署について
は、所属長を含め指導する。
・将来的には財務会計システムに連動し、現課での
チェック機能を高め出納室との２重チェックを合理化
し事務改善を図る。
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104020 公有財産管理事務事業104020 公有財産管理事務事業104020 公有財産管理事務事業104020 公有財産管理事務事業

101020 財務経理事務事業101020 財務経理事務事業101020 財務経理事務事業101020 財務経理事務事業

Ｂ Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

・事業手段の見直し
による改善
・事務事業の簡素
化、効率化による改
善

　限られた財源で町民サービスを提供するため、組織
が要求する職員の資質と実際に配置されている職員の
資質の差を平準化することが重要であり、職員研修の
目的でもあります。行政施策を掌るものは人すなわち
「職員」です。その「職員」が行政事務を効率的かつ
民主的に遂行できなければ、的確な住民サービスの提
供はありえません。
　自治社会において町民が求め、理想とする職員像に
一歩でも近づくための「職員研修」が今まで以上に必
要です。基本となる階層別研修、専門研修を組み合わ
た研修計画を策定し、研修会への参加だけではなく、
職員発案型の先進地視察の導入なども今後検討すべき
です。

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

2

103010 職員研修事務事業103010 職員研修事務事業103010 職員研修事務事業103010 職員研修事務事業

Ａ －

　個々の職員には、地方分権の進展に伴い、時代の変化
に適確に対応でき得る順応性が求められている。また、
効率的に行政運営を進めるためには、職員の資質の向上
が必要であるため、事業継続が必要と考える。
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　公有財産の適正管理を行うために、公有財産台帳か
ら固定資産台帳への整備を行うとともに、関係課・係
との連係を密にし、財産情報の共有化を図りながら改
善を進める。
引き継続き安全教育の実施等、労働安全衛生委員会と
協力しながら、事故の縮減に努める。

・その他Ａ

・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

・今後とも利活用を推進するため、外部委託へスムーズ
に移行することが重要である。
・要援護者GISの構築のため、特に担当職員への理解を促
す必要がある。
・H25から社会福祉協議会との連携を検討しなければなら
ない。
・将来的に、個別GIS（農家台帳地図システム・地籍調査
地図システム）を統合型GISへシステム統合するため、
データ移行がスムーズに行われるようサポートを行う。

Ｂ

106010 電算機器管理事務事業106010 電算機器管理事務事業106010 電算機器管理事務事業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

平成２６年度

評価の検証

Ｂ

担当課より提出された支出伝票は、
今だに支出負担行為日、支出命令
日、添付書類に誤りが多く、再提出
の依頼をしているが、日頃の指導に
より、改善の傾向がある。しかし、
特定の担当者が何度指導しても同じ
誤りを繰り返す事案があり、担当課
内でのチェック機能の強化が必要と
考える。また、消耗品の一括購入を
実施しているが、毎年、決算額が増
加傾向にあるため、より一層の経費
の節減に努める必要がある。

消耗品の経費削減については、見積書の購入単位
を見直すことではコストの削減が図られている。
支出事務の適正化に関しては、現課でのチェック
機能の強化に今後も努める必要があると考える。

３　次　評　価（行財政改善推進委員会）

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

－ － －

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。

専門的な技術が必要であるが、外部委託内容の見
直し、システム変更の最小化など、経費の削減に
努めている。

Ｂ 特になし。
GISは重要な道具となりつつあります。今後は
データの更新、修正及びその正確性の維持が課題
と考える。

Ａ

限られた財源で町民サービスを提供
するため、各種研修機関が実施する
専門的な知識を身に付けさせる研修
については、公募と計画的な選考を
実施し、職員間における資質の平準
化を図るよう努めた。
平成25年度は、職員発案型研修であ
る「債権管理条例の検討事項に関す
る研修」に参加させ、また、外部講
師を招いて、全職員を対象に「公務
員の損害賠償及び債権管理に係る研
修」を実施した。

平成26年4月から池田町債権管理条例が施行され
た事に伴い、債権回収等に関する全職員の意識共
有のための研修会の実施など、研修会参加型の研
修の実施だけではなく、多くの職員が参加できる
研修会開催の工夫など改善がみられた。行政施策
を掌る職員として、行政事務を効率的かつ民主的
に遂行できなければ，的確な住民サービスの提供
はありえない。又、行政をとりまく環境、住民
サービスの提供先である住民の意識も変化してい
る。これらに対応するためには，常に行政の主役
は住民であるという認識を常に持ち続けることが
重要であり、住民が要求する職員の資質と実際に
配置されている職員の資質との差を縮小すること
が研修を実施する目的であり今後も継続が必要と
考える。

Ａ

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。

新地方公会計に向けた財産台帳の固定資産台帳化
は、国の要請に基づき、進めなければならないた
め、国が示す特別交付税による財政措置がされる
期間内に早急に進めることが必要と考える。未利
用地の売却については今後も計画的に売却してい
くよう努めることが必要と考える。

Ｂ

火葬業務の広域化については、近隣
町の思惑もあり現時点では難しい状
況にある。
墓地の年間使用料徴収については、
既存使用者の所在が不明、又は確認
ができない区画など墓地管理上の課
題があり難しい。
墓地区画数の確保については、造成
区域外でも返還された区画、未使用
の区画などがあるが、一度使用した
区画は受け入れられにくいため造成
済区画を優先して貸し出ししている
こともあり、隣接地に拡幅して造成
する必要がある。

平成25年度において、近隣の自治体と火葬場の共
同設置等の検討を行ったが実現には至っていな
い。火葬業務については、現在、直営で実施して
いるが、担当職員の定年退職によりマンパワーの
確保が難しい状況にあり、平成28年以降に業務委
託に移行する予定としている。又、墓地の需要に
ついては、墓地台帳の整備が進み、未利用者等へ
の返還事務が進み、現在の人口推計から勘案する
と、当面の間、隣接地等への墓地造成等の必要は
無い状況となっている。

１次評価

総合
評価

取組状況及び改善状況
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１　次　評　価（担当課）

　事　務　事　業　名連
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

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２６年度

評価の検証

３　次　評　価（行財政改善推進委員会）

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

１次評価

総合
評価

取組状況及び改善状況

　生活習慣病の予防や健康増進を図
り健康寿命を延伸する。　がんの早
期発見に努め早期治療に結びつけ
る。　インフルエンザ予防接種率を
高め発症、重症化を防ぐ。　医療費
の抑制を図る。

○十勝いけだ地域医療センター～特
定健診・胃・肺・大腸･前立腺が
ん・肝炎・骨粗鬆症・エキノコック
ス
○くりばやし医院、藤田クリニック
検診～特定健診･肺･大腸・肝炎
○巡回ドック（厚生病院　池田・高
島会場）～特定健診・胃・肺・大
腸･前立腺がん・肝炎・骨粗鬆症・
エキノコックス
○厚生病院施設ドック～特定健診・
胃・肺・大腸・子宮・乳がん
○子宮・乳がん検診(対がん協会、
厚生・協会病院、帯広市医師会）
○脳ドック・特定健診～北斗病院
○結核検診～結核予防会
○対がん協会検診～胃･肺･大腸がん
○インフルエンザ予防接種～各医療
機関

　がん検診無料クーポン（子宮頸がん・乳
がん・大腸がん）の受診率は昨年より若干
上昇した。各がん検診受診率は例年並み
（胃がん20％　肺がん22％　大腸がん26％
子宮がん26％　乳がん34％）だが、毎年の
ように早期がんの方が発見されているので
一層の受診勧奨活動が必要。
　特定健診受診率は約30％弱と伸び悩んで
いる。肝炎ウイルス検診は生涯に一度受診
すればよいこともあり受診率は2割弱。高
齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の接種率は５０％を
超えておりインフルエンザの蔓延・重症化
を防止することができている。

　畜産農家における健康な子牛の生
産と事故率の軽減、農家経済の安定
化。

　妊娠牛に対するワクチン接種
（「牛下痢５種混合不活性化ワクチ
ン」）に対して、１回の接種につ
き、７５０円の補助金を交付する。

　当該ワクチンを普及させることにより、
子牛の感染性下痢症を抑制することを目的
に導入した事業であるが、事業導入以前
（H22年度）と比べて、診療件数の減少は
見られておらず、実施２年目も思わしい成
果が得られていない。
　但し、分析の対象を事業を開始したH23
年度以降、新たに当該ワクチンを利用し始
めた農家に限定すれば、生後１か月以内で
の死廃数や下痢による診察回数において、
効果は認められている。なお、近年、当該
ワクチンの対象となるロタウイルス等とは
別の「クリプトスポリジウム症」による下
痢が流行しており、そのことが当該ワクチ
ンによる効果を見えにくくしている要因で
もある。

・畑作・畜産複合農家及び畜産農家
の夏期労働力軽減
・放牧による健康で足腰の丈夫な育
成牛を育成し、その後の受胎率向上
により畜産農家経営安定に寄与する

・預託受入期間　5月16日～11月14
日の183日間。(馬は12月上旬頃まで
放牧延長をしている)
・預託期間内での人工授精、妊娠鑑
定、分娩、疾病の予防と治療等の実
施。
・利用者確保のため、利用を呼びか
ける文書を全戸に送付したり、人工
授精の受胎率の向上や増体を良くす
るため、牧草の維持管理（草地更新
や雑草防除）等を行う。

・預託期間　5月14日～11月14日の183日
間。
・町内35戸の畜産農家より、乳牛121頭、
肉牛399頭、馬11頭、めん羊97頭の628頭を
受け入れた。
・延べ頭数は82,114頭
・増体量は、0.73ｋｇ/日となりほぼ目標
値となった。

季節的な問題により冬季間就労機会
の場が減少する、季節労働者に対
し、就労機会を確保し雇用の創出を
図る他生活困窮者に対して、資金貸
付を行い、生活環境の安定を図る。
国の季節労働者へ支給する特例一時
金が平均月額３０日と減額になり、
国は地域提案型季節労働者対策事業
の推進へと方向を転換させた。池田
町は、ちほく３町、十勝東部３町の
６町によりふるさと東十勝季節労働
者対策協議会を設置し、各種通年雇
用化に向けた施策の実施を行った。

冬季間の就労機会の確保のため、除
排雪等の中心とした失業対策事業を
登録制で行ない、又、生活安定資金
貸付をおこなっている。

　季節労働者の冬季間の就労機会が少しで
はあるが確保され、地域の除排雪の解決に
も一定の貢献を果たしている。

　町が住宅に困窮する低所得者に対
し低廉な家賃で住宅を提供すること
により町民生活の安定と社会福祉の
増進に寄与する。

　入退去管理・住宅の維持管理・家
賃算定並びに徴収業務を適正に管理
する。

　入居者募集及び住宅修繕事務を効率的に
行うことにより、公営住宅の効率的な利用
が実現できている。また、徴収事務を積極
的に行い、入居者の費用負担の公平性を保
ち、町財政へも貢献している。

　災害から町民の生命・財産を守る
ため、町民の防災意識の啓発を図る
とともに、災害対策のための体制整
備を行う。

・防災計画の策定・修正、防災会議
の開催
・防災に関する啓発等の実施
　（ハザードマップ等啓発用印刷物
の配布、地域との懇談会、防災訓練
の実施（自主防災訓練の支援を含
む）など）
・自主防災組織の育成
・防災用資材等の整備

・近年、集中豪雨等の自然災害、火災、事
故等により、全国各地で大きな被害が発生
しており、その態様も多様化、大規模化の
傾向を示している。特に東日本大震災を契
機に防災の意識は高まり、行政及び住民が
協働した取り組みが始まっている。平成19
年度には、池田町として初の自治会組織に
よる自主防災組織が利別町内会において組
織され、その活動実績により、平成20年度
には、自治総合センターが助成するコミュ
ニティ助成事業の該当団体（池田町及び当
該自主防災組織）として決定され、テン
ト・AED・ヘルメット・腕章・スコップ・
救急箱等の整備を行うことができた。また
平成２３年度から自主防災組織を設立した
町内会に活動交付金を交付しており、これ
まで利別、３・４・５・８・南１丁目の６
町内会で設立し、研修事業や避難訓練を実
施するなど自主防災への取り組みを行って
いる。こうした動きは２５年度においても
あり、年内に２町内会が設立予定である。
・平成２１年度には、国の地域活性化・緊
急安心実現総合対策事業を活用し、石油暖
房機・簡易トイレ・非常食・毛布等をはじ
め、町内11の公共施設に緊急地震速報受信
端末の整備を行ったほか、平成２２年度に
は洪水ハザードマップを、２３年度には防
災のしおりを全戸配布した。また、２２年
度には国の防災情報通信整備事業交付金を
活用し、全国瞬時警報システム（J-
ALERT）設置したほか、２３年度からはア
ルファ米と防災毛布の計画的な購入を開始
している。

－ －

－ － －Ｄ ・縮小

－ － －

Ｂ ・その他

・ 町民の生活安定と社会福祉の増進のためにも
当該事業は必要な事業である。老朽化している住
宅に関しては、住宅台帳の修繕履歴等で確認し、
効率的な改修・修繕あるいは解体を行う必要があ
る。
また、入居者の費用負担の公平性のためにも、滞
納者への徴収事務は今後も積極的に行うべきであ
る。
・今後、町の人口減少と少子化による学校の統廃
合も想定されている中、教職員住宅が空家状態で
放置されており、これらを含めて、町全体の将来
ビジョンに基づいた公営住宅の在り方を検討する
必要がある。また、利用されていない教員住宅に
は整備が不十分なものもあり、整備計画を立て有
効活用すべき。
・町有住宅の有効活用に向け、縦割り行政から脱
却し、横の連携を密にした行政運営を図るべき。

－

・事務事業の簡素
化、効率化による改
善

町民の生活の安定と社会福祉の寄与するためにも、公
営住宅は必要であるが、不均衡是正のためにも滞納者
への支払督促等を行う。
　事業費の大半を占める修繕費の軽減を図るため、住
宅台帳の修繕履歴の早期と登載や公営住宅長寿命化計
画に基づく、計画的かつ効率的な改修・修繕を図る。

10

416010 季節労働者雇用対策事業416010 季節労働者雇用対策事業416010 季節労働者雇用対策事業416010 季節労働者雇用対策事業

Ｂ
・住民との協働の推
進による改善

　就労機会の確保及び、対象者にとって活用しやすい制
度のため検討を行なっていきたい。又、事業所に対して
通年雇用に向けて就労継続を要請していきたい。

Ｂ
・住民との協働の推
進による改善

　年々対象者が減少している実態を踏まえ、事業内容
の充実を検討していくべきである。現在行われている
業務形態ばかりでなく、役場組織内業務メニューの拡
充を検討していくべきである。

9

　町の畜産振興の基盤確立と農業経営の安定にはこれ
からも町営牧場の役割は重要です。乳用牛の飼養農家
数は40戸と減少傾向にあり、従事者年齢も高齢化が進
んでいます。事務の有効性の記述にもあるとおり、畜
産農家からの預託事業、育成し種付けを行い農家に戻
すという事業の重要性は高いと思います。また、放牧
地を持たない畜産農家にとって、公共牧場は重要で
す。事業継続のためには、マンパワーの確保が重要で
あり、町営牧場の担い手対策は重要な課題です。公設
公営以外にも、公設民営、全面委託などさまざまな事
業形態を検討すべきです。

12

553010 災害対策運営事務事業553010 災害対策運営事務事業553010 災害対策運営事務事業553010 災害対策運営事務事業

Ａ －

・町民の生命・財産を守るという行政としての最も重要
な部分を担う事業であり、本来であれば、さらに財源を
投入して充実すべき事業と考える。
・大規模な災害が発生したときに、被害の拡大を防ぐた
めには、国や都道府県、市町村の対応（公助）だけでは
限界があり､早期に実効性のある対策をとることが難しい
場合も考えられる。そのため、自分の身を自分の努力に
よって守る（自助）とともに、地域や近隣の人々が集
まって、互いに協力し合いながら、防災活動に組織的に
取り組むこと（共助）が必要であり、「公助」の整備と
ともに、「自助」「共助」の体制の整備が急務となって
いる。

Ｂ

・必要性を再検証し
事業規模の見直しを
検討
・住民との協働の推
進による改善

　災害から町民の生命と財産を守り、被害を最小限に
防ぐことは地方自治の本旨です。東日本大震災以降、
全国の自治体で防災に対する取り組みが活発になって
います。あらゆる可能性を想定して設備の整備ととも
に、町民への啓発といったソフト面の改善・充実が必
要です。特に自主防災組織の育成、災害時要援護者対
策などの減災システムの充実が重要です。平成1１年
を最後として、大規模な避難訓練は行われていませ
ん。実際の防災訓練の効果として災害の混乱時にも的
確な「 意思決定や判断」ができるようになるといわ
れています。また、防災訓練をとおして、地域防災計
画の不備も発見できるとも言われていますので住民を
含めた防災訓練の実施を検討すべきです。

11

541010 住宅管理事務事業541010 住宅管理事務事業541010 住宅管理事務事業541010 住宅管理事務事業

Ｂ

・事業手段の見直し
による改善
・事務事業の簡素
化、効率化による改
善

住宅台帳の整備のひとつに修繕履歴を記載することによ
り、その時々で修理をするのではなく計画的かつ効率的
な修繕をしていくことができる。また、公営住宅長寿命
化計画の策定により、現存する住宅の長寿命化を図る為
の改修・修繕を行い、今後の管理の効率性をあげる。

Ｂ

7

253020-1 各種検診事業253020-1 各種検診事業253020-1 各種検診事業253020-1 各種検診事業（（（（成人成人成人成人））））

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　第2期特定健診実施計画を策定、受診率アップ対策とし
て日曜健診の導入。各種がん検診や肝炎ウイルス、脳
ドック、骨粗鬆症、結核、エキノコックス検診を実施
し、健康増進を推進する。がんの早期発見治療ができる
よう検診受診率向上及び精密検査受診率100％を目指す。
高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチン接種費用を
助成しインフルエンザの流行、肺炎予防、重症化を防止
する。　事務量（健康管理システム入力、結果票整理
他）が増大している。

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　健診については、民間医療機関・検診センターに委
託している事業であるが、企画・住民周知、事後管理
は法に基づく健診であることから必要な事業である。
　成果を上げるためにも、住民からの意見を更に取り
入れ受診率を上げる活動が必要である。

306010 町営牧場事務事業306010 町営牧場事務事業306010 町営牧場事務事業306010 町営牧場事務事業

Ａ －

町内外の畜産農家の経営支援を行ううえで、公共牧場が
担っている役割は大きく、事業を継続する必要がある。
　職員がH26年度末で退職予定だが、後継者の育成・引き
継ぎは未だなされていない。事業継続には適切な人員配

置が必要。

Ａ －

　一般的には子牛下痢症は、子牛にみられる主要疾病
であり高死亡率を示しています。下痢症の発生は、初
乳によって母牛から免疫を獲得（受動免疫）するとい
う子牛の特異的な要因が大きく関わっていると言われ
ています。子牛下痢症の予防対策としてワクチン投与
は重要なことではありますが、感染症予防対策の効果
があまり出ていないのも現状です。また、十分量の免
疫をふくんだ人工初乳を給与するのも有用であるとさ
れ、現在池田町で推奨しているワクチンの普及が事務
事業の目的があることと、民間事業主の経済行為の支
援という性質から、当初計画事業期間内で事務を終了
するべきです。
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305010 畜産振興事務事業305010 畜産振興事務事業305010 畜産振興事務事業305010 畜産振興事務事業（（（（負担金負担金負担金負担金・・・・補助金支出業務補助金支出業務補助金支出業務補助金支出業務））））

Ｃ

・必要性を再検証し
事業規模の見直しを
検討
・他事業、類似事業
への転換を検討

　池田町子牛の感染性下痢症予防対策事業補助金交付要
綱に基づき、平成23年度からの3年間、事業を継続する必
要がある。
　当該ワクチンを利用している農家からは現状による事
業継続が望まれており、また、分析の仕方によっては効
果も認められるが、利用者数の伸び悩みから、総体的に
は効果が見えにくい実態もあることから、事業の必要性
を再検証し、継続或いは他事業への転換も含めた見直し
を検討する。

－ －

－ － －

－

Ａ
生産者団体の定期総会や研修会にお
いて、当該事業の活用によるワクチ
ンの使用を呼びかけている。

畜産振興として必要な事業であれば継続すべきと
考える。但し、継続にあたっては、ワクチンの効
果の見極めや需要量を確認し、その必要性を再検
討すべきと考える。又、継続に当たっては農協の
負担も検討すべきと考える。

Ａ

平成7年より冬期間の預託飼育を中
止、平成16年度末で町有牛育成事業
を中止している。
平成19年度より職員配置をそれまで
の2名から1名に減員している。
平成24年度からは臨時職員を1名減
員し、3名としている。

平成26年度末をもって長年従事していた町職員が
定年退職を迎える。町の基幹産業である農業の一
翼を担う、畜産振興の重要施設である。職員退職
後のマンパワーの確保が重要となる。また、業務
委託等のアウトソ－シングについても、池田・高
島両農協と協議を重ね方向性の検討を継続してい
くことが必要である。

Ｂ

特定健診受診率向上対策として22年
度に未受診者アンケートを実施、半
数以上が定期的に通院していると回
答。24年度から年度内未受診者に個
別勧奨、25年度は40～60代の未受診
者に再度勧奨、日曜健診で特定健診
も実施できる体制整備、町内医療機
関に通院者の情報提供を依頼。　が
ん検診を推進するため、21年度から
子宮・乳がん、23年度からは大腸が
ん検診クーポン券と肝炎ウイルス検
診無料受診券を交付。クーポン対象
者には、集団検診前と年度末にも個
別勧奨を実施。健康づくり計画の評
価アンケートを実施、健診未受診理
由は、通院しているという回答が多
いことから町内医療機関に、通院中
の方にも検診を勧めるよう依頼して
いる。

受診率の向上を目的として、事業に取り組んでい
る。

Ａ 特になし。

防災備蓄も、備蓄計画に基づき、順次毛布や非常
食の購入と備蓄が進んでいる。又、災害対策基本
法第5条2において規定されている地域住民による
任意の防災組織である「自主防災組織」は町内8
つの町内会等で組織され、これからも啓発活動を
通し組織していく気運の醸成が必要である。更に
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正によ
り、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策におい
て特に配慮を要する方（要配慮者）の内、災害発
生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難
行動要支援者名簿）の作成を義務付けること等が
規定され「災害時要援護者対策」などの減災シス
テムの役割も益々重要になってきている。大規模
な自然災害等に対応するために実際の避難訓練等
の対策も望まれており、行政と地域が機会を捉
え、対策を今後も引き続き、講じていく必要があ
る。

Ｂ

町季節労働者雇用対策事業について
は、１１月募集、雇用期間１１月～
翌年３月となっているが、平成２１
年度では、当該事業賃金を増額し、
平成２１年４月～５月の雇用対策事
業も実施したが、４月以降の登録者
がいないためＨ２３年度以降は取り
やめた。

各課から出される業務メニューを増やす働きかけ
が必要である。

Ｂ

滞納者については、督促状送付・電
話等で納入を促すことにより効果を
上げているが、平成26年度に債権係
が新設され、より効率的な体制と
なった。
住宅修繕については、住宅台帳を整
備し修繕履歴を確認するとともに、
公営住宅長寿命化計画に基づく改修
により、効率的な改修を図る。

今後も積極的な徴収事務及び効率的な修繕・改修
等適正な住宅管理を行っていく。空き家になった
教職員住宅の扱いに関しては、関係部署と調整の
上、町全体の公営住宅の在り方の検討が必要であ
る。
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１　次　評　価（担当課）

　事　務　事　業　名連
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

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２６年度

評価の検証

３　次　評　価（行財政改善推進委員会）

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

１次評価

総合
評価

取組状況及び改善状況

・町立小中学校のクラブ活動、部活
動の円滑な運営を促し、児童生徒の
健全育成を図る
・保護者の負担軽減を図る

・小中学校のクラブ活動、部活動に
おける大会等の出場などに係る車両
の対応
・クラブ活動、部活動に関係する各
種団体への負担金の支出
・大会出場等にかかる交通費等の助
成

　各種団体への負担金及び大会等出場に係
る車両借上げ、交通費等の助成を行うこと
により、小中学校のクラブ活動、部活動の
円滑な運営と、児童生徒の健全育成が図ら
れた。

　相談体制を整えることにより不登
校やいじめなど心の悩み等の解消を
図る。また、学校教育活動の支援を
行いながら子どもに溶け込み、子ど
もたちが相談しやすい環境を整える
ことで課題の発見に努め、課題解決
にあたる。

　池田中学校に相談室を設置し、週
２回から３回相談員（ふれあいサ
ポーター）が登所し、直接または電
話により相談の対応を行う。

　相談員の配置により保健室登校などの生
徒への学級復帰にある程度の効果があっ
た。
　学校教育支援活動で教室に入り、学級運
営などの補助活動に効果があった。

　衛生的で安全な栄養バランスのと
れた給食を提供し、成長期にある児
童生徒の健康増進と体力の向上を図
り、食事について正しい理解を深
め、望ましい食習慣を身につける。
地域の食材や食料の生産、消費等に
ついても正しく理解することを目的
とする。

　毎月の献立表・給食だより・食育
目標を配布する。食中毒や異物混入
等の事故を未然に防止し、安全・安
心な給食を供給する。

　バランスのとれた食事を提供するだけで
なく、地域で取れる食材を知ることの出来
る「地産地消」の取組、規則正しい食事の
在り方など「食育」としての意義が大き
い。しかし、栄養のバランスのとれた食事
であってもおいしく食べることが健康に結
びつくことからアンケ－ト調査で満足度を
把握する。

　学校の教育課程として行われる教
育活動を除き、主として青少年及び
成人に対して行われる組織的な教育
活動（体育及びレクリエーション活
動を含む）を社会教育という。この
ことから全町民を対象とした社会教
育の推進について社会教育委員は助
言等を行う。

・社会教育委員会議の開催及び同委
員の研修等への参加
・学校支援事業の実施
・池田町教育の日の普及啓発、協賛
事業の実施
・その他社会教育の振興に関する事
業の実施、会議研修等への参加、関
係団体への加入

　社会教育委員会議では、20年度より学校
地域支援事業実行委員会を設置し、同事業
を推進しており、定着が図られつつある。
　平成２２年度より、家庭・学校・地域社
会・教育委員会が一体となって教育に関す
る理解と関心を高めるため、「ゆめ」「き
ずな」「ふるさと」「パートナーシップ」
の４つを柱として毎年１１月１日を「教育
の日」と定めた。

　芸術、科学、教育、スポーツの分
野で顕著な活躍をした団体又は個人
を表彰することにより、池田町の文
化・スポーツの普及振興を図ること
を目的とする。

　町内各学校、社会教育関係団体等
から推薦された候補者について、文
化賞及びスポーツ賞審議会において
審査選考する。教育委員会で決定し
た受賞者について、表彰式を開催し
表彰する。

　町民の文化・スポーツに対する意識の高
揚が図られた。
　受賞者が多い少ないという事で達成度を
評価するものではない。

　対象者が人生に一度のセレモニー
に参加し、仲間と祝いながら新成人
として自覚をしていく。

　国民の祝日として定められている
「成人の日」前日の日曜日に式典を
挙行。

　高校を卒業してから友人や同期の仲間と
再会できる機会でもあり、参加率は高い。
対象者たちは人生節目の時、特別な日とし
て考えており、式典中の乱れも無く、有意
義なものとなっている。式典では郷土芸能
を鑑賞しながら、そこから先人の生活文化
の一端を伺い知る機会にも触れる

　町内芸術文化の発展・振興を図
る。

　池田町文化協会へ助成。

　文化祭を企画運営し、団体・サークルへ
の未加入の町民も文化活動発表の場として
参加でき、広く町民の発表の場を提供して
いる。

　町民の冬季における健康増進とス
ポーツ振興を図る。また、スケート
競技の普及振興を図る。

　町内２箇所（清見ヶ丘、北部）の
スケートリンク造成と維持管理を行
う。

　使用期間が２ヶ月程度であるが、学校の
授業や少年団活動、各種大会、記録会、教
室などを開催し、町民の冬季における健康
増進とスポーツ振興を図った。

Ａ 10 Ａ 7 1 11
Ｂ 9 Ｂ 12 3 9
Ｃ 1 Ｃ 0 0 0
Ｄ 0 Ｄ 1 0 0
計 20 計 20 4 20

Ｂ

・事業手段の見直し
による改善

・必要性を再検証し
事業規模の見直しを

検討
・他事業、類似事業

への転換を検討

・近年、スケート振興会等に委託した形でのリン
ク造成が行われていますが、振興会等それぞれ
が、いくつかの課題を抱えている現状にありま
す。冬季スポーツ振興の中心として、就学前の子
供から少年団を含む児童・生徒の教育的活動の充
実を図ることに主眼を置きながら、スケート王国
十勝・池田における400ｍリンク存続への強い思
いを持ち、事業の継続がなされてきています。リ
ンク造成に要する経費は内容に差があるにせよ、
管内的には低額である現実を踏まえて、多角的視
野からスケート振興を考え、早い時期からの対応
が必要と考えます。
・また、予算だけでなく、ボランティア精神の醸
成や地域・PTAのコミュニティーの推進、オリン
ピック選手を輩出した実績を踏まえ、指導体制や
実施体制も含めた配慮が重要です。一方、PTAが
なぜリンクを造成するのかという声もあり、今ま
での経緯の丁寧な説明も必要な状況にあり、その
バランスが大切です。

－

・その他

冬期間のスポーツ振興のため、清見ヶ丘・北部の2箇
所のスケートリンクの意義は大きいと思われ当面は継
続するが、今後の児童数の推移などを視野に入れ、場
所・規模の方向性を検討していく必要がある。
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613030 部活動推進事務事業613030 部活動推進事務事業613030 部活動推進事務事業613030 部活動推進事務事業

Ａ －
　義務教育における活動に係る経費であり、現状を進め
ながら一部助成内容の改正を進めるべきと考える。

Ａ

20

652020 リンク652020 リンク652020 リンク652020 リンク造成維持管理事務事業造成維持管理事務事業造成維持管理事務事業造成維持管理事務事業

Ａ －
スケート競技の振興を図るためには施設造成が必要であ
る。清見ヶ丘のリンクでは池田小学校、北部のリンクで
は高島小学校が授業を行っている。

Ｂ

　義務教育におけるクラブ活動、部活動を推進するた
めに必要な事業である。過去においても補助率等の見
直しを行っているが、管内情勢も参考にしながら適正
な保護者負担について検証しながら事業を進めていく
必要がある。

－

14

613050 ふれあいサポート613050 ふれあいサポート613050 ふれあいサポート613050 ふれあいサポート事務事業事務事業事務事業事務事業

Ａ －
　本事業の必要性は高い。継続した事業推進が必要であ
る。一層の効果を上げるために質的増加や内容の検討が
必要である。
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641010 社会教育総務事務事業641010 社会教育総務事務事業641010 社会教育総務事務事業641010 社会教育総務事務事業

Ａ －
　地域の教育力の再構築、または醸成には本事業は不可
欠

Ｂ

Ａ －

　平成24年度から相談員を2名から1名にし池中のみに
配置した。小学校においては学習生活支援員を各学校
に配置し、教室に入ることで身近な存在として支援活
動を行っており、意図した成果は得られている。いじ
めや不登校、心の問題など今後ますますニーズが高ま
る可能性があり、現行の体制で良いのか、ケースに
よっては心理士などの専門職の活用の必要性はないの
か、学校と家庭、地域との連携をどう進めるか等、現
状把握と事業の推進・評価に努めることが必要であ
る。

－ －

・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

　より安全な学校給食の提供のため、特に衛生面の観
点からウェット方式からドライ方式への転換が検討さ
れているが、学校給食の実施主体として必要な施設整
備を行うことは重要である。また、義務教育施設だけ
でなく、ニーズに応じて幼稚園や高校等への配食を行
う事により、より効率的な運営を進めていく必要もあ
るのではないか。

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
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641050 成人式事務事業641050 成人式事務事業641050 成人式事務事業641050 成人式事務事業

Ａ －

　内容については様々な意見等を考慮しつつ改善を図っ
ていく。
　日程の良否についてはH24成人式でアンケートを実施し
たが、H25も実施し必要があれば改善を図る。
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616010 学校給食運営事務事業616010 学校給食運営事務事業616010 学校給食運営事務事業616010 学校給食運営事務事業

Ａ －

　学校給食は市町村長の努力義務として学校給食法に定
められているが、Ｏ１５７の発生以降、衛生基準が高ま
り本町のウェット方式ではこの基準がクリア出来ない部
分が多くある。他町村においても全面改築には至らずと
も施設床をドライ方式に改築しているところも多くあ
る。現在地での改築には、取り壊し、建設の期間は給食
提供ができないため、他の候補地での改築が必要であ
る。食への信頼は給食のみならず一生を通じて人間生活
の一部であり、現状同様に給食センターで提供する体制
が社会からの信頼に耐えうる現時点での最良の姿と考え
る。
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641020 文化賞641020 文化賞641020 文化賞641020 文化賞・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ賞事務事業賞事務事業賞事務事業賞事務事業

Ｂ ・その他
　本町の文化及びスポーツの普及振興に一定の役割を果
たしており、継続して実施していくべき事業である。表
彰基準については引き続き検討の余地はある。

　地域の活性化のためにも子どもから高齢者まで幅広
い年代の人たちが共に学べる環境が望ましい。社会教
育委員の役割も重要になってくると思われるので、研
修などを通じて意識の向上を図ることも重要ではない
か。当面は社会教育の推進に向けて、現状どおり事業
を継続していくべきである。

－ － －

Ａ －

　低予算の中で、地域の方々の協力のもとに式典が実
行されている。参加者も対象者の８割前後で推移して
おり、参加者が社会人としての自覚を持ち郷土の理解
を深めるための一助となっているものと思われる。高
校を卒業してそれぞれバラバラになった同年代の仲間
が集まる切っ掛けにもなっている。当面は現状どおり
事業を継続していくべきである。

－ －

Ａ

・その他
　文化及びスポーツの幅広い振興のため表彰者が偏ら
ない工夫などをしながら、事業を進めていくことが望
ましい。

Ｂ

－

－ － －

－ 　現状を維持する。 － －19

645030　645030　645030　645030　文化団体振興事務事業文化団体振興事務事業文化団体振興事務事業文化団体振興事務事業

Ａ －

　会員の固定化・高齢化が進み、文化祭の運営や文芸誌
発行に携わる役員の担い手が不足している現状。決定的
な打開策は見当たらないが、支援を継続していく必要が
ある。

Ａ －

－

－ －

－

・学校給食の「安全・衛生・機能」の向上と新た
な食育の推進は、必要不可欠なものです。また、
給食供給数が年々減少する中、今後高校等への配
食や将来ニーズに応じて、高齢者などへ提供等、
幅広い給食センターの活用により、効率的な運営
を望みます。
・健全な給食の町民への提供は、介護や医療費の
抑制、健康長寿に繋がり、また、地産・地消を促
すことで、関連する企業との経済効果や雇用と
いった総合的な役割を果たすものとなり、池田町
の目指す「生きいきはつらつ安心のまちづくり」
に則した施設利用の可能性も探るべきと考えま
す。
・学校給食法の順守は必要ですが、地域の活性化
に向け、柔軟な対応、道・国等への働きかけも重
要です。

Ａ

平成１５年度に助成額の引き下げを
行った。平成２１年度に要綱の一部
を見直す。平成２２年度に引率者に
対する補助率の引き上げを行った。
平成２６年度宿泊費対象上限額の引
き上げ、対象経費の拡大を行った。

各評価Ａで「現状にて事業を継続」、助成数も増
え、部活動の推進が図られている。

Ｂ

H16年度に池小は清見ヶ丘使用開
始、H17年度に団体委託経費を減額
し、H18年度から池小ＰＴＡ・池小
少年団・スケート協会のみで造成委
託（20万）するようになった。
H25,12,4町行財政改善推進委員会よ
り「管内的には低額、多角的視野か
ら早期に対応、ボランティア精神等
今までの経緯を説明し、バランスが
大切。」との意見を受け、H26年度
町民有志による造成委員会150万円
委託を準備中。しかし、協力者の不
足や事故への対応など問題点がある
ことから業者委託の検討を進める。

現在、町営リンクとして清見ケ丘リンクと北部リ
ンクを造成しているが、リンク造成の担い手不足
から、リンクの造成が困難な状況にある。平成26
年度は、受託可能な業者の申し出により、造成が
可能となったが、学校でのスケート授業のあり方
や少年団活動のあり方を含め、リンク造成のあり
方そのものを検討する必要がある。

Ａ

「はたちの会」という実行委員会形
式の企画・運営が困難となり、近年
は対象者の協力を得ながら教育委員
会が直接企画・運営している。式典
中の「メモリアルアトラクション」
については、17年度から地元の演奏
家や団体にお願いし実施してきた
（参考：H19・21ワイン太鼓、H20・
24地元演奏家、H22・23傘踊り）
が、24年度より、傘踊りとあきあじ
音頭によるウエルカムアトラクショ
ンと、地元演奏家によるメモリアル
アトラクション（クラシック演奏）
の２本立てとした。また、欠席者に
対しても記念ワインを後日送付する
こととした。

高校を卒業し社会人や大学生となり、池田を離れ
ていた仲間と集まる場となっている。又、アトラ
クションも池田の伝統文化の継承にも繋がるもの
となっている。現在も実施しているが、開催日に
ついて現在の連休中が良いのか、正月休みが良い
のか、アンケートの実施による検証を図りより多
くの対象者の参加が図られるための検討が必要と
考える。

Ｂ

補助金の見直しにより文化事業と
「ふんべ」発刊事業を分離し、「ふ
んべ」を隔年発刊としてその都度補
助を出すこととした。

今後も芸術文化関係団体の支援を継続すべきと考
える。

Ａ

社教委員の全道研修会への参加の取
り止め。東部4町研修会の参加休
止。Ｈ25より講座開設事務事業のコ
ミュニティスクールを本事業に統合
した。

社会教育の充実のため、保健・福祉関連団体など
とも連携し、地域コミュニティ分野も視野に入れ
ていくことが必要である。

Ａ

平成１１年度表彰よりジュニア部門
を創設し、文化賞・スポーツ賞を同
日実施とした。平成１３年度にス
ポーツ賞の条例化とあわせ文化賞・
スポーツ賞の条例を一本化した。平
成２４年度より予算及び事務事業に
ついても一本化した。表彰式でのフ
ラワーアレンジメントの廃止、表彰
に係る記念品の見直しなどをおこ
なった。

事務事業の集約など事業の見直しが図られてい
る。表彰者の選考にあたって、各種奨励賞の見直
しを図るなど表彰者の偏りなくす方法の検討が必
要であると考える。

Ａ 特になし。
現状把握や事業の評価を継続しながら、事業を継
続していくこととする。

Ａ 特になし。

昨年度の３次評価でも新しい取り組みや、効率的
な運営が望まれている。新施設の建設計画の中で
も検討されていると思われますが、施設完成後の
事業展開に期待します。
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