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１　次　評　価（担当課）

・公用車の車検取得及び故障等が発
生した場合、速やかに修繕を施すこ
とにより公用車が常に安全に運行で
きるようにする。
・町村会自動車共済に加入し万が一
の公用車の事故等に備える。
・公用車を効率よく使用し保有台数
の縮減を目指す。
・公用車の維持管理に係る経費削減
及び公用車を長期間使用できるよう
目指す。

・公用車の法定車検整備、修繕を行
う。
・自動車損害共済の加入。（本年度
134台）
・集中管理（共同利用）することに
より、利用効率を上げる。また、夏
期は公用自転車を設置する。
・日常点検・軽微な修理等を自前で
行う。

・整備不良に起因する、事故を未然防止が
図られた。
・自動車事故が発生した場合でも、速やか
に対応することができた。また、自損事故
についても車両の修理が速やかに行われ業
務に与える支障を最小限に抑えることが出
来た。
・燃費の良いハイブリッドカー及び低公害
車を各2台ずつ導入した。（H21導入済み）
・定期的なオイル交換等により公用車の損
傷の未然防止が図られた。

・積極的な情報の公開により、町政
に対する理解と信頼を深め、住民の
参加による町づくりの推進を目指
す。
・個人情報や重要な情報を守るた
め、セキュリティの向上に努める。

･情報公開請求や個人情報開示請求
のあった情報の提供。
･町政や関心度の高い情報をホーム
ページ等を利用し積極的に提供。
･個人情報等の重要な情報を守るた
めのセキュリティ対策や法及び条例
を遵守し厳格な取扱いに努める。
･不服申立があった場合の情報公開
審査会及び個人情報保護審査会の開
催。

･町民等との対話の中で情報公開や個人情
報保護に関する話題が頻繁に聞かれるよう
になったことから認識度はかなり高まった
と思われ一定の成果であると受け止める。
しかし、個人情報に関して、過剰といえる
対応を求めるケースが増えてきているた
め、プライバシーの保護を考慮しつつ的確
な対応を統一的に行う必要がある。
・簡易なものは口頭請求で担当部署により
直接対応するため、成果を数値で表すこと
は難しく、制度の利用が成果に必ず結びつ
くものでないことから、平成24年度より成
果の指標を廃止する。

・行政情報などを町民に提供し、情
報を共有することを目指す。

・町の広報紙「広報池田」を毎月１
回発行する

・国、道、町などの行政情報や地域の活動
を町民へお知らせすることで、行政・地
域・町民の関係が密になり、それにより、
町民の意見が行政運営に幅広く取り入れら
れるようになった。
・有料広告掲載により町の新たな財源が確
保され、町内の事業者が町民に対して積極
的に事業をＰＲしようと広報紙を活用する
傾向が強くなり、地域経済活性化への一助
となっている。
・「声の広場」はがきを折り込むことによ
り、町民からの意見や要望を収集（広聴）
を図り、速やかに担当係に伝え、可能な範
囲で対応を願っている。

・町民から町づくりへの提案・意見
をもらう機会を増やすことで、協働
のまちづくりに貢献する。

・町長と主な議題に関係する職員だ
けが出席し、気軽な意見交換の場を
提供する。
・議事録を広報広聴係で作成し、そ
の場で回答が不可能な質問、意見な
どが寄せられた場合は、担当部署が
後日、回答する。

・意見や要望をもつ町民の発言の場とし
て、気軽に開催できる会として行ってい
る。社会情勢や行政運営の内容により町民
の行政への要望の頻度には差があるが、些
細なこと・少人数の意見などにも臨機応変
に対応し行政運営に役立っている。

・自ら居住する住宅を町内の事業者
によってリフォームした者に対し、
予算の範囲内において奨励金を交付
することで、住宅改修意欲を喚起
し、住環境の向上と町内建設業者の
振興を図る。加えて、奨励金を町内
限定の商品券で交付することで商業
振興を図る。

・自ら居住する住宅を町内の事業者
によってリフォームした者に対し、
予算の範囲内において奨励金を交付
する。
　・対象事業：50万円以上のリ
フォーム。
・奨励金の額：事業対象経費の
10％。　・限度額：20万円。
・奨励金の交付：協同組合池田町ワ
インスタンプ会が発行する商品券に
より交付

・平成25年度の「住宅リフォーム促進奨励
金」の交付件数は64件、交付額は
8,435,000円となり、住環境の向上と地域
経済の活性化の一助となっている。

・町内に存在する老朽住宅を解体撤
去する者に対し奨励金を交付するこ
とにより、住宅の解体意欲を喚起
し、住環境及び防災力の向上図る。
併せて、解体後の跡地利用を条件と
することで、優良宅地としての再利
用を推進し、町内への移住・定住を
促進する。加えて、町内建設業者に
よる解体に限定すること及び奨励金
を町内限定の商品券で交付すること
で町内経済の振興を図る。

・町内に存在する老朽住宅（昭和56
年5月31日以前着工の住宅）を町内
の事業者によって解体撤去する者に
対し奨励金を交付する。
・対象事業：20万円以上の解体工
事。
・奨励金の額：事業対象経費の3分
の1。
・限度額：①商品券の場合30万円。
②現金の場合25万円
・奨励金の交付：①町内在住者は協
同組合池田町ワインスタンプ会が発
行する商品券。②町外在住者は現
金。

・平成25年度の「老朽住宅解体促進奨励
金」の交付件数は3件、交付額は897,000円
にとど待っている。町内の住宅解体が16件
あったことから制度の周知及び見直しにつ
いて検討が必要となっている。

・池田町内に賃貸住宅を建設する者
に対して、建設費用の一部を補助す
ることにより、良質な賃貸住宅の建
設を促進し、町民の住環境の向上と
移住・定住人口の確保及び地域経済
の活性化を促進することを目的とす
る。

・池田町内に賃貸住宅を建設する者
に対して、建設費用の一部を補助す
る。
・対象事業：町内に70㎡以上の賃貸
住宅を2戸以上建設する事業
・補助金の額：町内事業者利用は1
戸当たり100万円。町外事業者利用
は1戸当たり75万円

・平成25年度の「民間賃貸住宅建設促進事
業補助金」の申請件数は０件であった。

－

・現状にて事業を継
続

・審査会の外部委員導入による客観性、公平性の確保
を図るとともに、今後とも個人情報保護制度の町民へ
の周知を図るべきである。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　事　務　事　業　名連
番

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容

目　　　的 手　　段 成　　果

・老朽公用車を所有台数の見直しを含めて、計画的に更
新していく予定であるが進んでいない状況である。車齢
１４年以上の公用一般車両については、必要に応じて見
直しも含めて更新していく。

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

・保険、事故対応、稼働状況については、事業の目的
は概ね達成されているのではないか。公用車には多種
多様な使用目的があり、台数を単に縮減すれば良いわ
けではないが、担当係では140台を目標としている。
事業の最大の課題は、有利な財源がなく車両の更新が
厳しい状態で、高齢化が進んでいる点と考えられる。
不特定多数が使用するため、仮に経費上有利であって
も、故障して修理不能になるまで乗り潰すのは、安全
上好ましくないでしょう。予算上許される台数だけで
も更新（リスクもあるが場合によっては、中古車の導
入も視野に入れた）を続ける必要がある。

1

2

106020 情報公開事務事業106020 情報公開事務事業106020 情報公開事務事業106020 情報公開事務事業

Ａ
・現状にて事業を継

続

109010 広報紙等発行事務事業109010 広報紙等発行事務事業109010 広報紙等発行事務事業109010 広報紙等発行事務事業

105010 公用車管理事務事業105010 公用車管理事務事業105010 公用車管理事務事業105010 公用車管理事務事業

Ｂ Ａ・その他

6

111070-2 住環境整備事務事業111070-2 住環境整備事務事業111070-2 住環境整備事務事業111070-2 住環境整備事務事業（（（（老朽住宅解体促進奨励金事業老朽住宅解体促進奨励金事業老朽住宅解体促進奨励金事業老朽住宅解体促進奨励金事業））））

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

・制度の必要性は認識されているが、平成25年度の住宅
解体が16件あった内、奨励金の利用が3件にとどまったこ
とから内容の見直しが必要となっている。議会では、跡
地利用の条件撤廃を求める声があるが、実際には町内建
設業者に限定していることが補助金申請が伸びない主な
原因となっている。平成26年度は若干利用が伸びている
（7月末で5件）。
住宅のみならず危険建物を対象とした制度について現在
検討中である。

Ｂ

4

5

111070-1 住環境整備事務事業111070-1 住環境整備事務事業111070-1 住環境整備事務事業111070-1 住環境整備事務事業（（（（住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム促進奨励金事業促進奨励金事業促進奨励金事業促進奨励金事業））））

Ａ

・ここ数年で広報紙発行など印刷物の予算削減を進めて
いますが、町の施策により毎年度、印刷製本費の見直し
は増減を含めて必要です。需要の多い「暮らしの情報
コーナー」は削減せずに、この規模・内容の発行業務が
適正と考えます。

Ｂ

・平成２６年度で審査会の委員構成を見直し、帯広市内
の２人の弁護士を加え、専門性の向上を図った。

3

・インターネットが普及しているが、高齢者が多い本
町においては、紙面による広報紙の役割は重要であ
る。16年度の2次評価において、「お知らせ版を別に
発行するなどして政策型の情報を積極的に町民に提供
する」との評価結果が出されていたが、評価結果を踏
まえた改善がされておらず、お知らせ型の広報紙と
なっている状況にある。町の政策を広く町民の皆さん
にお知らせするためにも、現在のお知らせ型広報紙か
ら政策提案型広報紙への見直しを図るべきと考える。

・現状にて事業を継
続

Ａ

・事業手段の見直し
による改善

・現状にて事業を継
続

・平成26年度に制度の一部を見直したところであり、当
面は現状の制度のまま運営する。

Ａ

999999 ふれあいトーク999999 ふれあいトーク999999 ふれあいトーク999999 ふれあいトーク事務事業事務事業事務事業事務事業

Ｂ
・事務事業の簡素
化、効率化による改
善

・事業の要望は薄れてきているが、全町的事業の推進や
大きな政策転換が必要になった場合には、開催要望が増
えることも想定され、気軽に企画できる体制で受け皿と
して継続していく。

Ｃ
・必要性を再検証し
事業規模の見直しを
検討

・現状では、町内会連合会単位の開催であり、通年で
の開催可能を見直し、予算編成時期・政策転換期など
開催時期、対話内容を絞り込み参加者募集を行うなど
開催方法の見直しを図る。

・現状にて事業を継
続

・当該事業は、町内建設業者の振興に寄与し、町民か
らの利用も多い現状から、当面は継続すべきと考え
る。但し、商業者の活性化を目的とし、奨励金として
ワインスタンプ会の発行する商品券を活用している
が、利用できる加盟店が少なく、全ての商業者の活性
化には寄与していないため、公平性に欠けると議会や
ワインスタンプ会の未加盟商業者からも指摘がある。
そもそも町内建設業者の振興と町内商業者の振興を目
的とすることには無理があると考えるため、奨励金の
交付方法としてリフォーム費用そのものが軽減される
現金での交付も含め、町の施策として公平性が確保さ
れ、より利用しやすい制度を検討すべきと考える。

・事業手段の見直し
による改善
・その他

・当該事業は、町内建設業者の振興を図り、老朽住宅
を解体撤去することにより、優良宅地の再利用を推進
し、移住・定住人口の増加を目的としており当面は継
続すべきと考える。但し、町内在住者に対し、商業者
の活性化を目的とし、奨励金としてワインスタンプ会
の発行する商品券を活用しているが、利用できる加盟
店が少なく、全ての商業者の活性化には寄与していな
いため、公平性に欠けると議会やワインスタンプ会の
未加盟商業者からも指摘がある。また、当該事業の主
たる目的である老朽住宅の解体をより推進するなら
ば、奨励金の交付方法として解体費用そのものが軽減
される現金での交付も含め、町の施策として公平性が
確保され、より利用しやすい制度を検討すべきと考え
る。

7

111070-3 住環境整備事務事業111070-3 住環境整備事務事業111070-3 住環境整備事務事業111070-3 住環境整備事務事業（（（（民間賃貸住宅建設促進事業補助金事業民間賃貸住宅建設促進事業補助金事業民間賃貸住宅建設促進事業補助金事業民間賃貸住宅建設促進事業補助金事業））））

Ａ
・現状にて事業を継
続

・平成26年度から面積要件を撤廃したことで、当初予定
していた14戸（単身向け12戸、世帯向け2戸）を大きく上
回る、7棟34戸（単身向け20戸、世帯向け14戸）の申請が
あり、補正予算を計上し全て交付対象とした。
すでに来年度の建設に関する相談も来ているが、一気に
民間賃貸住宅が増えることで供給過剰となり、既存の事
業者に影響が出る恐れもある。

Ａ
・現状にて事業を継
続

・平成25年度において、補助対象範囲を見直してい
る。民間活力の積極的な活用により、賃貸住宅市場の
活性化につなげ、移住・定住政策の一助となる有用な
事業であると考える。公共の担う住宅政策と、民間に
担っていただける住宅政策を両輪の輪として、事業継
続が望ましいと考える。一時評価の中で「、一気に民
間賃貸住宅が増えることで供給過剰となり、既存の事
業者に影響が出る恐れもある。」との懸念もあるが、
需要と供給のバランス（予定調和）の中で民間住宅は
増えていくので民間活力導入の側面支援としての本政
策は有効である。

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
・事業手段の見直し
による改善

・本事業は、町内居住者の住環境向上、町内建設
業者の振興、町内商業者の振興と3者に寄与して
いると考えられ、交付件数、交付金額とも年々拡
大しており振興策としての機能を果たしていると
考える。
現状の事業手法でも問題ないと考えられるが、交
付金の利便性等から現金交付を検討されているよ
うだが、現金交付については、町内での利用が必
ずしも限定されず、町内商業者の振興が図られな
い可能性もあるので、交付方法を変更するのであ
れば、町内商業者であれば利用できる商品券を発
行する等により、町内商業者の振興対策を維持す
べきと考える。

－

Ａ
平成２６年度から審査会の委員構成
を見直し、帯広市内の２人の弁護士
を加え、専門性の向上を図った。

情報公開により、町政への住民理解と信頼の維持
を図り、住民参加による町づくりを推進する上で
事業継続は必要である。また、専門性の高い有識
者を審査会委員とし、個人情報保護における過剰
な要求に対して、的確かつ統一的な対応を図りな
がら、事業を継続していく必要がある。

Ａ

これまで本事業に係る予算の削減か
ら紙面の簡素化を進めていたが、平
成２６年９月の町議会第３回定例会
における指摘により、紙面の充実に
方向転換することとなった。町の政
策を説明する記事と、町民の皆さん
へお知らせる記事がバランス良く掲
載された広報紙作りを図るため、こ
れ以上の削減はできず、同等以上の
規模・内容の発行業務が必要と考え
ます。

インターネット等の普及により情報収集手段は増
加しているものの、高齢者世帯が多い本町におい
ては、広報紙の情報収集手段としての依存度は大
きいものがあるため、今後も政策・お知らせ記事
をバランス良く掲載した紙面作りを図り、事業継
続する必要がある。

平成２７年度

評価の検証

Ｂ

老朽公用車を所有台数の見直しを含
めて、計画的に更新していく予定で
あるが進んでいない状況であった
が、平成２７年度から備荒資金を活
用して予算を平準化して計画的に更
新を進める。車齢１４年以上の公用
一般車両については、必要に応じて
見直しも含めて更新していく。

公用車の安全対策と効率的運用のため計画的な公
用車の更新が求められるが、備荒資金を活用する
ことにより、財源の平準化がされ、概ね計画通り
に更新が進められている。

１次評価

総合
評価

取組状況及び改善状況

Ｂ

利用件数も伸び一定の成果は出てき
ているが、平成26年11月27日に「空
家等対策の推進に関する特別措置
法」が制定されたことにより、老朽
空家対策の充実が求められている。
　3年間の補助期間が終了し、平成
28年度からの新たな支援策を組み立
てなければならない。住宅の他にも
危険な店舗や倉庫等の解体撤去も課
題となっており、特に大通商店街は
イメージアップのためにも老朽店舗
の解体促進が求められる。

一定程度の成果は認められるが、今後法律の施行
にともない、危険家屋等の対策の強化と利用しや
すい制度の構築が求められる。

Ｂ

平成26年度から面積要件を撤廃した
ことで申請件数が増え、入居者の約
半数が転入者であったことから想定
を上回る成果があった。もともと民
間賃貸住宅が不足していたこともあ
り一気に新築されたが、需要と供給
のバランスが取れたこともあり、平
成27年度は1件5戸の申請にとどまっ
ている。家賃が高止まりしているこ
とから多少供給過剰の状況を作り出
す必要がある。
　3年間の補助期間が終了し、平成
28年度からの新たな支援策を組み立
てなければならない。

補助要件等の見直しを適宜行いながら、民間事業
者の利用が拡大するなど、事業効果が表れてい
る。評価もA及びBで事業の主旨は変えず、情勢に
適応した事業運営が図られている。

Ｃ

ここ５年程は、町内会連合会からの
申し込みによる年１回のみの開催と
なっている。全町的事業の推進や大
きな政策転換が必要となった場合に
参加者募集を行うなど、開催方法の
見直しが必要となっている。

少ないながらも開催要望はあるが、団体人数規定
を緩和しても開催回数は増加していない。事業内
容のマンネリ化のためか、他の各種総会・懇親会
等で町民意見を得る機会が増えたのか理由は不明
だが、本事業の必要性が薄れてきていることは明
白である。しかし、町民から直接まちづくりに対
する提案を受ける機会は必要と考える。今後の事
業継続にあたっては、事業内容等の見直しが必要
である。

Ｂ

事業の周知が進み安定して利用され
るようになったが、3年間の補助期
間が終了する為、平成28年度からの
新たな支援策を組み立てなければな
らない。
　持ち家に対する現行制度の継続の
他に、①増加する空き家の有効活用
を図るため中古住宅のリフォーム支
援の充実。②民間賃貸住宅のリ
フォーム支援。等の検討が必要とな
る。

住宅環境の向上、町内建設業・商業の振興を図る
上で、持ち家率の高い本町においては、地域ニー
ズに合致した有効な事業となっており、住民へ制
度が認知されてきた現段階においては、今後も現
状で事業を継続しても、十分な効果が発揮され
る。しかし、今後一層増加するであろう、空き家
の有効活用、老朽化した民間賃貸住宅の改修等を
見据え、事業内容を検討・強化し事業継続する必
要がある。

1/3



平成26年度2・3次評価事務事業の検証（Ｈ25年度事後評価）【完成】.xlsx

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度２・３２・３２・３２・３次評価実施事務事業次評価実施事務事業次評価実施事務事業次評価実施事務事業のののの検証検証検証検証（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２５２５２５２５年度事後評価年度事後評価年度事後評価年度事後評価））））

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

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

平成２７年度

評価の検証

１次評価

総合
評価

取組状況及び改善状況

・十勝ワインは、平成25年6月19日
に50周年を迎えた。これを記念して
十勝ワインを築き上げた先人の偉業
とこれまで支えて頂いた方々に対し
て感謝しながら、その労をねぎらう
と同時に、町民のブドウ・ブドウ酒
事業への理解を深め、池田町におけ
るワインの歴史・文化を次世代に継
承し、今後の更なる地域の発展や活
性化の推進を図ることを目的とす
る。

・十勝ワイン創業50周年をこれまで
支えてきた方々と共に祝い、新しい
時代に向けた出発点とするため、各
種記念事業を実施した。　【実施事
業】ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ配布、50周年記念式
典、50周年記念感謝ﾊﾟｰﾃｨ、50周年
記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、映像ｺﾝﾃｽﾄ、ﾏｲｾﾗｰ事
業、JR広告、ﾛｺﾞ･ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ・のぼり
作成、冠事業協賛、ｶｸﾃﾙﾊﾟｰﾃｨ協
賛、夏祭り花火大会協賛、十勝ﾜｲﾝ
発祥の地記念碑設置

・５０周年記念事業をとおして、これまで
十勝ワインを支えてこられた方の労をねぎ
らうとともに、これからの時代を担う次世
代の方々に十勝ワインの歴史と文化を継承
し、ブドウ・ブドウ酒事業への理解を深め
ることで、新しい時代に向けた出発点と
なった。また、５０周年記念事業を大々的
にＰＲすることでブランド力の向上にも成
果があった。
【主な記念事業の結果】十勝ワイン50周年
記念式典：250名参加。十勝ワイン50周年
記念感謝パーティー：1,804名参加（他に
スタッフ148名）。十勝ワイン50周年記念
シンポジウム：302名参加。冠事業協賛：
29件、2,566名参加。

町民が健康で文化的な生活を営む上
で必要とする良好な環境を確保す
る。

・有害鳥獣駆除（主にカラス等）の
ためマルチトラップ（箱わな）にて
捕獲したカラス等の処理。
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律に基づく捕獲許可業務

・公害等の発生もなく、良好な生活環境が
保持された。
・カラスのマルチトラップによる駆除総は
約1,100羽となっている。

・コミュニティ活動の促進を図り、
町民の生活及び文化の向上、健康増
進に寄与する。

・各地区コミセンの運営
　建物の管理・戸締り及び火気点検
は管理人が行ない、環境整備及び除
雪等は地元のコミセン運営協議会が
行なう（報償費を支出）。受付は管
理人と生活係で行なう。建物の修繕
は町が対応している。

・地区コミセンを利用してもらうことに
よって、コミュニティ活動が活発になる。

・企業向け住宅―町内企業に勤務す
る町民等に住宅を提供し、生活の安
定と社会福祉の増進に寄与する。
コミセン住宅―コミセン住宅管理人
が入居し、地区住民の福祉に寄与す
る。
農業後継者住宅―農業後継者の住宅
を確保し、池田町の農業発展に寄与
する。
職員住宅ー町職員の住宅を確保し、
職員の福利厚生に寄与する。

・入居者募集（企業向け住宅）・入
退去管理・住宅の維持管理・使用料
算定及び使用料徴収業務を適正に実
施する。

・企業向け住宅は入居者募集を適正に行い
住宅修繕事務を的確に行うことにより、住
宅の効率的な利用が実現できている。ま
た、各住宅の使用料徴収事務を確実に行
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。

・高島支所を設置し、北部地域住民
等に対して各種行政サービスの提供
を図ることにより利便性が向上し、
行政の推進に理解と協力が得られ
る。

・戸籍、住民登録、印鑑証明書等の
発行や国民年金、国民健康保険、介
護保健等その他の諸手続、各種証明
の交付事務と町税等の公金収納事務
を行うことにより、主に北部地域の
住民の利便性を図る。

・各種証明書の取扱件数は731件で、町税
等の公金の取扱件数が628件となってい
る。
募金・寄付金等の各課、各機関への引継件
数は48件である。

・福祉灯油：冬期間の生活安定を図
る。上下水道：負担軽減をし福祉向
上を図る。
・困窮世帯貸付：低所得者の臨時支
出に無利息で貸付を行い生活の安定
を図る。
・生活資金：一時的に生活資金に困
窮をきたした者に貸し付けし、生活
安定を図る。

・福祉灯油：民生委員協議会を通し
て困窮世帯を調査及び申請に基づき
該当者を選定し引換券を交付。
上下水道：申請により決定。
困窮貸付・生活資金：申請により貸
付。

・低所得者の負担を軽減することにより、
安定した生活に寄与している

・放課後児童の保育が図られるとと
もに、学童に通うことにより協調性
などを養うことができる。

・保育時間は下校時から１８時半ま
でとし、土曜日は終日保育として実
施。日曜日は完全休所。指導員は池
田3名、利別2名。
定員　池田学童保育所　：　５０名
利別学童保育所　：　３５名

・放課後児童の保育が図られ、学童に通う
ことにより協調性などが養われている。

－

－

－
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201040-2 生活福祉対策事務事業201040-2 生活福祉対策事務事業201040-2 生活福祉対策事務事業201040-2 生活福祉対策事務事業（（（（交通対策以外交通対策以外交通対策以外交通対策以外））））

Ｂ ・その他

・福祉灯油受給、上下水道料金扶助、生活困窮世帯貸付
金については、対象者である低所得者の生活改善に寄与
しているが、生活資金貸付金については、近年新規の申
請もなく、また過去の貸付者の滞納も多いことから、制
度の見直しを検討する必要があると思われる。
（生活貸付金について、制度の存廃も含めて２次評価が
必要と思われる）

Ｂ

Ｄ

・福祉灯油・上下水道福祉料金は、受給率100％で、
生活困窮世帯貸付金も、年間10件程度の利用があり、
事業の効果はあると思われる。特に福祉灯油は、管内
でもトップ級の支給内容となっている。悪いことでは
ないと思いますが、当初から変更されていないとのこ
とですので、定量の根拠を明確にしておく必要がある
でしょう。生活資金貸付金（H10年を最後に利用な
し）は、生活困窮世帯貸付金と同じ性格のものではな
いようですが、制度創設時（S51）の必要性は現在で
は認められなくなっていると思われます（金利を取っ
て貸金では、○○ローンとおなじ？、多重債務者をつ
くる可能性もある）制度廃止に向けた整理（過去の滞
納処理等）を進めるべきではないでしょうか。

・事業手段の見直し
による改善
・その他

・制度、事業内容の
全面的な見直しを検
討
・その他

・公住を除く住宅（企業向、コミセン、農業後継者、
職員）を一括管理している。住宅、入居者、敷地等そ
れぞれ過去からの経緯もあり、単純に同一基準で整理
できない事情があるようですが、本来の必要性や目的
がなくなっているものや老朽化したものは、「処分」
していくべきと考えます。そのためにも、事業の拠り
どころとなる住宅政策の基本方針（「公住以外の住宅
を町が準備する必要が本当にあるのか」までの議論）
のようなものが必要かもしれません。企業向住宅と、
それ以外の住宅は、性格が異なるように思われますの
で、事業を分けてもよいのではないでしょうか。

・廃止
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116030 各地区116030 各地区116030 各地区116030 各地区コミセンコミセンコミセンコミセン運営事務事業運営事務事業運営事務事業運営事務事業

Ｄ ・段階的に縮小

・コミセンの今後の在り方については、廃止の方向で地
区ごとに協議しながら進めるが、地域からの要望もあ
り、屋根の塗装を行うことで10年程度使用できるように
し、その後高齢化等により地区での維持管理が出来なく
なった、又は使用に耐えない施設になった時点で将来的
に廃止する予定であり、段階的に縮小・廃止していくこ
とが必要と考える。また、避難施設等の意味合いを持
つ、代替施設の整備を希望する地域には池田町町内会館
施設等整備に係る補助金交付要綱を改正し運用していく
べきと考える。ただし、富岡コミセンと近牛コミセン
は、農水省の補助を受けており、平成35年以降まで用途
変更には制限を受けることとなっている。

Ｄ ・段階的に縮小
・地域の自主的な運営に移行し、建物の老朽化・地域
での維持管理が出来なくなった時点で、協議し段階的
に廃止すべきである。

9

自然と隣り合わせに居住する本町においては、一定程
度の有害駆除対策は必要である。環境衛生係が所管す
る業務は多岐にわたり、墓地管理から、有害鳥獣駆
除、資源物回収など幅が広い。現行の3名の職員体制
では配置人員が不足であると思われる。有害鳥獣駆除
対策の第1は捕獲であるが、カラスによる被害を減ら
すためには、ゴミの減量や収集場所への出し方を改善
して、カラスにゴミを食べられないようにすることが
必要と言われている。ゴミ収集の方法の改善も方策の
一つと言われている。駆除等については、民間委託が
できるものは外部にアウトソーシングして効率的な事
務の推進が必要である。

12

115010 高島支所運営事務事業115010 高島支所運営事務事業115010 高島支所運営事務事業115010 高島支所運営事務事業

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

・支所業務を廃止する環境にはないと認識しているが、
サービス低下を招かぬよう民間への委託が可能。

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

・施設維持管理、貸館業務等は指定管理を含めた外部
委託化が可能であるが、住民票発行、公金収納事務
は、受け皿機関との協議が必要である。また、外部化
の検討に当たっては、限界集落化している中でも地域
コミニュティが維持できる様に地域住民と充分に協議
しながら進める必要があると考える。
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541030 町有住宅管理事務事業541030 町有住宅管理事務事業541030 町有住宅管理事務事業541030 町有住宅管理事務事業

Ｃ

・制度、事業内容の
全面的な見直しを検
討
・他の事業、類似事
業への統合・転換を
検討

・町有住宅は、平成２５年４月から町民課住宅係に、職
員住宅、コミセン住宅、コミセン本体を廃止した旧コミ
セン住宅を農業後継者住宅として管理を開始した。それ
ぞれが意味合いを持ちながらも、住宅政策全般に議論さ
れる住宅ではなく、修繕もどこまでやるのか、どこまで
住宅を維持するのか、未定であるため、これら住宅の方
向性を決定していく必要がある。

Ｃ

252020 環境衛生事務事業252020 環境衛生事務事業252020 環境衛生事務事業252020 環境衛生事務事業

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

カラスの駆除業務は、地方公共団体の職員が職務上必要
な場合における鳥獣保護法等の例外規定により捕獲許可
を得て実施している。しかし、駆除の要望は引き続き多
岐にわたり、ピンポイントの対応が求められるケースも
出てきていることから、従来の固定式箱ワナだけではな
く、移動式の箱ワナの導入についても検討が必要であ
る。
その場合は、町内には、これら業務を受託することが可
能な業者もあることから、委託の可能性について本格的
な検討すべきと考える

Ｂ
・外部委託等、実施
主体の見直しによる
改善

・先人の方々への感謝に加え、ワイン事業の課題の一
つを取り上げ、次世代に継承することを目的にし、若
者中心の実行委員会、記念誌を小学校の学習教材に利
用するなど、評価できる内容であった。成果指標にあ
る冠事業の参加者数は目標を達成。また、記念事業に
ついては、メインである感謝パーティーの参加者数は
チケット販売形式であったにも関わらず、30周年記念
の町民大パーティーの2千人には及ばなかったが、約
1,800人と近い結果が得られている。今後も大きな節
目の記念事業は必要ではあるが、時の財政状況に見
合った財源の中で、目的を明確にし、有意義な事業を
行っていく必要がある。

8

120010 十勝120010 十勝120010 十勝120010 十勝ワイン５０ワイン５０ワイン５０ワイン５０周年記念事務事業周年記念事務事業周年記念事務事業周年記念事務事業

Ｄ ・廃止 ・十勝ワイン50周年記念事業は平成25年度で終了。
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235020 学童保育所事業235020 学童保育所事業235020 学童保育所事業235020 学童保育所事業

Ｂ

・外部委託等、実施
主体の見直しによる
改善
・その他

・子ども・子育て支援関連３法の施行により、平成27年
度から対象年齢の変更（小学6年生まで対象）となる。ま
た、小学校統合時には学童保育所においても設置場所の
検討を行う必要がある。また、町の直営では指導員等の
人材確保が難しく、十分なサービス体制とはなっていな
いことから、事業実績のある民間法人への委託について
も検討する必要がある。
（来年度制度改正があり、現在住みプロ子育て支援検討
部会等でも検討されているが、学童保育所の方向性につ
いて他の子育て施策との連携も含めて２次評価を行うべ
きと考える）

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

・子ども子育て支援関連３法施行等、新しい基準での
子育ての充実を図るため、指導員等の人材確保（保育
士に任用）ができ、事業実績もある法人と指定管理者
制度または委託について、協議・検討していく時期と
思われる。

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

－

・学童保育所事業においては、指導員の確保、保
育料、外遊び場所の確保、魅力ある学びの時間等
に課題があると考える。これらの諸課題を解決す
るには、学童保育所事業の質的な向上を図ること
が必要であり、子ども達の健全な発達を考えると
将来的には、外部委託が望ましいと考える。
　しかし、学童保育所事業の外部委託等の検討を
進める際には、経費的なメリットだけで安易に民
間委託等を進めるのでは無く、子育て世代の保護
者の意見等も十分に踏まえながら、その方向性を
決定していくべきと考える。
　なお、外部委託を進めるとなった場合には、学
童保育所の名称の見直しも併せて、進めてみては
どうかと考える。

Ｂ
・外部委託等、実施
主体の見直しによる
改善

カラスの駆除等については、自治体職員や狩猟免
許を保有する者でなければ駆除が出来ないことと
されているが、他自治体が実施している民間委託
の取り組み方法を参考に必要に応じて「池田町鳥
獣捕獲許可取扱要領」の改正も視野に入れなが
ら、外部にアウトソーシングして事務を進めるこ
とが必要であると考える。また、カラスの数を減
少させるには、近隣の自治体と連携した取り組み
が無ければ、池田町だけで独自に取り組みを進め
ても抜本的な改善にはつながら無いと考えるた
め、近隣の自治体との連携した取り組みが必要と
考える。

－

Ｄ

コミセンの今後の在り方について
は、廃止の方向で地区ごとに協議し
ながら進めるが、地域からの要望も
あり、屋根の塗装を行うことで10年
程度使用できるようにし、その後高
齢化等により地区での維持管理が出
来なくなった、又は使用に耐えない
施設になった時点で将来的に廃止す
る予定であり、段階的に縮小・廃止
していくことが必要と考える。ま
た、避難施設等の意味合いを持つ、
代替施設の整備を希望する地域には
池田町町内会館施設等整備に係る補
助金交付要綱を改正し運用していく
べきと考える。ただし、富岡コミセ
ンと近牛コミセンは、農水省の補助
を受けており、平成35年以降まで用
途変更には制限を受けることとなっ
ている。

段階的に廃止としているが、地域で維持管理が出
来る段階では、利用していくことで良いと考え
る。

Ｂ

企業向け住宅を除く職員、農業後継
者、コミセン各住宅は、老朽化が著
しく、住宅管理事務事業と同様のこ
とが言える。購入希望者への売却に
向けて、土地の分筆、 敷地内道路
の整備などが必要であり、これら住
宅を今後どのようにするのか計画を
策定し、適切な環境が整い次第、順
次売却する方向で検討している。

企業向け住宅は計画的な改修等も実施され、適正
な維持管理がされており、生活の安定と社会福祉
の増進が図られ、現状にて事業を継続する必要が
ある。しかしながら、事務事業の検証では必要性
についての評価が低く、その他の町有住宅（コミ
セン住宅・農業後継者住宅・職員住宅）について
は老朽化が著しいことから、事業の抜本的な見直
しが必要である。

Ｂ

カラスの駆除業務は、地方公共団体
の職員が職務上必要な場合における
鳥獣保護法等の例外規定により捕獲
許可を得て実施している。しかし、
駆除の要望は引き続き多岐にわた
り、ピンポイントの対応が求められ
るケースも出てきていることから、
従来の固定式箱ワナだけではなく、
移動式の箱ワナの導入についても検
討が必要である。
その場合は、町内には、これら業務
を受託することが可能な業者もある
ことから、業務委託について取扱要
領を考慮しながら平成２８年度実施
に向けて協議中。

委託業務の導入を視野に入れ、駆除体制の強化が
必要と考える。

Ｂ

利別学童保育所の老朽化や指導員の
確保、利用人数の増加により池田学
童保育所が手ざまになってきたなど
課題が多い。放課後児童に対する関
連する取り組みとして、児童館の設
置の検討が始まる。その一方で平成
３０年度を目途とする小学校統合が
継続協議となったため、放課後児童
対策も含め、内容や手法、実施時
期、実施の場所など整理・検討する
必要がある。

核家族化の進行や共働き世帯の増加により、本事
業のニーズは高まり、また、質的向上や保育時間
の延長など対応を図ってきている。今後は施設の
検討、小学校統合協議の状況をみながら体制等の
検討を行い、通所児童の協調性を育むと共に子育
て環境の整備を図りながら、事業を継続する必要
がある。

Ａ

高島支所運営に関しては、支所機能
を移転した後、コミセン運営と一体
的な業務となり、効率化が図られて
いる。集落としての地域住民の意識
は高くいが、農協合併により地域が
どう変化していくか、今以上の高齢
化は地域活動の崩壊に繋がりかねな
い。

当面は現状維持と考えるが、2農協の合併・住民
の高齢化など今後の地域コミュニティの維持・利
便性の解決に向け、地域住民との協議検討が必要
である。

Ｂ

福祉灯油受給、上下水道料金扶助、
生活困窮世帯貸付金の３事業につい
ては低所得者の生活改善等に寄与し
ており高位に位置づけられるが、生
活資金貸付金については、評価結果
を尊重し、貸付金滞納整理に併せて
制度の廃止・他制度転換などの方策
を検討します。

事業を見直し、改善する評価だが、具体的改善が
されていない。福祉灯油、上下水道料金扶助に係
る効果的な検討が必要である。貸付金制度は、う
まく運用されていない。生活自立支援事業と連動
した制度を検討する必要がある。
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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

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

平成２７年度

評価の検証

１次評価

総合
評価

取組状況及び改善状況

・町内の各種イベントの中心となる
池田町観光協会への助成を通じ、池
田町観光の象徴的事業として、秋の
ワイン祭りを実施した。池田町観光
協会の各事業所を周遊するイベント
として「池田町滞留型観光事業」を
実施し一定程度の成果を上げ、道内
外からも高い評価を得ている。又、
雇用交付金事業により、観光協会に
委託事業を推進している。

・池田町観光協会に対し、補助金を
拠出し、活動を行っている。

・秋のワイン祭りは、ワイン城の落成町民
大パーティーをその起源とし、40回を数え
ている。また、池田町のまちづくりの柱と
なった農業振興のためのブドウ栽培や肉用
牛の振興を表象したイベントとして定着
し、多くの観光客の誘致につながり地域の
活性化に寄与している。
十勝ワイン生誕50周年を記念したパー
ティーを含め、観光協会が積極的に関わ
り、十勝ワインを中心とした観光資源や
「食関連産業」を広く町外にＰＲした。

・各種事業の実施により、町内の子
どもたちの健全育成に努める。
・地域活動やまちづくりに参画する
青少年リーダーの養成。

・小中学生を対象とした体験事業
（わんぱく体験塾、通学合宿）の実
施
・町内子ども会の連合組織「池田町
地域子ども会育成連絡協議会」への
助成
・青少年の体験活動推進事業「ジュ
ニアリーダーコース」への参加者支
援、「少年の主張」への参加者派遣
・青少年問題協議会、小中高連絡協
議会、広域補導連絡協議会などの開
催・会議への出席

・町内の子どもたちの健全育成に寄与して
いる。

・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。

・日本におけるカーリング発祥の地
として、同競技の普及振興と冬季に
おける町民の健康増進、健全なｽﾎﾟｰ
ﾂの振興を図る。

・カーリング協会を中心にリンク造
成、各種大会を実施し、1月下旬か
らは町民を対象とした地域対抗カー
リング大会(教育委員会主催)を実施
している。

・毎年開催している「カーリング協会杯大
会」「全道カーリング選手権大会」「地域
対抗カーリング大会」「ハッピーカーリン
グ大会」「池田町選手権大会」の５大会に
多くの参加があり、スポーツを通じた交流
により地域の活性化と冬期間のスポーツの
振興に大きく貢献している。

Ａ 6 Ａ 7 0 5
Ｂ 9 Ｂ 7 4 10
Ｃ 1 Ｃ 2 0 1
Ｄ 2 Ｄ 2 0 1
計 18 計 18 4 17
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643010 青少年育成事務事業643010 青少年育成事務事業643010 青少年育成事務事業643010 青少年育成事務事業

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

・池子連の再構築を手助けしていく必要がある。
『わんぱく体験塾』及び『通学合宿』について、更なる
内容の充実を図る。

Ａ
・現状にて事業を継
続

・平成26年度より池田町観光協会事務局は、役場庁舎
からワイン城1階のインフォメーションセンターへ移
行し活動を開始した。本町における観光事業はワイン
事業と両輪の輪として展開してきた重要施策のひとつ
です。観光による交流人口の拡大は地域経済特に、ワ
イン経済の大きな起爆剤の一つです。将来的には、観
光協会が、町の様々な事業を受託し、委託料等を財源
として自律運営できるように環境整備が必要です。池
田町の観光振興の推進は、地域の産業や経済、自然の
もつ価値を再認識するプロセスであり、池田町の魅力
の再活性化にもつながるものです。

－
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652040 カーリング652040 カーリング652040 カーリング652040 カーリング場維持管理事務事業場維持管理事務事業場維持管理事務事業場維持管理事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

・屋外施設であることで普及が進まない要因ではある
が、教室の開催など児童生徒を含めた競技人口増にむけ
た取組が必要である。老朽化した施設の改修について
は、スポーツ施設の整備等計画（全体改修計画）の中で
検討する。
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414010 観光振興事務事業414010 観光振興事務事業414010 観光振興事務事業414010 観光振興事務事業

Ｂ
・住民との協働の推
進による改善
・コスト改善

・今後、観光協会の事務を担えるような組織づくりの気
運が高まれば、民間やＮＰＯ法人のような形で観光協会
を運営していくことは可能であり、検討の余地があると
考える。しかし、現状を考えるとイベントの担い手側の
問題もあり、当面は現在の体制で運営を継続すべきと考
える。また、ワイン祭りと観光協会のあり方を検討すべ
きであるため、H21年度より観光協会のあり方を検討して
おり、会計処理等については、複式簿記用会計ソフトを
導入し、一般会計から特別会計への資金移動を取りやめ
た。
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652030 町民652030 町民652030 町民652030 町民プールプールプールプール維持管理事務事業維持管理事務事業維持管理事務事業維持管理事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

・北部保育所を含めた地区の夏期の健康増進、スポーツ
振興に貢献度は高く、少ない経費で充分に目的を達成し
てきた。
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。」と延命を図っている。し
かしながら汲取りトイレ等設備に大きな改修が今後必要
となることから、学校プールのあり方とあわせて、ス
ポーツ施設整備等計画の中で検討する。

・主な事業である「わんぱく体験塾」「通学合宿」は
一定の参加者数を維持しており、今後も継続するが、
参加者を増やすため、体験や交流活動だけではなく青
少年を取り巻く有害環境への対応など、近年社会問題
となっている事柄に関する学習の機会を取り入れるな
ど内容の充実を図っていく。また、町内会における子
ども会の減少、池子連の後継者がいない等少子化に伴
う課題があるが、青少年の育成を担うボランティアの
育成・活用など、地域全体で子供たちを見守る、支え
る環境を作っていく必要がある。

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

・日常生活の中にあって、屋外で友達と遊ぶこと
が少なく、ゲーム機や携帯などに依存することが
多くみられる中で、自然体験や少年団活動を通じ
て、仲間を思いやる心や感謝の気持ちを持って成
長していく時間を整えて行くことが、青少年育成
事業の目指すところと考える。
　現在、町内の小中学生を対象とした体験事業
は、今後も継続すべき事業の一つと考えますが、
内容の充実を図ることも含め、現段階での受け皿
となる組織や人材不足などの課題を受け止め、共
に遊び、共に学ぶことは、子どもだけで無く、親
（大人）も一緒に考えて行くべきことと思いま
す。
　又、広い世界観を持って成長してもらうために
は、町内にとどまること無く、北海道内や道外へ
も視野を向け、生活環境の異なる人たちとの交流
や異なる環境での経験を通して、多くのことを学
べ、息の長い交流となる様な事業を検討していく
べきことを強く望みます。

Ａ
・現状にて事業を継
続

・現施設は築２０年以上が経過し、また冷却媒体の規
制及び更新等も控え、現状で維持せざるを得ない状況
と思える。維持管理については、委託料削減等に取り
組んでおり、必要最小限経費での運営と判断する。新
施設（屋内）については、スポーツ施設整備等計画で
の検討に合わせ、カーリングの地域振興策での位置付
け、競技人口の拡大、運営方法等についても十分検討
することが必要と考える。

－

Ｂ

・現状にて事業を継
続

・既存施設の代替化は、住民、児童生徒の移動負担か
ら難しいと考える。地域における学校スポーツ及び社
会体育施設としての必要を考慮し、スポーツ施設整備
計画の中で、低コストでの継続を図る。

Ａ

・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

－

Ａ

屋外施設であることで普及が進まな
い要因ではあるが、中学生体験授業
の実施や小学生体験教室（わんぱく
体験塾）の開催など児童生徒を含め
た競技人口増にむけた取組を行い、
カーリング競技の普及に努めた。老
朽化した施設の更新については、ス
ポーツ施設の整備等計画の中で検討
し、計画する。

施設の更新（屋内化）については、スポーツ施設
の整備等計画の中にも位置付けられていますが、
様々な面から慎重な検討が必要と考える。屋外施
設であることにより、この競技の普及が進まない
一つの要因であることが想定できる。しかし、施
設を屋内化にした場合には、現在よりも維持管理
経費が高額となるため、経費を削減することが課
題になると考える。新施設の整備を検討する際に
は、将来の池田町において、財政的に負担できる
のかを十分検討し、整備の可否を見極める必要が
あると考える。

Ｂ

引続き、池子連の再構築を手助けし
ていく。
『わんぱく体験塾』及び『通学合
宿』について、更なる内容の充実を
図るとともに、試行的に『放課後子
ども教室』事業を行い同事業への
ニーズを見極めていく。
次世代の池田町を担う人材育成を図
るため『小学生道外派遣研修事業』
を新たに実施する。

児童生徒が沢山いた時に出来たことが、少子化と
なった現在は、出来なくなっている。少子化をデ
メリットとして捉えるのでは無く、ニーズを見極
め取捨選択しながら事業を実施していく必要があ
る。

Ａ

北部保育所を含めた地区の夏期の健
康増進、スポーツ振興に貢献度は高
く、少ない経費で充分に目的を達成
してきた。
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、ス
ポーツ施設整備等計画の中でも、施
設の状況を確認しながら一定程度の
修繕により延命を図ることとしてい
る。

プール施設の軽微な修繕による延命を図り、施設
の継続が不可能になった時点で住民と協議を行う
必要がある。

Ｂ

今後、観光協会の事務を担えるよう
な組織づくりの気運が高まれば、民
間やＮＰＯ法人のような形で観光協
会を運営していくことは可能であ
り、検討の余地があると考える。し
かし、現状を考えるとイベントの担
い手側の問題もあり、当面は現在の
体制で運営を継続すべきと考える。
また、ワイン祭りと観光協会のあり
方を検討すべきであるため、H21年
度より観光協会のあり方を検討して
おり、会計処理等については、複式
簿記用会計ソフトを導入し、一般会
計から特別会計への資金移動を取り
やめた。

行政と協会事務局を分離し業務を実施している
が、行政が行う観光業務と協会が行う観光イベン
トが、未だに線引きされていない。観光協会に対
する補助についても、人件費が大半を占め協会独
自の収入による独自運営の姿が見えてこない状況
にあるため、改善に向けた検討が必要である。
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