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平成２８年度２・３次評価実施事務事業の検証（Ｈ２７年度事後評価）

１　次　評　価（担当課）

　町及び地元事業者の知名度の向上
及び地域産品の消費拡大を図り、
もって町内産業の活性化に寄与する
ことを目的とする。

　寄附額に応じ、地域の特産品であ
る感謝特典品を交付する。
　事業者から魅力ある特産品を募
る。

　平成27年度は町内事業者から魅力ある特
典品を募ったことで、11,959件の寄附申請
実績があった。
　平成26年の約6倍の寄附件数となり、目
標値を上回ったため、目標は達成された。

　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。

　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。

　生活の向上並びにコミュニティ活
動の促進を図る。

　高島支所職員が貸出業務を実施。
他に専門知識が必要な消防用設備点
検は、専門業者へ委託している。施
設内の通常清掃や施設周辺の環境整
備は、直営で実施している。

　利用件数が、10件で利用者数は、132人
である。

　母子の健康増進及び子育て支援。
　妊婦一般健康診査～妊娠中の健康
管理、乳幼児健診～児の発育発達の
確認・疾病障害等の早期発見、早期
療育、育児相談、親の育児力向上へ
の支援、虐待ハイリスク者の早期発
見と早期支援、個別フッ素塗布・
フッ化物洗口～う歯の予防及びう歯
の早期発見治療、予防接種～感染症
の予防。

　妊婦健康診査：受診券交付（一般
検査14回、超音波検査6回）各医療
機関委託。
　乳幼児健診：4･10ヵ月・1歳（6
回）、1歳半・3歳（4回）、未受診
者は訪問や相談等で対応。
　定期予防接種：BCG、３種混合、
４種混合、不活化ポリオ、麻疹・風
疹、二種混合、ヒブ、肺炎球菌、子
宮頸がん、水痘～十勝いけだ地域医
療センター他。
　任意予防接種：おたふく、インフ
ルエンザに対する助成。
　個別フッ素塗布（町内歯科医）、
フッ化物洗口（保育所・幼稚園）。

　乳幼児健診の受診率は85%以上。３歳児
健診受診率100％。３歳児麻疹風疹接種率
100%。3歳児う歯保有率15.4%。個別フッ素
受診率（2歳児　48.8%）。妊婦一般健康診
査の実施数は延438件、超音波検査は延187
件、殆どの妊婦が適切な時期に受診できて
いる。定期予防接種は殆どの子が順調に接
種している。任意予防接種の接種率：おた
ふく（25年度生）88.9%、インフルエンザ
６割弱。予防接種接種率は向上、感染症予
防としての成果がある。

　母子の健康増進及び子育て支援。
　安全な妊娠・出産、健やかな子供
の成長のために、妊娠及び育児に関
する正しい知識の普及を行う。母子
が孤立しないよう交流の場を設け
る。虐待予防のために育児不安の高
い親に対する早期支援を行う。

　母子健康手帳交付、父子手帳交
付、妊婦健康診査受診券交付時の保
健栄養相談、パパママ教室、赤ちゃ
んルーム「こあら」、子育てハッ
ピークッキング、保育所・幼稚園の
歯磨き教室・食育教室、虐待予防ケ
アマネジメントシステム、訪問支援
～妊婦、新生児、乳児（離乳食指
導）、健診未受診児及び要支援児
（虐待スクリーニングハイリスク、
発育発達の遅れのある児等）。

　主な教室の参加率：パパママ教室～初妊
婦の70％（未受講者は訪問などで支援）、
赤ちゃんルームこあら～０歳児　66.6％
（第1子92.3％）
　訪問実施率：新生児100％、離乳食訪問
指導第1子89.4％
　虐待予防スクリーニング100％

　陶芸、手芸などの軽作業を通じ高
齢者の社会参加の促進と健康の維持
増進を図る。

　４月から１０月は通所陶芸教室を
開催。１１月から３月は自宅におい
て陶器製作を行う。毎月１回高齢者
手芸教室を開催。

　陶芸通所事業には27名、高齢者手芸教室
には10名が参加し、交流と健康増進を図っ
た。

　教養の向上、健康の増進及びレク
リエーション、親睦の増進など福祉
向上に寄与する。

　高齢者及びその団体並びに公共性
を有する地域団体にセンターを貸し
出す。

　町内の高齢者を主体とした団体の活動に
寄与した。

・現状にて事業を継
続

　富岡・近牛以外は、築30年以上経過し老朽化してい
る。大規模改修は屋根の塗装を最後に実施しない予定
でいる。老朽化していることから大地震が発生すると
施設利用が不可能となる可能性も高い。人口減少等に
より利用回数・利用数とも年々減少している。特に、
富岡地区の減少は著しくH27年度は5日間しか利用され
ていない。また、高齢化により施設管理の担い手も不
足してきている。
　地域のコミュニティの拠点として施設は必要である
が、現在のコミセンの利用継続には物理的に限界があ
る。大森・常盤は「池田町町内会館等整備に係る補助
金」を活用し会館を建設、町の管理からはずれ地域で
管理している。地区会館を有している地域もあり同じ
施策が可能なのか、指定避難所としての役割、地域コ
ミュニティのあり方など様々な課題があり、地域住民
とともに検討し、方向性を固めていく必要がある。

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

　町で事業を営む者に協力を求め、魅力ある特産品を感
謝特典品とすることで、特産品の消費拡大が図られ、商
業活動の活性化が図られている。特産品の選定、開発、
在庫管理等は直営で対応しているが、外部委託の検討も
可能。

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

　地元特産品を主体に魅力ある感謝特典品を提供しな
がらリピーターを増やし、池田ファンの拡大となって
いる。
　寄付金の使途を明確にし、有効な活用で住民の生活
向上への寄与、寄付者の地域への貢献を実感できる事
業を目指していく。

1

2

116030 各地区コミセン運営事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

116040 高島生活館運営事務事業

111080 ふるさと寄附金促進事務事業

Ａ Ａ
・現状にて事業を継
続
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222010 いきがいセンター事業

Ｂ ・その他

　高齢化が進む現状から介護予防の必要性は今後益々高
まっていく。高齢者の社会参加を促し介護を予防するた
め本事業は有効性が高く事業の継続が必要である。ま
た、事務事業は段階的に縮小してきており、現状では事
業継続の為必要最小限のものとなっている。今後、事業
を継続していくことを前提として、陶芸指導員の後継者
の育成が必要な時期に来ている。また、施設が老朽化し
ており、将来的に改修・改築の検討も必要である。

Ａ

4

5

253030-2 健康教育相談訪問事業（母子）

Ａ

　北部地域は今、農協合併により、地域に何が残るのか
不透明であるが、コミュニティ施設と社会教育施設を
別々に議論する必要はなく、高齢者の拠り所となる場所
など、地域全体で方向性を議論する必要がある。
　黙っていれば事業は継続する。大きな予算を必要とす
る修繕が生じた場合は、地域と協議し館を廃止する取り
決めである。社会教育、福祉の両面で、館の存続を議論
する必要がある。
　生活館は、年間100人程度の利用で、稼働日数は８日前
後である。公共施設との利用としては極端に少ない数値
である。
　５月末企画財政課から示された、「池田町の公共施設
に関する基本方針（案）」において、「維持管理費の削
減を行うため」利用者数の少ない施設に関しては統合・
廃止の検討を進める方針案が示された。利用人数の少な
さによる施設廃止は新たな方針であり、十分な地域への
説明と理解が必要である。
　また、施設別稼働率や建物状況と利用状況による評
価、利用状況とコスト状況、縮減面積計画など詳細な計
画策定が必要である。
 昨年度【D】評価としたが【A】とした。二次評価を望
む。

Ａ

　富岡、近牛コミセンは、農水省の補助を受け平成35年
以降まで用途変更には制限がある。他の５地区コミセン
については、年間3,300人程度の利用があり、稼働日数は
年間平均１地区40日程度である。
　過去に各地域には、大きな修繕が生じる時には廃止に
向けた協議を行うことが確認されているが、５月末企画
財政課から示された、「池田町の公共施設に関する基本
方針（案）」において、「維持管理費の削減を行うため
利用者数の少ない施設に関しては統合・廃止の検討を進
める」方針案が示された。利用人数の少なさによる施設
廃止は、新たな方針であり、地域への十分な説明と相互
理解が必要である。
　また、施設別稼働率や建物状況と利用状況による評
価、利用状況とコスト状況、縮減面積計画など、財政と
関連した詳細な将来に向けた計画策定が必要である。
　コミセン本体、体育館は過疎債まで活用し、屋根の塗
装を行いながら、利用数など勘案せずに長寿命化対策を
実施した。（近牛、富岡未実施）
　以上のことから、昨年度一時評価は従来方針により
【D】評価としたが【A】とした。二次評価を望む。
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　施設は老朽化し、利用者数・回数も極端に少ない
が、必要最小限の予算内で施設運営しており、将来の
施設の方向性（改築・統合による移転・廃止等）が定
まっていない現段階においては、現状にて事業を継続
するのが妥当と考える。
　しかしながら、施設の老朽化が著しいため、早急に
地域住民との合意形成を図りながら方向性を定める必
要がある。また、当施設はウタリ住民の活動推進を図
るべく建設された施設であるため、平成２７年７月、
北海道より出された『アイヌの人たちの生活向上に関
する推進方策（第３次）』を鑑み、現在検討されてい
る高島地区コミュニティ振興策の中で方向性を検討す
べきと考える。

・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

・現状にて事業を継
続

・現状にて事業を継
続

　安全で安心な妊娠・出産、育児支援のために、医療機
関、関係係、子どもセンター、保育所・幼稚園、社会福
祉協議会等と連携しながら事業を推進する。

Ａ

253020-2 各種検診事業（母子）

Ａ
・現状にて事業を継
続

　定期予防接種は、法に基づき実施する。乳幼児健診は
適切な時期に受診できる体制を維持し、H28からは、より
有効な健診となるよう3歳健診に聴覚検査を導入する。
フッ化物洗口は、27年度よりカトリック幼稚園が開始
し、町内保育所幼稚園全施設での実施が可能となった。
個別フッ素塗布は、受診率向上に向けて、新規事業であ
る2歳児相談で個別に勧奨する。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　妊産婦及び乳幼児の健康診査は、母子の健康の保持
及び増進を図るため、母子保健法に基づき定期的に実
施していく必要がある。定期予防接種及び任意予防接
種は、伝染のおそれがある疾病のまん延を予防するた
め、予防接種法に基づき適切な時期に実施する必要が
あり、う歯の予防対策を含めた各種健診事業（母子）
は、現状にて事業を継続することが妥当と考える。

・現状にて事業を継
続

　健診や各種講座は充実し、安全安心な出産・育児に
貢献している。見守りが必要な母子や子育てに不安な
親等の個別の対応やケアが重要となっている。また、
子育て世代の交流の場や機会を創出し、不安の解消
等、今後も子育てしやすい環境づくりに取り組むべき
と考える。

・現状にて事業を継
続

　いきがいセンター事業は開設目的である生きがいづ
くりや近年の介護予防、健康増進に大きく寄与する事
業である。
　また、陶芸は趣味や文化的活動としても創作意欲を
増進し、高尚な活動と思われる。この事業は今後も裾
野を広げ多くの町民が参加できるよう、教室の開催や
学校との共同事業等に取り組むべきと考える。継続し
ていく事業として、指導者の養成と施設整備、環境の
整備が必要となっている。

7

222020 高齢者コミセン運営事務事業

Ｃ
・他の事業、類似事
業への統合・転換を
検討

　施設の老朽化が進んでおり、改築しない限り事業を廃
止することが必要となる。利用率が低く、改築する場合
費用対効果が薄い。
　町内に同様の形で利用できる施設がない。単独で事業
を行うのではなく、他の事業と併せて別の場所で実施す
ることが望ましい。

Ｃ
・他の事業、類似事
業への統合・転換を
検討

　高齢者コミセンは、利用団体・利用者ともに減少傾
向にあり有効活用されていない状況にあること、ま
た、建物が老朽化している上に大きく傾いているた
め、事業の継続には、単なる施設の建替えではなく、
他の機能とあわせた複合施設として整備するなど検討
が必要と考える。

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

Ａ
・現状にて事業を継
続

　「ふるさと納税」の本来の趣旨は、生まれ故郷
や思い入れのある地域を応援するための寄附制度
である。現在、池田町では、ワイン文化、こど
も、福祉医療など特定分野のほか、一般財源も使
途とすることができる。また、この寄附に対し池
田町の産品を御礼として還元することは、池田町
のＰＲや町内企業の売上増にもつながることであ
り、事業としての経済効果も絶大で、今後も継続
して頂きたい事業であると評価する。
　しかし、現在では「ふるさと納税制度」の当初
の趣旨は薄れ、所得税や住民税の控除、ふるさと
納税ランキングなどによる還元率（豪華な返礼
品）競争などメリットのみを追求する風潮にも見
受けられる。池田町としては、いたずらに還元率
を高め、更に豪華商品を返礼するなど過度な競争
に向かう様な、単なる「寄附金集め」を目的とせ
ず、「ふるさと納税」の本来の目的にふさわし
く、「池田町の取組方針」に沿った高邁な精神で
今後も取り組んで頂きたいと考える。

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

　各地区コミセンは、地域によって利用率の差は
見られるが、まったく利用していないという地区
は無いものと考える。特に地域の子ども達やお年
寄りが楽しみにしているイベントの開催時には、
地域住民が集う場として有効活用されている。ま
た、地区コミセンは、災害時の指定避難場所の役
割りを担う重要な拠点施設となっている。
　一方でこれらの必要性は認めるが、老朽化が進
んだ一部の地区コミセンの利用継続は物理的に限
界があると考える。このため、町は施設の統合や
廃止を含めた将来的なビジョンを示した上で、軽
度の修繕や地域住民の出役などで各地区コミセン
を維持していく考えがあるかを含め、地域住民の
意向を確認し、災害時の指定避難所のあり方を踏
まえながら、地区コミセンの将来的な方向性を見
定めていく必要があると考える。
　また、町が農村地区を形成している地域コミュ
ニティにどの様な役割を担ってほしいと考えるか
についても示す必要があると考える。

Ａ

　富岡、近牛コミセンは、農水省の補助を受け平
成35年以降まで用途変更には制限がある。他の５
地区コミセンについては、年間4,000人程度の利
用があり、稼働日数は年間平均１地区50日程度で
ある。
過去に各地域には、大きな修繕が生じる時には廃
止に向けた協議を行うことが確認されているが、
企画財政課から示された、「池田町の公共施設に
関する基本方針（案）」において、「維持管理費
の削減を行うため利用者数の少ない施設に関して
は統合・廃止の検討を進める」方針案が示され
た。利用人数の少なさによる施設廃止は、新たな
方針であり、地域への十分な説明と相互理解が必
要である。
 また、施設別稼働率や建物状況と利用状況によ
る評価、利用状況とコスト状況、縮減面積計画な
ど、財政と関連した詳細な将来に向けた計画策定
が必要である。
コミセン本体、体育館は過疎債まで活用し、屋根
の塗装を行いながら、利用数など勘案せずに長寿
命化対策を実施した。（近牛、富岡未実施）

　富岡、近牛を除く５地区コミセンの年間利用
は、前年に比して、約２０％強増加しており、事
務事業の目的である、地域コミュニティ活動の促
進は一定程度果たせていると考えられる。
　また、昨年の度重なる台風上陸に伴う水害を経
験し、災害時の指定避難所としての機能・役割も
担う重要施設であることが再認識されたところで
ある。
　今後は「池田町の公共施設に関する基本方針
（案）」に沿った統合・廃止を検討する場合に
は、利用状況、建物状況といったコスト重視の検
討に留まらず、「池田町地域防災計画」のなか
で、各地区コミセンが指定避難所であることも勘
案し、検討する必要がある。

Ａ

 高島支所機能をコミセンに移転し12年が経過し
ようとしている。この間、主に草刈等であるが外
での業務に女性支所長がなじまないとの考え方か
らか、女性支所長はいない。環境整備業務は外部
委託で行うことが可能であり、今後は女性支所長
の配置もあっていいのではないか。　コミセンそ
のものは、利用があり、また地域住民が気軽に立
ち寄れる場所として、福祉的な要素を事務所に併
せ持つ。長寿命化改修を図りながら継続するほか
はない。高島生活館との併存に検討の余地あり。

　施設は老朽化し、大規模改修も見込めない中、
必要最小限の維持管理経費で運営されている。
　今後は北部地区コミュニティ振興検討の中で、
北部コミセンとの統合、また機能分担等の施設の
役割を検討することとなっている。
　同時に地域住民へも働きかけ、施設の有効的な
利活用も検討していく必要がある。

平成２９年度

評価の検証

Ａ

　町で事業を営む者に協力を求め、魅力ある特産
品を感謝特典品とすることで、特産品の消費拡大
が図られ、商業活動の活性化が図られている。特
産品の選定、開発、在庫管理等は直営で対応して
いるが、外部委託の検討も可能。
　制度の趣旨に反する高額特典品や換金性の高い
特典品を扱う自治体があることから、制度自体の
存続が危ぶまれている。国は、是正措置として、
特典品の還元率の抑制（30％以下）を求めてきて
いる。今後は、より寄附金の使途を重視した対応
が求められる。

　ふるさと納税で地元特産品の消費拡大が図ら
れ、池田町のPRや商業活動の活性化が図られてい
るため、今後も事業を継続していくべきと考える
が、ふるさと納税の本来の目的に沿った事業とし
て継続していく必要があると考える。

１次評価

総合
評価

説明

Ｂ

 高齢化が進む現状から介護予防の必要性は今後
益々高まっていく。高齢者の社会参加を促し介護
を予防するため本事業は有効性が高く事業の継続
が必要である。また、事務事業は段階的に縮小し
てきており、現状では事業継続の為必要最小限の
ものとなっている。今後、事業を継続していくこ
とを前提として、陶芸指導員の後継者の育成が必
要な時期に来ている。また、施設が老朽化してお
り、将来的に改修・改築の検討も必要である。

　介護予防の観点から事業の継続は必要であると
思われる。しかし、実質の利用者は全体で37名に
なっており、今後事業を継続するうえでは、一般
町民を含めた中での利用者の増加対策及び陶芸指
導員の育成等を十分考慮する必要がある。

Ｃ

 施設の老朽化が進んでおり、利用率も低い状態
にある。しかし、本施設は高齢者のみならず近隣
町内会なども利用しており、市街地区に気軽に利
用できる類似の集会施設がないことなどから、改
築あるいは他の施設との合築などにより機能を確
保していく必要があると思われる。
（改築の方向性は示されているが、具体的な議論
が進んでいないことから２次評価の対象とする）

　老朽化した施設、最低限の維持管理費のみの事
業費であるが、週２日、年間延べ１０００人程度
の利用があり、健康・親睦増進による高齢者福祉
向上の目的は達せられており、今後益々高齢化が
進む当町においては、継続すべき事業と考える。
　施設は長寿命化ではなく、改築するのが妥当と
考えるが、費用対効果の検証、公共施設集約化に
おける検討等を踏まえ決定すべきである。

Ｂ

 定期予防接種は法に基づき実施しているが、法
定外の任意予防接種についても助成を検討してい
く。乳幼児健診については、出生数が減少しては
いるものの、適切な時期に受診できる体制を維持
し、内容や事後支援体制の充実を図る。妊産婦へ
の支援として、産婦健康診査への助成を検討す
る。

　予防接種は法に基づいて行われており、疾病の
早期発見、治療を促進し、母子の健康保持を促進
させるうえで重要である。また乳幼児の発達支援
を行うもので少子化対策、子育て支援の観点から
今後とも必要事業と考える。

Ｂ

 パパママ教室については、実施方法を見直し、
臨時助産師を活用して個別支援を充実させてい
く。産後に授乳に関する不安を抱える産婦が多い
ため、産後の助産師訪問や民間の産後ケア施設へ
の委託を検討する。
（２歳児相談の実施、安心して出産できる体制の
整備の必要性などに鑑み２次評価の対象とする）

　育児不安の高い親への早期支援、母子孤立化の
予防策として、重要な事業と考える。
　また、産科のない当町にとって、妊婦の出産に
対する不安を解消する観点からも、専門知識を有
する臨時助産師の活用等、体制整備は妥当と考え
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２９年度

評価の検証

１次評価

総合
評価

説明

　ゲートボール競技を通じ町民の健
康の増進を図る。

　ゲートボール競技場を貸し出す。
　ゲートボール競技を通じ町民の健康の増
進を図った。

　有害鳥獣の農林業被害を最小限に
食い止めるための駆除業務一般。

　駆除業務については、猟友会会員
に駆除実施隊員として委嘱。
　残渣物処理・運搬については、専
門業者に委託。
　エゾシカによる被害防止策として
防除設備設置に対する補助。

　有害鳥獣駆除の効率化を図った。

　新規就農者及び担い手の育成、確
保に対する支援。

　新規就農者に対する補助（小作料
1/2を10年間＋5年間300万円、
外）、担い手資金借入に係る利子補
給補助、農業体験実習生受入れに対
する経費の一部補助、経営開始後５
年間に係る青年就農給付金の給付、
外。

　意欲的な新規就農者の育成、新規就農者
の経営の安定化が図られた。

　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、また製炭過程
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、平成
23年度からは指導料及び町単費より
で継続実施している。平成25年度よ
り伝承広場の維持管理を炭やき伝承
隊に委託し行っている。
　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、または
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、
炭への理解及び利活用を促進すると共に、
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。

　補助災害対象以外の農業用施設の
維持補修等を行い、農業経営の安定
に寄与する。

　負担金の納入、維持工事の実施。

　農業農村整備事業の計画、実施に係る事
務的経費と負担金など、及び過去に整備さ
れた農業用施設の維持管理等である。道営
農業農村整備事業を進めるにあたり、事業
負担金（土地連納入）が伴うが、高率補助
により受益者負担が軽減されることから適
切と思われる。補助災害対象以外の農業用
施設の維持補修等を行い、農業経営の安定
に寄与する事ができた。

　定住対策及び商業振興と地域の活
性化を促進し、雇用の安定化に努め
る。商工会に対し補助を行なうこと
で、財務体質と運営体質の強化に努
め、町内の商工業社の発展の一助と
する。

　商工会に対し補助金を拠出し、運
営補助を行なう。
　池田町プレミアム商品券発行実行
委員会に対して補助金を拠出し、運
営及びプレミアム分などの補助を行
う。
　経済産業省の補助金を商工会が活
用するために、支援声明を行い、事
業展開を行う。
　商工会職員設置基準に伴い、経営
指導員が1名減になったことにで、
嘱託職員1名を配置し、人件費の補
助を行う。

　商工会への補助支給により、商工会の各
種振興事業である、夏祭り等の地域振興事
業が開催され、地域の活性化に寄与してい
る。地域住民等緊急支援交付金を活用し、
池田町プレミアム商品券発行実行委員会へ
の補助支給により、消費喚起及び子育て世
代及び年金自給者を対象に3回商品券を発
行した。町内の小規模事業者での利用が
56％あり、地域内での経済活性化に寄与し
ている。経済産業省の補助金（小規模事業
者支援推進事業補助金）を活用し、町内で
14事業所が採択され事業を展開した。又、
空き店舗「Ponte」にて12回の事業を開催
した。

　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「いけだ牛、黒豚、ボーヤ
シープの池田三大肉」を展開し、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。十勝ワインを
中心とした「ワインのまち池田」を
PRし、交流人口拡大に向けて事業を
展開する。

　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。
　町民ワインパーティーとワイン樽
ころがし競争と連動し、重層的なイ
ベントの展開を実施。
　DCTgarden IKEDA  10周年を記念
して、ドリームズカムトゥルーにワ
イン祭りステージイベントにて出演
してもらい、全国にワイン祭りのPR
を実施。

　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。
　ワイン城落成４０周年を記念し、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。

　浄化槽の早期普及促進で、公共用
水域の水質汚濁防止及び生活環境の
保全、公衆衛生の向上に寄与する。

　個別の申請により、改造・設置資
金を貸付を行い、利子相当分を事務
手数料として金融機関に支出する。

　本年度においては、改造及び設置資金と
もに過年度において貸付を実施した分の償
還が終わり、新規貸付申込がなかったた
め、平成２７年度末現在の貸付件数は０件
となっている。
　浄化槽補助の減額に伴う補完的な事業で
あるため、この事業単独で目標設定するこ
とは馴染まないが、実質的な使用割合を把
握する必要がある。

414010 観光振興事務事業

14 Ｂ
・事業手段の見直し
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、H21年度より観光協会のあり方を検討してい
るが、その方向性は未だ定まっていない。

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
・コスト改善

　イベントにおける担い手不足や、人員不足による経
理事務の停滞等、種々の課題を抱えながらも、『ワイ
ンのまち池田』の観光事業を盛り上げ、成果目標を１
００％達成していることは評価でき、事業の進め方の
改善により継続することが妥当と考える。
　観光は重要な経済対策との視点に立ち、係職員２名
と観光協会事務局員３名（うち１名は地域おこし協力
隊員）の事務内容の精査、問題点の洗い出しを早急に
行い、今後新たに想定されるインバウンド対策事業、
音更町との観光連携事業にも対応できうる体制の構築
を図るべきと考える。

Ｂ

15

263020 浄化槽設置等資金貸付事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　貸付事業の利用は減少しているが、負担の公平性と早
期普及促進のための支援策は必要と考える。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　制度を継続し、浄化槽普及率アップのための方策
（啓蒙等）を検討すべきと考える。

13

412010 商工振興事務事業

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善
・コスト改善

　商工会からプレミアム商品券を年二回発行の要請が有
るが、恒常的に発行することでその効果が薄れる危惧が
有る。商品券が無くても消費喚起を促す各個店の取組が
今後必要となる。このことは、中長期的な商店街の維持
にも関連し、少子高齢化を向かえて今後の商店の有り方
や空き店舗の活用、魅力ある商店・訪れたい商店街形成
について協働にて論議することが必要である。

Ｂ

Ｃ

　商業振興と地域の活性化を推進するための池田町商
工会への補助事業については、夏祭り等の地域振興事
業が実施され地域の活性化に寄与しているため、平成
１７年度に定めた補助基準に基づき事業を継続するこ
とが妥当と考える。
　プレミアム商品券事業に対する補助については、消
費喚起により地域内の経済活性化に寄与しているため
事業を継続する必要があると考えるが、更に効果を上
げるための小規模事業者の独自アイデアを期待する。

・事業手段の見直し
による改善

・制度・事業内容の
全面的な見直しを検
討
・必要性を再検証し
事業規模の見直しを
検討

　事業の担い手である炭焼き伝承隊の構成員が減少し
ているなか、当初の事業目的の達成が難しくなってい
る状況を踏まえ、林業関係団体やNPO法人などとの協
力関係を密にする中で、炭窯の利用促進を図り、林業
資源のリサイクルに対する町民理解を深める方策並び
に教育的イベントを構築していく必要がある。その中
で現在の委託体制の抜本的見直しも必要である。

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

10

303060 新規就農者支援育成事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　近年、新規就農に対する問合せが増えてきており、ま
た、農家戸数・農業就業者人口の減少に伴い、本町でも
第三者経営継承等の事業に取り組む必要性があるものと
認識している。国でも、法律改正により、新規就農に対
する就農計画認定事務が平成26年度からは都道府県知事
から市町村長に変更し、北海道でも担い手確保の緊急対
策事業を平成27年度から開始する予定としているなど、
新規就農者支援策はより充実した体制整備が必要と思わ
れる。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　H28年度より、本事業は「担い手育成支援事務事
業」と変更し、新規就農者を含めた担い手対策の事業
としている。
　国、道とも農業者の担い手対策に本腰を入れ、農協
組織としても様々な事業を展開している。池田町とし
ても農業従事者の確保対策は重要であり、補助事業を
活用しながら、事業を推進すべきである。

9

　駆除員の高齢化に伴う減少が課題となっているが、
２８年度から狩猟免許取得等に対する補助制度を創設
しハンター育成を図っている。またエゾシカ等解体加
工施設を建設したことにより、一頭あたりの残渣処理
は減少していると思われるが、狩猟頭数が増加してい
ることから、残渣処理量総体は増加している。今後
は、受益者である農業者の狩猟参画や比較的若年者を
中心に継続性を担保したハンター育成を進めるととも
に、JA等農業団体の協力関係構築も必要である。ま
た、残渣処理を減少させるためには、民間会社とも協
議し、シカ肉の加工、商品化で付加価値をつけること
により、流通経路を確保していくことが必要である。

12

307010 農村整備事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　道営事業を継続している限り事業負担金が伴い、町内
全域にわたる基盤整備がほぼ一巡したが、基盤整備は永
久的な整備ではないため、再整備のための新規事業に着
手した。
　過去に整備された農業用施設の維持管理については、
通常の維持管理（草刈等）は地域での協力依頼を行って
いるが、災害的要因や施設の老朽化に伴う維持補修につ
いて対応せざるを得ない。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　道営農業基盤整備事業の地区選定計画・地域間調整
や団体営事業の計画・実施、既存農業用施設の維持管
理を行い、池田町の主要産業である農業を下支えする
事務事業として、現状にて事業を継続するのが妥当と
考える。

11

321020 特用林産推進事務事業

Ｃ

・制度・事業内容の
全面的な見直しを検
討
・必要性を再検証し
事業規模の見直しを
検討

　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体制を見直さなければならない
と考える。

Ｃ

303050 有害鳥獣農林業被害対策事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　駆除実施隊員の高齢化に伴う次世代隊員の確保。 Ａ
・現状にて事業を継
続

　他用途で利用出来ないか検討が必要と考える。（屋
内ゲートボール場→多目的施設）

8

222030 屋内ゲートボール競技場運営事務事業

Ｄ ・段階的に縮小

　利用者の高齢化が進み利用者数が減少しているため、
将来的には利用されなくなることが予想される。
　ゲートボール競技場として利用されなくなれば、少年
団や部活での利用が可能となる。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　当該事業に係る報償費、委託料、補助金等に係
る予算執行については、概ね妥当であると判断す
る。エゾ鹿の捕獲をはじめ、駆除と処理方法など
の詳細について町民の理解度が低いため、情報の
周知が必要と考える。最終的に免許取得者の増加
と解体加工施設の稼働率の向上が、農林業被害の
減少につながると考える。また、本事業の継続と
拡大が必要と判断するため、新しく効果のある機
械の設置に係る補助の検討を進めてほしいと考え
る。同時に事業効果の検証方法も検討の余地があ
ると考える。

・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

  ワイン城等の基本観光財産を生かしてゆきなが
ら、池田町民が主体的に関わる観光事業を目指
し、町民参加を主とする事業を構築すべきであ
る。行政としての基本的な役割を維持しつつ、商
工業者等の発展的な意見を生かす方策を構築する
事が肝要と考える。町民参加については、小学生
の社会科授業、少年クラブ参加型事業、中高校生
美術部等の興味と実効性を発揮しやすい参加型事
業が例として考えられる。他町村からの定住・移
住を見据えた事業等課題は山積するが、具体的に
事業の進捗を見据えたときに、観光に関わる第３
の団体「仮称・町作り協会」等を設置して有能な
る専任者を選任・定住させ、観光事業に特化した
部署を設けるのも一考である。

Ｃ
 池田町炭やき伝承広場の維持管理を委託してき
た炭やき伝承隊が解散したため、活動体制を見直
さなければならないと考える。

　木炭の経済的利用・波及効果や製炭技術の伝承
を目指したが、経済的流通に乗らず、伝承隊も解
散し活動の担い手がなくなった状況では、事業の
抜本的な見直しと新たな事業主体、受皿づくりか
ら検討していく必要がある。

Ｃ

 利用者の高齢化が進み利用者数が減少している
ため、将来的には利用されなくなることが予想さ
れる。
ゲートボール競技場として値用されなくなれば、
少年団や部活での利用が可能となる。

　現在は、ゲートボール場として利用されている
が、利用者の高齢化が進み利用者数が減少してい
るため、将来的にゲートボール場として利用され
なくなった場合は、多目的施設としての利用が可
能となる。

Ａ
 有害鳥獣の被害を減少させるには有効な事業で
ある。

　エゾシカ等による農林業被害やヒグマの出没に
より生活安全を脅かす事態も発生している。駆除
員の高齢化対策として、H28より狩猟免許等新規
取得支援事業補助事業を設け3件の申請があっ
た。有害鳥獣の被害を減少させるためには有効な
事業と考える。

Ａ

　道営事業を継続している限り事業負担金が伴
い、町内全域にわたる基盤整備がほぼ一巡した
が、基盤整備は永久的な整備ではないため、再整
備のための新規事業に着手した。
　過去に整備された農業用施設の維持管理につい
ては、通常の維持管理（草刈等）は地域での協力
依頼を行っているが、災害的要因や施設の老朽化
に伴う維持補修について対応せざるを得ない。

　本町の基幹産業である農業の経営安定には基盤
整備が非常に重要であるので、事業を継続して実
施する必要がある。

Ａ
商工会と連携した対策は商工振興として重要であ
る。

　地域のおいて地元商工振興は重要な事項であ
り、財政的支援も必要と考える。
　事業展開には効率的・効果的な地域住民に理
解・協力される視点が必要となる。

Ａ
貸付事業の利用は無くなっているが、負担の公平
性の確保と早期普及のための支援策は維持する必
要があると考える。

　別事業の浄化槽設置補助事業を継続する以上、
過去の設置者と公平性を保つためにも資金貸付を
利用できる制度を残す必要がある。また農村部の
環境改善をさらに進めるためにも継続と判断す
る。

Ｂ

 事務局・役員等の意識改革により、効率的な観
光振興ができる体制づくりが必要である。
 町の観光振興施策を進めるうえで観光協会支援
は必要。

　秋のワイン祭りをはじめとする各種イベントや
池田町の観光振興のため、観光協会への支援は継
続して行っていく必要があるが、事業の進め方の
改善や事務局の体制整備を図り効率的な観光振興
を行っていくことが必要と考える。
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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２９年度

評価の検証

１次評価

総合
評価

説明

　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。

　 図書館法に基づく公立図書館と
して、図書その他の資料を充実させ
一般の利用に供するとともに、特に
子どもの読書活動の推進を図り、教
育と文化の発展に寄与する。

　公立図書館として適正な選書・資
料収集に努める。利用者のニーズに
応え、利用しやすい図書館運営に努
める。ブックスタート事業や読み聞
かせの会など各種事業を実施し、子
どもや保護者に読書の楽しさや大切
さを伝える。
　民間活力を活かしより効率的な管
理運営を図るため、指定管理者制度
により民間事業者による管理運営を
行う。

　町民の教育、文化、芸術等の向上
発展のため、その拠点施設である田
園ホールを適正に運営・管理する。

　教育、文化、芸術等に関し、事業
の企画・実施、情報の提供及び資料
の展示を行うとともに、施設の貸館
と付属設備・備付備品等の維持管理
を行なう。
　２１年７月から指定管理者制度に
よる運営管理体制に移行し、更に２
５年度より図書館及び総合体育館を
あわせた３館一体での指定管理と
なった。

　町民に様々な教育、文化芸術の催しを提
供するとともに、社会教育団体等の活動拠
点としても機能している。
　指定管理者主催による芸術文化公演等事
業については、概ね一定の実施数・参加人
数で推移しているが、文化講座等の実施数
が減少している。

　本町のスポーツ活動の中心施設と
して、スポーツ等の振興を図り、町
民の心身の健全な発達及び明るく豊
かな生活の形成に寄与する。

　スポーツ等に関し、事業の企画・
実施および情報・資料の提供を行な
うとともに、施設の貸館と付属設
備・備付備品等の維持管理を行な
う。
　平成22年4月から民間活力を活か
しより効率的な管理運営を図るため
指定管理者制度を導入し、民間事業
者による管理体制に移行した。

　各種のスポーツ大会やスポーツ教室が開
催されるとともに、体育協会加盟団体・各
種スポーツ愛好団体・学校部活動・スポー
ツ少年団などの練習拠点として利用率は高
い。
　これらの団体が体育館の利用を通じ、相
互の連携が可能であるため、競技者・指導
者・保護者が連携して地域スポーツの振興
を図ることができる。
　地域スポーツ振興の拠点施設として機能
している。

Ａ 11 Ａ 11 2 9
Ｂ 5 Ｂ 5 2 6
Ｃ 2 Ｃ 3 0 3
Ｄ 1 Ｄ 0 0 0
計 19 計 19 4 18

・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

18

644010 田園ホール運営管理事務事業

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　指定管理者による運営管理の状況については、要求水
準を満たすレベルで堅実に行なわれており、管理運営費
用の節減にもなっている。一方で、社会教育・文化芸術
の振興という側面では、上述のとおり必ずしもプラスと
は言い切れない部分もある。
　指定管理により得られたこれまでのメリットとデメ
リットを再検証し、今後の管理運営に活かす必要があ
る。

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善
・コスト改善

　芸術文化振興・社会教育の拠点としての機能を果た
していける様に指定管理者､利用者との連絡・協議・
調整方法等の円滑化について検討する必要がある。

19

654010 総合体育館維持管理事務事業

Ｂ

　現在、総合体育館は指定管理者により、3施設一体で効
率的・効果的に管理運営され、直営時には無かった自主
事業も実施されており、効率的な管理が行われている。
　一方で、スポーツ振興でのマイナス面も散見される。
指定管理により得られたこれまでのメリットとデメリッ
トを再検証し、今後の管理運営に活かす必要がある。

Ｂ

　適宜な施設補修等を進めるなか、現在、図書館、田
園ホールとともに同一の指定管理者で３館連携した管
理運営体制がとられており、人員配置の効率化や独自
事業、イベント開催などでメリットとなっている。ま
た利用回数券を今年度から発行し、利用者の利便性向
上にも寄与している。反面、利用団体等と行政との関
わりが希薄化している一面もあることから、次期指定
管理者選定の際には、これまでのメリット・デメリッ
トを検証し、スポーツ振興の拠点として、町民に対す
るサービスの向上を目指していくべきである。

17

642010 図書館運営管理事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　指定管理者による運営管理は、要求水準以上に図書館
資料の充実が図られており、施設機能の改善や、利用団
体と協力した独自事業の充実も図られている。
　今後も、図書館整備基本計画や池田町子どもの読書活
動推進計画に基づき、より一層の利用促進と、学校にお
ける教育活動への協力を進める。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　指定管理制度を導入し3年経過。開館日数の増加、
開館時間の延長など、利用しやすい体制づくりに努め
ている。図書館祭りやお楽しみ会（季節行事）等、利
用団体（ボランティア等）と共催し様々な事業を展
開、児童・保護者が利用しやすいよう創意工夫を凝ら
している。また、大人向けの展示会なども開催し、生
涯学習活動の機会を提供している。利用者アンケート
調査の実施など、今後も町民に親しまれる図書館の運
営に努めていくことが必要である。

16

613050 ふれあいサポート事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　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中学校だけでなく小学校
へも対応できるよう質的増加や内容の検討が必要であ
る。

Ａ
・現状にて事業を継
続

　子どもや学校を取り巻く環境は複雑化してきてお
り、この流れはより進むものと想定される。とりわけ
不登校対策やいじめ対策は学校のみならず家庭環境や
子どもの精神衛生上の問題にも波及し深刻化している
状況であり、子どもに対する日頃の見守り、ケアの重
要性は増加してきている。今後は、現在中学校のみの
事業であるが、支援員の人材確保を図り、保健福祉課
などとの連携など、きめ細かな対応を構築し、事業形
態を工夫したなかで小学校での事業も検討するべきで
ある。

Ｂ

　現在、総合体育館は指定管理者により、3施設
一体で効率的・効果的に管理運営され、直営時に
は無かった自主事業も実施されており、効率的な
管理が行われている。
　また利用回数券をH28年度から指定管理者独自
に発行し、利用者の利便性向上にも寄与してい
る。
　反面、利用団体等と行政との関わりが希薄化し
ている一面もあることから、指定管理により得ら
れたこれまでのメリットとデメリットを再検証
し、今後の管理運営に活かす必要がある。

　指定管理により効率的・効果的な管理運営が行
われていると思われる。今後、指定管理により得
られたメリットとデメリットを検証することでよ
り利用者の利便性の向上を図っていく必要があ
る。

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中学校だけ
でなく小学校へも対応できるよう質的増加や内容
の検討が必要である。

　複雑な家庭環境に置かれている子供へのサポー
ト、不登校、いじめの問題などは深刻な課題であ
る。本事業により不登校の解消など効果がみられ
ていることからも重要な事業である。小学校との
連携体制づくりなども含め事業の充実が必要と考
える。

Ａ

　指定管理者による運営管理は、要求水準以上に
図書館資料の充実が図られており、施設機能の改
善や、利用団体と協力した独自事業の充実も図ら
れている。
　今後も、図書館整備基本計画や池田町子どもの
読書活動推進計画に基づき、より一層の利用促進
と、学校における教育活動への協力を進める。

　指定管理者制度に移行して数年が経過し、各種
の独自事業も継続することで登録人数も増えてい
る。利用時間延長により幅広い年齢層の町民が利
用していることから必要と判断する。

Ｂ

　指定管理者による運営管理の状況については、
要求水準を満たすレベルで堅実に行なわれてお
り、管理運営費用の節減にもなっている。一方
で、社会教育・文化芸術の振興という側面では、
上述のとおり必ずしもプラスとは言い切れない部
分もある。
　芸術文化振興・社会教育の拠点としての機能を
果たしていけるように指定管理者､利用者との連
絡・協議・調整方法等の円滑化について検討する
必要がある。

　社会教育・文化芸術の拠点施設に町職員が不在
となり、文化団体等と直接関わることが少なく関
係の希薄化は否めない。このため指定管理者との
連携を密に図るよう努めていく必要がある。ま
た、文化講座等の実施数が減少し28年度は１回の
みとなっている。他町村で実施している講座等の
情報収集や町民の要望などを取り入れながら各種
講座の企画が必要と思われる。
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