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平成２９年度２・３次評価実施事務事業の検証（Ｈ２８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。
　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　19,910.9 ㎡
　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、伐木等(チェンソー)、ボブキャッ
ト、普通救命(AED等)の講習会を各１回実
施した。

　個人情報や重要情報を守るために
必要な、セキュリティの強化を行
う。

　マイナンバー等の特定個人情報を
取り扱う端末は、他のネットワーク
からの分離を図る。
　普段利用するLGWAN端末、はイン
ターネットと分離を行い、インター
ネットからの侵入を防ぐ
　北海道が構築する北海道自治体情
報セキュリティクラウドにインター
ネット回線を切り替える事で、24時
間の監視等高度なセキュリティ対策
が施された環境下でホームページ等
の公開及びインターネットの閲覧が
可能となる。

　総務省が示すガイドラインに準拠した形
でのネットワークの分離及びインターネッ
トの接続環境にする事により、セキュリ
ティは強化された。
　しかし、セキュリティの強化と事務の効
率化において相反する部分もあり、今後は
セキュリティを落とさずに事務効率を上げ
る方法が無いか情報収集にあたっていく必
要がある。

　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。

　移住・定住希望者に対し、町の情
報・居住その他生活環境に関する
様々な情報を提供し、先方の希望に
合致させるべく情報をストックし、
対応することで、池田町への移住を
促進する。

　北海道移住促進協議会（自治体で
組織する協議会）に加盟し、道外で
開催される移住促進フェアに参加
し、「お試し住宅（移住体験住
宅）」の利用促進を呼び掛け、ア
パートマンションなどの情報を提
供、子育て世代に向けた様々な施策
紹介。

　移住者は、8件15名と、昨年の2件4名よ
り大幅に増加した。
　しかし、ちょっと暮らし体験者の延べ件
数は、82件と前年130件の63％となった。

　独身男女の出会いの場を創出する
ための交流イベントを実施し、定住
促進や後継者対策、少子化の改善に
つなげ活気あるまちづくりを図る。

　婚活イベントに実績のある業者へ
運営を委託し池田町の観光資源など
を活用した婚活イベントを実施す
る。
委託業者は旅行会社と提携して町外
の女性参加者を募集する。町は地元
参加者をチラシを作成し全戸配布し
たり、農協や商工会などに参加者募
集の協力依頼を行う。婚活イベント
前に事前セミナーを数回開催し、イ
ベント参加に向けての心構えや周囲
の支援者（農業委員や農協関係者、
その他一般町民）に対してのレク

　独身男女の出会いの場を創出し、カップ
ルを誕生させることができた。
　平成27年度に実施したイベントでは結婚
まで発展したカップルが１組いた。
　平成28年度もイベント終了時に成立した
カップルも数組いたが、その後何らかの進
捗があったという報告は無い。

　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。

　施設の老朽化により使用不能となる可能性が高
いく、現状でも耐震性が著しく低いと想定され
る。利用者が年々減少しており、改修には相当の
費用が見込まれる。

　現在の施設での使用は非常に難しいと思われ
る。今後の高齢者コミセンのあり方や町の施設整
備計画を含めて十分に検討する必要がある。

・その他

　床に傾斜がある等施設の老朽化がすすんでいるた
め、現在の施設での使用は非常に難しいと思われる。
今後の高齢者コミセンのあり方を含めて検討する必要
がある。

Ｃ ・その他

　高齢者コミセンが大変危険な状態だということ
は、実際に使用している者として実感している。
建物が傾いているせいで、めまい等具合いが悪く
なる人が多く、また、ふまねっと運動時、足が滑
り、転びそうになることも多々ある。しかし、町
の中心地に町民が集ったり、軽い運動等ができる
場所が全くない為、すぐに廃止ということは難し
いと思われる。
　大通り付近に年間を通して使用できる場所を確
保し、まちなかを充実させることは、介護予防、
子どもの居場所づくりのみならず、移住促進、商
店街の活性化等、幅広い効果が考えられる。
　町が持っている施設等で多少手を加え、使用で
きそうなものがあるか等、具体策の早急な検討が
必要と考える。
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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、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。

Ｃ

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

　婚活支援事務事業は、池田町の少子化の抑制や
定住促進の推進に大きく寄与し、今後も継続した
取り組みは必要と考える。しかしながら、参加者
が少なく町の担当者も人集めに苦慮している状況
からすると事業のあり方と手法の見直しは必要と
思われる。農業後継者対策事業と統合するのも一
つの考えだが、町内独身者の意見を集約し、事業
に反映させていくことが肝要である。今後は十勝
管内市町村との連携も含め、独身者が気軽に参加
できるような婚活イベントを検討していくべきと
考える。

Ｂ

　平成３０年度から町内の団体等が実施する交流
イベントに補助金を支出する方法へ内容を変更。
施策としては必要性は高位であるため当分の間継
続する必要がある。

　費用対効果が求められない事業ではあるが、継
続していくためには、「参加者が少ない」を「参
加しやすい」形態にするなど考慮する必要があ
る。また、町内独身者の意見を参考にし、事業に
反映させていきながら、様々な方法を検討してい
く必要がある。

 体験住宅管理及び池田町住情報ステーションの
管理については、ルーチン業務であり、官民問わ
ず対応可能な業務であることから、外部委託に
よって職員の事業量を軽減できる。特に、住情報
に関しては、HP更新及び作成など専門的な見地が
必要な部分もあることから、スキルのある人材の
活用が更に効果的と考える。
　核となる地域おこし協力隊との連携、プランが
まだ未定。

　人口の減少による経済活動等への影響が深刻化
する中で、移住促進事業は重要な事業である。民
間等による事業運営も可能と判断しているが、民
間による事業を継続し発展するためには、経済活
動として自立しなければならず、町からの補助も
必要といえる。今後も移住ビジネスモデルの創出
が早期に実現できるよう、人材育成やモデルプラ
ンの検討を継続する必要がある。
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111090 婚活支援事務事業

Ｃ
・必要性を再検討し
事業規模の見直しを
検討

　参加男性の確保に苦慮している。 Ｃ
・必要性を再検討し
事業規模の見直しを
検討

　事業の性格上、事業費に対する結婚者数といった費
用対効果は求められないが、努力に見合った効果が出
ているとは言い難い。
　参加者数も伸び悩んでおり、多様化する結婚観、人
生観に対応することは限界があると思われる。
　現実、参加するのは『恥ずかしい』『行政に頼りた
くない』『結婚する気がない』と言った声もあり、事
業の必要性については、即、廃止・縮小ではなく、参
加対象者の意識調査等も行いながら再検証する必要が
ある。

・外部委託等実施主
体の見直しによる改
善

　移住促進協議会は建設業者が営業主体で活動しても
らい、町は情報の提供やお試し住宅の確保等、役割分
担により、移住希望者への対応をすべきと考える。
　事業目的を明確に示し、希望者への対応と地域住民
にも理解される事業推進が必要となる。

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
・外部委託等実施主
体の見直しによる改
善

　移住対策の強化の観点から、池田町移住促進協
議会と町との役割分担を検討し、外部委託も取り
入れ、より良い移住対策を推し進めるべきと考え
る。
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111050 移住促進事務事業

Ｂ
・外部委託等実施主
体の見直しによる改
善

　体験住宅管理及び池田町住情報ステーションの管理に
ついては、ルーチン業務であり、官民問わず対応可能な
業務であることから、外部委託によって職員の事業量を
軽減できる。特に、住情報に関しては、HP更新及び作成
など専門的な見地が必要な部分もあることから、スキル
のある人材の活用が更に効果的と考える。　議会の一般
質問で移住対策の強化を求める声があったことから、現
在の取組の検証及び今後の取組強化（資金投資）の是非
に関して、2次評価を求める。

Ｂ

Ｂ

 ここ５年ほどは、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たが、２８年
度は１件増え、計２件の開催となった。全町的な
活動としての見直しが必要。行政情報を直接説明
し、その内容への率直な意見が聞ける場として、
今後さらに広報活動を進め、事業実施に取り組
む。２９年度は行政で開催場所を提供し、各団体
からの開催依頼を待つのではなく、行政主導型の
ふれあいトークを実施したが、今後も開催形態や
運営方法等の改善を図りながら事業を継続する。

　行政情報を直接伝え、町民の率直な意見を聞け
る場としては貴重な事業と考える。しかし、今後
の開催に向けては、ある程度テーマを絞るとか、
なるべく多くの人の意見を聞けるような体制にす
る等、工夫が必要と考える。
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999999 ふれあいトーク事務事業

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　ここ５年ほどは、町内会連合会かの申し込みによる年
１回のみの開催となっていたが、２８年度は１件増え、
計２件の開催となった。全町的な活動としての政策転換
が必要。行政情報を直接説明し、その内容への率直な意
見が聞ける場として、今後さらに広報活動を進め、事業
実施に取り組む。２９年度は行政で、開催場所を提供
し、各団体からの開催依頼を待つのではなく、行政主導
型のふれあいトークの実施を検討する。

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　募集団体の人数を5人以上と緩和したものの、要望
は増えていない。住民の率直な意見を聴ける貴重な場
であり、H29年度は依頼を待つのではなく行政主導型
で実施場所・回数を増やし開催する。参集状況を評価
するとともに小集団でも申し込みがしやすい環境づく
りや周知のあり方について今後も検討が必要と思われ
る。

・統合

　総務省が示すガイドラインに従い、平成２７年度と
平成２８年度の２か年間で庁内のネットワークを３つ
に分離したことにより、情報流出を防ぐ環境が整えら
れ、初期の目的が達成できたこと、及び、セキュリ
ティは電算機器と密接不可分な関係にあることから、
電算機器管理事務事業に統合すべきと考える。
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106040 情報セキュリティ強化対策整備事業

Ｄ ・統合

　自治体のセキュリティについては、今後も必要性は高
く重要だと考えられる。ただし、セキュリティは普段利
用しているシステムとも密接に繋がっているため、電算
機器管理事務事業に統合した中で、システムとセキュリ
ティを併せて改善を図っていくのが望ましいかと考えら
れる。

Ｄ

Ａ

　旧ふるさと銀河線跡地も含めて、利用見込みの
ない遊休地を売却処分していく。
　公営住宅の解体後の利用計画がなく、草刈り委
託業務が増加している。
　上水道施設に敷設換えしたが、老朽化が進んで
いるまきばの家の観光施設としての利用見通しの
検討が必要である。
　旧第5団地跡地や利別地区の大型未利用地の利
用について検討が進んでいない。

　遊休町有地の売却は隣接所有者への照会又ホー
ムページ等に掲載し積極的に進め、また未利用町
有地の草刈業務が増加傾向にあることから、直営
又は委託かを検討する必要がある。

　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５０％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。現在までに10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。
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104020 公有財産管理事務事業

Ｂ ・その他

　旧ふるさと銀河線跡地も含めて、利用見込みのない遊
休地を売却処分していく。
　公営住宅の解体後の利用計画がなく、草刈り委託業務
が増加している。
　上水道施設に敷設換えしたが、老朽化が進んでいるま
きばの家の観光施設としての利用見通しの検討が必要で
ある。
　旧第5団地跡地や利別地区の大型未利用地の利用につい
て検討が進んでいない。

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

　公会計制度に向けて公有財産は不動産として価格評
価し管理しなければならない。また公営住宅跡地など
空き地が増えることにより草刈委託費用が増加してい
るため、利用計画を作成し経費削減に向けて進める必
要がある。また遊休地の売却処分を推進する必要ある
が、利用者の減少など町民のニーズは低下してきてい
るが公有財産がある以上、必要とする事業なので手段
の見直しを行い継続的に進める。

・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

　公区の高齢化、なり手不足により公区長の世代交代
ができないことから、公区長制度の見直しにより公区
長が担ってきた行政上の連絡を自治会ができるように
改正し現在９公区が移行した。市街地は今後新自治制
度に移行した運営交付金を利用し自由度の高い活動が
できるよう促し、更に地域担当員等の導入など内容の
見直しを行い継続的に進める。

Ｂ1

101010-2 行政区事務事業

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５０％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。
現在までに9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。

Ｂ

　過疎化、少子高齢等により役員交代が厳しいこ
とから公区長制度の見直しを行い新制度移行する
など実施してきたが更に厳しい状況となることが
予想される。今後は見直し内容のとおり再編で地
域活動が活発になる場合は積極的に促して行く。
また行政と地域の相談できる職員を配置し組織体
制を構築していく必要がある。

連
番

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容 ２　次　評　価（行政評価委員会） ３　次　評　価（行財政改善推進委員会） 平成３０年度

　事　務　事　業　名
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

総合
評価

評価の検証
目　　　的 手　　段 成　　果

総合
評価

説明

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

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
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１　次　評　価（担当課）

連
番

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容 ２　次　評　価（行政評価委員会） ３　次　評　価（行財政改善推進委員会） 平成３０年度

　事　務　事　業　名
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

総合
評価

評価の検証
目　　　的 手　　段 成　　果

総合
評価

説明

今後の方向性及び改善
・見直し検討方策

（選択）
説　　明

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

　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。
　保護者が安心して仕事に取り組め
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。支援員は池
田4名、利別2名。

　定員　池田学童保育所　：　80名
　　　　利別学童保育所　：　40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。
　子育てしやすい環境を整える。

　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。
インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチ
ン接種により発症、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（後期）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（後期）
健診･肺･大腸・肝炎・骨粗鬆症・前
立腺・エキノコックス検査　○巡回
ドック（厚生病院　池田・高島会
場）～特定（後期）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（後期）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（後期）健診～北斗病院
○結核検診～結核予防会　○日曜健
診（対がん協会）～特定（後期）健
診・胃･肺･大腸・前立腺がん・肝
炎・エキノコックス　○高齢者イン
フルエンザ・肺炎球菌予防接種～各
医療機関。

　特定健診受診率は約43.2％で昨年度より
7.2％増加。がん検診の受診率は胃・肺・
大腸・前立腺で若干増加しているが、子宮
がん・乳がんは減少している。（胃がん
21.0％　肺がん26.9％　大腸がん27.7％
前立腺がん5.2％　子宮がん23.9％　乳が
ん34.1％）。　無料肝炎ウイルス検診は対
象者が減少したこともあり、受診率は7.2%
と減少。高齢者のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の接種
率は55.8％で例年並み。肺炎球菌ワクチン
は個別通知等により昨年同様33%の接種
率。

　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、6か月
相談、2歳児相談、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52.9％（未受講者は後期面接、電話な
どで支援）
・6か月相談参加率：93.5％
・2歳児相談参加率：68％
・訪問実施率：新生児100％、離乳食訪問
指導　第1子87.5％
・虐待予防スクリーニング：100％

　農業後継者の結婚成立への支援を
行うことにより、農業経営基盤の強
化、新規就農に対する意識の高揚を
図る。

　池田町（農業委員会）、二農協、
その他農業関係機関により「池田町
農業後継者対策推進協議会」を組
織。町及び二農協が経費を負担し合
い、農業青年等が主体的に行う交流
会等事業への経費の助成を行ってい
る他、推進委員による「１役１組運
動」として地域内での取組みを行っ
ている。又、お見合い形式による出
会いの場までを支援する縁結び事業
に取組んでいる。縁結びコーディ
ネーターを1名委嘱し、独身女性と
農業青年との仲介活動等を行った。

　二農協青年部が主体的に「農業青年と十
勝管内独身女性との交流会」を開催し、協
議会として経費の助成をおこなっており、
後継者としての意識高揚など成果が出てき
ている。（平成17,18年度それぞれ1組ずつ
が成婚）
　また、縁結び事業について事業内容を情
報誌に掲載し、仲介活動を推進した。

　池田町への観光客が増加するよ
う、池田町観光協会への助成等を通
じ、「秋のワイン祭り」を始めとす
る観光事業を実施する。

　池田町観光協会に対し人件費・事
業費補助金を拠出するなどして、
「秋のワイン祭り」を始めとする観
光事業を実施する。

　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、43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。
その他観光ＰＲ事業に出展し、町内の各種
食資源等を広く周知することができた。

　中学生の英会話能力の向上や小学
生に英語や外国人とのかかわりの機
会を設け、学校における英語教育・
国際理解教育を推進し、国際感覚を
身につけさせる。外国人とのかかわ
りの中で、コミュニケーション能力
を向上させる。

　中学校の英語科の授業に「指導助
手」として派遣する。
　小学校の外国語や総合学習などの
授業に派遣する。

　小中学校において英会話能力の向上が図
られ、小学校では外国人に対する親近感を
与えながら国際感覚を身につけさせること
に効果をあげている。さらに、子どもたち
のコミュニケーション能力の向上に寄与し
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。

　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。H28年度より、それまで地域
の運営委員会が行っていたプールの
管理・監視を、警備業者に委託し、
町が運営・維持管理を行っている。

　期間は短いが、平日は北部地区保育所と
高島小学校の授業で利用され、土日祝日や
夏期休業中も、地域の児童生徒に多く利用
されている。

Ａ 2 Ａ 1 0 3
Ｂ 8 Ｂ 7 2 8
Ｃ 3 Ｃ 5 1 2
Ｄ 2 Ｄ 2 1 0
計 15 計 15 4 13

　事業の見直しを行い、当面は農業青年部主催の
交流会のみ実施する方向で進んでいる。今後は、
婚活支援事業との統合等を検討していく必要があ
るものと思われる。

・制度・事業内容の
全面的な見直しを検
討

　現在、農業後継者のみでの婚活事業となっており、
その事業と効果が結びついていないのであれば事業の
見直し（例えば全町規模で実施している婚活事業との
統合等）を検討する必要があると思われる。

Ｂ

　平成32年度から次期学習指導要領が実施され、
小学3・4年生は新たに年間35時間の外国語活動開
始。5・6年生は年間35時間から70時間の外国語の
教科化。中学生は外国語で授業を行うことを基本
とする指導改善が行われる
　本町では平成30年度から時数を年間15時間程度
増の前倒し実施を行うこととしているが、英語指
導助手（ALT）が対応する時数も今後大幅に増え
ることが予想される。

　今後、小学校の英語の授業時間が大幅に増加
し、中学校では外国語によるコミュニケーション
能力が重視される予定だが、指導教員や指導助手
の確保が可能なのか懸念される。英会話能力向上
には外国人による指導が望ましことから、学習指
導要領改訂に対応できるよう英語指導助手の確保
に努めていく必要がある。

・現状にて事業を継
続

　英会話能力の向上を図るためには、外国人に直接接
することで言葉や生活習慣などに興味・関心を抱くこ
とが重要である。英語は指導要領の改正によりH３２
年度より小学３年生から必修となる。現状として外国
人に対し親近感をもち国際感覚を身につけさせること
に効果をあげていることからも、今後ますます必要性
が高まる事業である。また、今後も安定した人材確保
を図る必要がある。

Ａ

Ａ

　役員会の定期開催や事務局の負担を軽減するた
めに、協会役員が積極的に協会運営に関わる体制
になった。
　町の観光振興施策を進めるうえで観光協会の支
援は必要である。

　昨年度において組織体制の見直しが行われてお
り、一定期間の事業継続により今後の運営状況を
見極める必要がある。本町の主要な観光事業を
担っている池田町観光協会おいて、健全な発展と
適正な運営は不可欠であり、担当部署からの指
導・協力体制は今後も必要と考える。

・廃止
・統合

　施設の老朽化と維持管理経費の高騰により、町民
プールとしての利用は終え、今後、池田小学校プール
の利用へ統合する。
その際、児童生徒のプールへの送迎バス等の対応を図
る。

Ｄ
・廃止
・統合

　スポーツ振興の充実と地域住民及び児童・生徒
の健康増進を図る上からは必要な施設と考える
が、現行施設の維持及び管理体制からは多くの問
題点が浮かび上がってきている。
　北部方面の方々への説明は勿論であるが、施設
の継続及び改修改善には限界があることから廃止
及び統合を選択したD評価が妥当とする。
現行の池小プールについても、維持・管理面など
から考えても近い将来においては同様の問題が考
えられる。
　一日も早く、プール単独が表面化する施設に終
わることなく、幅広い年齢層の方々が安心して使
えるような、町全体の総合的かつ多機能な活用可
能な施設が整備されることが望ましい。

Ｃ

　池田町を代表する冬のスポーツであるスケート
競技の振興のためには、リンクの造成が必要であ
り、Ｈ26年度に策定したスポーツ施設の整備等計
画では、「継続・現状維持」としている。
　Ｈ29年度から、北部地域スケートリンクの造成
等も業者委託となり、別事業であるが利別小ス
ケートリンクの造成等についても業者委託となっ
た。
　リンクの造成維持に係る経費負担が今後さらに
多大となることが見込まれ、少子化による今後の
児童数の減少なども考慮すると、リンクの統合ま
たは造成規模の縮小、造成場所の変更など、町内
のリンク全体としての方向性を再検討する必要が
ある。

　スケート競技は池田町を代表する冬のスポーツ
であり、冬季における体力向上及び健康増進の観
点からスケートリンクの造成は必要であると思わ
れる。しかし、財政負担が非常に大きいことや、
児童数及び生徒数の減少によりスケート競技人口
が減少している現状から、地域の実情を踏まえて
規模及び場所等について再検討する必要がある。
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Ｄ
・廃止
・統合

　　北部地区住民（特に児童生徒（保育所含む）の夏期
のスポーツ・レクリエーション施設として貢献度は高
く、少ない経費で充分に事業目的を達成してきたが、上
屋ビニールの設置撤去に作業安全対策のため多額の経費
を要することとなったため、効率性が大きな問題となっ
た。
　「北部地域コミュニティ及びプール改築のあり方検討
委員会」の検討結果を踏まえ、トレーニング等を備え避
難所機能を附帯した通年利用可能な地域スイミングセン
ター（仮称）を新規整備し、池小・利小プール及び北部
町民プールは廃止する方向で地域との調整を進めてい
く。H29年度内に町民アンケートを行い、地域スイミング
センター（仮称）建設の基本構想を策定する。
　廃止とする場合には、あわせて、小学校授業の際の池
田小学校プールへのバス送迎、土日祝日・夏休み期間中
の北部地域児童生徒のプール利用に対するバス運行、北
部地域児童生徒の夏休み中の居場所づくり等の手立てを
講じていく。

Ｄ

14

652020 リンク造成維持管理事務事業

Ｃ

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

　池田町を代表する冬のスポーツであるスケート競技の
振興のためには、リンクの造成が必要であり、Ｈ26年度
に策定したスポーツ施設の整備等計画では、「継続・現
状維持」としている。
　しかしその後、北部地域スケートリンクの造成等も業
者委託となり、別事業であるが利別小スケートリンクの
造成等についても一部業者委託の要望が上がっている。
　リンクの造成維持に係る経費負担が今後さらに多大と
なることが見込まれ、少子化による今後の児童数の減少
なども考慮すると、リンクの統合または造成規模の縮
小、造成場所の変更など、町内のリンク全体としての方
向性を再検討する必要がある。

Ｃ
・必要性を再検討し
事業規模の見直しを
検討

　スケート競技は池田町を代表する冬のスポーツであ
り、世界レベルの選手を輩出した歴史があるのでス
ケートリンクの造成は必要であると思われる。しか
し、事業費が平成25年度と比較して約10倍となるな
ど、財政負担が非常に大きいことや、児童数及び生徒
数の減少によりスケート競技人口が減少している現状
から、2つのリンク造成の必要性があるのか再検証す
るべきではないかと思われる。

13

614010 国際教育推進事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　　指導助手の派遣により英語に対する興味が増し、語
学力の向上や国際理解教育の推進に効果があることから
事業継続が必要である。今後の外国語教育の推進にあた
り、現状を評価するため2次評価の対象とした。

Ａ

12

414010 観光振興事務事業

Ｂ ・その他
　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。

Ｃ
・制度・事業内容の
全面的な見直しを検
討

　観光協会は収益的事業があり独立運営の方向で数年
きたが、債務を抱え運営の問題が出ている。
　町は会計経理、補助申請・実績などをできる事務局
体制を構築できるよう、団体の指導・育成を図り、健
全な事業運営できる観光協会体制が必要である。ま
た、事業計画から執行に至るまで協会全体で開かれ
た、会員全体での運営が望まれる。
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301040 農業後継者対策事務事業

Ａ
・現状にて事業を継
続

　農業後継者が実施する交流事業への助成のほか、縁結
びコーディネーターによる支援体制の整備など縁結び事
業の展開により継続して事業を進める。

Ｃ

　お見合い方式の縁結び事業について、申込する
女性がいない状況が続いたことから事業を廃止す
ることとした。当面は交流会等の実施を推進す
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た産前サポート事業として個
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、産後サポート事業と
して助産師訪問を実施する。医療機関への委託に
より産後ケア事業を実施する。

　特定健診、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。健診等の
実施体制は整備されてきたため、今後は事務作業
の効率化や訪問・健康教育などによる啓発活動の
強化を行う必要がある。消費税の増税に伴い検診
料徴収金の見直しが必要。

　生活習慣病の予防やがんの早期発見・早期治療
に結びつけるため、特定健診および各種検診事業
を継続し、健康増進を図る必要があると考える
が、特定健診の未受診者対策や各種検診事業の受
診率の向上といった課題もあることから、今後も
啓発活動の充実や実施機関との連携強化など、地
道な努力を続ける必要があると考る。
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253030-2 健康教育相談訪問事業（母子）

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

　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。

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

　平成２８年度からこれまでの１歳半健診と３歳健診
の間に「２歳児相談」を実施し、６８％の参加があ
り、乳幼児期の子育て支援を充実したことは、評価す
べきと考える。今後も安心して出産、子育てができる
環境づくりのため、各種支援策の充実に向けた見直し
を引き続き行っていくべきと考える。

・事業手段の見直し
による改善

　平成２８年度から特定健診の無料化や若年期からの
健康意識の向上のための３０歳代特定健診を開始した
ことにより、受診率が前年対比７．２％増の４３．
２％となり、一定の成果が上がったことは評価できる
が、実施計画上の目標値は５５％であることから、目
標達成に向けて努力が必要と考える。また、各種検診
事業についても、受診率向上のための啓発活動の強化
や実施時期、実施機関の見直しによる検診機会の拡大
などについて、継続して取り組む必要があると考え
る。

Ｂ9

253020-1 各種検診事業（成人）

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　特定健診、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。各種
検診等の実施体制は、国や国保の動向に合わせて見直し
ていく。29年度より子宮がん・乳がん検診について委託
医療機関の拡大と集団検診の夏期への拡大を行う。今後
は訪問や健康教育など啓発活動の強化が必要。

Ｂ

　安全な出産、健やかな子供の成長のために、今
後も産前産後の各種支援を継続していく必要があ
ると考える。
　また、妊産婦の不安を解消する観点から、保健
師の支援に加え、臨時助産師を活用した訪問等に
よる個別支援の充実やパパママ教室の見直しにつ
いては妥当と考える。

Ｂ

 利別学童保育所の老朽化や支援員の確保、支援
が必要な子に対する対応など課題が多い。
　放課後児童に対する関連する取り組みとして、
児童館等の複合施設について検討している。

　施設の老朽化等や支援員の確保等課題は多い
が、核家族化や共働き世帯の増加により、少子化
対策子育て支援の面からも、必要な事業と考え
る。

8

235020 学童保育所事業

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善
・その他

　利別学童保育所の老朽化や支援員の確保、支援が必要
な子に対する対応など課題が多い。
　放課後児童に対する関連する取り組みとして、児童館
等の複合施設について検討している。れば、少年団や部
活での利用が可能となる。

Ｂ
・事業手段の見直し
による改善

　核家族化の進行や共働き世帯の増加により、保護者
が安心して働き続けることができる社会環境整備に寄
与し、有効な子育て支援策であり、継続すべき事業と
思われる。
　子育て支援関係複合施設整備は、利別学童保育所の
老朽化や支援員確保の課題解消に向けた取り組みと考
えられ、また、通所児童の社会性の向上、コスト縮減
も期待できると考えられる。
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