
 

 

平成２６年度の中標津町行政評価は、担当職員による一次評価、行政改革

推進本部会議による二次評価を実施し、中標津町外部評価委員会が外部評価

を行ない、今後の施策のさらなる推進に向けた意見書が提出され、その結果

を踏まえて行政改革推進本部が総合評価を実施しました。 

中標津町が平成２５年度に実施した施策や事務事業に対する行政評価の結

果は次のとおりです。 

１．自己評価の状況 

評 価 内 容 評価調書 件 数 備    考 

事務事業評価 ３８０  

施 策 評 価 １８９  一次評価（担当職員評価） 

総合施策評価 ６１  

二次評価(行政改革推進本部会議） 総合施策評価 ５７ 議会・農業委員会・消防を除く 

 

２．外部評価の状況 

中標津町外部評価委員会により評価対象とした総合施策評価３９件に対し

実施。（外部評価委員会意見書別紙） 

部 署 名 件数 備     考 

総 務 部 ５ 付帯意見 ２件 

経 済 部 １２ 付帯意見 ５件 

建 設 水 道 部 ７ 付帯意見 ０件 

町 民 生 活 部 １３ 付帯意見 ４件 

町立中標津病院 ２ 付帯意見 １件 

合    計 ３９  

平成２６年度中標津町行政評価結果 



３．総合評価 

中標津町行政改革推進本部会議により、二次評価及び外部評価の結果か

ら次年度以降において、取組むべき方向性は次のとおりとしました。 

（総合施策評価調書別紙） 

○行政サービス向上に向けた取組 

 ・少子高齢化、人口減少時代に対応した行政サービスについて工夫すると

ともに、より一層町内会や活動団体等が必要としている情報の発信や障

がい者、高齢者等に対する新たな情報提供方法を検討する。 

○次年度以降の取組 

・行政評価の視点及び行政改革（経営戦略プラン）に基づいた効果の考え

方について、職員は再度確認し統一した評価を実施する。 

・従前から継続している既存事業は、内容が現状に合っているか、また費

用対効果を検証することにより継続・見直し・廃止の判断をする。 

・ 既存事業を継続する場合、今後においては、年限を定めた指標を設定し、

その達成状況によって評価を行なうことを加える。 

・新規事業においては、既存事業との相似や追加の可否を確認すること及

び当初から年限を定めた指標を設定により進めることとし、各年度にお

いて達成状況により評価を実施する。 
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中標津町外部評価委員会による平成２６年度外部評価意見書 

 

中標津町が実施した行政評価内部評価に対し客観性や透明性を確保するため、中標津町

外部評価委員会において外部評価を実施しましたので、意見を添えて報告します。 

 

平成２６年１１月２６日 

 

中標津町長 小 林   実 様 

 

中標津町外部評価委員会 

委 員 長  酒 井 多加志 

副委員長  富 田 光 夫 

委  員  淺 井 謙 作 

委  員  梅 本 英 広 

委  員  小 森 幸 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総 評 

中標津町の行政評価外部評価は、平成２４年４月に施行された「中標津町自治基本条例」

の規定に基づき行政内部が点検・確認した内部評価に対し、客観性や透明性を確保するた

め、有識者や町民の視点による評価を実施することにより第６期中標津町総合発展計画の

目標達成につなげることとして平成２４年度から実施しております。 

外部評価を行なう組織として昨年度までは中標津町自治基本条例の進行状況を検証する

中標津町自治推進会議が役割を担っておりましたが、より専門的な見地からの意見等によ

る評価を実施するため有識者等による「中標津町外部評価委員会」が本年度新たに設置さ

れたところです。 

今年度の外部評価の対象は、第６期中標津町総合発展計画に基づく、平成２５年度に取

組まれた施策に対する部長職の一次評価及び中標津町行政改革推進本部会議による二次評

価により作成された総合施策評価調書３９件について、担当部長職と施策推進の考え方の

討議を行なうなど委員５名により４回の協議を行ったところです。 

各委員からは専門分野の視点からや他地域の状況との比較により、内部評価に対する意

見等が出されております。 

その協議を行なった結果から、中標津町外部評価委員会の平成２６年度外部評価につい

て、次のとおり報告します。 

記 

○中標津町行政改革推進本部会議による二次評価のとおりとする評価      ２７件 

○次年度以降における施策の更なる推進に向け意見を付帯する評価（別紙）   １２件 

○全体意見 

・安全・安心のためのコミュニティにおいては、今後の高齢化や人口減により発生する課

題対応のために地域別に異なる町内会等活動に対する支援をすすめ、地域福祉では高齢

者や障がい者に対する情報や行政サービスの提供方法の充実が必要と思われます。 

・産業においては、基幹産業である酪農の振興策について、ゆとりある家族経営が可能と

なるよう労働力補完・サポート機能の充実等の対策について関係機関と連携して取り組

むことと乳製品加工品等の地域ブランド化へ向けた調査研究の取り組みが必要であり、

観光では国際交流を色々な視点から検討することや地域が持つ自然景観・酪農景観・食

については観光資源であると再認識し推進することが必要と思われます。 

 

１ 



○付帯意見（１２件） 

① 

基 本 目 標 １ 参画と協働で未来を築くまちづくり 

大 項 目 １ 協働のまちづくりの推進 
担 当 部 総 務 部 

評価に伴う意見等 

・町民参加の一つである町民アンケート調査については、毎回設問

に工夫をこらしながら改訂を行い回答しやすい内容にするとと

もに、詳細な回答を求める設問について検討してはどうか。 

 

② 

基 本 目 標 １ 参画と協働で未来を築くまちづくり 

大 項 目 ２ コミュニティの育成 
担 当 部 町 民 生 活 部 

評価に伴う意見等 

・高齢化や人口減少が今後更に進むことにより、発生が予想される

課題への対応の観点から、魅力ある活動の情報発信について工夫

し町内会加入者の増加へ向けた取組を進めてみてはどうか。 

・郡部と市街地では世帯数や人数の違いから対応が異なるので、そ

れぞれの対応の検討をしてはどうか。 

 

③ 

基 本 目 標 １ 参画と協働で未来を築くまちづくり 

大 項 目 ３ 国際化、地域間交流の促進 
担 当 部 経 済 部 

評価に伴う意見等 

・国際交流の考え方として、観光面だけではなく、サークル活動等

や地域活動などといった色々な視点から交流方法を検討しては

どうか。 

 

④ 

基 本 目 標 １ 参画と協働で未来を築くまちづくり 

大 項 目 ４ 北方領土対策の推進 
担 当 部 総 務 部 

評価に伴う意見等 
・子どもたちに対して学校現場の理解をもらいながら啓発活動等の

取り組みを更にすすめてはどうか。 

 

⑤ 

基 本 目 標 ２ 健やかでやさしいまちづくり 

大 項 目 ３ 障がい者施策の充実 
担 当 部 町 民 生 活 部 

評価に伴う意見等 

・障がいのある方や発達が遅れている方に対する情報提供は、健常

者と同じ方法では得ることが難しいので、提供方法を検討しては

どうか。 

 

２ 



⑥ 

基 本 目 標 ２ 健やかでやさしいまちづくり 

大 項 目 ６ 地域医療の充実 
担 当 部 町 立 病 院 

評価に伴う意見等 

・地域医療体制の維持確保については、大変であると思うところで

あるが、今後も継続して施策に取り組み地域医療の維持確保に努

めてほしい。 

 

⑦ 

基 本 目 標 ２ 健やかでやさしいまちづくり 

大 項 目 ８ 社会保障の充実 
担 当 部 町 民 生 活 部 

評価に伴う意見等 

・高齢者や障がい者に対する情報提供方法及び知識取得がしやすい

環境の整備や制度活用が行き渡るような行政サービスの提供方

法を検討してはどうか。 

 

⑧ 

基 本 目 標 ３ 力みなぎる産業のまちづくり 

大 項 目 １ 農業の振興 
担 当 部 経 済 部 

評価に伴う意見等 

・現在市町村をはじめ関係団体で策定中である「根釧酪農ビジョン」

との連携により労働負担の軽減を図るため支援組織・雇用条件整

備・施設等についての施策の円滑な浸透策について、調査研究を

進めてはどうか。 

・乳製品加工品の地域ブランドを作りあげるため「北海道食品機能

性表示制度」の調査研究による新たな特産品づくりを目指しては

どうか。 

 

⑨ 

基 本 目 標 ３ 力みなぎる産業のまちづくり 

大 項 目 ２ 林業の振興 
担 当 部 経 済 部 

評価に伴う意見等 
・北海道遺産に登録されている格子状防風林については、観光資源

としてもＰＲを進めてはどうか。 

 

⑩ 

基 本 目 標 ３ 力みなぎる産業のまちづくり 

大 項 目 ４ 観光の振興 
担 当 部 経 済 部 

評価に伴う意見等 

・東南アジア及び東アジアでは北海道、特に道東地区に魅力が感じ

られているので、そのことからも観光の推進を図ってみてはどう

か。 

・当地域が持つ自然景観・農村景観･食については、観光地として

価値があるということを再認識し、観光振興策を検討してはどう

か。 

３ 



⑪ 

基 本 目 標 ３ 力みなぎる産業のまちづくり 

大 項 目 ５ ６次産業化の推進 
担 当 部 経 済 部 

評価に伴う意見等 
・カラマツ材の活用については、木育活動に取り組み高校生等の学

校活動に取り入れる等事業の展開を検討してはどうか。 

 

⑫ 

基 本 目 標 ５ 安全・安心で快適なまちづくり 

大 項 目 ２ 防犯・交通安全の充実 
担 当 部 町 民 生 活 部 

評価に伴う意見等 

・ＤＶ（ドメスティックバイオレンス＝配偶者や恋人など親密な

関係にある、又はあった者から振るわれる暴力）については、外

部との接触が少ない家庭において深刻化していることがあるの

で、講演や教室の開催による啓発活動を積極的に展開し、地域全

体での見守りによる防止への取り組みを更に進めてはどうか。 
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平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中標津町中標津町中標津町中標津町



基　本　目　標 大　項　目 評価担当部局総務部 1111経済部 3333農業委員会 5555議会事務局 7777総務部 9999町民生活部 11111111経済部 13131313１－３　国際化、地域間交流の促進 経済部 15151515１－４　北方領土対策の推進 総務部 17171717総務部 19191919町民生活部 21212121総務部 23232323経済部 25252525２－１　子育て支援の充実 町民生活部 27272727２－２　高齢者施策の充実 町民生活部 29292929２－３　障がい者施策の充実 町民生活部 31313131２－４　地域福祉の充実 町民生活部 33333333２－５　健康づくりの推進 町民生活部 35353535２－６　地域医療の充実 町立病院 37373737２－７　医療体制の充実 町立病院 39393939２－８　社会保障の充実 町民生活部 41414141経済部 43434343建設水道部 45454545農業委員会 47474747３－２　林業の振興 経済部 49494949経済部 51515151建設水道部 53535353３－４　観光の振興 経済部 55555555３－５　６次産業化の推進 経済部 57575757３－６　雇用対策の推進 経済部 59595959

１－５　人権の尊重と男女共同参画社会の形成
第１章　参画と協働で未来を築くまちづくり

１－６　計画的な行政経営の推進
第２章　健やかでやさしいまちづくり

第３章　力みなぎる産業のまちづくり ３－３　商工業の振興
３－１　農業の振興

総合施策評価調書目次 頁頁頁頁
１－１　協働のまちづくりの推進
１－２　コミュニティの育成

前期基本計画

- 目次 1 -



基　本　目　標 大　項　目 評価担当部局 頁頁頁頁前期基本計画 経済部 61616161建設水道部 63636363経済部 65656565建設水道部 67676767総務部 69696969町民生活部 71717171経済部 73737373建設水道部 75757575総務部 77777777町民生活部 79797979経済部 81818181４－５　住宅施策の推進 建設水道部 83838383４－６　公園・緑地の充実 建設水道部 85858585総務部 87878787建設水道部 89898989消防署 91919191５－２　防犯・交通安全の充実 町民生活部 93939393５－３　消費者対策の推進 町民生活部 95959595総務部 97979797町民生活部 99999999経済部 101101101101建設水道部 103103103103教育委員会 105105105105５－５　循環型社会の形成 町民生活部 107107107107５－６　上・下水道の再整備 建設水道部 109109109109５－７　衛生施設の充実 町民生活部 111111111111６－１　学校教育の充実 教育委員会 113113113113６－２　青少年の健全育成 教育委員会 115115115115６－３　生涯学習の推進 教育委員会 117117117117６－４　スポーツの振興 教育委員会 119119119119６－５　文化・芸術の振興 教育委員会 121121121121

第５章　安全・安心で快適なまちづくり

４－１　計画的な土地利用と市街地整備の推進

５－１　消防・防災の充実
５－４　環境保全の推進

第６章　人が輝き歴史と文化を育むまちづくり

第４章　利便性のある調和のとれたまちづくり
４－２　景観形成の推進
４－３　道路・交通網の充実
４－４　情報化の推進

- 目次 2 -



平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤⑥

総務部

現状と背景
　ますます高度化、多様化する行政ニーズに対応し、自立したまちづくりを推進していくためには、幅広い分野において、これまで以上の町民参画、町民と行政の協働、町民と行政の情報共有が不可欠となっている。

課題と達成状況

町内会や企業、団体の社会貢献活動等の推進

担当部

　まちづくり町民アンケート調査で、「まちの計画や取り組み」に関心を持っている、どちらかといえば関心を持っている方が約70％いるのに対し、「町民と行政が協力してまちづくりが進められている」と感じる、どちらかといえばそう感じる方が約45％に留まっており、この割合を上げていくことが必要である。　協働のまちづくりを進めていく基本は、自治基本条例を遵守することであり、各種計画、施策及び事業等の決定においては、ルールに従い、町民・企業・団体等の参加の機会の確保を一層図る。　社会貢献活動が高まってきた中で、現在の原材料等の支給制度について活用の仕方や活用の要件の整理を行なう。　また取り組んでいただいている事例等の公表を行い支給制度への理解を求めていく。

その他関連施策施策の目的
主要施策

自治基本条例

　情報共有・町民参加・協働を進める基本的なルールを定め、町民・企業・町内会等団体・議会・行政の役割分担を明確にした「自治基本条例」を平成23年12月定例議会で制定し、平成24年１月１日に公布し、平成24年４月１日から施行した。　課題として、情報については、広報紙、ホームページ、ＦＭコミュニティ放送、屋外懸垂幕などを通じた提供を行うとともに、直接、町民の声を聴くまちづくり懇談会を開催するなどして発信や収集に努めているが、広く浸透していかないことがあり、更なる工夫が必要である。　町民が提案する社会貢献活動により協働のまちづくりが進められているところであり、各種団体が連携協力した活動で活用できる町の原材料等支給制度では平成２５年度は９団体が花壇整備や草刈活動を行なっている。　また、町民・企業・団体等の社会貢献活動等において、各団体が連携・協力して行う活動への継続的な支援が必要である。

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書

基本目標（章） 参画と協働で未来を築くまちづくり1施策体系 大項目 1 協働のまちづくりの推進
自治基本条例の制定協働のまちづくりに向けた情報発信の推進情報公開の推進

その他関連計画
政策形成過程における町民の参画の推進人材や組織の育成支援と多様な団体との連携の推進

　自治の基本理念・基本原則に基づき、町民・企業・団体・議会・行政の役割分担を明確にし、自治体運営の基本ルール（自治基本条例）を確立し、町民が主体の自治の実現を図る。　また、各種制度設計や計画策定に係るパブリックコメントへの意見提出、行政が実施する各種アンケート調査への意見反映等により、自治の基本原則である「町民参加」の強化を図る。

今後の方向性
1



二次評価✓
外部評価✓

そう感じない6.5 ％ 38.9 ％ 39.9 ％ 14.0 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない23.1 ％ 46.6 ％

施策の方向性 評価に伴う意見等 ・町民参加の一つである町民アンケート調査については、毎回設問に工夫をこらしながら改訂を行い回答しやすい内容にするとともに、詳細な回答を求める設問について検討してはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・自治基本条例に対する理解度を高める施策をすすめる。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-21.80% -16.90%比較 -11.43% -18.95% 18.20% 23.10%実績 31.80% 28.57% 21.05% ２６年度 最終年度（２７年度）40.00% 40.00%２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 審議会などの公募委員割合（％/年） 内 容町の審議会などの委員のうち公募委員が占める割合（単）目標値 初期値（２１年度） 0.00% 0.00%比較 -48.09% -32.55% 100.00%実績 24.80% 51.91% 67.45% 100.00% 100.00%100.00%指標　１ 指標・単位 社会貢献活動原材料等支給制度の利用度（％） 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ２４年度 ％94.83 ％年間の社会貢献活動原材料支給制度における総予算に対する活用度（単）２５年度（中間目標） ２６年度実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標 千円対前年比 ％ 90.96 ％ 千円 ％千円 千円事業費 13,325 千円 12,120 千円 11,493 千円618 千円千円 10,875 千円一般財源 13,290 千円 11,387 千円千円千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円 ２７年度国・道 千円２４年度 ２５年度 ２６年度

23.6
施策コスト

目標指標

その他 35 千円 733 千円

関心をもっている設 問
施策別事務事業費
問5　まちの計画や取り組みに関心を持っていますか。問6　町民と行政が協力してまちづくりが進められていると感じますか。

％5.7％
千円

最終年度（２７年度）

どちらかといえば関心をもっている
２３年度

まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等） 関心を持っていないどちらかといえば関心を持っていない

2



平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

12③456

今後の方向性
町内会や企業、団体、ＮＰＯを支援し、多様な団体との連携協力を図り協働のまちづくりを推進する。また、制度のPR、類似補助金との連携など使いやすくするための工夫をしたい。

現状と背景
ますます高度化、多様化するニーズに対応し、自立したまちづくりを推進していくため、町民参画、町民と行政の協働、町民と行政の情報共有が不可欠となっている。

課題と達成状況
協働のまちづくりを推進するための情報発信、情報公開を進めている。フロンティア事業については地域づくり総合交付金(根室振興局)の利用と併せているため、相談など含めると一定の成果がある。

施策の目的自治の基本理念・基本原則に基づき、町民・企業・団体・議会・行政の役割分担を明確にし、自治体運営の基本的ルールを確立することで、町民が主体の自治の実現を図る。
主要施策

自治基本条例の制定政策形成過程における町民の参画の推進人材や組織の育成支援と多様な団体との連携の推進　　　※3-1フロンティア助成事業協働のまちづくりに向けた情報発信の推進情報公開の推進町内会や企業、団体の社会貢献活動等の推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 1 協働のまちづくりの推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書担当部 経済部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・協働のまちづくりをさらに推進する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-1 -1比較 -1 0 4 4実績 4 5 ２６年度 最終年度（２７年度）5２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 地域づくり総合交付金相談数（件/年） 内 容年間の地域づくり総合交付金相談数（実施実績）（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -2 -2 -3 04実績 4 2 2 1 44 4２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 フロンティア推進事業相談数（件/年） 内 容年間のフロンティア推進事業相談数（実施実績）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 150.00 ％ 133.33 ％千円 400 千円事業費 200 千円 300 千円 千円千円 千円一般財源 千円 千円 千円 千円その他 200 千円 300 千円 400 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
そう感じない問6町民と行政が協力してまちづくりが進められていると感じるか 6.5 ％ 38.9 ％ 39.9 ％ 14.0 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない
関心を持っていない問5まちの計画や取り組みに関心を持っているか 23.1 ％ 46.6 ％ 23.6 ％ 5.7 ％設 問 関心をもっている どちらかといえば関心をもっている どちらかといえば関心を持っていない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

123④56

今後の方向性
　広報紙のみでは、情報量、情報提供の時期に限りがあるため、広報紙定期発行とホームページを併用し情報の提供を推進する。

現状と背景
　平成21年12月に農地法が改正された後も、政権交代・ＴＰＰ交渉、更に平成25年12月の農地改正等により農地制度は、変化しており適切な情報提供が必要となっている。

課題と達成状況
　広報紙の定期発行により情報提供は行なえているが、年２回発行の為、発行間隔が長く最新情報の提供に課題がある。

施策の目的 　農地に関わる法律等の適切な情報について農業者、農業関係者への周知を図り、農地の利用について適法な処理を行なう。
主要施策

自治基本条例の制定政策形成過程における町民の参画の推進人材や組織の育成支援と多様な団体との連携の推進協働のまちづくりに向けた情報発信の推進情報公開の推進町内会や企業、団体の社会貢献活動等の推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 1 協働のまちづくりの推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書農業委員会担当部
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二次評価
外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法二次評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較 0 0 0 02 2 2実績 2 2 2 2 2２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 広報紙の発行（回） 内 容年間の発行回数目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 104.32 ％ 101.03 ％千円 293 千円事業費 278 千円 290 千円 千円千円 千円一般財源 千円 千円 千円 千円その他 278 千円 290 千円 293 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問60町の情報について、知りたい情報が得られていると感じるか 8.5 ％ 45.9 ％ 28.5 ％ 12.7 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

123④56

今後の方向性
　もっと気軽に議会傍聴にいらしていただけるよう検討していかなければならない。

現状と背景
　議会は、町民にとって身近な直接参加政策提案が出来る場であり、住民の負託に応えて行くためにも、議会の審議内容等を説明・情報発信して、住民と共に考え進めることが、協働のまちづくりを推進していくことになる。

課題と達成状況
　基本原則である情報の共有など、町民・議会・行政の役割分担を明確にした自治基本条例を制定した。　また、協働のまちづくりを推進するための情報発信、情報の公開を進めている。今後も、多様な団体との連携協力を図ることが必要となる。　情報の発信：議会広報紙の発行（年４回、各10,450部、新聞折込と各戸配付）　情報の共有：議会報告会の開催（年１回、中標津・計根別の２会場同時開催）

施策の目的 　自治の基本理念・基本原則に基づき、町民･企業・団体・議会・行政の役割分担を明確にし、自治体運営の基本的ルールを確立し、町民が主体の自治の実現を図る。
主要施策

自治基本条例の制定政策形成過程における町民の参画の推進人材や組織の育成支援と多様な団体との連携の推進協働のまちづくりに向けた情報発信の推進情報公開の推進町内会や企業、団体の社会貢献活動等の推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 1 協働のまちづくりの推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書議会事務局担当部
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二次評価
外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法二次評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 103.87 ％ 112.40 ％千円 2475 千円事業費 2120 千円 2202 千円 千円千円 千円一般財源 2,120 千円 2,202 千円 2,475 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問 ％ ％ ％ ％設 問目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1②③4

今後の方向性
　農村集落については、入植以来相互の精神により地域活動を行ってきており、今後ともコミュニティの推進として支援を行っていく。　郊外地集落会館については、運営地域の構成人が減少していくことから管理運営が困難な地域は、集約も必要になると考え、会館機能と他の機能を組み合わせた新しい体系案なども地域におろし、検討を進めていく。

現状と背景
　地域における連帯感が薄れる傾向にあり、福祉、介護、環境保全、防災、青少年育成などの身近な生活の課題解決のため、地域コミュニティの強化が求められている。　そのため、地域の節目となる郡部校の閉校記念事業や農村集落の開基記念事業に対し支援を行い、地域のコミュニティの振興を図る必要がある。

課題と達成状況
　コミュニティの核として学校があったが、少子化により統廃合が進み地域コミュニティの核がなくなってきており、その再編が課題になっている。　地域コミュニティの振興のため、地域の開基記念事業に支援を行っている。

主要施策
住民自治意識の啓発と組織拡充強化コミュニティ活動の推進コミュニティ活動施設の整備多様な交流の推進によるネットワークづくり

その他関連施策 自治基本条例施策の目的 　町民自らによる魅力ある地域づくり、ともに助け合う地域づくりを推進するため、町内会、ボランティア組織、ＮＰＯなどの町民団体の活動を支援し、相互扶助精神に基づく自治機能の向上を図る。
その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 2 コミュニティの育成

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部

9



二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・老朽化した農村集落会館の整備方法を整理するとともに、閉校した校舎の利活用も検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 242.86 ％ 41.18 ％千円 700 千円事業費 700 千円 1,700 千円 千円千円 千円一般財源 700 千円 1,700 千円 700 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問 ％ ％ ％ ％設 問目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①2③④

今後の方向性
　本町は、町外からの異動者が多いことも特徴的で、今後は、移住希望者や町外からの異動者とともに、人々の交流が生まれる地域コミュニティを育成し、ぬくもりのある生活環境の整備を行うことが必要。　町内会の加入率は、独身世帯、転勤族などの未加入世帯や、他人との関わりを避ける世帯の増加などから低下に歯止めがかかっていないことから、今後の加入促進のため全町内会連合会等との連携を密にし、加入促進を支援する必要がある。　町が整備した地域会館は老朽化が進んでおり、特に郡部の地域会館は耐用年数をすでに超えている。将来においては、現在のそれぞれの地域会館を統合することも考えられるが、地域の意向を聞きながらコミュニティの核となる施設の建替・修繕等の検討が必要である。

現状と背景
　地域社会の連帯感が薄れる傾向にある中、福祉、環境保全、防災、防犯、青少年の健全育成など身近な生活の課題を解決するため、地域コミュニティの強化が求められている。　本町では、コミュニティの核となる町内会の活動が個々の自主的な運営によって進められており多様な活動が行われている。　また、活動の拠点となる地域会館については、運営費等の財政支援を行い、その活動の支援をしている。　しかし、コミュニティ活動は大きな役割を果たすことが期待されているが、近年の少子化や核家族化、生活様式の変化などによって、町内会への加入が減少し、その機能は低下しており、活動の活性化が大きな課題となっている。　また、活動拠点となる地域会館が老朽化しており、その整備が求められている。課題と達成状況
　町内会への加入状況については、全国的に加入率の低下が問題となっている。加入率低下の要因は　①住民の価値観の多様化、近隣関係の希薄化　②単身・共働き世帯、不在がちな世帯の未加入　③高齢などによる活動に対する負担感などがあると言われている。　指標１にあるように本町においても同様の問題を抱えており、加入数の減少が進んでいる。　コミュニティ施設整備数については、指標２のとおり平成25年度において達成できたが、町内会によっては、独自の町内会館を確保できていないところがある。この場合は町内会での町内会館建設に対し、建設費の一部を補助する制度を利用することができる。

施策の目的 　町民自らによる地域課題の解決や魅力ある地域づくり、ともに助け合う地域づくりを推進するとともに、町内会、ボランティア組織、ＮＰＯなど多様な町民団体の活動を支援し、自治機能の向上を図る。
主要施策

住民自治意識の啓発と組織拡充強化コミュニティ活動の推進コミュニティ活動施設の整備多様な交流の推進によるネットワークづくり
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 2 コミュニティの育成

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・高齢化や人口減少が今後更に進むことにより、発生が予想される課題への対応の観点から、魅力ある活動の情報発信について工夫し町内会加入者の増加へ向けた取組を進めてみてはどうか。・郡部と市街地では世帯数や人数の違いから対応が異なるので、それぞれの対応の検討をしてはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・高齢化社会を見据え、児童館・町内会館としての整備ではなく、高齢者が集まり活動する場を作り、どういうコミュニティ形成を図るか検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-1 0 -40 -40比較 -1 -1 38 39実績 38 38 38 ２６年度 最終年度（２７年度）39 40２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 コミュニティ施設整備数（累計）（箇所） 内 容整備したコミュニティ施設の累計（生活課調書）（累）目標値 初期値（２１年度）比較 -213 -206 -387 -564 -6,500 -6,5006,350 6,500実績 6,204 6,137 6,144 5,963 5,786２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 町内会加入世帯数（世帯/年） 内 容年毎の加入世帯数（全町内会連合会調書）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 100.00 ％ 197.42 ％千円 16,224 千円 0事業費 8,218 千円 8,218 千円 千円千円 千円一般財源 7,964 千円 7,982 千円 16,006 千円 千円その他 254 千円 236 千円 218 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 千円 千円千円 千円千円 0 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

現在、参加していないし、今後も参加するつもりはない問59　あなたの地域活動・ボランティア活動への現在の参加状況と、今後の参加意向は 18.9 ％ 29.8 ％ 4.4 ％ 37.3 ％設 問 現在、参加しているし、今後も参加したい 現在参加していないが、今後は参加したい 現在、参加しているが、今後は参加するつもりはない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1②3④

今後の方向性
2　計根別地域コミュニティーを活発化させるために若手の育成や支援策として計画策定が必要である。4　お試し暮らし人気は利便性の高さや施設の良さにあるが、移住事業とともに釧路市などで成功事例のある長期滞在事業としても展開することが更に交流人口増につながる。

現状と背景
2　計根別同志会、計根別地域総合振興対策協議会が事業を行っている。少子高齢化とあいまって核家族化が進み、地域社会の連帯感が薄れる傾向にある。身近な生活課題の解決や地域を盛り上げるための活動の応援が必要である。4　本町は空港もあり利便性が高いことから町外からの移動者も多く、他地域との交流が期待できる。また、お試し暮らしの需要も多く展開によっては観光・移住に結びつく。

課題と達成状況
2　計根別地域のコミュニティー活動の支援は継続が必要である。小中学校の統廃合も進むので、地域全体の振興策が必要である。4　移住事業による移住の実績は少ないが、お試し暮らしの実績は北海道内でも人気がある。

施策の目的町民自らによる地域課題の解決や魅力ある地域づくり、ともに助け合う地域づくりを推進するとともに、町内会、ボランティア組織、ＮＰＯなど多様な町民団体の活動を支援し、実機能の向上を図る。
主要施策

住民自治意識の啓発と組織拡充強化コミュニティ活動の推進　　　　　　　　　　　　　　　　※2-2　計根別地域への助成コミュニティ活動施設の整備多様な交流の推進によるネットワークづくり　　　　※4-1　移住事業
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 2 コミュニティの育成

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり･計根別地域の人口減少を食い止めるため、集落コミュニティを充実するなど集落を守るという考え方を整理する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
24 9 -70 -70比較 22 5 89 74実績 57 87 70 ２６年度 最終年度（２７年度）65 70２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 お試し暮らし実績（累計）（人） 内 容 移住体験「お試し暮らし」に参加した人数の累計（累）目標値 初期値（２１年度）比較 1 0 1 1 -4 -43 4実績 4 3 4 4２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 移住促進事業による移住世帯（累計）（人） 内 容 移住した世帯数の累計（累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 80.56 ％ 103.16 ％千円 3750 千円事業費 4512 千円 3635 千円 千円千円 千円一般財源 854 千円 3,180 千円 3,386 千円 千円その他 336 千円 455 千円 364 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 3,322
％ ％ ％ ％設 問

現在、参加していないし、今後も参加するつもりはない問59あなたの地域活動・ボランティア活動への参加状況と今後の参加意向は 18.9 ％ 29.8 ％ 4.4 ％ 37.3 ％設 問 現在、参加しているし、今後も参加したい 現在参加していないが、今後は参加したい 現在、参加しているが、今後は参加するつもりはない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
2　川崎市とは、一般行政課題の交流についての研究が必要である。国際交流は実績がなく、観光誘致など幅広い見地からの検討が必要である。3　ふるさと会については現状の活動範囲を継続する。

現状と背景
2　平成4年に川崎市と友好都市協定を締結し文化・教育・産業・スポーツなどいろいろな分野で交流してきた。国際交流については行われていない。3　ふるさと会は毎年の交流会を初め、首都圏、札幌圏で開催される行事への参加呼びかけなどを行っている。

課題と達成状況
2　川崎市とは小中学生の交流、市民祭りへの参加、野球(民間)、写真展(民間)など確実に実施されているが、行政課題などの交流は町立病院への医師研修のほかは行われていない。国際交流は実績が無いことから、交流のあり方について、再度最初から検討すべきである。3　ふるさと会の総会、交流会へ参加するほか、北海道フェアへの支援や北方領土返還運動と連動した活動を行っている。現状の活動範囲を大きく超えることはなかなか難しい。

主要施策
国際交流体験による人材育成多様な地域間交流による住民生活及び地域活性化東京中標津会、札幌中標津会との交流の推進

施策の目的 国際化の時代、交流時代に対応した人づくり、地域づくりに向けて国際交流活動や地域間交流活動の促進による開かれたまちづくりに努める。その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 3 国際化、地域間交流の促進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・国際交流の考え方として、観光面だけではなく、サークル活動等や地域活動などといった色々な視点から交流方法を検討してはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり･交流人口増の施策について、各部及び若い職員からの提案により内容を検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-40 -39 -300 -300比較 -34 -34 260 261実績 257 266 266 ２６年度 最終年度（２７年度）300 300２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 東京中標津会の会員数（人） 内 容会員数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -2 -2 -2 -2 -4 -44 4実績 2 2 2 2２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 川崎市との交流事業（件/年） 内 容年間の交流事業数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 96.84 ％ 91.73 ％千円 1886 千円事業費 2123 千円 2056 千円 千円千円 千円一般財源 2,123 千円 2,056 千円 1,886 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

そう思わない問55国際交流や他地域との交流に参加したいと思うか 13.0 ％ 28.2 ％ 28.2 ％ 24.9 ％設 問 そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
　国に対して北方領土返還要求を継続的に粘り強く行うとともに、北方四島ビザなし交流事業の推進や北方四島患者への医療支援に努め、北方四島在住ロシア人と根室管内住民による相互理解と友好を深め、領土問題解決の環境整備を行うとともに、返還運動関係団体への支援や北方領土問題の研修・学習機会の充実を図り、返還運動参加者の拡充及び担い手の育成を進める。　また、まちづくり町民アンケート調査の「北方領土問題を身近な問題として感じていますか。」の問いに、「そう感じる」「どちらかといえばそう感じる」と答えた方が６割を超えているが、さらに、各種啓発活動に取り組み、この割合の向上を図る。

現状と背景
　北方領土返還要求は、戦後68年にわたり続いていますが、未だ解決しない状況にあり、運動の中核を担ってきた元島民も高齢化しており、返還運動や啓発活動の主役は２世、３世に移ってきている。

課題と達成状況
　北方領土問題の解決に向けて、国、道、関係機関との連携のもと、四島ビザなし交流事業の推進、根室管内１市４町で組織する「北方領土隣接地域振興対策根室管内市町連絡協議会」での啓発活動、返還要求署名活動、広報紙、ホームページ等により返還運動の啓発に取り組んでいる。　しかし、元島民も高齢化しており、新たな返還運動の担い手の育成及び若い世代の認知度の向上等、返還運動の着実な推進が課題となっている。

主要施策
北方領土問題の啓発と意識の喚起北方領土返還運動の推進交流事業の推進

その他関連施策施策の目的 　国や道、北方領土隣接市町と連携のもと、北方領土問題の啓発をはじめ、北方領土返還運動の展開、交流活動の推進など、北方領土問題の解決に向けた取り組みを推進する。
その他関連計画 第７期北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 4 北方領土対策の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・子どもたちに対して学校現場の理解をもらいながら啓発活動等の取り組みを更にすすめてはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・領土問題の解決を目指し、国にあわせて啓発を実施する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
1,313人 1,543人比較 214人 1,393人 3,113人 3,343人実績 1,864人 2,014人 3,493人 ２６年度 最終年度（２７年度）1,800人 1,800人２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 返還署名人数（人/年） 内 容返還要求署名簿への署名人数（単年度累計）目標値 初期値（２１年度）比較 1人 △5人 2人 18人150人 150人実績 147人 151人 145人 152人 168人２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 返還に向けての喚起運動参加者（人/年） 内 容返還要求大会や署名収集活動などへの参加人数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 76.51 ％ 163.28 ％千円 10,659 千円事業費 8,532 千円 6,528 千円 千円千円 千円一般財源 1,373 千円 946 千円 900 千円 千円その他 300 千円 603 千円 572 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 4,979 千円 9,187施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 6,859
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問57　北方領土問題を身近な問題として感じますか。 30.8 ％ 33.4 ％ 21.5 ％ 11.4 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1②③

今後の方向性
　男女共同参画の推進及び女性の社会参加の促進については、男女がともに参画できる地域社会づくりの意識の高揚を図る啓発活動を進めるとともに、様々な分野で活動する町民活動団体の情報や意見の交換の場として情報ネッワークが行えるような組織化を進める。　また、まちづくり町民アンケート調査の「男女が平等に参加できる社会の仕組みになってきていると感じますか。」の問いに、「そう感じる」「どちらかといえばそう感じる」と答えた方が50％台となっており、更なる女性の社会参加を進める取り組みが必要である。

現状と背景
　男女共同参画の推進及び女性の社会参加の促進については、平成１２年に施行された男女雇用機会均等法を契機に、官公署や企業等では男女平等の視点に立った就労環境が徐々に整備されつつある。　また、男女共同参画ネットワーク（仮称）を立ち上げて、登録団体を募集しているが２団体の登録であり、情報提供を行い、増やす取り組みが必要である。

課題と達成状況
　男女共同参画の推進及び女性の社会参加の促進については、審議会や委員会での女性参画が図られる仕組みづくりや体制づくりを推進するとともに、男女共同参画に関するパンフレット、ポスター等により情報提供を行い啓発活動を推進しているが、更なる活動の拡大が重要である。

主要施策
人権教育、人権啓発の推進男女共同参画に関する啓発等の推進女性の社会参加の促進

その他関連施策 自治基本条例施策の目的 　男女共同参画社会の形成に向け、女性団体の自主的な活動を支援するとともに、女性の社会参加を促進し、男女共同参画に関する町民意識の高揚を図り、理解を深める。
その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 5 人権の尊重と男女共同参画社会の形成

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・人口減少時代に入り、男女共同参画は、どういう視点を置くか考える。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-5.8% -5.8%比較 -6.0% -5.8% 14.2% 14.2%実績 14.7% 14.0% 14.2% ２６年度 最終年度（２７年度）20.0% 20.0%２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 審議会等に占める女性の割合（％） 内 容町の審議会などの委員のうち女性が占める割合（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -4.6% -5.3% -5.2% -5.2%18.0% 20.0%実績 15.7% 13.4% 12.7% 12.8% 12.8%２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 町職員における女性管理職登用の割合（％） 内 容町職員の主幹、課長職以上にある者のうち女性の占める割合（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ ％ ％千円 0 千円事業費 0 千円 0 千円 千円千円 千円一般財源 千円 千円 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問53　男女が平等に参加できる社会の仕組みになってきていると感じますか。 9.3 ％ 44.8 ％ 33.9 ％ 9.3 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）

20



平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①23

今後の方向性
　人権教育、人権啓発、人権問題などは、人権擁護委員とともに人権教室の開催、人権の花運動、人権啓発街頭活動、人権相談などを継続して推進していく。

現状と背景
　人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会において幸福な生活を営むための基礎的な権利である。　幸せで安心な生活を確保する上で、人権を尊重しあう事は基本的なことであるが、いじめや虐待などの人権侵害が後を絶たないことから、人権思想の普及や人権侵害への対策など人権の啓発について推進する必要がある。　町では、あらゆる差別解消に向けた人権感覚を高めるため、学校における人権教育・啓発活動を実施してきた。

課題と達成状況
　人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会において幸福な生活を営むための基礎的な権利である。幸せで安心な生活を確保する上で、人権を尊重しあう事は基本的なことであるが、いじめや虐待などの人権侵害が後を絶たないことから、人権思想の普及や人権侵害への対策など人権の啓発について推進する必要がある。

主要施策
人権教育、人権啓発の推進男女共同参画に関する啓発等の推進女性の社会参加の促進

その他関連施策施策の目的 　様々な人権問題の解消に向け、町民一人ひとりの人権感覚を育み、人権尊重社会の形成をめざします。また、男女共同参画社会の形成に向け、女性団体の自主的な活動を支援するとともに、女性の社会参加を促進し、男女共同参画に関する町民意識の高揚を図り、理解を深める。
その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 5 人権の尊重と男女共同参画社会の形成

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・今後とも人権擁護について啓発活動を行う。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 88.24 ％ 168.89 ％千円 76 千円事業費 51 千円 45 千円 千円千円 千円一般財源 51 千円 45 千円 76 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問53　男女が平等に参加できる社会の仕組みになってきていると感じるか 9.3 ％ 44.8 ％ 33.9 ％ 9.3 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④

今後の方向性
　限られた人員と財源の中で、第６期総合発展計画の主要施策及び実施計画の事務事業を達成すべく、自治基本条例の理念に基づいて町民・企業・団体・議会・行政が情報を共有し、役割分担を明確にしながら、経営資源（人・物・金・時間）を最大限に有効活用して、最小の経費で最大の成果を上げられる自治体経営を推進する。　また、まちづくりアンケート調査の「全体的にみた中標津町のまちづくりに満足していますか。」の問いに、「満足している」「どちらかといえば満足している」と答えた方が６割を超えているが、さらに、情報共有や役割分担の明確化を推進し、満足度の向上を図る。

現状と背景
　町財政の歳入の約４割を占めていた地方交付税が平成１３年度をピークに減少し続けており、歳出では人件費の抑制をはじめスクラップアンドビルドを意識した事務事業の見直し等を行い圧縮を図ってきたものの、少子・高齢化による社会保障経費の増大や施設・インフラの老朽化対策、さらには過去の社会資本整備等による借入金償還額の増大など、依然厳しい財政状況にあり、限られた財源の効果的かつ効率的な活用を図る自治体運営が重要となっている。

課題と達成状況
　効果的・効率的な行政が行われるよう、第６期総合発展計画の主要施策や事務事業の再編検討を「中標津町行政改革推進本部会議」及び「中標津町自治推進会議」において議論を重ね、次年度 へ反映すべく取り組んでいる。　また、限られた人員の中で、急速に変化する社会経済状況等に対応するため、職員の意識改革と能力向上の推進や組織機構の検討を行っている。

主要施策
効率的・効果的な行政運営（行政改革の推進）健全な財政運営の推進職員の意識改革と能力向上広域行政の推進

その他関連施策 自治基本条例施策の目的 　自立性を高め、効率的・効果的に健全な行政経営を行うため、行財政改革を推進し、自主財源の安定的確保に努める。　また、効率的・効果的な行政経営を実行するため、組織機構や行政運営の仕組みを検討し、最小の経費で最大の効果を上げる自治体行政を推進する。
その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 6 計画的な行政経営の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・負担率等は、当町の規模において一番適正な数値を示す。・負担増に向いた時に対し歯止めをかけるシステムを構築する。・広域行政の問題課題について、担当部局を整理する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-5.40% -15.90%比較 -3.10% -4.20% 10.50%実績 14.60% 12.80% 11.70% ２６年度 最終年度（２７年度）15.90% 15.90%２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 実質公債費比率（％、低いほど良い） 内 容 町の借入金等の返済額を指標化し、資金繰りの程度を示す。（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -27.00% -32.60% -40.70% -77.50%77.50% 77.50%実績 67.50% 50.50% 44.90% 36.80%２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 将来負担比率（％、低いほど良い） 内 容 町の借入金等の残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す。（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 125.62 ％ 101.00 ％千円 50,937 千円事業費 40,147 千円 50,432 千円 千円千円 千円一般財源 39,538 千円 49,827 千円 50,399 千円 千円その他 609 千円 605 千円 538 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

満足していない問4　全体的にみた中標津町のまちづくりに満足していますか。 7.0 ％ 56.7 ％ 28.5 ％ 6.0 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

123④

今後の方向性
当町は周辺自治体との関係がもっとも密であり、特に民間事業者は周辺自治体での展開も多い。町としても、医療・教育・文化・経済など施設利用も多いので、それらを意識した施策展開が必要である。

現状と背景
広域行政推進の一環として、海の存在しない当町が北方四島周辺海域操業対策協議会に対して負担金を納入している。漁業関係者の話が聞けることもあり参考になるので会議には参加している。

課題と達成状況
達成課題は負担金の納入であり、毎年支払われている。北方四島周辺海域操業対策協議会や、さけ・ます増殖事業協会は漁業関係者の集まりなので、管内の漁業情勢を聞くよい機会となっている。特に河川環境と家畜糞尿などが議題になることもあり唯一海のない当町としては、標津川の多くを占めていることなどからも、標津町、別海町と連携した環境対策が課題となる。

施策の目的自立性を高め、効率的・効果的に健全な行政経営を行うため、行財政改革を推進し、自主財源の安定的確保に努める。また、多様化、広域化する行政ニーズに対応していくため周辺自治体との連携により効率的・効果的な施策の推進を図る。
主要施策

効率的・効果的な行政経営（行政改革の推進）健全な財政運営の推進職員の意識改革と能力向上広域行政の推進　　※4-1北方四島周辺海域操業対策協議会負担金
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 1 参画と協働で未来を築くまちづくり大項目 6 計画的な行政経営の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部

25



二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・広域的な視点を持ち、周辺地域もそういう意識に巻き込む姿勢を持ってすすめる。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 100.00 ％ 100.00 ％千円 137 千円事業費 137 千円 137 千円 千円千円 千円一般財源 137 千円 137 千円 137 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問 ％ ％ ％ ％設 問目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤

今後の方向性
　子育ての相談に関わる職員の資質の向上や専門性の確保を図り、一時保育、病児・病後児保育、３歳未満児保育など、保育の整備・拡大を推進するとともに、虐待の早期発見、母子保健の充実など総合的な子育て支援を図る。　子ども子育て三法が制定され、平成27年度から施行される子ども・子育て支援策に向けて、保育園・幼稚園・認可外保育園などと一時保育等の事業も含めて、町としての保育体制整備の推進を図る。　保育園への3歳未満児の入園希望者は今後も増加することが予想され、受け入れ枠及び職員体制の検討が必要である。一方、へき地保育所において、10名を下回る保育所があり、今後の統廃合や子育て支援について検討する必要がある。　平成26年度、東児童館と子育て支援センター機能を統括した児童センターを建設し、ボランティア等とも連携をとり、乳幼児から高校生までの活動拠点の充実を図る。

現状と背景
　景気の低迷、厳しい経済状況、雇用の減少により子育て世代の収入も減少し、育児に対する不安に加え、経済面での不安も増加していると考えられる。　また、年々ひとり親家庭は増加傾向にあるが、その中でも乳幼児を抱える若い世代のひとり親家庭が増えている状況にある。　本町では、安心して子どもを生み育てることができるよう、保育サービスの充実をはじめ、乳児がいる家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」、子育て総合支援センターの設置、放課後児童対策による「児童クラブ」の設置など子育て支援に取り組んできた。　子育て家庭への経済的支援として、子ども手当、児童扶養手当、乳幼児医療給付を実施しており、また、中学生を対象とした「赤ちゃん交流事業」など命の大切さを伝える取組みも進めている。　さらに、町内の関係機関と連携した「子育て支援・虐待防止ネットワーク」を設立して、予防、発見など児童虐待の防止を図っている。課題と達成状況
　指標1の子育て支援センター利用者数は、平成24年度にインフルエンザや天候等により下回ったものの新規利用者が増えてきており、今後、児童センターの新築に伴い更なる増加が見込まれる。　指標２に掲げる件数は、個々のケースに対しての会議件数であるが、より連携を必要とし、一体となった支援を行っている。教育委員会、保健センター、病院等、関係部局の連絡調整会議は随時開催している。　平成１４年に設立された中標津町虐待防止ネットワーク会議は、平成１８年に要保護児童対策地域協議会の位置づけがされ、医療、教育、保健、民生など、子どもに係る全ての関係機関が構成員となり、虐待防止に向けて取り組んでいる。全体会議は年１回。　児童館は地域ネットの拠点施設として、菜園事業やサロンなど、地域との交流も深めている。児童館最大の事業とも言えるじどうかん祭りは、赤ちゃんからお年寄りまで、毎年2,500人を超す人が集う一大イベントになっており町の事業としても定着している。

施策の目的 すべての親が安心して子育てできるよう、また子どもたちもいろいろな方の笑顔に支えられながら健やかに成長できるよう、町全体で子育てを応援できる体制の充実を図る。
主要施策

子育て家庭を応援・支援する地域づくり児童の健全育成子どもを健やかに生み育てる環境づくり児童虐待の防止ひとり親家庭福祉の充実
その他関連施策その他関連計画 中標津町次世代育成支援行動計画中標津町障がい者計画中標津町保育計画施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり大項目 1 子育て支援の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
4 -5 -24 -24比較 -9 -1 28 19実績 11 15 23 ２６年度 最終年度（２７年度）24 - 24２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 虐待等早期解決・未然防止に向けてのネットワーク会議（件/年） 内 容年ごとの開催件数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 898 -1,439 -2,159 -628 -14,530 -14,53012,110 - 14,530実績 10,090 13,008 10,671 9,951 11,482２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 子育て支援センター利用者数（人/年） 内 容年ごとの利用者数（児童館利用実績）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 93.86 ％ 101.61 ％千円 674,270 千円事業費 706,942 千円 663,566 千円 千円千円 千円一般財源 167,977 千円 179,044 千円 197,963 千円 千円その他 28,860 千円 35,822 千円 24,186 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 8,400 千円 千円千円 千円千円 448,700 千円 443,721施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 510,105
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問37　地域や家庭で子どもが安心して育てられていると感じるか 13.0 ％ 55.7 ％ 22.0 ％ 5.2 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤

今後の方向性
　国の社会保障審議会介護保険部会において介護度の低い「要支援１・２」向けのサービスを市町村独自事業へ移行することを提案しており、今後策定する高齢者福祉計画・介護保険事業計画に、制度改正の内容を参酌した上で必要となる介護保険サービス、福祉サービス、地域ケア体制等の充実を盛込む。　また、今後着実に迎える超高齢社会を見据え、生活機能の低下を防ぐだけでなく、要支援・要介護状態になっても、状態の改善や重度化の予防を図り、高齢者が安心して暮らせる環境づくりのため、介護保険サービスや福祉サービスの充実、災害時要援護者台帳による市街地全町内会の地域ケア体制の充実を図る。　また、託老事業への補助やふれあいｻﾛﾝの開設の増、共生型交流ｾﾝﾀｰの活用、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの運営への支援とともに、町内会、老人クラブの活動支援を強化し、民生員を核として地域での見守りを推進し、高齢者が生きがいを感じ、ともに支え合い、安心して暮らせるまちづくりを目指す。

現状と背景
　本町の人口に占める65 歳以上の高齢者人口は、平成25年３月31日現在で5,151人、高齢化率は21.53％となり、全国及び全道平均に比べ高齢者の割合は低いが、およそ５人に１人が高齢者という状況であり、高齢化は確実に進んでいる。また、高齢者単独世帯・高齢者夫婦世帯の増加、介護者の高齢化・介護力の低下等により介護に要する負担が大きくなってきている。　さらに、高齢者のうちひとり暮らし、または高齢者夫婦世帯も増加してきており、災害時はもとより高齢者の見守り体制が重要になってきている。　介護予防等を目的とする地域支援事業を実施しているが、要支援・要介護認定者は増加傾向にあり、ますます介護ニーズが増してきている。

課題と達成状況
　指標１の要介護認定率は増加を抑える目標値としているので、目標値に届かないほうが達成しているということになり、要介護認定率がほぼ横ばい状態で目標値内に収まっており目標をより達成している。　指標２の災害時要援護者支援体制整備町内会数については、整備は進んではいるが25年度目標の75％の達成率となっている。今後も未整備の町内会に整備を働きかけていく。

施策の目的 　「高齢者が生きがいを感じ、安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とし、高齢者が自立した生活が続けられるように、介護予防や福祉サービス、地域での支え合い体制の充実を図るとともに、高齢者が生活の豊かさを実感できるよう、生きがいづくりや社会参加の促進を図る。
主要施策

地域支え合いの推進安心して暮らせる環境づくり生きがいと健康づくり介護保険サービスの充実介護予防の推進
その他関連施策その他関連計画 中標津町高齢者福祉計画第５期介護保険事業計画施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり大項目 2 高齢者施策の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・高齢者の引きこもりを防ぐための取り組みや高齢者同士・若い世代との交流する機会の検討を行なう。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-7 -5 -30 -30比較 -9 -9 13 15実績 1 11 11 ２６年度 最終年度（２７年度）20 - 30２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 災害時要援護者支援体制整備町内会数（会） 内 容要援護者支援体制が整備された町内会の総数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -1.41 -1.60 -1.44 -2.05 -15.00 -15.0015.00 - 15.00実績 13.50 13.59 13.40 13.56 12.95２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 要介護認定率（％） 内 容年ごとの高齢者人口に占める要介護認定者の割合（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 111.17 ％ 86.69 ％千円 1,277,647 千円事業費 1,325,687 千円 1,473,728 千円 千円千円 千円一般財源 452,802 千円 461,236 千円 474,627 千円 千円その他 382,704 千円 406,118 千円 349,387 千円 千円地方債 70,100 千円 163,600 千円 千円 千円千円 千円千円 442,774 千円 453,633施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 420,081
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問39　高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らしていると感じるか 5.4 ％ 41.7 ％ 39.4 ％ 10.9 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
　障がいのある子どもの早期発見、療育指導や特別支援教育の充実を図るとともに、障がい者の社会参加を促進するため、相談支援体制と在宅サービスの充実や就労移行支援事業所の設置を支援し就労による経済的な自立を促し、就労に繋がらない障がい者に対しては、就労支援継続事業所、地域活動支援センター、サロンなどへの働きかけや支援を行い、障がい者施策の推進に努める。　また、障がいのある人もない人もお互いに理解し、尊重しあう社会の創造のために交流の機会を拡充し、障がいに対する意識改革や理解を深めてもらえるような事業の実施や広報活動を行う。

現状と背景
　障がいの有無によって分け隔てなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が求められており、障がい児者がその身近な場所において日常生活又は社会生活を営むための支援が受けられ、社会参加の機会や、どこで誰と生活するかなどの選択の機会を確保できる体制づくりが求められている。　児童サービスセンターにおいては、原則、幼児（未就学児）を対象とし、就学児においては発達支援事業等において支援を実施している。

課題と達成状況
　指標１の町内のグループホーム・ケアホーム利用者数については、町営のグループホームに続き平成２４年度に２棟のグループホームが開設され、更に本年度には２棟が開設されており、利用者数は最終年度の目標を達成しているが、今後も更なる施設増が見込まれる。　指標２の就労支援事業等利用者数は、就労継続支援B型事業所２箇所（森の家・工房ういんくる）に続き、就労継続支援A型事業所（くれぱす）が開設されたことにより最終年度の目標値を達成し、障がい者雇用に大きな成果が上がった。

施策の目的 　だれもがいきいきと暮らす地域社会の実現をめざして、適切な支援を受けられる環境を創造する。
主要施策

地域における生活支援自立と社会参加の促進ともに支え合う福祉のまちづくり
その他関連計画 中標津町障がい者計画・障がい福祉計画その他関連施策

施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり大項目 3 障がい者施策の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部

31



二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止 ・障がいのある方や発達が遅れている方に対する情報提供は、健常者と同じ方法では得ることが難しいので、提供方法を検討してはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

38 58 -24 -24比較 -6 11 58 78実績 2 14 31 ２６年度 最終年度（２７年度）20 - 24２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 就労支援事業等利用者数（人/年） 内 容年ごとの利用者総数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -11 -6 8 20 -20 -2013 - 20実績 2 2 7 21 33２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 町内のグループホーム・ケアホーム利用者数（人） 内 容年ごとの利用者総数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 122.34 ％ 110.42 ％千円 510,434 千円 0事業費 377,852 千円 462,274 千円 千円千円 千円一般財源 117,474 千円 137,040 千円 154,153 千円 千円その他 10,310 千円 11,773 千円 8,440 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 313,461 千円 347,841施策別事務事業費施策コスト
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 250,068

％ ％ ％ ％設 問
そう感じない問41　障がい者サービスが整っていると感じるか 4.7 ％ 33.4 ％ 45.9 ％ 8.0 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤⑥

今後の方向性
　少子高齢化の一層の進行に伴い、地域における福祉ニーズはますます多様化することが予想される。そのことから、地域福祉を推進するため社会福祉協議会や民生委員児童委員、各種福祉団体・福祉ボランティア団体、町内会等と連携し、広報・啓発活動や福祉教育の推進、福祉イベントの開催や支援などにより、地域福祉体制の一層の充実を推進していく。　また、地域福祉の理念となる「住民参加」「共に生きる社会づくり」「男女共同参画」「福祉文化の創造」を背景に複雑かつ多様化する福祉課題や住民ニーズに対し、保健・医療・福祉の関連する分野全般にわたる『地域福祉計画』の策定が必要である。　総合福祉センターの今後の維持管理については、適切な修繕計画を立て、財政的に大きな負担とならぬよう管理する。

現状と背景
　少子高齢化や核家族の進行、共働き世帯の増加に伴い、地域や家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、これからの社会福祉においては、高齢者等が住み慣れた地域や家庭の中で年齢や障がいの有無にかかわらず安心して生活が送れるよう、自立を支援していくことが求められている。　総合福祉センターを拠点として、社会福祉協議会が高齢者等に対する幅広い福祉サービスや町内会福祉活動への支援を行っているほか、社会福祉協議会と福祉ボランティア団体等が連携し、地域における多様な福祉活動を行っている。　また、56名の民生委員児童委員が地域の様々な相談の窓口として活動している。

課題と達成状況
　指標１のボランティア講座受講者数は、講座の内容、開催時期によって参加者数が異なるが概ね目標値の150人台に近づきある。　指標２の総合福祉センター利用者は19,600人以上で順調に推移してきている。今後は新たに建設される体育館のトレーニング室とリハビリを主とする総合福祉センターのトレーニング室との利用者の棲み分けが必要となる。　総合福祉センターにあっては、光熱水費の節減、湯あげポンプの交換、老朽化による修繕など今後において維持費が増える要素が多い。

施策の目的 　町内会・ボランティアなど町民による地域福祉活動を促進し、地域全体で支え合う仕組みづくりを進めることで、だれもが住みなれた地域で幸せな生活ができるようにする。
主要施策

地域福祉社会の形成地域資源の充実支え合いの地域づくり各種援護の推進ユニバーサルデザインのまちづくり総合福祉センターの拡充及び利用の推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり大項目 4 地域福祉の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
379 119 -19,700 -19,700比較 2,184 -27 19,879 19,619実績 19,344 21,684 19,473 ２６年度 最終年度（２７年度）19,500 - 19,700２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 総合福祉センター利用者（人） 内 容年ごとの利用者数（指定管理者実績報告）（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -51 -53 -79 -13 -170 -170150 - 170実績 126 99 97 71 137２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 ボランティア講座受講者数（人） 内 容年ごとの受講者数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 97.87 ％ 116.02 ％千円 67,355 千円 0事業費 59,316 千円 58,054 千円 千円千円 千円一般財源 58,909 千円 56,796 千円 67,009 千円 千円その他 407 千円 429 千円 346 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 829 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問43　身近なところで相談でき、支えてもらえる福祉の制度・活動があると感じるか 4.1 ％ 24.6 ％ 46.4 ％ 20.2 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤

今後の方向性
健康づくりのための運動推進は、町内の運動系サークルの情報を収集し、町民に向けて紹介を行なっているところであるが、町民自身が行なっている活動を社会資源としてとらえるとともに、高齢化が進む中、関係機関と連携し、健康増進と健康寿命の延伸を推進する。　感染症対策では、医療機関、学校など関係機関との連携を密にしながら予防接種率の向上を図ることや、新型インフルエンザなど新たな感染症の流行に対しては速やかに町民に周知するとともに、蔓延防止に取り組み、対象者への適切な情報を提供し、適切な時期に予防接種が受けられるよう支援する。　また、特定検診は、町民が健診を受けやすいよう工夫し、健診を受けるだけでなく、結果から検査値の改善を図り、疾病予防のための保健指導を推進するとともに受診率向上の対策を進める。　母子保健事業は、社会状況の変化に対応し、健康、発達支援、虐待予防など、関係部署、機関と連携し推進する。　心の健康については、広報紙・HPにより全国、道内の相談窓口の情報提供を充実させるとともに、相談対応と出前教室を実施する。

現状と背景
　少子高齢社会の進展がますます加速する中、互いに助け合いながらいきいきと暮らしていくために、一人ひとりが健康な状態で長生きしていくことが一層求められている。　予防活動の基本として特定検診・がん検診を据え一人ひとりの健康づくりを推進しているが、若い世代、また子どものときからの健康づくりが重要である。　また、急激な社会構造の変化などにより、心の健康を損なう人が増加し、心の健康推進と医療・保健・福祉機能が連携できるサービス体制が求められている。　さらに、感染症予防対策としての予防接種については、各種検診時に予防接種の必要性を説明し、適切な時期に受けてもらうよう努めている。

課題と達成状況
　指標１の予防接種実施率は、ポリオの予防接種率を目標値として掲げている。平成23年度に接種率が下がった要因として、平成24年9月に生ポリオから不活化ポリオに変更となることを見越し接種を控えたことなどが考えられる。平成24年度以降においては、ポリオに係る実績数値を採用することが困難であることから、麻しん風しん混合予防接種の第2期（6歳）の実績値を採用することとし、中間目標値を達成し、平成25年度も同様であった。　なお、子宮頸がんワクチン接種については、平成26年6月に国が接種を積極的に勧めないとの方針から、その後の予防接種はほとんどされていない。　指標２の特定健診受診率は、受診体制の拡大、周知等をすすめてきたが、受診率は年ごとにばらつきがあり、目標達成までには至っていない。未受診者の状況分析では、治療中の人の健診受診率が低いことや、健診を受診している人も継続受診が低いという課題があるが、一層の受診率向上に努める必要がある。

施策の目的 　安心して暮らせる「支え合うまちづくり」を進めるために、一人ひとりの健康寿命の延伸と予防を重視した健康づくりを推進する。
主要施策

健康づくりの推進母子保健事業の充実成人保健事業の拡充心の健康づくりの推進感染症対策の充実

中標津町食育推進計画　　 中標津町次世代育成行動計画中標津町母子保健計画　 中標津町特定検診・特定保健指導等実施計画
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部

その他関連施策その他関連計画 中標津町健康づくり推進計画　　中標津町新型インフルエンザ等対策行動計画大項目 5 健康づくりの推進施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-39.30 -41.30 -65.00 -65.00比較 -41.00 -42.40 20.70 18.70実績 16.00% 19.00 17.60 ２６年度 最終年度（２７年度）60.00 65.00２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 特定検診受診率（％） 内 容年ごとの受診率（単）目標値 初期値（２１年度）比較 13.96 -4.65 3.50 0.70 -97.00 -97.0094.90 97.00実績 91.00 108.86 90.25 98.40 95.60２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 予防接種実施率（％） 内 容年ごとの実施率（ポリオ接種）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 112.64 ％ 79.46 ％千円 95,319 千円事業費 106,498 千円 119,959 千円 千円千円 千円一般財源 77,877 千円 94,508 千円 87,933 千円 千円その他 266 千円 272 千円 400 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 25,179 千円 6,986施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 28,355
％ ％ ％ ％設 問

受けたことがない問44　健康診査やがん検診を毎年受けているか 34.2 ％ 20.7 ％ 28.2 ％ 14.8 ％設 問 毎年受けている 毎年ではないが定期的に受けている 定期的ではないが受けたことがある目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
　地域センター病院として、安定的な医療を根室北部地域に提供するには、医師を初めとした医療技術者を確保することは最も重要な課題である。　また、地域センター病院としての機能維持、医療体制の確保に向けては、１０年以上経過し耐用年数を迎えた各種医療機器の更新、整備、災害拠点病院の指定に伴う、災害医療派遣チーム（DMAT隊）を今年度創設したが、今後は複数化の検討及び研修等への派遣など拠点病院としての体制整備を図る。　併せて、根室北部地域の医療機関や行政機関との連携を図り、根室北部地域が必要としている医療提供体制の構築を図る。

現状と背景
 本町における医療体制は、自治体病院である当院と町内にある６民間病医院の連携により、本町に必要な初期医療から入院、手術に対応する二次医療までを提供し、住民の命を支え、安全で安心な暮らしを守るために重要な役割を果たしている。　町内唯一の自治体病院であり、根室管内の地域センター病院としての役割も担っていることから、住民からの医療に対する要望も少子高齢化社会の進展などにより多様化している。　さらには、国が推進している在宅医療についても町立病院として大きな役割を担うことになるなど、今後も町民が住み慣れた地域で健康で安心な生活を送れる場所の提供を実現するために、町内の中核病院である、当院の機能充実を図るとともに、住民の命を守る救急医療、災害時における医療体制の確立が必要である。

課題と達成状況
　当院は町内で唯一の救急指定病院であり、根室北部地域の地域センター病院として二次医療までを行うために救急医療体制の確保を進めているが、医師や医療技術者の確保は困難を極め、地域センター病院として本来の機能、目的を達成できる体制とならない状況である。　病院としての機能、目的を達成するためには、高度専門的な医療水準の確保及び根室北部地域※における病院、診療所との連携が不可欠であるが、診療所などの民間医療機関は少なく、根室北部地域では自治体病院しかないことから、機能分担が進まない状況となっている。　このような状況の中で、平成２５年度は成果目標１の搬送件数については、目標に対して２２件と増加したが、泌尿器科の医師の退職、産科における異常分娩への対応が難しいことなどから、目標値、前年の数値を共に上回る結果となっている。　また、成果指標２の時間外受診患者であるが、年々減少してきており、今後ともコンビニ受診抑制などについて町広報紙等を通して周知を図ることが必要となる。

主要施策
地域医療体制の確立町立病院の機能充実救急医療・災害時医療体制の確立

施策の目的 　地域住民の命を守り、安全で安心な暮らしを支えるためには、救急医療体制をはじめとする地域医療の充実が不可欠なことから、地域の実情に沿った医療体制の提供が必要である。その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり大項目 6 地域医療の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町立中標津病院担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・地域医療体制の維持確保については、大変であると思うところであるが、今後も継続して施策に取り組み地域医療の維持確保に努めてほしい。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・病院をしっかり管理運営することによって人口流出防止となりうることから適切な医療体制構築に向けて施策を今後も展開する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
△１，０１９人 △１，５７０人比較 △２７８人 △４０５人 ６，４８１人 ５，９３０人実績 ８，４１２人 ７，２２２人 ７，０９５人 ２６年度 最終年度（２７年度）７，５００人 ７，１００人２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 時間外受診患者数（人/年） 内 容 時間外、休日の受診者数（年５％の時間外患者の減）（単）目標値 初期値（２１年度） △３件 ２２件比較 △６件 ４５件 １５５件 １８０件実績 １７８件 １５２件 ２０３件 ２６年度 最終年度（２７年度）１５８件 １４９件２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　１ 指標・単位 町外医療機関への搬送件数（件/年） 内 容救急車両・ドクヘリなどで他医療機関へ搬送した件数（年５％の管外搬送の減）目標値 初期値（２１年度）

％実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標％ 101.45 ％対前年比 ％ 105.62 千円千円 1,805,824 千円 ％ 千円千円 千円事業費 1,685,391 千円 1,780,091 千円 1,533,869 千円一般財源 1,487,533 千円 1,533,626 千円 千円千円 千円その他 88,768 千円 88,759 千円 88,755 千円 千円地方債 77,663 千円 103,681 千円 82,300 千円100,900 千円 千円31,427 千円 54,025 千円
％施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％％

％設 問 ％ ％％
目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）設 問 満足している どちらかといえば取り組んでいる どちらかといえば満足していない 満足していない
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

　地方の自治体病院が安定的な医療を提供するためには、医師及び看護師などの医療技術者の確保が最も大きな課題である。平成２０年度から始まった医学部の地域枠卒業医師が平成２６年度より道内の公的医療機関へ配置される計画となっており、根室北部地域においても後期研修が始まる２７年度以降に配置が可能となることから、道内の医育大学、北海道、地域医療振興財団への要請活動など関係を密にして、要請活動を実施していく。　また、看護師を含む医療技術者の確保についても、修学資金貸付医制度の活用の呼びかけ、未就業者に対する再就職への取り組みなど、安定した人員の確保に努め、当町に必要な医療体制の構築を図る。

現状と背景
　根室北部地域における自治体病院は、その地域に不足している医療に積極的に取り組む必要があり、根室北部地域の医療機関、行政機関とも連携を図りながら、住民の健康の維持、増進、町の発展に貢献することを使命としている。地域医療の確保と病院の健全経営は地域づくりの根幹を成すものであり、当町に必要な医療体制の充実は最重要課題である。しかし、当町を含む根室北部地域は、近隣に医育大学が無いことや、都市圏から遠く離れた場所に位置するなどの要因から医師の確保は困難を極めており、安定的に根室北部地域に必要な医師の確保が喫緊の課題となっている。また、医師の他、看護師や各医療技術者の不足も地域として大きな問題となっており、その確保についても各種対策が必要である。民間における医療の提供が限られている根室北部地域では自治体病院である当院が担う役割は大きく、道内医育大学、北海道、地域医療振興財団などへの医師確保要請をはじめ、修学資金制度の活用の啓発を積極的に行うなど医療従事者の確保に向けて、積極的な取り組みが必要である。課題と達成状況
　地域医療を支える医師の確保については、平成１６年度からの医師の臨床研修制度や地理的条件などにより、二次保健福祉医療圏としての根室地域※では常勤医師の確保が困難となり、人口１０万人当たりの医師数は全道平均の半分以下という状況になっている。また、看護師は平成１８年から実施された、急性期医療への手厚い看護形態により、都市部などへの流失が続き、地域における偏在が見られるなど、地方、中小病院では看護師不足が顕著となっている。　このような中で、成果指標１においては、常勤医師数の目標を設定し各大学、地域医療振興財団からの情報収集などを行い、常勤医師の確保に努めたところである。平成２５年度実績では、嘱託、非常勤医師６人を含む２４人の医師の確保を行ったところだが、退職した泌尿器科医師の確保は出来ないなど、医師の確保は依然として厳しい状況にある。次に、成果指標２の医療技術職員養成修学資金貸付は安定した看護師確保を目指して周知を行い毎年５人をめどに実施し、平成２５年度までで９名に貸付を実施しており、今後とも広報等の周知を行い貸付者の増員を図る。今後の方向性

主要施策
医育大学医局への派遣要請地域医療振興財団等からの情報収集等医療技術職員養成修学資金の活用啓発

施策の目的 　地域における医療の確保のため、現状医師数の維持と更なる増員に向けた取り組みを継続して行う。　また、看護スタッフ等においても定員管理を的確に行い、スタッフの不足が無いような取り組みを行う。
その他関連計画その他関連施策

施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり大項目 7 医療体制の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町立中標津病院担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・医療制度改革の法改正等を見据え、医師確保に努める。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
△７人 △６人比較 △９人 △７人 ８人 ９人実績 ２人 ６人 ８人 ２６年度 最終年度（２７年度）１５人 １５人２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 医療技術職員養成修学資金貸付者数（人） 内 容修学資金貸付者目標（単）目標値 初期値（２１年度）比較 ０人 ０人 １人 ２人２２人 ２２人実績 １９人 ２２人 ２２人 ２３人 ２４人２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 医師数（人） 内 容確保を目指す医師数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 107.83 ％ 130.12 ％千円 13,400 千円事業費 9,550 千円 10,298 千円 千円千円 千円一般財源 9,550 千円 10,298 千円 13,400 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

満足していない問35地域医療、救急、災害時医療体制に満足しているか 6.0 ％ 36.5 ％ 31.6 ％ 23.3 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
　国民健康保険事業の健全化に向けて、被保険者の個々の経済状況に応じた応分の負担と制度の周知を徹底し、基金の活用や収納率向上対策を進めて安定した事業運営に努めてきたが、後期高齢者医療支援金や介護納付金など義務的経費が増加してきている。　このような状況の中、特定健康診査などを実施し、生活習慣病の予防による医療費の抑制や事務経費の削減を図っているが、今後も安定した事業運営を行うためには税率の改正を行う必要がある。また、今後予定されている国民健康保険事業の財政運営の都道府県単位化については、道と充分な協議・検討が必要である。　後期高齢者医療にあっては、将来高齢化が進むことが予想され、支える就業人口が減少傾向にあるため国等の支援が必要である。　各種制度の正しい理解が得られるように広報紙を活用した広報活動等により周知、啓発を図るとともに、被保険者の保険料の納付意識の高揚に努める。

現状と背景
　近年の医療保険制度を取り巻く環境は、少子高齢化の進展や医療技術の高度化、疾病構造の変化等により医療費が年々増大する一方、構造的な問題も一層深刻さを増すとともに、長引く社会経済の低迷とも相まって、その運営は非常に厳しい状況に置かれている。　こうした状況の中、平成20年度の医療制度改革により後期高齢者医療制度が創設され、増大する医療費を抑制するためメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査と必要に応じた特定保健指導の実施が各保険者に義務付けられた。　国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤を成し、町民の医療の確保と健康の保持増進に大きな役割を担っている。

課題と達成状況
　指標1の国保加入者一人当たり療養諸費について、平成25年度全道平均は調書作成時未公表のため未記入であるが、これまでの実績から全道平均を下回っているのは確実である。　指標２の広報紙掲載については、制度改正があった場合は周知の回数が増えるが、中間目標値は未達成であるが、多様なメディアを活用する観点から、FM放送も活用して毎月周知を図っている。

施策の目的 　国民健康保険の安定的な運営に努め、生活習慣病予防による医療費の抑制に努める。また、広域的な連携のもと、後期高齢者医療制度の適切な運営を図る。さらに、国民年金制度の周知・啓発の充実を図る。
主要施策

国民健康保険の安定的な運営後期高齢者医療制度の円滑な運用国民年金制度の周知・啓発
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 2 健やかでやさしいまちづくり大項目 8 社会保障の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・高齢者や障がい者に対する情報提供方法及び知識取得がしやすい環境の整備や制度活用が行き渡るような行政サービスの提供方法を検討してはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-3 -3 -18 -18比較 -5 0 13 13実績 14 11 16 ２６年度 最終年度（２７年度）16 18２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 町広報紙掲載（保険料納付・制度周知）（回/年） 内 容年ごとの広報数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 全道平均以下 全道平均以下 全道平均以下 全道平均以下全道平均以下 全道平均以下実績 251,018 265,899 266,271 266,277 275,452331,421 343,418 348,333２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 国保加入者一人当たり療養諸費（全道平均）（円） 内 容年ごとの療養諸費（単）目標値(全道平均) 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 105.34 ％ 102.37 ％千円 3,321,555 千円 0事業費 3,080,080 千円 3,244,613 千円 千円千円 千円一般財源 1,408,094 千円 1,479,410 千円 1,548,068 千円 千円その他 795,539 千円 870,436 千円 890,820 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 894,767 千円 882,667施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 876,447
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問25　健康保険や年金の制度に関して、知りたい情報が得られていると感じるか 5.4 ％ 29.5 ％ 40.9 ％ 22.5 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）
中標津町酪農･肉用牛近代化計画

①②③④⑤⑥⑦

今後の方向性
TMRセンターやコントラクターなどにより地域内の省力化が進み、より飼養体系を充実させることができた。また、デントコーン作付けによる自給飼料の増加は高騰する輸入飼料対策となっている。これらは今後も継続した取り組みが必要である。しかし、農家戸数が減少し大型化が図られたが、家族経営としての１戸あたりの経営規模は限界となり、新規就農対策が重要である。畑作・酪農を含めて農産品への付加価値をつけることが必用であり、全量買取の牛乳ではあるが、地域内で、６次化の対策と併せて、北海道が平成２７年２月に策定予定である「根釧酪農ビジョン※」と連携しながら平成２８年４月からの第６期総合発展計画後期計画において中長期方針を設定したい。さらに、畜産食品加工研修センターでは、北海道が進める「北海道食品機能性表示制度（ヘルシーDO）」について乳製品を中心に新たな製品作りのため調査研究を行なう。環境対策は重要な施策として推進しなくてはならない。

現状と背景
本町の農業は冷涼な気候を生かした酪農が発達し、北海道内においても別海町に次ぐ規模を誇る。また、商業の発展とあいまって農業機械、飼料･肥料などの関連企業も充実している。コントラクターによる飼料調整作業やTMRセンター方式による飼料配送など作業の分業化が進み、より大型化が進んでいる。カロリーの高い飼料トウモロコシの品種改良が進み、当地でも作付けが大きく増えている。輸入飼料は為替レートに左右されやすく、地元での生産拡大は安定的な飼料提供につながるので、単価が安定する。畑作では馬鈴薯が大半を占めていたが、10年ほど前から大根、ブロッコリーなどの作付けをはじめ、大根では100haを超える産地として本州方面にも出荷されている。7　加工研修は職員の技術力も高く人気があり、周辺の手作りチーズ工房からも信頼がある。製品評価も高く販売も順調である。課題と達成状況
TPP交渉の進展によっては、酪農乳製品の関税撤廃が大きな影響を与えることが懸念されている。後継者不足などによる離農は多く、近い将来に向けて新規就農者の確保対策が思うように進んでいない。異常気象や農家数減少により牛乳生産量が減少している。家畜糞尿の散布時の臭気が空港や市街地に流れ込み問題となっている。農家収入の目標値は達成している。新規就農された方は、ほとんどが安定した経営をしているところであるが、全体的には不足している。7　加工センター施設が老朽化しているので、今後の改修など方針が必要である。また、施設規模が小さく販売収入は黒字にならない。

多様でゆとりある農業経営の促進畜産食品加工研修センターの充実主要施策
農業生産基盤の整備担い手の育成・確保と支援体制の強化農地の有効活用安全・安心・良質な農畜産物の付加価値向上環境と調和した農業生産の推進

施策の目的安全・安心で良質な農畜産物の生産や、付加価値の向上を図るとともに、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、農業生産基盤の強化、担い手の育成・確保、農村環境、農業生産環境基盤の充実に努める。その他関連施策 　　　　その他関連計画 　　　　中標津町農業振興地域整備計画農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想人・農地プラン
施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 1 農業の振興

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・現在市町村をはじめ関係団体で策定中である「根釧酪農ビジョン」との連携により労働負担の軽減を図るため支援組織・雇用条件整備・施設等についての施策の円滑な浸透策について、調査研究を進めてはどうか。・乳製品加工品の地域ブランドを作りあげるため「北海道食品機能性表示制度」の調査研究による新たな特産品づくりを目指してはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・離農後の遊休農地対策及び新規就農者対策について、研究をすすめる。・野菜は、新聞報道で取り上げられることが多いことから、ブランド化への好機ととらえ施策をすすめる。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
2 5 -6 -6比較 -2 0 6 9実績 2 4 ２６年度 最終年度（２７年度）4 6２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 新規就農者数（人） 内 容1 2 3年ごとの新規就農者数（単）目標値 初期値（２１年度） 1,329 2,555 -14,238 -14,238比較 2,107 1,996 15,567 16,793実績 14,238 16,345 16,234 ２６年度 最終年度（２７年度）14,238 14,238２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　１ 指標・単位 生産農業所得（1戸当たり）（千円） 内 容年ごとの農業所得（組勘取引実績1戸平均所得20年度実績）(単）目標値 初期値（２１年度）

％実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標％ 93.89 ％対前年比 ％ 106.12 千円千円 614,134 千円 ％ 千円千円 千円事業費 616,413 千円 654,115 千円 216,950 千円一般財源 229,426 千円 213,436 千円 千円千円 千円その他 142,320 千円 163,940 千円 141,270 千円 千円地方債 35,500 千円 50,400 千円 45,900 千円210,014 千円 千円209,167 千円 226,339 千円
％施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％％

％設 問 ％ 19.7 ％ 7.0問28地元の農畜産物(乳製品、肉、野菜、加工品等)を身近に感じるか 39.1 ％ 33.4まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない そう感じない目標指標
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
　ふるさと農道緊急整備事業は根拠法を持たない時限立法による事業であり、国も財政的に厳しいため、平成25年度で事業廃止し、現在は「地域活性化事業債」により、中標津町と北海道で実施している。　TPP問題、農協改革等、農業振興の方向性は不明確だが、「酪農道路」は畑作地帯と違い「国道・道道・市町村道」すべての道路を流通路線として通年道路を使用しなければならい。　基幹産業である酪農業の物流に多大な影響を及ぼす事が考えられるため、農林水産省が所管する農業農村整備事業による農道改良整備の継続は重要である。

現状と背景
近年の酪農経営形態は、ＴＭＲ・コントラクター等の導入により農業機械の大型化が進み、旧来型の農業交通量の構造で整備している郊外部舗装道路の路面損傷が著しいため通行に支障が生じている。これに対応するため路上路盤再生工法等にて路盤改良を行い、大型酪農車両やミルクローリー・飼料運搬車両等の通行の改善を図る必要がある。

課題と達成状況
 本町のような酪農地帯は「町道」「農道」の区別をせず整備を進めてきた。地方交付税の算入対象とするために「町道認定」を進め、町単独事業での改修は財政的にも実施は出来ないことから、団体営事業（地方公共団体営）と北海道実施事業（道営事業）が連携を図り整備を進めている。 課題として、冬期間除雪を必要としない郊外町道路線（砂利道）について、「町道」から本来的な「農道」に位置付けし、建設省の道路特定財源から農林水産省の一般財源による補助事業を導入し、再整備を図る方法を検討すべき時期にきている。

施策の目的 　安全・安心で良質な農畜産物の生産や付加価値の向上を図るとともに、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、農業生産基盤の強化、担い手の育成・確保、農村環境、農業生産環境整備の充実に努める。主要施策
① 農業生産基盤の整備２　担い手の育成･確保と支援体制の強化３　農地の有効活用４　安全・安心・良質な農畜産物の付加価値向上５　環境と調和した農業生産の推進６　多様でゆとりある農業経営の促進７　畜産食品加工研修センターの充実

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 1 農業の振興
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・今後の酪農道路のあり方について検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ ％ 107.10 ％千円 60,000 千円事業費 619,961 千円 56,022 千円 千円千円 千円一般財源 231,190 千円 6,222 千円 6,000 千円 千円その他 143,858 千円 0 千円 千円 千円地方債 35,500 千円 49,800 千円 54,000 千円 千円千円 千円千円 0 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 209,413
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問9道路や河川などが適切に維持管理（側溝清掃・草刈りなど）されていると感じるか 15.8 ％ 43.8 ％ 28.5 ％ 9.8 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1②③4

今後の方向性
　本町の基幹産業である農業の維持継続のため、農業後継者の配偶者確保等の重要施策は、担い手の育成・支援として欠かすことが出来ない。また、離農が進み農地が飽和状態とならない様、意欲のある担い手に集積するとともに、新規就農による担い手確保等農地の遊休化の未然防止が必要である。

現状と背景
　農業経営者の高齢化、後継者不足、農畜産物の輸入自由化及び生産資材の高騰など農業を取り巻く環境は厳しさを増している。また、離農等による農地を近隣農家が集積したことにより１戸あたり平均農地面積は65ｈａを超え労働量の増加により家族経営には限界が来ていると言われている。今後、後継者問題等により離農が進行することで、農地の遊休化が懸念される。

課題と達成状況
　将来に渡る農業の継続の為には、担い手が安心して老後を向かえるための農業者年金加入推進とあわせて農業後継者の配偶者対策が必要であり、女性との出会いの場の提供を行なっているが短期間で成果は難しい問題である。また、離農が進み家族経営による大型農業にも限界が来ていると言われ、既存の「担い手」への農地集積が進んでいるが、今後の農地処分は、現在の担い手だけでは飽和状態となりつつある。

施策の目的 　農業経営者の高齢化、後継者不足、農畜産物の輸入自由化及び生産資材の高騰など農業を取り巻く環境は厳しさを増しているが、担い手対策、農地の有効利用などにより、基幹産業である農業の将来にわたる維持、継続を図る。
主要施策

農業生産基盤の整備担い手の育成・確保と支援体制の強化農地の有効活用安全・安心・良質な農畜産物の付加価値向上
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 1 農業の振興

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書農業委員会担当部
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二次評価
外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法二次評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-2.53% -2.60%比較 -4.27% -3.40% 88.47% 88.40%実績 87.00% 86.73% 87.60% ２６年度 最終年度（２７年度）91.00% 91.50% 92.00%２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 農地利用集積（％） 内 容認定農業者への年ごとの集積率（農地利用集積面積/全耕地面積）（単)目標値 初期値（２１年度）比較 -1 0 0 -13 3 3実績 2 2 3 3 2２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 交流会の開催（回/年） 内 容年間の開催回数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 73.24 ％ 120.71 ％千円 3281 千円事業費 3711 千円 2718 千円 千円千円 千円一般財源 1,853 千円 1,050 千円 1,500 千円 千円その他 1,612 千円 1,243 千円 1,310 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 425 千円 471施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 246
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問28地元の農畜産物（乳製品、肉、野菜、加工品等）を身近に感じるか 39.1 ％ 33.4 ％ 19.7 ％ 7.0 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
伐採時期を迎えるカラマツの更新を計画的に進めなくてはならないが、少し遅れ気味である。重大な状態ではないが、更新速度を速めなくてはならない。カラマツ材の利用は資源、加工、利用が地域内で循環することから、経済循環としては理想的であり、ぜひ成功させる必要がある。これまで以上の推進体制作りと研究が必要である。木材利用フォーラムは継続する必要がある。森林の持つ公益的機能の増加を図るために、私有林への助成制度の充実と町有林の適時施業が大切である。また、木材、森林への理解を深めるため、植樹祭などのＰＲ事業展開は息長く行うことが必要である。さらに、当町を中心に存在する格子状防風林は北海道遺産に指定され、ロングトレイルではその中を歩くことが出来るので観光資源として価値があることもＰＲしていきたい。

現状と背景
当町の人工林はカラマツが多く植栽されている。昭和40年代より積極的に植栽されたカラマツが伐採時期を迎えている。若令の樹木は木材として安定がなく、カラマツは特にヤ二の多さやねじれる性質から利用に関して研究されてきた。北海道内のカラマツも多くが材木として安定する時期に達し、木材利用するために林産試験場などで研究が進み、ある程度の条件でほぼ問題なく利用が可能となっている。当町では早くから間伐、枝打ちを実施し木材としての価値を高める施業を行ってきた。平成２４年に地域材利用推進方針を策定した。近年、地球温暖化が問題視される中で森林資源を充実させることは地球的課題であり、併せて森林の持つ防風、土砂崩壊防止、水源涵養など公益的な機能の充実も期待されている。

課題と達成状況
カラマツの木材利用は大きな課題であり、２５年度に木材フォーラムを開催した。継続した取り組みが必要である。一次産業である農業･林業･水産業はそれぞれがお互いに深い関係がある、木は水や土地を守る存在であり、一次産業を主としている当地域にとっては環境バランスを保つための重要な位置にある。公有林面積はほぼ変わらないが、私有林は農地開発などで減少している。趣味で森林を持つのでは面積を維持できない。手厚い保護と、木材の利用推進は重要である。成果指標である人工林面積は公有林は減少しないが私有林面積が減少している。この傾向は続くと思われる。

主要施策
森林資源の育成・保全林業・林産業の活性化森林環境の保全と活用

施策の目的森林資源の整備及び質的充実を促進し、二酸化炭素の吸収など森林の持つ環境保全機能の充実、水資源の涵養や町土保全、人と森林の共生や資源の循環利用に努めるとともに、持続可能な森林経営と林業林産業の活性化を図る。また、根釧台地の格子状防風林の保全、酪農家との連携強化による河畔林・耕地防風林・屋敷林などの緩衝地帯を整備し、環境保全対策を促進する。その他関連施策 　　　　中標津町地域材利用推進方針その他関連計画 　　　　中標津町森林整備計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 2 林業の振興
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・北海道遺産に登録されている格子状防風林については、観光資源としてもＰＲを進めてはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-14 -16 -3638 -3638比較 -2 -2 3,624 3,622実績 3,638 3,636 3,636 ２６年度 最終年度（２７年度）3,638 3,638２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 天然林面積（町有林+私有林）（ha) 内 容年ごとの天然林面積（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -1 -33 -87 -87 -3783 -37833,779 3,783実績 3,773 3,778 3,746 3,692 3,692２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 人工林面積（町有林+私有林）（ha) 内 容年ごとの人工林面積（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 171.70 ％ 125.97 ％千円 119392 千円事業費 55200 千円 94778 千円 千円千円 千円一般財源 18,964 千円 27,934 千円 29,902 千円 千円その他 40 千円 2,251 千円 1,403 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 64,593 千円 88,087施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 36,196
％ ％ ％ ％設 問

参加していない問29森林づくり活動(植樹、下刈、枝打ち体験など)に参加しているか 2.1 ％ 5.2 ％ 15.5 ％ 76.2 ％設 問 参加している どちらかといえば参加している どちらかといえば参加していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤⑥

今後の方向性
観光は重要な経済対策であるといった認識を全庁内的に持ち、横断的な各種イベントや会議、大会などの積極的な誘致体制作りが必要である。滞在環境の良さや特徴的なものづくりやイベントなど話題づくりによって集客を増やすことが小売店などの販売増加につながる。企業の積極的な投資と雇用に対する助成制度を拡大し、製造業の起業を促すための制度設計や技術研究をする必要がある。現在、中小企業振興審議会で経済分析などを行い、必要施策を検討中である。街なかの賑わいについては、一過性ではない人を滞留させるための施設、歩いたり見たりする空間が必要である。既存施策については継続と拡充が必要である。

現状と背景
当町の商業は周辺の町よりの買い物客も多く人口規模では45,000人近い調査報告がある。近年のモータリゼーションの発達とバイパスの完成により、大型店が相次いでバイパスに移転、開店し旧国道沿いの市街地商店街は対抗策を見出せずにいる。街中の賑わいについては、イベントなど一過性の盛り上がりはあるが、それが商店街の賑わいにつながってはいない。空き店舗対策として実施している助成制度は一定の利用がある。平成23年に中小企業振興基本条例が制定され活発に議論がされ、経済分析など基礎的な調査も行われ、いろいろな対策が検討されている。平成24年には地域雇用創造協議会を立ち上げ、企業の雇用拡大に向けたセミナーや求職者向け講座を開催している。

課題と達成状況
地域の人口減少は大きな問題であり、企業すべてに影響がある。域内向けの企業は圏域を広げることによりカバー人口を増加させてきたが、広がりには限界があり人口減少とともに衰退することが予想される。そのため、魅力向上による来訪のきっかけ作りや観光客の増加がひとつの対策となる。また、域外への対策としては、規模の大きな一次産業から派生する二次産業の育成を図ることである。特に製造業は雇用を生み安定した定住者を作り出す。企業誘致のための産業振興奨励補助金は5千万円以上の投資であり雇用も5人以上の増であり、ハードルを少し下げた地元企業の投資を促進するような施策が必要である。現在、中小企業振興審議会で経済分析などを行い、必要施策を検討中である。商業関係の統計資料が少なく、町として企業の状況把握ができていないので対策が必要である。空き地空き店舗対策では助成利用も多く目標は達成している。

施策の目的中小企業が活性化することで地域経済の活性化につながることから、中小企業振興基本条例に基づく支援等施策を展開する。また、中心市街地に賑わいを呼び戻すため、空店舗対策、まちなか賑わい創出のための各種イベント等を含め、中長期的視点に立った市街地活性化のための対策を強化する。さらに、関係機関との連携による特産品のＰＲ活動等積極的事業展開を実施する。主要施策
中小企業支援策の検討推進融資制度の充実既存企業の体質強化まちなか賑わいの創出空店舗対策及び創業者への支援特産品の開発・PR活動の展開

その他関連施策その他関連計画 　　　　中標津町地域雇用創造計画地域再生計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 3 商工業の振興
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-2,950 -71 -3,090 -3,090比較 -2,950 -2,950 2,879実績 2,810 ２６年度 最終年度（２７年度）2,950 3,090２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 中心市街地の歩行者交通量（人/日） 内 容年ごとの1日当たり歩行者数（商工会交通量調査実績）（単）目標値 初期値（２１年度）比較 1 3 5 5 -6 -64 6実績 5 7 9 9２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 空き地空き店舗活用事業実施数（件） 内 容累計の空き地空き店舗活用事業実績（累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 109.55 ％ 104.13 ％千円 37589 千円事業費 32953 千円 36099 千円 千円千円 千円一般財源 32,949 千円 32,597 千円 34,087 千円 千円その他 4 千円 3,502 千円 3,500 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円 2施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

意識していない問30地元で買い物することを意識しているか 54.4 ％ 28.2 ％ 13.0 ％ 3.9 ％設 問 意識している どちらかといえば意識している どちらかといえば意識していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
町内工務店・建築技術者に対して講習会を通じて最新の建築技術の普及や地域に即した建築技術の普及に努める。住情報誌の発行により、町内の住宅建設の状況について情報提供を行う。今後予定されている２回目の消費税の改正（Ｈ27・10）に伴い「駆け込み住宅建築」が予想されるが、対応できる企業体制を確立。町内工務店の技術者の連携と技術向上、さらに高齢化し限られた人数の技能士（左官・板金工・型枠工・鉄筋工）の新たな育成が中長期的に必要な状況。

現状と背景
　本町に建築される住宅のうち、町内工務店の受注率は、約7割で、約３割は、町外の工務店が受注している。 その内大手建築メーカの受注は、1割程度であるが、町内工務店の建築技術力の向上と技能士の慢性的な不足が原因で、民間建設需要に対応できない状態が続いている。　公共建築工事にも同様の影響があり「入札辞退」「不落札」が道内の一部自治体で大きな問題になっている。大手建築メーカー等は豊富な情報収集力で最新技術論や現場技術を取り入れた住宅建築を展開している。 このため、関係機関、技術研究機関、建築団体と協力して建築技術の講習会などにより、最新技術の普及や情報提供に努める。

課題と達成状況
講習会参加人員の確保・技術講習会の実施・住情報の発行課題として、中標津町内の建設技術者・技能者の育成は喫緊の課題であり、将来的にも一般住宅、公共建築物全ての長寿命化対策に影響が大きいので、施策として「医療職員」「就農支援」に続き「建設技術支援制度」を建設業協会等と連携し検討していく必要がある。

施策の目的中小企業が活性化することで地域経済の活性化につながることから、中小企業振興基本条例に基づく支援等施策を展開する。主要施策
１　中小企業支援策の検討推進２　融資制度の充実③ 既存企業の体質強化４　まちなか賑わいの創出５　空店舗対策及び創業者への支援６　特産品の開発・ＰＲ活動の展開

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 3 商工業の振興
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較 1回発行 ―実績 ０（３年に１度） 1回発行 ― ２６年度 最終年度（２７年度）隔年 隔年 隔年２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 住宅情報の発行（回） 内 容発行回数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 １回/年 １回/年 １回/年実績 １回／年 １回／年 １回／年 １回／年 １回/年２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 技術講習会の開催(回/年） 内 容年ごとの開催数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ ％ 89.66 ％千円 78 千円事業費 33,047 千円 87 千円 千円千円 千円一般財源 33,043 千円 87 千円 78 千円 千円その他 4 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％

満足していない問34雇用対策（通年雇用・雇用の創出・確保など）に満足しているか 4.4 ％ 33.2 ％ 35.8 ％ 17.4 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
観光は重要な経済対策であるといった認識を全庁内的に持ち、横断的な各種イベントや会議、大会などの積極的な誘致体制作りが必要である。個人客が増加する中で、既存の大規模観光地は危機感を増し結束したＰＲ活動や新規イベントを展開している。当地域ならではの資源を生かした新たな観光地作りを推進する必要がある。空港があり生活の利便性が良く、観光地までの適度な距離は滞在観光には適地であり有望な課題である。空港利用推進は観光推進であり料金体系やサービスなど積極的な要請、ＰＲが必要である。

現状と背景
観光は重要な地域振興施策であり、滞在日数を増加させることは大切な課題である。空港のある町としてはゲートウェイ機能を充実させ、周辺地域へ観光客を送り込むための機能充実に努めている。このことから、当町は当町のみの観光を追及するのではなく、周辺との連携が重要であるとの認識から広域観光を大きな目的としている。修学旅行、体験観光など、管内によるＰＲ事業やモニターツァーを実施し観光客の増加に向けた事業展開を実施している。大規模な観光地がないこともあり、ＰＲしにくいといった概念があったが、広域に連携することでスケールメリットを出すことを追求している。管内が一体となった誘致活動が動き始め、一体感のある観光地作りに向かっている。平成25年より観光協会が法人化し専任事務局長を配置した。推進体制強化の1丁目1番地であり、更なる活性化が期待されている。課題と達成状況
修学旅行誘致に関しては、北海道からの補助があり管内の担当者によるＰＲ活動を展開しているが、今後の資金対応についても継続の必要がある。当町は周辺では飲食が充実しているといわれており、昼食・夕食などのＰＲと新しい食の研究は積極的に行う必要がある。観光客入り込み数は目標を達成していないが、宿泊客数については目標を超えている。

施策の目的観光の振興を図り、物流や人の往来など外部からの域内消費を増し、地域の産業・経済を安定させ、雇用機会の創出、生きがいへの発信につなげるサイクルを確立し持続的、安定的で魅力あるまちづくりを行う。
主要施策

広域観光・交流機能の充実観光客等の誘致観光推進体制の充実
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 4 観光の振興

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・東南アジア及び東アジアでは北海道、特に道東地区に魅力が感じられているので、そのことからも観光の推進を図ってみてはどうか。・当地域が持つ自然景観・農村景観･食については、観光地として価値があるということを再認識し、観光振興策を検討してはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・観光目的が体験型観光に変わってきていることから、根室管内だけではなく、新たな観光資源について近隣の他管内を視野にいれた施策を検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
1,000 5,000比較 1,000 2,000 47,000 51,000実績 47,000 48,000 ２６年度 最終年度（２７年度）46,000 48,000２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 宿泊客数（人/年） 内 容年間の宿泊客数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -90,000 -60,000 -60,000 -60,000390,000 410,000実績 300,000 330,000 330,000 330,000２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 観光入込客数（人/年） 内 容年間の入込客数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 141.26 ％ 45.46 ％千円 18806 千円事業費 29282 千円 41364 千円 千円千円 千円一般財源 29,282 千円 34,426 千円 13,392 千円 千円その他 千円 6,938 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円 5,414施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

満足していない問32まちの観光資源(景観、場所、食、イベントなど)に満足しているか。 8.0 ％ 46.9 ％ 30.3 ％ 11.4 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④

今後の方向性
今後、農業の制度改正が進むにつれ、農家個々による事業展開はますます盛んになると予測される。当町を含む近隣には農畜産物や海産物の資源は豊富であり、より付加価値をつけるために２次産業である製造業の誘致、起業を推進することが雇用を生み人口の安定化につながり消費をもたらす。この循環を作ることが地域の重大な政策である。カラマツ利用に関する研究会の継続的開催と、町が積極的な利用推進策を展開して早期に利用を作り出すべきである。

現状と背景
自らが生産、加工、販売を手がけている農業者が数戸あるが、各種産業との連携は不十分である。カラマツの利用は喫緊の課題であり、資源と製造、利用が存在するまさに六次産業向けの素材であるが、カラマツの特性であるねじれやヤニの多さが建築材として敬遠されている。しかし、この点についてはすでに乾燥技術の進化によって解決済みであることが十分ＰＲされていない。理解が今後の利用推進の大きな課題である。カラマツ利用は地域材利用推進方針が策定され、今後の利用を推進する体制が出来た。

課題と達成状況
域外への対策として、規模の大きな一次産業から派生する二次産業の育成を図ることである。特に製造業は雇用を生み安定した定住者を作り出す。企業誘致のための産業振興奨励補助金は5千万円以上の投資であり雇用も5人以上の増であり、ハードルを少し下げた地元企業の投資を促進するような施策が必要である。資源を多元的に加工するための情報や技術化が不足しているので、それらに対する研究組織を立ち上げる必要がある。十勝やオホーツクは以前より食材研究を行い成果をあげているが、釧根地域は各地に水産物研究施設はあるが広域の食材研究はなく、広域での対応が必要である。新児童センターへの地元材利用が計画されている。

施策の目的 農畜産業が食品産業、流通業、観光業等の地域の他産業と連携することにより、地域の産業を推進し、また、中標津特有の資源を発掘・開拓し、その商品化、事業化を進め、付加価値のある地域ブランドとして確立し、地域における雇用と地域経済の活性化を図る。また、町有林より生産されるカラマツ材を一般建築材として活用するためにその方策を研究し、優良カラマツ材としてブランド化を図る。主要施策
農畜産物加工・流通の支援地域内連携による経済活性化優良カラマツ材のブランド化を図るための利用促進新産業の支援

その他関連施策         中標津町地域材利用推進方針その他関連計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 5 6次産業化の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・カラマツ材の活用については、木育活動に取り組み高校生等の学校活動に取り入れる等事業の展開を検討してはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
0 0比較 0 0 0 0実績 0 0 ２６年度 最終年度（２７年度）1２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 優良カラマツ材を使った施設の建築（件） 内 容施設建築数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 0 0 0 04 4実績 4 4 4 4２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 6次産業化に取り組んでいる農業者数（人） 内 容年ごとの農業者数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ ％ ％千円 168 千円事業費 千円 千円 千円千円 千円一般財源 千円 千円 168 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問28地元の農畜産物(乳製品、肉、野菜、加工品等)を身近に感じるか 39.1 ％ 33.4 ％ 19.7 ％ 7.0 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
ハローワークなどと連携し、通年雇用化と新規就職のミスマッチを少なくする求人説明会などは継続した取り組みが重要である。また、企業の業績が向上しなければ雇用は増えないので、地域の資源を利用した製造業の起業など新規取り組みや企業誘致を推進する必要がある。地域雇用創造事業の次のステップとして、実践型地域雇用創造事業を検討する、。

現状と背景
長引く不況により、雇用環境は厳しい状況にある。特に季節労働者は平均年齢も高く通年雇用化が進まない。平成19年に根室管内通年雇用促進協議会が結成され、セミナー、技術取得講習会を開催し通年雇用化を推進している。また、平成24年より2年間、地域雇用創造事業を実施し求職者のスキルアップ、企業の事業展開支援、合同求人説明会を開催し、求職者と企業を結びつける取り組みを行っている。

課題と達成状況
通年雇用化は実績が出ているが、高齢者には対応しにくい。地域雇用創造事業での成果は次年度以降の予定である。併せて、中小企業振興基本条例が制定されたことにより、中標津町の経済分析が行われた。分析結果による町の対策が今後の課題である。地域雇用創造事業での成果は、平成24年度で目標５０人に対して４９人、２５年度は目標５０人に対して７２人であった。

施策の目的失業者または季節労働者の通年雇用に向けた取り組みを多様な点から継続的に推進していく。
主要施策

通年雇用化対策の推進季節労働者への就労対策の推進雇用の確保に向けた取り組み
その他関連施策その他関連計画 　　　　中標津町地域雇用創造計画地域再生計画施策体系 基本目標（章） 3 力みなぎる産業のまちづくり大項目 6 雇用対策の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較 -6 1 5 11 -15 -1513 15実績 7 14 18 24２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 通年雇用化人数（管内4町季節労働者数）（人/年） 内 容年ごとの通年雇用化人数（通年雇用促進支援事業実績）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 32.60 ％ 57.88 ％千円 4967 千円事業費 26329 千円 8582 千円 千円千円 千円一般財源 26,329 千円 8,582 千円 4,967 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

満足していない問34雇用対策(通年雇用、雇用の創出・確保など)に満足しているか 4.4 ％ 33.2 ％ 35.8 ％ 17.4 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①23④⑤

今後の方向性
事業名は移住事業だが、長期滞在希望のほうが圧倒的に多いので施策の内容を変更すべきときにきている。移住のための町有地の売り払いは、必要性が少ないのではないか。

現状と背景
北海道が始めた団塊の世代移住事業は、開始当初大変注目を集め北海道の一大事業となったが、人口対策のための移住事業と交流推進のための長期滞在事業とに分かれつつある。移住はハードルが高い。ただし、当町は教員など管内退職者の移住先となっているのは以前からのことであり、そこにあえて施策展開する必要性は少ない。

課題と達成状況
移住者の希望は市街地より郊外地を希望する場合が多いようであり、町有地を安価に販売すべきか課題も多い。

施策の目的都市計画マスタープランや農業振興地域整備計画、森林整備計画など土地利用計画の総合的な調整を図りながら、調和の取れた計画的な土地利用を推進する。また、市街地の無秩序な拡大を抑制しつつ、まちの中心に人や施設、各種機能が集まり、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりとあわせて、企業誘致などによる定住人口の増大を目指す。さらに、町有未利用地の有効活用と遊休地処分を図る。主要施策
計画的な土地利用の推進都市計画マスタープランの推進市街地整備の推進町有未利用地の有効活用移住対策の推進

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 1 計画的な土地利用と市街地整備の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ ％ ％千円 千円事業費 千円 千円 千円千円 千円一般財源 千円 千円 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問 ％ ％ ％ ％設 問目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
　都市計画マスタープランに沿ったコンパクトな街づくりを推進し、効率的な土地利用と秩序ある計画的な街づくりを図っていくが、「規制による街づくり」とならないように地域別構想を住民と協働で進めていけるように更なる「街づくり協議会」の設立を支援していく。　平成25年度より観光協会が法人化し自主的な活動が期待されている。観光の要素を取り入れた中心市街地の活性化に官民が連携して取り組んでいけるような体制づくりが必要。　町有遊休未利用地については期限付き貸付を含めて検討し、管理経費（草刈・バリケード・立看板等）の低減に努めている。　また、平成２５年度に大地みらい信金西支店用地として町有地の旧営林署跡地を売却し西支店（りんどう支店）の建設着工に至った。　「中標津郵便局」と「大地みらい信金西支店」の間に未利用地（残地）があり、店舗完成後に町有地売却のPRが必要である。　

現状と背景
平成23年度に策定した新たな都市計画マスタープランにより、都市計画区域内の土地利用（用途地域）の見直しを含めて、都市機能をコンパクトに集積し「都市経営コストを増大させないまちづくり」への転換を進めている。特に中心市街地は近年、地域コミュニティ活力が低下しつつあり、高齢化等により交流機能など中心市街地の役割を取り戻すことが求められている。点在する市街地の町有未利用地を有効に活用できるよう用途を検討し、遊休未利用地については隣接者・移住者に売却等の推進を図る。

課題と達成状況
　平成23年度策定の都市計画マスタープランに基づき、都市計画用途地域全体の見直しと、用途未指定地域における特定用途制限地域の検討作業を進め、平成26年10月に都市計画決定を目指している。都市計画マスタープランの地域別構想に沿って３団体が「街づくり協議会」を設立し行政とともに活動を推進している。　中心市街地は平成23年度に完成した「タワラマップ親水広場」をメイン会場に、商工会と街づくり協議会が協働で四季を通じたイベントを企画し中心市街地活性化に寄与している。　町有遊休未利用地については、宅地にするための接道整備・区域測量・造成・上下水道整備など経費が必要で、これらの整備費を購入希望者負担を条件とした「現状渡し方式」による売り払いは困難であり、隣接者・移住者への売却に至ってないのが現状。　今後の課題として、開発行為を指導する立場の行政側で、住宅建設が可能なな最低限の整備を行い「宅地」として町民に提供（売り払い）すべきである。

施策の目的 　都市計画マスタープランや農業振興地域整備計画、森林整備計画など、土地利用計画の総合的な調整を図りながら、調和のとれた計画的な土地利用を推進する。　市街地の無秩序な拡大を抑制しつつ、まちの中心に人や施設、各種機能が集まり、歩いて暮らせる「コンパクトなまちづくり」とあわせて、企業誘致などによる定住人口の増大を目指し、町有未利用地の有効活用と遊休地処分を図る。主要施策
① 計画的な土地利用の推進② 都市計画マスタープランの推進③ 市街地整備の推進④ 町有未利用地の有効活用５　移住対策の推進

その他関連施策その他関連計画 都市計画マスタープラン施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 1 計画的な土地利用と市街地整備の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・都市計画区域外の地域に対する施策を検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較 742,163 742,163 742,163実績 742,163 742,163 742,163 742,163 742,163２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 土地貸付面積（㎡） 内 容町有地の貸付面積目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 113.86 ％ 56.29 ％千円 5772 千円事業費 9,006 千円 10,254 千円 千円千円 千円一般財源 9,006 千円 10,254 千円 5,772 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
関心を持っていない問５まちの計画や取り組みに関心を持っているか 23.1 ％ 46.6 ％ 23.6 ％ 5.7 ％設 問 関心を持っている どちらかといえば関心を持っている どちらかといえば関心を持っていない
満足していない問４全体的に見た中標津町のまちづくりに満足しているか 7.0 ％ 56.7 ％ 28.5 ％ 6.0 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1②3

今後の方向性
農村風景は観光にとっても重要であり、整理された美しい農場は道路から見ても気持ちがよく、地域の価値が向上する。一方で堆肥舎や放牧パドックが遮蔽もなく道路に面したり、野積みの堆肥がせっかくの景観を損なっている場合などがある。外部専門家などを通じて、農村景観を美しく見せるための方策を検討する必要がある。

現状と背景
平成9年に景観条例を施行し「ふるさと中標津の良好で緑豊かな自然景観や酪農景観などを守り、つくり、育てる」ことを目的に景観形成に取り組んでいる。空港から市街地までの道路は、アカエゾマツとシラカバの並木があり「お迎えロード」として景観を作り上げている。また、市街地から開陽台までは中標津のベースとなる観光道路であり、整備が必要である。

課題と達成状況
並木は植栽面積が狭く、シラカバ・アカエゾマツともに高木になることから電柱の直下に植栽した場合など枝打ちや上部切断により不格好な状態となり景観上好ましくない。新規植栽や樹種変更により並木保全を継続する必要がある。開陽台までの路肩の草刈は過去に2度行われていたが、予算の都合で1回になっている。「シンボルロード」として2回刈払いが必要である。

施策の目的 地域の特性を生かした中標津らしい魅力ある景観形成と、自然環境と調和した美しい景観形成をめざす。
主要施策

景観法に基づく景観計画の策定景観の質の向上、保全、活用の推進景観形成の普及・啓発等の推進
その他関連施策その他関連計画 　　　　中標津町都市計画マスタープラン施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 2 景観形成の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・農業高校が取り組んでいる花の分野を発展させる施策を検討する。・花が外から見えるような飾り方が公共施設や家庭に広がっていくような施策を検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ #DIV/0!％ 100.64 ％千円 1424 千円事業費 千円 1415 千円 千円千円 千円一般財源 千円 1,415 千円 1,424 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問 ％ ％ ％ ％設 問目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
 目標としている新たな「景観計画」の策定については、太陽光エネルギー政策や携帯電話基地局の防災利活用など、国・北海道の新たな法体系や施策と整合性を図り進めていく必要があり、平成２５年度の策定は見送り、景観行政団体への移行と併せて、後期基本計画（H２８～H３２）の早い時期を目標に「景観計画」の策定を進めたい。　本町が先進的に策定した「景観条例」「国道272号沿道景観基準」「携帯電話基地局設置に関する景観形成基準」「太陽光発電施設立地に伴う景観形成基準」は常に見直しを検討し、景観に係る行政指導は結論を景観審議会に依存しない行政システムを構築すべき時期にきている。　町民の景観への関心熟度をみて、行政と町民が共に次の段階の景観行政を進めていくべきである。

現状と背景
　本町は平成9年度に「景観条例」を施行し、「ふるさと中標津の緑豊かな自然景観や酪農景観などを守り、つくり、育てる」を目的に景観形成に取り組んできた。　この間「国道272号沿道景観」や「携帯電話基地局設置に関する景観形成基準」の施行により、市街地景観・農村景観の保全を中標津町景観審議会とともに審査・誘導を行っている。

課題と達成状況
　景観形成団体の新規組織化の推進や、住民が精神的・文化的に豊かな郷土景観に対する関心が高まるような景観学習が必要であり、規制のみの行政指導は住民理解に限界がある。　そのような状況下で、平成24年度に「太陽光発電施設立地に伴う景観形成基準」を施行し、敷地面積1万平方メートル以上の事業者に対して統一した指導助言が可能となり、平成２５年度は４件に６回の協議を実施し、「携帯電話基地局設置に関する景観形成基準」による基地局設置に伴う協議は４件１０回実施している　自然エネルギー政策と景観による事業規制は経済活動の停滞を招く事と、景観に対する価値観の違いもあり指導は難しいが、事業者に対し本町の景観に対する取り組みが理解されている。　また、平成２２年度から継続している啓発事業は、平成２５年度「中標津らしい景観学習ワークショップ」を実施し小中学生１９名の参加があり、今後も内容を変えて継続実施していく。

施策の目的 地域の特性を生かした中標津らしい魅力ある景観形成と、自然環境と調和した美しい景観形成を目指す。主要施策
①　景観法に基づく景観計画の策定②　景観の質の向上、保全、活用の推進③　景観形成の普及・啓発等の推進

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 2 景観形成の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・景観については、既存の環境を維持していく。・花が外から見えるような飾り方が公共施設や家庭に広がっていくような施策を検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較 2団体実績 2団体 2団体 2団体 ２６年度 最終年度（２７年度）２団体 ２団体 ３団体２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 景観団体の育成（団体） 内 容景観条例に基づき、認定された景観形成を図ることを目的とした団体の数（累計）目標値 初期値（２１年度）比較 策定済 策定済 策定済実績 未策定 未策定 未策定 未策定 未策定２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 景観計画の策定（条例化） 内 容景観法に基づく景観計画の策定状況目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 27.80 ％ 87.28 ％千円 501 千円事業費 2,065 千円 574 千円 千円千円 千円一般財源 2,065 千円 574 千円 501 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
そう感じない問17お住まいの地域は｢良好なまちなみ(住環境）である｣と感じるか 24.4 ％ 54.4 ％ 15.8 ％ 3.4 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない
満足していない問10自然・公園・家の周辺などの｢まちの緑｣に満足しているか 25.4 ％ 50.8 ％ 16.8 ％ 4.9 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）

68



平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①2345

今後の方向性
　今後においても沿線自治体及び関係団体と協力し、早期完成を要望していく。特に、根室中標津道路の別海町中春別から本町の区間は通勤者も多く、道路幅も狭いことから調査区間の指定を要望していく。

現状と背景
　広域分散型の地域構造を有する根室・釧路地区において、人的や物流の交流の基盤となる地域高規格道路は必要であり、関係機関との連携を密にし、計画的に整備を進めていく必要がある。　釧根トライアングル整備構想で構成されている釧路中標津道路、根室中標津道路などの広域基幹道路は、緊急・重症医療患者の搬送路確保による町民生活の安定、農畜産物や海産物の物流の促進、中標津空港へのアクセスなど地域活性化が期待されることから、早期整備が望まれる。

課題と達成状況
　地域高規格道路釧路中標津道路は、総延長100ｋｍに対して18ｋｍ、地域高規格道路根室中標津道路は、総延長40ｋｍに対して6.4ｋｍの整備が完了となっているが、今後とも人的・物流の重要な道路整備であるので早期完成を要望していく。

主要施策
高規格道路等の整備促進町道等の生活道路の整備安全な道路環境の維持公共交通機能の強化安定した航空路線の維持・活用

その他関連施策施策の目的 　町民生活の利便性向上や地域の活性化に向け、高規格道路の整備促進をはじめ、町道等の維持管理の充実を図る。　また、身近な移動手段である公共交通システムの維持に努める。さらに、中標津空港の利用者促進を図る。
その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 3 道路・交通網の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 100.00 ％ 100.00 ％千円 210 千円事業費 210 千円 210 千円 千円千円 千円一般財源 210 千円 210 千円 210 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問 ％ ％ ％ ％設 問目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

123④5

今後の方向性
　町有バス路線は、利用者の減少があるが、地域の生活路線としての維持が必要である。　市内循環線は、住宅地の拡大により路線の延長要望があることから、利用者の利便性を図るために路線の見直しは早急に必要であり、平成24年度より中標津町地域公共交通会議が国土交通省の補助を受けて地域公共交通確保維持改善事業を実施し、住民要望に答えるための新たな路線案を作成した。　新たな路線案は、郊外に広がった住宅街への路線延長は、町有バス路線である武佐線と俣落線の路線延長で確保し、民間が運行する市内循環線は商業集積地に延伸するものである。　なお、各路線ともに役場への乗り入れも行なわれる計画である。　また、各バス路線の利用促進のため、利用しやすい路線マップや乗り方についての周知を図る。　ＪＲ代替バス路線は、一部の路線見直しを行い利用者の利便性を図っているが、利用者の減少が続いており、運行維持のための協議会のあり方を再検討する必要が生じている。

現状と背景
　公共交通機関については、町営バスが郡部３路線を運行し、市街地との移動手段を確保し、民間事業者が市街地を循環する市内循環線と他市町間とを結ぶ生活バス路線を運行している。　しかし、郡部の人口の減少に伴い町有バスの利用率は低下し、生活バスも年々利用者数が減っており、路線の変更による利便性の向上が課題となっている。市内循環線については、住宅地の拡大により路線延長の要望があることから路線の見直しが必要となっている。

課題と達成状況
　指標１の町有バス利用者数については、郡部の人口減少に伴い町有バス路線の利用者の減少が止まらない状況にある。　指標２の市内循環線利用者数については、横ばいか、減少傾向が続くことが予想される。

施策の目的 　町民生活の利便性向上や地域の活性化に向け、高規格道路の整備促進をはじめ、町道等の維持管理の充実を図る。また、身近な移動手段である公共交通システムの維持に努める。さらに、中標津空港の利用者促進を図る。
主要施策

高規格道路等の整備促進町道等の生活道路の整備安全な道路環境の維持公共交通機能の強化安定した航空路線の維持・活用
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 3 道路・交通網の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
401 -3,132 -51,000 -51,000比較 3,202 2,334 50,401 46,868実績 49,559 53,202 52,334 ２６年度 最終年度（２７年度）50,000 51,000２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 市内循環線利用者数（人/年） 内 容年間の循環線利用者数（阿寒バス調書）（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -1,104 -2,518 -2,172 -1,989 -5,200 -5,2005,000 5,200実績 4,855 3,896 2,482 2,828 3,011２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 町有バス利用者数（人/年） 内 容年間の町有バス利用者数（生活課調書）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 99.04 ％ 104.77 ％千円 65,525 千円 0事業費 63,147 千円 62,540 千円 千円千円 千円一般財源 21,367 千円 25,535 千円 23,244 千円 千円その他 40,914 千円 36,611 千円 41,852 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 394 千円 429施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 866
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問11　公共交通（バス）を利用して、便利に暮らすことができると感じるか 6.7 ％ 26.2 ％ 37.8 ％ 27.2 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1234⑤

今後の方向性
航空機の利用者を拡大するには観光事業と連動した積極的なPRを国内外問わず展開し、搭乗者数の増加に努める。広域観光による利用拡大のために、周辺地域との連携や道東の各空港との連携などを強化する。航空会社と連携し、ANAwebを利用した商品販売を推進する。当地域の観光は知床横断道路の通行と密接な関係があり、閉鎖とともに利用が減少する傾向がある。このため、１１月から４月までの期間の閑散期対策を実施し新たな観光事業展開などを充実する。また、チャーター便については、他町と協力し、国内は一昨年から・海外へは、ほぼ毎年実施しているところであり、平成２６年度は台湾との相互チャーターの計画をしており、今後も多くの観光客誘致のため積極的にチャーター便の乗り入れを進める。

現状と背景
中標津空港は道東地域の交通拠点のひとつとなっている。ＪＲ廃止後の札幌圏への移動にはなくてはならない存在であり、首都圏からの観光やビジネス利用も地元経済に大きな影響がある。特に現在の札幌便３便体制は維持しなければならない平成２２年に札幌線が丘珠空港から千歳空港へ移動したが、国内や国外への移動の利便性は著しく向上した。また、首都圏と直結する東京便についても地域への観光客の誘導のためにはなくてはならず、関係機関との連携、要請活動などは積極的に展開しなくてはならない。

課題と達成状況
羽田便は九州方面と比べて価格が高めの設定であり、是正対策が必要である。利用客増はPRやツァー造成など直接的な影響を与えることが、旅行のきっかけ作りとして重要であり、効果的な対策が必要である。搭乗人数の目標については達成しているが、空港利用客数が200,000人以下では少人数利用空港となるので、当面は200,000人を目指す。（平成25年度　192,000人）搭乗率は機材の席数にもよるが、目標を達成していない。

主要施策
高規格道路等の整備促進町道等の生活道路の整備安全な道路環境の維持公共交通機能の強化安定した航空路線の維持・活用

施策の目的町民生活の利便性向上や地域の活性化に向け、高規格道路の整備促進をはじめ、町道等の維持管理の充実を図る。また、身近な移動手段である公共交通システムの維持に努める。さらに中標津空港の利用促進を図る。その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 3 道路・交通網の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-11.85 -2.52比較 -5.31 -5.98 54.15 63.48実績 65.72% 60.69 60.02 ２６年度 最終年度（２７年度）66.00 67.00２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 搭乗率（％） 内 容年間の中標津空港発着便の搭乗率（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -10,777 -4,963 8,963 12,215180,000 185,000 190,000実績 167,325 169,223 175,037 188,963 192,215２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 搭乗者数（人/年） 内 容年間の中標津空港搭乗者数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 101.45 ％ 96.42 ％千円 18681 千円事業費 19097 千円 19374 千円 千円千円 千円一般財源 19,097 千円 19,374 千円 18,681 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

満足していない問12中標津空港利用の利便性に満足しているか 24.4 ％ 44.3 ％ 22.0 ％ 8.0 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
　第6期中標津町道路整備５箇年計画に沿った優先順位により計画的な道路予算執行を目指す。　国土交通省が進める道路ストック（トンネル・橋梁・舗装・道路付属物など）点検については、札幌圏中心のコンサルタントに依存せず、地元建設業協会・地元測量協会等と行政が連携を図り点検作業の実施が必要で、点検結果を公表するとともに、今後の大きな地震等災害時の緊急点検や応急工事に対し、点検データーを共有して実施できる体制づくりが重要である。　現在まで進めてきた除排雪・除草・散水・清掃の民間委託については一定の成果が現れているが、除排雪と砂利道路不陸整生作業等は、近年町民からの緊急要請頻度が非常に高く、町直営の作業機械と運転技術員を確保することにより、適切でスピーデイーな対応が可能であり計画的な作業機械更新と人員配置が必要である。

現状と背景
　本町の道路整備は平成元年度から道路整備５箇年計画を策定し、地域住民の意見と町財政の計画的な執行を目指し計画的に整備を進めている。　平成２５年度に平成２６年度から平成３０年度を期間とする「第6期中標津町道路整備５箇年計画」を地域住民の意見を取り入れて策定した。　本町の総延長６３９ｋｍに及ぶ町道は基幹産業である酪農の生産物である「生乳」を消費地に運ぶため、国道・道々を幹線とした流通ネットワークが重要で、通年（毎日）道路の通行確保が必要である。　異常気象を原因とした災害発生時（地震・豪雨・豪雪等）においても、生産活動を支援するために早急な交通確保が必要であり、道路施設の日常点検が重要視されている。

課題と達成状況
　道路整備は第５期整備計画（H２１～H２５）に基づき概ね計画通り実施している。　新たに国土交通省が道路ストック（トンネル・橋梁・舗装・道路付属物など）点検について平成２６年度までに完了させる方針を打ち出しているが、技術職員が不足している北海道内の自治体は今後２年間で集中的に点検業務を実施できる体制が確保できず対応に苦慮している。　道路環境維持として、平成２５年度から全ての除雪車（直営・民間委託）に、ドライブレコーダーと携帯電話の電波を利用した位置情報システムを導入し、より効率的で安全な除雪作業が可能となった。　また気温が上昇している３月下旬に除雪作業後、路側帯に堆雪している氷雪を小型ロータリー車により切削し、車道を拡幅する新たな試みを実施し効果を確認している。

施策の目的町民生活の利便性向上や地域の活性化に向け、高規格道路の整備促進をはじめ、町道等の維持管理の充実を図る。主要施策
１　高規格道路等の整備促進②　町道等の生活道路の整備③　安全な道路環境の維持４　公共交通機能の強化５　安定した航空路線の維持・活用

その他関連施策その他関連計画 第５期中標津町道路整備５箇年計画（Ｈ２１～Ｈ２５）第６期中標津町道路整備５箇年計画（Ｈ２６～Ｈ３０）中標津町橋梁長寿命化計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 3 道路・交通網の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-0.15Km 0.43Km比較 -0.37Km 1.25ｋｍ 1.８３ｋｍ実績 0.33ｋｍ 1.03ｋｍ ２６年度 最終年度（２７年度）1.40ｋｍ ― 1.98ｋｍ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 防雪柵の整備（計画　3.30Kｍ） 内 容年ごとの防雪柵整備延長距離(累）目標値 初期値（２１年度）比較 -2.67% -1.71% -1.50%59.00% ― 60.80%実績 55.40% 56.33% 57.29% 57.50%２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 町道の舗装率（％） 内 容年ごとの町道舗装率（町道路線内訳）（累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 101.38 ％ 109.49 ％千円 1111667 千円事業費 1,001,407 千円 1,015,274 千円 千円千円 千円一般財源 501,362 千円 475,460 千円 398,454 千円 千円その他 40,914 千円 48 千円 0 千円 千円地方債 313,700 千円 345,000 千円 426,600 千円 千円千円 千円千円 194,766 千円 286,613施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 145,431
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問９道路や河川などが適切に維持管理（側溝清掃・草刈など）されていると感じるか 15.8 ％ 43.8 ％ 28.5 ％ 9.8 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1②③

今後の方向性
　まちづくり町民アンケート調査で、「町の情報について、知りたい情報が得られている」と感じている、どちらかといえば感じていると答えた方が約54％と低く、今後とも情報基盤の整備や多様な情報サービスの提供はもとより、誰もが安心して利用することができる環境整備及び情報弱者の解消、情報セキュリティ対策の徹底に努めなければならない。

現状と背景
　パソコンや携帯電話、インターネットが普及し、誰もが世界中の情報を入手し、発信することができる環境が実現しており、行政においても各種サービスをインターネットで提供する自治体が増えている。本町においては、情報ネットワーク整備事業で構築したイントラネット及び庁内ランを整備し、庁内の情報化を進めるとともに、ホームページの充実や最近は情報が広がる新たな手段として大きく普及しているソーシャルネットワーキングサービス（ツイッター・ブログ・フェイスブック）も活用し、町内外への情報提供を図っている。　また、全国の自治体間と総合行政ネットワーク網で接続し、情報化を推進している。

課題と達成状況
　情報ネットワーク整備事業で構築したイントラネット及び庁内ランは、現在の行政運営のために欠かすことのできない設備であり、安定運営のための保守管理や情報セキュリティ対策に万全を期している。　ネットワーク化された公共施設は19施設で、役場・計根別支所・文化会館（図書館）・病院・福祉センター・保健センター・保育所・体育館・給食センター・消防署・中標津小・中標津東小・丸山小・中標津中・広陵中・東児童館・西児童館・わんぱく児童館・なかよし児童館となっている。　全国の自治体間とも総合行政ネットワーク網で接続し、安定運営の保守管理や情報セキュリティ対策を行っている。　課題としては、インターネット等を使用できない情報弱者の解消である。

主要施策
ブロードバンド・ゼロ地域解消に向けた取り組み自治体の情報化の推進情報化の環境づくりの推進

その他関連施策施策の目的 　地域情報化の進展による地域経済や町民生活の向上を図るため、情報基盤の整備とともに情報提供などの充実を図り、情報化を推進する。
その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 4 情報化の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ ％ ％千円 1,508 千円事業費 千円 千円 千円千円 千円一般財源 千円 千円 1,508 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問60　町の情報について、知りたい情報が得られていると感じますか。 8.5 ％ 45.9 ％ 28.5 ％ 12.7 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1②3

今後の方向性
　平成25年5月31日に公布されたマイナンバー法等に対応するための住民基本台帳ネットワークシステムについて所要のシステム改修等や、全国的に広がりつつある、住民票、印鑑登録証明等のコンビニエンスストアでの発行についても、マイナンバーカードの普及状況を見据えながら、費用対効果等を検討しつつ調査・研究する必要がある。

現状と背景
　パソコンや携帯電話、インターネットが爆発的に普及し、だれもが世界中の情報を手軽に入手し、情報発信することができる環境が実現している。また、全国的に、各種の行政サービスをインターネット経由で提供する電子自治体の構築が進んでいる。　そのため、各地方自治体が管理する住民基本台帳を電子化し、コンピュータネットワークを介して共有する住民基本台帳ネットワークシステムの導入や戸籍事務の迅速性、正確性の確保と窓口における住民サービスの向上を図るため電算運用を図り、さらに住民の利便性を高めるため証明書自動交付機を街中心部の総合文化会館内に設置している。

課題と達成状況
　戸籍に関しては、平成20年1月28日から電算による運用を図り、戸籍事務の迅速性、正確性の確保と窓口における住民サービスの向上を図ってきた。　また平成25年度においては、大規模災害等により戸籍が失われた場合でも、短時間のうちに再製を完了できるよう戸籍副本データ管理システムを導入しセキュリティーの向上が図られた。　住民基本台帳ネットワークシステムについても、住民票の広域交付や公的個人認証サービスにより町民が国税の電子申告を行うことも可能となった。

施策の目的 　地域情報化の進展による地域経済及び町民生活の向上を図るため、情報基盤の整備とともに情報提供などの充実を図り、町全体の情報化を推進する。
主要施策

ブロードバンド・ゼロ地域解消に向けた取り組み自治体の情報化の推進情報化の環境づくりの推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 4 情報化の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 10.22 ％ 125.61 ％千円 13,272 千円事業費 103,358 千円 10,566 千円 千円千円 千円一般財源 21,473 千円 8,134 千円 10,924 千円 千円その他 977 千円 2,403 千円 2,318 千円 千円地方債 48,850 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 29 千円 30施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 32,058
％ ％ ％ ％設 問

活用していない問19　日常生活でインターネットなどを活用しているか 39.9 ％ 10.4 ％ 12.2 ％ 37.0 ％設 問 活用している どちらかといえば活用している どちらかといえば活用していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①23

今後の方向性
当面は現状での維持管理を継続する。

現状と背景
町内のブロードバンドゼロ地域解消事業は平成23年度で完了し、ほぼ全域が対象地域となった。

課題と達成状況
実際の利用件数は100件程度だが、携帯電話の接続容量が大きくなるに従い利用件数は伸びない。現在でもスマートフォンのみで十分対応可能な部分もあるので、次期計画では必要性が問われる可能性もある。

施策の目的 地域情報化の進展による地域経済及び町民生活の向上を図るため、情報基盤の整備とともに情報提供などの充実を図り、町全体の情報化を推進する。
主要施策

ブロードバンド・ゼロ地域解消に向けた取り組み自治体の情報化の推進情報化の環境づくりの推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 4 情報化の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00実績 92.94% 100.00 100.00 100.00 100.00２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 ブロードバンド利用可能率（％） 内 容町内でのブロードバンド利用可能世帯率（累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 1.52 ％ 83.50 ％千円 1058 千円事業費 83395 千円 1267 千円 千円千円 千円一般財源 1,510 千円 210 千円 千円 千円その他 977 千円 1,057 千円 1,058 千円 千円地方債 48,850 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 32,058
％ ％ ％ ％設 問

活用していない問19日常生活でインターネットなどを活用しているか 39.9 ％ 10.4 ％ 12.2 ％ 37.0 ％設 問 活用している どちらかといえば活用している どちらかといえば活用していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
平成24年度策定の公営住宅等長寿命化計画に基づき、安全で快適な住まいを長きに亘って確保するため、修繕、改善、建替えなどの公営住宅等の活用手法を定め、長期的な維持管理を実現する。　予防保全的な観点から修繕や改善の計画を定め、長寿命化による更新コスト削減と事業量・事業費の平準化を目指す。　一般住宅の建設については、建築主事を置く行政庁として違反建築物の防止を図り、将来的にも建築指導を行うことにより良好な住環境の形成を図ることが重要である。　宅地の造成については、宅地開発指導要綱により、道路の舗装化、排水施設、歩道の確保、下水道施設の設置など、水準の高い整備がされるが、開発行為の申請に該当しない（3,000㎡以下）の宅地造成については、舗装、排水、除雪、ゴミ収集など課題が多いため、可能な限り住環境に配慮した良好な宅地になるよう理解を求める必要がある。

現状と背景
公営住宅整備は平成１９年度「中標津町住生活基本計画」と「中標津町公営住宅整備活用計画」を策定し、老朽化が進む公営住宅の建替えや改善計画等の整備方針とし、平成24年度には公営住宅等長寿命化計画を策定し、適切な管理戸数を設定するとともに、道営住宅との連携、役割分担をし、老朽ストックの効率的な更新を進めている。　一般住宅については建築基準法９７条の２による建築主事を置く行政庁の適用を受けて、小規模な建築物に関連する建築指導業務を実施し、関係機関との連携により違反建築物の防止を行うことで良好な住環境の形成を図っている。　本町は民間による宅地開発が推進され、平成１７年に制定した中標津町宅地開発指導要綱に基づき良好な宅地の形成を進めている。

課題と達成状況
　平成24年度に策定した公営住宅等長寿命化計画に基づき、適切な管理戸数を設定するとともに、道営住宅との連携、役割分担をし、財政計画と整合性を図りながら老朽ストックを効率的に更新する。　大きな課題として、現時点でセラミックブロック構造の全面的な改善改修は構造上困難であり、老朽化した旭第2団地の一部既存２階建住宅と宮下高台団地については、外観からは想像できないほど内部の損傷が激しく早急な改善策と取壊しの判断を必要としている。（道営住宅　白樺団地も）　また、平成２５年度における住宅地に関する開発行為等の相談件数は12件19回だったが、自己用の開発行為の許可申請を含め開発行為は行われなかった。

施策の目的 　住宅政策の目標・推進方針を定め、具体的な住宅政策を推進するとともに、公営住宅等の整備方針に沿った整備・改善・維持保全を推進し、総合的な活用を図る。また、建築指導による良好な住環境の形成を図る。主要施策
①　公営住宅の整備・維持管理の推進②　住環境の形成③　良好な住宅地の形成

その他関連施策 H17 中標津町宅地開発指導要綱その他関連計画 H19 中標津町住生活基本計画H19 中標津町公営住宅整備活用計画H24 中標津町公営住宅長寿命化計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 5 住宅施策の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
－１回/年 －１回/年比較 －１回/年 －１回/年 ３回/年 ３回/年実績 ３回/年 ３回/年 ３回/年 ２６年度 最終年度（２７年度）３回/年 ４回/年 ― ４回/年２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 建築指導（パトロール等）（回/年） 内 容年間の建築指導（パトロール等）回数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 －３２戸 －４４戸 ２戸５６戸 ― ９２戸実績 0 ２４戸 １２戸 ５８戸２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 公営住宅の建設（戸） 内 容累計の建設箇所数（公営住宅整備活用計画）（累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 132.48 ％ 77.35 ％千円 375,853 千円事業費 366,759 千円 485,892 千円 千円千円 千円一般財源 18,717 千円 34,153 千円 5,160 千円 千円その他 32,869 千円 31,055 千円 31,985 千円 千円地方債 159,000 千円 227,400 千円 177,000 千円 千円千円 千円千円 193,284 千円 161,708施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 156,173
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問17お住まいの地域は｢良好なまちなみ（住環境）である｣と感じるか 24.4 ％ 54.4 ％ 15.8 ％ 3.4 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
　３５公園の内、市街地２６公園について、公園施設長寿命化計画にて、維持管理を行い、改築・更新事業を行うが、公園開設当時に設置された遊具は木製が多いため老朽化による腐食や連結金具の損耗が激しく、公園利用者（特に子供）の事故が危惧されている。　早急な事業実施は財政的にも厳しいため、計画的な事業実施と職員による公園遊具等の安全点検をあわせて行い、公園施設の一時使用規制を含め供用を検討する必要がある。　また、４７箇所の緑地活用として、本来の住宅地のオープンスペース・一時避難場所としての利用のほか、地域住民と共にコミュニティー形成の場としての利活用を図ることを検討する。

現状と背景
　公園施設整備は、自然に親しむレクリエーション活動の場、環境保全、災害時の避難施設等の機能を持ち、安全で快適な都市的環境づくりにとって公園の整備は不可欠である。　本町では、35箇所の公園が整備され、平成20年度に完成した運動公園の整備をもって、予定してた公園整備計画は完了しており、今後は公園施設長寿命化を図るための修繕計画を策定している。　今後は予防保全型管理による安心・安全な公園施設維持とライフサイクルコストの縮減を図ることが求められている。　現在、公園の他に開発行為等で義務付けられ町に帰属した４７箇所の緑地を維持管理している。　これらの緑地については、災害時等一時避難場所としての用途を兼ね備えており、その適切な維持管理がもとめられている。課題と達成状況
　成果指標1につては、児童公園4箇所を実施し、目標値を上回っている。　緑地整備の成果指標は設定されていないが、例年住宅地に隣接する緑地については、草刈等の維持管理を行なっている。　また、教育施設の中標津町総合体育館が都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（交付金事業）として着手され、平成２８年度完成を目指している。

施策の目的 適切な公園・緑地の維持管理を行うことにより、公園施設による事故防止及び将来改築時のコスト低減を図る。主要施策
①　安全・安心な公園施設の整備②　緑地の適切な維持管理

その他関連施策その他関連計画 中標津町都市計画マスタープラン中標津町地域防災計画中標津町公園長寿命化計画施策体系 基本目標（章） 4 利便性のある調和のとれたまちづくり大項目 6 公園・緑地の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較 －３箇所 １箇所 4箇所4箇所 ― 6実績 0 ０ 1箇所 5箇所 8箇所２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 公園の修繕箇所数（計画２６箇所） 内 容累計の修繕箇所数（累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 349.34 ％ 114.16 ％千円 184,341 千円事業費 46,222 千円 161,471 千円 千円千円 千円一般財源 46,222 千円 98,543 千円 75,541 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 17,400 千円 51,500 千円 千円千円 千円千円 45,528 千円 57,300施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

満足していない問10自然、公園、家の周辺など「まちの緑」に満足しているか 25.4 ％ 50.8 ％ 16.8 ％ 4.9 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

12③④⑤6

今後の方向性
　平成25年度に改定した中標津町地域防災計画に基づき、防災・減災の基本となる「自助」「共助」「公助」における役割の明確化と危機管理体制の強化を進めるとともに、災害危険箇所や平常時・災害時の行動、避難場所などの情報を記載した防災ハンドブックを平成26年度に作成し、全戸配付する。　また、災害用防災備蓄資機材の整備を進め、北海道東方沖地震から20年を迎える平成26年度に総合防災訓練を実施する。　まちづくり町民アンケート調査で、「日頃から家庭での災害（地震や風雪災害など）への備え」について、している、どちらかといえばしている方が約33％とやや低くなっているので、防災意識の高揚を図るため町内会単位での防災訓練にも積極的に協力する。　

現状と背景
　当地域は、北アメリカプレートに属し、千島海溝周辺海溝型地震をはじめ標津断層帯を震源とする直下型地震による影響を大きく受ける地域であり、過去には平成５年の釧路沖地震、平成６年の北海道東方沖地震により大きな被害を受けたところである。　また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災や平成２５年３月２日から３日に発生した北海道内の暴風雪により自然災害を含めた危機管理体制及び防災・減災体制の整備が急務な状況となっている。

課題と達成状況
　地震はもとより風水害、雪害などを含めて、職員はもとより町民における危機管理体制の指針となる中標津町地域防災計画の改定を平成25年度に行った。　また、危機管理意識の高揚のため、防災の日を活用した地域単位での防災訓練の実施やＦＭコミュニティ放送及び町広報紙を活用した防災情報の発信に努めているが情報弱者を含めて防災情報発信手段の工夫、拡充が重要な課題となっている。　また、共助の基本となる自主防災組織の組織化が急務となっている。

主要施策
消防・救急体制の充実防火体制の強化防災体制の強化地域防災力の向上建築物の耐震化治水対策の促進

その他関連施策施策の目的 　町民が安心して生活できる災害に強い安全な町をつくるため、総合的な防災体制の整備を図る。その他関連計画 中標津町地域防災計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 1 消防・防災の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・自主防災組織にについては、１－２コミュニティの育成の施策と連携し進める。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
3.20% 3.20%比較 -5.59% 0.29% 88.20% 88.20%実績 76.50% 79.41% 85.29% ２６年度 最終年度（２７年度）85.00% 90.00%２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 公共建築物の耐震化率（％） 内 容 多数利用公共建築物34棟（学校・公住・教育施設・福祉施設等）に係る耐震化率（累）目標値 初期値（２１年度）比較 -31.00% -28.20% -23.60% -21.40%35.00% 75.00%実績 4.00% 4.00% 6.80% 11.40% 13.60%２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 自主防災組織の組織化率（％） 内 容 44町内会中自主防災組織の設立割合（累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 138.98 ％ 117.37 ％千円 10,123 千円事業費 6,206 千円 8,625 千円 千円千円 千円一般財源 4,900 千円 6,825 千円 8,083 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 1,800 千円 千円 千円千円 千円千円 千円 2,040施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 1,306
％ ％ ％ ％設 問

していない問21　日頃から家庭で災害（地震や風雪災害など）への備えをしていますか。 8.3 ％ 24.4 ％ 52.1 ％ 14.5 ％設 問 している どちらかといえばしている あまりしていない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
　市街地の河川については、比較的小規模な護岸整備等で対応は可能と思われるが、郊外地の普通河川については、増水による濁流で侵食が繰り返され河道が移動する。　河岸侵食は周辺農地への影響と、下流域の土砂流出による河床低下、さらに下流自治体が管理する港湾の土砂流入問題へと発展する。　これに対処するためには、中標津町内全域の河川流域管理計画を策定し、河川改修計画を策定する必要がある。　しかし事業実施には多額の財政措置を必要とするため、河川の増水を原因とした流下障害による道路冠水については迅速な道路通行制限により対応する。

現状と背景
　近年は、降雪期間である１月から３月に掛けても、降雨に見舞われ、融雪を伴う河川の増水発生、また、局地的豪雨（ゲリラ豪雨）による河川増水等が発生しており、当地域においても治水対策は深刻な課題になっている。　市街地を流れる小河川（タワラマップ川・ますみ川・チナナ川等）は、近年上流域が開発整備され、降雨が短時間に河川へ流入する傾向になり、急激な水位上昇と濁流の発生に伴い、河川沿いの住宅地が浸食される事態も起こっており、これらを防止する対策が求められている。

課題と達成状況
　成果指標は設定されていないが、異常気象時における標津川の水位テレメーターの確認と、職員による緊急河川パトロールの実施、町が管理する河川の護岸補修・土砂浚渫等を計画的に実施している。

施策の目的町民が安心して生活できる、災害に強い安全なまちをつくるため、消防・救急体制の充実、総合的な防災体制の整備を図る。主要施策
１　消防・救急体制の充実２　防火体制の強化３　防災体制の強化４　地域防災力の向上５　建築物の耐震化⑥　治水対策の促進

その他関連施策その他関連計画 中標津町地域防災計画中標津町耐震改修促進計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 1 消防・防災の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 39.37 ％ 229.54 ％千円 46161 千円事業費 51,085 千円 20,110 千円 千円千円 千円一般財源 28,779 千円 10,610 千円 30,961 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 6,900 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 9,500 千円 15,200施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 15,406
％ ％ ％ ％設 問

していない問21日頃から家庭で災害（地震や風雪災害など）への備えをしているか 8.3 ％ 24.4 ％ 52.1 ％ 14.5 ％設 問 している どちらかといえばしている あまりしていない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）

90



平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②3456

今後の方向性
消防水利及び施設は計画的に新設又は旧型の改修、更新などを行い、耐震性を考慮した震災に強い施設の整備を推進していく。救急業務の高度化、専門化に対応する救急隊員の教育を今後とも継続実施していくと共に、ドクターヘリ等を積極的に活用し救命率の向上を図る。災害に強いまちづくりを進めるためにも、消防団及び常備消防の施設・設備の整備を図ると共に、「消防だより」等の広報（紙）にて、家庭でも日頃から災害に備えた準備が必要であることを訴え、あわせて住宅用火災警報器の設置をお願いし、普及率の向上を図る。防火対象物の立入検査は今後も継続的に実施し、違反対象物の軽減を図り、災害の少ないまちづくりをめざしていく。

現状と背景
各種災害の大規模化・住民ニーズの多様化に対応すべく、消防がより強力な体制を築くため、当署においても関連団体と互いに連携しながら消火活動や防火活動等を行っておりますが、今後とも、広域的な消防・救急体制の一層の充実と消防施設の整備が必要となっている。

課題と達成状況
消防・救急無線のデジタル化は達成されたが、これと連動する消防緊急通信指令施設の更新整備が今後必要となる。消火栓の新設は計画的に進めているが、コスト削減のため水道課の配管取替え工事にあわせ実施している旧型式の消火栓の取替えや、突発的な破損修理を優先し計画数を下回ることがある。老朽化で消火活動に支障をきたしていた中央武佐の消防ポンプ自動車と計根別の小型動力ポンプを更新した。防火対象物の立入検査にあっては規程に定められた年間に実施する予定数のほか、その他の非特定対象物も実施し目標件数を若干上回った。一方、住宅用火災警報器の普及率は少しずつ上昇はしているが、当署は全戸を対象に調査を実施しているため、不在宅の設置の確認ができないなどの理由から100％に至っていない。

施策の目的町民が安心して生活できる、災害に強い安全なまちをつくるため、消防・救急体制の充実を図る。
主要施策

消防・救急体制の充実防火体制の強化防災体制の強化地域防災力の向上建築物の耐震化治水対策の促進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 1 消防・防災の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書消防署担当部
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二次評価
外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法二次評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-6 34比較 -99 -45 394 434実績 316 301 355 ２６年度 最終年度（２７年度）400 400 400２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 防火対象物立入検査実施件数(件/年） 内 容240 400 400年間の実施件数（防火対象物実態調査）(単）目標値 初期値（２１年度）比較 -4 -4 -3 -26 10実績 2 2 2 3 42 2 4２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 消火栓の新設（基） 内 容消防水利の整備(累）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 2356.38 ％ 11.78 ％千円 30,940 千円事業費 11,147 千円 262,666 千円 千円千円 千円一般財源 4,247 千円 12,816 千円 9,840 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 6,900 千円 202,600 千円 21,100 千円 千円千円 千円千円 47,250 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

していない問２１　日頃から家庭で災害（地震や風雪災害など）への備えをしているか。 8.3 ％ 24.4 ％ 52.1 ％ 14.5 ％設 問 している どちらかといえばしている どちらかといえばしていない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤

今後の方向性
　防犯活動は、安全・安心なまちづくりのため、今後とも継続して関係機関・団体に支援を行う。　郊外に拡大した住宅街における防犯灯は、道路照明が十分でないため増設の需要は潜在的にあることから、その対応を時期を見て検討する必要がある。　交通安全については、年齢層に応じた交通安全意識高揚のために啓発活動を実施し、子どもを対象とした交通安全指導員による交通安全教室を実施していく。　また、高齢化社会を迎え、高齢ドライバーに対しての安全運転の啓発や夜間の歩行に対しての注意喚起を行うなど、今後とも関係機関との連携により、交通事故抑止のための活動を継続していく。　交通安全施設は道路整備が行われる都度毎年新たな要望が発生しており、要望が減少する事はないことから、今後とも継続して北海道公安委員会に要望を提出していく。

現状と背景
　本町の防犯活動は、平成１１年に設立された「安全で住みよいまちづくり推進協議会」が中心となり犯罪抑止の情報発信をしている。　また、防犯協会が警察及び中標津地区防犯協会連合会と連携し、神社例大祭における夜間巡視や歳末には特別警戒として町防犯協会会員である各町内会が夜間に巡視を行っている。　さらに、自主防犯組織が結成され、学校登下校の時間等において青色回転灯を付けた車両でパトロールを実施している。　住宅街の道路照明として設置している防犯灯を既存の水銀灯型から高効率で明るい省エネ型に取替を実施しているが、住宅地の拡大に伴い新たな設置が求められている。　交通安全活動については、警察署や町交通安全協会などの関係団体と協力し交通安全運動期間を主として交通安全の啓発活動を実施している。課題と達成状況
　指標１の防犯灯設置数は、初期値の数値から増減なく推移していたが、平成25年度に５灯減となっている。これは、宅地造成に伴い防犯灯が必要なくなったことによる。また、平成20年度から３ヵ年で省エネ型防犯灯に切り替え、老朽化していた防犯灯の取替えを行った。　防犯活動は、関係機関・団体との連携により、住民啓発や防犯運動によって推進されている。　指標２のシートベルト着用率は中間目標値を達成している。　また、交通安全については、交通安全の推進に向けた交通安全運動を実施している。

施策の目的 　安全で安心に暮らせる生活環境を構築するため、地域ぐるみで犯罪や交通事故から守るための防犯活動や交通安全運動の充実を図る。
主要施策

防犯活動の促進及び意識高揚防犯施設の整備拡充交通安全施設の設置要請強化交通安全意識の高揚社会を明るくする運動の推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 2 防犯・交通安全の充実

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等・ＤＶ（ドメスティックバイオレンス＝配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力）については、外部との接触が少ない家庭において深刻化していることがあるので、講演や教室の開催による啓発活動を積極的に展開し、地域全体での見守りによる防止への取り組みを更に進めてはどうか。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・過去に起きた青少年の事件について、風化させることの無い様、施策を行なっていく。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
0.13 0.31比較 -0.18 0.47 99.13 99.31実績 98.40 98.82 99.47 ２６年度 最終年度（２７年度）99.00 100.00２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 シートベルト着用率（％） 内 容年間のシートベルト着用率調査の平均値（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -19 -19 -19 -241,980 2,000実績 1,961 1,961 1,961 1,961 1,956２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 防犯灯設置数（基） 内 容 防犯灯設置数（累計）（生活課調書）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 97.54 ％ 101.30 ％千円 7,184 千円 0事業費 7,271 千円 7,092 千円 千円千円 千円一般財源 7,271 千円 7,083 千円 7,176 千円 千円その他 0 千円 9 千円 8 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

参加していない問22　地域や企業などでの防犯活動に参加しているか 7.5 ％ 12.4 ％ 30.6 ％ 47.9 ％設 問 参加している たまに参加している あまり参加していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）

94



平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②

今後の方向性
　現在、消費生活センターを置いているのは、本町と根室市のみで、本町のセンターの重要度は高くなると考えられ、関係機関と連携した、広報、啓発活動の充実、相談窓口の強化など消費者保護対策が必要となってきている。　今後、中標津町消費生活センターは消費者の立場に立ち、消費者被害防止を担う中標津町消費者協会に配置するのが望ましい。

現状と背景
　多種多様で巧妙化する悪質商法により高齢者や認知症などの弱者に対する商取引による被害は後を絶たない状況にある。　町では平成19年度に消費者保護を目的として、町消費者センターを設置し、相談業務行っている。　町消費者協会では、消費者大会の開催や情報誌を通じて消費者被害防止の啓発を行っている。

課題と達成状況
　指標１の出前講座開催数は近年では実績がなかったが、本年度2件の依頼があり実施した。　指標２の消費生活相談件数は減少傾向にあるが、消費者問題が潜在的に減少しているとは判断しずらい状況にある。複雑かつ巧妙な新手の被害が発生している状況では中標津町消費生活センターの存在は不可欠である。

施策の目的 　消費者が安心して暮らせるための取引情報や商品に関する正しい知識などの消費生活情報の発信と、消費生活に関する苦情や相談の窓口を強化して消費者保護の充実に努める。
主要施策

町消費生活センターの充実町消費者協会の活動強化
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 3 消費者対策の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部

95



二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-83 -70比較 -42 -31 67 80実績 145 108 119 ２６年度 最終年度（２７年度）150 150２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 消費者生活相談（件/年） 内 容年ごとの生活相談件数（消費生活センター調書）（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -10 -10 -10 -810 12実績 6 0 0 0 2２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 出前講座（回/年） 内 容年ごとの出前講座開催数（消費者協会調書）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 75.89 ％ 99.98 ％千円 4,696 千円 0事業費 6,189 千円 4,697 千円 千円千円 千円一般財源 2,790 千円 2,367 千円 2,949 千円 千円その他 11 千円 37 千円 38 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 2,293 千円 1,709施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 3,388
％ ％ ％ ％設 問問24　消費生活に関する相談窓口が役場にあることを知っているか 39.9 ％ 59.8 ％ ％ ％設 問 知っている 知らない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

123456⑦8

今後の方向性
　まちづくり町民アンケート調査で、「日頃から環境問題について」意識している、どとらかといえば意識していると答えた方が85％に達しており、環境問題への意識の高まりがうかがえる。　公共施設においては、エネルギー使用の合理化を総合的に推進するため、省エネルギー推進委員会を設置し、職員全員で取り組んでいく。　また、各施設ごとに省エネルギー診断等を実施し、省エネアドバイザーによる設備の管理基準の作成を行い、設備更新に向けた費用対効果の検証等を行っていく。

現状と背景
　地球環境問題が深刻化している中、住民の環境問題に対する意識は高まっており、地球資源は将来枯渇すると言われており、自然エネルギーへの転換期となっている。　本町においては、中長期的な温室効果ガスの排出量の削減、エネルギー消費量の削減などに取り組む京都議定書の目標を実行するため、平成19年に環境基本条例を制定、平成23年度には環境基本計画を策定し、環境保全活動等に取り組んでいる。　こうした状況の中、国において「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）が平成22年に改正され、町も一事業所として特定事業者の指定を受け、単年度のエネルギー消費量１％削減に向けて努力義務が課せられている。

課題と達成状況
　温室効果ガスによる地球温暖化対策として、公共施設におけるエネルギー消費量の抑制に努めてきたところに、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所での事故の影響による全国の原子力発電所の運転停止が行われ、電力需給が逼迫するほか、中東情勢の不安定などによる原油価格をはじめ天然ガスなどの価格高騰に伴う電力価格の上昇などの影響から、国の電力需給に関する検討会合から各電力管内ごとに夏季及び冬季間別に要請された節電目標に基づく節電はもとよりエネルギー消費の抑制を図っている。　また、酪農分野においては、バイオマスの導入検討や公共施設への太陽光発電の導入について検討を始めている。

主要施策
環境保全推進体制の確立環境保全意識の高揚河川と水の保全森林と緑の保全野生動植物の保全地球温暖化防止対策の推進省エネルギー対策の推進公害防止対策の推進

その他関連施策施策の目的 　地球環境全体を見据えて、地域でできる持続可能な社会を構築するため、町民の環境保全意識の高揚や自主的な環境保全活動の促進を図りながら、豊かな自然環境の保全、地球温暖化防止、省エネルギーの導入等の施策を展開する。
その他関連計画 中標津町環境基本計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 4 環境保全の推進

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書総務部担当部

97



二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ ％ ％千円 千円事業費 千円 千円 千円千円 千円一般財源 千円 千円 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％ ％ ％設 問

意識していない問26　日頃から環境問題（温暖化、省エネルギー、ごみ減量など）について意識していますか。 39.1 ％ 45.9 ％ 11.4 ％ 2.8 ％設 問 意識している どちらかといえば意識している どちらかといえば意識していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③45⑥⑦8

今後の方向性
　　地球温暖化対策の推進に関する法律により、町民や事業者が地球温暖化に対する認識を深め、温室効果ガス排出量削減のための実行計画を策定し、具体的な行動を起こすための啓発・広報活動を推進する。　また、省エネルギー活動の先導的役割として、公共施設の省エネルギー対策を推進する。　公共施設への太陽光発電施設整備については、平成26年度において、白樺斎場及び交流センターに導入する。　一般住宅用太陽光発電施設への補助金制度は継続していく。　今後も再生可能エネルギーの導入に向けた整備を進めていく。

公害防止対策の推進現状と背景
　現代の生活は地球資源である化石燃料の利用によって支えられているが、化石燃料を燃焼してエネルギーを得ることは、それ自体が地球環境への負荷の増大となっているなど地球環境問題が深刻化しており、こうした現状を背景に、環境問題に対する町民の意識は徐々に高まってきている。　また、自然は、すべての生物の生存にとって重要な基盤であり、人々に恵みややすらぎを与えてくれる貴重な存在である。かけがえのない自然環境を大切に保全し、自然との共生を図ることが求められている。

課題と達成状況
　指標１の中標津町事務事業分温室効果ガス排出量については、北海道電力の原子力発電所の稼動停止により、電力の逼迫が予想され、北海道全域で節電対策が実施され、公共施設においても経費節減と併せた省エネ対策が行われている。　平成25年度からは、一般住宅用太陽光発電施設への補助金制度を実施している。

施策の目的 　地球環境全体を見据えて、地域でできる持続可能な社会を構築するため、町民の環境保全意識の高揚や自主的な環境保全活動の促進を図りながら、豊かな自然環境の保全、地球温暖化防止、省エネルギーの導入など様々な施策を展開する。
主要施策

環境保全推進体制の確立環境保全意識の高揚河川と水の保全森林と緑の保全野生動植物の保全地球温暖化防止対策の推進省エネルギー対策の推進

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 4 環境保全の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較 217 -1,982 -2,870 10,919 10,919実績 11,055 11,136 8,937 8,049 分析中２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 中標津町事務事業分温室効果ガス排出量（㎏‐CO2） 内 容年ごとの庁内での温室効果ガス排出量（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 92.00 ％ 118.80 ％千円 8,511 千円 0事業費 7,787 千円 7,164 千円 千円千円 千円一般財源 7,787 千円 7,164 千円 8,511 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

意識していない問26　日頃から環境問題（温暖化、省エネルギー、ごみ減量など）について意識しているか 39.1 ％ 45.9 ％ 11.4 ％ 2.8 ％設 問 意識している どちらかといえば意識している どちらかといえば意識していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

123④⑤678

今後の方向性
4　木を植え、森林を維持する施業は継続する必要がある。木材利用は喫緊の課題であり取り組みを進める必要がある。5　有害鳥獣対策、特にエゾシカ対策は人間生活、環境対策上必要であり継続する必要がある。　有害鳥獣対策としてハンターの育成が必要な時期に来ている。　エゾシカの有効利用のために地元飲食店と協力して、安定供給と食材としてのPRを推進したい。

公害防止対策の推進現状と背景
4　森林の持つ公益的機能を守り、その価値をPRすることは大変重要である。当町を中心とする格子状防風林の歴史的価値を高めるとともに、町民が植樹する意識を醸成することが必要である。5　シマフクロウのように絶滅危惧種に指定されている動物を守ることや、エゾシカの個体数管理のための有害鳥獣対策は自然と人間生活のバランスを保つことからも必要である。市街地の庭木や家庭菜園をエゾシカに荒らされるため、平成２３年度より市街地に囲いわなを設置して捕獲している。

課題と達成状況
4　木を植え、森林を維持する施業は継続する必要があり、町有林では概ね適切な管理が行われている。民有林においても手厚い助成制度により一定の管理は行われているが、成長した樹木の木材利用が喫緊の課題である。5　エゾシカの捕獲は成果を挙げているが、適正頭数としての管理まではまだ時間がかかる。　イヌ、ネコは野生化しないための飼い主のモラル向上の働きかけが必要である。　有害鳥獣対策としは民間ハンター、猟友会との連携が不可欠であるが、ハンターの高齢化などが課題となっている。

施策の目的 地球環境全体を見据えて、地域でできる持続可能な社会を構築するため、町民の環境保全意識の高揚や自主的な環境保全活動の促進を図りながら、豊かな自然環境の保全、地域温暖化防止、省エネルギーの導入などさまざまな施策を展開する。
主要施策

環境保全推進体制の確立環境保全意識の高揚河川と水の保全森林と緑の保全　　　　　　　※4-1・2　並木造成、格子状防風林野生動植物の保全　　　　　 ※5-1・2　野生鳥獣保護　5-4エゾシカ等の対策地球温暖化防止対策の推進省エネルギー対策の推進

その他関連施策その他関連計画 　　　　中標津町鳥獣被害防止計画施策体系 基本目標（章） 5 安心・安全で快適なまちづくり大項目 4 環境保全の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書経済部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・地元にある資源としての活用として農業高校における鹿肉利用の自主的活動に対する支援や本州への鹿肉流通ルートの構築を図る。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
170 410比較 -183 512 870 1,110実績 726 517 1,212 ２６年度 最終年度（２７年度）700 700２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 エゾシカ有害駆除頭数（頭） 内 容年ごとのエゾシカ有害駆除頭数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 -100 8 37 29100 100実績 84 108 137 129２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 鳥獣対応出動回数（回） 内 容年ごとの出動回数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 55.58 ％ 124.73 ％千円 9235 千円事業費 13321 千円 7404 千円 千円千円 千円一般財源 11,731 千円 7,404 千円 9,235 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 千円 千円 千円 千円千円 千円千円 千円施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 1,590
％ ％ ％ ％設 問 ％ ％ ％ ％設 問目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
　今後も道路舗装化及び住宅地の整備は進むことが予想され、河川・水路等の護岸改修の必要性は増す。　未改修の区間について、巡回等監視を強化し侵食決壊が発生した場合、改修工事・維持修繕工事を行なうが、中標津町全体の河川流域管理を対象に総合的な河川改修計画が必要な時期にきている。　土砂浚渫については土砂流入の原因を探る事も視野に入れ、河川土砂対策計画を策定することが必要である。　河川環境の保全は地域住民の理解・協力が必要であり、広陵中学校によるボランティア活動や企業による社会貢献活動のサポートを継続し、さらに環境運動への住民参加に対し全町的な喚起が必要。

８　公害防止対策の推進現状と背景
　市街地の河川は、道路舗装化及び住宅地の整備拡大に伴い、河川水・路面水が短時間で河川に流入することから、河川・水路等の急激な水位上昇とともに侵食を起こし、侵食土砂と路面土砂を伴った流水が河川内に土砂の堆積を発生させている。　堆積した土砂は、流出障害となり植物を含めてヘドロ化した沈殿物が悪臭を発生させている。

課題と達成状況
　成果指標は設定されていないが、市街地小河川の未改修区間の護岸補修・土砂浚渫等を計画的に実施している。　また、例年中標津町立広陵中学校がタワラマップ川の清掃奉仕ボランティア活動、町内建設会社がますみ川の清掃を社会貢献活動として実施している。

施策の目的 地球環境全体を見据えて、地域でできる持続可能な社会を構築するため、町民の環境保全意識の高揚や自主的な環境保全活動の促進を図りながら、豊かな自然環境の保全、地球温暖化防止、省エネルギーの導入など様々な施策を展開する。主要施策
１　環境保全推進体制の確立２　環境保全意識の高揚③　河川と水の保全４　森林と緑の保全５　野生動植物の保全６　地球温暖化防止対策の推進７　省エネルギー対策の推進

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 4 環境保全の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 26.31 ％ 49.69 ％千円 4,263 千円事業費 32,605 千円 8,579 千円 千円千円 千円一般財源 31,015 千円 8,579 千円 4,263 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 1,590
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問９道路や河川などが適切に維持管理（側溝清掃・草刈りなど）されていると感じるか 15.8 ％ 43.8 ％ 28.5 ％ 9.8 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

1234⑤678

今後の方向性
　今後は、移植地等の整備と群生地保護などに重点を置いて取り組み、これまでに蓄積されたデータ等を逐次町民へ周知していく。　群生地の調査や草取りなどは、今後も継続して実施していく予定となっている。なお、今後も消滅が予想される群生地の情報があればその都度対応していきたい。

公害防止対策の推進現状と背景
　町花エゾリンドウは、かつて本町において広範囲に生息していたが、宅地造成等の開発により特に市街地では生息数が急激に減少した。しかし、この種は容易に増殖することができないことから、生息域の保全と移植に適した土地において自然繁殖を行い、研究により生育に適した環境を把握している。

課題と達成状況
　平成19年度からエゾリンドウの保護増殖事業に着手し、平成23年度において、当初計画していた1,000株の移植を達成したことから、現在は協働により移植株の整備が定期的に行われている。　移植した株の継続的な整備とエゾリンドウが自ら繁殖できるような取り組みが課題である。

施策の目的 　地球環境全体を見据えて、地域でできる持続可能な社会を構築するため、町民の環境保全意識の高揚や自主的な環境保全活動の促進を図りながら、豊かな自然環境の保全、地球温暖化防止、省エネルギーの導入など様々な施策を展開する。
主要施策

環境保全推進体制の確立環境保全意識の高揚河川と水の保全森林と緑の保全野生動植物の保全地球温暖化防止対策の推進省エネルギー対策の推進

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全･安心で快適なまちづくり大項目 4 環境保全の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書教育委員会担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較実績 ２６年度 最終年度（２７年度）２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度）比較実績 ２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 59.60 ％ 101.69 ％千円 60 千円事業費 99 千円 59 千円 千円千円 千円一般財源 99 千円 59 千円 60 千円 千円その他 0 千円 0 千円 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 1,590
％ ％ ％ ％設 問

意識していない問26日頃から環境問題（温暖化、省エネルギー、ごみ減量など）について意識しているか 39.1 ％ 45.9 ％ 11.4 ％ 2.8 ％設 問 意識している どちらかといえば意識している どちらかといえば意識していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②

今後の方向性
　今後ともリサイクルの充実とともに、ごみの分別排出の徹底、ごみ減量化を図る必要がある。　ごみ減量ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを策定しており、その中の可燃ごみの減量化を柱とした廃棄物の減量を目指す行動指針に沿った活動を推進していく。　不法投棄は、住民のモラルの問題となるため、その啓発を行う事が重要であり、また投棄されたごみも回収を行わなければごみがごみを呼ぶという状況が発生する事から、継続して回収を行う必要がある。　さらに、不法投棄の監視パトロールも抑止効果があるため、今後も強化・継続していくとともに、意識啓発に努める。

現状と背景
　町では昭和51 年よりごみの分別回収（可燃と不燃）と有料化を実施し、平成19 年度からは、根室北部廃棄物処理広域連合で可燃ごみの焼却が始まっている。　平成16 年度には、ごみ分別の細分化が進み、分別方法の見直しによりごみの排出総量は大きく減少している。　今後もリサイクルの充実とともに、ごみの分別排出の徹底、ごみ減量化を図る必要がある。　ごみの不法投棄については、根室管内市町と共同で「ねむろ自然の番人宣言」を行うなど、その防止に努めてきたが依然として不法投棄は発生しており、関係機関との連携により投棄者の捕捉に努めている。　また、各家庭や町内会などのグループ単位、職場である事業所単位など、様々なボランティア活動によって、不法投棄されたごみの回収を毎年行っている。課題と達成状況
　指標１の一般廃棄物処理量については、近年減少傾向であり、中間目標値を達成しているが、今後もこの傾向をより一層推進することが必要となってくる。　指標２の資源物処理量については、中間目標値を達成しており、リサイクルされる廃棄物の排出量は特に大きな増減がないが、本年度から郡部にも資源保管庫を設置しリサイクル活動を拡大した。

施策の目的 　社会が持続可能な環境を維持していくためには、環境に負荷を与えず、資源を無駄なく利用していく社会の構築をめざし、リデュース（減らす）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）の３Ｒの定着を図る。また、不法投棄防止に向けた取り組みを強化する。
主要施策

ごみ処理・リサイクル体制の充実不法投棄対策の推進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 5 循環型社会の形成

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
3 47 -1,473 -1,473比較 54 78 1,479 1,523実績 1,484 1,530 1,554 ２６年度 最終年度（２７年度）1,476 1,473２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 資源物処理量（ｔ/年） 内 容年ごとの処理量（単）目標値 初期値（２１年度）比較 155 -370 -317 -82 -8,839 -8,8398,857 8,839実績 9,130 9,012 8,487 8,540 8,775２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 一般廃棄物処理量（ｔ/年） 内 容年ごとの処理量（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 100.07 ％ 100.63 ％千円 552,884 千円 0事業費 549,068 千円 549,447 千円 千円千円 千円一般財源 549,068 千円 549,447 千円 552,884 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

していない問27　３R運動（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生使用）をしているか 23.1 ％ 44.0 ％ 25.4 ％ 5.7 ％設 問 している どちらかといえばしている あまりしていない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

今後の方向性
　水道事業と下水道事業は共に中長期的な維持修繕計画、更新計画が必要であり、耐震性の強い管路材料、さらに長寿命化計画、アセットマネジメントを策定し、利用者料金と企業会計の経営計画の樹立が必要である。　水道事業・下水道事業は共に更新事業実施において、その業務・規模によって施設管理員・技術管理員・監督員である町職員に経験年数が必要で、中長期的に技術職員の配置計画を検討しなければならない。　職員配置は年齢と経験年数を考慮し、中標津町における水道事業・下水道事業の地域特性と技術の継承を図る必要がある。

⑧　事業経営における効率化の推進現状と背景
　本町の上水道は豊富な自然と水源涵養林、自然湧水等から安定的な水資源の恵みを受け、安全で安心な水道水を上水道事業と簡易水道事業で供給しており普及率は９９％となっている。　給水戸数は微増傾向にあり、近年、水道施設の老朽化が見られることから安定した水の供給に向け施設の更新や効率的な維持管理を図るとともに水道事業の効率的な経営が必要である。　下水道は中標津地区・計根別地区・養老牛地区の３地区で整備を行い、水洗化率は９０％となっており、さらなる水洗化率の向上を図る必要があることと、下水道管や終末処理場の老朽化が進んでいることから維持管理の負担が年々増加している。　また、近年市街地の舗装率の向上、宅地開発の拡大から雨水が瞬時に低地に集まり道路冠水の発生が続いている。市街地の雨水対策として雨水管の整備を計画的に進める必要がある。

課題と達成状況
　各指標は概ね計画通りに進んでいる。　水道施設の老朽化については「中標津町簡易水道事業老朽管更新計画」を策定し４地区（西竹・開陽・計根別・養老牛）の３２７ｋｍに及ぶ更新計画は利用者の負担を極力抑えるためにも、町財政計画と企業会計の経営に有利な事業により計画的に進める必要がある。　下水道管路施設は耐震化対策を含めた長寿命化計画を策定し計画的に再整備を進めている。　終末処理場が供用開始してから最初の機器更新は、ＣＯ２排出量の低減と効率的効果的な機器選定を図っている。　局地的な豪雨による道路冠水や浸水の被害を防止するため、道路事業と下水道事業の両面から計画的な雨水管整備の検討が必要である。

施策の目的 　快適な町民生活に欠かせない安全・安心な水道水の安定供給及び地震に強い施設にするため、更新事業を推進する。 また、下水道各施設の再整備を行うとともに更なる水洗化率の向上を目指す。主要施策
①　安全・安心な水道水の供給②　サービスの向上③　水道施設等の再整備④　水洗化率向上に向けた啓発活動の推進⑤　下水道管路施設の長寿命化計画の策定と災害対応の充実⑥　雨水対策の向上⑦　終末処理場施設の長寿命化計画の策定と機器更新再整備

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 6 上・下水道の再整備
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書建設水道部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
-1.41ha -0.27ha比較 -2ha -2ha １５７．５９ｈａ 15８．７３ｈａ実績 157ｈａ 157ｈａ 157ｈａ ２６年度 最終年度（２７年度）159ｈａ ― 161ｈａ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 雨水管整備（ｈa） 内 容雨水管整備面積累計（累）目標値 初期値（２１年度）比較 -0.10% 1.80% 0.40% 1.00%90.00% ― 90.00%実績 87.90% 89.90% 91.80% 90.40% 91.00%２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 有収率（％）（実際に使用された水量／浄水場から送り出した水量） 内 容 年間給水量に対する有収水量の割合を示すもので、給水される水量がどの程度収益につながっているかを示す率(単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 155.12 ％ 126.82 ％千円 1,379,145 千円事業費 701,055 千円 1,087,442 千円 千円千円 千円一般財源 339,069 千円 395,729 千円 387,522 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 276,745 千円 505,588 千円 567,881 千円 千円千円 千円千円 186,125 千円 423,742施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 85,241
％ ％ ％ ％設 問

そう感じない問14安定して水道水が利用できていると感じるか 70.5 ％ 23.8 ％ 3.4 ％ 1.3 ％設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②

今後の方向性
　白樺斎場建設については、本体工事は平成25年度から26年度の２ヵ年の工事で、その他外構工事を経て、平成27年度供用開始の計画である。平成27年度は旧施設解体及び外構工事を実施する計画。　本町の墓地は１６ 箇所に配置され、中心市街地の住民の利用は中標津墓地と中標津第２墓地となっている。中標津第２墓地は、３６０ 区画を造成しており、今後は、適正な維持管理を図るとともに、墓地需要に対応した拡張等を図る必要がある。

現状と背景
　本町の火葬事業は、別海町、標津町を含めた３町による一部事務組合である「中標津町外２町葬斎組合」を組織して行っており、火葬場を２箇所運営している。そのうちの「別海斎場」については平成10 年度に改築を行い、厳粛な中にも近代的な施設として利用されている。　また、中標津町俵橋にある「白樺斎場」は昭和50 年3 月の建設より36 年を経過しており、老朽化と狭隘化により、利用者への利便性の確保が問題となっています。

課題と達成状況
　指標１の中標津第２墓地造成について、現在の墓地造成は３６０区画を終了しており、墓地需要に対応できる状況となっている。　指標２の白樺斎場改築については、平成２５年度から２ヵ年の計画で建設工事が始まり、平成２５年度の進捗率は２３％であった。

施策の目的 　現在の「白樺斎場」が抱える問題の解決のために、火葬場の建設では、建設場所、施設内容、施設規模などの基本方針の検討を行い、一部事務組合を構成する２町との協議の上、建設計画を策定し関係住民の利便性の向上を図る。また、中標津第２墓地は、今後の墓地需要に対応するため、その情勢を見極めながら随時拡張を計画する。主要施策
白樺斎場（火葬場）の建設中標津第２墓地の整備

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 5 安全・安心で快適なまちづくり大項目 7 衛生施設の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書町民生活部担当部
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二次評価✓
外部評価✓ 施策の方向性 評価に伴う意見等二次評価のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・新しい埋葬の方法を調査研究してみる。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
比較 改築(23%) 改築実績 ２６年度 最終年度（２７年度）改築 完成２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 白樺斎場改築 内 容目標値 初期値（２１年度）比較 0 0 0 0 -360 -360360 360実績 360 360 360 360 360２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 中標津第２墓地造成（区画数） 内 容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 0 千円対前年比 ％ 173.68 ％ 1341.86 ％千円 300,549 千円 0事業費 12,896 千円 22,398 千円 千円千円 千円一般財源 6,896 千円 13,398 千円 4,249 千円 千円その他 0 千円 0 千円 0 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 156,300 千円 千円千円 千円千円 9,000 千円 140,000施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 6,000
％ ％ ％ ％設 問

満足していない問15　墓地の施設に満足しているか 28.2 ％ 45.3 ％ 14.8 ％ 2.3 ％設 問 満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば満足していない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

課題と達成状況
・幼稚園の運営管理については、少子化による園児の減少、国の幼保一元化の制度改正などにより、私立幼稚園等は、今後の経営方針や設備投資などに苦慮している。・全国学力テストの結果、当地域は、全国、全道でも下位の状況にあることから、学力向上対策が急務であり退職教員等活用事業や指導方法工夫改善定数加配の実施、児童・生徒の授業時間以外での学習時間の設定など成果を上げている。・経済状況が悪化する中、義務教育に係る保護者の負担軽減費や教育扶助費、幼稚園奨励費など支援が求められているが、事務事業としてはほぼ達成している。・農業高校については、農家戸数の減少や少子化の進行等により、定員割れをしており生徒数の維持・増加対策が課題、また、老朽化している体育館や各施設・設備の更新に係る財源等対策に苦慮している。・昭和58年建設の給食センターについては、老朽化している施設や調理機器の整備が安全管理上重要であり計画的な更新を進めている。今後の方向性
・私立幼稚園経営の健全性を確保するため補助制度の継続や少子化に伴う園児数減少対策が必要、また幼稚園から障害児受け入れ要請があり、補助金等の支援が求められる。・計根別小中学校の小中一貫校について、小中連携を活かした取組みなどで学力向上などの推進を図るとともに国の一貫校制度化も見据え、市街地の小中学校にも展開することが求められる。・障がいをもつ子供への教育ニーズに応える特別支援教育や働くことへの意欲を高めるための職業教育への充実が求められる。・今後の統廃合に伴うスクールバスの運行経費の増加が懸念される。・地域農業の理解と発展に結びつく農業高校の意義と重要性が理解される活動を推進し、生徒の確保を図るとともに体育館等の施設整備を推進する。

教育関係団体への補助経済的負担の軽減、奨学金制度の充実町立中標津農業高校の充実現状と背景
・学校教育を取り巻く環境は、国際化、情報化、少子化など急激な社会変化に伴い、ますます複雑かつ多様化の傾向にあり、その中で個性と創造性を発揮しながら社会の変化に対応できる児童生徒の育成と学校現場における迅速な対応が求められている。・本町の幼稚園は、町立1園、私立4園となっており、幼児教育機能の充実、保育所との関わりや私立幼稚園とのバランスに配慮し、就園需要の動向などに応じた定員の適正化を図っている。・本町には、町立小学校は8校、中学校は4校設置され、各校において児童生徒の心身の発達段階や特性を考慮し、適切な教育課程により教育実践や施設整備を進めている。・中標津農業高等学校は、昭和25年に北海道中標津高等学校の分校として開設、平成11年度からは、学科を生産技術科と食品ビジネス科とし、地域の基幹産業である農業の次世代を担う人材育成の拠点施設として貢献している。

施策の目的 　次世代を担う子供たちが、社会を形成する上で必要な基礎･基本を身につけ成長していけるよう、「生きる力」を育み、人としての幸福感を実感できる教育を推進する。また、農業高校においては、この地域の農業を中心とした関連産業への発展に貢献する人材育成を推進する。主要施策
幼児教育の充実社会で活きる確かな学力の育成豊かな心と健やかな体の育成信頼される学校づくりの推進学校施設の整備･充実学校給食の充実学校規模の適正化

その他関連施策 　　　　中標津町地産地消推進事業その他関連計画 　　　　中標津町食育推進計画施策体系 基本目標（章） 6 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり大項目 1 学校教育の充実
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書教育委員会担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
59% 58%比較 59% 59% 7.4 7.6実績 5.8 7.5 7.5 ２６年度 最終年度（２７年度）4.4 3.6２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 教育用コンピューター1台当たりの児童生徒数(※小中高)(人/台)(整備率で比較)（%) 内 容年ごとの１台当たり児童生徒数（学校情報通信技術整備事業資料）（単）目標値 初期値（２１年度） 1.01 1.09比較 0.90 0.93 80.60 86.90実績 67.70 72.00 74.50 ２６年度 最終年度（２７年度）80.00 90.00２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　１ 指標・単位 学校の授業時間以外に普段1日当たり30分以上勉強している児童の率（％） 内 容年ごとの率（全国学力・学習状況調査【小学校児童質問紙】）（単）目標値 初期値（２１年度）

％実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標％ 172.75 ％対前年比 ％ 93.91 千円千円 825,062 千円 ％ 千円千円 千円事業費 508,570 千円 477,611 千円 438,950 千円一般財源 408,077 千円 441,535 千円 千円千円 千円その他 4,574 千円 4,494 千円 423 千円 千円地方債 53,600 千円 6,600 千円 170,700 千円214,989 千円 千円42,319 千円 24,982 千円
％施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道
％ ％％

％設 問 ％ 18.4 ％ 4.4問45児童生徒が適切な環境の下で学習していると感じるか 15.8 ％ 55.4
目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）設 問 そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらかといえばそう感じない そう感じない
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②

今後の方向性
・青少年の健全育成活動を推進していく上で、学校や行政のみでは限界があるため、家庭や地域と一体となって取り組む体制づくりや施策の必要性がある。・ジュニアリーダーコースは、今後も毎年2名の派遣を継続し、児童生徒が多くの大人とのふれあい、様々な体験ができる事業を展開する。・全国的に「いじめ問題」について、速やかな対応が必要になっており、教育相談センターの機能を有効に活用する体制づくりが必要である。

現状と背景
・少子高齢化や核家族化の進行、それに伴う家族や地域の教育力の低下、さらには、携帯やインターネット等、高度情報化の進展等により、青少年を取り巻く環境は大きく変化し、全国的に様々な問題が生じている。・このため、青少年健全育成の推進拠点となる青少年問題協議会校外指導連絡協議会等を設置し、非行防止活動や児童生徒の交流施策を実施している。・また、　児童生徒に様々な体験活動を通して、地域の中で暮らしていける実感やふるさと意識、他者への思いやり、ボランティア精神などを身につける機会を提供している。

課題と達成状況
・長期欠席児童生徒数、いわゆる不登校の児童生徒数は、平成24年度は減少したものの25年度は増加している。今後も各学校や町内各団体との連携等により、一層の施策の推進を図らなければならない。・青少年育成の施策である職業体験・職業講話等の社会活動については、対象となる学校（小中高）においては実施している。・リーダー育成のジュニアリーダーコースには、毎年計画的に2名の中・高生を派遣、「子ども会活動」として、　下の句カルタ教室、自然体験事業を実施し、異年齢交流や豊かな環境教育の場を提供している。

施策の目的青少年が次世代の担い手として健全に育成されるよう、家庭・学校・地域の相互連携による健全育成活動を推進する。
主要施策

青少年健全育成体制・環境の整備青少年の体験・交流活動の促進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 6 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり大項目 2 青少年の健全育成

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書教育委員会担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
92.40% 100.00%比較 85.80% 85.80% 46.20% 50.00%実績 35.70% 42.90% 42.90% ２６年度 最終年度（２７年度）50.00% 70.00%２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 職業体験・職業講話等の社会参加活動を行った学校の率 内 容各中学校の職業体験・職場訪問を対象（単）目標値 初期値（２１年度）比較 1.30 0.68 0.60 2.080.50 0.50実績 0.90 0.65 0.34 0.30 1.04２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 全児童生徒に占める長期欠席(不登校）の児童生徒の率（％） 内 容年ごとの率（学校基本調査）（単）長期欠席（30日以上／年、病気等を除く）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 98.27 ％ 97.48 ％千円 387 千円事業費 404 千円 397 千円 千円千円 千円一般財源 404 千円 397 千円 387 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

現在、参加していないし、今後も参加するつもりはない問46青少年を見守る活動に参加しているか 8.3 ％ 41.2 ％ 3.1 ％ 43.5 ％設 問 現在、参加しているし、今後も参加したい 現在参加していないが、今後は参加したい 現在、参加しているが、今後は参加するつもりはない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④⑤⑥

今後の方向性
・講座で学んだ知識や技術を、次にどう活かすことができるか、学習成果の活用が課題である。・サークル化や地域への学習成果の還元など、さまざまな可能性が考えられる。・団体として、一般財団法人文化スポーツ振興財団やNPOなかしべつスポーツアカデミーを位置づけ、支援を継続していく。・開拓が始まって100年ほどの当町は、歴史的資料の調査・蓄積がいまだ少ないことから、今後も更なる研究や整理が必要であると同時に、歴史や文化、自然情報を次世代へ伝えていく役割を持っている。特に歴史文化の資料を町民に公開展示している郷土館は、老朽化・狭隘化が著しく、収蔵資料も4箇所に分散されていることなどから、新たな施設の計画、及び事業化の検討が必要である。

現状と背景
・生涯学習の推進のためには、住民の多様化した学習ニーズに対応した学習機会の設定、地域課題の解決など公益的な活動につながるような学習テーマの設定、受講後に次の活動へ展開できるような講座を充実させることなどが必要である。・また、住民が求める適切な学習情報（講座、催物、人材、施設）の発信は、住民の学習活動の取組み促進と継続支援につながることから、生涯学習の推進において重要な役割をもっている。・さらに、社会教育関係団体の活動を支援することで、団体が安定して健全に運営され、町民に対する波及効果を持続させることができる。・現郷土館は、昭和46年に開館し、現在46千点を超える資料が収蔵されており、町の歴史や自然についての研究や事業を実施している。施設の老朽化は著しく、耐震補強の必要性もある。また、収蔵資料の増加による収蔵場所の分散、狭隘化などにより、機能強化を含め施設の整備が不可欠となっている。課題と達成状況
・高等教育機関との連携による生涯学習研修講座やサークルと連携しての木工芸教室を開催しているほか、文化会館や交流センターにおいては、指定管理者の企画による趣味の講座をはじめ、年間を通じた高齢者や子どもたちに対象を限定した講座、地域学講座などが実施されている。・民間情報も含め、各施設などの情報を一元化し、生涯学習だより「らいふまっぷ」を毎月発行している。・文化会館、図書館、交流センター、町営体育施設では、指定管理者によりホームページを開設し情報の提供を行っている。・一般財団法人文化スポーツ振興財団に対する支援により、安定した運営が継続され、併せて加盟団体の育成が図られ、本町の文化スポーツの振興が育まれている。また、NPOなかしべつスポーツアカデミーに対する支援により、住民が気軽にスポーツ活動に参加する機会を確保できている。

施策の目的 　　町民がいつでもどこでも主体的に学べる環境と、学んだ成果を効果的に活用できる環境が整っている生涯学習社会を実現させるため、施設の利用促進を図り、社会変化や地域社会の課題に対応した学習機会を町民に提供できるようにする。また、子どもたちの学習活動、文化スポーツ活動において、多くの学習支援者が関わり、支援システムが機能するようにする。主要施策
生涯学習講座の充実生涯学習情報の提供生涯学習団体への支援生涯学習関連施設の充実郷土館の充実家庭教育支援の充実

その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 6 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり大項目 3 生涯学習の推進
中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書教育委員会担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
125.84% 125.86%比較 115.09% 127.63% 46,435 46,442実績 35,436 42,468 47,096 ２６年度 最終年度（２７年度）36,900 37,600２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 郷土館施設及び事業利用者数(件） 内 容郷土館施設利用者のほかウェブサイトへのアクセスを含む年ごとの利用者数（単）目標値 初期値（２１年度）比較 1.03 1.06 1.05 1.02148,000 152,000実績 144,707 152,307 157,163 156,038 151,648２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 図書貸出数(冊／年） 内 容図書館での年ごとの貸出し数（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 102.81 ％ 101.93 ％千円 224,587 千円事業費 214,308 千円 220,326 千円 千円千円 千円一般財源 201,412 千円 208,573 千円 212,307 千円 千円その他 11,976 千円 11,753 千円 12,280 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 920
％ ％ ％ ％設 問

得られていない問49生涯学習情報「らいふまっぷ」から知りたい情報は得られているか 8.0 ％ 23.1 ％ 34.5 ％ 28.8 ％設 問 得られている どちらかといえば得られている どちらかといえば得られていない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③④

今後の方向性
・町民の健康づくりやスポーツ活動をサポートする施設・整備が求められており、老朽化した体育館に替わる新総合体育館の建設を進めている。・既存スポーツ施設の有効利用を図るために、利用状況に応じた運営体制の充実が必要である。・スポーツや健康づくりに関する情報、啓発活動に対し関係部局と連携を図りながら引き続き積極的に協力・支援をしていきたい。・年々、関心が高まる健康増進や生涯スポーツの実践など町民ニーズに応えるため、一般財団や総合型地域スポーツクラブなどの社会教育団体と連携し、スポーツ活動を推進していきたい。・スポーツ振興と町民の競技力向上を図るため、スポーツ合宿を行う団体に対して支援をしているが、各加盟団体の受け入れ体制がもう少し整備されると、合宿を希望する団体が増え町民の競技力の向上が期待できる。・専門的指導者の不足などの課題が指摘され、教員の指導力向上や外部指導者などの地域スポーツ指導者の活用が必要とされており、指導者の資質や指導力の向上を目指すためスポーツに関する知識や指導現場で活用できる指導者講習会・研究会が必要である。

現状と背景
・スポーツ・レクリエーション活動が、青少年の健全育成や高齢者の介護予防においても重要な役割を担っており、一層の振興が求められる。・特に、青少年の体力の低下が問題になっており、少しでも運動する環境づくりが求められているため、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団や総合型地域スポーツクラブNPOなかしべつスポーツアカデミーの運営を支援し、いつでも、どこでも、スポーツに親しむことができる生涯スポーツの実現を図っている。・一方、スポーツ観戦を楽しむことやスポーツイベントの運営を手伝うなど「見る」「支える」という形の参加もスポーツの態様であり、「する」スポーツとともに振興していくことが必要となっている。・また、学校部活動・スポーツ少年団などにおいては、各スポーツ指導者の不足などが問題となっており、活発な活動のために指導者の確保が必要である。・さらに、町民の健康づくりやスポーツ活動をサポートする施設整備も求められている。課題と達成状況
・指標1は、利用集計方法の変更、少年団活動や部活動の増加などにより利用者数の増加が図られたと推測する。・また、本町における多くの各種スポーツ行事・大会、スポーツ教室は、一般財団の加盟団体の協力により運営されている。・回数を重ねることごとに、参加者が増加してきている「なかしべつ330°開陽台マラソン」は町民や各スポーツ団体から企業までと多くの人が、協力ボランティアスタッフとして運営を行い「支える」という形で町民一丸となって取り組まれる事業として進められている。

施策の目的町民のニーズに応じた健康の保持・増進とスポーツの情報提供や指導者の人材確保を行うとともに、スポーツ活動をサポートする拠点、施設の整備を図る。
主要施策 スポーツ施設の整備充実・有効活用スポーツ団体の運営支援スポーツ指導者の養成・確保スポーツ活動の普及促進
その他関連施策その他関連計画施策体系 基本目標（章） 6 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり大項目 4 スポーツの振興

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書教育委員会担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・新体育館完成後の利活用については、教育委員会だけでなく他部署でも検討する。・新体育館は、職員において維持管理するという視点から維持費を考えてみること。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
104.68% 100.42%比較 98.32% 100.11% 1,989 1,908実績 1,878 1,868 1,902 ２６年度 最終年度（２７年度）1,900 1,920２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 スポーツ団体登録者数（財団加盟）（人） 内 容年ごとの登録者数（23団体）（単）目標値 初期値（２１年度）比較 1.06 1.14 1.18 1.28163,000 163,050実績 162,935 171,965 186,593 192,670 208,016２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 体育施設等利用者数（人） 内 容年ごとの利用者数（７施設）（単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 98.98 ％ 99.66 ％千円 154,966 千円事業費 157,107 千円 155,501 千円 千円千円 千円一般財源 143,547 千円 142,313 千円 142,395 千円 千円その他 13,560 千円 13,188 千円 12,571 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

取り組んでいない問51運動やスポーツに取り組んでいるか 17.9 ％ 16.8 ％ 30.6 ％ 32.1 ％設 問 取り組んでいる どちらかといえば取り組んでいる あまり取り組んでいない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）
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平成２６年度（事業年度：平成２５年度）

①②③

今後の方向性
・指定管理者は、学校鑑賞事業との連携、各団体との共催関係の構築、公演に加えてワークショップを設けるなどさまざまな工夫を重ねている。また、舞台鑑賞友の会の会員拡充を図っていく。・現在、指定及び登録されている文化財の保護・整備・活用を推進し、文化財保護思想の普及啓発に努める。・また、新たな文化財候補の発見発掘に努め、貴重な文化財の保護を推進する。

現状と背景
・町民の文化・芸術活動を振興するうえで、団体の自主的な活動を必要に応じて支援することで、活動を持続させ、次世代へつなげることができる。また、新たな担い手や指導者を発掘し、新しい活動の基礎をつくり、将来の町の文化・芸術活動の振興を図る必要がある。・趣味を通じた仲間づくり、創造活動や芸術活動を実践することにより、心豊かで生きがいのある生活を送り、健康な心と体が作られる。また、舞台芸術や美術品などの鑑賞機会は町民の豊かな感性を育み創作意欲を刺激し、町の文化・芸術活動を活性化することができる。・町内の文化財については、平成24年4月1日現在、国の登録有形文化財が5件、町指定文化財が1件、埋蔵文化財包蔵地が66箇所で、合計72件である。（※特別天然記念物及び天然記念物は国が定めるため除かれている）これらの貴重な文化財について、毎年現状把握、保護・保全、候補の掘り起こし等を行い、さらに学校などにおいて関連事業を実施している。・今後も郷土愛を育み、文化財保護意識の啓蒙を図るため、引き続き実施していく必要がある。課題と達成状況
・指標1について、文化・芸術団体の登録者数に大きな変動はなく、初期値を下回っている状況。・講座や教室を実施後、いかに活動継続へ結びつけるかが重要であるが、そこには活動場所、講師の確　　保、サークル化など細かい課題も多い。・指標2について、初期値年度は数値が特に高く、次年度以降の数値が大幅に低く見えるが、施策が停滞しているわけではない。年度により公演回数や公演形態が異なるため、増減の幅が激しい。指定管理者である一般財団法人文化スポーツ振興財団は、鑑賞事業に積極的に取り組み、低料金で鑑賞機会を提供している。・また、各種周年事業に合わせて各種事業を展開している。

施策の目的多くの町民が多様な文化・芸術にふれる機会を設け、文化・芸術団体の育成に努め、町民全体の文化芸術活動の活性化を図る。また、貴重な文化財を次世代へ守り伝え､郷土愛を深める。
主要施策

文化・芸術団体、指導者の育成文化・芸術の鑑賞機会と発表機会の充実文化財の保護と活用
その他関連施策その他関連計画 　　　　中標津町生涯学習推進計画施策体系 基本目標（章） 6 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり大項目 5 文化・芸術の振興

中標津町第６期総合発展計画『総合施策評価』調書教育委員会担当部
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二次評価
����

外部評価施策の方向性 評価に伴う意見等外部評価対象外施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止

施策の方向性 今後の施策の展開方法○総合施策評価（部長評価）のとおり・良いものを見せるのか、回数を多く見せるのか検討する。施策を継続する施策の改善を行う休止又は廃止
43.68% 57.30%比較 73.27% 53.07% 5,897 7,736実績 13,195 9,892 7,165 ２６年度 最終年度（２７年度）13,500 14,000２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）指標　２ 指標・単位 文化・芸術公演の鑑賞者数（人/年） 内 容年ごとの鑑賞者数（総合文化会館）（単）目標値 初期値（２１年度）比較 89.96 94.85 92.85 94.112,700 2,750実績 2,678 2,429 2,561 2,507 2,541２４年度 ２５年度（中間目標） ２６年度 最終年度（２７年度）実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標指標　１ 指標・単位 文化・芸術団体の登録者数（人） 内 容年ごとの登録者数（財団法人文化スポーツ振興財団文化団体登録者数）(単）目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ％ ％千円 千円対前年比 ％ 57.42 ％ 103.37 ％千円 184 千円事業費 310 千円 178 千円 千円千円 千円一般財源 310 千円 178 千円 184 千円 千円その他 千円 千円 千円 千円地方債 0 千円 0 千円 0 千円 千円千円 千円千円 0 千円 0施策別事務事業費施策コスト

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度国・道 0
％ ％ ％ ％設 問

取り組んでいない問48文化活動・芸術活動に取り組んでいるか 6.7 ％ 11.9 ％ 30.1 ％ 48.7 ％設 問 取り組んでいる どちらかといえば取り組んでいる あまり取り組んでいない目標指標まちづくり町民アンケート調査による数値（満足度等）

122


