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１－１．協働のまちづくりの推進 

■用語 

○自治基本条例：地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのよ

うな方法で決めていくのかを明文化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを

定めた条例。 

○パートナーシップ推進事業：町では、企業や団体とのパートナーシップを推進す

るため、企業・団体が行なう環境整備などの社会貢献活動に必要な原材料や機械

借上料の一部を予算の範囲内で支援する事業。 

○パブリックコメント：公的な機関が計画などを策定する際に、事前に広く意見な

どを求める手続。 

○フロンティア事業推進補助金：地域のために活動するリーダーの育成や、住民参

加のまちづくりの推進を図ることを目的として、フロンティア基金を活用し、各

分野における人材の育成及び町民が新たに取り組む事業など、自主的な活動に要

する経費の一部を補助する制度。 

○ＮＰＯ：民間非営利団体。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

自治基本条例(仮称)の制定 自治基本条例の制定 

審議会等の町民公募制度の導入 審議会等における公募制度の導入 

社会貢献活動原材料等支給制度の利用
度 

年間の社会貢献活動原材料支給制度における総予

算に対する活用率 

社会貢献活動相談数 年間の社会貢献活動に関する相談数 

審議会などの公募委員割合 年ごとの審議会等での公募委員の割合 

協働推進事業の件数 年間の協働推進事業の件数 

共催・後援事業の件数 年間の共催・後援事業の件数 

フロンティア推進事業相談数 年間のフロンティア推進事業相談数 

地域づくり総合交付金相談数 年間の地域づくり総合交付金相談数 
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１－２．コミュニティの育成 

■用語 

○移住体験「お試し暮らし」：町への移住促進を目的に、移住に関心のある方に対し

て、町の生活環境を知ってもらうため1ヶ月の生活体験をする事業。 

■成果指標 

成果指標 内容 

町内会加入世帯数 年ごとの加入世帯数 

コミュニティ施設整備数 整備したコミュニティ施設の累計 

移住促進事業による移住世帯 移住した世帯数の累計 

お試し暮らし実績 移住体験「お試し暮らし」に参加した人数の累計 

 

１－３．国際化、地域間交流の促進 

■成果指標 

成果指標 内容 

川崎市との交流事業 年間の交流事業数 

東京中標津会の会員数 会員数 

札幌中標津会の会員数 会員数 

 

１－４．北方領土対策の推進 

■用語 

○北方四島交流事業：領土問題の解決までの間、相互理解の促進を図り、領土問題

の解決に寄与することを目的に、日本国民と北方四島に居住するロシア人との相

互交流を行う事業（ビザなし交流など） 

■成果指標 

成果指標 内容 

北方四島ロシア人との交流事業参加者 年ごとの参加者数 

返還に向けての喚起運動参加者 年ごとの参加者数 

返還署名人数 年ごとの署名者数 

四島在住ロシア人患者受入数 年ごとの受け入れ患者数 
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１－５．人権の尊重と男女共同参画社会の形成 

■用語 

○男女共同参画基本法：男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる

男女共同参画社会の実現のために制定。平成12年施行。 

■成果指標 

成果指標 内容 

審議会等に占める女性の割合 年ごとの審議会等における女性の割合 

町職員における女性管理職登用の割合 年ごとの町における女性管理職の割合 

 

１－６．計画的な行政経営の推進 

■用語 

○ＩＤＣ運用：顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用

サービスなどを提供する施設。「インターネットデータセンター」(IDC)とも呼ば

れる。 

○新公会計制度：平成 17年 12月に政府の「自治体の『資産・債務』改革」として

スタートし、従来にはない「詳細な分析と管理」を行うことにより、「貸借対照表」

（バランスシート）、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算

書」の４つの財務諸表の整備が求められています。 

○貸借対照表（バランスシート）：企業会計における貸借対照表の考え方を市町村な

どの公会計に導入したもの。決算時点で町が保有する資産の残高と、その資産を

取得するために調達した財源（負債・純資産）の残高を一覧表で示したもの。 

○行政コスト計算書：町の行政活動は、資産の形成だけでなく、人的サービスや給

付サービスなど資産形成につながらない行政サービスが大きな比重を占めており、

行政コスト計算書は、普通会計を対象に、これらの経費を把握しようとするもの。 

○純資産変動計算書：貸借対照表の資産と負債の差額である純資産の一年間の変動

内容を表したもの。純資産は資産形成のためにこれまでの世代が負但したもので、

将来世代に引き継がれる資産ですが、１年間の増減を把握しようとするもの。 

○資金収支計算書：１年間の資金（現金）の収支を、経常的収支の部、公共資産整

備収支の部、投資・財務的収支の部の３つに区分して計上した計算書。 
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■成果指標 

成果指標 内容 

行政改革の効果額 

平成 22年度の事業実績額を基準に、継続的な取り

組み（指定管理者制度、職員定数管理など）による

基準額からの差し引きによる差額と新たな取り組

みによる効果額の発生などを考慮して効果額を設

定。 

事務権限移譲を受けた条項数（割合） 
中標津町が受け入れ可能な権限を総数とし、その内

移譲した割合。 

職員提案数（割合＝提案数/職員総数） 

全職員の内、提案があった割合。割合の算出方法は

三役・部長職・医師・看護師等・消防など審査する

側や特別な職を除く全ての職員数を総数とし、提案

数に割り返した数値 

将来負担比率 

町が将来どのくらいの負担をする必要があるかを

示す。【（将来負担額－充当可能額等）/（標準財政

規模－交付税参入額）】  

実質公債費比率 

町の借入金の返済額がどのくらいあるかを示す。 

【（元利償還金＋準元利償還金－充当可能額等）/

（標準財政規模－交付税算入額）】 

自主財源比率 

歳入総額に占める自主財源の割合。比率が高いと自

主財源が多く地方交付税等の依存財源の影響を受

けにくい。【自主財源/歳入総額】 

職員数（人口1,000人当たり） 人口1,000人当たりの企業職員を除く総職員数 

全主要施策に対しての施策評価割合 
総合発展計画主要施策のうち、施策評価を実施した

施策の割合 
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第２章 健やかでやさしいまちづくり 

２－１．子育て支援の充実 

２－２．高齢者施策の充実 

２－３．障がい者施策の充実 

２－４．地域福祉の充実 

２－５．健康づくりの推進 

２－６．地域医療の充実 

２－７．医療体制の充実 

２－８．社会保障の充実 
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２－１．子育て支援の充実 

■用語 

○ファミリーサポートセンター：乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働

者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当

該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うもの。 

○児童デーサービスセンター：心身に障害のある幼児に対して母親と子どものふれ

あいを通じ、発達や日常生活の指導を行う施設。 

○発達支援センター：発達や運動機能に心配のある子どもを対象に専門の職員が相

談及び指導・訓練の療育を行う施設。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

「こんにちは赤ちゃん｣家庭訪問実施割合 対象となる家庭への訪問実施割合 

一時保育施設の設置支援 累計の設置箇所数 

病児・病後児保育の設置支援 累計の設置箇所数 

子育て支援センター支援事業(利用者数) 年ごとの利用者数 

乳幼児の子育て相談をする人がいない
保護者割合 

年ごとの相談をする人がいない保護者の割合 

児童館利用者数（１年～３年） １日あたりの児童館利用者数 

虐待等早期解決・未然防止に向けてのネ
ットワーク会議 

年ごとの開催件数 

 

２－２．高齢者施策の充実 

■用語 

○地域包括支援センター：、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医

療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。 

○特定高齢者：65歳以上で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれが

ある高齢者。 
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■成果指標 

成果指標 内容 

要介護認定率 年ごとの高齢者人口に占める要介護認定者の割合 

特定高齢者候補者の把握人数 年ごとの特定高齢者候補者の把握数 

介護予防事業への参加 年間の介護予防事業への参加者数 

運動器機能向上事業への参加人数 年間の運動器機能向上事業への参加人数 

高齢者福祉施設の定員 高齢者福祉施設の定員総数 

80歳の要介護者 年ごとの80歳の要介護認定者の割合 

シルバー人材センター登録者数 年ごとの登録者数 

老人クラブ加入者数 年ごとの加入者数 

災害時要援護者支援体制整備町内会 要援護者支援体制が整備された町内会の数 

 

２－３．障がい者施策の充実 

■用語 

○グループホーム・ケアホーム：障害者が、家庭的な環境の中で、職員のサポート

を受けながら、共同生活を送る施設。グループホームは障害程度区分が「非該当」

と「区分１」の人、ケアホームは「区分２」～「区分６」の人が入居。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

町内のグループホーム・ケアホーム利用者数 年ごとの利用者数 

居宅介護サービス利用時間 年ごとの利用時間数 

児童デイサービスの利用者 年ごとの利用者数 

就労支援事業等利用者 年ごとの利用者数 

中標津高等養護学校卒業生の町内での就労 年ごとの就労者数 

 

２－４．地域福祉の充実 

■用語 

○ユニバーサル・デザイン：年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からでき

るだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。 
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■成果指標 

成果指標 内容 

総合福祉センター利用者 年ごとの利用者数 

ボランティア講座受講者 年ごとの受講者数 

 

２－５．健康づくりの推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

乳幼児健診受診率 年ごとの受診率 

３歳児一人平均う歯数 年ごとの平均う歯数 

特定健診受診率 年ごとの受診率 

乳がん検診受診率 年ごとの受診率 

予防接種実施率 年ごとの実施率 

喫煙率 年ごとの喫煙率 

欠食率 年ごとの欠食率 

 

２－６．地域医療の充実 

■用語 

○かかりつけ医：日頃から患者の病歴、健康状態を把握し、診療行為のほか健康管

理上のアドバイスなどもしてくれる身近な医師のこと。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

病床利用率 年ごとの利用率 

町外医療機関への搬送件数 年ごとの搬送件数 

時間外受診患者数 年ごとの患者数 

 

２－７．医療体制の充実 
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■用語 

○新臨床研修制度：2年間を初期臨床研修として必修化し、複数の診療科で総合的

に研修する制度。 

■成果指標 

成果指標 内容 

医師数 確保を目指す医師数。()は嘱託内数。 

医療技術職員養成修学資金貸付者数 23年度以降５名の貸付者の予定。 

 

２－８．社会保障の充実 

■用語 

○メタボリックシンドローム：内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起

こされやすくなった状態。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

国保加入者一人当たり療養諸費 年ごとの療養諸費 

役場窓口相談 年ごとの年金相談の回数 

町広報誌掲載（保険料納付、制度周知） 年ごとの広報数 
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第３章 力みなぎる産業のまちづくり 

３－１．農業の振興 

３－２．林業の振興 

３－３．商工業の振興 

３－４．観光の振興 

３－５．６次産業化の推進 

３－６．雇用対策の推進 
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３－１．農業の振興 

■用語 

○ＷＴＯ：世界貿易機関。貿易に関する協定の管理・運営、加盟国間の貿易交渉を

推進する国際機関。 

○ＦＴＡ：自由貿易協定。関税など、通商上の障壁を取り除く自由貿易地域の結成

を目的とした、2国間以上の国際協定。 

○ＥＰＡ：経済連携協定。自由貿易協定（ＦＴＡ）を柱として、通商上の障壁の除

去だけでなく、締約国間での経済取引の円滑化、経済制度の調和等のさまざまな

経済領域での連携強化・協力等をも含めたもの。 

○ＢＳＥ：牛海綿状脳症。一般的には狂牛病。 

○酪農ヘルパー：酪農家に代わって牛の世話をする仕事。 

○コントラクター：農作業の一部を代行して料金収入を得る組織。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

認定農業者数 年ごとの認定農業者数 

新規就農者数 年ごとの新規就農者数 

交流会の開催 年ごとの開催数 

農業年金の新規加入者数 年ごとの新規加入者数 

草地面積 年ごとの面積 

消費者からの特産品の評価 アンケート「なかしべつのまちづくり」での評価 

生産農業所得（１戸当たり） 年ごとの農業所得 

共同取組みによる収穫、乾燥、調整の面積 年ごとの面積 

酪農ヘルパー要員数 年ごとの要員数 

一般研修者の利用回数 年ごとの利用回数 

一般研修者の利用人数 年ごとの利用人数 

専門技術指導回数 年ごとの指導回数 

専門技術受講者人数 年ごとの受講人数 

農用地利用集積 年ごとの集積率【農地利用集積面積/全耕地面積】 

農地利用状況調査の実施 年ごとの調査実施回数 
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３－２．林業の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

造林面積（町有林+私有林） 年ごとの造林面積 

下刈面積（町有林+私有林） 年ごとの下刈面積 

枝打ち面積（町有林+私有林） 年ごとの枝打ち面積 

間伐面積（町有林+私有林） 年ごとの間伐面積 

森林保護面積（町有林+私有林） 年ごとの森林保護面積 

 

３－３．商工業の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

技術講習会の開催 年ごとの開催数 

住宅情報の発行 発行回数 

起業家支援事業実績 累計の起業家支援事業実績 

中心市街地の歩行者交通量 年ごとの１日当たり歩行者数 

中心市街地の車輌交通量 年ごとの１日当たり交通量 

年間販売額 年ごとの販売額 

製品製造出荷額 年ごとの製造品出荷額 

 
 

３－４．観光の振興 

■用語 

○ホスピタリティ：心のこもったもてなし。手厚いもてなし。 

○ゲートウェィ：門口。出入り口。接点。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

観光入込客数 年間の入込客数 

宿泊客数 年間の宿泊客数 
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３－５．６次産業化の推進 

■用語 

○６次産業化：農業、林業などの第１次産業が食品加工・流通販売にも業務展開し、

経営の多角化を図ること。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

６次産業化に取り組んでいる農業者数 年ごとの農業者数 

６次産業化に取り組む組織 年ごとの組織数 

優良カラマツ材を使った施設の建築 施設建築数 

 

３－６．雇用対策の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

通年雇用化人数 年ごとの通年雇用化人数 
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第４章 利便性のある調和のとれたまちづくり 

４－１．計画的な土地利用と市街地整備の推進 

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 

４－５．住宅施策の推進 

４－６．公園・緑地の充実 
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４－１．計画的な土地利用と市街地整備の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

土地貸付面積 町有地の貸し付け面積 

 

４－２．景観形成の推進 

■用語 

○景観法：都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の

形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、良好な景観の形成のた

めの規制措置を講ずる景観についての総合的な法律。平成16年制定。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

景観計画の策定 景観計画の策定状況 

景観団体の育成 
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） 

 

４－３．道路・交通網の充実 

■用語 

○釧根トライアングル整備構想：釧路・根室地域が互いに連絡を取り合いながら、

地域づくりを進めるため、その基本となる釧路・根室・中標津間の道路ネットワ

ークの整備促進を目的とする構想。平成11年に発足。 

○地域高規格道路：地域構造を強化する規格の高い道路。釧路中標津道路、根室中

標津道路など。 

○視程障害：雪などにより見通しが通常より短くなること。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

町有バス利用者数 年間の町有バス利用者数 
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成果指標 内容 

市内循環線利用者数 年間の循環線利用者数 

生活路線利用者数 年間の生活路線利用者数 

警戒標識の整備 警戒標識の整備数（累計） 

防雪柵の整備 防雪柵整備予定延長に対する整備率 

町道の舗装率 年ごとの町道舗装率 

橋梁の補修 町内橋梁補修予定箇所に対する補修率 

搭乗者数 年間の中標津空港搭乗者数 

搭乗率 年間の中標津空港発着便の搭乗率 

 

４－４．情報化の推進 

■用語 

○ブロードバンドサービス：高速な通信回線の普及によって実現される次世代のコ

ンピュータネットワークと、その上で提供される大容量のデータを活用した新た

なサービス。おおよそ通信速度が500kbps以上（1kbpsは1秒間に1000ビットの

データを送れること）。 

○イントラネット：インターネット標準の技術を用いて構築された庁内ネットワー

クのこと。 

○ＬＡＮ：構内通信網。 

○電子自治体：住民利便性の向上、内部事務の効率化とサービスの向上をめざして

インターネット等を利用して各種の行政サービスを提供する自治体。 

○セキュリティ：安全性。 

■成果指標 

成果指標 内容 

ホームページのアクセス件数 年間の町ホームページアクセス件数 

ブロードバンド利用可能率 町内でのブロードバンド利用可能世帯率 

 

４－５．住宅施策の推進 

■用語 

○セーフティネット：安全網。網のように救済策を巡らし、安全や安心を提供する

仕組みのこと。 
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■成果指標 

成果指標 内容 

違反建築物の防止 違反建築物は発生させない目標 

建築指導（パトロール等） 年間の建築指導（パトロール等）回数 

公営住宅の建設 累計の建設箇所数 

公営住宅の除却 累計の除去箇所数 

公営住宅の個別改善 累計の改善箇所数 

 

４－６．公園・緑地の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

公園の修繕箇所数 累計の修繕箇所数 
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第５章 安全・安心で快適なまちづくり 

５－１．消防・防災の充実 

５－２．防犯・交通安全の充実 

５－３．消費者対策の推進 

５－４．環境保全の推進 

５－５．循環型社会の形成 

５－６．上・下水道の再整備 
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５－１．消防・防災の充実 

■用語 

○消防の広域化：災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民のニ

ーズの多様化等の消防を取り巻く環境の変化に対応するため、市町村の消防の広

域化により、行財政上の様々なスケールメリットを実現すること。 

○救急救命士：病院への搬送途上に限り傷病者に対し救急車等にて救急救命処置を

施すことのできる救命士。 

○自主防災組織：自主防災組織とは、住民一人ひとりが「自らの命は自ら守る」そ

して、「自らの地域は自ら守る」という考え方にたって、自主的に防災活動を行う

組織のこと。 

○災害時要援護者：必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るため

に安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々。

一般的に高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦など。 

○ドクターヘリ：重篤な患者が発生した場所に、医師と看護師をいち早く派遣する

ことのできる救急医療ヘリコプター。 

 

■成果指標 

成果指標 内容 

消防・救急無線のデジタル化への対応 無線のデジタル化率 

専科教育 累計の講者数 

初任教育課程 年ごとの受講者数 

気管挿管再認定講習 累計の受講者数 

消防車両の更新 累計の台数 

消火栓新設工事 累計の工事数 

防火水槽新設工事 累計の設置数 

救急救命士数 救急救命士の数 

普通救命講習受講者数 累計の受講者数 

救急救命士生涯教育時間数 年間の教育時間数 

火災件数 年間の件数 

火災による死傷事故数 年間の事故数 

一般家庭訪問（春･秋）実施件数 年間の実施件数 

高齢者世帯訪問（春･秋）実施件数 年間の実施件数 
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成果指標 内容 

予防広報（街頭啓発・車両等）実施件数 年間の実施件数 

住宅用火災警報器普及率 年ごとの普及率 

防火対象物立入検査実施件数 年間の実施件数 

防火対象物違反処理件数 年間の処理件数 

防火対象物自衛消防訓練指導件数 年間の指導件数 

予防技術資格者数 累計の資格者数 

消防学校専科教育予防査察科入校者数 累計の入校者数 

消防学校専科教育危険物科入校者数 累計の入校者数 

消防設備等実務研修会受講者数 累計の受講者数 

違反是正研修会受講者数 累計の受講者数 

消防実務講習会受講者数（違反是正・予防広報等） 累計の受講者数 

自主防災組織の組織化率 自主防災組織が設立された町内会等の割合 

公共建築物の耐震化率 公共建築物における耐震化の割合 

防災活動拠点整備 整備箇所数 

防災拠点における資材備蓄率 防災資材の備蓄割合 

 

５－２．防犯・交通安全の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

防犯灯設置数 防犯灯設置数（累計） 

交通事故発生件数 年ごとの事故発生件数 

交通事故死傷者数 年ごとの死傷者数 

 

５－３．消費者対策の推進 

■用語 

○消費生活センター：消費生活に関する相談・苦情等を適正に処理することで、町

民の消費生活の安定を図るとともに自立の支援を目的とした相談窓口。本町では

役場生活課内に設置。 

○消費生活モニター：危険な商品、不当な取引や不当な表示、生活必需品の需給・

価格動向の観察、消費生活に関する情報の提供などを行う。 
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■成果指標 

成果指標 内容 

消費生活相談数 年ごとの生活相談件数 

出前講座 年ごとの出前講座開催数 

 

５－４．環境保全の推進 

■用語 

○化石燃料：動植物などの遺骸が地質時代を通じて堆積物となり、地圧・地熱など

により変成してできた有機物。石炭・石油など。 

○外来種：他地域から人為的に持ち込まれた生物。 

○温室効果ガス：二酸化炭素やメタンなどの温室効果をもたらす気体の総称。 

■成果指標 

成果指標 内容 

地域緑化推進事業（並木造成） 累計の並木延長距離 

地域緑化推進事業（緑化面積） 累計の緑化面積 

植樹祭による緑化面積 植樹祭での緑化面積（累計） 

鳥獣対応出動回数 年ごとの出動回数 

中標津町事務事業分温室効果ガス排出量 年ごとの庁内での温室効果ガス排出量 

 

５－５．循環型社会の形成 

■用語 

○３Ｒ：廃棄物などの発生抑制（リデュース・Reduce）、再使用（リユース・Reuse）、

再生使用（リサイクル・Recycle）をいう。 

○ねむろ自然の番人宣言：根室管内に住む住民・事業者が、自然の番人として廃棄

物の不法投棄やポイ捨てを防止し、豊かな自然環境を後世に引き継ぐことを目的

とした宣言。 

■成果指標 

成果指標 内容 

一般廃棄物処理量 年ごとの処理量 

資源物処理量 年ごとの処理量 
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５－６．上・下水道の再整備 

■用語 

○ライフサイクルコスト：構造物などを企画・設計・整備し、その構造物を維持管

理して、最後に解体・廃棄するまでの、全生涯に要する費用の総額。 

■成果指標 

成果指標 内容 

水洗化率（下水道・農集） 
現在の処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設

置して汚水を下水道等で処理している人口の割合 

下水道管路カメラ調査率 
対象となる 20年経過した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管路(40.2km)

のうち、カメラによる調査を実施した延長の割合 

ＣＯ2排出量 下水道事業に関する年間ＣＯ2排出量 

下水道管路台帳電子化 電子化された台帳の率 

処理場設備台帳電子化 電子化された台帳の率 

民間委託事業数 
水道事業における民間委託を実施した事業数（累

計） 

多様な料金等支払い方法 料金等の支払い方法の種類 

有収率 

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。 

 

 



 

- 24 - 

第６章 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり 

６－１．学校教育の充実 

６－２．青少年の健全育成 

６－３．生涯学習の推進 

６－４．スポーツの振興 

６－５．文化・芸術の振興 



 

- 25 - 

６－１．学校教育の充実 

■用語 

○学校評議員制度：地域社会に開かれた学校づくりを一層推進していくため、保護

者や地域住民などの相互の意思疎通や協力関係を高めるための制度。 

○学校支援ボランティア：学校の教育活動について地域の教育力を生かすため、保

護者及び地域の方々など学校を支援していただくボランティア。 

○耐力度調査：公立学校施設において、建物の構造耐力、経年による耐力低下、立

地条件による影響の 3つの項目を総合的に調査し、建物の老朽状況を評価するも

の。 

■成果指標 

成果指標 内容 

地元産品を取入れた食事事業を実施している小中学校率 給食に地元産品を取り入れている学校の割合 

残食率 給食の食べ残しの割合 

教育用コンピュータ1台あたりの児童生徒数（※小・中・高校） 年ごとの１台当たり児童生徒数 

学校の超高速・高速インターネット接続率 年ごとの接続率 

全国学力・学習状況調査における、平均

正答率の全道平均との比較（小学校） 
年ごとの平均正答率 

全国学力・学習状況調査における、平均

正答率の全道平均との比較（中学校） 
年ごとの平均正答率 

学校の授業時間以外に普段（月～金）１日当

たり30分以上勉強している児童の率 
年ごとの率 

学校の授業時間以外に普段（月～金）１日当

たり１時間以上勉強している生徒の率 
年ごとの率 

学校のきまりや友達との約束を守って

いる児童の率 
年ごとの率 

学校の規則や友達との約束を守ってい

る生徒の率 
年ごとの率 

人が困っているときに、進んで助けてい

る児童の率 
年ごとの率 

人が困っているときに、進んで助けてい

る生徒の率 
年ごとの率 

普段（月～金）７時前におきる児童の率 年ごとの率 

普段（月～金）７時前におきる生徒の率 年ごとの率 

朝食を毎日食べている児童の率 年ごとの率 

朝食を毎日食べている生徒の率 年ごとの率 

読書が好きな児童の率 年ごとの率 
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成果指標 内容 

読書が好きな生徒の率 年ごとの率 

卒業後の進路内定率（進学率・就職率） 年ごとの率 

実習生産物売払収入額 年ごとの農業高校実習生産物の収入額 

資格取得達成度（資格取得数／卒業生） 農業高校生徒の資格取得の割合 

海外酪農研修事業の延参加者数 累計の農業高校での海外研修事業参加者数 

中標津農業高校の生徒数 年ごとの生徒数 

教員住宅入居率 年ごとの住宅入居率 

学校支援ボランティアの登録者数 年ごとの登録者数 

学校支援ボランティアの利用回数 年ごとの学校におけるボランティア活用回数 

 

６－２．青少年の健全育成 

■成果指標 

成果指標 内容 

全児童生徒数に占める長期欠席（不登
校）の児童生徒の率 

年ごとの率 

家の手伝いをしている児童の率 年ごとの率 

家の手伝いをしている生徒の率 年ごとの率 

住んでいる地域の行事に参加している
児童の率 

年ごとの率 

住んでいる地域の行事に参加している
生徒の率 

年ごとの率 

職業体験・職業講話等の社会参加活動を
行った学校の率 

年ごとの率 

 

６－３．生涯学習の推進 

■用語 

○ウェブログ：日々更新される日記的なウェブサイトの総称。 

■成果指標 

成果指標 内容 

郷土館収蔵資料点数 収蔵資料数（累計） 

郷土館施設及び事業利用者数 年ごとの利用者数 

郷土館ウェブログのアクセス件数 年ごとのアクセス件数 

緑のふるさと研修舎・生涯学習研究所利用者数 年ごとの利用者数 
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６－４．スポーツの振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

スポーツ団体登録者数（財団加盟） 年ごとの登録者数 

スポーツ少年団登録者数 年ごとの登録者数 

スポーツ指導者登録者数 年ごとのと登録者数 

体育施設等利用者数 年ごとの利用者数 

 

６－５．文化・芸術の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

文化・芸術公演の鑑賞者数 年ごとの鑑賞者数 

文化・芸術団体の登録者数 年ごとの登録者数 

町内の文化財数 登録された文化財の数（累計） 

 


