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【【【【    第第第第３３３３回中標津町回中標津町回中標津町回中標津町自治推進自治推進自治推進自治推進会議報告会議報告会議報告会議報告    】】】】     日時：平成２５年８月２３日（金）１９：００～２１：００ 場所：中標津町役場 ３階 ３０１会議室 出席者：１６名（中標津町自治推進会議委員１０名、ファシリテーター１名、                  アドバイザー１名、事務局４名） ＜＜＜＜会議次第会議次第会議次第会議次第＞＞＞＞    １ 開 会 ２ 会長挨拶 ３ 議 題  （進行：東田ファシリテーター） （１） 外部評価について（事務局より説明） （２） 自治基本条例の進行管理まとめ   ① 前回の整理の報告（事務局より説明）   ② 条例進行管理のまとめについて    ア．論点の整理について（アドバイザーより）    イ．条例の進行管理のまとめ （３） その他   ① アドバイザー講評   ② 次回の開催日程について ４ 副会長挨拶 ５ 閉会  ＜＜＜＜配布資料配布資料配布資料配布資料＞＞＞＞      資料１ 自治推進会議スケジュール    総合施策評価『外部評価』   総合施策評価調書（資料添付省略）   質問・意見集約シート   第６期中標津町総合発展計画 基本構想（資料添付省略）   第６期中標津町総合発展計画 前期基本計画（資料添付省略）    中標津町自治推進会議報告書（案）（資料添付省略）                                             ＜＜＜＜会議結果報告会議結果報告会議結果報告会議結果報告＞＞＞＞    １ 開会  ２ 会長挨拶： 西根会長   
[会長挨拶] 
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３ 議題＜進行：東田ファシリテーター＞  （１）外部評価について（事務局説明）   ⇒ 加藤係長より説明（総合施策評価『外部評価』 P5、総合施策評価調書、質問・意見集約シート P12、総合発展計画前期基本計画）     総合施策評価調書に目を通し、質問意見集約シートを    提出してほしいとの説明がありました。     締切締切締切締切りはりはりはりは９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金）です。  （２）自治基本条例の進行管理まとめ ⇒（中標津町自治推進会議報告書（案）） ① 前回の整理の報告  事務局より、資料の整理について報告しました。 ② アドバイザーより  酒井先生より、論点の整理についてアドバイスが ありました。  ・ 個々の事例にとらわれず、条文に書いてある   ことについて議論する。 ③ 条例の進行管理のまとめ  委員より、意見が出されました。   ・ 報告書の体裁を一部直すこと。   ・ 完成した報告書は、事務局と会長とで確認し 調整すること。 （３）その他    ① アドバイザー講評     酒井先生より     ・ 具体的なことを指摘し、改善案を出す。     ・ 知識のない素人の意見が重要で、専門家には見えないことが見えてくることがある。得意でないところに意見を出すことも大切。     ・ 条文には具体的なことは書けない。最終的に振り返って条例が守られているかをチェックすることが推進会議の仕事。    ② 次回の開催日程について⇒（資料１ P4）     次回会議を当初予定より変更する旨確認されました。     当初 １０月４日（金）→変更変更変更変更    １０１０１０１０月月月月７７７７日日日日（（（（月月月月））））   ③ その他    １０月２５日の会議で来年度に向けての議論をする ため、以下の点について各自考えておくこととなりま した。    ・ 自治推進会議の役割    ・ 自治推進会議の進め方    ・ 自治推進会議で具体的に何をするか 

 

 

[会議風景] 

[副会長挨拶] 

[アドバイザー講評] 
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４ 副会長挨拶：小野副会長  ５ 閉  会  ※ 外部評価の「質問・意見集約シート」提出期限は、９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））です。 
次回の自治推進会議日程 ○ 第４回 平成２５年１０月７日（月）  １９：００～ 役場役場役場役場３０２３０２３０２３０２会議室会議室会議室会議室 



資料　1自治推進会議スケジュール年度 平成25年度月 4 5 6 7 8 9 10 11 12
４名

　７月 ８月 ９月 10月１４名 　4日（木） 2日（金）　　　　　　　　　　　　　23日(金） 20日頃まで 　7777日日日日（（（（月月月月））））　　　　　25日（金）

　　　　　　　8月 10月　　　　　　　　　12日、13日、（14日） 下旬■→条例進行管理に関すること◆→外部評価に関すること

◆◆◆◆資料作成資料作成資料作成資料作成、、、、送付送付送付送付

　事務局（企画課）推進会議メンバー
　事務局（企画課）

　行革推進本部会議

■■■■条例進行管理条例進行管理条例進行管理条例進行管理　　　自治推進会議 　　委嘱状交付 　　会議の進め方説明
　　ワーキンググループ結成

◆◆◆◆外部評価外部評価外部評価外部評価

ワーキングG 課題整理

　　グループワーク
　　まとめ

■■■■資料作成送付資料作成送付資料作成送付資料作成送付ワーキンググループ成果まとめ

　　会議の進め方説明

評価調書作成依頼
（一次評価）町民アンケート

行革推進本部会議
（二次評価）

質問・意見集約シート
（宿題） 質問・意見集約シート

（提出） グループワーク
（部長職参加） 　　まとめ

◆◆◆◆資料作成資料作成資料作成資料作成質問・意見集約シート
（取りまとめ）

行革推進本部会議
（総合評価）

◆議員へ評価調書配布

　　　　　　　　　　　　◆◆◆◆外外外外部部部部評評評評価価価価結結結結果果果果公公公公表表表表1111回回回回目目目目 ２２２２回回回回目目目目 ３３３３回回回回目目目目 ４４４４回回回回目目目目 ５５５５回回回回目目目目
■◆■◆■◆■◆委員公募委員公募委員公募委員公募 事務事業評価締切

（7月1日） 施策評価締切（7月8日） 総合施策評価締切
（7月16日）
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度分分分分    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

中標津町中標津町中標津町中標津町
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 １．行政評価制度導入の意義    町民と行政の適切な役割分担と町民の自主性を重 視したまちづくりを進めるため、「公共」を行政のみ が担うのではなく、地域の様々な主体（住民、町民 活動団体、事業所など）が行政と協働して担うこと が必要です。    こうした「新しい公共」を形成するためには、地 域の課題を町民と行政が共有し、町民の視点に立っ た地域の経営戦略による選択と集中の考え方を基本 としたまちづくりを進める必要があります。    行政経営の確立やマネジメントサイクルの確立、 新しい公共の形成を有機的に結びつけるための仕組 みとして、「行政評価制度」を位置付けします。    ２．行政評価の目的  １）ＰＤＣＡサイクルによる点検と改善     施策や事務事業を客観的に評価し、その結果を翌年以降に活か    していくことによって、業務の効率性・有効性の向上を図る。                  【右図：マネジメントサイクル】  ２）自己評価による職員の意識改革     業務の自己点検として機能させ、事務改善やコスト意識を通じ て、職員の政策形成能力の向上や意識改革を図る。  ３）町民への説明責任の向上    施策や事務事業の目的、内容、達成度など評価結果を公表することによって、町民への説明責任の向上を図り、町民に分かりやすい行政運営を目指す。    ３．行政評価の内容  １）事務事業評価     実施した事務事業の成果やコストなどについて現状 分析を行うことによって、目的を達成するために解決 すべき課題を発見し、事務事業の方向性を判断しつつ、 具体的な業務改善につなげる。     事務事業評価と連動し、行政改革の取組を評価する ことによって、経営改善を着実に進めていく。  ２）施策評価     施策の達成状況を確認するとともに、課題の分析や 施策の重点化を行い「第６期中標津町総合発展計画」 に掲げる総合的、計画的な地域経営を進めていく。       

Plan 計画 Do 実行 Check 評価 Action 改善 

          
基本構想 基本計画 実施計画 主要施策 事務事業 行政評価 施策評価 事務事業評価 

     行政経営行政経営行政経営行政経営    のののの確立確立確立確立 行政評価行政評価行政評価行政評価    のののの意義意義意義意義    新新新新しいしいしいしい公共公共公共公共のののの確立確立確立確立    マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント    サイクルサイクルサイクルサイクルのののの確立確立確立確立    
地域の経営戦略化と効果的な行政経営 

ＰＤＣＡサイクルによる点検と改善 町民と行政の役割分担と町民の自主性 
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４．行政評価の推進体制  １）庁内評価   ①所管部署による自己評価（１次評価）     所管部署において事業概要、コスト、実績・成果等について自己評価を行う。   ②中標津町行政改革推進本部（２次評価）     所管部署による行政評価の結果に対し、評価内容の妥当性や改善方針の決定等、客観的視点から総合的な調整を行う。  ２）外部評価   ①町民アンケート     施策に対し、町民の満足度を計る目安とするために実施するとともに、分野ごとに町民ニーズを把握できる内容とする。   ②中標津町自治推進会議（中標津町自治基本条例第 38 条）     アンケート調査の分析と庁内評価の結果を報告し、町民の視点から意見や提案を求める。                 ５．行政評価の活用           
 評価の結果を以下の項目に活用する。  ①総合発展計画実施計画のローリング ②事務事業の整理、調整 ③予算編成 ④組織機構・人員配置の見直し ⑤行政改革の推進 

行政評価 施策評価 事務事業評価 
  ・実績把握 ・目的、目標の共有  総合発展計画  ・事業選択 ・予算編成 予算編成 評価結果の活用  ・事務事業見直し ・組織改革 ・意識改革 行政改革 

 １次評価（自己評価） 施策評価 
担当者（係長・係） 課長職 部長職 

事務事業評価 評価調書の作成 による自己評価 
評価調書作成 評価内容確認 

２次評価 行革推進本部 外部評価 町民 推進会議 行革本部 総合評価 
評価結果の公表 

施策の重点化や今後の方向性を決定 
施策評価から 全庁的な視点で評価 

アンケート 
評価結果を後期基本計画に反映 

総合評価のまとめ 
評価調書作成 総合施策評価 町民視点からの評価 



７月　1日締切 7月８日締切

　　　　質問質問質問質問・・・・意見集約意見集約意見集約意見集約シートシートシートシート　　　　　　　　締切日締切日締切日締切日　　　　９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日までまでまでまで　行政改革推進本部会議

（決算審査特別委員会）平成２４年度各会計決算審査 （企画課）第6期総合発展計画実施計画・財政需要協議 （財政課）平成２６年度各種会計予算要求書提出12月中旬締切
２、公共施設（病院・文化会館・計根別支所等）で公表３、実施計画に反映事務局（企画課）

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度　　　　行政評価行政評価行政評価行政評価のののの流流流流れれれれ

事務局（企画課）
事務局（企画課）
事務局（企画課） 外外外外　　　　部部部部　　　　評評評評　　　　価価価価　　　　のののの　　　　実実実実　　　　施施施施

庁内評価調書の作成（事務事業評価・施策評価の取りまとめ）
（部長職）総合施策評価作成

１、ホームページによる公表
理事者に手交『行政評価報告書』  １２月定例会　理事者報告理事者報告理事者報告理事者報告　　　　・・・・　　　　議会報告議会報告議会報告議会報告

第第第第１１１１回回回回　　　　　　　　８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日第第第第２２２２回回回回　　　　１０１０１０１０月月月月　　　　７７７７日日日日第第第第３３３３回回回回　　　　１０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日日日日
※全職員に周知

『『『『行政評価報告書行政評価報告書行政評価報告書行政評価報告書』』』』のののの作成作成作成作成（外部評価意見等の取りまとめ）

（理事者・部長職＝行政改革推進本部）庁庁庁庁　　　　内内内内　　　　評評評評　　　　価価価価　　　　のののの　　　　実実実実　　　　施施施施外部評価調書の作成（庁内評価の意見等の取りまとめ）

 全議員に配布

８月１２日、１３日

平成　24　年度　各会計決算書作成
7月16日締切

　　１０月下旬開催

事務局（企画課）担当＝財政課
平成　２４　年度主要施策の成果及び予算執行実績概況表作成
１１１１次自己評価次自己評価次自己評価次自己評価 （課長・主幹職）施策評価作成（係長・主査職）事務事業評価作成
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基本目標
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3）自治基本条例（仮称）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

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

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

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 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

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 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

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 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

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

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
心の健康づくり推進
感染症対策の充実 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

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

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

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
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

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

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

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

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 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

基本目標
（1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）（10） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3）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 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

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

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

公営住宅の整備・維持管理の推進
住環境の形成 良好な住宅地の形成

安全・安心な公園施設整備
緑地の適切な維持管理

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 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

町消費生活センターの充実
町消費者協会の活動強化

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

ごみ処理・リサイクル体制の充実
不法投棄対策の推進

安全・安心な水道水の供給
サービスの向上 水道施設等の再整備

水洗化率向上に向けた啓発活動の推進
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

雨水対策の向上 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

事業経営における効率化の推進
白樺斎場（火葬場）の建設
中標津第2墓地の整備

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 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

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

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

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

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

施策の大綱
主要施策

第４章利便性のある調和のとれたまちづくり 第５章安全・安心で快適なまちづくり4－1 4－2 4－3 4－4 4－5 4－6 第６章人が輝き歴史と文化を育むまちづくり5－1 5－2 5－3 5－4 5－5 5－6 5－7 6－1 6－2 6－3 6－4 6－5計画的な土地利用と
市街地整備の推進

景観形成の推進 道路・交通網の充実
情報化の推進 住宅施策の推進 公園・緑地の充実

消防・防災の充実
防犯・交通安全の充実 消費者対策の推進

環境保全の推進 循環型社会の形成
上・下水道の再整備

衛生施設の充実 学校教育の充実 青少年の健全育成
生涯学習の推進 スポーツの振興 文化・芸術の振興

空とみどりの交流拠点　中標津～あつまるまち　つながるまち　ひろがるまち～
国際化、地域間交流

の促進1－3 北方領土対策の推進
子育て支援の充実

人権の尊重と男女共
同参画社会の形成

主要施策

協働のまちづくりの
推進1－1 コミュニティの育成

1－2施策の大綱
2－4 健康づくりの推進

2－5 2－6計画的な行政経営の
推進1－4 1－5 1－6 2－1 3－2地域福祉の充実 医療体制の充実

2－7高齢者施策の充実
2－2 障がい者施策の充実

地域医療の充実
2－3 商工業の振興3－3社会保障の充実

2－8 農業の振興3－1 林業の振興
まちの将来像

雇用対策の推進
3－6第１章参画と協働で未来を築くまちづくり 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観光の振興3－4 6次産業化の推進

3－5
第第第第６６６６期中標津町総合発展計画期中標津町総合発展計画期中標津町総合発展計画期中標津町総合発展計画　　　　前期基本計画前期基本計画前期基本計画前期基本計画
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平成２５年度（事業年度：平成２４年度）

施策の目的
主要施策

その他関連計画

現状と背景

関連する個別計画その他関連施策

課題と達成状況
今後の方向性

関連する基本目標関連する基本施策
担当者役職・氏名 担当部長名第6期中標津町総合発展計画前期基本計画の基本目標作成年月日 平成２５年　　月　　日施策体系 大項目 第6期中標津町総合発展計画前期基本計画の基本施策

第６期総合発展計画　　総合施策評価調書担当部基本目標（章）

今後、どのように取り組んでいくのかという取り組み方針を記載しています。

指標の目標値の達成状況及びその要因の分析による今後の課題について記

載しています。

政策策定時の状況及び社会情勢等について記載しています。

主要施策項目

当該施策の目的、どのようなことが実現できるかということが記載しています。

別　紙
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二次評価
外部評価

％ ％％ ％ ％ ％％ ％
千円

％％
千円千円

実績指標：事業ごとの進捗を示す代表的な成果指標
国・道施策コスト 地方債その他一般財源 千円千円 千円

２７年度千円千円 千円

目標指標：まちづくり町民アンケート調査による町民の満足度
町民満足度 ％ 対前年度２３年度 ２４年度 ２５年度（中間年度） 最終年度（２７年度）２６年度

施策の改善を行う休止又は廃止
施策の改善を行う休止又は廃止施策の方向性施策を継続する
施策を継続する施策の方向性

２５年度 ２６年度％
目標指標

対前年比
千円２３年度

２２年度
事業費

２４年度千円

指標　１
指標　2

２３年度

比較
２６年度 最終年度（２７年度）
２６年度

目標指標の定義

最終年度（２７年度）初期値（２１年度） ２４年度 ２５年度（中間目標）

行政改革推進本部会議の二次評価意見を記載しています。
自治推進会議による外部評価意見を記載します。

今後の施策の展開方法
評価に伴う意見等

実績

施策別事務事業費

内　容
実績目標値比較内　容目標値 初期値（２１年度） ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度（中間目標）

千円 千円千円 千円千円 千円 千円 千円0 千円 0 千円 ％ ％0 千円 0 千円％ ％ ％

％ ％

0 千円千円
％

目標値との比較を数値で記入しています。ただし、各年度ごとに目標値が設定されていない項目は、中間目標との比較を数値等で表示しています。

カッコ書きの数字は、他の大項目と重複しているため、分け

る事ができない数字を記載いています。

11



 12 

第６期中標津町総合発展計画前期基本計画 総合施策評価調書の質問・意見集約シート 
基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（章章章章））））        大 項 目大 項 目大 項 目大 項 目        おおおお 名 前名 前名 前名 前        総合施策評価調書を見て、思うところをご記入下さい。  《具体例》    ・○○ページの課題と達成状況について    ・○○ページの成果指標２について               ・・・等々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ ９月２０日（金）までに提出して下さい。（FAX又は Eメールでも可能です。） 
F A X 番 号  ７３－５３３３ 企画課協働推進係あて 
Eメールアドレス  kyoudou@nakashibetsu.jp 


