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総合評価

基本目標１ 環境に係る施策 計

（1）自然環境の保全活用、美しい景観づくり Ｂ概ね順調 2件 0件 1件 1件 4件

（2）治山・治水・利水の推進 Ｂ概ね順調 1件 0件 0件 0件 1件

（3）環境衛生の向上、資源循環の推進 Ｂ概ね順調 1件 1件 0件 0件 2件

（4）公園緑地の整備活用 Ｃ　　改善 2件 0件 0件 0件 2件

基本目標２ 子育て支援・教育に係る施策

（1）子育て支援、青少年健全育成 Ｂ概ね順調 6件 0件 4件 1件 11件

（2）保育、幼児・学校教育の充実 Ｂ概ね順調 1件 1件 0件 0件 2件

（3）生涯学習のまちづくり Ｂ概ね順調 8件 0件 2件 0件 10件

（4）生涯スポーツの推進 Ｂ概ね順調 2件 0件 0件 0件 2件

（5）交流の拡充 Ｂ概ね順調 1件 1件 0件 0件 2件

基本目標３
生活基盤の整備・移住定住に係る
施策

(1)道路の整備 Ｂ概ね順調 1件 1件 0件 0件 2件

(2)住宅対策の推進 Ｂ概ね順調 1件 1件 1件 0件 3件

(3)上下水道の整備 Ｂ概ね順調 1件 1件 0件 0件 2件

(4)交通の整備 Ｂ概ね順調 0件 1件 0件 0件 1件

(5)移住定住の促進 Ｂ概ね順調 6件 0件 2件 1件 9件

基本目標4 産業に係る施策

(1)農業の振興・森林の保全活用 Ｂ概ね順調 2件 0件 0件 1件 3件

(2)商業の振興 Ｂ概ね順調 2件 0件 0件 2件 4件

(3)工業の振興 Ｃ　　改善 2件 0件 1件 0件 3件

(4)観光の振興 Ｂ概ね順調 8件 1件 3件 0件 12件

(5)６次産業化の推進 Ｃ　　改善 3件 0件 1件 1件 5件

(6)雇用と労働 Ｃ　　改善 1件 1件 0件 1件 3件

基本目標５ 福祉と人権に係る施策

（1）住民福祉の向上 Ｂ概ね順調 4件 0件 0件 0件 4件

（2）保健予防・医療の充実 Ｂ概ね順調 2件 3件 1件 1件 7件

（3）人権の尊重・男女共同参画の推進 Ｂ概ね順調 3件 0件 0件 0件 3件

基本目標６
消防・防災・防犯、行政運営に係る
施策

（1）消防・防災・防犯体制の整備 Ｂ概ね順調 1件 0件 1件 1件 3件

（2）開かれた町政と協働のまちづくり Ｂ概ね順調 1件 0件 1件 0件 2件

（3）財政の健全化 Ｂ概ね順調 8件 0件 1件 0件 9件

（4）行政の効率化・地域情報化の推進 Ｂ概ね順調 1件 0件 0件 1件 2件

（5）行政の広域化 Ｂ概ね順調 1件 0件 0件 0件 1件

Ｂ24件、Ｃ4件 順調↗ 72件 概ね達成→ 12件 未達↘ 19件 評価なし 11件 114件

成果指標状況

平成30年度事業　評価検証結果一覧

合計

施策項目

評価なし未達↘概ね達成→達成↗

順調↗

順調↗

順調↗

順調↗

順調↗ 評価なし未達↘

評価なし未達↘

評価なし未達↘

評価なし未達↘

評価なし未達↘

概ね達成→

概ね達成→

概ね達成→

概ね達成→

概ね達成→



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

美しいまちづくりへの取り組み

回数 備考

2 延べ参加者250人

自然環境保全活用への取り組み

1

施策分野 1　環境に係る施策

基本施策名 (1)　自然環境の保全活用、美しい景観づくり

１　目的

①　美しいまちづくり行動デーの実施（県道沿線除草）（町づくり推進係）

②　【新規】まちなか第1駐車場、第2駐車場へ花壇を設置し、管理を地元自治会に委託した

③　【新規】個人、団体への「花とハーブの里づくり事業」補助金制度を新設した（以上花とハーブの里推進係）　

①　ＨＰ等による住宅用太陽光発電システム設置費補助の広報

項目

②　広報、ＨＰ等による外来植物駆除の呼びかけ（以上環境整美係）

　・美しいまちづくりを意識した環境保全、景観形成

　・保全と開発とのバランスに留意した計画的な土地利用の実現（以上町づくり推進係）

　・特定外来植物駆除等による自然保護

　・再生可能エネルギー利用促進（以上環境整美係）

1(1)自然環境



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 2件 概ね達成→ 0件 未達↘ 1件 評価なし 1件 4件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

90% 90% 町づくり推進係
若者・子育て世代ア
ンケート結果【戦略】

２件

1件
(R1-R5年度新

規植栽場所増加
数)

花とハーブの里
推進係

【戦略】

０件 ０件 町づくり推進係 【戦略】

20件
年20件

(5年計100件)
環境整美係

H30年度実績値の状況・理由 新規で個人、団体向けの植栽補助事業の導入、まちなか第1、第2駐車場へ花壇を新設、庁舎へのアロマディフューザー設置

池田町の土地利用及び開発指導に関
する条例に反する開発事業

H30年度実績値の状況・理由 該当する案件は無く、条例に沿って進められている。

0件 達成↗　(目標到達)

花・ハーブなどによる新規の植栽活動･
事業の件数

・82.9％(H27年度)
・51.1%（H30子ども子育て支援ニー

ズ調査より参考値）

２件

若者・子育て世代の「自然の豊かさ、景
色の美しさ」に対する満足度

H30年度実績値の状況・理由

　平成27年度に行ったアンケートと同様の調査は行えなかったため、平成30年度に行った「池田町子ども子育て支援ニーズ調査」より値を記入。
町における子育て環境に、「満足」「まあまあ満足」と回答した人の内理由の一つに「自然環境が良い」と回答した人の割合（就学前児童保護者と
就学児童保護者対象調査を合算）なお、「自然環境が良い」との回答は満足する理由のトップである。
　子育て環境に不満と回答した人の内理由に「自然環境」を選んだ人は全回答428名中２名しかおらず、ごくわずかであることから、ほとんどの方
は満足しているととらえて良いと判断する。

評価なし　(実績値算出不可)

達成↗　(目標到達)

指標
実績値

(平成30度)
状況

住宅用太陽光発電システム設置費補
助交付件数

H30年度実績値の状況・理由 申請数の増加により、補正予算にて対応した。

17件 未達　(目標90%未満)↘

1(1)自然環境



４　取り組み結果、課題　（①、②などの番号は、上記２ H30年度取り組み内容、状況の同内容の番号を指す）

美しいまちづくりへの取り組み

自然環境保全活用への取り組み

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

・美しいまちづくりの具体的な目標や家庭や地域で実践されている取り組みを広報し、自主的な行動が広がっていくよう意識啓発をしていく必要がある。

・転作田等を活用して栽培できる池田町に適したハーブ・薬草及びオーガニック栽培の研究をし、農家と連携した栽培拡大と販路開拓を行う必要がある。

・自然環境保全では、特定外来植物の生息地が拡大してきており、駆除や対策を進める必要がある。

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

② 植栽の実施は容易に行えるが、管理を継続していくためには条件の整った植栽場所、誰が管理するか、誰が費用負担するかが課題であり、特に、日常の管理を容易に行える条件
の整った場所の確保が困難である（花とハーブの里推進係）

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

③ 「花とハーブの里づくり事業」補助金は、一坪以上（3．3平方メートル・プランターなら10個以上）の公共性の高い場所（道路に面した個人のお宅や地域の公園など大勢の方の目につ
く場所）で花やハーブを育てる場合に交付するもので、自ら植栽・管理する活動を促すものだが、まだ美しい景観づくりのため実施しようという意識は広まっていない。

② 特定外来植物について、広報やホームページで駆除を呼び掛けているが、徹底されず生息地が拡大している。（環境整美係）

1(1)自然環境



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

治山事業

回数 備考

年1回
緊急を要するものは
随時

治水事業

利水事業

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 0件 1件

施策分野 1　環境に係る施策

基本施策名 (2)　治山・治水・利水の推進

１　目的

　・　自然環境に配慮した治山・治水対策に取り組み災害に強いまちづくりを進める。

　・　水路を適正に維持管理し、安定した水利確保を目指す。

①　治山事業の導入・実施を県へ要望

①　多面的機能支払交付金により施設の長寿命化に向けた取組が活動組織において実施された

②　土地改良施設維持管理適正化事業により豊町地区の水門改修を実施した

③　県単農業農村整備事業により林中ほか2地区の水路・水門の改修を実施した

項目

①　池田町土地改良区による水路の維持及び水利調整により、安定した水利を確保することができた

1(2)治山等



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

6ha
20ha

(5年計)
耕地林務係

森林整備協議会が
整備を行った面積

４　取り組み結果、課題　（①、②などの番号は、上記２ H30年度取り組み内容、状況の同内容の番号を指す）

治山事業

利水事業

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

①治山事業の実施について県に要望するが、保全対象となる施設が乏しいため、事業実施に至らない。また、事業実施となっても、池田町の山地地形等から敬遠され、着手に至らない
場合がある。

①農業用水路の老朽化対策について、個別施設計画を策定し、補助事業導入による改修が可能となるが、個別施設計画に位置付けされない支線水路については対象とならないた
め、多面的機能支払交付金により各活動組織での維持管理が必要となる。ひき続き各組織との連携実施が重要である。

6ha

指標
実績値

(平成30度)
状況

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

・治山事業については、引き続き事業の導入・実施を県へ要望していきたい。

・水路を適正に維持管理していくため、施設ごとに長寿命化計画を作成し必要な改修を行いたい。

東山森林整備面積 順調↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 　中島地区森林整備協議会による更新伐4ha及び間伐2haの森林整備事業の実施。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成 数値上はＡ判断

土砂災害を防ぐため治山事業を行う必要があるが、実施を県へ要望しても、保全対象となる施設が乏しいため、事業実施に至らないケースがある。

1(2)治山等



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

環境衛生向上全般

回数 備考

交付件数3件

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 1件 未達↘ 0件 評価なし 0件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

3,000トン以下 2,800トン 環境整美係

139㎏以下 135kg 環境整美係

H30年度実績値の状況・理由 人口の減少により生活系ごみは減少しているが、事業系ごみの変化は見られない。

H30年度実績値の状況・理由 １人当たりの排出量に大きな変化は見られない。

140.5kg

一般廃棄物年間総排出量 2,971トン 達成↗　(目標到達)

一人当たり燃えるごみ排出量 概ね達成　(目標90%以上)→

　・　燃えるごみの排出量の抑制

①　生ごみ処理機設置補助金交付

項目

指標
実績値

(平成30度)
状況

施策分野 1　環境に係る施策

基本施策名 (3)　環境衛生の向上、資源循環の推進

１　目的

1(3)環境衛生



４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

　３Ｒ「リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）」を意識した生活の実践や、燃えるごみとして排出されている資源物の分別を徹底する
ために、広報や学習会などを通じて継続して啓発する必要がある。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

燃えるごみを減らそうとする意識が広まっていない。

1(3)環境衛生



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

公園緑地整備

回数 備考

1 修繕費1,998千円

施設有効活用

　・　都市計画および社会整備計画に基づく中心市街地における公園整備。

　・　花や緑が豊かな公園となるよう環境を整備し、住まい、子育て環境の向上。

　・  池田町の顔となる「あづみ野池田クラフトパーク」の活用及び維持管理　

①【社会資本総合整備計画事業】
　・「緑地公園整備事業」により公園整備を行った。　都市公園として敷地面積3,440㎡、トイレ・水飲み場各1基、駐車場41台を
　　整備した。（生涯学習係）
　・公民館跡地ミニ公園設置のため、公民館撤去及び公園整備の測量や設計を実施。（総務係）

②　クラフトパークの複合遊具の破損個所の撤去・交換を行い、子どもたちの遊び場の安全を確保した。（クラフトパーク係）

③ 各地区公民館などにある児童遊具について　平成30年度に点検をし、C及びD判定の23基分を撤去した。令和元年11月までにC及びD判定の
33基分を撤去する予定。残りのB判定12基については、令和2年度以降に点検しC及びD判定の場合は、撤去の方向。（福祉係）

①　「クラフトパーク振興計画」を策定、「癒し」を今後の運営コンセプトとする基本方針を定めた。（クラフトパーク係）

項目

施策分野 1　環境に係る施策

基本施策名 (4)　公園緑地の整備活用

１　目的

1(4)公園



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 2件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 0件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

1団体 3団体 クラフトパーク係 5年間合計

1事業 2事業 観光係 5年間合計

H30年度実績値の状況・理由 クラフトパークを学習旅行誘致に活用し、中学校の昼食場所・小学生対象の夏休み体験ツアーを実施（ＪＡ観光）

H30年度実績値の状況・理由
6月に小島孝子の母校である女子美術大学の付属高校生徒（1年生約200名）による美術館周辺でのスケッチ会を受け入れた。６/30-8/26の企画
展「小島孝子と女子美術大学同窓展」でスケッチ選抜作品も展示し、来館者にクラフトパークの景観の素晴らしさを発信した。

新たな観光事業実施 達成↗　(目標到達)1事業

指標 状況

スケッチおよび美術館鑑賞を目的とする
団体客の誘致

達成↗　(目標到達)1団体

実績値
(平成30度)

1(4)公園



４　取り組み結果、課題　（①、②などの番号は、上記２ H30年度取り組み内容、状況の同内容の番号を指す）

公園緑地整備

施設有効活用

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

　　団体客の誘致等については、数値的には十分伸ばす可能性がある事業であると思われるので、引き続き誘客の努力をしていく。
　　児童遊園については老朽化し、点検の結果継続使用できるものは少ないと見込まれる。今までと同じ場所で遊具を更新または維持していくことは難しいと考
えられるので、児童遊園を一部集約するとともに、遊具の充実を図っていく必要がある。

　また、かえで広場においては有効な利活用を図るため、遊具設置等を含め慎重かつ早期の検討をしていくとともに、クラフトパークについては、多くの方が楽し
める公園として「癒し」をテーマにした仕掛けづくりやイベントでの連携等を改めて検討していく。

②③【課題】子どもの遊び場整備への要望が高く、検討が必要。

①「クラフトパーク振興計画」に基づき、今後クラフトパークの活性化に取り組むには職員体制の充実が不可欠。現在の配置（創造館へ1名）では、施設維持管理や定例イベント開催程
度で手いっぱいとなってしまっている。
　目に見える形で、景色を一層楽しんでもらう工夫・演出を進めていく必要がある。（クラフトパーク係）

Ｃ改善 指標50％以上達成もしくは概ね達成

　町が最も力を入れるべき分野の一つである子育て支援対策の中で、遊具設置等遊ぶ環境改善についての要望が高いが、十分な対策が取られていないため。

数値上はＡ判断

1(4)公園



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

7回

3回

2回

通年

項目

　・  子どもの成長に喜びを感じることができるきめ細かな支援の実施(子ども子育て推進室）

　・　郷土に誇りを持ち、豊かな心、健やかな身体を育む（学校保育係）

出会いから結婚までの支援

①　［若者交流］「ヤングパワーバンク」による若者交流イベントを引き続き実施した。（生涯学習係）

②　【婚活セミナーの開催】　マナーや身だしなみ、コミュニケーションスキルを学ぶことで個人の魅力の向上をはかる。（委託）

③　【結婚推進イベントの開催】　真剣に結婚を考える男女の出会いの機会を提供する。(委託）

④　【いけだDIネットによるマッチング】結婚を推進する団体いけだDIネットに委託し、結婚相談、紹介等を行う。（以上町づくり推進係）　

施策分野 2　子育て支援、教育に係る施策

基本施策名 (1)　子育て支援・青少年健全育成

１　目的

　・　地域の巻き込んだ青少年健全育成

　・　若者交流促進による出会いの場づくり(以上生涯学習係）

　・　結婚を望む男女の出会いを多方面からサポートすること。（町づくり推進係）

2(1)子育・青少年 



回数 備考

140件 552万円

4ヶ所

17回

17回

66回

年間

7月27日　1回

1回

1回

各1回

項目

※要保護児童地域協議会　児童福祉法第 25 条の２第１項により、地方公共団体は、要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）
又は要支援児童（保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童）等への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その
他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないとされている。

⑤　［食育］乳幼児健診等で保護者に対して食に関する学習会を実施（健康増進係）

⑥  ［放課後支援］放課後児童クラブ・放課後子ども教室の運営開始。【放課後児童クラブ】放課後の安心・安全な居場所の提供。両クラブの環境
整備。（クロス貼替、エアコン設置、ＬＥＤ照明設置、棚取替・修繕、換気扇設置等）【放課後子ども教室】誰もが利用できる安心・安全な場を提供
し、地域住民の参画を得て、遊びの幅を広げ、自主的な活動が出来るよう展開。（児童センター）

⑦　［ふるさと教育］3校新任教職員を対象に町の歴史・文化・自然を感じてもらった。（学校保育係）

⑧　［青少年健全育成］6/16に青少年育成町民運動推進大会・三校PTA連合会講演会を開催、子どものやる気を引き出す言葉掛けの講演会に
来場者約230名が耳を傾けた。

⑨　［青少年健全育成］ＰＴＡ・学校・町民会議理事ら71名が参加し　9/23八幡神社例大祭の巡回パトロールを行い、非行予防に努めた。

⑩　［子ども読書活動推進］図書館で恒例の「ブックスタート」「セカンドブック」を通じて親子に本を贈呈し本に親しむ機会を設けた。

子育て支援全般　青少年健全育成

①　［経済的支援］入学祝金の支給（小学校入学児5万円×66名、中学校入学生3万円×74名）

②　［子育て支援充実］不登校児生が利用できる課外活動の場所づくり

③　［要保護児童対策地域協議会※］ネットワーク連絡協議会の運営

④　［子育て支援充実］発達相談、OT、PT、臨床心理士相談と発達検査の実施（以上子ども子育て推進室）

2(1)子育・青少年 



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 6件 概ね達成→ 0件 未達↘ 4件 評価なし 1件 11件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

3.38‰ 4.3‰ 町づくり推進係 【包括戦略】

1.43 1.5
子ども子育て推

進室
【包括戦略】

52人 60人
子ども子育て推

進室
5年間平均

指標
実績値

(平成30度)
状況

3.8‰
(平成29年)

1年間の出生数 未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由
　居住環境が良好でないため、子育て世代が流出してしまうと推察する。アパート等賃貸住宅は近隣自治体と比較して家賃相場が高い傾向にあ
る上、戸数が少ない。宅地分譲も少ない状況である。

28人

H30年度実績値の状況・理由
【婚姻率（‰）＝年間婚姻届出件数（37）／10月１日現在人口（9,711）×1,000】
婚姻率は不確定要素により変動するため一概に言えないが、施行した各種施策に一定の効果があったものと考える。

合計特殊出生率 評価なし　(実績値算出不可)

H30年度実績値の状況・理由 合計特殊出生率の市町村別値は、平成20-24年間の数値以降発表されていない。

未発表

婚姻率（人口千人あたりの婚姻件数人
口動態統計・毎月人口異動調査）

達成↗　(目標到達)

2(1)子育・青少年 



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

△39人 △30人
移住定住促進

係
5年間平均
【包括戦略】

1件 3件 生涯学習係
5年間合計

【戦略】

年6回 年6回以上 生涯学習係 【戦略】

2人 4人 町づくり推進係
5年間合計

【戦略】

50% 70%
子ども子育て推

進室

若者・子育て 世代ア
ンケート結果　【戦

略】

0件 0件
子ども子育て推

進室
5年間合計

【戦略】

若者･子育て世代（既婚の方）の「子育
て支援サービス」に対する　満足度

64.5% 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 平成30年度に行った「池田町子ども子育て支援ニーズ調査」より値を記入。「満足」「まあまあ満足」と回答した数の割合。

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 虐待が重篤事案に発展しないようにまた、虞犯行為等を早期に発見できるように学校や保育園を中心に関係機関との連携強化に努めた。

いけだDIネットを介した成婚者数 未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由
DIネットへの結婚相談件数が伸び悩んでいること、見合いまで至る案件が非常に少ない。
世相における価値観や結婚観の変化から、結婚相手を探す手段として地域の精通者を通じた紹介やお見合いを選択する独身者は減少してい
る。

子どもの関わる事件・事故件数 達成↗　(目標到達)

1人

0件

H30年度実績値の状況・理由 公民館講座だった「パソコン教室」が新たに自主サークルに発展した。

若者交流会の開催頻度 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 「ヤングパワーバンク」による公民館講座「みらい塾」の開催回数。上記と別に定例となる「体育館開放」を12回開催した。

年7回

20代、30代の人口の純移動数 未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由 年度当初と年度末の20代、30代人口の比較。転出数の増加が続き、厳しい状況である。

男女問わず参加しやすいサークル活動
の新規立ち上げ件数

達成↗　(目標到達)

△52人

1件

2(1)子育・青少年 



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

1回 年1回以上 学校保育係 【戦略】

1回 年1回以上
商工係

生涯学習係
【戦略】

４　取り組み結果、課題　（①、②などの番号は、上記２ H30年度取り組み内容、状況の同内容の番号を指す）

指標
実績値

(平成30度)
状況

未達　(目標90%未満)↘

出会いから結婚までの支援

②-④【取組結果】婚活セミナー３回への参加者は合計９人、うち５人が結婚推進イベントにおいてカップリングに成功。結婚推進イベント２回への参加者は合計42名。合計10組のカップ
リングに成功。
【課題】
（イベント）地元での婚活パーティーを嫌がる方が多い。また、女性の参加者が不足する傾向がある。
（いけだDIネットによるマッチング）地域の精通者を通じた紹介やお見合いを選択する独身者は減少しており、お見合いの設定をすること自体が難しい。（町づくり推進係）

子育て支援全般　青少年健全育成

［子育て支援全般］子ども並びに保護者の直接的支援や、支援の質の向上を目的とした関係機関の連携体制の構築を行ない相談等に対応した。しかし、支援課題が高齢者介護・経済
的困窮等複合的かつ多様化しているため、従来の専門機関ごとによる支援体制だけでは課題解決が困難な事例も散見された。（子ども子育て推進室）

⑤乳幼児健診等の食事記録から朝食欠食はないが、食事の内容をみると朝の野菜摂取が少ない傾向にあるため、朝食簡単メニューなどを提供した。（健康増進係）

⑥【放課後児童クラブ】かねてからの課題であった児童クラブの過密化解消が図られた。登録児童については年間延べ3千人弱の減（１２％減。）放課後の安心・安全な居場所の提供を
行った。子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性のより一層の向上を図った。
【放課後子ども教室】地域住民の参画を得て、放課後に体験・交流活動を行い、子ども達の健全な育成の推進を図った。対象児童は、全ての児童。登録者数は５７名。一日平均利用者
数一般活動１４名。選択活動（琴、編物、囲碁・将棋、工作）１１名。（以上児童センター）

H30年度実績値の状況・理由 教員対象の講座開催は、教員の業務が忙しいため回数を増やすことは難しい。

男女が共に働きやすく、仕事と家庭を両
立しやすい職場環境づくりに取り組む企

業の広報などでの紹介頻度

H30年度実績値の状況・理由 H30は次期池田町男女共同参画プランの策定年となったため、20歳以上の男女500人を対象にアンケート調査を行い、結果を広報に掲載した。

0回

「ふるさとガイド」の育成に資する講座な
どの開催頻度(教員対象の　歴史など

講座開催数)
達成↗　(目標到達)1回

2(1)子育・青少年 



５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

　子育て支援全般・青少年育成につながる出会いから結婚までの支援に一定の成果がみられるので、今年度の取り組みを継続、更に充実させることで、婚姻
率、合計特殊出生率、１年間の出生率の底上げを図りたい。

　子育て支援全般や青少年健全育成の取り組みについては、概ね順調に推移しているが、特に子どもの居場所づくりの視点からの児童クラブや放課後子ども
教室の充実を更に図ることや、子育てに係る様々な相談に対し、丁寧、かつ適切な対応をすることにより、 若者・子育て世帯アンケート結果の「子育て支援サー
ビス」に対する満足度を目標値まで引き上げたい。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

2(1)子育・青少年 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

１０回

⑤ ［自然保育］椎茸の駒打ち・大峰高原の探索・大峰高原にて木の伐採等の見学・木の実拾い等（以上学校保育係 認定こども園）

　・　教育大綱で目指す子どもの将来像の実現に向け、保育園から中学校まで一貫した教育目標を共有して取り組む。

　・　指導・教育相談上配慮を要する児童生徒等に対し支援を行い、学校生活の適応や改善充実を図る。

　・　校舎など維持管理を行い、児童が学校生活を安全かつ快適におくれるよう施設整備を図る。（以上学校保育係）

　・　自然に出会い感動する体験を通して、自然の大きさや不思議さなどを感じ自然への愛情や感謝の気持ちを持つ。（学校保育係 認定こども園）

保育・教育施策全般

①［教育施設維持管理］池田小大規模改修第5期（学校施設環境改善交付金事業）実施。床塗装、網戸新設、窓ガラス飛散防止フィルム貼、火
災報知設備更新ほか　　　屋根清掃等の委託

② ［体力・運動能力の向上］認定こども園池田・会染保育園年長及び小学校1年生に柳沢運動プログラムによる運動遊びを実施。

③ ［体制強化］教育支援員の配置8名。スクールカウンセラー配置4名。CAPによる人権プログラム10回　教科講師の配置3名（以上学校保育係）

④［食育］ 認定こども園における食育活動（学校保育係　認定こども園）　　

項目

施策分野 2　子育て支援、教育に係る施策

基本施策名 (2)　保育、幼児・学校教育の充実

１　目的

2(2)保・学校



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 1件 未達↘ 0件 評価なし 0件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

0人 0人 学校保育係

96%

98％(食育推進
計画最終年度で
ある2021年度時

点)

学校保育係 アンケート結果

４　取り組み結果、課題　（①、②などの番号は、上記２ H30年度取り組み内容、状況の同内容の番号を指す）

認定こども園　待機児童数 達成↗　(目標到達)

指標
実績値

(平成30度)
状況

94.1%

0人

H30年度実績値の状況・理由 待機児童はなし。

朝食を毎日摂る子ども（保育園から中
学生）の割合

概ね達成　(目標90%以上)→

H30年度実績値の状況・理由
実績値算出方法
・小中学校は池田松川学校給食センター実施「児童生徒の食に関する実態調査」(R1.7）による。
・認定こども園は　3歳以上児は園児への聞き取り調査、未満児は連絡帳に朝食べたものの記載を集計。

①［教育施設維持管理］複数年にわたる池田小学校大規模改修事業が完了した。
認定こども園会染保育園が築40年、小中学校が今後10年の間に築40年を迎える中、学校施設の長期的な使用の見通しについて少子化が進んでいる状況も併せて検討していく必要が
ある。

②③［体力・運動能力向上、体制づくり等］着実に運動能力を身につけられたなど、様々な教育効果が見られる。しかし虐待、配慮が必要な児童生徒への対応、不登校、いじめ問題など
依然課題は多い。CAP研修の拡充、外部専門家による研修等により学校と連携した積極的な相談体制の構築を図り、問題の未然防止、早期発見、早期解消に引き続き努めていく必要
がある。（以上学校保育係）

④⑤［食育・自然保育など］取り組みを進める中で、様々な課題もありながら健全育成のための施策を進めることが出来ている。

2(2)保・学校



５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

・保育、幼児・学校教育の更なる充実をハード面、ソフト面の両面から図りたい。ハード面では、施設の在り方を含めた長期的な視点による施設管理を図りたい。

・ソフト面では、教育大綱で目指す子どもの将来像の実現に向けて、学校、認定こども園、家庭、地域、行政が一体となって池田町らしい取り組みを行っているの
で、特に、保小中15年プランや食育、自然保育に力を入れ、その内容を町民全体で共有しながら、推進していくことで目標実現を図りたい。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

2(2)保・学校



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

芸術文化・生涯学習の振興　各文化施設の有効活用

回数 備考

会員54名

約400名参加

7月14日開催

203名

文化財の保護活用

6月27日

1回

項目

①　文化財管理施設整備について、町民の意見をいただきながら検討した。

②　文化財パトロールを実施し町指定文化財等の適切な保存保護が図られた

③　町指定文化財である渋田見諏訪神社本殿の修理を実施した（町指定文化財保護事業補助金の交付）

　・「人生100年時代」と言われる現代社会のなかで、心豊かな人生を送れるよう生涯学習の推進を図る。（生涯学習係・クラフトパーク係）

　・芸術、文化のふるさととして魅力の醸成（文化財保護活用推進室）

①　交流センターかえでの竣工にあわせて、「かえでの会」を組織。広報部会による事前チラシ発行や図書館部会による移転作業等を通じ
新施設への期待感を高めた。

　　「さよなら公民館　ありがとラクガキプロジェクト」を実施し、旧公民館への感謝の気持ちを幅広い年代の約400名から壁面へ思いをつ
づってもらった。（以上生涯学習係）

②　浅原六朗文学記念館において、クラリネットとピアノ演奏と楽しいお話のコンサートを実施した　  クラリネット演奏　佐藤等　ピアノ演奏
中野ともこ　参加41人（文化財保護活用推進室）

③　創造館で開催した三井住友財団の「ハーモニカコンサート」（8/25）では満員となる203名が来館、熱気あふれるステージに酔いしれた。
（クラフトパーク係）

施策分野 2　子育て支援、教育に係る施策

基本施策名 (3)　生涯学習のまちづくり

１　目的

2(3)生涯学習



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 8件 概ね達成→ 0件 未達↘ 2件 評価なし 0件 10件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

65% 100% 町づくり推進係 【戦略】

30人 50人 生涯学習係

2,500人 3,000人 生涯学習係

4サークル 5サークル 生涯学習係

指標
実績値

(平成30度)
状況

公民館講座だった「パソコン教室」が新たに自主サークルに発展した。

5サークル

H30年度実績値の状況・理由 Ｈ30年度立ち上げ、4部会（広報部会、図書館部会、講座・イベント部会、ギャラリー部会）で活動中

生涯学習講座参加者数 未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由

達成↗　(目標到達)

生涯学習講座終了後受講者が
サークルとして活動する数

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由

講座数が過多になり全講座参加しにくくなったとの声があったことから、内容充実に向け精査したところ、講座数を前年14から10、総開催回数も
100回から88回に減らしたため、全体の参加者数が減となった。

2,268人

社会資本総合整備計画に基づく
各種事業の進捗率

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 外部要因（支障物移転の遅延や全県的な職人不足等）により工事の遅れが発生した。

「かえでの会」（交流センター かえで
利用者の会）加入者

54名

66%

2(3)生涯学習



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

2事業 4事業 生涯学習係

8,900人 11,000人 生涯学習係

年1回 年1回
文化財保護活

用推進室

16,800人(うち有
料入館者数
11,800人)

20,000人(うち有
料入館者数
15,500人)

クラフトパーク係

自主開催7
民間開催1

自主開催8
民間開催2

クラフトパーク係

1件 1件
文化財保護活

用推進室
5年間合計

【戦略】

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 池田俳句会と10/30「公開！俳句工房」、おぃちゖけだんと10/31「風流寄席」開催。

図書館貸出人数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 年間貸し出し冊数も、前年38,836冊から40,510冊に伸びた（前年比104.3%）。

8,930人

自主開催8
民間開催2

浅原六朗文学記念館コンサート 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 計画通り年1回開催。『クラリネットとピアノ演奏と楽しいお話のコンサート』

美術館入館者数 達成↗　(目標到達)
24,688人(うち有料入館者数18,969

人)

年1回

H30年度実績値の状況・理由 3月に「和の歌声ひろば」を新規開催、協力事業として「スタインウェイピアノコンサート」「オータムコンサート」を行った。

サークルと協働で生涯学習事業を
開催した数

達成↗　(目標到達)4事業

芸術･文化のふるさとづくりの新規
イベントなどの取り組み件数

未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由
イベント開催は行わなかったが、町の自然、歴史、現在の状況や取り組みを子ども達にわかりやすく記した「池田ものがたり」について改訂を行
い、郷土学習の資料として充実させた。

0件
（2015年度からの累計6件）

H30年度実績値の状況・理由 夏の企画展「FOOD SAMPLE展」で入館者14,639人を記録。年間の入館者を大きく押し上げ、目標である2万人を大幅に上回った。

創造館催し開催数 達成↗　(目標到達)

2(3)生涯学習



４　取り組み結果、課題

芸術文化・生涯学習の振興　各文化施設の有効活用

文化財の保護活用

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成 数値上はＡ判断

交流センター、文化財管理施設という今後生涯学習の拠点となる二つの施設開館に向け準備をしており、その運営が順調に行えて初めて今年度事業の取り組みが十分
であったと判断出来るため。

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

　新しくできた交流センターを中心になお一層町民が気軽に利用しやすい施設となるよう工夫やいただいた意見等の検討を重ね取り組み、利用者数増加を
進めていく。

　文化財管理施設は令和2年度開設に向けて魅力ある施設となるよう、準備を進めていく。

・町文化財の適切な保存活用を促進するための各種の施策（文化財パトロール、文化財保護委員会の開催、町指定史跡等の草刈り、倒木危険木の処理、遺跡範囲内の開発行
為に係る指導・協議、確認調査等）が展開できた。
・文化財の保護、活用、継承を確実に行っていくため、文化財の展示施設が必要である。多くの町民に町の歴史や文化財の周知・啓発を図るため、また、文化財を良好な状態で
維持管理できるよう文化財を展示公開していきたい。（文化財保護活用推進室）

・交流センターの建設を進めながら、「かえでの会」の組織化や旧公民館への感謝の思いを形にするソフト事業を実施した。また、中高生に愛称選定や工事現場見学、屋外ベンチ
づくり等で建設に関わってもらい、若者に興味を持ってもらうよう取り組んだ。31年度は交流センターが竣工するので、幅広い年代層の町民が利用したくなる施設となるよう、公民
館・図書館が連携し生涯学習を推進していく必要がある。（生涯学習係）

2(3)生涯学習



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

542名

４回

3回

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 2件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 0件 2件

　・　スポーツを通して健康で明るいまちづくりを目指す中で、生涯スポーツの推進を図る。

環境整備、事業展開

①　大かえで倶楽部へ補助金を交付することにより事業支援を行い、スポーツ事業の充実を図った。（各種教室、大会）

②　技術向上のための講習会の開催（スキー、ゴルフ、バスケットボール、少年少女クラブ研修）

③　松本山雅FCとの連携によるスポーツ振興（保育園児サッカー教室、小学生試合観戦、パブリックビューイング）

項目

施策分野 2　子育て支援、教育に係る施策

基本施策名 (4)　生涯スポーツの推進

１　目的

2(4)ｽﾎﾟｰﾂ



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

８教室 10教室 生涯学習係

225名 300人 生涯学習係

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

少子化、高齢化による影響を少しでも減らす工夫を凝らし、指導者の育成、クラブ員の確保に努めていく。

指導者、クラブ員の高齢化が進んできている。そのため、指導者の育成、クラブ員の確保が今後の課題となる。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

　生涯スポーツの推進にあたり要となる総合型地域スポーツ倶楽部「大かえで倶楽部」で、指導者の高齢化等により今後の教室増は難しい状況であるため。

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

数値上はＡ判断

指標
実績値

(平成30度)
状況

８教室
軽スポーツおよびレクレーション教

室年間開催数
達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 大かえで倶楽部との連携により教室を開催した。

総合型地域スポーツ倶楽部「大か
えで倶楽部」会員数

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 町民への周知と新教室の追加により会員数が増えた。

331名

2(4)ｽﾎﾟｰﾂ



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

1

通年 skype用備品の提供

1

回数 備考

1

項目

交流の拡大、連携

①　マレーシアへの輸出をきっかけに、同国チョンファ独立中学（中等教育）の生徒19人（日本では高校生の年代）が高瀬中学校を訪問し、生徒
と交流を行った。短時間ではあったが、良い異文化交流となった。
　今回は単発の訪問であったため、その後継続はしていない。

　・　相互理解、文化交流を図るとともに、経済交流による地域活性化を図る。

　・　特に児童生徒の交流では、他地域の風土、文化及び歴史を学び視野を広げるとともに、異なる価値観を理解することにより、資質向上と健全育成を目指す。

①　児童交流の場所を当町・横浜市と交互に行うことで、双方の価値観を共有（本年度は当町で開催）
　　交流後、児童にレポートを提出させ、感じたことを明確化

②　当町と横浜市の小学校の更なる交流を目的に、小学校にskype（無料で映像も映しながら通話できるインターネットのツール）を配備

③　池田町・岡村西部連合自治会友好親善交流提携25 周年記念式典を開催し、交流の大切さを確認

施策分野 2　子育て支援、教育に係る施策

基本施策名 (5)　交流の拡充

１　目的

2(5)交流 



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 1件 未達↘ 0件 評価なし 0件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

１件 年1件以上 町づくり推進係 【戦略】

２カ所 2カ所以上 町づくり推進係

４　取り組み結果、課題

【横浜交流】
○実績　交流に児童総勢59名（池田町：22名、横浜市：37名）が参加し交流を深めることができた。
○課題　訪問時の交流のみで連携が途切れてしまうため、なかよし学校同士交流が深まるよう環境を整備（skypeの利用）したが活用は進んでいない。
　　　　学校が主導で交流を深めることができるか、教育委員会・学校とも良く協議する必要がある。
【国際交流】
○今年度は予定外の交流ができたが、その後のつながりは無い。
　児童生徒にとって英語で交流できる国を対象とすることが望ましいが、更に検討を要する。

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 横浜市磯子区岡村西部連合自治会との交流実績による

大北圏域以外の都市･自治体との交流
交流先数

未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由 横浜市磯子区岡村西部連合自治会との交流実績による。交流先を増やすことについて検討中で、まだ実施に至っていない。

1カ所

大北圏域以外の都市･自治体との交流
事業

達成↗　(目標到達)１件

2(5)交流 



５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

・横浜交流においては学校主導のほか保護者の協力を得て行っているところであるが、さらに児童生徒の創意工夫を生み出し、自主性を高めるように導いていく
ことで、子どもたちにとってより良い交流ができるように図っていく。

・国際的な交流については、現在は海外における姉妹都市の提携を結んではいないが、今後姉妹都市または友好都市の候補となる相手先について検討し、締
結されればその都市を基本として交流を図っていくことが継続していくうえで必要と思われる。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

2(5)交流 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

　・　住環境改善のため、道路改良を実施

　・　長期計画に基づく道路・橋梁老朽化対策の実施

安全で快適な道路環境づくり

①　道路改良を実施した

②　橋梁修繕を実施した

項目

施策分野 3　生活基盤の整備、移住定住に係る施策

基本施策名 (1)　道路の整備

１　目的

3(1)道路  



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 1件 未達↘ 0件 評価なし 0件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

52.1% 53% 土木係

8% 47% 土木係
修繕レベル3以上の

橋梁対象

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

　計画に基づく着実な道路改良整備と橋梁修繕を継続実施する必要がある。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 年次計画に従い町道登波離橋線、町道八代線、町道旧県道線、町道251号線道路改良実施中。

町道拡幅改良 概ね達成　(目標90%以上)→52.1%

修繕を要する橋梁17橋のうち、改
修した割合

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 修繕レベル3以上の橋梁2橋の修繕実施

12%

3(1)道路  



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

通年

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 1件 未達↘ 1件 評価なし 0件 3件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

36区画
（土地公11区画
＋民間25区画）
(H27-H30年度

累計)

40区画
(R1-R5年度累

計)

町づくり推進係
建設管理係

5年間合計
【戦略】

指標
実績値

(平成30度)
状況

定住促進住宅などの新規分譲区画数
（民間開発も含む）

概ね達成　(目標90%以上)→
35区画

（土地公11区画＋民間24区画）
（H27-H30年度累計)

H30年度実績値の状況・理由 H30年度は民間で６区画の造成

　・　農地や自然環境保全を図りつつ、人口増対策の対策のため居住環境改善

宅地開発　公営住宅施策

①  人口増及び定住促進対策のため、宅地分譲地の販売を進めた。（建設管理係（土地開発公社））

②　土地利用計画に沿った開発指導

③　若年層向けの集合住宅は不足している。民間資金による町有地の活用を検討中。

④　町営住宅三丁目東１棟の外壁改修を行った。年次計画により随時同団地の外壁改修を行って来たが、今回はこれで完了となる。（建設管理
係）

項目

施策分野 3　生活基盤の整備、移住定住に係る施策

基本施策名 (2)　住宅対策の推進

１　目的

3(2)住宅 



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

30件
150件

(年30件)
町づくり推進係

5年間合計
土地利用調整協議

完了数

8世帯分 50世帯分 町づくり推進係 5年間合計

４　取り組み結果、課題　（①、②などの番号は、上記２ H30年度取り組み内容、状況の同内容の番号を指す）

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

・宅地造成は、民間主導により活性化するよう支援するとともに、土地開発公社で造成した残区画の販売促進に努める必要がある。

・個人住宅建設増に向け、補助要綱改正を検討していく。

・空家空地の集約・活用や、集合住宅整備など様々な課題への検討を続けていく。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

０件集合住宅の建築件数 未達　(目標90%未満)↘

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 新築０件

①宅地分譲地は3区画販売された。民間による宅地造成が多く進められているとともに、新たな企業進出など一度に多くの宅地希望が発生する予定も無いため、民間主導で宅地造成
が進むよう支援する方向に転換することが望ましい。（建設管理係（土地開発公社））
①中信地区の中心である松本市、その近郊の安曇野市で宅地の供給が盛んで、池田町では需要が乏しく民間の宅地造成は低調である。人口減少により宅地が余ってくる傾向のた
め、新規に造成することは将来の空き地を増やす行為ともなる。費用は多く掛かるが、特定空家などを集約した土地区画整理に近い手法への転換が望ましい。
③町内に居住を希望する若年層向けの集合住宅の不足は喫緊の課題。（以上町づくり推進係）
④町営住宅は計画により廃止が決まっている箇所があるが、積極的な廃止策は取らず、退去があれば新たな募集を行わず、入居者が無くなり次第順次廃止する。（建設管理係）

一般個人住宅の建築件数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 同等の実績が今後続けば目標値達成の見通しとなる。

33件

3(2)住宅 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

年間

年間

項目

　・ 安全で安定的な水の供給と、良好な汚水処理により快適な生活環境を維持する

　・ 健全で効率的な事業運営

上水道の整備

①　定期的な機器点検、漏水箇所の補修など引き続き業務遂行

下水道の整備

①  包括的民間委託の継続

施策分野 3　生活基盤の整備、移住定住に係る施策

基本施策名 (3)　上下水道の整備

１　目的

3(3)上下水道 



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 1件 未達↘ 0件 評価なし 0件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

90% 90% 水道係

91.5% 92% 水道係

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

　計画的な施設更新を行うとともに、引き続き漏水箇所の特定と修繕に努める必要がある。

上水道、下水道共に計画的な施設更新を行う必要がある。
特に上水道に関して、今後20年内に全水道管の3割が規定の耐用年数を迎える。

指標
実績値

(平成30度)
状況

概ね達成　(目標90%以上)→

H30年度実績値の状況・理由 長野県内上水道の平均有収率が83.1％（H29末）でり、基準年の有収率が高い水準であるため大幅な向上は難しい。

水洗化率 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 やや増加している。

91.6%

上水道有収率 88%

3(3)上下水道 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

1回

随時

2回

随時

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 0件 1件

施策分野 3　生活基盤の整備、移住定住に係る施策

基本施策名 (4)　交通の整備

１　目的

　・　高齢者の交通事故対策

　・　町民が利用しやすい町営バスの運行形態の追及（以上環境整美係）

交通安全対策

①　交通安全・防犯町民大会の開催

②　町から委嘱された交通指導員による交通指導

③　全国交通安全運動に合わせた交通指導

町営バス運行関係

①　病院受診や買い物に配慮した経路設定

②　高齢者、障害者手帳所有者への割引回数券、定期券の発行（以上環境整美係）

項目

交通弱者対策

①　町内巡回バスの経路の検討など（環境整美係）

3(4)交通 



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

20件以下 20件以下 環境整美係 5年間平均

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

数値上はＡ判断

人身事故の発生件数 達成↗　(目標到達)

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

　高齢者の増加に伴い、交通弱者対策はより重要となってきている。また、高齢運転者の交通事故防止を進める上で、運転免許を安心して自主返納できる
環境を整えるためにも、現状把握とともに町営バスの運行改善や複合的な移動支援の検討が必要である。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

　今後益々重要となる交通弱者対策について、復合的な移動支援の検討が必要であるため。

指標
実績値

(平成30度)
状況

19件

H30年度実績値の状況・理由 近年の実績と比較しても少数に抑えることが出来た。

交通弱者対策

3(4)交通 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

回数 備考

月１～２回

登録15件
契約７件

協議会２回
部会３回

施策分野 3　生活基盤の整備、移住定住に係る施策

基本施策名 (5)　移住定住の促進

移住定住への支援　空き家の利活用

①　移住情報の積極的な発信（池田町配信メールの活用）

②　空き家などの利活用促進（空き家バンクの活性化）

③　移住推進協議会による政策形成

１　目的

　・　池田町の魅力発信

　・　空き家の利活用の促進

項目

3(5)移住定住



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 6件 概ね達成→ 0件 未達↘ 2件 評価なし 1件 9件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

2件
5件

（R1-5年度）
移住定住促進

係
5年間合計

【戦略】

20件 年20件以上
移住定住促進

係
【戦略】

2件 年10件以上
移住定住促進

係
【戦略】

2件
5件

（町全体整備数）
移住定住促進

係
町全体整備数

【戦略】

8件 年8件以上
移住定住促進

係
【戦略】

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 住宅取得補助金交付実績　20件

2件

定住補助助成頻度

H30年度実績値の状況・理由 H29年度移住準備住宅を設けた後新規整備は行っていない。今後の数値増について利用者の移住実績等踏まえて検討が必要。

達成↗　(目標到達)

移住準備住宅整備

20件

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 役場窓口での相談実績は21件（空き家相談カードによる※主として所有者からの相談件数）

空き家などの改修件数 未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由
空き家バンク制度を活用して購入した物件の改修は１件
昭和56年以前物件の改修が１件あったが、補助要綱上該当にならなかったため（空き家バンクを活用して購入した物件）

1件

移住者向けの情報発信ツールの作成 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 池田町配信メールを開始した。（H29年度は町ホームページのみ）

空き家などの利活用に関する相談件数

2件

達成↗　(目標到達)21件

3(5)移住定住



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

20件 年20件以上
移住定住促進

係
【戦略】

15件 24件
移住定住促進

係

1件 1件以上
移住定住促進

係
5年間合計

【戦略】

10地区 10地区
移住定住促進

係
国勢調査結果

【戦略】

指標
実績値

(平成30度)
状況

評価なし　(実績値算出不可)

住み替え円滑化のしくみに基づく住み替
え事例

未確定

0件

18件
（46名）

60件

地区別の人口増減率がマイナス10％以
下の地区数

H30年度実績値の状況・理由 次回R2年度国勢調査結果により算出する

セミナー、補助金制度など当係で関連した移住実績は18件46名

H30年度実績値の状況・理由 住み替え円滑化の仕組みによる事例はありません。（空き家バンクに売りに出し、空き家バンクを通じて住み替えた事例など）

行政が係る移住実績 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由

未達　(目標90%未満)↘

県外からの転職を伴う移住希望者から
の就労に関する相談件数

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 移住相談のうち、就職も併せて探しているとの内容の相談件数（役場作成の移住相談カードや各種セミナー主催者作成のカードから）

3(5)移住定住



４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

池田町をよく知っていただくため、県内外においてイベントへの出店及び関わりをさらに多くもつことで相談できる機会を増やしていくほか、県外の方にも移住定
住に関しての補助金や移住者の声がＨＰで目が留まるように工夫をするとともに、メール等での情報発信についても検討していく必要がある。

　定住への支援策も引き続き強化して進めていく。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

・県内外での各種イベントへの出展を増やす
・令和元年度に補助金の拡充を行うので、更なる定住を期待したい（補助金の活用件数は増える見込み　H30年度は20件）

3(5)移住定住



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

農業担い手確保と経営安定化

回数 備考

森林資源の維持と活用

項目

　・持続可能な農業経営（農政係）

　・健全な森林の維持(耕地林務係）

①　基盤整備による加工用ブドウ畑の整備（農政係）　

②　電気柵機能回復のための修繕、緩衝帯整備の実施（農政係）　

①　中島地区における森林整備の実施と東山地区（半在家・相道寺・花見）森林整備協議会での事業実施に向けた取組

②　大峰高原の健全な森林づくりを目指し「大峰高原里山利用推進協議会」が組織され、取組みを始めた（以上耕地林務係）

施策分野 4　産業に係る施策

基本施策名 (1)　農業の振興・森林の保全活用

１　目的

4(1)農業・森林



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 2件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 1件 3件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

測量など準備
63ha

(うちぶどう畑
6ha)

耕地林務係

1人 5人 農政係

2人 10人 農政係
5年間合計

【戦略】

４　取り組み結果、課題

農業担い手確保と経営安定化

森林資源の維持と活用

松くい虫被害の激害地である池田町では更新伐による被害対策となるが、被害木は材木としての売上金も見込めないため、補助事業を活用しても採算がとれず、赤字を町費により補
填しているが、費用も過大となっている。

指標
実績値

(平成30度)
状況

10～40代の新規就農者数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 新規就農　1人と夫婦1組

農業経営は、経営開始直後は技術面や設備投資など経営が不安定であり、経験も必要であるため、農業者のネットワークにより新規就農者を技術的に支えていく仕組みがないと継続
した農業経営は難しい（農政係）

3人

H30年度実績値の状況・理由 H30年度に事業着手し、詳細測量の実施、換地計画の作成、工事工区の検討、営農計画の検討を進めている。

新規銃猟者数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 新規3人

3人

県営事業導入によるほ場整備面積 評価なし　(実績値算出不可)測量など準備

4(1)農業・森林



５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

・森林経営計画を策定し、適正な管理が行われていない森林の経営官営を意欲ある林業経営者に集積・集約するととｔもに、それができない森林の経営を町が
行う必要がある。

・農業従事者の高齢化や深刻な労働力不足に対応するため、ＪＡ及び農業改良普及センター等の関係機関と連携し新規就農者や担い手の育成確保や先端技
術を活用したスマート農業の導入により継続的に事業継承できるようにする必要がある。

4(1)農業・森林



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

商業振興・起業への支援　商工会、他機関と連携しての取り組み

回数 備考

５回

　・多方面との連携による町内商店や商業の活性化を図る

　・まちなか賑わい拠点施設及び空き店舗の活用による起業支援及び雇用の創出、及び交流の増進

①賑わい拠点施設シェアベースにぎわいの有効活用と、施設を利用した農産物出荷や加工販売及び活性化事業業務等を指定管理として
株式会社賑わい創造社に委託し、産業振興を図った。

②経営改善普及事業、産業力再興事業等により実施（池田町商工会へ委託）

③創業塾の開催（池田町商工会へ委託）

④産業力再興事業等による商業力強化講演会開催、晴れるや市の実施など（池田町商工会へ委託）

項目

施策分野 4　産業に係る施策

基本施策名 (2)　商業の振興

１　目的

4(2)商業 



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 2件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 2件 4件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

約95億円 100億円 商工係
経済センサス活動調

査
【包括戦略】

9.5% 12% 商工係 全品目の平均値

1件 5件 商工係
5年間合計

【戦略】

3.5% 10% 商工係
アンケート結果

【戦略】

４　取り組み結果、課題

アンケートを実施していないので不明(今後高校生対象に同様のアンケート実施予定)H30年度実績値の状況・理由

・賑わい拠点施設「シェアベースにぎわい」の有効利用を目指し、指定管理業者と協力して取り組みを行った。初年度のため、運営や活用には人的、予算的な制約もあり、スムー
ズな運営は叶わなかった。
・経営や創業支援、中小企業活動における池田町商工会との連携については十分機能していたと考える。

H30年度実績値の状況・理由 経済センサス活動調査は5年に一度の調査であるため、次回R3年度実施

若者･子育て世代の「まちなかのに
ぎわい」に対する満足度

不明 評価なし　(実績値算出不可)

5件
(H27年度からの累計9件)

20.3%

H30年度実績値の状況・理由 毎年順調に起業がされている

地元滞留率 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 大型商業施設が誘致されるなど、町内での買い物の枠が拡大した。

町内での起業件数 達成↗　(目標到達)

指標
実績値

(平成30度)
状況

年間商品販売額 数値なし 評価なし　(実績値算出不可)

4(2)商業 



５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

まちなかの賑わい拠点施設である「シェアベースにぎわい」の更なる活用と創業支援計画による町内での創業に繋がる人材の掘り起こしをする必要がある。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

4(2)商業 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

企業誘致　町内企業支援 

回数 備考

３件

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 2件 概ね達成→ 0件 未達↘ 1件 評価なし 0件 3件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

180億円
190億円

(計画期間の平
均値)

商工係
工業統計調査
【包括戦略】

1件 1件以上 商工係
5年間合計

【戦略】

項目

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 大型商業施設が誘致されるなど、町内での買い物の枠が拡大した。

製造品出荷額など 未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由 事業所数も減少し、町の主要産業の一つである製造業が担い手不足等により厳しい状況である。

新規の企業誘致件数 達成↗　(目標到達)
2件

(2015年度からの累計4件）

約151億円

　・企業誘致と町内企業支援の実施による地域活性化

①　工場増築による固定資産税分の一部補填、及び資産取得についての助成

施策分野 4　産業に係る施策

基本施策名 (3)　工業の振興

１　目的 （総合計画前期基本計画　「基本方針」をもとに、自分の係担当分の目標を記入）

4(3)工業



2事業所
4事業所

(過去5年間の適
用事業所)

商工係 【戦略】

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

Ｃ改善 指標50％以上未達

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

数値上はＢ判断

工場誘致の更なる推進のため池田町工場誘致等に関する条例を改正し、助成や優遇措置をより充実させる必要がある。

担い手不足等により事業数及び製造品出荷額が減っており、工場誘致も実現出来ていないため。

・業務拡大や固定資産の所得に対して助成を行うことにより、企業が経営改善に前向きに取り組めるよう対応した。

・企業誘致は、先方の事情、さまざまな要因が解消されないと実現できないので、目標達成は簡単ではない。引き続き、積極的に取り組む必要がある。

工場誘致などに関する条例に基
づく助成および優遇措置の適用事

業所数
達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 町内企業　2企業

2事業所
(2015年度からの適用事業所数4

事業所)

4(3)工業



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

観光資源を活かした事業展開  

回数 備考

イベントは随時、
春・秋は毎日

5箇所

ﾃﾞｻﾞｲﾝ作成 2019年度設置予定

その他

③　観光スポットへの道順案内、まちなかサインの整備

①　集客が見込める観光イベントを開催、民間主導イベントも定着してきている。

②　池田町の魅力発信・集客等を目的としたイベント開催

　・　当町の文化、景観、眺望等の魅力に対する認知度の向上

　・　池田町に訪れる観光客数50万人達成

　・　池田町民が他に誇れ、活躍できる観光地づくり

①　インターネット、メディア等の活用によるイベント開催の告知、景勝地等の見ごろ時期等の発信

②　美しい田園風景の保全及びウオーキングコース・ビューポイントの整備

項目

施策分野 4　産業に係る施策

基本施策名 (4)　観光の振興

１　目的

4(4)観光



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 8件 概ね達成→ 1件 未達↘ 3件 評価なし 0件 12件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

417,000人
(1-12月)

50万人 観光係
観光地利用者統計

調査（長野県）
【包括戦略】

2,750件
(1-12月）

3,000件 観光係 【戦略】

425円 800円 観光係
観光地利用者統計
調査（長野県）　【戦

略】

1件 4件 観光係
5年間合計

【戦略】

H30年度実績値の状況・理由
町主催のイベントは実施出来なかったが、ＭＴＢ愛好家の活動は活発で、コースも町外から注目されるほど人気が高い。町としても支援をすると
共にイベント開催について協議をしていきたい。

観光消費額単価 未達　(目標90%未満)↘

H30年度実績値の状況・理由 池田町の認知度向上及び誘客数増加は成果としてあるが、宿泊能力に乏しい当町の現状により観光消費額単価の向上に至っていない。

ウオーキング、サイクリングなどの新規イベ
ントの立ち上げ件数

未達　(目標90%未満)↘

約250円

0件

H30年度実績値の状況・理由 観光協会ＨＰなどへのアクセス数が順調に推移し、波及効果としてメディア等での露出も多くあり、問い合わせ数増につながった。

観光地利用者延数 達成↗　(目標到達)
443,249人
(1-12月)

指標
実績値

(平成30度)
状況

3,100件
(1-12月）

H30年度実績値の状況・理由
当町の観光スポットはほとんどが屋外の景勝地であることから、集客数の増減は天候に左右されるが、H30年度は観光シーズン中天候に恵まれ
多くの観光客が訪れた。

観光協会への問い合わせ件数 達成↗　(目標到達)

4(4)観光



50,100人
(1-12月)

56,000人 クラフトパーク係 【戦略】

1軒
(全件数3軒)

3軒 観光係
5年間合計

【戦略】

1,920人 3,000人 観光係 【戦略】

町立、民間合わ
せて４カ所

10カ所
(町内全か所数)

町づくり推進係
観光係

5年間合計、民間施
設含む
【戦略】

580人 1,000人 観光係

150万円 270万円 観光係

H30年度実績値の状況・理由 外国人宿泊者の減少による消費額の減

年間外国人旅行者数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由
宿泊者130人に加え、外国人ツアーバスの増加
中国からの旅行客ツアーバス（春11台、秋6台実数確認台数11台）×40人にて推計

外国人旅行者年間観光消費額 未達　(目標90%未満)↘

810人
(1-12月)

89万円
(1-12月）

H30年度実績値の状況・理由 広津にある宿泊客の健康や自然環境に配慮したホテルへの宿泊客が増加した。

町内主要観光施設などにおけるWi-Fi
の設置箇所数

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 まちなかの賑わい拠点施設に新たに設置された。

町施設３カ所
民間施設８カ所
(2015-2018年度)

農家民宿の新規開設軒数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 3軒目の民泊事業者が開設された。

観光地利用者の延宿泊客数 達成↗　(目標到達)

1軒
(全件数3軒)

2,450人
(1-12月）

池田町立美術館･あづみ野池田クラフト
パークの利用者延数

達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 美術館で夏開催された企画展への入館者数が多く、大幅増となった。（出典：長野県観光地利用者統計調査）

67,876人
(1-12月)

4(4)観光



8行事 14行事 観光係

6施設 9施設 観光係

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

・長野県池田町に対する認知度は、未だに万全には及んでいない。リアルタイムで話題性のある情報をより多く発信し、池田町来訪の動議づけを増進させる。

・リピーター数増加のための来訪者に対するホスピタリティーの向上に取り組んでいく。

・ワインぶどうのオーナー制度など農産品等を活用した滞在型観光プログラムを造成する。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

ツアーバス対応可能なすべての民間施
設

概ね達成　(目標90%以上)→

H30年度実績値の状況・理由 観光施設、ホテル、レストラン等４施設で対応可能となっている。

　インターネットを活用した情報発信では、集客に即効性があり有効である。今後さらにアクセス数の向上に努める。
　ＳＮＳによるユーザーへの情報発信も良好な効果が見られた。
　メディアでの露出は、観光ポイントのピークと掲載・放映のタイミングにタイムラグが発生する。工夫が必要である。

5施設

民間によるイベント開催数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 ＭＴＢの住民有志のイベント開催。

9行事

4(4)観光



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

農業を基盤とした農産業の育成・創出   

回数 備考

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 3件 概ね達成→ 0件 未達↘ 1件 評価なし 1件 5件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

203,000人 25万人 観光係 【戦略】

1件 1件
花とハーブの里

推進係
5年間合計

【戦略】

203,390人
(1-12月)

ハーブの薬香に関するガイドブックなど周
知資料の作成

未達　(目標90%未満)↘

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度実績値の状況・理由 事業内容を見直し、広報等によるハーブ活用方法の年間シリーズを検討中

ハーブセンターの利用者延数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 天候に恵まれ春・秋の行楽期の誘客数が好調であった

0

　・６次産業活性化と販路拡大による地域農業の維持発展・産業創出等を図る（農政係、商工係）

①　ハーバルヘルスケアトレーナーの育成、認定（花とハーブの里推進係）

②　民間ワイナリーの建設支援（農政係）

③ 池田町産ワインのブランド化と販売戦略（農政係）

項目

施策分野 4　産業に係る施策

基本施策名 (5)　6次産業化の推進

１　目的

4(5)6次産業化



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

35ha 41.4ha 耕地林務係
5年間合計

【戦略】

建設準備(用地
選定等)

2カ所 農政係 5年間合計

4品目
(H27-H30年度)

4品目 商工係
5年間合計

【戦略】

４　取り組み結果、課題

指標
実績値

(平成30度)
状況

7品目
(H27-H30年度)

建設準備(用地選定等)

38ha

H30年度実績値の状況・理由 地域おこし協力隊による特産品及びワインが新規商品化された。まちなかの賑わい拠点施設でも開発に取り組んでいる。

ハーバルヘルスツーリズムを恒常的に実施し、ハーバルヘルスケアトレーナーの収入を確保するためには、まとまった宿泊者を確保する必要があり、その宿泊者を受け入れる施設が
必要である（花とハーブの里推進係）

H30年度実績値の状況・理由 1カ所建設希望者があり、令和元年度に建設への支援を行っていくため。

特産品の新規商品化数 達成↗　(目標到達)

民間ワイナリー建設数 評価なし　(実績値算出不可)

ワイン用ぶどうの栽培面積 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 農地耕作条件改善事業により渋田見・鵜山地区において4.2haの造成を実施。耕作が開始された。

4(5)6次産業化



５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

・ワインのブランド化と販売促進に努めると共に、更なるワイナリー建設を推進していく。

・農産物の産地化及び特産品の開発を進める。特に特産品原材料の安定供給が課題であるため、支援策検討実施に努める。

・多様なニーズに応じたハーブの普及方法を検討・実施する。

Ｃ改善 指標50％以上未達

町の産業の要であるハーブの活用、ワインによる産業振興、特産品開発及び輸出などを進めているが、まだどの取り組みも道半ばであり軌道に乗るまでには多くの課題があ
るため。

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

数値上はＢ判断

4(5)6次産業化



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

人材育成　事業継承  

回数 備考

12

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 1件 未達↘ 0件 評価なし 1件 3件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

24% 30% 商工係
高校生アンケート結

果【戦略】

52人
累計275人

(年平均55人)
商工係 【戦略】

指標
実績値

(平成30度)
状況

町内就業者人数 概ね達成　(目標90%以上)→

H30年度実績値の状況・理由 H30年度の町内企業就職者49人で、やや減少している。

将来希望する就業先が自宅から通える
範囲内にあるという池田町在住の高校
生の比率

不明 評価なし　(実績値算出不可)

H30年度実績値の状況・理由 アンケート未実施により不明。今後実施予定。

49人

　・ものづくりのありかたや技術を継承し、人手不足解消、産業発展と拡大を図る(商工係)

①池田工業高等学校デュアルシステム事業により生徒が週一回受け入れ企業に出向いて実習を行う

施策分野 4　産業に係る施策

基本施策名 (6)　雇用と労働

１　目的

項目

4(6)雇用と労働 



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

年6講座 年6講座 商工係 【戦略】

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

H30年度実績値の状況・理由 生産性向上セミナー、働き方改革セミナー、税務指導会など

各種研修の開催頻度 達成↗　(目標到達)

・池田町工場誘致等に関する条例改正による雇用機会の拡大

・事業継続支援の拡大

・関係機関との連携による人材確保

産業全般の人手不足解消のため更なる取り組みをする必要があるので。

Ｃ改善 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

年7講座

人材育成、事業継承のため池田工業高等学校デュアルシステムにより企業から生徒に技術、技能習得への支援をしているが、産業全般の人手不足は進み、更なる取組みが求められ
ている。

数値上はB判断

指標
実績値

(平成30度)
状況

4(6)雇用と労働 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

地域福祉の充実・共通　施策  

回数 備考

6箇所増 11箇所→17箇所

162件

2回

3回

1回

回数 備考

各1名

1件

回数 備考

施策分野 5　福祉と人権に係る施策

基本施策名 (1)　住民福祉の向上

１　目的

①　主任介護支援専門員資格１名取得。認知症地域支援推進員研修の受講１名。生活支援コーディネーターを社協に委託開始。

②　新規高齢者産業開業者の相談対応。(以上地域包括支援センター）

障害者福祉の充実

①　現行のサービス等を低下させないよう維持していく。

　・認知症への理解がされ、住み慣れた地域で差別なく暮らせる。

　・後期高齢者の増加に対応できるよう介護・福祉サービス事業者を増やす。

　・生活困窮者の自立支援を「まいさぽ」などと連携して行っていく。（福祉係）

①　地区公民館単位でののびのびゴム体操の普及

②　健診結果から介護者などの重症化予防を図る

③　成年後見支援センターと共催の研修会の開催。地域包括支援センター、福祉係と社協の共催での普及講演会の開催。（以上地域包括支援
センター）

④　【ひここもり対策】精神保健福祉士、生活就労支援センター職員など専門相談員がひきこもりの他職に就けない方等対象に相談会を開催

⑤　【自殺対策】大北圏域で弁護士や精神科医等の相談員と相談しながら悩みの深刻化を防ぐための相談会を開催（福祉係）

高齢者福祉の充実

項目

5(1)福祉  



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 4件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 0件 4件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

900人 1,500人
地域包括支援セ

ンター
100人／年

1件 1件
地域包括支援セ

ンター
5年間合計

【戦略】

8件 年15件以上 福祉係 【戦略】

1件 1件 福祉係 5年間合計

指標
実績値

(平成30度)
状況

地域生活への移行者数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 　アルコール依存で1年以上入院していたが、依存症が軽減され様々なサービスを利用しながら在宅で暮らすことができた

H30年度実績値の状況・理由 H29年度には3件開業し、順調に増えている。

「まいさぽ」のサービス利用者数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由

1件

16件

1件

917人

　生活困窮、仕事探し、住まい探し等相談があった場合は、速やかに繋げた

認知症サポーター数 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 順調ではあるが、今後、小学生など、大きい集団へのアプローチが必要である。

高齢者介護・福祉サービス事業新規開
業件数

達成↗　(目標到達)

5(1)福祉  



４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

障害者福祉の充実

・相談内容が経済面、就労、ひきこもり、介護などが複数の相談が絡むことが多くなり、担当が多機関に渡るようになってしまう。（福祉係）

地域福祉の充実・共通施策

・後期高齢者が年々増え、５人に１人となり、隣組単位の地域づくりがとても重要であるため、社会福祉協議会とともに地域づくりを行う必要性が急務。まずは、隣組単位の声かけできる
地域づくり。
・有料の高齢者住宅がないため、町内に住んでいたいが、転出せざる得ない状況がある。民間事業者による有料の高齢者住宅設置を勧める必要がある。（以上地域包括支援セン
ター）

・複数の相談内容に対応できるために、総合相談窓口設置をし、いろいろな角度で相談に乗れるようにする。

・認知症サポーター増員のために、隣組単位、サークル単位、学校単位などで認知症サポート養成講座を開く。

・社会福祉協議会と連携して、防災の地域づくりから隣組単位の地域づくりにつなげていく。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成 数値上はＡ判断

相談内容が経済面、就労、ひきこもり、介護などが複数の相談が絡むことが多くなり、総合的に相談に乗れる体制を構築する必要があるため。

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

5(1)福祉  



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

健康づくりの取り組み  

回数 備考

１回

年間

６月を中心に年
間

１回

１回

　・健康長寿を目指し、幼少期から生活習慣病予防を実践するための意識啓発

項目

①健康づくり講演会（糖尿病予防）の開催　

②健診未受診者、重症化予防対象者等の訪問、面接

③食育月間に合わせ、懸垂幕の掲示と食育コーナーの設置等を行い、朝ごはんを食べる習慣付けの啓発を強化した。

④感染症対策としては、薬剤等の在庫確認を実施

地域医療の充実

①　地域の拠点病院である北アルプス医療センターあづみ病院に新病棟完成後、高度化・多様化する患者に対する医療提供、診療体制の充
実・強化、精神医療センター等の機能が構築され、地域全体で医療を支える体制ができた。また、医師連絡懇談会議に於いて地域の開業医とも
町の健康課題について共有し、地域医療の強化・推進に向け連携した。

施策分野 5　福祉と人権に係る施策

基本施策名 (2)　保健・医療

１　目的

5(2)保健・医療



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 2件 概ね達成→ 3件 未達↘ 1件 評価なし 1件 7件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

1件 1件 健康増進係
5年間合計

【戦略】

21.0% 30% 健康増進係

65.5% 68% 健康増進係

28.7% 25% 健康増進係

34.6% 30% 健康増進係

H30年度実績値の状況・理由 メタボ該当者の割合16.8％で横ばいであるが、高血圧Ⅱ度以上は3.4％で改善傾向である

循環器疾患（16件）のうち、心疾患が8件、脳血管疾患が5件を占めた

80万円以上のレセプトに占める循環器
疾患の割合

35.5% 概ね達成　(目標90%以上)→

H30年度実績値の状況・理由

特定健診による重症化予防対象者の
割合

29.4% 概ね達成　(目標90%以上)→

H30年度実績値の状況・理由

毎年開催している健康づくり講演会を１回開催、　各種体操教室（１０コース）を継続、　親子の料理教室を２回開催した。
地区公民館では自主的な活動としてゴム体操が継続して行われている。
メディアで健康に関する情報がたくさんあり、講習会等を新たに開催しなくても情報は容易に入手できる。町の健康課題解決に向けて数を増やす
より、健診結果等に合わせて地道な活動が有効と思われる。

ヤング健診受診率（国民健康保険課
加入の20歳～39歳）

23.8% 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 対象者189名中45名受診

特定健診受診率 65.2% 概ね達成　(目標90%以上)→

H30年度実績値の状況・理由 新規国保加入者（168名）の受診率は90％以上であるが、Ｈ29年度未受診者（679名）の受診率が9％のため。

指標
実績値

(平成30度)
状況

健康をテーマにした各種講習･講座の
新規立ち上げ件数

0件
(H27-H30年度累積3件)

未達　(目標90%未満)↘

5(2)保健・医療



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

0.20% 0.2% 健康増進係

47.00%

55%
(食育推進計画
最終年度である
2021年度時点)

健康増進係

※　介護保険の制度で、40歳から64歳までの医療保険加入者を指す。1号被保険者は65歳以上

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

・健康寿命延伸及び医療費適正化のため、特定健診、35歳以上のヤング検診の健診受診率目標68％以上と重症化予防のための保健指導率90％にするため
にきめ細やかな訪問実施と保健師栄養士の保健指導力量をつける。

・減塩等、食に関する啓発も、引き続き丁寧に行っていく。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

健康づくりへの意識啓発のため、乳幼児健診等で保護者に対して食に関する学習会を実施している。また、はつらつ健康スタンプ事業への参加者や健康診断受診者等には健診結果
に合わせて個別に健康アドバイスを実施しているが、健康無関心層への関わりが難しい。

２号被保険者※要介護認定率 0.19% 達成↗　(目標到達)

H30年度実績値の状況・理由 Ｈ３０年度は新規１名、２号認定者が減少傾向である

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
（朝食）をほぼ毎日食べている人の割合

（16歳～29歳）

実績値なし
(H28年度 45.8%)

評価なし　(実績値算出不可)

H30年度実績値の状況・理由 アンケート調査は最終年度での調査のため不明

指標
実績値

(平成30度)
状況

5(2)保健・医療



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

男女共同参画推進も含めた人権教育の取り組み 

回数 備考

4回

1回

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 3件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 0件 3件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

年1回 年1回 生涯学習係

H30年度実績値の状況・理由

年4回 年5回 生涯学習係

H30年度実績値の状況・理由

施策分野 5　福祉と人権に係る施策

基本施策名 (3)　人権の尊重・男女共同参画の推進

１　目的

　・お互いがお互いを尊重できるよう、人権や男女共同参画に対する周知・啓発に取り組む

　・健康長寿を目指し、幼少期から生活習慣病予防を実践するための意識啓発

①　人権推進協議会を開催し、各分野から参加した委員が意見交換を通して情報共有を図った。また、みのり塾で人権と関連がある講座を開催
し、参加者の意識付けを行った。

②　次期男女共同参画プラン（2019～2023年度）を策定した。策定にあたってはアンケート調査を行いニーズの把握に努めた。

項目

町人権教育推進協議会開催 達成↗　(目標到達)

10/16人権推進協議会を開催し、各分野から参加した委員が意見交換を通して情報共有を図った。

人権関連事業・講座開催数 達成↗　(目標到達)年4回

年1回

みのり塾での関連講座３、男女共同参画事業1（映画「人生フルーツ」鑑賞）

指標
実績値

(平成30度)
状況

5(3)人権  



目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

年10回 年10回 生涯学習係

H30年度実績値の状況・理由

４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

　30年度も各分野間の情報交換や啓発活動等に取り組んだ。特に「男女共同参画プラン」を策定し、5年間の取り組みを定めた。反面、人権問題や男女共同参画は、短期間で浸透させ
るのが難しいため、各家庭内での意識改革等が必要である。子ども達への啓発、分館出前講座も進めていきたい。

年14回
池田町男女共同参画まちづくり推進協

議会による推進活動
達成↗　(目標到達)

街頭啓発(ティッシュ配り)3、図書館での啓発特集1、小中学校授業3、分館講座3、講演会（映画）1、アンケート調査1、町管理職登用要請1、広報
記事掲載1

指標
実績値

(平成30度)
状況

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

啓発活動を中心に積極的に取り組む。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成 数値上はＡ判断

　今後外国人、LGBT等性的少数者への理解等町が取り組むべき課題が多くあるため。

5(3)人権  



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

消防設備の充実、消防力の強化  

回数 備考

10着

１基

６箇所

一式

９箇所

一式

1

随時

144

施策分野 6　消防・防災・防犯、行政運営に係る施策

基本施策名 (1)　消防・防災・防犯体制の整備

１　目的

　・町民の防災・減災の意識を高める取組を行い、各種マニュアル等の作成を通して緊急時の体制強化

　・消防団新入団員の入団促進を重点的に進め、団員がより安心安全に活動できる環境を目指す（以上消防防災係）

　・さまざまな犯罪を未然に防ぐ（環境整美係）

①　防火衣の整備

②　小型可搬ポンプ１基整備（第２分団１部９)

③　消火栓の取替工事

防災設備の充実、防災力の向上

①　役場大会議室非常用電源増設工事（災害対策本部設置に向けての機能充実）

② 　新規事業等との災害協定の締結、更新

項目

③ 　Jアラート関連機器更新

④ 　災害関備蓄品の整備（水、五目ごはん、缶入りパン、簡易式電動トイレ、避難所用間仕切り、パック毛布）(以上消防防災係)

防犯対策の強化

①　交通安全・防犯町民大会の開催

②　防犯灯の整備

③　青色防犯パトロール(以上環境整美係)

6(1)消防等



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 0件 未達↘ 1件 評価なし 1件 3件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

確保 確保 消防防災係

H30年度実績値の状況・理由

７ヵ所 47カ所 消防防災係
指定緊急避難場所、

指定避難所の計

H30年度実績値の状況・理由

準備期間 2台 消防防災係

H30年度実績値の状況・理由

４　取り組み結果、課題

消防設備の充実、消防力の強化  

特殊詐欺の撲滅

現在定数「230」に対し230名の団員確保をしている

指定避難所などへの誘導標識設
置

未達　(目標90%未満)↘

設置費用に対する補助を申請しているので、採択にならないと実施出来ず、平成30年度は１箇所のみに留まった。

消防車両の更新（ポンプ車） 評価なし　(実績値算出不可)

1カ所

平成30年度更新せず

　消防団の定数は確保しているが、団員の平均年齢は高くなる一方である。新入団員の減少が影響し、年齢を重ねた団員が退団できず、負担をかけている現状である。

防災設備の充実、防災力の向上

・町の防災訓練やシンポジウムなどを通して、住民の危機管理・防災減災意識を高めていけるよう努めた。訓練等に関しては反省点を活かし次の訓練に生かしていく。また、意識
付けを高める取組を工夫するとともに、訓練等をねばり強く回数を重ねることも重要と考える。
・  災害弱者（障害者、傷病者、認知症等の高齢者、妊婦、乳幼児、外国人、旅行者など町の地理に詳しくない方等）のため、避難所表示、案内の仕方など工夫する必要がある。
（消防防災係）

防犯対策の強化

指標
実績値

(平成30度)
状況

0台

町消防団員定数確保 達成↗　(目標到達)確保

6(1)消防等



５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

・町民の防災意識向上のため、各地区自主防災会の「自主避難計画」の策定を継続して実施をして行くとともに、避難所運営に係る訓練を継続実施し、体制
整備を進めていく。

・消防団新入団員の確保に向けた取り組みを自治会と連携して進める。

・防犯対策については青色パトロールカーの継続実施と防犯灯のＬＥＤ化を推進する。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

　各地で多発する災害への対応等、町が取り組むべき課題はまだ多くあるため。

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

6(1)消防等



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

自治会活動活性化  

回数 備考

4回 自治会協議会開催数

７自治会189万
円

１回

随時

Ｂ

施策分野 6　消防・防災・防犯、行政運営に係る施策

基本施策名 (2)　開かれた町政と協働のまちづくり

１　目的

　・住民と共にまちづくりを行う(町づくり推進係）

　・積極的な情報公開・発言（総務係）

　・ユニバーサルデザインの考えに基づく誰もが生活しやすいまちづくり（町づくり推進係、福祉係他）

①　自治会協議会開催による情報共有、課題解決への検討。自治会活動交付金などの支援。

②　自治会加入を促進するため、転入時に啓発。

③　自治会協議会時に元気なまちづくり事業の紹介

④　集会施設で使用する机や椅子の購入費に１回に限り50万円を限度として経費の３分の２以内補助するよう、元気なまちづくり事業補助要綱
改正。７自治会に交付した。

情報公開、広聴の取り組み

①　町民向けメールのジャンルを増やし、利用者のニーズにあわせて利用いただけるようシステムを改修した。（総務係）

項目

② 総合計画、総合戦略など重要な計画の検証結果を公表。　

③ まちづくり懇談会の開催（以上町づくり推進係）

6(2)協働 



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 0件 未達↘ 1件 評価なし 0件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

1,080件 1,500件 総務係

H30年度実績値の状況・理由

年間20件 年間25件 町づくり推進係

H30年度実績値の状況・理由

４　取り組み結果、課題

1,199件

指標
実績値

(平成30度)
状況

H30年度末では20%増となっている。

元気なまちづくり事業実施数 未達　(目標90%未満)↘

まちづくり事業８団体、資材支給事業６団体。実績は前年より下回っているが、自治会が取り組みたい事業が少なかったと推測される。

　・町民向けメールに関して登録数目標の件数を達成している。
　・従来からSNSを活用した情報発信を求められているが、人手不足等の理由により実現出来ていない。（総務係）
　・自治会に加入しない世帯、高齢化等で役員就任が困難になるなどの理由で脱退する世帯が増えている。
　　また、生産年齢層では勤務や生活の形態が多様化し、自治会活動への参画が難しい世帯が多い。（町づくり推進係）
　・移動が困難な方が生活しやすい町となるよう、パーキングパーミット※の普及促進をする必要がある。（福祉係）

年間14件
(机・椅子購入補助７件を除く件数)

町民向けメール登録数 達成↗　(目標到達)

6(2)協働 



５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

・自治会役員高齢化、加入者減など様々な課題に町民と共に取り組んでいく。

・情報提供において、広報・ＨＰ・メールによる現在の周知方法をさらに検討し、いかに町民に分かりやすく伝えられるように取り組んでいく。　特にＳＮＳの活用に
ついての検討と導入を図っていく。

・情報公開については、できるだけ分かりやすい資料の作成を行い広報・ＨＰに載せるとともに、情報公開条例についても必要とする方にできるだけ公開できるよ
う条例を見直しする。

・誰もが生活しやすいまちづくりのため、パーキングパーミットの普及促進に努める。

※パーキングパーミット　公共施設や商業施設をはじめとする、さまざまな施設に設置されている障害者等用駐車区画の利用対象者を、障害者、介護が必要な高齢者、妊産
婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に限定し、対象者には利用証を交付することで適正利用を図る制度。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

6(2)協働 



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

計画的で健全な財政運営  

回数 備考

3年間のローリング

2年事業1年目

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 8件 概ね達成→ 0件 未達↘ 1件 評価なし 0件 9件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

施策分野 6　消防・防災・防犯、行政運営に係る施策

基本施策名 (3)　財政の健全化

１　目的

　・自主財源の確保と費用対効果を踏まえた健全で持続可能な財政運営

①　実施計画の策定により計画的な行政運営を行う。（町づくり推進係）

②　繰上償還の財源確保のため減債基金に2千万円積み立てた。（財政係）

自主財源の確保

① ふるさと納税のポータルサイトを１から３カ所に増やした。

② お礼の品の魅力増に努めた。（以上町づくり推進係）　

③　旧豊町教職員住宅を公募により売却した。（460万円）（財政係）

公共施設マネジメントの推進

①　公共施設個別計画の策定（町づくり推進係）

項目

指標
実績値

(平成30度)
状況

6(3)財政



一般30億円以下
特別52億円以下
計82億円以下

一般35億円以下
特別30億円以下
計65億円以下

財政係

H30年度実績値の状況・理由

1億円未満
各年度1億円

未満
財政係

H30年度実績値の状況・理由

85%以下 85％以下 財政係

H30年度実績値の状況・理由

一般・特別会計の地方債残高
（臨時財政対策債を除く）

達成↗　(目標到達)
一般28億円
特別48億円
計76億円

地方債の元金償還が増えているため。

財政調整基金繰入額 未達　(目標90%未満)↘

事業拡大等により一般財源が不足したため。

経常収支比率 達成↗　(目標到達)85.0%

2億950万円

改善はしていないが、目標は達成している。

6(3)財政



数値なし
数値が発生しな

いこと
財政係

H30年度実績値の状況・理由

15%以下 15％以下 財政係

H30年度実績値の状況・理由

数値なし
数値が発生しな

いこと
財政係

H30年度実績値の状況・理由

2,075万円 2,200万円 町づくり推進係
ふるさと納税年間寄

付金額平均

H30年度実績値の状況・理由

98.79% 99% 収納係

H30年度実績値の状況・理由

37.84% 40% 収納係

H30年度実績値の状況・理由

実質赤字比率
連結実質赤字比率

達成↗　(目標到達)

数値が発生しないよう財政状況を維持している。

実質公債費比率 達成↗　(目標到達)10.4%

数値なし

達成↗　(目標到達)

数値が発生しないよう財政状況を維持している。

ふるさと納税年間寄付金額 達成↗　(目標到達)2,797万円

数値なし

滞納整理機構、県税事務所と協力し差押等厳格な対応をおこなったため。

ふるさと納税のポータルサイトを１から３カ所に増やし、お礼の品の魅力増に努めたことから、寄付額増加につながった。

町税収納率（現年度分） 達成↗　(目標到達)

滞納者への厳格な対応をおこなったため。

町税収納率（滞納繰越分） 達成↗　(目標到達)39.03%

98.96%

地方債の元利償還金が増えているため、比率は前年度より上がっている。

将来負担比率

6(3)財政



４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

【財政全体の課題】
・町の規模としては多額の投資的経費が続き、財政調整基金頼みの予算編成となっているので、歳入見直しや歳出抑制が必要。
・事業経費が効率的に使われているか毎年見直しし、前例踏襲にとらわれないようにする必要がある。（以上財政係、町づくり推進係）
【実施計画】
○課題　厳しい財政状況であるため、中長期的な視点で財政計画をたてることが難しい。
【ふるさと納税】
○課題　更なる寄付額増の検討。
【公共施設個別計画】
○課題　住民に公共施設の状況、維持するための経費見通しを十分周知し、意見をいただきながら継続検討が必要な施設について協議する必要がある。（以上町づくり推進係）

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

・近年は社会資本総合整備事業などの大型事業を進めてきたことにより、歳出が大幅に伸びているため、新規事業は厳選して取り組む必要がある。また、
現在行っている事業を再度見直しするなかで、特に経常的支出を行っているもののうち、一般財源が占めている割合の高い事業については、廃止または縮
小できるか検討をしていく必要がある。

・自主財源確保に引き続き努める。

・公共施設個別計画の十分な住民への周知及び検討が必要な施設についての協議を引き続き進めていく。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成 数値上はＡ判断

　近年大型事業を進めてきたことにより厳しい財政状況が続いている上、経常的経費も増えて財政が硬直化しているため。

6(3)財政



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

行政運営

回数 備考

通年

17施設

通年

通年

項目

②　主要施設（庁舎、美術館、創造館）のwi-fi環境整備。シェアベースにぎわい、ハーブセンターでも指定管理者により整備。(以上町づくり推進
係)

　・喫緊の課題への対応、重点施策展開のための組織編制、職員配置

　・職員資質向上への取組（以上総務係）

　・町民生活の利便性を高めるため、地域情報化を推進（町づくり推進係）

①　各部署の職務の状況を勘案した職員配置により、減員とはならないが現状を維持している

②　一般研修5回(延べ124人受講)、階層別研修2回(延べ44人受講)実施（以上総務係）

③　主要施設（庁舎、美術館、創造館）のwi-fi環境整備。シェアベースにぎわい、ハーブセンターでも指定管理者により整備。

④  指定管理者による施設管理、運営による効率的で効果的な事業展開(以上町づくり推進係)

地域情報化の推進

①　広津陸郷地区光ケーブルの適切な維持管理

施策分野 6　消防・防災・防犯、行政運営に係る施策

基本施策名 (４)　行政の効率化・地域情報化の推進

１　目的

6(4)行政・情報



３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 1件 2件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

100人以内 97人 総務係
定員管理計画に基

づく人数

H30年度実績値の状況・理由

準備期間 80％以上 総務係

H30年度実績値の状況・理由

４　取り組み結果、課題

職員研修により質向上に取り組んでいるが、アンケート調査は第6次総合計画前期基本計画評価の際行う。

定員管理計画に基づく人数については、各部署の職務の状況を勘案すると減員は厳しいと思われる。
職員資質向上について、接遇のスキルを上げて欲しいと町民から要望もあるので、引き続き研修を実施し、職員の資質の向上を促したい。（以上総務係）
①【取組結果】・辺地である広津・陸郷地区の町民に対して光ケーブル利用環境を維持している。
　【課題】・維持管理経費がかかること。
②【取組結果】・主要施設にwi-fi（接続フリー）を設置し、利用者の便宜が図られている。
　【課題】・総合福祉センター、指定避難所等でも必要性は高まるが、維持経費がかかる。（以上町づくり推進係）

指標
実績値

(平成30度)
状況

住民へのアンケート調査による職員
対応に対する満足度

評価なし　(実績値算出不可)

職員数 達成↗　(目標到達)

平成30年度当初は101人で年度途中に2人退職し99人である。

実績なし

99人

6(4)行政・情報



５　基本施策評価

基本施策評価

６　今後の方向性

・組織体制については、職員配置人数および事務分掌など細部について再度見直しを行い、より効率的で連携し易い体制づくりができるよう検討していく。

・よりよい住民サービスの提供及び効率良く質の高い業務を執行するため、効果的な研修を取り入れるとともに、職員が各課の基本的な業務内容を理解するこ
とも必要である。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

6(4)行政・情報



平成30年　　基本施策評価シート

２　H30年度取り組み内容、状況

広域連携共同的な事務処理 

回数 備考

5年事業3年目

３　成果指標状況について

項目 件数 項目 件数 項目 件数 項目 件数 計

達成↗ 1件 概ね達成→ 0件 未達↘ 0件 評価なし 0件 1件

目標値
(平成30度)

【参考】第6次総
合計画前期(令
和5年度)目標値

担当 備考

8分野 8分野 町づくり推進係 【戦略】

H30年度実績値の状況・理由

項目

指標
実績値

(平成30度)
状況

8分野広域連携で取り組む事業分野数 達成↗　(目標到達)

計画通り、8分野において広域で効果的に事業を進めることが出来た。今年度は9分野において実施している。

　・他の自治体の広域連携を図ることにより、事業を効率的に且つ効果的に進めることを目指す。

①   大町市、北安曇郡市町村では広域計画に基づき、多分野にわたり広域行政を遂行。

①   安曇野市、松川村と連携し、地方創生交付金事業により特産品輸出、インバウンドに取り組む。

②　情報システム共同処理

施策分野 6　消防・防災・防犯、行政運営に係る施策

基本施策名 (5)　行政の広域化

１　目的

6(5)広域化



４　取り組み結果、課題

５　基本施策評価

基本施策評価

◇判断理由特記事項

６　今後の方向性

目的達成のため、最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）

　広域圏内で共同できる業務、事業について新規にできるものはないか検討を行っていく。特にSociety5.0・国際化に向けた対応を進める。

【広域行政全般】
　○取り組み結果　北アルプス連携自立圏事業では、地域の課題解決に向け8分野にわたる取り組みを行い、特に若者交流、移住交流など効果的な事業展開が図れた。
　○課題　現在令和2年度から開始する第2期連携ビジョンを策定中。各市町村で現場担当者など隅々から要望を吸い上げ、効果的な事業展開が図れるよう細やかな情報共有、協議
が必要。
　【情報システム共同処理】
　○取り組み結果　サーバー等の高額な情報処理機器を共同設置・運用することにより、効率的に業務を進めることができている。
　○課題　情報処理機器の更新時（概ね5年毎）には多額な費用がかかる。

Ｂ概ね順調 指標50％以上達成もしくは概ね達成 数値上はＡ判断

　最も身近であり連携する分野が多い北アルプス連携自立圏で、急激に進む人口減少、高齢化への対応などこれから広域で取り組むべき課題はとても多く、今後益々取り組
みを強化する必要があるため。

6(5)広域化


