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Ｂ 2

Ｃ 1
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実績なし

達成度評価
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総括表

◆基本計画の体系
【アンケート】

重要度が高く満
足度が低い領域

【アンケート】
今後町が特に力

を入れるべき
分野

（上位5位）

「課題と対応策」
担当課での達成度（平均）

H26-30　後期基本計画の主な実績

基本目標１

（1）自然資源の保全 3.7 「美しいまちづくり推進計画」による取組

花とハーブの里再ブランド化による修景促進　※【美
推計画】

花の里づくり推進（各戸一坪花づくり運動等）【美推計
画】

「日本で最も美しい村」連合加盟（H28年度末脱退）
【美推計画】

全町清掃デー（毎月第3日曜日）【美推計画】

太陽光発電等の自然エネルギー活用推進

木質バイオマスエネルギー活用等への補助制度の推
進

※【美推計画】　　美しい町づくり推進計画
遊休桑園の再生・農地整備　ワイン用ブドウの栽培促
進

4.0 土地利用計画・条例の改定

社会資本整備総合交付金を活用したまちなか整備
※【社総交】

○ 1.6 森林整備協議会組織化支援　森林整備を推進

砂防・地すべり対策・地山事業

水路整備（町内各所）

（4）上水道の整備 3.0 送水ポンプ場送水ポンプの更新

配水管（中之郷地区）の更新

上水道施設改修

（5）下水道の整備 3.3 地方公営企業法適用化業務委託開始

下水道事業継続計画（BCP）を策定

（6）環境衛生 2.0 生ゴミ削減啓発のため水切りネット全戸配布

生ゴミ処理器購入補助による活用推進

不要食器リサイクル

公衆トイレ3箇所の水洗化

電気自動車急速充電器稼働

空中放射線量の測定

（7）公園、緑地の整備 1.8
地元業者、シルバー人材センターへ緑地管理委託実
施

公園レストラン運営業者の選定

自治会より遊具点検希望があった箇所の点検

※【社総交】　社会資本整備総合交付金事業

（3）治山・治水・利水の推進

（2）適正な土地利用と地域整
備の推進

実績なし 達成度

50％～90％未

０ ２ ４

達成度

90％以上

Ａ 達成度 90％以上 ・・・4点

Ｂ 達成度 50％～90％未満 ・・・2点

Ｃ 達成度 目標の半分を下回った ・・・1点

Ｄ 実績なし ・・・0点
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総括表

◆基本計画の体系
【アンケート】

重要度が高く満
足度が低い領域

【アンケート】
今後町が特に力

を入れるべき
分野

（上位5位）

「課題と対応策」
担当課での達成度（平均）

H26-30　後期基本計画の主な実績
実績なし 達成度

50％～90％未

０ ２ ４

達成度

90％以上

Ａ 達成度 90％以上 ・・・4点

Ｂ 達成度 50％～90％未満 ・・・2点

Ｃ 達成度 目標の半分を下回った ・・・1点

Ｄ 実績なし ・・・0点

基本目標２

（1）家庭教育の充実 2.8 新生児期より育児支援事業実施

子育て相談体制・学びの場の充実

育てにくい子、発達障がい児等の早期支援、関係機
関との連携実施

（2）学校教育の充実 3.4 教育大綱・いじめ防止基本方針策定

池田小校舎大規模改修（老朽化対策）

小中学校窓ガラス飛散防止フィルム貼工事（防災対
策）

池田小・高瀬中体育館天井撤去工事（防災対策）

災害対策　携帯メールによる情報発信　安否確認

小中学校の施設修繕

小学校へタブレット導入

小中学校への教育支援員・講師・看護師の配置

就学援助費の支給

「放課後子ども教室」等による学習支援

学校支援ボランティアによる支援

（3）生涯学習のまちづくり 3.0
生涯学習講座延べ参加人数がＨ26年度比28年で約
1.5倍

公民館と図書館を併設した地域交流センターの建設
（H29年度　実施設計終了）【社総交】

町立美術館指定管理開始

町立美術館企画展開催（ﾓﾝｽﾀｰﾏｽｸ、ｷﾙﾄ等）

美術館・創造館　特色を生かした講座等を実施

図書管理システムの更新

町民活動サポートセンターの運営

文化財管理施設の検討【社総交】

文化財保護　古文書整理

（4）生涯スポーツの推進 2.8 総合型地域スポーツクラブの活動支援

地域起こし協力隊による自治会健康づくり講座の開
催、児童親子レク及び健康教室での指導

総合体育館の耐震改修工事

弓道場の移転新築

松本山雅F.Ｃ.との連携によるスポーツ教室開催

トップアスリートによる講演会・講習会の開催

（5）友好交流の充実 3.0 横浜市磯子区交流継続
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総括表

◆基本計画の体系
【アンケート】

重要度が高く満
足度が低い領域

【アンケート】
今後町が特に力

を入れるべき
分野

（上位5位）

「課題と対応策」
担当課での達成度（平均）

H26-30　後期基本計画の主な実績
実績なし 達成度

50％～90％未

０ ２ ４

達成度

90％以上

Ａ 達成度 90％以上 ・・・4点

Ｂ 達成度 50％～90％未満 ・・・2点

Ｃ 達成度 目標の半分を下回った ・・・1点

Ｄ 実績なし ・・・0点

基本目標３

（1）道路の整備 ○ 1.9 町道251・233・739・740線改良【社総交】

町道225・238線道路改良（一丁目）

登波離橋線道路改良（陸郷）

町道大峰線道路改良（大峰）

町道552線道路改良（堀の内）

町道田の入線道路改良（滝沢）

吾妻町団地中央通り線舗装工事（吾妻町外）

旧県道線舗装工事（十日市場　外）

（2）住宅対策の推進 1.3 若者定住住宅の分譲（あゆみ野５区画）

移住定住施策（地域起こし協力隊雇用、空き家対策
補助金等）

町営住宅の修繕

分譲地　未売却地の販売促進活動

公営住宅再生マスタープラン改正

（3）農業の振興 ○ 2.7 新規就農者・担い手支援の取組

営農組合の法人化による農地利用集積加速化

農業用公共施設改修　ハーブセンター屋根改修・塗
装等

ハーブセンター　足湯開設

ハーブセンター　指定管理者による運営

○花とハーブの里再ブランド化取組

   ・修景活動

   ・ハーバルヘルスツーリズム推進

  　ハーブ園改修 植栽・モニターツアー実施

   ・地域起こし協力隊によるまかないシェアハーブ
ガーデン整備他

地方創生推進交付金　特産品海外輸出促進

農業振興・地域営農システム推進事業

ほ場整備事業

（4）林業の振興 ○ 0.8 森林（もり）の里親事業の促進

松くい虫対策・森林整備

有害鳥獣対策

遊休桑園　圃場整備　ワイン用ブドウ作付促進

5位：歩道設置など
生活道路の整備、
地域高規格道路の
開通要望
18.4%
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総括表

◆基本計画の体系
【アンケート】

重要度が高く満
足度が低い領域

【アンケート】
今後町が特に力

を入れるべき
分野

（上位5位）

「課題と対応策」
担当課での達成度（平均）

H26-30　後期基本計画の主な実績
実績なし 達成度

50％～90％未

０ ２ ４

達成度

90％以上

Ａ 達成度 90％以上 ・・・4点

Ｂ 達成度 50％～90％未満 ・・・2点

Ｃ 達成度 目標の半分を下回った ・・・1点

Ｄ 実績なし ・・・0点

（5）商業の振興 1.5 プレミアム商品券発行・「晴れるや市」開催支援

大型商業施設誘致

融資資金保証料補給金

既存商店街のリフォーム補助を実施（平成25・26年）

まちなか活性化　街路灯再整備【商店街まちづくり事
業交付金】

地域起こし協力隊による新商品開発

中小企業振興条例制定　円卓会議開催

地方創生拠点整備交付金　まちなかの賑わい拠点整
備

（6）工業の振興 1.0 工業振興（ものづくり産業クラスター形成事業推進）

既存企業　大型設備投資

（7）観光の振興 ○ 2.8 観光振興（ウォーキング大会、アート展等）

観光スポットのPR（桜、七色大カエデ、ホタル祭り、か
かし村等）

近隣市町村宿泊施設との連携

ガイドマスター会の協力による観光案内

地方創生先行型交付金　高速道路ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱにパン
フ配布

ふるさと祭り開催

広域観光連携

（8）雇用と労働 ○ 2.0 勤労者互助会による事業推進

勤労者低利率融資制度

基本目標４

（1）住民福祉の向上 2.2
地域で支え合える社会の実現を目指し地域福祉計画
策定

認知症介護に配慮した介護給付金を創設

大北地域包括医療協議会による医療・福祉・介護と
の連携強化

生活介護支援サポーター　養成支援

○地方創生先行型交付金・小さな拠点事業

　・小島館整備による高齢者ふれあいの場及び支援
者創出

○地方創生交付金・北ｱﾙﾌﾟｽ連携自立圏事業

　・北アルプス成年後見支援センター設置

高齢者支えあい拠点施設の整備（自治会）

障害福祉計画に沿ったサービスの充実

広域的なひきこもりへの対応

交通災害共済掛金の公費負担拡充(18歳以下・75歳
以上)

4位：地域ぐるみの
高齢者・障がい者
福祉の充実　19.1%
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総括表

◆基本計画の体系
【アンケート】

重要度が高く満
足度が低い領域

【アンケート】
今後町が特に力

を入れるべき
分野

（上位5位）

「課題と対応策」
担当課での達成度（平均）

H26-30　後期基本計画の主な実績
実績なし 達成度

50％～90％未

０ ２ ４

達成度

90％以上

Ａ 達成度 90％以上 ・・・4点

Ｂ 達成度 50％～90％未満 ・・・2点

Ｃ 達成度 目標の半分を下回った ・・・1点

Ｄ 実績なし ・・・0点

（2）子育て支援の充実 2.8 不妊・不育症補助金支給

出産祝い金の支給

他人との関わりが苦手な子どもへのスキルを身に付
ける事業

親が子どもに適切な関わりができるための取組

子ども・子育て支援法対応　保育園の認定こども園へ
の移行

会染保育園耐震補強工事

認定こども園　第3子以降園児対象　保育料減免

福祉医療給付制度の拡充（高校生まで医療費無償
化）

放課後の安全な居場所づくりのため放課後児童クラ
ブ設置予定

（3）保健予防・医療の充実 2.1 各種定期予防接種事業

高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種新規開始

各種検診業務

はつらつ健康スタンプ事業による健康増進

食育推進計画策定・推進

運動教室充実による介護予防

ヤング検診

はたちの歯科検診

（4）人権教育の充実 1.0
分館成人学級開催

（5）男女共同参画の推進 2.0
男女共同参画セミナー開催

（6）青少年育成 2.0 あいさつ運動の実施

青少年育成町民運動推進大会開催

大北地区小児生活習慣病予防ｶﾞｲﾄﾗｲﾝに沿った血液
検査実施・保健指導

1位：子育て支援、
少子化対策　38.0%
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総括表

◆基本計画の体系
【アンケート】

重要度が高く満
足度が低い領域

【アンケート】
今後町が特に力

を入れるべき
分野

（上位5位）

「課題と対応策」
担当課での達成度（平均）

H26-30　後期基本計画の主な実績
実績なし 達成度

50％～90％未

０ ２ ４

達成度

90％以上

Ａ 達成度 90％以上 ・・・4点

Ｂ 達成度 50％～90％未満 ・・・2点

Ｃ 達成度 目標の半分を下回った ・・・1点

Ｄ 実績なし ・・・0点

基本目標５

（1）行政の効率化 2.3
ハーブセンター、福祉会館、町立美術館の指定管理
による運営

社会保障・税番号制度の導入・運用

統合型地理情報システム（GIS）の更新

池田町定員管理計画を策定・運用

人事評価制度導入

池田町職員研修計画策定実施

入札制度改正　最低制限価格制度実施要綱施行

町機構改革

長野県地方税滞納整理機構による徴収業務実施

（2）財政の健全化 ○ 2.5 町債の繰り上げ償還

ふるさと納税の推進(インターネットサイトへの掲載等)

未利用財産売却

公共施設総合管理計画策定

（3）開かれた町政と協働のまちづくり 2.7
予算説明書の作成、町ホームページ等で開示（H26～
28）

新公会計制度導入による情報開示・資産、債務の適
切な管理

人口ビジョン・総合戦略策定

インターネットによる議会中継の実施

元気なまちづくり事業の助成対象拡大（グループも助
成）

町民活動サポートセンター、地域起こし協力隊による
活性化

結婚推進事業(ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ DIネット 結婚新生活支援
事業他)

町民向け携帯メールによる情報発信

くらしの便利帳作成

伝統文化継承のための備品整備（自治会対象）(ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ事業)

町制施行100周年・合併60周年記念事業実施（H27）

町ホームページリニューアル

（4）行政の広域化 4.0
北アルプス広域連合（介護保険、常備消防、福祉施
設等）の運営

北アルプス連携自立圏の取組（若者交流、移住施策
他）

穂高広域施設組合（ゴミ処理）の運営

池田松川学校給食センターの運営

広域運用によるOAシステムの効率化
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総括表

◆基本計画の体系
【アンケート】

重要度が高く満
足度が低い領域

【アンケート】
今後町が特に力

を入れるべき
分野

（上位5位）

「課題と対応策」
担当課での達成度（平均）

H26-30　後期基本計画の主な実績
実績なし 達成度

50％～90％未

０ ２ ４

達成度

90％以上

Ａ 達成度 90％以上 ・・・4点

Ｂ 達成度 50％～90％未満 ・・・2点

Ｃ 達成度 目標の半分を下回った ・・・1点

Ｄ 実績なし ・・・0点

（5）消防・防災・防犯体制の
整備 3.4 各種防災マニュアル整備

防災行政無線デジタル化整備

気象観測システム導入

防災資機材購入

自主防災会の備品整備（3防災会）(ｺﾐｭﾆﾃｨ事業）

自主防災会への育成支援（補助金）

ＬＥＤ灯化も含めた防犯灯の整備

自主防災会の備品整備（防災会）(ｺﾐｭﾆﾃｨ事業）

消防無線デジタル化に伴う機器更新

消防機器・施設の整備（消防団詰所・ﾎﾟﾝﾌﾟ車・消火
栓・防火水槽他)

公共施設耐震化（会染保育園・総合体育館）

電算システムの大北広域共同運用

（6）交通・通信の整備 ○ 3.0 交通死亡事故ゼロ1,000日達成（H29.6）

町営バスに関する交通弱者対策

・70歳以上及び障害者手帳所持者に割引回数券を発
売

・定期券発行を中学生、身体障害者手帳保持者等に
拡大

・病院や大型商業施設を利用できるようダイヤ改正

老朽化に伴う町営バス車両の更新

交通安全防犯町民大会等通じた啓発活動

広津陸郷地区への光ファイバー整備

情報セキュリティ強化対策事業（LGWANとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接
続分割）

2位：地震や土砂災
害などへの防災対
策35.1%

3位：交通弱者のた
めの交通手段の確
保28.1%

【参考】　町民アンケート結果により

今後町が特に力を入れるべき分野（上位5）

１位 子育て支援、少子化対策 38.0%

２位 地震や土砂災害などへの防災対策 35.1%

３位 交通弱者のための交通手段の確保 28.1%

４位 地域ぐるみの高齢者・障がい者福祉の充実 19.1%

５位 歩道設置など生活道路の整備、

地域高規格道路の開通要望 18.4%

重要度が高く満足度が低い施策

○治山・治水・利水の推進 ○道路の整備

○交通、通信の整備 ○財政の健全化

○雇用と労働 ○観光の振興
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