
地方創生 

関連事業実績シート 

(No.1～34) 



【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

【今後の事業予定（Ａ）】

① 就労 ⼦育  出産 結婚等 関  町⺠意識 把握          調査 実施

② 総合戦略等 策定 係 検討委員会 開催

①　旅費

  離島在住委員 検討委員会  参加旅費

② 委託料

　・アンケート調査の実施

①　重要業績評価指標

　設定なし

②　事業の成果及び評価

　幅広い世代を対象に、人口減少の課題として掲げられる「就労、子育て、出産、結婚」等に関するアンケート調査を実施した

      世代毎 想  考 等 聴取  ⼈⼝     総合戦略 策定 当   当該調査結果 有効 活⽤     

できた。

 ⼈⼝     総合戦略 策定 向  産業団体 ⾦融機関          携  各⽅⾯ 参加   検討委員会 

設置  町⺠意⾒ 集約 ⽅向性等 踏   ⼈⼝     総合戦略 策定         

 策定   ⽻幌町⼈⼝     目標達成 向  総合戦略 実効性 確保        今後 ⽻幌町         

創⽣総合戦略推進委員会 設置  的確 ＰＤＣＡ       事業 推進 ＫＰＩ 検証 ⾏    状況 応  

総合戦略 ⾒直  進        

事業名 ⽻幌町総合戦略策定事業

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

2,098,000 1,715,720 1,715,720

第1次産業 振興   雇⽤ 創出 住宅環境 整備   移住 定住者 増加等 目指  総合戦略  策定     

必要 専門的調査 実施  町⺠意⾒ 反映      検討委員会 開催    実効性 ⾼ 総合戦略 策定   
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【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

3 名 0 名

②　事業の成果及び評価

＊評価指標未達成 理由

【今後の事業予定（Ａ）】

新規雇用者

 新  冷凍設備 導⼊   新商品 開発 進     当商品  本年4⽉      納税 新  返礼品   活⽤

されるなど、導入効果が得られているところである。

    本町      参加者 増加傾向       地場産品 係 魅⼒発信 ⼗分果                

継続性     化  対応 更  参加者増 伴     運営          等 確保等    検討  必要  

る。

 今年度    取組  商品開発     雇⽤増 直接結   製造及 販売   ⾄      

■総合戦略  掲載

　P８「活発な産業づくりにより元気なまちを創造する。」

 ①      （起業 創業 第2創業等）⽀援事業（新商品 開発 販路拡⼤⽀援 6次産業化 推進）

 P11 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣    

 ② 資源活⽤事業（魅⼒  地域 創出 情報発信 宣伝普及活動 強化）

8,498,000 7,856,556 7,856,556

 地場産品 活⽤  新商品開発     対外的 広 認知        PR活動        同時並⾏ 進  必要

    今後 地場産品   ６次産業化 推進 新商品開発 販路拡⼤ 対  ⽀援 実施       新規雇⽤者 

増加 目指      ⾼ PR効果 期待        厳選 ⽻幌町特産品 魅⼒PR 継続実施   

指標値 実績指　　標

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

事業名 特産品魅⼒発信事業

 本町  ⽔揚 ⽇本⼀ 誇  ⽢     豊富 地場産品 恵         空港 ⼤消費圏        不利 

状況        他 地域 ⽐   効率的流通   ⾯ 課題 抱          新  冷凍設備 導⼊     

⽔産物       地場産品 広 周知       継続  開催  特産品 魅⼒発信 第１次産業 振興   雇⽤

増を図る。

① 漁業協同組合   新  冷凍設備 卓上        導⼊

② ⽢         地場産品 魅⼒発信        開催

③　町外で開催される食に関するイベントへの出店

① 負担⾦補助及 交付⾦

  北   漁業協同組合（急速冷凍施設 卓上        購⼊）

  ⽻幌町観光協会（    杜出店               事業 北 恵 ⾷     2015出店）

　・羽幌町観光協会（第5回はぼろ甘エビまつりの開催）
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【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

360 名 457 名

②　事業の成果及び評価

＊評価指標未達成 理由

【今後の事業予定（Ａ）】

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

事業名 スポーツイベント活性化事業

          継続   活性化 図            合宿等 誘致 交流者 増 消費活動 活発化   雇

用状況の好転を目指し、UIJターン者の増加や定住者の確保を図る。

①　マラソン大会の開催とゲストランナーへの招聘

②　参加者のタイムを迅速かつ正確に測定する計測機器を購入

① 負担⾦補助及 交付⾦

  ⽻幌町        活性化事業実⾏員会（        ⼤会          ⼤会 運営）

②　備品購入費

　・スポーツ用タイム計測受信機購入

③　報酬

　・マラソン大会時交通警備報酬（交通指導員）

10,100,000 9,420,407 9,420,407

指　　標 指標値 実績

⼤会参加者（平成26年⽐30％増）

 ２  ⼤会           ⾕川真理⽒ 猫   ⽒ 招聘 話題性 持  ⼤会 開催      固定化    

   参加者 中 初参加   ⽅ 多  ⼤会終了後 開催  交流会         相互 情報交換等 図  ⼝ 

ミによる今後の参加者増が期待できる。今後は、大会を開催するだけでなく、開催結果等の詳細情報を広く提供するといった

            情報誌  連携      ⼤会情報 発信及 魅⼒ 向上   必要    

■総合戦略  掲載

 P11 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣    

　②　資源活用事業（情報発信と宣伝普及活動の強化）

 ③      ⽂化交流事業（誰  参加   機会 創出）

　ゲストランナーの決定までに時間が要され、大会実施に係る告知が遅くなったことにより、同日に開催された他市町村の大会へ

参加者 流       

 実⾏委員会体制 強化         活性化呼    冬     活性化検討   
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【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

40 名 54 名

②　事業の成果及び評価

＊評価指標未達成 理由

【今後の事業予定（Ａ）】

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

事業名 新生児誕生お祝い事業

　新生児誕生のお祝いして、本町焼尻島のブランド羊の羊毛を使用した新生児用布団等をプレゼントし、地域全体で子育てを

応援するまちづくりを進めるとともに特産品の新たな活用方法を検討する。

① 出⽣届 提出  新  町⺠    新⽣児 対    ⽺布団       

① 委託料

　・ベビー布団作成業務

　・羊毛洗浄及びミトン等作成業務

848,000 678,240 678,240

指　　標 指標値 実績

出⽣数（2013年出⽣数 維持）

 廃棄  ⽺⽑ 地元任意団体 原材料化  地元布団店 製品化  ⼦供⽤布団 贈呈            ⼦供 

誕生を祝い、新生児とその家族に温かい気持ちを届けることができた。

　

   良 物           利⽤者等 意⾒ 確認  改良 重  今後 継続  実施   

■総合戦略  掲載

　P14「子育てのしやすい優しいまちを創生する。」

　②　こども・子育て支援拡充事業（子育て環境の充実）
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【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

400 名 334 名

10 名 0 名

②　事業の成果及び評価

＊評価指標未達成 理由

【今後の事業予定（Ａ）】

事業名 郷土芸能を活用した移住・定住事業

 町内   郷⼟芸能保存団体 伝統 ⽻幌神社例⼤祭等 歴史的背景  観光事業 連携 町外 発信      

  住⺠ 誇  郷⼟愛 根付   若者 定住 UIJ    促進   

①　地元郷土芸能団体の活動の周知

②　地元郷土芸能活動の活性化

③　地元郷土芸能活動の保存

① 負担⾦補助及 交付⾦

  ⽻幌町郷⼟芸能団体保存育成実⾏委員会（周知及 活性化事業）

　・各郷土芸能団体（保存活動）

 郷⼟芸能団体 活動成果 発表  ⼀  機会      ⽻幌神社例⼤祭   PR活動 成果    多  ⽅ ⾜ 

運       町内外 ⽅々 郷⼟芸能 伝承  必要性 改  理解             町 離  若年層 ⽻

幌神社祭 参加  姿 ⾒受    伝統芸能 保存 係 若年層 意識向上 後世 引 継   伝統芸能 例⼤祭 

     再認識         

 郷⼟芸能団体  加⼊者数 前年⽐ 若⼲減少    状況    ⾼齢等   脱退者 増  中 若年層 新規加

⼊者 少     主 要因       H27年 郷⼟芸能団体 加⼊    ⾼卒者   町内定住者数 0名   

が、団体に加入はしているものの、町外に居住している高卒者が多い状況である。

■総合戦略  掲載

 P11 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣    

　②　資源活用事業（情報発信と宣伝普及活動の強化）

 ③      ⽂化交流事業（誰  参加   機会 創出）

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

高校卒業定住者数

5,423,000 5,377,445 5,377,445

指　　標 指標値 実績

郷⼟芸能団体  加⼊者（平成26年度⽐10％増）

 ⽻幌神社例⼤祭  参加 町⺠芸術祭及 道⺠芸術祭  舞台発表  
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【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

96,600 名 96,600 名

②　事業の成果及び評価

＊評価指標未達成 理由

【今後の事業予定（Ａ）】

観光⼊込客数（平成25年度実績+3,000名増）

 都市圏 観光情報 発信       新  顧客層 掘 起          離島 素晴    地元⺠ 再認識 受

⼊体制 整理          新年度   新  体験     構築 努         

 更   多⽅⾯  情報発信   徐々 増           受 ⼊    必要不可⽋      Wi-Fi環境 整

えることができた。

■総合戦略  掲載

 ② 資源活⽤事業（魅⼒  地域 創出 情報発信 宣伝普及活動 強化）

     交流     Wi-Fi環境 整備        指定管理事業者 連携    外国⼈観光客誘致 向  ＰＲ

活動を実施する。

 都市圏  ＰＲ事業      交流⼈⼝ 更  拡⼤ 向  効率的  効果的 内容     時期 場所 検討 

    今後 観光協会 連携 実施      天売島 造成   体験     今年度  旅⾏者向  提供開始  

      交流⼈⼝ 増加 雇⽤ 創出 定住者 増加 図    観光協会  連携 積極的 ＰＲ活動 実施   

8,286,000 8,187,203 8,187,203

指　　標 指標値 実績

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

事業名 町 魅⼒発信事業

 観光     開催    都市圏        等 継続  参加        町 魅⼒ 広 発信  観光⼊込客 

交流⼈⼝ 拡⼤ 図     UIJ   者 定住者 増加 図  

①　宿泊施設におけるWi-Fiフリースポットの整備

② 魅⼒向上 伴 備品等 整備（無菌⽔発⽣装置              ）

③　町外で開催されるイベントへの出店

①　旅費

　・Ｓ－１グランプリ参加

②　工事請負費

      交流    Wi-Fi整備

③ 負担⾦補助及 交付⾦

　・羽幌町観光協会、同天売支部、同焼尻支部（ふるさとPRステージ、HTBイチオシまつり、飲食店マップ作成、天売ウニまつ

り事業、焼尻めん羊2015事業）

　・羽幌えびタコ焼き餃子推進協議会（ご当地グルメPR事業）

  天売島   島活性化会議（紫外線⽔殺菌装置整備事業 離島体験観光    造成事業）

  ⽻幌炭鉱⼤同窓会実⾏委員会（⽻幌炭鉱      開催事業）
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【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

4 回 4 回

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

講習会開催回数

 季節 応  必要      主 管理⼿法 町⺠ 伝達        管理技術 向上 期待      町⺠主体 

まちづくりへの足掛かりとすることができた。

■総合戦略  掲載

 ② 資源活⽤事業（魅⼒  地域 創出 情報発信 宣伝普及活動 強化）

①　バラに関する講習会の開催

331,000 253,939 253,939

指　　標 指標値 実績

 町⺠       活躍   場    事業内容 精査 継続実施   

事業名 バラ園を活用した地域活性化事業

 道 駅     園 町⺠       参画   管理 運営          構築          園 利⽤    

活⽤  商品開発等 結 付  新  魅⼒ 発掘 UIJ   者 増加 定住者 確保 努     道 駅（  園）

を中心とした地域活性化を図る。

①　報償費

　・バラ講習会講師謝礼

②　需用費

　・参加者名札、剪定ばさみ購入

③　役務費

  事業実施 係 広告料 参加者保険料

④ 使⽤料及 賃借料

  会議室借上料

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額
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【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

60 件 2 件

10 件 3 件

②　事業の成果及び評価

＊評価指標未達成 理由

【今後の事業予定（Ａ）】

　新たな取引までに至った件数は少なかったものの、商談途中の商品があるほか、都市圏の飲食店に対し本町の地場産品を

紹介       今後 販路拡⼤等 向              企業 将来 経営⽅針等 把握       28年度

から実施する羽幌町創業支援事業計画に基づく事業推進が期待できる。

  町内 地場産品 紹介 引 続       等 活⽤  各助成制度 活⽤ 販路拡⼤等 繋     

　また、空き店舗についてもホームページ等を活用して情報提供していき、チャレンジショップ等の実施についても検討していく。

■総合戦略  掲載

　P８「活発な産業づくりにより元気なまちを創造する。」

 ①      （起業 創業 第2創業等）⽀援事業（空 店舗等 有効活⽤ 新商品 開発 販路拡⼤⽀援 起業 

経営支援、6次産業化の推進）

起業等に紹介可能な空き店舗件数

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

　サンプル品の発送件数（85件）から高い関心が得られたものの、価格・味・販売ロット等当該企業等が求める要件を満たす

商品が少なくマッチングまで至らなかった。

8,989,000 6,730,557 6,730,557

指　　標 指標値 実績

地場産品等の新規取引件数

事業名 食・商工業活性化事業

　基幹産業である1次産業の底上げと活気が低迷する商工業の活性化方策の促進を図り、産業全体を活発にすることによって

元気なまちを創生する。

①　町内農水産物の生産者や加工業者と、地域産品を使用又は販売する都市圏の取扱企業等のマッチングを目的として、

DM 発送 無償     提供 ⾏      意欲  事業者等 対 各種商談会  出展 参加費⽤ ⼀部 負担

  地元産品 対  評価及 意⾒ 聴取 販路拡⼤ 図  

② 商⼯業発展    空 店舗 活⽤ 必要 実態調査 不⾜業態（店舗） 関  要望 把握 ⼜  ⾼齢化 進

む事業者の継承支援セミナーや個別相談等を開催し、産業活動の活発化を図る。

① 委託料

　・食、商工業活性化業務
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

※事業費は全業務分 (単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

5 件 3 件
※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

・創業希望者に空き店舗情報を提供し、ホームページ等を活用して空き店舗活用を促進していく。

また、チャレンジショップ等の開設についても検討していく。

施策・事業名 空き店舗等の有効活用

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

8,989,000 6,730,557 6,730,557

　空き店舗や空き地の積極的な活用により商工業の振興と街中の賑わいを創出する。

指　　標 指標値 実績(H27)

空 店舗 活⽤件数(H27~H31計)

 空 店舗 調査 ⾏ 同時期  空 店舗 活⽤  起業及 第2創業   以下 3件 ⾏          

 調査結果 基  空 店舗 活⽤  直接結 付         昨年活⽤   店舗      町内 需⽤ 応  

開業   当該店舗 利⽤状況等     経営 順調 推移   思   今後      取組 検討  ⽅々 対 起

業等に向けた可能性を与えることができた。

　（H27活用状況）

 旧携帯電話       飲⾷店 旧                学習塾 旧家電販売店     治療院

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ①チャレンジ(起業・創業・第2創業等)支援事業

①　空き店舗情報のデータベース化と情報発信

② 町⺠ 需要 応  起業者 誘致

③　店舗改修、設備導入及び創業に係る支援（企業振興促進補助事業）

④　チャレンジショップの開設

① 委託料

  ⾷ 商⼯業活性化業務（業務 ⼀部    空 店舗提供情報 整理及        作成（現在 未公表））
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

※事業費は全業務分 (単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

10 社 1 社
※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 今年度新設   ⽻幌町中⼩企業等販路拡⼤事業補助⾦  新製品開発⽀援事業等 活⽤  事業者   活性化

を支援していく。

①　地場産品情報の都市圏への発信とマッチングの推進

②　商品開発に係る支援（企業振興促進補助事業）

③　農商工連携による商品開発

① 委託料

　・食、商工業活性化業務（業務の一部として、町内事業者と都市圏飲食店等とのマッチング事業を実施）

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

8,989,000 6,730,557 6,730,557

指　　標 指標値 実績(H27)

新規販路契約事業者数（H27 H31計）

　正式な取引に至った企業は１社と少なかったものの、今後取引の可能性がある店舗に対し商品の詳細を説明できたほか、関

東圏及 関⻄圏   980 飲⾷店 百貨店 対 本町 特産 紹介      品 提供      調査 ⾏  結果

  各商品 可能性 確認     今後 販路拡⼤等                     

　（H27実績）

 岡⽥商店 → 居酒屋 ⽻幌（東京） 蕎⻨   天笑（⼤阪）

   他 重原商店     農協 東京及 ⼤阪⽅⾯  商品 興味 持 企業等  商談 ⾏     

 地場産品 魅⼒ 増⼤ 企業 新  取組 対 ⽀援 ⾏  

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ①チャレンジ(起業・創業・第2創業等)支援事業

施策・事業名 新商品 開発 販路拡⼤⽀援
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

※事業費は全業務分 (単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

50 人 6 人
※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 今後 商⼯会等 関係機関 連携  創業塾 開催 創業者⽀援 係 補助⾦等 活⽤促進 掘 起   取 組  

①　相談窓口の開設

②　定期的な起業セミナー等の開催

③　起業を応援するための情報発信

① 委託料

　・食、商工業活性化業務（業務の一部として、事業承継・経営支援セミナーを開催）

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

8,989,000 6,730,557 6,730,557

指　　標 指標値 実績(H27)

起業創業    参加者（H27 H31計）

　中小企業経営者向けに「中小企業経営者のための事業承継対策」「これからの企業経営」と題した講演を実施したところ、

会社経営 携     ⽅ 後継予定者   参加 得      個別相談 ⾏      ⼀部 企業    円滑 事

業継承 期待        町内企業 対象 ⾏  事業承継 係         調査対象企業    半数   後継

者がいない。」という回答が得られたことから、商店街を形成する企業数を考慮した場合、該当企業に対する後継者の育成や

町外移入者を招聘する必要性等を検討しなければならない。

 若年層 起業意欲 促進  企業経営者 積極的 経営施策 対 ⽀援 ⾏  

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ①チャレンジ(起業・創業・第2創業等)支援事業

施策・事業名 起業・経営支援
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

※事業費 当交付⾦事業  (単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

3 件 1 件
※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 農林漁業 ６次産業化助成制度 活⽤ 促進  地域 特産品 活⽤  新商品 開発 販路拡⼤等 ⽀援    

く。

①　新技術（設備）の導入等による地場産品のブランド化

②　地産地消や産業間連携の推進支援

① 負担⾦補助及 交付⾦

  北   漁業協同組合（急速冷凍施設 卓上        購⼊）→ 先⾏型交付⾦ 特産品魅⼒発信事業   

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

4,000,000 3,576,602 3,576,602

指　　標 指標値 実績(H27)

6次産業化取組件数（H27 H31計）

     町有施設 使⽤ 商品開発 取 組      篭漁業者  H28年中 空 店舗（⼯場） 活⽤  製造施

設 整備 着⼿  ⾒込     数年   取 組    成果 実 結      本取組  町内     町外 第

1次産業従事者 6次産業化 向  参考事例       ⾼ 評価    

 地元 収穫⼜ ⽔揚    地場産品 付加価値向上 効率的 出荷 可能   加⼯ 保管及 出荷 係     

を構築する。

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ①チャレンジ(起業・創業・第2創業等)支援事業

施策・事業名 6次産業化の推進
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

5 人 0 人
※毎年度 調書  H27   累積数 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ②一次産業就業者等拡大事業

①　新規就農研修生の雇用と受入農家の確保

②　受入体制の整備

　実績なし

 新  従事者 募集 受⼊ 指導   ⼀括  ⾏      構築   

施策・事業名 農業従事者の創出

事業費（実績） 交付⾦充当額

研修参加者数（H27 H31計）

 H28以降 ⼿法等 検討予定

・羽幌町農業担い手確保対策協議会を中心に、研修生受入の手法と受入農家や新規参入者への各種助成等について協

議・検討する。

指　　標 指標値 実績(H27)

計画額
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

　・農業後継者育成事業 6 名

　・漁業新規就業者等育成事業 2 名

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

20 人 5 人
※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

・農業後継者対策となる農地取得及び賃貸借に係る支援は継続して実施する。

・新規漁業者に必要な免許の取得及び漁船の買船や建造、漁業機器の購入経費の一部を継続して支援する。

①　農地取得等にかかる支援（農業後継者対策事業）

②　資機材の整備等に係る支援（漁業新規就業者等育成事業）

① 負担⾦補助及 交付⾦

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

2,500,000 3,482,000 0

指　　標 指標値 実績(H27)

農水産業    後継者及 新規就業者（H27 H31計）

　助成事業の実施により農地が放置されることがなく、農業経営の大規模化が図られ、新規就農までは至らないものの労働者

の受入先として機能している。また、新規漁業就業者については、経営体から乗組員への事業承継、また、大型漁船の乗組員

   独⽴   促      効果 得      

 1次産業 従事  若年労働⼒ 育成 定着化   後継者等 確保   

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ②一次産業就業者等拡大事業

施策・事業名 1次産業後継者及び新規就業者等の育成
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

　実績なし

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

15 件 0 件
※毎年度 調書  H27   累積数 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 ⽻幌町雇⽤促進助成制度 活⽤ 促進  各種助成制度 情報提供 ⾏ 町内企業等       図  

指　　標 指標値 実績(H27)

     件（店舗）数（H27 H31計）

 H28以降 ⼿法等 検討予定

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ③雇用環境支援事業

施策・事業名 事業承継と雇用のマッチング

　働きたい人と働く人を必要とする町内企業等のマッチングを図る。

①　従業員（継承者）を必要とする企業等と就労を希望する方の情報集約とマッチング

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

　・企業訪問等に伴う旅費 68,800 円

②　需用費

　・試供品等配布等 227,653 円

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

5 社 2 社
※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

本町の地場産品や取組みに関心のある企業等との連携を図る。

① ⼯場等 ⽴地 係 意向調査

② ⼯場⽴地 係 ⽀援（企業振興促進事業）

③ ⺠間企業 各種学校等  連携   新  雇⽤ 創出

①　旅費

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

501,000 296,453 0

指　　標 指標値 実績(H27)

連携  企業等 数（H27 H31計）

 平成25年12⽉ 本町地場産品 活⽤  地域活性化 目的  札幌      製菓調理専門学校 株式会社JTB北

海道と本町が連携することを約束し、これまで当校学内レストランへの食材提供、本町甘エビまつりへの出店、本町への研修旅

⾏ 招聘          受⼊等 ⾏       当校及 学⽣ 本町 ⾷材 対  理解 深     

　本町の環境に適した企業の誘致と本町の地場産品や取組に関心のある企業等との連携事業を展開する。

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ③雇用環境支援事業

施策・事業名 企業誘致及 異業種間連携
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

  補助⾦交付対象企業数及 ⼈数 14 社（ 26 人）

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

20 人 8 人
※毎年度 調書  当該年度 補助決定者数 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 今後  新  求職者 雇⽤  者 対 助成 ⾏       雇⽤機会 拡⼤及 雇⽤環境 充実 図  

①　常用パート及び新規雇用に係る支援の継続と支援対象者（障がい者）の拡大（雇用促進助成事業）

① 負担⾦補助及 交付⾦

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

9,960,000 8,880,000 0

指　　標 指標値 実績(H27)

新規雇用拡充数（H31補助決定者数）

 新規雇⽤ 促 制度   企業等 定着  実績  ⼀定 効果 ⽣     状況    今年度    同⼀⼈ 対 

 補助対象期間 満了        今後    新  雇⽤創出 期待    

　既存企業における新規及び正規雇用を拡大する。

基本目標№1 活発な産業づくりにより元気なまちを創生する。 ③雇用環境支援事業

施策・事業名 雇用機会の拡充
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

30 ⼾ 0 ⼾

※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 空 家   制度      毎年度 固定資産税収納通知書 送付  際 本制度 周知⽂書 同封     空 家

対策   維持管理 状態 良 住宅 今後 利活⽤ 予定           本制度  登録 促   ⾏政   

 利活⽤     検討          

 公共施設 解体跡地 宅地   活⽤可能         積極的 売 払  ⾏     

施策・事業名 既存資源の活用

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

－ － －

　活用可能な財産を居住拠点及びその資源として有効に活用する。

指　　標 指標値 実績(H27)

空 家利⽤⼾数（H27 H31計）

 平成25年度  空 家    実施 登録   空 家      概 利⽤     状況      後 空 家対策 

  潜在  利活⽤可能 空家 掘 起  等 目的 ⾏  所有者等  調査     本制度 知        回答 

得られていることから、周知に対するその改善が必要とされる。

基本目標№2 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣   ①居住拠点整備事業

① 公共施設等解体跡地 宅地    売却

②　空き家対策計画の推進（空き家バンクの運営）

③ ⺠間賃貸住宅情報 提供

　ゼロ予算事業
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

①　工事請負費

  公営住宅建設⼯事

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

30 ⼾ 13 ⼾

※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 公営住宅      今後 計画的 整備      H28 3棟6⼾ H29 2棟4⼾ H30 2棟4⼾ H31 2棟4⼾ 

 ⺠間賃貸集合住宅      助成制度 周知 図  ⺠間活⼒ ⽣   当該住宅 整備 促進  （H28.5.11現

在 1棟4⼾建設予定）

① 公営住宅 計画的 建設

② 集合住宅 建設 係 ⽀援（⺠間賃貸住宅建設助成事業）

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

67,774,800 33,447,600 0

指　　標 指標値 実績(H27)

⺠間賃貸住宅建設⼾数（H27~H31計）

 公営住宅 建設      国庫交付⾦ 予算 応  計画的 整備     

 ⺠間   賃貸集合住宅 整備      当住宅 整備 係 ⼯事費等 ⼀部 助成  ⺠間賃貸集合住宅整備助

成条例 制定  H28  当住宅 整備 促進      H27  以下 集合住宅 整備      既存住宅 含 満

室状態        住宅需要 ⾼    理解    

 ※平成27年度⺠間賃貸住宅整備実績：北⼤通 １棟４⼾ 南２条５丁目 １棟９⼾  計 2棟13⼾

 公営住宅 建設 単⾝及 世帯向   需要 応  集合住宅 建設 促進   

基本目標№2 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣   ①居住拠点整備事業

施策・事業名 新  住宅 整備
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 負担⾦補助及 交付⾦  ⽻幌町観光協会補助⾦

   他~（⽀部事業 離島         祭    ⽺祭 ）

②　需⽤費  観光施設等 維持 係 修繕料

③　工事請負費 ・観光施設等の維持に係る工事費

④ 委託料    ⽺牧場指定管理料

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

80 ％ 調査実績無 ％

※毎年度 調書  H28   平均値 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 焼尻  ⽺牧場   平成28年度    親⽺     ⽺ 本場          導⼊  奇形 出産頭数 減少 

抑  良質 種畜 供給 ⽺⾁ 提供 努      草地改良 定期的 実施    ⽺ 健康 維持 増進 図    

より、安定した生産体制を構築する。

 天売島 造成   ⾃然環境 ⽣   体験観光     今年度  旅⾏者向  提供開始        観光客満⾜

度 向上並           観光地    発展 向 実施事業者並  観光協会 連携    ＰＲ事業 実施 

     ⽻幌⽢      天売      焼尻  ⽺      地域住⺠   地域資源 活⽤  観光交流     

関    知名度 向上 交流⼈⼝ 増加 図    観光協会  連携 密      内容 ⾒直  充実 図    

継続して実施する。

    観光施設 関   適正 管理 ⾏     施設整備 ⾏  特  交流拠点施設   道 駅（   温泉   

園）      交流⼈⼝ 拡⼤ 図   積極的 施設整備（改修） 実施   

① 従事者 意識向上及                 等 育成

② 観光施設（⾃然公園（天売島 焼尻島） 道 駅（   温泉   園））等 整備 適正管理

③ 地場産品（⽢        ⽺等） 観光資源 活⽤  観光交流     実施

④ ⽇本唯⼀ 海⿃専門施設 北海道海⿃      核   ⾃然環境 特化  研究事業等 実施

⑤　焼尻めん羊牧場の安定経営による地域産業としての持続

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

37,732,106 37,732,106

指　　標 指標値 実績(H27)

    満⾜度（H28~H31平均値）

 離島    ⾃然環境 ⽣   新  体験    構築    地元島⺠          資格 取得  島内  受

⼊体制 構築 ⾏     

 訪  観光客 快 受 ⼊     施設整備 ⾏  事故 ⼤         施設運営 努     

 5回目 開催        ⽢        継続実施   ⼝   効果       確保   年々来場者 増加  

地域    経済波及効果 ⼤   地元町⺠   喜          定着     

         ⽺     離島  実施     天候 ⼤  左右              受⼊体制等  現在 来

場者数がMAXであると思われる。

 焼尻  ⽺牧場  主⼒商品 ⽣後1年未満   ⾁     ⺟親⽺ ⾼齢化 伴 年々  出産頭数 減少傾向 

あり、その改善が必要である。

 本町 有  豊  ⾃然 豊富 ⾷材 地域特性 売   知名度向上 交流⼈⼝ 拡⼤ 図  

基本目標№2 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣   ②資源活用事業

施策・事業名 魅⼒  地域 創出

No.20



分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

①　旅費 ・職員PR用旅費

②　需用費 ・宣伝用消耗品、試供品購入

③　役務費  各種⼿数料 宣伝広告料等

④ 委託料 ・事業実施に係る外部委託

⑤ 負担⾦補助及 交付⾦  ⽻幌町観光協会補助⾦

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

12 回 5 回
※毎年度 調書  当該年度 実施回数 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 観光        目的 場所 時期 内容  様々 要素 精査  最 効果的 確信   PR ⾏  

①　様々な媒体や機会を活用したPR活動の実施

② 広域   都市圏 他地域  交流事業 推進

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

190,000 138,727 0

指　　標 指標値 実績(H27)

札幌市近郊及び都市圏を対象とした宣伝事業実施回数（H31数値）

 目的       応  事業 実施時期 選定 PR 内容 絞 実施     集客数 来町者 意⾒等  効果 ⾼ 

   思       現在 実施内容 観光PR 主         時期 応  内容 変化 実施場所 検討 更  

PR効果 ⾼ ⼿法等 模索     取組 必要    

 ※27年度実施内容

 5⽉：札幌駅 札幌市地下歩⾏空間 北広島市    杜 6⽉：   （AIR-G） 11⽉：東京都      

　宿泊者等の町内滞在者及び町外への情報発信に必要な素材の充実と積極的なPR活動を実施する。

基本目標№2 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣   ②資源活用事業

施策・事業名 情報発信と宣伝普及活動の強化
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 負担⾦補助及 交付⾦  体育協会補助⾦

 ⽂化協会補助⾦

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

6,200 人 5,213 人
※毎年度 調書  当該年度 参加者数 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

　健康増進や心の豊かさを育成する事業を実施し、かつ、必要な後継者への伝承活動を実施する。

基本目標№2 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣   ③     ⽂化交流事業

施策・事業名 誰もが参加できる機会の創出

・水泳教室、コーディネーション教室、マラソン２事業、パワデールフェスティバル、各種大会など

 （毎年度恒例事業 継続  実施予定   他 新規事業 検討 ）

①　各種スポーツ事業の充実

②　伝統芸能の普及と伝承

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

950,000 950,000

指　　標 指標値 実績(H27)

社会教育イベント参加者数（H31参加者）

 ⽔泳教室等幼児 ⼩学⽣ 持 親     応  取組 進    参加率 伸     ⼀定 成果      伺  

  ⼀⽅  毎年度同内容    ⻑年⾏     事業          的確 捉  事業実施 求     

 ⽔泳教室等      参加率 伸        参加    環境整備 加  幼児 ⼩学⽣ 持 親     応  

取り組みが進められており、一定の成果があることが伺える。しかし、講師派遣や介護予防講座など、町外事業者のニーズを多

く取り入れている傾向があるため、町内事業者のニーズを的確にとらえた事業実施が求められる。
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 負担⾦補助及 交付⾦

　町、ＪＡ、協議会からの補助で実施

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

150 人 5 人
※毎年度 調書  H27  参加累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

・参加希望者が減少しているため、管内や都市部の婚活イベントへの参加費用の一部助成を考えている。

①　婚活関連事業に係る参加支援

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

680,000 680,000

指　　標 指標値 実績(H27)

事業参加独身男性数（H27 H31計）

 農業⻘年 対象   婚活事業 実施（3年目） 都市圏   参加⼥性 申込       受 ⼊  農業⻘年 

今後 参加 ⾒込     H27    本事業 終了   事業実施時             後 展開       

    参加者 意識改⾰等 必要    管内市町村   協議会 発⾜   交流事業 実施     参加者 確保

等から広域による取組効果は高い。

 ⼈⼝     明      ⽐率 ⾼ 独⾝男性 対  出会          ⽀援   

基本目標№2 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣   ④出会いの場提供事業

施策・事業名 出会いの機会への支援
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

①　報酬 円  協⼒隊報酬

②　旅費 円  協⼒隊旅費

③　需⽤費 円  協⼒隊活動⽤材料等購⼊

④　役務費 円 ・輸送費等

⑤ 委託料 円          料等

⑥ 使⽤料及 賃借料 円  ⾞両借上料等

⑦　備品購入費 円 ・備品購入

  負担⾦補助及 交付⾦ 282,430 円  講習会受講料等

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

60 ％ － ％

※毎年度 調書  当該年度末 数値 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

56,490

　都市圏等他地域から本町で必要とされる新たな人材を招聘する。

9,040,000

2,036,755

191,785

238,388

基本目標№2 多  ⼈ 集 魅⼒ 感       創⽣   ⑤人材招聘事業

施策・事業名 地域   協⼒隊事業

 継続して応募を実施し、生徒募集事業の取り組みを通じて定住の促進を図る。

※ Ｈ28年 2名 応募 実施    現時点 2名 問 合     状況    現在 調整中    

 平成28年度      天売⾼校関係2名 福祉関係（天売1名 焼尻1名） 4名 募集 採⽤予定 

 現隊員 起業及 定住 目指  取組 対  財政的⽀援及 助⾔ ⾏  定住者     努   

 離島    ⾼齢者福祉対策    ⼈材 天売島    ⾼等学校⽣徒募集 担 ⼈材 引 続 募集  新  ⼈材

を確保に努めるるともに、当該人材の定住を図る。

① 地域   協⼒隊事業

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

17,752,000 13,793,576 0

指　　標 指標値 実績(H27)

協⼒隊員定住率（H31数値）

 H27年 4名 活動          2名 諸事業   H27中 退職     他 2名 委嘱期間満了   3年経

過後 目論  拠点   地域 必要 取組 ⽣業   活動 ⾏     定住者      期待    

 ※ H27   協⼒隊採⽤数4名 H28.5.10現在協⼒隊2名 委嘱期間満了後 定住者0名

911,600

1,036,128
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

　ゼロ予算

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

100 ％ 0 ％

※毎年度 調書  当該年度末 構築度 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

　子育てしやすい環境を創出し、シングルマザーの転入を促進するための受け皿を構築する。

基本目標№3 子育てのしやすい優しいまちを創出する。 ①シングルマザー支援事業

施策・事業名 シングルマザーの転入誘致

 受⼊住宅 空  出 時点 募集 開始         事業 受⼊  ⽅ 現在町内 居住          意⾒

等を聴取し受入体制を検討する。

 当該⼥性 悩 相談 受⼊  担 窓⼝ 整備   

① 各種⽀援制度 構築 居住環境 整備

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

指　　標 指標値 実績(H27)

受⼊体制構築度（H31数値）

・関係課の連携により、モデル事業として次の内容によるシングルマザー1名を受入ることで調整済

 ●受⼊住宅：単独住宅（⼣陽 丘団地 3階） ●就労先：⽻幌町社会福祉協議会（⽼⼈   ⼜       ）

 ●受⼊対象：募集時点 留萌管外 居住  ⾼校⽣以下 ⼦   1名以上  40歳未満        
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 委託料 めん⽺布団製作事業

②　その他 保健師による妊産婦との面談等

※交付⾦事業 同額（新⽣児誕⽣ 祝事業） (単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

1.66 　 2.29 　
※毎年度 調書  当該年度末 数値 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

848,000 678,240 678,240

 当町  出産可能 産科医療機関 無 事   妊産婦 町外 産科医療機関 健診 出産             

  出産可能 産科医療機関   距離 遠     ⽣  妊産婦 ⼼⾝及 経済的負担 軽減 図    健診及 

出産 係 経費 ⼀部 助成  ⺟⼦保健 向上及 負担軽減 図      妊産婦 ⽀援 ⾏     

・新生児に対する布団の贈呈は、今後も継続して実施していく。

　子どもをつくりやすい環境づくりを促進する。

① 妊娠（不妊治療含 ） 出産 係 費⽤及 精神的⽀援

②　出産祝い品の贈呈

指　　標 指標値 実績(H27)

合計特殊出⽣率（H31数値）

 保健師   相談業務  妊産婦 不安解消   安⼼安全 出産  導     

 新⽣児 対  布団 贈呈      ⼦育       親          認識  喜      

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

基本目標№3 子育てのしやすい優しいまちを創出する。 ②子ども・子育て支援拡充事業

施策・事業名 出産までの支援
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】 ※積算根拠あり

① 負担⾦補助及 交付⾦ ・認定こども園運営支援 実績額 80,904,000

 私⽴幼稚園運営⽀援 実績額 3,768,000

②　羽幌保育園運営事業 実績額 13,948,000

③　扶助費  中学⽣以下医療費 実績額 15,185,272

④　その他 ・一時預かり 実績額 8,586,000

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

50 ％ － ％

※毎年度 調書  数値記⼊不要（31年度 町⺠向       実施予定）

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 児童福祉施設 適切 指導運営管理 継続  体制 推進 

・子育て支援センターを核とし、悩み相談など地域に根差した子育て支援事業展開の実施。

 幼児施設利⽤料  助成 中学⽣以下 医療費無償化 実施   ⼦育 保護者  経済的⽀援 確実 推進 

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

144,710,000 122,391,272 0

指　　標 指標値 実績(H27)

⼦育     満⾜度（H31数値）

 待機児童      認定   園 私⽴幼稚園 特⾊  取組    幼年時教育 対  保護者 需要 満     

る。

 乳幼児 発育 係 相談等     実施  保護者 不安解消 努       中学⽣以下 医療費無償制度    

も、子育てする保護者の経済的支援の一端を担っている。

①　子育て世代の誰もが望む集いやすい環境の整備

②　相談（発達、育児等）及び保育機能等（一時預かり、遊びの場の提供等）の充実

③ ⼦  達 係 医療費 負担軽減

基本目標№3 子育てのしやすい優しいまちを創出する。 ②子ども・子育て支援拡充事業

施策・事業名 子育て環境の支援

　子育て世代が望む時代にあった子育てのしやすい環境を整える。
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 負担⾦補助及 交付⾦  ⾼等学校振興会等補助⾦

② 貸付⾦

③　天売高等学校生徒募集事業

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

80 ％ 71 ％

※毎年度 調書  当該年度末 実績値 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 ⽻幌町奨学基⾦

1,934,321円

 地元⾼等学校 魅⼒向上 通学    環境作  努  町内外   進学者 確保   

基本目標№４ 住み続けたいと思うまちを創⽣する。 ①⾼等学校魅⼒向上事業

施策・事業名 地元高校への進学者確保

 天売⾼校:住宅 雇⽤対策等 課題解決 併   継続  ⽣徒募集 ⾏  

 ⽻幌⾼校:進学 係 経済的負担 軽減  制度 継続 新  魅⼒ 検討 ⾏  

① ⾼等学校 魅⼒化⽀援

②　高等学校進学に係る経済的支援

③ 奨学⾦制度 拡充

④　道内外中学校等に向けた宣伝ＰＲ

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

8,373,000円 6,894,321円 0円

指　　標 指標値 実績(H27)

町内中学⽣ 町内⾼校  進学率（H31数値）

 天売⾼校 ⽣徒確保    道内外 中学校     訪問 当該校 ＰＲ   ⽣徒募集 ⾏      地元以外  

２名 新⼊⽣ 受 ⼊  定時制⾼校       若年層 労働⼒ 確保 努         今後  新  島外  

⽣徒 受 ⼊  場合 住宅 雇⽤対策等 必要    

 本町以外  ⽻幌⾼校  進学 希望  ⽣徒 減少傾向      通学 係 保護者負担 軽減  制度及 地元

⾼校 進学  際 ⽣  経済的負担 軽減  新  制度 創設      前年度   同数 新⼊⽣ 確保     

できた。

4,000,000円

960,000円 （H27年度4名貸付)
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

①　子ども自然教室事業

②　ジュニアレンジャー事業

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

65 ％ 50 ％

※毎年度 調書  当該年度末 実績値 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

            ⽉1回 ⾏事 他 海⿃     拠点   放課後 休⽇  ⽇常的       活動   通 

  地域 ⾃然環境   深 理解  ⾃然環境 守 意識 醸成     ⼦   環境学習 場    ⼀定 成果   

たと考えられる。しかしながら、参加者の減少などにより、同様の事業としての継続が難しいことから、現在は事業を休止してい

る。

   多  児童 参加 機会 提供  天売島 海⿃  地域 特⾊  ⾃然環境  理解 広     学習 場  

      海⿃観察会   ⼩中学⽣ 対象   環境学習⾏事 開催   ⾏事 通   参加  児童 ⾃然環境  

いてより深く学習したいという意欲や機運が高まれば、ジュニアレンジャー活動の再開などを検討する。

        地引網体験 宿泊体験 町外研修 ⾃然環境学習 異世代交流  

指　　標 指標値 実績(H27)

⾃然教室平均参加率（H31）

 ⾃然教室      学校授業以外 学習 機会   毎年定員以上 申込         ⾃然 親  機会 望 児

童及   保護者 要求 満     ⼈気事業      理解    ⼀⽅                複数年   

る継続した取組となり他の習い事との重複が難しいことから参加者が減少傾向にあり、自然教室の中に本活動を取り込むなど

検討が必要と思われる。

①　子ども自然教室事業

②　ジュニアレンジャー事業

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

234,000 171,239

 学習 体験学習 場 充実及 拡⼤ 図  魅⼒  学  提供      郷⼟愛 育 校外活動 促進   

基本目標№４ 住み続けたいと思うまちを創生する。 ②学校外活動充実事業

施策・事業名 児童生徒の学ぶ機会の充実
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 負担⾦補助及 交付⾦ 977,000円

② 貸付⾦ 2,400,000円

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

50 件 6 件

10 件 4 件
※毎年度 調書  H27   累計 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 町内医療機関 助産師 看護師確保    今後 ⽀援 継続   

 平成28年度   将来       担 ⻘少年 対  ⽀援 対象範囲 拡⼤  活⽤ 促進 図    今後 制度 

改正を検討しながら支援を継続する。

 制度 周知 図 利⽤率 向上 努       必要 応  制度改正 検討  （⼈   事業補助⾦     ⼀部

制度 拡充）

貸付決定件数（医療従事）（H27 H31計）

①　研修活動等に係る支援（人づくり事業）

② 地域医療 従事  看護師等 育成（助産師 看護師確保対策事業）

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

5,700,000 3,377,000 0

指　　標 指標値 実績(H27)

補助決定件数（地域活動）（H27 H31計）

 ⾃  教養 ⾼ 後進等 指導 ⽣     多  町⺠ 参加   講習会等 機会 提供     将来       

寄与      活動  ⽀援制度    毎年度 利⽤件数           申請内容及 実績等  効果 ⾼  

    今後 町⺠ 活⽤    制度     検討   

 地域活動等 従事  町⺠ 中  将来       担 ⼈材 育成       地域医療 ⽀ 志 将来 医療従事

者（人材）を育成する。

基本目標№４ 住み続けたいと思うまちを創生する。 ③人材育成事業

施策・事業名 人づくり事業
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

①　成人教育講座

②　その他講座

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

7 回 7 回
※毎年度 調書  当該年度 実施回数 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

・ガーデニング教室、エコクラフト手芸教室、陶芸教室、竹細工教室、クリスマスリース教室、トールペイント教室、姿勢美人教

室、パステルアート教室、ハーブプランター教室、ノルディックウォーキング教室など

指　　標 指標値 実績(H27)

事業実施回数（H31数値）

 若年層 参加           講座 開催   当該世代 参加 ⾒込           等 聞 取   上  

メニューの再考等が必要と思われる。

① 若年層 対象   社会教育事業

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

352,000 161,286

 若 世代 余暇活動 充実 努   

基本目標№４ 住み続けたいと思うまちを創生する。 ④コミュニティ醸成事業

施策・事業名 若年層 学習及 交流機会 充実
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

　ゼロ予算

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

2 回 3 回
※毎年度 調書  当該年度末 実績値 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 資格取得⽀援制度 ⾒直 (        ) ⾏    研修会等     今後 継続的 実施    将来的 ⼈材

確保を図る為、日々変わっていく現状実態に合わせ、掲げた事業メニューに囚われることなく、超高齢化社会到来に備えるた

  今後 柔軟 実施⼿法 検討       当⾯28年度      介護職員 給与実態 分析  新卒者 就職率

向上に向けた方策を検討したい。

① ⾼校⽣ 介護職員 交流事業

② 介護知識向上    研修会等 開催

③　介護職員の給与等の底上げの実施

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

指　　標 指標値 実績(H27)

交流会及 研修会実施回数（H31数値）

 具体的 実施⼿法等     H28以降 検討    介護職員 処遇 影響  資格取得等 要  ⽀援 H27年

中 制度化   

　高齢社会に向けた人材の育成及び確保に努める。

基本目標№４ 住み続けたいと思うまちを創生する。 ⑤福祉環境充実事業

施策・事業名 介護向け人材の育成
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 負担⾦補助及 交付⾦ ⽼⼈   連合会補助

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

9 団体 9 団体
※毎年度 調書  当該年度末 組織数 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

・組織数維持及び新規会員の勧誘への助言指導の推進。

① ⽼⼈   活動事業

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

820,000 820,000 0

指　　標 指標値 実績(H27)

⽼⼈   組織数（H31数値）

 ⾼齢者 集 ⽣    健康    活発 取 組 ⽼⼈    活動 ⽀援      明  ⻑寿社会    図    

る。

　高齢者の居場所、活躍の場の確保に努める。

基本目標№４ 住み続けたいと思うまちを創生する。 ⑤福祉環境充実事業

施策・事業名 高齢者向け生きがい対策
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分類

【事業目的・概要】

【事業内容（P）】

【事業費（D）】

① 委託料 公共施設マネジメント計画の策定

(単位:円)

【効果検証（Ｃ）】

①　重要業績評価指標

100 ％ － ％

※毎年度 調書  当該年度末 数値 記⼊

②　事業の成果及び評価

【今後の事業予定（Ａ）】

 公共施設  診断        点検     作成 … 職員   施設点検（劣化診断）技術 向上 点検 評価⽅法

 基準統⼀ 図  Ｍ計画 基  施設管理 運⽤    整理      事業 進捗 円滑    

①　公共施設マネジメント事業の推進

計画額 事業費（実績） 交付⾦充当額

3,986,000 3,985,200

指　　標 指標値 実績(H27)

計画 基  事業進捗率（H31数値）

・公共施設マネジメント計画のH28策定に向け、現在、作業中。

 保有  公共施設 ⽼朽度 利活⽤状況 応   当該施設 関連地域 在 ⽅ ⾒直  町⺠     維持⼜ 向

上に努めるもの

基本目標№４ 住み続けたいと思うまちを創生する。 ⑥小さなまちづくり事業

施策・事業名 公共施設 適正管理
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