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１ 地場産業で地域の活力を生み出すまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ元までの５年間） 達成度(Ｒ元までの５年間) 

雇用充足 ５９人（Ｈ２７調査） ５９人 １０８人 /１８３．１％ 

新規雇用創出人数 － ３０人 ５１人 /１７０．０％ 

 

◇移住施策と連携した地場産業の人材不足解消 

ＫＰＩ 

無料職業紹介所の相談件数 ３００件 達成度(Ｒ元までの５年間)  ５４０件 / １８０．０％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇無料職業紹介所の開設 

 雇用確保への対策として、町内の雇用情報をとりまと

めて広く発信。移住・定住の流れを生み出す可能性を高

める 

相談件数 ３００件 ５４０件 

（求人 306,求職 234） 

１８０．０％ 

 

採用５１人 

・ＷＥＢサイト等による情報発信を随時行うとともに、

電話及びメールによる求人・求職者とのジョブマッチ

ングを実施した。 

Ａ 

（実績） 

・年度末の求人あり企業数延べ８７件 

・求職相談数５８件 

（成果） 

・平成３０年度より「株式会社生涯活躍の

まちかみしほろ」においても「無料職業紹

介業務」が開始された。町との業務連携に

より、今まで以上に情報共有が図られ、採

用者も増加した。 

（課題） 

・職種によって求職相談数が少ないため、

求人情報を事業所に紹介できていない。 

町民課 

◇重点道の駅「仮称バルーン」整備 新規雇用者数 １５人 ３８人 

(社員 17人、パート 21

人） 

２５３．３％ 

・道の駅 かみしほろの建設 

・ナイタイ高原牧場「ナイタイテラス」営業及び周辺整

備 

・運営主体の取り組み 

 

（今後の対応） 

・道の駅かみしほろの開業 

・ナイタイテラスの周辺整備 

Ａ 

（実績） 

・道の駅は、30年度に実施設計が完了し、

今年度建設工事に着手し、令和 2年 3月 10

日に竣工した。施設名称は「道の駅 かみ

しほろ」と定め、令和 2年 3月 13日に国

土交通省による道の駅登録完了となった。

令和 2年 5月 28日オープンの宣伝活動を

行うこととしている。前日の 27 日にセレ

モニーを実施予定。 

・ナイタイテラスは、予定通り 4 月 27 日

先行オープン、6月 3日全面オープンで営

業を実施した。入込数は 137,843人で目標

7万人に対し大幅な増となった。旧レスト

ハウス解体工事は予定どおり完了し、当該

跡地を含めた周辺整備設計を行い、令和２

年度整備予定である。 

・「上士幌町観光地域商社 ㈱karch（ｶｰ

ﾁ）」がナイタイテラスの指定管理者として

営業を行った。ナイトツアーの開催や予約

制の夜のレストラン営業などの自主事業

が行われた。電力小売りでは、高圧、低圧

あわせて約 330件の契約を結んでいる。 

（課題） 

・施設スタッフの人材確保が大きな課題

となっている。 

・商品開発を進めるとともに、自立した経

営を目指して推進する必要がある。 

商工観光課 
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◇農林業の活力向上 

ＫＰＩ 

農業生産法人数（Ｈ２６年４月現在１９件） 新規２件 達成度(Ｒ元までの５年間)  ５件 / ２５０．０％ 

新規就農・新規雇用の青年等 １０人 達成度(Ｒ元までの５年間) １９人 / １９０．０％ 

青年等就農計画（平成２７年４月現在２件） 新規３件 達成度(Ｒ元までの５年間)  ２件 / ６６．７％ 

農業後継者の有配偶率 増加 達成度(Ｒ元までの５年間) １７件（Ｒ元までの参考数値） 

上士幌町農商工連携補助事業によって商品化した件数 ２件／年 達成度(Ｒ元までの５年間) ２３件 / ２３０．０％ 

バイオマスエネルギー地域利活用（農業：家畜糞尿、林業：木質チップ） 新規３件 達成度(Ｒ元までの５年間)   ３件 / １００．０％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇新規就農対策事業 

 本町の主要産業である農業の新規就農対策を推進し、

農家戸数と農業者の確保を図る 

新規就農人数 ３件５人 新規就農人数 

 ２件３人 

６０．０％ 

・新規就農に対する相談について随時対応した。 

Ｂ 

（実績） 

・新規就農者３名の他１名が経営譲渡に

よる新規就農に向け研修を行っている。 

農林課 

◇家畜糞尿処理バイオガスプラントの導入による家畜

糞尿処理対策への支援 

◇畜産業の大型化に伴う家畜糞尿処理対策と発生する

バイオガスエネルギーの利活用 

バイオガスプラント整備

３か所に対する支援  

新規雇用人数１０名 

バイオガスプラント

整備済 ５ヶ所 

新規雇用人数１０名 

１００．０％ 

・バイオガスプラント整備に向けた支援。 

・バイオガスのエネルギー利用に向けた支援。 

・消化液利活用に向けた支援。 

・バイオガス発電とエネルギー地産地消に向けた支援。 
Ａ 

（成果） 

・家畜糞尿処理の適正処理が図られた。 

・消化液利活用による循環型農業の推進

が図られた。 

・バイオガスのエネルギー利用と新事業

が創出された（ハウス園芸）。 

・バイオガス発電による地域新電力が創

出された。 

農林課 

◇農業におけるアウトソーシング化への支援 

 地域農業の効率性・収益性向上と労働力の軽減 

新規哺育事業への支援 

新規雇用人数 ６名 

新規雇用人数 

 ６人 

１００．０％ 

・育成預託センター整備支援事業による JA上士幌町育

成預託センター整備の支援。 

・畜産クラスター関連事業（施設整備事業）を活用した

JA 上士幌町育成預託センター育成牛舎・堆肥舎整備の

支援。 

・畜産クラスター関連事業（機械導入事業）によるコン

トラクターへの支援。 

Ａ 

（成果） 

・育成牛のアウトソーシングと家畜の増

産が図られた。 

・各種農作業のアウトソーシングによる

労働負担の軽減が図られた。 

農林課 

◇家庭形成に向けた出会いの機会創出支援（農業後継

者） 

 

 

・北海道十勝農業青年との交流会（音更・鹿追・士幌・

上士幌の４町実行委員会主催による本州女性との交流

会）の開催 

・上士幌町農業青年婚活交流会（ＪＡ青年部と札幌近郊

の女性との交流会）の開催 

・上士幌町農業青年婚活交流会（ＪＡ青年部と十勝管内

の女性との交流会）の開催 

・民間事業者主催婚活交流事業への参加 

Ｂ 

 

（成果） 

・ＪＡ青年部や関係機関と綿密に連携しな

がら交流会を開催し、少数ではあるが成婚

している。また、成婚に至らないまでも交際

のきっかけづくりの場となっている。 

（課題） 

・参加する青年が近年少ない状況にある。 

農業委員会

事務局 

◇森林整備計画の推進   ・森林経営計画に沿った森林整備の推進 
Ｂ 

（実績） 

・適正な森林整備を実施している。 

農林課 
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◇建設業の活力向上 

ＫＰＩ 

建設業における求人 充足 達成度(Ｒ元までの５年間)   １５４名（Ｒ元までの参考数値・雇用者数） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇社会資本整備の充実  道路 100％ 

歩道 100％ 

排水路 100％ 

水道 100％ 

・道路改良舗装事業（平和東５号線外８路線） 

・歩道整備事業（上士幌４０号外２路線） 

・排水路整備事業（豊岡４５号） 

・水道施設整備事業（東部浄水場施設改修外１ヶ所） 

・水道管布設整備事業（上士幌７区外１８か所） 

（今後の対応） 

・豊岡４５号排水路整備については、計画２か年目の事

業を実施する。 
Ａ 

（実績） 

・道路改良舗装事業（本町西中通線外１路

線） 

・歩道整備事業（若草南団地５号線） 

・排水路整備事業（豊岡４５号） 

・水道施設整備事業（東部第２ポンプ残留

塩素計設置） 

・水道管布設整備事業（上士幌町道の駅配

水管布設外４か所） 

（成果） 

・道路、歩道、排水路、水道施設整備、水

道管布設整備とも計画どおりの成果が得

られた。 

（課題） 

・今後も、住民ニーズや現場状況に応じた

整備・改良を進める必要がある。 

建設課 

◇インフラの維持管理事業の推進  橋梁点検 100％ 

橋梁修繕 100％ 

舗装補修 100％ 

側溝補修 12％ 

町道維持 100％ 

下水道  100％ 

水道施設 100％ 

水道管  100％ 

災害復旧 100％ 

・橋梁定期点検事業（１巡目９７橋、２巡目２４橋）  

・橋梁長寿命化修繕事業（清進橋他８橋） 

・道路舗装補修事業（上音更地区、萩ヶ岡・北居辺地区、

北門・東居辺地区道路舗装補修 Ａ＝１０，３４４㎡） 

・道路側溝補修事業（勢多環状線） 

・町道等維持管理事業(機械除草、路面整正、道路側溝

等清掃) 

・特定環境保全公共下水道事業（最終沈殿池掻寄機他改

築・更新） 

・水道施設整備事業（糠平浄水場屋根改修他修繕・更新） 

・水道管布設整備事業（配水管更新 Ｌ＝７６８９ｍ） 

・災害復旧（Ｈ２８年災 災害復旧工事） 

（今後の対応） 

・橋梁については、２巡目の点検を進めるとともに、こ

れまでの点検結果に基づき、修繕を実施する。 

・勢多環状線道路側溝補修については、用地処理を行

い、Ｒ２年度完了予定とする。 

・下水道施設については、ストックマネジメント計画に

基づき、改築・更新を進める。 

・水道施設については、道営事業による居辺地区簡易水

道の更新他、老朽施設を計画的に更新する。 

Ｂ 

（実績） 

・橋梁長寿命化修繕事業（清進１号橋他２

か所） 

・道路舗装補修事業（上音更地区、萩ヶ岡・

北居辺地区、北門・東居辺地区道路舗装補

修 Ａ＝２，９５５㎡） 

・道路側溝補修事業（勢多環状線用地確

定） 

・町道等維持管理事業(機械除草、路面整

正、道路側溝等清掃) 

・特定環境保全公共下水道事業（自動スク

リーン更新） 

・水道施設整備事業（上士幌浄水場井戸ポ

ンプ復旧他１か所） 

・水道管布設整備事業（配水管更新 Ｌ＝

１６３０ｍ） 

（成果） 

・橋梁については、点検結果に基づき修繕

を実施し、計画どおりの成果が得られた。 

・道路については、勢多環状線道路側溝補

修工事において、用地処理不調により、計

画期間中の工事実施に至らなかったが、そ

の他については計画どおりの成果が得ら

れた。 

・下水道施設については、第２期長寿命化

計画に基づき設備の改築更新を実施し、計

画どおりの成果が得られた。 

・水道施設については、老朽化に対応する

建設課 
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修繕・更新を実施し、計画どおりの成果が

得られた。 

・Ｈ２８年の台風により被災した各施設

について災害復旧工事を実施し、完了する

ことができた。 

（課題） 

・橋梁については、計画的な点検・修繕に

より長寿命化を図る必要がある。 

・道路側溝補修事業については、道路の安

全確保のため、早急に実施する必要があ

る。 

・下水道施設については、計画的に設備の

長寿命化を図る必要がある。 

・水道施設については、老朽化に伴う更新

を計画的に実施する必要がある。 

◇建設業における人材育成に対する支援   ・季節労働者の失業期間中の就労対策として、道路側

溝、明渠排水路等の雑木処理作業を実施した。 

Ｂ 

（実績） 

・雇用者数 ３５名 作業日数 ９日間 

（課題） 

・継続して季節労働者の就労対策を実施

したが、建設業従事者の通年雇用化には、

なかなか結びついていない。 

町民課 
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◇商工業の活力向上 

ＫＰＩ 

空き店舗等における新規開業や新たな利用 ５件 達成度(Ｒ元までの５年間)   ７件 / １４０．０％ 

新規商品開発件数（Ｈ２６ ４件） 延べ２０件 達成度(Ｒ元までの５年間)  ２３件 / １１５．０％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇商工業者に対する資金支援   ・上士幌町中小企業融資条例に基づき、資金支援を行

う。 

Ａ 

（実績） 

・利用実績 

 17件、95,070千円の融資。 

（運転資金 5件、設備投資 12件） 

・5年間実績（70件、369,540千円） 

（成果） 

・今年度から、きめ細い資金融資を行うた

め小口融資制度を拡充したことにより利

用実績が増につながった。 

（課題） 

・商工業者の経営安定化のため継続的に

支援していく必要がある。 

商工観光課 

◇商店街活性化支援   ・商店街の活性化を図るため「商店街賑わい事業」へ支

援する。 

・商店街等キャッシュレス化事業へ支援する。 

Ａ 

（実績） 

・中元売り出し事業（10％還元）実績 

売出期間：7月 22日～7月 30日 

売上総額：50,227千円 

交換者数：946人 

・歳末売り出し事業（10％還元） 

売出期間：11月 28日～12月 19日 

売上総額：98,537千円 

交換者数：1,466人 

・新春大売出し事業（抽選会） 

売出期間：12月 21日～1月 24日 

売上総額：47,470千円 

抽選総数：9,854本 

・新春運だめしサイコロゲーム事業 

 実施月日：1月 2日 

 抽選総数：149本 

（成果） 

・バルーンスタンプ会協同組合が事業主

体となり、国補助を受け、町は補助残の支

援を行うことで、現行のバルーンスタンプ

カードを IC付きカード(チャージ式・キャ

ッシュレス化)に変更するとともに、消費

税率引上げに対する還元ポイント(5%)に

対応した。 

（課題） 

・「商店街賑わい事業」の内容の工夫を図

りつつ、継続的に支援する必要がある。 

商工観光課 

◇起業支援及び空き店舗対策の推進   ・起業希望者に対して、創業支援促進事業や町中小企業

融資制度により支援を行う。 

・「ふるさと起業家支援プロジェクト補助金」を平成 30

年度から開始している。対象者にはふるさと納税を活

Ａ 

（実績） 

・創業支援促進事業よる支援 

 3件(飲食業/宿泊業/美容業) 

・起業家支援プロジェクト 

企画財政課 

商工観光課 
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用したガバメントクラウドファンディングによる「起

業家支援プロジェクト」を実施する。 

申請者なし 

（課題） 

・空き店舗対策のため、商工会と連携し新

規起業、異業種参入などを促進するための

意識醸成や制度 PRが必要である。 

・引き続き本プロジェクトの周知や支援

対象者の発掘を行う必要がある。 

◇商工業者の後継者育成・雇用確保   ・創業支援促進事業や町中小企業融資制度により資金

支援を実施し雇用確保を図る。 

・平成 30年度商工会策定の「商店街振興計画」にある

事業承継対策について商工会と連携して支援内容の検

討を行う。 

Ａ 

（実績） 

・創業支援促進事業による支援は、令和元

年度 3件の事業が完了し、2名の雇用拡大

に繋がった。 

（成果） 

・事業承継の支援内容を商工会と協議を

進め、令和 2年度の事業化につなげた。 

（課題） 

・商工会と連携して、事業承継の意識情勢

と広報等により制度の周知を行う必要が

ある。 

商工観光課 

◇地域資源を活用した商品開発   ・「道の駅」「ナイタイテラス」等で販売する商品、サー

ビスの開発を行う。 

・地域資源を活用した新商品の開発を促す農林商工等

連携・ビジネス創出促進事業により、事業者への支援を

行う。 

Ｂ 

（実績） 

・新商品開発は実行委員会により、検討を

進めた。 

 16商品(特産品 15品・体験商品 1件) 

・農林商工等連携・ビジネス創出促進事業

による支援 

 4件(ｿﾌﾄ事業 4件) 

（課題） 

・地域資源を活用した新商品の開発を行

う人や事業者を発掘していく必要がある。

また、広報等により制度の周知を行う必要

がある。 

商工観光課 
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◇観光産業の活力向上 

ＫＰＩ 

観光入込数：Ｈ２６年３６０千人 ４１５千人（１５％増） 達成度(Ｒ元までの５年間)  ４３９．４千人 / ５．９％増（Ｈ３０） 

※Ｒ元年度分は集計中 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇インターネット不感地帯の解消促進 

・インバウンド等観光客誘客に求められる高度情報網整

備 

 

  ・平成 30年度、農村地域等への光回線整備を図るため

調査・設計業務を実施。それと併せて総務省に対し光回

線整備に向けた補助の要望を挙げてきた。その結果、新

たな補助事業「高度無線環境整備推進事業」が示された

ことから、本事業を活用して農村地区・ぬかびら源泉郷

地区への光回線敷設事業を実施することとし、令和元

年度当初予算に計上。 

 補助金は令和元年８月に交付決定を受け工事を実

施、令和２年３月に完了した。 

 

 

 

・三国峠休憩施設が携帯電話エリアとなったことから、

簡易的なＷｉ－Ｆｉ環境を整える。また、ぬかびら源泉

郷の温泉公園もＷｉ－Ｆｉ環境を整える。 

・観光シーズン中は、三国峠休憩施設、ぬかびら源泉郷

温泉公園に簡易 wi-fiルーターを設置。 

糠平温泉文化ホール及びその周辺（温泉公園）を使用可

能範囲とする wi-fi環境を整備。 

・ナイタイテラスの開業と同時に wi-fiの運用を開始。 

令和２年度運用開始の道の駅での wi-fi環境の整備。 

Ａ 

（実績） 

・令和元年８月に「高度無線環境整備推進

事業」の交付決定を受け、同年９月より農

村地区・ぬかびら源泉郷地区への光回線整

備を実施。令和２年３月に工事が完了し

た。これにより、これまで光回線未提供地

区であった約 500世帯に対し、光サービス

を利用できる環境が整備された。 

（課題） 

・これまでの光回線未提供地区 500世帯の

うち、７割程度の加入を目指している。今

後は加入促進を図る必要がある。 

（成果） 

・これまで、インターネット環境下になか

った観光施設での環境整備により、不感地

帯の解消につながっている。 

・リアルタイムでの観光情報の発信を図る

ことができた。 

・道の駅は、wi-fi 環境を備えており、オ

ープンに運用を開始する。 

商工観光課 

企画財政課 

◇インバウンドを含む観光客誘致 

・外国人観光客の受け入れ環境整備、効果的な観光プロ

モーションの展開、情報発信の強化 

・滞在・体験型観光プログラムの開発、担い手となる人

材の育成 

・老朽化した観光施設等のユニバーサルデザインに配慮

した再整備 

観光客入り込み数 

３６０千人（Ｈ２６）→ 

４１５千人（Ｈ３１） 

１５％増 

令和元年度末入込数 

令和 2年 6月道発表 

 

参考：平成 30年度末 

４３９．４千人 

（平成 29年度末） 

    439.0千人 

※令和元年度未発表 

・インバウンドを含む観光客誘致（プロモーション、体

験観光）。 

・上士幌町観光地域商社が観光庁「日本版ＤＭＯ法人」

の登録を目指す。 

 

・験観光の充実のを図るため、冬季の新たな観光資源の

活用について検討を進めた。 

Ａ 

（実績） 

・北十勝４町が連携して、台湾(エージェン

ト訪問・旅行博参加)プロモーション活動

を実施。 

・プライムロードひがし北海道十勝地域部

会(１市４町)に参画し、訪日外国人周遊促

進事業を実施。(スイーツ、体験、２次交通

クーポン事業、翻訳機レンタルなど) 

・インバウンド向け観光パンフレット（４

言語）を作成し、観光拠点への配置、イベ

ントやプロモーション活動で利用。 

・レンタサイクル実施（利用者 66人）。 

・新たな冬季観光メニューの実証実験（ス

ノーバイクパーク、アイスバブルカフェ）

を実施。 

・㈱karchの日本版 DMO候補法人登録は８

月７日付けで登録完了となった。 

（課題） 

・ナイタイテラス、道の駅の影響により、

大きく変わる観光客の流れを町内へと波

及させるため、観光基本計画の実践・推進

が必要となっている。 

商工観光課 
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◇企業誘致 

ＫＰＩ 

新規雇用者数 ３０人増加 達成度(Ｒ元までの５年間)   ５１人 /１７０．０％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇企業誘致対策事業 新規雇用者数 ３０人 ５１人 /１７０．％ ・三菱総合研究所が主催する丸の内プラチナ大学を受

講する企業人等を受け入れる「逆参勤交代モデルツア

ー」の実施。 

・企業等とのネットワークづくりの拠点とするため、4

月からシェアオフィス「WeWork」に入居。 

・「かみしほろシェアオフィス」の整備 

・市街地におけるホテル建設の誘致 

 

（今後の対応） 

・Ｒ２年度に供用開始する「かみしほろシェアオフィ

ス」の活用も含め、逆参勤交代フィールドワークの定期

開催、WeWork入居企業への PR、誘致策を検討する。 Ａ 

（成果） 

・地方での期間限定型リモートワークを通

じて、働き方改革と地方創生の同時実現を

目指すためのノウハウが蓄積された。ま

た、廃校の利活用方法など町の課題解決に

繋がるプランの提案が参加者によりなさ

れた。 

・WeWorkへの入居（神保町オフィス）によ

り、情報発信が可能なメンバーズネットワ

ークに加入した。また、WeWorkのオープン

スペースを活用し、入居企業等とのコラボ

イベントを実施した。 

・共用スペースや会議室、オンライン会議

用ブース等を備え、企業誘致活動の新たな

拠点施設となる「かみしほろシェアオフィ

ス」が整備された。 

・市街地におけるホテル建設に向けた支援

を行った。（建設予定地の取得に関する仲

介、支障物件の解体撤去） 

（課題） 

・「かみしほろシェアオフィス」の企業等へ

の周知を図り、且つ効率的な運営を模索す

る。 

企画財政課 

 

◇地産品の消費拡大 

ＫＰＩ 

特産品のレシピ開発 ３０品 達成度(Ｒ元までの５年間)   ３５品 / １１６．７％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇ふるさと納税特産品消費拡大プロモーション レシピ開発 ３０品 ３５品 ・引き続き、新たなレシピ開発を進める。 

Ａ 

(実績) 

・ふるさと納税特産品を使用したレシピ３

５品を料理レシピのコミュニティウェブ

サイトのクックパットに掲載した。 

企画財政課 
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２ 子育て・教育の充実したまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ元までの５年間） 達成度(Ｒ元までの５年間) 

合計特殊出生率 １．６１ １．９０ 令和２年７月公表予定 

学力・体力・体験  北海道トップレベル Ｐ１３参照 

 

◇子育て世帯における経済的支援の一体的実施 

ＫＰＩ 

子育てしやすいと感じる人の割合４７．１％（Ｈ２７アンケート調査） 増加 達成度(Ｒ元までの５年間) 

  「第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画」策定に係るニーズ調査

結果より（平成３０年度実施 前回調査は平成２５年度実施） 

・就学前児童の保護者 

 ①子育てしやすいと感じる 32.3％（前回 14.8％） 

 ②どちらかといえば、子育てしやすいと感じる 49.2％（前回 48.1％） 

 ①＋② 81.5％（前回 62.9％） 前回対比 130％ 

・小学生児童の保護者 

①子育てしやすいと感じる 31.7％（前回 10.5％） 

 ②どちらかといえば、子育てしやすいと感じる 44.4％（前回 52.6％） 

 ①＋② 76.1％（前回 63.1％）前回対比 121％ 

認定こども園における待機人数（Ｈ２７ゼロ） 維持 達成度(Ｒ元までの５年間)   維持 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇高校生世代までの医療費の無料化   令和元年度分として 

・子ども医療費助成事業受給者数 ６７４名 

     （うち高校生８８名） 

・子ども医療費助成額   ２１，３７０千円 

        （うち高校生２，７５３千円） 

Ａ 

（成果） 

・子育て世帯への経済支援により子育ての

不安解消につながった。 

保健福祉課 

◇教育に係る保護者負担の軽減 

○幼児に係る保育・教育費の保護者負担の軽減 

・２ｋｍ以上の遠距離通園者への補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童・生徒に係る教育費の保護者負担の軽減 

・就学援助 

・補助教材補助 

保育料無料化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修学旅行経費の助成 

保育料無料化実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修学旅行経費の助成

実施 

・認定こども園の保育料無料化の実施。 

・認定こども園までの往復の距離×２回×20 円×通園

日数分の補助を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就学援助（学用品費・給食費・新入学児童生徒学用品

費・PTA会費・体育実技費・修学旅行費等）の実施 

・補助教材補助 

 小中学校児童生徒一人あたり 2,000 円分を各学校に

Ａ 

（実績） 

・認定こども園の児童数（3月 1日現在） 

 Ｈ27年度 120名、Ｒ元年度 190名 

・通園補助金交付人数 

Ｒ元年度 32名 

（成果） 

・開園時 120名であった認定こども園の児

童数は保育料の無料化の実施に伴い、 

年々増加している。 

・児童数の増加に対応するため、認定こど

も園と山開センター内分室を整備すると

共に、午睡室や遊戯ホールの効率的な利活

用に努め、保育環境の改善を図った。 

（課題） 

・令和元年 10 月から国の子育て支援策と

して全国的に幼児教育・保育の無償化が実

施されたため、今後は移住者の動向も含め

て児童数の推移を見極める必要がある。 

（実績） 

就学援助 

 交付人数 小学生 44名 中学生 20名 

補助教材補助 

幼児教育課 

 

 

 

 

 

教育推進課 
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配当  

・修学旅行経費の約１/２を助成 

  

（今後の対応） 

・教育に係る保護者負担の軽減を検討。 

  小学生 220名 中学校 141名 

修学旅行経費助成 

 小学生３１名 中学生 ５０名 

就学援助 

（新入学児童生徒への入学前年交付） 

 小学生５名 中学生 ９名 

  ※１２月支給 

（成果） 

・就学援助（新入学児童生徒への入学前年

交付を含む）や補助教材補助、修学旅行経

費助成により、保護者の負担軽減が図られ

た。 

◇子育て支援・少子化対策建設助成金交付事業  助成金交付事業 

１０４，０３０千円 

・新築住宅建設及び中古住宅購入に対する助成金交付 

  新築住宅 ４９件 ９６，５００千円 

 対象子ども ９４名 

中古住宅 ９件 ７，５３０千円 

  対象子ども １６名 

Ａ 

（実績） 

・新築住宅建設及び中古住宅購入に対する

助成金交付 

 新築住宅 １３件 ２６，５００千円 

 対象子ども ２５名 

 中古住宅 ２件 ２，０００千円 

 対象子ども ４名 

（成果） 

 子育て世代の住環境に対する支援によ

り、少子化対策と定住人口の増加及び地域

活性化が図られた。 

建設課 
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◇出産や子育てにおける安心の確保 

ＫＰＩ 

育児短時間勤務を導入している事業所数 増加 達成度(Ｒ元までの５年間)     ２１件（制度認知件数） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

育児短時間勤務の推進   ・「株式会社生涯活躍のまちかみしほろ」と連携し、登

録事業所訪問の際などを利用して、子育てに関する支

援制度の周知に努めた。 

・求人側に対して、求職者側の育児に関する要望などを

聴取するように求めた。 

・「株式会社生涯活躍のまちかみしほろ」において、「か

みしほろ人材センター」が設置され、個々人が時間を有

効活用できる取組みが開始されている。 

Ｂ 

（実績） 

・平成３０年度に登録事業所に対して実施

したアンケート（５０社のうち回答３４

社）では、育児短時間制度の認知は２１社

（６１.８％）となった。 

（成果） 

・制度化されている事業者は少ないが、従

業員の理解・協力を得ながら、休みやすい

環境づくりに努めている状況にあり、子育

て世代の安心に繋がっている。 

町民課 

地域で育む子育てサロンの開設   ・認定こども園内に設置している「子育て支援センタ

ー」において、次の事業を実施 

1.親と子が安心して過ごせる居場所として、子育てに

向き合うゆとりと自信を高める場の提供 

 ＜すくすく広場＞ 毎週水曜日 

対象 ０～２歳誕生月までの子どもと保護者・妊婦 

＜なかよし広場＞毎週月・木・金曜日 

対象 ０歳～就学前の子どもと保護者 

2.親子で取り組める製作や音楽リズム、外遊び等の 

提供 

 ＜なかよしチャレンジ＞月１回 第３木曜日  

対象 ０歳～就学前の子どもと保護者 

3.妊婦同士や地域との交流の場・機会の提供により母

親の孤立を防ぎ、出産後の育児不安の解消を図る 

 ＜マミーズ広場＞毎月第２・４月曜日・第３金曜日  

対象 妊婦 

4.同月齢の子どもを持つ母親同士や妊婦同士の交流、

子育て相談や情報提供などの機会の提供により孤立を

防ぎ、育児負担の軽減を図る 

 ＜ベビーズ広場＞ 毎週火・木曜日 

対象 ０～１歳誕生月までの親子・妊婦 

5.集団での利用が苦手な親子を対象に、個人または少

人数で利用できる場の提供 

 ＜ちいさな広場＞ 毎週火・第 1・2・4・5金曜日 

対象 ０歳～就学前までの子どもと保護者 

6.育児サークルの場に職員が出向き、育児相談や遊び

の提供をして、子育てを通した仲間作りの応援をする 

 ＜子育てサークル支援＞ 月１回 第３火曜日 

7.来所時及び電話により子育てに関する様々相談に対

し、育児不安の解消を図る 

 ＜子育て相談＞ 毎週月～金曜日 

8.あそびの広場に認定こども園栄養士が出向き、子ど

もの食事に関する不安・疑問を軽減する 

 ＜栄養相談・栄養講話＞  

Ｂ 

（実績） 

・Ｒ元年度施設利用実績（延べ人数） 

 大人  1,260名・子ども 1,423名 

計  2,683名 

（成果） 

・保育料無料化に伴い、認定こども園に入

園する児童が増加し、子育て支援センター

利用者が減少傾向にあったが、広場の時間

延長や事業設定等の環境改善により利用

が増加した。 

・認定こども園と子育て・発達支援センタ

ーや小学校との連絡・調整を担う幼児教育

コーディネーターを配置すると共に子育

て支援センターの魅力化と利用促進を図

るため、Ｒ元年度からこども園の国際交流

推進員と連携し利用者に外国語や国際交

流活動に触れる機会を設けた。 

（課題） 

・保健福祉課・幼児教育課・教育推進課の

横断的連携を一層深めて、要支援の児童や

保護者への継続した支援を充実させてい

く必要がある。 

幼児教育課 
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栄養相談６回  

9.認定こども園の給食やおやつの試食により、乳幼児

期に適した食事やおやつの味・量などの理解を深める 

 ＜ほろんランチ＞ 年３回 

 ＜ほろんおやつ＞ 年２回  

10.子育てに関する知識を学び、育児不安の軽減を図る 

子育て講演の開催 

 ＜子育て講演会＞ １回実施 

11.国際交流推進員と連携し、外国語の文化や国際理解

を深める機会を設ける 

 ＜メイタイム＞ 月１回  

12.未就学年齢の子どもを持つ親子に、認定こども園の

雰囲気やあそび、生活などの体験をしてもらう 

 ＜認定こども園開放日＞  

 年 11回 

13.育児疲れの解消、急病や就労形態の多様化などに伴

う一時的な保育に対する需要に対応する為、一時的な

保育を実施することにより児童の福祉の増進を図る 

 ＜一時保育＞月～金曜日  

対象 １歳～就学前の子ども 

14.少子化・核家族化が進む中、仕事と育児の両立の為、

地域において会員同士が育児に関する相互援助活動を

行う事を支援する 

・安心して子育てができる環境づくり及び児童福祉の

向上を図る 

 ＜子育てサポート事業＞  

会員の登録制（依頼会員・協力会員・両方会員） 

料金 ３０分３００円 （町より半額の助成） 

           （Ｒ元年 10月から全額助成） 

病児・病後児保育事業の検討   ・町内医療関係者と連携し、管内で病児・病後児保育実

施箇所の視察、調査を実施し、具体的な検討を進める。 

Ｂ 

(実績) 

・Ｒ元年度、上士幌クリニックの医師・看

護師・事務職等に病児・病後児保育の調査

結果を説明し、実施の方法や遠隔診療につ

いても提案し検討を行った。 

（成果） 

・これまでに上士幌クリニックの看護師等

とも帯広市内・音更・士幌町内の病児・病

後児保育園を視察、調査、検討を行い、事

業実施について理解を深めた。 

（課題） 

・病児・病後児保育事業の実施には、施設

や職員体制などの課題があり、体調不良児

対応やＩＣＴ活用による遠隔診療なども

含め、更に調査を行い本町での実施に向

け、検討を進める必要がある。 

幼児教育課 
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◇豊かな子育てを支える質の高い学力・体力・多様な体験機会の体系化 

ＫＰＩ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の平均記録（小学５年・中学２年実施） 北海道トップレベル 

 

 

（今後の対応） 

・達成度が見える「全国平均以上」を目標 

達成度(Ｒ元までの５年間)  全国平均より上位の種目数          

 小 5男 小 5女 中 2男 中 2女 

H27年度 2/8 1/8 1/8 1/8 

H28年度 3/8 4/8 2/8 3/8 

H29年度 4/8 8/8 4/8 3/8 

H30年度 2/8 2/8 3/8 1/8 

R元年度 6/8 1/8 2/8 4/8 

     

 

全国学力・学習状況調査の平均正答率 北海道トップレベル 

 

 

（今後の対応） 

・達成度が見える「全国平均以上」を目標。 

達成度(Ｒ元までの５年間)  全国平均より上位の領域数         

 小 6 中 3 教科 

H27年度 0/14 1/14 国語・算数(数学) 

H28年度 10/15 4/15    〃 

H29年度 1/15 3/16    〃 

H30年度 6/19 0/20 国語・算数(数学)・理科 

R元年度 
5/8 5/11 国語・算数(数学) 

英語(中学のみ) 
 

地域資源を生かした体験活動の推進 北海道トップレベル 達成度(Ｒ元までの５年間)  地域資源を生かした特色ある体験活動を実施 

地元からの上高進学率 ３８％（Ｈ２３～２７平均） ５０％以上 達成度(Ｒ２までの５年間) ２２％／４４．０％（Ｈ２８～Ｒ２ 入学者の平均）   

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇学力・体力・体験の北海道トップレベルを実現 

○上士幌町子ども教育ビジョンの具現化 

～【「かみしほろ学園構想」（仮称）の策定】 

 

○幼児から高校まで一貫性のある教育プログラムの推

進 

・共通教材の開発、導入 

・地域総ぐるみのキャリア教育（一人一人の社会的・職

業的自立に向け、必要な意欲・態度や能力を育ててい

く教育）支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域とともにある学校づくり「コミュニティ・スクー

ル制度」の導入 

○全国学力・学習状況調査

より（小学 6年・中学 3年

実施） 

・将来の夢や目標を持っ

ている児童・生徒 

小学校 89％中学校 68％

（Ｈ22～26平均）→100％

（Ｈ31） 

・授業以外の勉強時間 1時

間以上の児童生徒の割合 

小学生 平日 43％土日

51％（Ｈ22～26 平均）→

80％以上（Ｈ31） 

中学生 平日 57％土日

59％（Ｈ22～26 平均）→

90％以上（Ｈ31） 

・朝食を毎日食べている

児童生徒の割合 

小学生 99％ 中学生 93％

（Ｈ23～26平均）→100％

維持継続 

 

・全国学力・学習状況調査

の平均正答率→北海道ト

２０頁《別記》に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 28年 3月にかみしほろ学園構想を策定。平成 28

年度からかみしほろ学園本部を設置し、適宜、組織改編

を行いながら構想実現のため、かみしほろ学園推進本

部だよりの発行、各種検定の実施、部活動交流、自己管

理手帳「ｉＢノート」の導入と活用、子育てサポートブ

ック「アーチ」の作成と説明・配付等の事業を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 28 年度に町内全小中学校、平成 30 年度に認定

こども園、上士幌高校に学校運営協議会を設置。 

Ｂ 

（実績） 

・かみしほろ学園本部に 3部会（連携教育

部会、研修開発部会、教育研究・複式教育

部会）、1室（本部推進室）を設けて各種事

業を推進した。 

（成果） 

・組織の機能強化を行い、上士幌町子ども

教育ビジョンの具体化を図っている。 

・幼児から高校生まで一貫性のある教育づ

くりを目標に事業に取んでいる。 

（課題） 

・新たな課題に対応できるよう必要に応じ

組織改編を行い、地域総ぐるみで子どもを

育む仕組みづくりを進める必要がある。 

・持続可能なｉＢノート、サポートブック

「アーチ」等となるよう、常に見直しを行

い、改善に努める必要がある。 

・ＥＳＤ、ＳＤＧｓの視点に立ったふるさ

と学習、地域学習の推進に努める必要があ

る。 

 

 

（実績） 

・CSレター「きずな」の発行（毎月） 

教育推進課 

幼児教育課 

生涯学習課 
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・平成２８年度から導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課外活動の充実 

・外部講師等の積極的な課外活動での活用 

・少年団から高校までの課外活動の環境整備と指導者の

確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○確かな学力の向上 

・少人数学級教諭の配置 

・ティームティーチングによる習熟度別指導の実施 

・小学校への専科教諭配置の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ップレベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 28年度にコミュニティ・スクール委員会を設置

し、研修会の開催、町民への情報発信、各学校運営協議

会間の情報共有等を展開。 

・ＣＳコーディネーター2名の採用と学校と地域の連絡

調整の推進。 

 ・「ゆめ育」応援団の募集と登録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中学校及び上士幌高校の吹奏楽部への外部講師招聘 

・少年団、中学校の卓球部への外部講師招聘 

・吹奏楽部や卓球部などの活動で、中学校と高校、少年

団と中学校の指導者同士が連携。 

・幅広い分野からの一流の講師を招聘し、子ども達に夢

を持つ大切さや目標に向かって努力することの大切さ

を伝える事業を実施。（一流プロジェクト事業、子ども

の夢未来応援事業） 

 

 

 

 

 

 

・小１プロブレムの解消と児童一人ひとりと向き合え

る３５人以下学級の実施による教育活動を推進。 

・学校教育推進支援教員を配置し、習熟度別指導ができ

るような体制整備を推進。（ＴＴ配置） 

・体力向上や理科教科の充実、芸術分野における豊かな

感性を育むことと合わせて、各教員が子どもたち一人

ひとりと向き合える体制整備を拡充。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・CS委員会・研修会の開催（3回） 

・「ゆめ育」応援団の募集と登録 

（登録数 企業 35、団体 6、個人 88） 

・地域と連携した授業（職場体験等）の実

施。 

（成果） 

・各学校運営協議会において熟議を行い、

コミュニティ・スクール委員会で情報共有

やＣＳに関する理解促進が図られた。 

・ＣＳコーディネーター、学校、地域が連

携し、地域全体で子どもたちを育む体制づ

くりが図られた。 

（課題） 

・コミュニティ・スクールの浸透のため積

極的に情報発信を行うとともに、各学校運

営協議会と「ゆめ育」応援団の協働活動を

通し、町民の生涯学習の機会や活躍の場を

提供し、人材育成を進める必要がある。 

・かみしほろ学園に連携協働部・地域協働

グループを設置し、コミュニティ・スクー

ルの深化を図る必要がある。 

 

（実績） 

・子どもの夢未来応援事業の実施 

「Mr.マリック講演会＆超魔術ショー」

（9/14） 

「高平慎二講演会」（2/9）・ 

（成果） 

・一部課外活動へ外部講師を招聘するとと

もに、中学校と高校、少年団と中学校の指

導者同士の連携を図った。 

（課題） 

・課外活動における、外部講師の確保及び

活用をさらに進めるとともに、少年団、中

学校、高校の連携を進める必要がある。 

 

（実績） 

・上士幌小学校１年を２学級に分け、少人

数学級教諭１名配置。 

・学校教育推進支援教員を配置（３・４・

５年生）し、習熟度別の指導体制整備。 

（ＴＴ３名配置） 

・体育と理科の授業を担う専科担当教諭を

配置し、体力向上や理科教科の充実・体制

整備を推進。（２名配置） 

・芸術分野における豊かな感性を育むた

め、音楽の専科教諭を配置。 

(ＴＴ１名配置) 

（成果） 

・少人数学級教諭や学校教育推進支援教

員・専科教諭（体育・理科・音楽ＴＴ等）

の配置により、きめ細かな学習・生活の指
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・土曜学習の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放課後対策の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国語活動教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・読書の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一部業務委託を行い、英語、サイエンス等をテーマに

実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各小学校で「ゆめ育」応援団等と連携・協働した「放

課後ほろんクラブ」を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

・認定こども園に外国語指導助手と国際交流推進員を

常駐。 

・小中高等学校に外国語指導助手を派遣。 

・地域サロンの開放 

 

 

（今後の対応） 

・ＩＣＴ推進教諭を配置したプログラミング教育や情

報技術活用などの学びのサポート。 

 

 

 

 

・平成 28年 3月に上士幌町第１期子どもの読書推進計

画を策定。平成 28年度から読書コーディネーター配置

し、町内小中学校および上士幌高校に駐在。 

・ブックキャラバン等を実施しながら、認定こども園、

小中学校への図書の購入を実施。 

・中学校における図書ボランティアによる図書整備（隔

週水曜）の実施。 

・図書館、お話会「カッコウ」、ゆめ育応援団等による

読み聞かせの実施。 

・図書館事業（巡回文庫、ブックスタート、図書館講演

会等）の実施。 

 

 

 

 

導が図られた。 

・専科担当教諭の配置により、教職員の負

担軽減等「働き方改革」が推進された。 

 

（実績） 

・サイエンス（2回）、英語（2回） 

（成果） 

・子どもの居場所づくり事業として、学習

や体験を通し、子どもたちの土曜日の生活

の充実が図られた。 

（課題） 

・町他課部局等で同じ土曜日に実施されて

いる体験事業との調整、今日的な学習テー

マの設定について検討が必要である。 

 

（実績） 

・上士幌小（10回）、糠平小（8回） 

（成果） 

・様々な分野の日常的には体験が困難な内

容のプログラムの展開により、子どもたち

の放課後の過ごし方の充実が図られた。ま

た、「ゆめ育」応援団等の参画により、コミ

ュニティの形成も図られた。 

 

（成果） 

・認定こども園や小学校への外国語指導助

手の常駐により、外国語に親しむとともに

コミュニケーション能力の向上が図られ

た。 

・町内で働く外国人を「地域サロン」に招

き、併設する認定こども園の子どもたちと

交流することができた。 

・上士幌小学校に週３日常駐し、外国語活

動のみではなく、その他の授業や放課後活

動にも一緒に参加することにより、コミュ

ニケーション能力の向上に寄与している。 

 

（実績） 

・令和元年度から上士幌高校にも読書コー

ディネーターを派遣。 

(成果） 

・読書コーディネーターを中心に、学校の

司書教諭、地域ボランティア、図書館と連

携しながら子どもの読書推進が図られた。

また、計画的に学校図書室の整備・充実を

進めた。 

（課題） 

・「上士幌町第 1期子どもの読書推進計画」

に基づき、地域全体で、子どもの読書推進

を図り検証・評価を行いながら、令和 2年

度に第2期子どもの読書推進計画策定を進

める。 
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○体力の向上 

・スポーツ環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国体力・運動能力、運

動習慣等調査の平均記録

（小学 5 年・中学 2 年実

施） 

→北海道トップレベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《その他学力向上に向けた対策》 

・学力日本一と言われる東成瀬村を視察し、本町の教育

に反映。 

 今後は、東成瀬村の教員を招聘し、公開授業や指導助

言を通した授業改善を充実。 

 

 

 

 

・自学自習をサポートし家庭学習の定着を図る「上士幌

町まなびの広場」（中学生対象、長期休業期間中）を開

設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画的なスポーツ施設の整備の実施。 

・町民マラソン大会、町民スケート大会など各種スポー

ツ大会の実施。 

・水泳教室、スケート教室等各種教室の実施。 

・小中学生にぬかびら源泉郷スキー場のシーズンパス

ポートを交付しスキー普及対策を実施。 

 

 

 

 

（実績） 

・秋田県東成瀬村教育視察の実施 

 (6月 23～25日 8名参加) 

（成果） 

・平成２７年度から実施した５年間の視察

を通して、学校内掲示や探究型授業の実態

を学び、各学校運営に取り入れて改善を図

ってきている。 

 

（実績） 

・平成２８年度から３０年度まで実施して

きた「公営塾」を見直し、「自ら課題を発見

し自ら解決する習慣を身に付けると共に

家庭学習の定着」を主眼に、「上士幌町まな

びの広場」を開設。映像教材「スタディサ

プリ」を活用し、大学生等をサポートに配

置。 

【夏期実施状況】 

・実施日数 １２日 

 ・出席者数 延１８８名(実人数３７名) 

 【冬期実施状況】 

・実施日数 １１日 

 ・出席者数 延９０名(実人数２３名) 

（成果） 

・前年まで実施した塾と比較して、参加者

は減少している一方で、参加している生徒

の学びの広場以外での期間の活用も見受

けられ、学習意欲の向上が一定程度図られ

てきている。 

（課題） 

・「スタディサプリ」はスマホやＰＣがあれ

ばいつでもどこでも利用することができ

る。次期学習指導要領のテーマ「主体的・

対話的で深い学び」に向け、学習意欲の向

上や家庭学習の習慣化に結び付け、探究心

を育んでいく必要がある。 

・新型コロナウイルスの影響により、学校

臨時休業期間中の学習や情報共有等の在

り方が課題となってきており、オンライン

教材等の有効活用を検討していく必要が

ある。 

 

（実績） 

・スポーツセンター水飲器の設置。 

・野外防球ネット、テニスコート用審判台

トランポリンフレーム等購入。 

（成果） 

・活用しやすい施設づくりを目指し、既存

施設の整備を進めるとともに、各種スポー

ツ大会や教室を実施し、子どもたちの体力

づくりを進めた。 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

・少年団活動、部活動の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域資源を生かした体験活動の推進 

・郷土を学ぶ体験、自然環境を生かした体験、基幹産業

に触れ合う体験 

・体験活動の単位化を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子ども発達支援センター事業の充実 

・乳幼児からの適切な発達を促す取り組みの推進 

・途切れのない支援体制確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○上士幌まるかじり体験

学校（仮称）の開設 

 

・地域資源を活かした体

験活動の体系化 

・本町の自然環境を活か

した体験活動を開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○乳幼児からの適切な発

達を促す取り組みを通じ

て、発達のアンバランスな

子どもの軽減につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域資源を活かした

特色ある体験活動を

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・少年団体験会の支援実施。 

・全道・全国大会等への出場者に対し、参加に係る経費

の一部助成を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・かみっ子ふるさと体感塾を実施し、体験の効果を客観

的に捉えるＩＫＲ（生きる力）調査を実施。 

・放課後対策事業における体験プログラム等の実施。 

※「放課後対策の充実」参照 

・生涯学習ラリーの事業内容の充実（チーム制、商店街

で体験等）を図り、地域資源を活かす体験プログラムを

実施。 

・自然環境教育推進事業としてＮＰＯひがし大雪自然

ガイドセンターに委託し、小中学校において体験学習

の実施。 

・上士幌高校において地域資源を生かした「上士幌学」

を実施し、上士幌町及び十勝の自然、郷土史、産業、食

などについて学習。 

・中高生ボランティアの育成を推進。 

 

 

 

 

 

 

・保護者のニーズに寄り添い、相談内容に合わせ各機関

と連携。 

 

今後の対応 

・子どもの問題について統一した体制がこれまで以

上に図れるように、子育て世代包括支援センターの設

立を検討。 

（課題） 

・施設利用や事業に支障のないよう計画的

な施設整備が必要である。 

・各種大会、教室の実施については、参加

人数だけではなく、育みたい力や事業効果

を検証し、実施する必要がある。 

 

（実績） 

・スポーツ少年団体験会（4/14） 

・スポーツ振興助成 22件 4,043千円 

（成果） 

・少年団体験会を通じて少年団への加入促

進と交流が図られた。 

・全道・全国大会等への出場者に対し、参

加に係る経費の一部を助成して、参加者の

負担軽減を図るとともに、競技経験の確保

と技術の向上を図った。 

（課題） 

・少年団数及び加盟団員数が減少してい

る。今後、少年団本部と連携し、指導者の

確保を含めてスポーツ環境の整備が必要

である。 

 

（実績） 

・かみっ子ふるさと体感塾（4回） 

・生涯学習ラリー（10/12） 

・上士幌学（受講生 26名） 

・ボランティアセミナー（7/30）を開催し、

中高生ボランティア∞ゼミを育成。 

（成果） 

・かみっ子ふるさと体感塾におけるＩＫＲ

（生きる力）調査の結果から、事前調査の

数値が多くの項目で向上し、全体指標であ

る「生きる力」の効果が表れている。 

（課題） 

・既存の体験活動の充実と新たな体験活動

の開発を進めながら、幼保小中高のつなが

りを意識し、発達課題に対応した体験プロ

グラムや必要課題を見極めた横断的体験

プログラムの構築等を図るとともに、持続

可能な事業を進めるための人材育成を進

める必要がある。 

 

（実績） 

①発達相談件数  262件 

②通所支援件数  520件 

③母子保健協力件数 3件 

④関係機関(園・各学校含)との連携（教育

相談含む） 

  64回  

⑤地域開放事業 

・小学生以上 18歳以下対象のスキルト
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レーニング・運動・音楽 59回 289

名 

・幼児対象の体を使った遊び場提供 11

回 12組 

⑥相談支援事業  43件 

⑦研修会の実施 

・保護者・関係者・児童向け生徒向け研

修会 3回 

⑧上士幌高校通級指導への支援 

⑨委託事業 

・心理検査や作業療法士による検査・指

導 

・北斗病院（作業療法士・言語聴覚士）

による指導 

（成果） 

・認定こども園・小中高等学校・保健福祉

課・母子保健と町内の関係者が必要に応じ

て速やかに連携が図れるようになった。 

・病院や児童相談所などの専門機関とのつ

ながりがスムーズに図られてきている。 

(課題) 

・移住者が増加しており、子どもの発達状

況や家庭内の状況が把握しにくくなっ 

てきている。 

・子育てに対する負担や不安、孤立感を持

っている保護者が増えている。 

・障害の有無にかかわらず「表現方法」「コ

ミュニケーションの取り方」「感情のコン

トロール」がうまくできない児童・生徒が

増加している。 

◇魅力ある上士幌高等学校の振興支援 

・部活動の支援による活性化 

・キャリア教育（一人一人の社会的・職業的自立に向け、

必要な意欲・態度や能力を育てていく教育）の推進 

・学力向上、進学対策の推進 

・遠距離通学者や通学困難者の民間下宿、又は寮整備の

検討 

・地元からの上士幌高校

進学率 38％（Ｈ23～27平

均）→50％以上 

・定員 80人の入学生確保 

・地元からの進学率 

 平成 28年 27％ 

 平成 29年 31％ 

平成 30年 15％ 

平成 31年 26％ 

令和２年  13％ 

５年間平均 22％ 

 

・入学者数 

平成 28年 60名 

 平成 29年 80名 

 平成 30年 50名 

  平成 31年 43名 

 令和２年 45名 

・学力向上やキャリア教育の推進、部活動の活性化な

ど、高校からの要望を確認しながら、支援策の見直しを

図り、高校の魅力化を推進。 

・高校が必要とする人材を恒常的に派遣し、各種学校運

営を支援。 

・管内はもとより、石狩管内を含めた中学校訪問を実

施。 

 

今後の対応 

・遠距離通学者や通学困難者の宿泊先確保などの条件

整備を検討。 

・安定的な２間口確保に向けて、仮称「上士幌町教育魅

力化プロジェクト」を立ち上げ、上士幌高校振興会と

ともに、入学者増に結び付く取組を推進。 

Ｂ 

（実績） 

・平成３０年度からの振興策の主な変更・

追加点 

 ①地元入学生（上士幌・士幌在住）への

入学準備金を３万円から６万円に増

額 

 ②今後の大学進学に活用されるｅポー

トフォリオの導入支援 

 ③札幌予備校講習全額補助の対象者を

６名から１２名に拡大 

 ④長期休業期間中の部活動参加生徒へ

の交通費全額補助 

 ⑤長期休業期間中の進路講習会参加生

徒への交通費全額補助 

・職員派遣による支援 

 ①上士幌学やコミュニティクスール支

援のため、コーディネーターを週３日

派遣 

 ②通級支援のため、子ども発達支援セン

ター職員を週２回派遣 

 ③読書環境整備支援のため、読書コーデ

ィネーターを１０月より週１回派遣 

教育推進課 
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・高校入学希望者獲得のための取組 

 ①管内中学校訪問 

  ７月 帯広・音更・士幌 計１５校 

  ９月 帯広・音更・士幌 計１６校 

  １１月 帯広・音更 計１５校 

 ②石狩管内中学校訪問 

  ９月 札幌・石狩・江別 計２０校 

・１０月上士幌町札幌会、１１月上士幌町

東京会総会でＰＲ活動 

（成果） 

・高校側が求めるＩＣＴ化や進路達成に向

けた対策の充実など、適時必要な振興策の

見直しを図ってきた。 

・地元はもとより、士幌町・音更町・帯広

市の各中学校訪問を充実させ、新たに石狩

管内の中学校訪問を実施してきており、上

士幌高校に対する認知度と評価が高めら

れてきた。 

・上士幌学やコミュニティ・スクールの支

援に伴い、地域人材の協力体制がスムーズ

に図られるようになってきた。 

（課題） 

・充実した学校生活の良さや進路決定実績

などの高校の魅力を、多様な方法で情報発

信する必要がある。 

・特色ある高校魅力化の推進に向け、地元

企業やゆめ育応援団、学校運営協議会等と

更に検討を進めていく必要がある。 

◇幼児から高齢者までが互いに学び育つ生涯学習セン

ターを活用した世代間交流の促進 

施 設 年 間 利 用 者 数 

44,500人（Ｈ26） 

（学童保育所・発達支援セ

ンター含）→84,500人（Ｈ

29） 

Ｈ30以降各年 1,800人増 

施設年間入館者数 

・平成 29年度(6月～) 

  185,382人 

  ２１９％ 

・平成 30年度 

390,410人 

205,028人増 

・令和元年度 

395,012人 

   4,602人増 

※自動ドアカウンタ

ー延数 

・平成 27年度 実施計画の策定、旧児童会館等解体  

・平成 28年度～29年度 生涯学習センター改築工事 

・平成 29年 6月 1日 生涯学習センターわっかオープ

ン 

・平成 30年度 西側駐車場整備 

・令和元年度 エアコンを設置、西側駐車場照明設置工

事 

・昼夜問わず、サークル活動、会議・研修会、講演会で

の利用があり、カフェくれよんもメニューの改変等を

行い営業。 

・「わっか」屋内外で利用できる遊具の貸出し、体験機

会を充実。 

・子どもの居場所づくり事業として、将棋クラブ、ヴァ

イオリン体験会、町民有志による交流活動等を実施。 

Ａ 

（成果） 

・生涯学習センターわっかの建設と周辺整

備等を実施。平成 30 年度北海道赤レンガ

建築賞を受賞。 

・サークル活動や会議、講演会等の利用や

カフェくれよんの営業等により様々な世

代や立場の方々の間の交流が図られた。 

（課題） 

・プレイルームの暑さ対策が課題である。 

・さらに多くの様々な立場や世代の方々の

間の交流を図る必要がある。 

生涯学習課 
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《別記》 事業目標の進捗状況 （全国学力・学習状況調査 小学 6年・中学 3年実施より） 

事業目標 平成２７年度調査結果 平成２８年度調査結果 平成２９年度調査結果 平成３０年度調査結果 平成３１年度調査結果 平成３１年度目標 

・将来の夢や目標を持っている児童・生徒 小学生 94.8%  

中学生 71.8% 

小学生 89.1%  

中学生 71.4% 

小学生 92.3%  

中学生 61.7% 

小学生 72.9% 

中学生 76.3% 

小学校 69.0％ 

中学校 75.0％ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

・授業以外の勉強時間 1 時間以上の児童生徒

の割合 

小学生 平日 52.7％  

土日 73.7％ 

中学生 平日 48.7％  

土日 53.8％ 

小学生 平日 45.4％  

土日 49.0％ 

中学生 平日 35.6％  

土日 40.4％ 

小学生 平日 38.4％  

土日 36.0％ 

中学生 平日 38.2％  

土日 49.9％ 

小学生 平日 41.7％  

土日設問無 

中学生 平日 42.1％  

土日設問無 

小学生 平日 28.6％ 

土日設問無 

中学生 平日 48.0％ 

    土日設問無 

小学生 平日・土日共に 

80％以上 

中学生 平日・土日共に 

90％以上 

・朝食を毎日食べている児童生徒の割合 

 

小学生 97.4％ 

中学生 92.3％ 

小学生 92.8％ 

中学生 88.1％ 

小学生 97.5％ 

中学生 91.2％ 

小学生 95.9％ 

中学生 81.6% 

小学生 95.2％ 

中学生 90.4％ 

小学生 100％ 

中学生 100％ 

※土日の勉強時間の設問は平成３０年度より削除された 

 

◇子どもの健やかな成長支援 

ＫＰＩ 

妊婦相談実施率 １００％ 達成度(Ｒ元)         １００．０％ 

赤ちゃん訪問実施率 １００％ 達成度(Ｒ元)         １００．０％ 

乳幼児健診受診率 １００％ 達成度(Ｒ元)         １００．０％ 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇妊婦相談（Ｈ２６ １００％） １００％ １００％ ・対象者全員へ妊婦面談を実施。 

・子育て支援サービス情報提供、保健指導等の実施。 

 

 

今後の対応 

・本人と妊婦面談時に子育て支援プランを共有し、今後

の支援に役立てる。 

・妊娠出産子育て支援のパンフレットを作成 

Ａ 

（成果） 

・全ての妊婦と面談し、子育てに関する

情報提供や保健指導等を実施すること

で、出産、育児等の不安の軽減につなが

った。 

（課題） 

・産後、子育て支援サービスにつながら

ず、孤立することで、育児不安が増大す

る可能性がある。 

保健福祉課 

◇赤ちゃん訪問（Ｈ２６ １００％） １００％ １００％ ・対象となるすべての赤ちゃんと保護者に対し家庭訪

問を実施。 

・訪問が不可能な場合には面談等で対応。 

・子育て支援サービス情報提供、母子の健康状態や発達

状況確認、育児状況の把握、保健指導等の実施。 

Ａ 

（成果） 

・退院後、早期に連絡をとり、家庭訪問を

実施し、母子の健康状態の把握、子育て

に関する情報提供や必要な保健指導など

を行うことで、児の健やかな発育や育児

不安の軽減につながった。 

保健福祉課 

◇乳幼児健診（Ｈ２６ ９８．６％） １００％ １００％ ・対象者全員へ乳幼児健診を実施。 

・健診未受診の場合には、個別相談等で対応。 

・子育て支援サービス情報提供、児の健康状態や発達状

況確認、育児状況の把握、保健指導等の実施。 

 

 

今後の対応 

・関係機関と連携し、転入児童も含めた健診対象者全数

を把握する。 

・乳幼児健診情報の登録による転入時の健診状況把握 

Ａ 

（成果） 

・乳幼児の健康状態や育児状況の把握、

子育てに関する情報提供、保健指導等を

行うことで、保護者の育児不安の軽減と

児の健やかな発達につながった。 

・児の疾病等により健診未受診の場合で

も、こども園や関係機関で情報連携しな

がら状況把握に努めた。 

（課題） 

・健診未受診の場合は母子の孤立、育児

不安の増大等、虐待の可能性が増大する。 

保健福祉課 

◇子ども発達支援センター事業の充実 

・乳幼児からの適切な発達を促す取り組みの推進 

・途切れのない支援体制確立 

乳幼児からの適切な発達

を促す取り組みを通じて、

発達のアンバランスな子

どもの軽減につなげる 

 「◇豊かな子育てを支える質の高い学力・体力・多様な

体験機会の体系化」の「○子ども発達支援センター事業

の充実」と同内容のため、記載省略 
Ｂ 

同左 教育推進課 
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◇命の尊さを確認し心豊かな成長と家庭形成に向けた支援 

ＫＰＩ 

生教育モデルに基づいた認定こども園、小学校、中学校での授業の実施率 １００％（Ｈ２６ １００％） 達成度(Ｒ元までの５年間)  １００．０％ 

学童・思春期に対する心の健康講座実施率（中学校・高校・保護者） １００％（Ｈ２５ 高校生実施） 達成度(Ｒ元までの５年間)  １００．０％ 

２０歳から３９歳まで女性有配偶者率 増加 達成度(Ｒ元までの５年間)     － 

 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇生教育事業 

・発達段階に応じた生教育の実施 

生教育モデルに基づいた

認定こども園、小学校、中

学校での授業の実施率 

→100％(H26 100％) 

１００％ 

 

・認定こども園、小学校、中学校で生教育授業を実施 

 

 

 

今後の対応 

・小学校、中学校の授業では生教育の講師を派遣し、児

童生徒に対する、生に関する正しい理解を促進する。 

Ａ 

（成果） 

・生教育モデルにもとづき各年代に対し

て生教育支援チームの協力を得て授業を

継続しており、発達段階に合わせた生教

育を実施することで、各年代へ命の大切

さを学ぶ機会を提供することができた。 

（課題） 

・時代の変化とともに性に対する情報が

複雑化しており、専門的な視点を用いて

指導内容を改善することが課題となって

いる。 

保健福祉課 

◇こころの健康づくり支援事業 

・学齢期・思春期に向けた心の健康づくりに関する知識

の普及 

・関係機関と連携した相談支援体制の強化 

学童・思春期に対する心の

健康講座の実施率（中学

校・高校・保護者） 

→１００％(H25 高校生

実施) 

１００％ ・発達支援センターが小中高校生、保護者に対して教育

ジャーナリストを講師とした自殺予防に関連する講座

を開催。 

・学校、発達支援センター等と連携し、不登校等の悩み

を抱える児童、保護者の相談対応を実施 

 

 

Ａ 

（成果） 

・発達支援センター等と連携し、自殺予

防という共通目的のもと講座を開催する

ことで、子どもたちの心の健康づくりに

役立った。 

・心の相談日利用者を通して、関係機関

連携により支援の強化が図られている。 

保健福祉課 

◇家庭形成に向けた出会いの機会創出支援   ・取組みの実施に応じて支援 

Ｂ 

（実績） 

・H28年度に 1回実施 

企画財政課 

商工観光課 

農林課 

農業委員会

事務局 

◇子育てを通じた男女共同の推進支援   ・育児の喜びを実感できることを目指し「マミーズプラ

ザ（妊娠期・講座Ⅰ）」「カンガルー教室（親子ふれあい

体験）」を実施。 

① 「マミーズプラザ講座Ⅰ」 

年３回実施。 参加人数 実１２名（うち父親実４名）   

② 「カンガルー教室」 

年３回実施。参加人数 延２３名（うち父親延べ５名） 

Ｂ 

（成果） 

・父母で育児の喜びを実感できる機会を

確保することで、育児不安の軽減につな

がった。 

保健福祉課 

幼児教育課 
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３ 健康で安心して暮らせるまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ元までの５年間） 達成度(Ｒ元までの５年間) 

健康寿命の延伸（不健康な期間の短縮） 【平均寿命－健康な期間の平均＝不健康な期間の平均】 

(H25)男性 81.84歳－80.52歳＝1.32歳 

(H25)女性 86.88歳－83.39歳＝3.49歳 

※厚生労働科学研究費補助金 

「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用

対効果に関する研究」のプログラムにより北海道が算出 

男性１．０歳 

女性３．０歳 

(H30.3策定：北海道健康増進計画より) 

男性 79.12歳－78.23歳＝0.89歳 

女性 86.36歳－84.16歳＝2.20歳 

 ①要介護（要支援）認定者数（H28年 1月（暫定）） 

 ②人口：平成 27年国勢調査 

 ③死亡数：平成 23年～27年人口動態統計（厚労省） 

※目標値の不健康な期間は短縮したが、平均寿命は男女

とも低下し、男性の健康な期間（健康寿命）が減少して

いる。母数に対する死亡数等の影響が大きいためと思わ

れる。 

※国の示す健康寿命と算出方法が異なるほか、北海道が

算出する市町村の健康寿命の公表時期が不明。 

要介護認定率 １７％（Ｈ27年６月現在） １９．４７％（Ｈ３２年第７期介護保険事業計画値１９．

９４％） 

  １８．２５％ / １４９．４％ 

 

 

◇健康管理の習慣化を促進 

ＫＰＩ 

乳がん・子宮がん検診受診率 １００％ 達成度(Ｒ元)   乳 36.1％ ／ 36.1％ 子 29.6％ ／ 29.6％ 

特定健診実施率 ６０％ 達成度(H３０)      ５６．８％ ／ ９４．７％   

肥満（ＢＭＩ２５以上）の人の割合 ２８％ 達成度(H３０)      ３３．６％ ／ ８０．０％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇生活習慣病の発症・重症化予防の推進 

・特定健康未受診者への勧奨 

・健診結果説明会の充実 

・健診受診者へのスタンプポイント事業 

・食育に関する普及啓発促進 

特定健康診査実施率→

60 ％ (H21 ～ H25 平 均

42.6％) 

 

 

特定保健指導実施率→

65 ％ (H21 ～ H25 平 均

59.6％) 

 

 

肥満(BMI25以上)の人の割

合→28％(H25 29.3％) 

 

・Ｈ３０法定報告 

実施率５６．８％ 

・４年平均 

実施率５０．４％ 

 達成率８４．０％ 

・Ｈ３０法定報告 

実施率５８．１％ 

・４年平均 

実施率５６．５％ 

 達成率８６．９％ 

 

・Ｈ３０法定報告 

実施率３３．６％ 

・４年平均 

実施率３３．１％ 

 達成率８１．８％ 

 

・特定健診、１８～３０歳代の基本健診、後期高齢健診

の無料化 

・後期高齢健診の健診項目充実 

・地区担当による未受診勧奨訪問の充実 

・地区担当による健診結果説明や訪問指導の充実 

・生活習慣病発症予防のための２次検査継続 

・健康ポイント事業の継続 

・スマートライフかみしほろの普及（ロゴマークの活

用） 

・商工会との連携によるバランス弁当の販売や健診時

軽食の提供、ベジノート配布など栄養改善に関する情

報提供の充実 

・教育委員会との連携による運動推進  

 

今後の対応 

・各種普及啓発、家庭訪問による受診勧奨等による受診

率向上、指導媒体の充実や学習による指導技術の向上

により特定保健指導実施率向上を目指す。 

 

Ｂ 

（成果） 

・健診費用の無料化等、受診勧奨訪問や

普及啓発等の充実により特定健診実施率

は年々増加し、生活習慣病予防に役立っ

ている。 

・特定保健指導や重症化予防指導等にお

いて、優先度を重視した対象の選出、資

料や媒体の充実により生活習慣改善可能

な指導を実践した。 

・健康ポイント事業の導入やスマートラ

イフかみしほろロゴマーク（食、運動、禁

煙、口腔、睡眠、健診）の活用により、健

康に関する普及啓発が推進され、健康意

識の向上につながった。 

・野菜摂取をテーマとし、商工会との連

携による弁当販売、健診時軽食の提供、

ベジノートの無料配布等を実践したこと

で食への関心が高まり、食育に関する普

及啓発が促進された。 

・上士幌町健康ポイント事業の活用や教

育委員会との連携により運動習慣改善機

会を確保できた。 

（課題） 

・健診受診率、特定保健指導実施率の目

保健福祉課 
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標値未達成であり、生活習慣病発症・重

症化予防のための指導に結びつかない者

がいる。 

◇がん検診受診促進事業（医療との連携） 

・乳がん予防キャンペーン講演会の開催 

・乳がん専用ＰＥＴ検診費用の助成 

乳がん・子宮がん検診（好

発年齢）受診率→100％

(H26 19.8％) 

胃がん・肺がん・大腸がん

検診（好発年齢）受診率→

20％(H26 17.0％) 

乳がん・子宮がん 

・R1受診率 

乳がん  ３６．１％ 

子宮がん ２９．６％ 

・５年平均 

受診率３４．０％ 

 達成率３４．０％ 

 

胃がん・肺がん・大腸

がん 

・R1受診率１８．２％ 

・５年平均 

受診率１７．６％ 

 達成率８８．０％ 

 

※対象年齢（子宮 20

～69 歳、乳,肺,大腸

40～69歳、胃 50～69

歳） 

※乳がん検診は、国報

告に準じ、ペット検診

を受診率に含まず。 

・子宮がん、乳がん検診好発年齢に対する検診費用助成

の継続 

・町独自で実施する３０歳代乳がん検診や乳がん専用

ペット検診の継続 

・乳がん・子宮がん検診コールリコール 

・大腸がんイベント開催 

・人間ドック及び単独胃カメラ検診導入 

・胃がん・肺がん・大腸がん特定健診対象者へ個別案内 

・胃がん・肺がん・大腸がん社会保険等特定年齢に対す

る個別案内 

 

今後の対応 

・国保対象者のみでなく、社会保険好発年齢への検診案

内継続、受診歴を掲載した女性がん検診案内など、検診

案内を充実させる。 

・女性がん検診受診率については、国の目標なども踏ま

え第Ⅱ期については、達成可能な目標値とした。 

Ｂ 

（成果） 

・女性がんキャンペーン事業について、

費用の助成、検診機関拡大、検診時託児

の実施、個別通知の徹底等を実施するこ

とにより、健診受診率が向上し、疾病の

早期発見早期治療がつながっている。 

・大腸がん検診のイベント開催による健

診機会の拡大、胃カメラ検診の導入、好

発年齢に対する検診案内の強化等により

検診受診率の維持向上につながり、疾病

の早期発見早期治療につながった。 

 

（課題） 

・社会保険等でがん検診受診機会がな

い、受診歴が中断しているなどがん検診

未受診の者がいる。 

保健福祉課 

◇心の健康づくり推進 

・相談体制の整備 

・メンタルヘルスや自殺予防に関する普及啓発 

自殺による死亡者数→０

人（年平均２人 ※Ｈ２０

～２４） 

・R1実績０人 

・５年平均 

 ０．８人 

 達成率 

 ２０％ 

・自殺予防週間、月間に自殺予防に関する普及啓発を広

報、パネル展示で実施。 

・メンタルヘルス学習会２回開催。 

・ゲートキーパー研修会１回開催。６０人参加 

・心の相談日定例開催。 

 

今後の対応 

・普及啓発、相談機会の確保などを継続する。 

Ｂ 

（成果） 

・自殺予防週間や月間を活用し自殺予防

や心の健康づくりについて正しい知識の

普及を促進している。 

・ゲートキーパー研修会、心の相談日の

開催で身近な場所で相談できる体制が整

備されつつある。 

（課題） 

・自殺者を出さない。 

保健福祉課 
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◇地域包括ケアシステムの実現 

ＫＰＩ 

小規模多機能型居宅介護利用者の登録者数 ０人（Ｈ２６末）→２４人 達成度(Ｒ元までの５年間)     ２２ 人 /  ９１．７％ 

まるごと元気アッププログラムへの延参加人数 １５，６００人（月６５人×４８週×５年） 達成度(Ｒ元までの５年間)  １１，８４８人 /  ７５．９％ 

地域活動支援センター等利用者数 １３名（Ｈ２６年 ８名） 達成度(Ｒ元までの５年間)      １４名 / １０７．７％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇地域医療を支えるための医療従事者等の確保 

・医師・看護師等の確保対策支援 

◇２４時間３６５日を支える医療・介護体制の整備 

・救急医療体制の充実 

・在宅支援診療所の整備 

・医療・介護の連携 

・セラピストによる在宅リハビリテーション支援の実施 

・発達障がい児へのリハビリアプローチ 

・介護職員初任者研修実施事業 

医療機関等の数の維持 

 診療所２カ所、歯科医院

２カ所、調剤薬局２カ所 

 

訪問診療件数 

（町内医療機関２カ所合

計） 

 

訪問看護件数（町内事業所

２か所、医療・介護含む） 

訪問・通所リハビリの利用

者数の増加 

 

 

 

 

医療介護連携にかかる協

議会開催数→年３回（Ｈ２

８中に協議体設置） 

維持できている 

 

 

 

訪問診療件数 

 延 １，４０１件 

 

 

訪問看護件数 

(医療・介護含む) 

延   ４７２件 

訪問リハビリ利用者 

 実    ２４人 

通所リハビリ利用者 

 実    ６４人 

 

協議体実施 未実施 

・地域医療体制及び救急医療体制を維持するため、社会 

医療法人北斗上士幌クリニック運営の不採算分に対す

る補助を実施。 

・地域リハビリテーション支援事業により、要介護認定 

前の二次予防が必要な高齢者に対する理学療法士によ 

る訪問指導や介護予防事業での相談支援を推進し早期 

からの連携を図った。 

・上士幌調剤薬局や上士幌歯科クリニックによる訪問 

支援（居宅療養管理指導）の実施。 

・介護職員初任者研修をまちづくり会社に委託し実施 

・在宅医療・介護、終末期の考え方（ＡＣＰ）について

看取り士と上士幌クリニック医師による住民向けの

講演会を開催。 

・２か月に１回のケアマネ連絡会にて、十勝における入

退院時連携ルールに係る最新情報の共有、町内ケア

マネが考える課題について意見交換を実施。 

・地域の医療・介護資源の把握として、かみしほろ在宅

医療・介護事業所ハンドブックを作成。 

・協議体としての位置づけではないが、医療・介護の支

援体制等は上士幌クリニックと随時の協議を行って

おり、医師をはじめリハ職との連携、共通認識を図っ

ている。 

 

 今後の対応 

・今後についても社会医療法人北斗、社会福祉法人との

連携と協力関係により、高齢者にとって安心できる

医療・介護体制を推進する。 

Ａ 

（成果） 

・法人スタッフによる老人保健施設と医

療病床の連携がとれた支援により、入

院や入居からの在宅復帰へ向けたサー

ビス調整が図られている。 

・かかりつけ医と介護支援専門員等、医

療と介護の従事者が高齢者個人の支援

内容について共有、連絡助言ができる

よう情報連絡シートを活用している。 

・地域リハビリテーション支援事業によ

る理学療法士の訪問により、住居環境

の整備や介護者への介護指導、リハビ

リの実施が行われ、要介護状態と家族

介護負担の軽減が図られている。 

・高齢者への個別支援については地域包

括支援センターとの連携が図られた支

援を提供している。 

・医療・介護の連携については、定期的

に開催している地域ケア会議を活用

し、医師をはじめとする医療関係者と

介護関係者により課題検討や情報交換

による連携を持っている。 

 (課題) 

・今後においても２４時間３６５日の救

急医療体制を踏まえた地域医療の確立

のため、安定的な医師体制の確保が必

要。 

・リハビリの目標点が達成された高齢者

の活動場面として、デイサービスや介

護予防教室、地域サロンの利用などサ

ービスの循環が求められる。 

保健福祉課 

◇介護度の維持及び重度化防止のための介護サービス

の充実と利用促進 

・居宅・施設・地域密着型サービスの充実 

・介護サービスの質の向上 

・利用者負担への支援 

介護度の改善率の上昇 

施設サービス利用者の割

合 23.2％(H26末)→維持 

小規模多機能型居宅介護

利用者の登録者数 0 人

(H26末)→24人 

要介護認定更新・区分

変更者における介護

度維持・改善率 

５１．７％ 

要介護認定率 

１８．４％   

施設サービス利用者

率（全認定者中） 

２６．５％   

小規模多機能型登録

数 ２２人 

・有効期間内にサービス利用の実績がない対象者へは

更新しないことを推奨。 

・総合事業のみを利用している高齢者については、要介

護認定更新よりも事業対象者としての総合事業利用

を調整した。 

・認知症による服薬困難や身体機能低下により頻回な

訪問支援が必要な事例については、宿泊機能も有す

る小規模多機能型居宅介護への利用調整を図った。 

 

 今後の対応 

・介護サービスの活用による自立度の向上により要介

護認定率、要介護認定更新時の維持・改善を目指す。 

Ｂ 

（成果） 

・要介護認定者の中では、要支援１～要 

介護１が５割強を占めている。早期の認 

定により適切な支援へと繋がることで、 

重度化の予防が図られていると考えられ 

る。 

・要介護は軽度であっても認知症により 

多様な支援が必要となる事例が増えてい 

る傾向があり小規模多機能型居宅介護の 

支援が効果的となっている。 

（課題） 

・小規模多機能型居宅介護の利用によ 

り、在宅生活支援が安定した事例につい 

保健福祉課 
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ては、他の在宅サービスへの調整を図る 

など、必要とする対象者へのサービス内 

容が適切に提供されるような支援が求め 

られる。 

◇介護予防の推進 

・健常時からの動機づけや生活習慣改善に向けた支援の

強化 

・官・ＮＰＯ・大学との協働事業の推進(健康づくり・生

きがいづくり・人づくりに効果) 

 

まるごと元気アッププロ

グラムへの延参加人数

15,600人(65人×48週×5

年) 

延参加人数 

１１，８４８人 

達成率 ７５．９％ 

・年１回のお元気度測定会の実施により、心身機能低下

がみられる方の早期発見、早期対応を行う。 

・高齢者実態調査で把握した二次予防事業対象者には

まる元運動教室や運動自主サークル、サロン等への

積極的な参加を働きかける。 

・お元気度測定にて実施した認知機能測定では１１１

名のうち１２名が２次測定の対象となり、３名が軽

度認知障害と判定され、４名は支援が開始された。 

 

 今後の対応 

・業務委託先のＮＰＯ法人と連携を図り、機能低下があ

る高齢者へ早期支援できる体制と自立度が高い高齢

者の修了についても検討が必要 

 

Ａ 

（成果） 

・３月末現在のまる元登録者は７４人。 

・８月末のお元気度測定会には、１１１

名が参加。シルバー学級生の他、一般参

加者が増えており、介護予防活動への

普及啓発が図られている。 

(課題)  

・教室参加者の定着率が高いため、新規

加入が難しい場合がある。 

元気な方でも継続希望者を修了とする

のは難しいため、特に予防が必要な方

が利用できるよう調整を図るのが課題 

保健福祉課 

◇認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせ

る地域づくりを目指す 

・普及啓発及びパンフレット作成 

・認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催 

・認知症ケアパス作成 

・高齢者の見守り体制の構築 

認知症施策にかかる協議

体の設置及び協議会開催

数→年３回 

認知症初期集中支援チー

ム（専門サポート医等によ

る対応 事例数）→年４事

例 

認知症ケア講演会の実施 

認知症カフェの数→１か

所 

・十勝広域１、 

 町主催１ 

 認知症初期集中支

援検討委員会 

・初期集中支援チー

ム ３事例実施 

 

 

・認知症カフェ  

年６回実施 

 

・初期集中支援チームによるサポート実施   

３事例終了  

・認知症に関する知識の普及啓発 

  認知症サポーター養成講座の実施  

   役場職員対象 １回実施 

   地域サロン  １回実施 

   中高生対象 各１回実施 

・認知症ケア講演会実施  １回実施 

・家族介護者の会（いっぷくしていく会）及び専門職の

協働による認知症カフェの偶数月に定例開催した。  

・近隣自治体と共同連携による新たな徘徊見守りシス 

テム（オレンジセーフティーネット）の整備へ向けた

取り組みを進めた。 

 

今後の対応 

・相談場面やチェックリスト、お元気度測定等により初

期集中支援の対象者を把握し早期支援に努める。 

・今後も家族介護者の会との協同により認知症カフェ

を開催し、認知症の当事者やその家族が参加しやす

い催しになるよう進めていく。 

 

Ａ 

（成果） 

・初期集中支援チームの関わりにより、

医療的な支援、介護サービスの導入に

つながり、認知症の人やその家族のサ

ポートができている。 

・認知症カフェには１０名～２０名程度

の参加があり、参加者同士の交流や認

知症に対する理解が深まっている。 

・帰宅困難が予測される対象者（年度末

現在６名）をオレンジセーフティネッ

トとして登録済 

(課題) 

・初期集中支援の対象者把握によりチー

ムとして早期支援に取り組む。 

・認知症サポーター養成講座を活用し、

認知症への理解等の啓発活動の推進。 

保健福祉課 

 

◇住民のニーズに適応した隙間のない支援と住民によ

る支えあい活動により高齢者が不安なく過ごせる環境

づくりを目指す。 

・福祉協力員制度創設事業（高齢者等見守り体制の構築） 

◇買い物や通院、見守りを支援する仕組みの構築 

・緊急通報システム 

・除雪費助成事業 

・高齢者等福祉バスの運行 

・地域における互助活動推進（自主防災組織・サロン等） 

・元気高齢者による買い物代行サービスの実施 

小地域ネットワーク活動

等地域活動の数→各行政

区に１か所 

生活支援にかかる協議体

の設置及び協議会の開催

数→年２回 

・小地域ネットワー

ク活動実施行政区 

     ５ヶ所 

・生活支援体制整備

に係る協議体の開催 

２層協議体７回実施 

１層協議体１回実施 

・高齢者等福祉バスの運行 

高齢者や障がいのある方の日常生活や社会参加のため

の移動手段の一つとして、高齢者等福祉バスを運行す

る。町民からの要望を取り入れ、便数の増便、バス停の

増設、運行曜日の追加などを行い、利便性の向上に努め

ている。 

・地域における互助活動推進 

・除雪費助成事業（９名事前申請）及び除雪ボランティ

ア事業（４名ボラ登録）の実施 

・緊急通報システムの実施（７０世帯設置） 

・社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターと協働

して、市街地行政区長への地域実態調査実施に向け

た働きかけや、小地域ネットワーク活動につながる

Ａ 

○高齢者等福祉バスの運行 

（実績） 

・平成 28年度：農村地区 1便追加 

（2便から 3便へ） 

・平成 29年度：市街地循環線のバス停を

9か所増設。農村地区火・金を単独運行へ

変更。 

・平成 30年度：農村地区の運行を全便単

独運行へ切り替え。 

 市街地便の曜日を追加（火・金から火・

水・金） 

・平成 31年度：農村地区の利用の無い路

線を利用要望のある路線へ切り替え。 

保健福祉課 
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防災研修支援等を実施した。 

Ｒ元年度 実施地区 １０の２区。 

・生活支援体制整備協議体の第２層に位置付けて、町、

社協、まちづくり会社と共同で「かみしほろあすわが

ミーティング」をＲ元年度７回開催。住民主体の互助

の体制づくりに向けて、話し合いと試行を進めた。 

第１層協議体（地域支え合い推進会議）は関係機関、

団体等によるメンバー構成により第１回目を開催し

た。 

 

今後の対応 

・Ｒ２年度より第１層の生活支援コーディネーターを

社会福祉協議会に配置、第２層の生活支援コーディネ

ーターをまちづくり会社に配置することとした。地域

包括支援センターを含めた３者での連携と協働により

生活支援体制整備を進めていく。 

 上音更地区・勢多地区への利用要望の

調査。 

（課題） 

・運行対象の拡大（コミュニティーバス

化）を検討するとともに、特に農村部

におけるバス以外で対応できない細か

な移動支援の検討。 

 

○地域における互助活動推進 

（成果） 

・地域実態調査に関する町内会、社協と

打ちあわせにより、要配慮者の把握や

サロン活動等の必要性について共有で

きた。 

（課題） 

・町内会と互助について話し合いをもつ

ことにより、互助に対する意識をもち

始めているものの、行政依存の傾向は

強い。 

 また、具体的な地区活動の実施方法等

についても支援が必要。災害発生時の

ためにも、緊急連絡先の把握が必要。 

◇高齢者の住まいの確保 

・高齢者見守り付安心住宅の整備 

・住宅改修やリフォーム費用の助成事業 

 住宅改修１３件（介護

保険） 

上乗せ改修１件 

 

 

北団地バリアフリー

化改修５戸 

・高齢者の在宅生活を支えるため、必要な改修への支援 

 

 

 

 

・高齢者が暮らしやすい住宅環境を整備するため、北団

地のバリアフリー化改修を、退去後の空き家に対して

５戸を実施。 

Ｂ 

（実績） 

・福寿協会に近い北団地周辺を福祉エリ 

アとして活用。空き室のバリアフリー化 

により、高齢者でも暮らしやすい環境を 

整えた。 

（実績） 

・北団地バリアフリー化改修３戸 

（５年間の成果と課題） 

・北団地の一部において、バリアフリー

化により、高齢者でも暮らしやすい環境

が整備された。 

保健福祉課 

建設課 

◇権利擁護センター機能の充実 

・成年後見制度をはじめとする権利擁護事業の利用促進 

市民後見人養成研修の受

講者数 6人(H26年度) 

→15人 

 

 

権利擁護センター(法人後

見)の成年後見制度受任件

数 1人(H27年 8月)→5人 

市民後見人養成研修

の受講者数 8 人(H29

年度) 

 

 

権利擁護センター(法

人後見)の成年後見制

度受任件数 3人 

・社会福祉協議会へ権利擁護センター業務を委託。 

・権利擁護に関する相談を受け、金銭管理が困難な高齢

者等の生活を支援し、成年後見制度の利用相談及び

手続等について支援している。 

・虐待事例による虐待防止ネットワーク会議（部会）の

開催から成年後見制度利用検討委員会により町長申

立て手続きを行った。 

 

 今後の対応 

・認知症高齢者の増加に伴い、権利擁護センターへの相

談件数が増加することが予測される。今後において

も地域包括支援センターとの連携と協働により権利

擁護体制を構築する。 

 

Ａ 

（成果） 

・社会福祉協議会が権利擁護センター機

能を有することで、生活面での総合的

な相談対応が可能となっている。 

・判断能力に不安がある本人やその家

族、ケアマネジャー、金融機関などから

様々な権利擁護に関する相談を受け、

地域包括支援センターや家庭裁判所等

と協働して支援している。 

・認知症高齢者と軽度精神発達障害者、

経済的、心理的虐待事例となる高齢者

の財産管理、身上監護を権利擁護セン

ター（社会福祉協議会）が法人として３

人の案件を受任している。 

（課題） 

・法人後見業務のマンパワー充足のため

に市民後見人養成研修修了者の活動支

援が求められる。 

 

保健福祉課 
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◇生きがいづくり 

・高齢者等の外出の機会を増やし、生きがいとなる活動

の機会と働く場を確保する 

・高齢者の居場所づくり（地域サロンの開催・まちなか

サロン・サークル活動・老人クラブ活動など） 

・地域活動ボランティアの育成 

・元気高齢者の短時間就労の構築 

65 歳以上で週 1 回、各種

活動の参加割合→70％ 

福祉ボランティア登録人

数(社会福祉協議会所管)

→80人 

生きがい事業団(仮称)の

設置→1か所 

・基本チェックリス

トで「週１回以上外出

がある」人の割合 

  ９０．８％ 

・福祉ボランティア

登録数 維持 

・介護支援ボランテ

ィアポイント事業登

録者４０人（前年度比

±０） 

・上士幌町人材セン

ター開設 １か所 

・介護支援ボランティアポイント事業の実施やボラン

ティアミーティングの開催により活動の活性化を図

った。 

・社会福祉協議会の地域福祉コーディネーター、生活支

援コーディネーターと協働しながら、地域活動の活

性化や互助活動を推進した。 

 

 今後の対応 

・第１層、第２層の生活支援コーディネーターの活動に

より地域資源を有効活用されるよう、関係機関と団体

で構成される協議体によるサポートを受けながら協働

して進めていく。 

 

Ａ 

（成果） 

・介護支援ボランティアポイント事業

は、社協ボランティアセンターが運営

し事業は軌道に乗っている。 

・まちづくり会社の人材センターは、

徐々に登録者を増やしている。 

（課題） 

・ボランティア登録者の増加に向けた取 

り組みと受け入れ機関の拡大、活動内

容の充実 

・高齢者の集いの場づくりに関しても、 

地域実態調査を進めながら地域に働き

かけていく必要がある。 

 

保健福祉課 

◇障がい者雇用の促進・支援 

・地元企業への就労の理解 

・障がい者福祉的就労の場の確保 

◇国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達

の推進 

障がい者就労継続支援Ｂ

型事業所の設置→1か所 

 

物品等の調達目標 2,000

千円(1,501 千円 H26・

1,571千円 H27) 

(現状：花苗・指定ごみ袋保

管・配送業務・花壇整備・

管理業務など) 

就労継続支援Ｂ型事

業所→１か所 

（H28.11開設） 

 

物品等の調達実績額 

H27  1,910,210円 

H28  1,679,279円 

H29  3,648,395円 

H30  4,583,321円 

R元  4,668,699円 

100.4％（R元目標比） 

・町内ＮＰＯ法人と協議し、事業所を設置した。基準に

適合した建物への改修工事の実施、事業所設置後は運

営費や就労支援活動に係る備品等の購入費用の補助を

行った。 

 

・毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達目標

額を明記した調達方針を策定。 

R元年度目標額  4,650,000円 

Ｂ 

（実績） 

・4,668,699円（再掲） 

（成果） 

・生涯学習センター内のカフェ運営や清

掃業務委託などで就労機会が拡大した。

工賃向上等により利用者の就労意欲や利

用率が向上。また、公共施設内の活動が

地域住民への認知度向上に寄与。 

（課題） 

・利用実績向上による安定的な事業所運

営と、利用者個々の多様なニーズに対応

するために職員の質向上が必要。 

保健福祉課 

◇町内障がい福祉サービス事業所（地域活動支援センタ

ー等）への通所利用促進 

地域活動支援センター等

利用者数(H26年 8名)→13

名 

利用者数  14人 

107.7％ 

（R2.3.31現在） 

・相談支援、訪問等による潜在的な利用ニーズの把握、

利用に向けた情報提供等を実施。 

Ｂ 

（Ｒ元実績） 

・新規利用者２人。 

（成果） 

・期間中の新規利用８人。既存の地域活

動支援センターと就労継続支援Ｂ型事業

所の開設により、利用目的に応じた事業

所の選択が可能となった。 

（課題） 

・潜在的な利用ニーズの把握が引き続き

必要。 

保健福祉課 
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４ 移住定住による人口減少をくい止めるまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ元までの５年間） 達成度(Ｒ元までの５年間) 

転入・転出人口 転出超過２５０人（２０１０～２０１４） 転入１５５人 転出９０人 （転入超過６５人） 転入超過 ２４４人 / ３７５．４％ 

（Ｈ27年度 48人、Ｈ28年度 67人、Ｈ29年度 75人 

 Ｈ30年度 39人、Ｒ元年度 15人） 

 

◇ひとの流れをつくる多様な就労拠点の整備と地域住民による受け入れ体制の構築 

ＫＰＩ 

移住相談件数に対する移住件数の割合１．５％（過去５年） ２．０％／年 達成度(Ｒ元までの５年間)   ２．４％ / １２０．０％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇テレワークの推進   ・H30年度補正予算「地方創生拠点整備交付金」に採択

となり、繰越明許費により「上士幌シェアオフィス」の

整備を行った。 

 

（今後の対応） 

・町が入居しているシェアオフィス「WeWork」と連携し

て、取り組みを推進する。 Ａ 

（実績） 

・テレワークやワーケーションなど企業

やフリーランスの新たな働き方に対応

し、共用スペースや会議室、オンライン

会議用ブース等を備える「かみしほろシ

ェアオフィス」が整備された。 

（課題） 

・「かみしほろシェアオフィス」を活用し

たテレワークやワーケーションの促進を

都市部の企業等に働きかけ、また関係人

口の増加に繋がる仕掛け、町の生産者や

事業者とのビジネスマッチングの仕組み

を構築する必要がある。 

企画財政課 

◇企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の活用  ０件 ・企業版ふるさと納税募集にあたり必要な地域再生計

画の認定申請を行った。 

Ｃ 

（課題） 

・企業版ふるさと納税に係る地域再生計

画が令和２年３月 31日付け第 55回認定

となった。今後は企業向けパンフレット

を作成し、寄附を希望している企業との

マッチング等を行っていく。 

企画財政課 

◇町民が上士幌町の魅力を伝える事業（道の駅整備等と

連携）（再掲） 

 ― ・道の駅 かみしほろの建設 

・ナイタイ高原牧場「ナイタイテラス」営業及び周辺整

備 

・運営主体の取り組み 

 

（今後の対応） 

・道の駅かみしほろの開業 

・ナイタイテラスの周辺整備 

 

Ａ 

（実績） 

・道の駅は、30年度に実施設計が完了し、

今年度建設工事に着手し、令和 2 年 3 月

10日に竣工した。施設名称は「道の駅 か

みしほろ」と定め、令和 2年 3月 13日に

国土交通省による道の駅登録完了となっ

た。令和 2年 5月 28日オープンの宣伝活

動を行うこととしている。前日の 27日に

セレモニーを実施予定。 

・ナイタイテラスは、予定通り 4月 27日

先行オープン、6 月 3 日全面オープンで

商工観光課 
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営業を実施した。入込数は 137,843 人で

目標 7 万人に対し大幅な増となった。旧

レストハウス解体工事は予定どおり完了

し、当該跡地を含めた周辺整備設計を行

い、令和２年度整備予定である。 

・「上士幌町観光地域商社 ㈱karch（ｶｰ

ﾁ）」がナイタイテラスの指定管理者とし

て営業を行った。ナイトツアーの開催や

予約制の夜のレストラン営業などの自主

事業が行われた。電力小売りでは、高圧、

低圧あわせて約 330 件の契約を結んでい

る。 

（課題） 

・施設スタッフの人材確保が大きな課題

となっている。 

・商品開発を進めるとともに、自立した

経営を目指して推進する必要がある。 

 

◇かみしほろの発信力と価値の向上による交流と定住促進 

ＫＰＩ 

イベント参加人数に対する相談件数割合３．３％ ４．０％／年 達成度(Ｒ元までの５年間)  １６．４％ / ４１０．０％ 

ふるさと納税特典品として旅行商品を開発することによる入込客数 ５０組１００人増加 達成度(Ｒ元までの５年間)   ５１４人 / ５１４．０％ 

特別町民証の発行による来訪者数 ５００組１，０００人増加 達成度(Ｒ元までの５年間)   １１１人 /   １１．１％ 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇移住定住プロモーションの推進 移住・二地域居住者数 15

名(H26)→20名／年 

２７名 

１３５．０％ 

・移住定住プロモーションの推進 

Ａ 

（実績） 

・本気の移住相談会（東京 6/23） 

     [来場者 300人]      24件    

・上士幌暮らしセミナー①（東京 9/1） 

     [来場者  19人]      19件 

・北海道移住セミナー  （東京 9/21） 

[来場者  27人]      27件 

・北海道暮らしフェア（大阪 10/5） 

     [来場者  85人]      58件 

・北海道暮らしフェア （名古屋 10/6） 

     [来場者  60人]      42件 

・４町合同暮らしセミナー （東京 11/9） 

  [来場者  18人]      14件 

・北海道暮らしフェア  （東京 11/10）  

    [来場者  85人]      62件 

【相談件数合計    246件】 

【来場者数合計    594人】 

・かみしほろ見本市（東京 2/15） 

（課題） 

・移住・二地域居住者を増加させるため

商工観光課 
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に、継続的に上士幌町との接点の拡大や

ＰＲを行っていく必要がある。 

◇ふるさと納税寄付者との交流の推進   ・Ｒ２年２月 15日にロイヤルパークホテル（東京）に

て、寄附者及び企業等を招き、「上士幌まるごと見本

市 2020」を実施した。地域創生セミナーでは、令和

２年６月にオープンするシェアオフィスでのテレワ

ーク、地方と都市企業のビジネスチャンスについて、

町長、（株）リクルートホールディングス花形氏、総

務省地域力創造アドバイザー・（株）Publichs金澤氏

とのトークセッションを実施。 

Ａ 

（実績） 

・見本市参加者 808名 

・セミナー参加者 70名 

（成果） 

・来場者アンケートでは 99.7％が概ね満

足となるイベントであった。寄付者から

は寄付金が有効に使われていることやイ

ベント参加で、より上士幌に魅力を感じ

たとの感想があり関係人口の深化が図ら

れた。 

企画財政課 

◇移住・定住相談の充実 移住相談件数 470 件(H26)

→600件(単年度) 

７２０件 

１２０．０％ 

移住相談件数 720件 

・イベント時相談件数       246件 

・上士幌コンシェルジュへの相談   454件 

Ａ 

（実績） 

 ・プロモーション活動やホームページ・

ＳＮＳの充実を図り、上士幌コンシェル

ジュへの相談件数増加に向けた取り組み

を進めた。 

（課題） 

・移住相談件数を増加させ、移住・二地域

居住に結びつけるため、継続的に上士幌

町との接点の拡大やＰＲを行っていく必

要がある。 

商工観光課 

◇ふるさと納税による交流人口増加対策   ・ふるさと納税寄付者が自発的に上士幌町の魅力を発

信でき、かつ、町との情報交流の場として、オンライン

サロンを開設し、会員拡大を図った。 

Ａ 

（実績） 

・令和元年 10月１日に上士幌町オンライ

ンサロン「かみしほろふるさとラウンジ」

をオープンした。オンラインサロンの利

用対象者は、ふるさと納税寄付者とし、

情報発信側は、町以外に町観光協会、上

士幌コンシェルジュ、生涯活躍のまちか

みしほろも加入した。 

・寄付者にはメールマガジンにより周知

を図った。 

（成果） 

・2月 15日のまるごと見本市での会員拡

大キャンペーンを実施し、会員数が 70名

となった。 

（課題） 

・サロン会員との交流のため主宰者から

サロン登録者への仕掛けをしていく必要

がある。 

企画財政課 
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◇滞在や定住に柔軟に対応する多様な施設整備 

ＫＰＩ 

生活体験住宅数 ５棟（Ｈ２６）→１０棟（Ｈ３１） 達成度(Ｒ元までの５年間)  １０ 棟 / １００．０％ 

生活体験モニター参加者数 ３６組９４名（Ｈ２６）→５０組１５０名（Ｈ３１） 達成度(Ｒ元)     ５６組 １６１名 / １０７．３％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇生活体験住宅等の充実 

・生活体験住宅の推進 

・民間賃貸住宅を活用した定住支援 

・多様な生活体験住宅の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定住促進賃貸住宅建

設助成事業 

３４８，１７０千円 

 

 

 

・生活体験住宅数 １０棟  

※町設置～短期用４戸、中長期用４戸 

 ＮＰＯ設置～中長期用２戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民間賃貸住宅建設に対する助成金交付  

法人 １７件 ９５戸 １２５，９３０千円 

個人 ４０件 １８９戸 ２２２，２４０千円 

Ａ 

（実績） 

・生活体験モニター参加数 

５６組 １６１名 

（前年 56組 132名） 

（成果） 

・継続的な移住イベントへの参加、移住

HP等での周知により、生活体験者数が前

年同期比で増加している。 

・生活体験住宅は、賃貸住宅２戸を借り

上げて運用している。 

（課題） 

・生活体験住宅を賃貸住宅で調整した

が、目標棟数確保に向けて、検討する必

要がある。 

（実績） 

法人 ３件 ２０戸 ２５，８６０千円 

個人 ３件 １６戸 １２，８６０千円 

（成果） 

・民間が建設する賃貸住宅に助成金を交

付することにより、移住・定住の促進が

図られた。 

商工観光課

建設課 
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５ 小さな拠点形成を目指すまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ元までの５年間） 達成度(Ｒ元までの５年間) 

転入・転出人口 転出超過２５０人（２０１０～２０１４） 転入１５５人 転出９０人 （転入超過６５人） 転入超過 ２４４人 / ３７５．４％ 

（Ｈ27年度 48人、Ｈ28年度 67人、Ｈ29年度 75人 

 Ｈ30年度 39人、Ｒ元年度 15人） 

 

◇まちの整体（公共施設再編によるコンパクト化推進） 

ＫＰＩ 

公共施設再配置 計画に基づく推進 達成度(Ｒ元までの５年間)         － 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇多機能型生涯学習センターの建設（Ｈ２８）   ・平成 27年度 実施計画の策定、旧児童会館等解体  

・平成 28年度～29年度 生涯学習センター改築工事 

・平成 29年 6月 1日 生涯学習センターわっかオープ

ン 

・平成 30年度 西側駐車場整備 

・令和元年度 エアコンを設置、西側駐車場照明設置工

事 

Ａ 

（成果） 

・生涯学習センターわっかの建設と周辺

整備等を実施。平成 30年度北海道赤レン

ガ建築賞を受賞した。 

（課題） 

・プレイルームの暑さ対策が必要であ

る。 

生涯学習課 

◇老朽施設の解体撤去補助   ・町内の老朽施設の解体撤去に係る費用に対して１件

あたり上限 50万円を補助した。 

Ａ 

（実績） 

・１４件 補助額５９４万円 

・5年間で 87件 3,622万円（H27年度 26

件、H28年度 20件、H29年度 16件、H30

年度 11 件、R 元年度 14 件）の解体撤去

補助を実施した。 

（成果） 

・補助制度に対する理解が深まり、老朽

施設の解体促進が図られている。 

町民課 

◇小規模まちなか挿入型住宅整備  まちなか挿入型住宅

建設  

４棟８戸完成 

第１期まちなか挿入型住宅建設事業 

・Ｈ２８年度 実施設計 

・Ｈ２９年度 建設工事 

・Ｈ３０年度 西団地からの移転・入居開始  

       全戸入居済み 

第２期まちなか住宅建設事業 

・Ｒ１年度 用地処理・実施設計 

 

（今後の対応） 

・Ｒ２年度に第２期まちなか挿入住宅として、２棟６戸

を建設する。 

Ａ 

（実績） 

・第２期まちなか住宅建設（用地処理・実

施設計） 

（成果） 

・西団地及び白樺団地からの移転によ

り、住民の生活環境の改善が図られた。 

（課題） 

・現計画においては、Ｈ３８年度までに

３０戸を建設する予定としているところ

であるが、第３期以降については、今後

の必要戸数や建設時期等の具体的な計画

を策定する必要がある。 

建設課 

◇子どもや若者のための居場所づくり   ・昼夜問わず、サークル活動、会議・研修会、講演会で

の利用があり、カフェくれよんもメニューの改変等を
Ａ 

（成果） 

・サークル活動や会議、講演会等の利用

生涯学習課 
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行い営業。 

・「わっか」屋内外で利用できる遊具の貸出し、体験機

会を充実。 

・子どもの居場所づくり事業として、将棋クラブ、ヴァ

イオリン体験会、町民有志による交流活動等を実施。 

やカフェくれよんの営業等により様々な

世代や立場の方々の間の交流が図られ

た。 

（課題） 

・プレイルームの暑さ対策が課題であ

る。 

・さらに多くの様々な立場や世代の方々

の間の交流を図る必要がある。 

 

◇移動の利便性向上 

ＫＰＩ 

農村部から市街地までの利便性に対する充足度（Ｈ２７調査） 向上 達成度(Ｒ元までの５年間)       －（未調査） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇地域交通ネットワークの構築   ・地域公共交通のあり方検討の実施 

 町の公共交通の現状と課題を把握し、地域交通ネッ

トワーク（ソフト展開）の構築を進める。 

Ａ 

（実績） 

・上士幌町交通ターミナルを平成３０年

４月２０日より供用開始。 

 路線バス、町内循環バス、スクールバ

ス、都市間バス（帯広―旭川）の停留所

としてだけではなく、昼食や休憩場所

として利用されている。また、平成３１

年４月２７日より、レンタサイクルの

貸出を開始。（観光協会事業） 

※交通ターミナル利用者 

（開館時間 6:00～21:00） 

令和元年度  26,186人 

平成３０年度 14,064人 

前年比：186.2％ 

※レンタサイクル利用者 

（貸出時間 9:00～17:00） 

H31/4/27～H31/10/15 36人 

（課題） 

・交通ターミナルを拠点とした地域公共

交通網の形成に向けて、路線バスや高

齢者福祉バス、自家用車等の利用実態

を調査。令和２年度の交通網計画策定

に向けて、「上士幌町地域公共交通活性

化協議会」を設立。（R2/2/5） 

・令和２年２月下旬より新型コロナウィ

ルス感染症対策に伴い、小・中・高校生

企画財政課 
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の施設利用制限を実施。 

◇国道等主要道路の整備拡充による第２次・第３次医療

への移動時間の短縮 

（関係機関に要請）  ・整備拡充の実現に向け、引き続き要望等を行った。 

Ａ 

（実績） 

・自由民主党政策懇談会及び国・北海道

に対する事業要望項目として、医療機

関への搬送や観光客流入の観点から、

国道 241 号片側２車線化及び防雪柵設

置を要望した。 

企画財政課 

 

◇地域活性化拠点の整備 

ＫＰＩ 

新規雇用人数 １５人 達成度(Ｒ元までの５年間)    ３８人 /２５３．３％  

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇重点道の駅「仮称バルーン」整備（再掲） 

 

 ３８人 

(社員17人、パート21

人） 

２５３．３％ 

・道の駅 かみしほろの建設 

・ナイタイ高原牧場「ナイタイテラス」営業及び周辺整

備 

・運営主体の取り組み 

 

（今後の対応） 

・道の駅かみしほろの開業 

・ナイタイテラスの周辺整備 

Ａ 

（実績） 

・道の駅は、30年度に実施設計が完了し、

今年度建設工事に着手し、令和 2 年 3 月

10日に竣工した。施設名称は「道の駅 か

みしほろ」と定め、令和 2年 3月 13日に

国土交通省による道の駅登録完了となっ

た。令和 2年 5月 28日オープンの宣伝活

動を行うこととしている。前日の 27日に

セレモニーを実施予定。 

・ナイタイテラスは、予定通り 4月 27日

先行オープン、6 月 3 日全面オープンで

営業を実施した。入込数は 137,843 人で

目標 7 万人に対し大幅な増となった。旧

レストハウス解体工事は予定どおり完了

し、当該跡地を含めた周辺整備設計を行

い、令和２年度整備予定である。 

・「上士幌町観光地域商社 ㈱karch（ｶｰ

ﾁ）」がナイタイテラスの指定管理者とし

て営業を行った。ナイトツアーの開催や

予約制の夜のレストラン営業などの自主

事業が行われた。電力小売りでは、高圧、

低圧あわせて約 330 件の契約を結んでい

る。 

（課題） 

・施設スタッフの人材確保が大きな課題

となっている。 

・商品開発を進めるとともに、自立した

経営を目指して推進する必要がある。 

商工観光課 
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プラス・ワン 上士幌町創生包括プロジェクト 上士幌版生涯活躍のまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ元までの５年間） 達成度(Ｒ元までの５年間) 

上士幌版生涯活躍のまちによる移住 ― ３０世帯５０人 ３０人 ／ ６０％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 担当課等 

◇上士幌版生涯活躍のまち 

・大都市高齢者の地方移住支援 

・地域社会との協働、スキルや知見の地域還元の推進 

・多様なプログラムや自主活動の構築により健康でアク

ティブな生活の実現 

・地域包括ケアによる継続的なケアの提供 

 

※Ｈ２９年度から実施 

中高年齢者の移住 

３０世帯５０人 

 

３０人 

６０％ 

・生涯活躍のまちの取組みを推進した。 

（主な取組み） 

 ①地域包括ケアの充実 

  ア 介護人材の養成・確保(初任者研修実施) 

  イ 地域包括ケア充実の基盤づくり 

  ウ 高齢者の住替え意向に関する調査 

  エ 障がい者グループホーム及び障がい者就労事

業検討 

 

 

 

 

 

 ②生涯活躍の場の創設 

ア かみしほろ人材センターの運営 

    短時間・簡易な仕事を請け負う人材センター

の運営 

  イ 生涯活躍かみしほろ塾の運営 

    講演・実践を通じて町独自の学習機会を提供

するとともに、次年度以降の講座内容を検討 

    総合講座、専門講座、起業塾 

  ウ 健康づくり促進対策事業実施（健康ポイント

事業） 

  

 ⑤移住希望者募集 

   町や関係団体が実施するセミナー・移住相談会

への参加 

  中高年齢者向け住宅のニーズ調査 

   移住希望者に対する仕事や住まいのマッチング

支援 

Ａ 

（実績） 

 

①地域包括ケアの充実 

ア 介護職員初任者研修 

 ・町民 9名合格 

イ 地域包括ケア充実の基盤づくり 

 ・かみしほろあすわがミーティング 

  の開催（6回、約 175名） 

 ・地域支え合い推進会議（1回、18名） 

ウ アンケート実施 

 ・約 1,500件発送、600件回答 

エ 障がい者グループホーム等検討 

 ・学習会 1回、見学会 2か所 

②生涯活躍の場の創設 

ア 人材センター 

 ・会員 37名、受注 160件 

イ 生涯活躍かみしほろ塾 

  ７月から継続的に講座を開催 

 ・総合講座 3期 5日延べ 966名受講 

 ・専門講座 全２回延べ 106名受講 

 ・起 業 塾 セミナー3回 27名受講 

       本科コース 5回 7名受講 

ウ 健康ポイント事業 

  会員数 628名 

⑤移住希望者募集 

 ・セミナー等 5回参加 

・職業体験 3回実施 

（成果） 

・研修会、ミーティング、会員等着実に参

加者数を増やし、実績を上げてきた。 

（課題） 

・令和 2 年度以降は、これまでの成果を

踏まえ、さらに取組を加速させるため、地

方創生推進交付金を活用し、引き続きま

ちづくり会社と連携の上、取組みを進め

ていく。 

 

企画財政課 

保健福祉課 



 
 

 

 

 

 

 事業開始～令和元年度 
 

地方創生推進交付金 

地方創生拠点整備交付金 

検証シート 
（令和２年４月 1日現在） 

 

 

 

 

 

評価区分 

 Ａ：申請どおり実施できた。 

 Ｂ：おおむね申請どおり実施できた。 

 Ｃ：一部申請どおりに実施できなかった。 

 Ｄ：申請どおり実施できなかった。 
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【地方創生推進交付金】 

１ 生涯活躍のまち 上士幌町創生包括プロジェクト事業 

 【事業実施期間 平成３１年４月～令和２年３月】  

 【交付金額 ３５，６２５，０００円】 （事業費７１，２５１，０００円）  

事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ増加分の累計（目標値） Ｒ元年度までの増加分 達成度 未達成の場合の要因 

中高年齢者移住者数（４０歳台以上移住者数） ２７人増加 ３０人 １１１．１％ ※Ｈ２９、Ｈ３０、Ｒ元の合計 

移住相談件数 １００件増加 －１３４件 ０％ 相談件数 H28:834、H29:865、H30:873、R1:700 ※R1は一部相談機会を設けなかったため件数が減少 

人材センター利用者数（人材登録） ６２人増加 ３７人 ５９．７％  

 

事業概要 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

１．まちづくり会社委託事業 53,253千円 

（１）地域包括ケアネットワーク  19,725千円（委託） 

  （取組内容）地域包括ケア充実に取り組む 

   24 時間 365 日ケア等の推進、介護人材の養成・確保充実、障がい者

グループホーム・就労事業等検討、活動量計等を活用した運動習慣化に

よる町民の健康づくりの促進 

 

（２）生涯活躍（地域貢献）の場の創設   

  （取組内容）安定した取組みとし、利用者等の拡大をめざす。 

  ①人材センター運営   4,090千円（委託） 

   ：職業紹介業務の実施 

  ②生涯学習大学運営   27,175千円（委託） 

   ：中高年齢層向け学習の機会（講座）の提供 

    受講者ニーズを把握し、講座メニューの拡大等を図る。 

    （想定）・総合講座(講義中心：３期・６日間開催) 

        ・専門講座(アクティビティ中心) 

        ・かみしほろ起業塾(起業家育成) 

    

（３）移住希望者募集  2,263千円（委託） 

  （取組内容）継続した移住者確保のための募集活動等を行う。 

   ：アクティブシニア向けの移住セミナー・相談会等開催、中高年齢者

向け住宅等の必要性・可能性検討、移住希望者に対する町内でのマッ

チング支援（仕事、住まい） 

 

※まちづくり会社へ一括して業務委託を予定 

【実績】 

（１）地域包括ケアの充実 

○「生活支援体制整備事業（厚生労働省）」における「協議

体」への移行を視野に、地域関係者の定期的な情報共有・

連携強化の場づくりに向けた「かみしほろ あすわがミ

ーティング」（6回、延べ 175名参加）及び、生活支援体

制整備協議体として「地域支え合い推進会議」（1回、18

名参加）を開催した。 

○介護職員初任者研修について、修了者との交流会（3回）、

上士幌高校事前説明会（1回）、職場見学会（1回）を実

施した。 

○法人、利用者によるグループホーム学習会（1回、18名）、

見学会（2回、11名）、法人との意見交換会（1回、10名）

を実施した。 

○高齢者世帯を対象に、町内での住み替えに関する調査を

実施した。（結果集計中：約 1,472件発送、582件回答） 

○上士幌町健康ポイント事業は、会員数 628名、定期測定

会（3回、29名）、健康ポイントサロン（11回、238名）

等実施した。 

（２）生涯活躍の場の創設 

○人材センター（会員 37 名）により業務を 160 件受注、

売上 5,689,467円。 

○｢生涯活躍かみしほろ塾｣として総合講座、専門講座（フ

ットパス）、起業塾を開催し、町民はもとより町外から多

数の受講者があった。 

○上士幌起業化支援センター「hareta ﾊﾚﾀ」を整備し、８

月オープンした。 

（３）移住希望者募集 

○町や関係団体が実施する移住セミナー等に参加して移

住希望者募集・相談対応（4回）、職場体験会（3回）を

行った。 

【３年間の成果と課題】 

○研修会、ミーティング、会員等着実に参加者数を増やし、

実績を上げてきた。 

○令和２年度以降は、これまでの成果を踏まえ、さらに取

組を加速させるため、地方創生推進交付金を活用し、引

き続きまちづくり会社と連携の上、取組を進めていく。 

 

Ａ 

「生涯活躍のまち 上士幌創生包括加速プロジェクト事業」 

（地方創生推進交付金事業、まちづくり会社委託事業） 

（１）地域包括ケアの充実 

（取組内容）地域包括ケアの充実に取り組む 

  ①住民コミュニティの醸成 

   ・あすわがミーティングによる情報共有、支え合いの関係づくり 

  ②生活支援体制の整備 

   ・高齢者の生活支援・介護予防サービスの充実 

  ③介護人材の養成・確保 

   ・介護職員初任者研修 

  ③障がい者グループホーム・就労事業等検討 

   ・運営主体、職員・入居者の確保等の検討継続 

 

（２）生涯活躍機会の充実   

（取組内容）取組みの充実を図り、利用者等の拡大を目指す。 

  ①人材センターの機能強化 

   ・マッチングシステムの導入 

   ・生業づくり、マッチング運営、会員、請負業務の増加 

  ②生涯活躍に向けた人材育成（かみしほろ塾） 

   ・総合講座（次世代高度技術実証実験と連動した座学） 

   ・専門講座（困りごと解決の即戦力となる担い手育成） 

   ・起業塾(起業家育成、相談対応) 

  ③健康づくりの促進 

   ・活動量計等を活用した運動習慣化 

 

（３）住みやすいと感じられる魅力ある共助のまちづくり 

  ①町の魅力体験機会の創出 

   ・仕事・学び・遊びの体験プロジェクト事業による関係人口

の創出、人材の確保 

  ②町の魅力発信 

   ・移住セミナー・相談会等における相談対応、移住希望者に

対する町内でのマッチング支援（仕事、住まい） 

 

※起業を目指す町民等のワークスペース、物販スペース、カフェス

ペースの使用促進を強化するとともに、引き続き、無料職業紹介業

務、ふるさと納税返礼品発送業務、まなびの広場運営業務、書籍頒

布のほか、イベントプロデュース等独自の取組を開発する。 

企画財政課 

保健福祉課 
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２ 上士幌町観光ビジネス創出事業 

 【事業実施期間 平成３１年４月～令和２年３月】  

 【交付金額 ２２，１１０，０００円】 （事業費 ４２，２２０，０００円） 

事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ増加分の累計（目標値） Ｒ元年度までの増加分 達成度 未達成の場合の要因 

新会社、新交流拠点施設「ナイタイ高原牧場レストハウ

ス」「道の駅」に関わる雇用者数 

１０人増加 ４５人 ４５０％  

転入・転出による流入人口 １５５人増加 ２４４人 ３７５．４％  

上士幌町観光入込客数 １３９，９００人増加 集計中 

（R2.6月末発表予定） 

※平成３０年度末まで 

１６０，３００人増加 

 

  ５７．４％ 平成３０年度上期は、北海道胆振東部地震、５月から８月の悪天候が大きく影響し入込

客数が大幅に減少した。下期は、紅葉シーズンの好調や、アイスバブルの人気など冬季の

入込客数が増加したが、上期の減少が要因となり指標値を大きく下回る結果となった。 

※計画期間目標値   H28末 359,100人 → R元 499,000人（139,900人増） 

※観光入込客数実績  H28：359,100人 H29：439,000人（79,900人増） 

           H30：439,400人（400人増・累計 80,400人増） 

 

事業概要 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

 本年は、新たな交流拠点施設「ナイタイテラス」が供用開始、電力小売販

売、旅行商品造成等、観光地域商社として事業に深く関わり事業収入を得て

いく。 

 また 2020年については新道の駅も供用開始となるため、両施設の運営主体

となり事業展開について検討していく。   

                                        

合計【44,220千円】 

１、観光ビジネス創出業務                【23,980千円】 

 ①DMO、観光地域商社事業運営支援コンサルティング（11,580千円） 

  観光地域商社の事業について毎月の事業、経営コンサルティング 

 ②旅行商品造成、体験型観光プログラム造成支援（5,000千円） 

  商品造成とともにネット販売等の支援 

 ③インバウンド顧客受入体制整備支援（3,400千円） 

  欧州系のお客様をターゲットした受入体制の整備支援。 

 ④体験型観光等人材育成支援（2,000千円） 

  体験メニューの造成とともに人材育成、人材の発掘を行っていただく。 

 ⑤DMO候補法人広域活動支援（2,000千円） 

       道内の DMOとの連携をおこなっていただく。 

２、DMO観光地域商社運営業務              【9,240千円】 

 ①観光入り込み、消費額 集計・分析（3,600千円） 

  DMOとして必要なデータ収集を行う。 

 ②情報発信事業（HP・SNS等による発信、観光パンフ等戦略的配布、設置）

（1,200千円） 

  DMOとして観光地域づくりの支援を行う。 

【成果】 

１、観光ビジネス創出業務 

〇平成３０年５月、地域全体を巻き込んだ観光の推進と、

地域の稼ぐちからを引き出すためのしくみの基盤となる

観光地域商社「株式会社ｋａｒｃｈ」が設立され、７月

に旅行業者代理業登録、10月には小売電気事業者登録を

行い平成 31年２月より小売電気事業を開始させるなど、

観光地域商社としての事業を開始した。 

令和元年８月、日本版 DMO候補法人登録を完了した。 

町全体を巻き込んだ観光による地域づくりを推進し、

地域の稼ぐ力を引き出す仕組みの基盤整備を行った。 

 平成３１年４月にオープンした「ナイタイテラス」と

令和２年度オープン予定の「道の駅かみしほろ」が、都

市と農村の交流拠点・観光によるまちづくりを展開する

ための核となる拠点となるためのコンセプト・運営・提

供サービスの充実が図られた。 

○旅行商品・体験型観光プログラムの造成支援を行った。 

 前年度のモニタリング結果をもとに、地域の文化等を

活かした体験型メニューの商品化、販売を開始した。 

 単独プログラムではまだ販売実績が無いが、既存の旅

行商品と組み合わせた滞在プランとするなどの工夫によ

り、２本の商品を販売することができた。 

〇インバウンドをターゲットととした受け入れ体制整備

を行った。 

 

Ａ 

○観光地域商社が令和元年 8 月にＤＭＯ候補法人に登録され、その

役割や事業計画が明確化されたことに伴い、ビジネスモデルの検討・

構築の取り組みを行うことに加えて、これまでに検討してきたビジ

ネスモデルを具体化、実践し、自立に向けた収益につなげる支援を

引き続き行っていく。 

 また、これまでの事業により蓄積した調査・分析結果を基に、Ｄ

ＭＯ候補法人から、ＤＭＯ法人登録に向けての組織の構築を進めて

いく。 

 ＳＤＧｓの取り組みを推進するために、観光地域商社が地域の先

頭に立ち実践し、地域全体への波及を狙うとともに、ＳＤＧｓの取

り組みを新たなビジネスへ活かすための仕組みづくりを進める。 

 

○新たな交流拠点施設「ナイタイテラス」、「道の駅かみしほろ」の

運営、電力小売販売、旅行商品造成等、観光地域商社として事業に

深く関わり事業収入を得ていく。 

 

○また、ＤＭＯ法人として役割を果たすための人材の確保、人材の

育成についても併せて行っていく。 

商工観光課 

 



3 
 

 ③広域連携推進事業（2,400千円） 

  近隣町村との広域的な誘客支援体制を確立する。 

 ④インバウンド誘客事業（2,040千円） 

  受け入れ体制の強化のため、多言語対応について検討実施。 

３、観光拠点施設誘致宣伝事業              【5,000千円】 

 ①インバウンド、周遊型観光をターゲットとした情報発信（1,800千円） 

  観光拠点施設の基盤強化のための情報発信事業 

 ②多言語化に対応する HP,動画、パンフレット制作（3,200千円） 

  観光拠点施設等で発信する HP,動画等の制作 

４、DMO二次交通調査研究                 【6,000千円】 

 ①交通ターミナルと観光拠点施設を結ぶモニターツアーの開催（4,000 千

円） 

  観光拠点施設の交通アクセスについて二次交通モニター調査の実施 

 ②ガイドスタッフの育成および教育動画制作（2,000千円） 

  観光ガイド育成のためのサービス、観光資源情報についての動画制作。 

 帯広市の通訳案内士を、観光地域商社とつなぎ、滞在

プランの通訳を依頼した。今後、観光地域商社が直接依

頼できる仕組みを作っていく。また、当該通訳案内士の

ネットワークにより、近隣に在住の通訳案内士を紹介し

ていただくなど、継続的に取り組んでいく。 

 町内飲食店、体験メニュー提供事業所に希望を募り、

メニューや掲示物等の多言語化（英語・中国語／簡体字・

繁体字）を行った。 

 希望を募ったところ、インバウンド対応に対して消極

的な事業者も多かったことから、一般町民を含めてより

一層の理解を求めていく必要がある。 

２、DMO観光地域商社運営業務 

〇ふるさと納税寄付者の希望者が登録するメーリングリ

ストを活用し、約２万件にアンケートを依頼。１，１１

０件の有効回答を得られた。 

 本町への来訪動機、訪問傾向、観光資源の認知度等に

ついて調査・分析を行うことで、観光入込客数・観光消

費額の調査を行うための基礎データとすることができ

た。 

〇情報発信事業として、ターゲットを明確にし媒体を選

ぶなど、戦略的な情報発信を行った。 

 本町を目的地への途中での滞在場所としてではなく、

ナイタイテラスを目的地として来町を促し、そこから周

遊する旅行客の獲得を目指したことで、町内観光施設、

飲食店への波及効果があった。 

〇広域連携推進事業 

層雲峡ＤＭＯ大雪山ツアーズと合同で関西旅行会社招聘

事業を実施した。協定締結に向けて準備を進めていると

ころである。また、十勝川温泉ＤＭＯ、富良野ＤＭＯ等

近隣地域との連携も進める予定である。 

〇インバウンド誘客事業 

 欧米豪系の個人旅行をターゲットに絞り、メニュー造

成を行ってきており、それに伴う通訳案内士の獲得、育

成、プログラムの翻訳を行った。 

  

３、観光拠点施設誘致宣伝事業 

〇令和２年５月の道の駅供用開始に向けて、プロモーシ

ョン動画、告知フライヤー、パンフレットの製作を行っ

た。ＨＰ、ＳＮＳ等を活用し、道の駅オープン告知、ナ

イタイテラスの情報発信等を行った。 
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 ＪＡ上士幌町が所有するミルクローリーへのラッピン

グ広告により道の駅かみしほろの告知を行った。 

 既存の上士幌町観光パンフレットを道の駅・ナイタイ

テラスを拠点とした周遊を促す内容に刷新するため、新

パンフレットのデザインを製作した。 

 

４、DMO二次交通調査研究 

〇交通ターミナルとナイタイテラスを結ぶモニターツア

ーを造成、販売した。参加者の傾向等を分析した結果、

定期的な運行ではなく、十勝管内のサークルや団体を対

象とした予約制のバスツアーを次年度以降は検討してい

く。 

 ナイタイテラス活用検討事業として、町民向けのナイ

トツアーを実施した。今回は町民還元の目的もあったた

め、旅行商品とするには価格帯等の検討は必要だが、夜

間営業の集客の可能性を図ることができた。 

 

【課題】 

観光地域商社として事業が開始され、ＤＭＯとしての

役割を果たしていく中で、今後２つの新たな観光拠点施

設の運営と、これまでの取り組みを具体的にビジネス化

していくための人材の確保が必要となっている。 

また、観光による地域づくりの実現に向けた、町民参

加の意識と機会づくりのための取り組みが必要である。 
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３ 十勝・イノベーション・エコシステム推進事業（広域事業） 

 【事業実施期間 平成３１年４月～令和２年３月】  

 【交付金額 ５０，０００円】 （事業費 １００，０００円） 

事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ増加分の累計（目標値） Ｒ元年度までの増加分 達成度 未達成の場合の要因 

創業・起業件数 ２５０件増加 －件 －％ ※集計中（令和２年６月予定） 

創業・起業支援件数 ７５０件増加 －件 －％ ※集計中（令和２年６月予定） 

創業・起業人材育成プログラム修了者数 １８０人増加 －件 －％ ※集計中（令和２年６月予定） 

 

事業概要 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

○とかち・イノベーション・プログラム 

（帯広信用金庫・北洋銀行・北海道銀行・帯広市） 

 地域内外の人材の触発により新たな事業構想を生み出す「とかち・イノベ

ーション・プログラム」を実施する。 

・負担金 12,000千円 

  

○トカチ・コネクション 

 （公益財団法人とかち財団等） 

 ワンストップ支援システムによる事業段階に応じた適切な人材を紹介でき

る人的ネットワーク機能を実際に運用し、起業家人材の事業構想から事業創

発への事業化支援を行う。併せて創業・起業に至った事業への継続した支援

を行う。また、新事業に挑戦する十勝の創造的な人材のためのネットワーキ

ングイベントを実施する。 

 若年層を対象に、将来起業を目指す意識を醸成し、起業候補者となる人材

を育成する。 

 起業家を目指す人材に経営者として必要なスキルの習得と地域産業への理

解促進を図る。 

 創業・起業への知識を有し、支援体制の中核を担うことができるコーディ

ネーター人材を配置し、ワンストップ支援体制を整備する。 

 

・負担金 26,813千円 

・委託料 2,000千円 

 

※交付対象事業費 28,513 千円に加えて、寄附金自主財源分 12,300 千円も全

体事業費に充当。 

【実績】 

・十勝・イノベーション・エコシステムの取り組みを通

し、将来、十勝の産業界を担っていくことが期待される

農業者・商工業者の創業・起業意識の啓発が進んでいる。 

・とかち・イノベーション・プログラムから４５０名以

上の起業家集団が形成され、事業構想アイデアを基に、

１５件が会社設立など、事業化に至った。 

（元年度実績） ※集計中 

○創業・起業件数   件 

○創業・起業支援件数    件 

○創業・起業人材育成プログラム修了者数   件 

 

 

【課題】 

 

・これから事業化を目指す案件については、引き続きフ

ォローが必要であり、また、事業化された案件について

も事業の継続、成長・発展のための支援が必要であると

考えている。 

Ａ 

 

・昨年度、起業家やその支援者等が新しい事業を生み出していくた

めに整備された事業創発拠点「LAND」を中心に、事業者の事業段階

に応じた適切な支援を行っていく。 

・地方創生推進交付金の終了を見据え、事業の整理を進めるととも

に、創業・起業のエコシステム構築のための事業を継続していく。 

（交付金事業は令和２年度まで継続予定） 

企画財政課 
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【地方創生拠点整備交付金】 

１ 上士幌交通ネットワーク交流拠点整備事業 

 【事業実施期間 平成２９年２月～平成３０年３月】  

 【交付金額 ７４，７９５，４００円】 （事業費１５０，０２２，８００円） 

事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ増加分の累計（目標値） Ｒ元年度までの増加分 達成度 未達成の場合の要因 

中高年齢者移住者数（４０歳台以上移住者数） ６８人増加 ３０人増加      ４４．１％ ※Ｈ２９、Ｈ３０、Ｒ元の合計（目標値はＲ２までの数値） 

生活体験住宅利用者数 ９０人増加 ４５０人増加    ３２１．１％ ※Ｈ２９、Ｈ３０、Ｒ元の合計（目標値はＲ２までの数値） 

まちなか拠点の利用者数（ふれあいプラザ、生涯学習セ

ンター、スポーツセンタ－、交通拠点） 

２７，１４０人増加 １１，９３２人増加 ４４．０％ ※Ｈ３０→Ｒ元までの増加分 （目標値はＲ２までの数値） 

 

事業概要 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

地方における公共交通機関の充足度は十分とは言えず、自家用車を移動手

段とするのが日常的である。しかし、農村地区の高齢者をはじめ、まちなか

の高齢者等は自家用車による移動が困難な住民が多く、特に冬季間は外出控

える傾向が強く閉じこもりがちになっている。一方、自動車購入の負担、さ

らには、冬季間の自動車運転に不安の声があり、首都圏住民が移住を決断す

る際の一つのハードルとなっている。このため、町内循環バス、民間路線バ

ス、タクシー、スクールバス、レンタサイクルなどの交通機能のネットワー

ク化が重要な課題であり、あらゆる交通手段の結節点となる拠点整備を行う

ことで課題解決を図り、アクティブな生活を送ることができるまちをめざ

す。 

 拠点は単なる結節点だけではなく、町内で行われる各種学習活動や健康増

進活動などの行事、商店街等で行われるイベントなどの多種な情報を提供

し、来訪すればあらゆる活動の場に容易に移動できる機能を持たせる。 

  

【実施設計委託】    12,917千円 

【建物本体工事】   132,840千円 

【建設工事監理委託】  4,266千円 

【合計】       150,023千円 

 ※うち対象外（備品）  432千円 

【成果】 

・平成３０年４月２０日より供用を開始している。 

 営業所等案内窓口では、町内に営業所がある路線バス事

業者が券売、バス案内だけでなく、観光案内業務等の行

政サービスの一部も担う。 

 ４月１日より、路線バス、町内循環バス、４月２０日か

らは都市間バス（帯広―旭川）の停留所として利用され

ている。また、５月からはスクールバスの乗車も行なっ

ている。 

・平成３１年４月２７日より、窓口にてレンタサイクルの

貸出を開始している。 

・令和元年度１０月５日～７日に MaaS 実証実験を実施。

交通ターミナルから様々なモビリティを活用した町内

周遊実証の取り組みを展開した。 

・幅広い施設利用（中・高校生の勉強場所、高齢者の交流、

滞在など）が見られた。また、施設運営における細かな

課題に対し、都度適切に対応した。 

  

【課題】 

・交通ターミナルを中心とした利便性の高い交通網の形成 

・多様な課題に対応し、利用者にとって安全・安心な施設

の維持 

・近隣公共施設や商店街への誘導などソフト面の充実化 

Ａ 

・上士幌町地域交通計画（仮称）の策定 

・今後整備予定の道の駅との相互連携に向けた検討 

・他施設や商店街等への誘導に向けた取組み 

・交流スペースとしての施設利用の充実化 

企画財政課 
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２ 生涯活躍のまち 上士幌シェアオフィス整備計画 

 【事業実施期間 平成３１年４月～令和２年３月】  

 【交付金額 ２３，６７８，０００円】 （事業費４７，３５６，０００円）  

事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ増加分の累計（目標値） Ｒ元年度までの増加分 達成度 未達成の場合の要因 

シェアオフィス利用者数 １，２００人増加 －人増加      －％ 令和２年度より供用開始 

シェアオフィス利用起業数 １２社増加 －人増加     －％ 令和２年度より供用開始 

シェアオフィス利用者の移住者数 ５人増加 －人増加 －％ 令和２年度より供用開始 

 

事業概要 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

上士幌シェアオフィス整備 

 延床面積 178.0㎡ 

 

【計画内容】 

①町外企業が 1 日単位で最長 1 ヵ月まで事前申込により専用することが可

能なプライベート空間のオフィスを整備。（1F：9.3㎡） 

②町外企業や個人事業主がいつでも利用することができる共有のワークス

ペース（1F：41.0㎡、2F：44.1㎡） 

③利用者が空き状況により使用できる会議室。1人で WEB会議にも利用する

ことも可能。（1F：21.7㎡） 

④その他（61.9㎡） 

玄関、階段、倉庫×2、喫茶コーナー、給湯室、男子トイレ、女子トイレ 

【成果】 

 実施設計 H31. 4.11 契約 

R 1. 7.12  完了 

 建築工事  R 1. 9. 5  契約 

  

  予算積算時からの公共単価の上昇等により、1F会議室の

スペース確保が困難となったため、2Fの共有ワークスペー

スを仕切ることにより会議室を兼ね、WEB 会議用には電話

ブースを設置することとした。 

 

 

【課題】 

 施設の利用促進のため、働き場所を問わないフリーラン

スの他、企業に対して、社員の福利厚生や働き方改革の推

進のため、テレワークやリモートワーク、ワーケーション

といったキーワードによる働き掛けを行う必要がある。  

 また、企業と連携した関係人口の創出を図るため、町内

事業者や生産者とのビジネスマッチングに取り組む。 

Ａ 

・起業家支援スペース「hareta」など、生涯活躍のまち（まちづく

り会社）の取り組みとの連携 

・関係人口創出プロジェクトとの連携（都市企業等と町内事業者や

生産者とのビジネスマッチング） 

・町が入居するシェアオフィス「WeWork」との連携 

・建設場所が隣接する町農業技術センターとの連携を検討 

・施設の予約システムや移動方法など MaaS プロジェクトとの連携

を検討 

企画財政課 
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３ 農業者所得向上のための加工販売拠点整備計画 

 【事業実施期間 平成３１年４月～令和２年３月】  

 【交付金額 １，１８３，０００，０００円】 （事業費５９１，５９１，０００円）  

事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ増加分の累計（目標値） Ｒ元年度までの増加分 達成度 未達成の場合の要因 

農畜産物販売促進施設における販売額 ７４，０００千円増加  －人増加      －％ 令和２年度供用開始 

本施設にて商品販売を行うために６次産業に取り組む

事業者数 

８人増加 ４人増加    ５０％ 道の駅共用開始に伴う販売にあわせて 4人の事業者が 6次産業に取り組んだ。今後も商品

開発プロジェクト実行委員会等により、残りの 4年間において 4人以上の事業者育成を図

り目標の達成を目指す。 

道の駅来場者数 ６５０，０００人増加 －人増加 －％ 令和２年度供用開始 

 

事業概要 Ｒ元実績、５年間の成果と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

「道の駅」建設 

 本施設では、農業者所得向上を図るための農畜産物販売所のほか、「都市

と農村の交流」を積極的に行うための地域連携機能や「食と農」の連携を図

るためのカフェ・レストランやテイクアウトショップの整備を行う。また、

来訪客へのサービス向上を図るための情報発信機能など、複合施設として一

体的な事業効果を発揮することを目指す。 

 延床面積  1,540㎡ 

 (主な計画)  共用部       338㎡ 

       [ﾃｲｸｱｳﾄﾓｰﾙ・ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ・ 

        風除室] 

       24時間トイレ    127㎡ 

       [男子ﾄｲﾚ・女子ﾄｲﾚ・ 

               多目的ﾄｲﾚ] 

       情報発信機能     85㎡ 

       [道路情報・観光情報] 

       農畜産物販売所  269㎡ 

       地域連携機能   169㎡ 

       [移住・ふるさと納税窓口・ 

        観光案内] 

       ﾃｲｸｱｳﾄｼｮｯﾌﾟ    115㎡ 

       ふるさと展示ｺｰﾅｰ  16㎡ 

              管理部門         160㎡ 

       [事務所・機械室・ 

        ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ等] 

              ｶﾌｪ・ﾚｽﾄﾗﾝ      199㎡ 

【成果】 

 今年度予定どおり着工し、令和２年３月１０日に竣工し

た。令和 2年 5月 28日共用開始に向けて準備を進めた。 

【課題】 

・観光地域商社による安定的な雇用の確保と運営が必要で

ある。 

・魅力ある施設運営につなげるためにも農畜産の６次産業

化に取り組む事業者の育成及び支援が必要である。 

Ｂ 

・施設スタッフの人確保及び育成 

・新商品開発の推進 

・６次産業化に取り組む事業者の育成及び支援 

商工観光課 

 

 


