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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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２上半期) 

新規雇用人数（無料職業紹介所による雇用） 第Ⅰ期（R1上期まで）：32人 50人 8人 / 80％ 

 

◇地場産業の人手不足解消と起業支援 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

人材センターの会員数（R1：34名） 会員数 60名（年 5名増加） 58名 / 148.7％ 

人材センターの業務受注件数（R1：112件） 受注件数 300件（年 40件増加） 140件 / 92.1％ 

起業希望者支援による起業者数（R1：0名） 5名（年 1名増加） 0名 / 0％ 

新規開業・事業承継件数 1件 / 年 3件 / 300％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇特定地域づくり事業協同組合の設立と事業の推進 

（労働者派遣事業等） 

推進 未達成 ・国が制定した本事業(R2 年 6 月施行)の活用により、

特定地域づくり事業協同組合の設立化を進め、労働者

派遣事業を展開し、町内事業所における人手不足の解

消を図る。 

 

Ｃ 

（進捗状況） 

・制度を見極め中 

（課題） 

・短期派遣が出来ないなどの課題があり、

制度を見極めながら、事業の推進について

検討する必要がある。 

商工観光課 

◇人材センターにおける住民の困りごと・しごと・住ま

いのトータルサポート 

受注件数 300件 140件 / 70.0％ ・人材センターにおいて、会員及び仕事の掘り起こしを

行いながら、きめ細かく相談に応じるなど、マッチング

の促進を図る。 
Ｂ 

（進捗状況） 

・R2目標 152件に対し、140件受注してい

る。 

（課題） 

・引き続き、掘り起こしとマッチングの促

進を図る。 

企画財政課 

◇スキル習得・実践型起業支援による人材の育成・確保

の推進 

起業者数 5名 0件 / 0％ ・起業支援を行うため、商工会及び金融機関と連携しな

がら、「起業塾」を 10月から 12月まで計 5回開講予定。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・当初予定どおり開講中。 

（課題） 

・引き続き、事業計画作成から起業の実現

まで、できるだけ個々に寄り添って支援す

る。 

企画財政課 

 

◇起業支援及び事業承継、空き店舗対策の推進 1件 / 年 3件 / 300％ ・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。 

・事業承継支援事業により、承継手続きに係る諸経費の

助成を行い、円滑な事業承継を図る。 

・創業支援促進事業により、空き店舗、空き家活用を促

進する。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

（進捗状況） 

・創業支援促進事業による支援 

 3件（飲食店②、小売業①） 

 年々、創業支援者が増加傾向となってお

り、新規分野の進出、空き店舗、空き家対

策が図られている。 

・事業承継支援事業 

 事業創設ＰＲの実施。※申請なし 

（課題） 

・今後とも商工会と連携し、制度のＰＲを

図っていく必要がある。 

 特に、事業承継事業は今年度創設した制

度でもあり、事業の活用が図られるように

周知徹底していく必要がある。 

 

商工観光課 
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◇農林業の活力向上 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

農地保有適格法人数（H26:19件→R1:29件、第Ⅰ期目標：新規 2件） 新規 5件 0件 / 0％ 

新規就農（第Ⅰ期目標：10人 → R1：3人） 2件 0件 / 0％ 

生乳生産量 13万トン以上 6.2万トン / 51.2％ 

（R1実績 11.9万 t、年間 0.22万 t増加目標、今年度目標値 12.12万 t） 

商品化した特産品の数（第Ⅰ期目標：2件→R1：0件） 5品以上 0品 / 0％ 

造林未済地 減少 横ばい（十勝大雪森林組合に聞き取り） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇新規就農、担い手育成支援   ・農業担い手育成対策事業 

 新規就農に対する相談について随時対応した。 
Ｂ 

・新規就農者支援最大 3年 3年目 

 

農林課 

◇畜産クラスター関連事業等の活用による施設整備・機

械導入支援 

  ・畜産クラスター計画に基づき、ＴＭＲセンターバンカ

ーサイロの増設事業を実施。 
Ａ 

・ＴＭＲセンターバンカーサイロ工事完

了 

農林課 

◇農業版 EMS、ロボット、IoT、５Ｇ等の利活用によるス

マート農業の推進 

  ・畜産版ＥＭＳに係るシステムの開発 

 農業用気象観測機器の導入（4ヶ所） Ｂ 

・コロナの影響によりシステム開発スケ

ジュールが遅れている。 

 

農林課 

◇バイオガスプラント導入による持続的農業の推進 

 消化液の利活用に関する調査・研究及び検証 

ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ整備 1か所 

畑作の消化液利用 

ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ 

整備工事着手 

・ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ（居辺集中）を道営事業により整備中 

・牧草地の消化液路活用調査を実施 
Ｂ 

・工事進捗率 50％ 農林課 

◇農業におけるアウトソーシングの推進 

 コントラクター、TMRセンター、集中型ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ 

 育成預託センター等の利活用推進 

新規雇用人数７名 新規雇用人数３名 ・ＴＭＲセンター新規雇用 1名 

・育成預託センター新規雇用 2名 Ａ 

・施設の拡大に合わせて新規雇用が増え

ている。 

農林課 

◇農業技術研究センターの改修   ・農業技術研究センター改修工事に着手した。 Ｂ ・９月２８日工事着工 農林課 

◇森林整備及び林業経営に対する支援   ・森林経営計画に沿った森林整備の推進 

  
Ａ 

・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 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

技術職員数 前回調査比 1.0以上 未調査 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇社会資本整備の充実 

・居辺地区給水施設更新事業 

・水道石綿管更新事業 

・地籍調査事業 

・道路整備事業 

◇新たな通信システムを活用した社会資本整備 

・水道メーターのスマート化（検針作業の省力化や漏水

等対応の迅速化を図る） 

・整備進捗率 

・更新率 

・進捗率：71.7％（R1） 

→ 80.7％（R6）9％増 

・居辺事業： 

R1～2調査、 

R3～11まで事業予定 

進捗率 18.2%(R2) 

・居辺事業： 

 R1～2道事業により調査計画業務実施。 

 R3～11道営事業により更新 

Ａ (進捗状況) 

・居辺事業：R3事業採択へ向け進行中。 

・水道石綿：H26より実施していた北門

地区 3.35kmの更新が R2に完了した。 

・地籍調査事業：補助金の配分が低く、

計画に対して若干の遅れが生じている。 

・道路及び排水路整備事業について今年

度予定箇所について現在実施中。 

・ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ：各社取扱業者に聞き取りを

実施。開発中が殆どであり、状況をみて

対応したい。2019.12.17と 2020.2.5 ｱｽﾞ

ﾋﾞﾙ金門。2019.12.16と 2020.10.2愛知

時計。2020.2.4と 2020.7.15東洋計器。

2020.1.31北電。2020.11.13北ガス。

2020.9.18理事者に状況を説明。 

(課題) 

・居辺事業：事業主体者である北海道と

協議を進めながら事業の遂行にあたる。 

・水道石綿：残存する石綿管を毎年計画

的に更新する。 

・地籍調査事業：補助金の配分により事

業の進捗が左右される。 

・道路事業：予算の範囲内で優先度を判

定する必要がある。 

・ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ：現在、上士幌電力でのｽﾏｰﾄﾒ

ｰﾀｰ検針委託業者である北ガスと事業提案

に向け打合せを進める。 

建設課 

・水道石綿：残存距

離 18km-3.35km(R2) 

=14.65km 

更新率 18.6% 

・水道石綿： 

 残存距離 18㎞を更新 

Ｂ 

・地籍調査事業： 

増加率 0％ 

・地籍調査事業： 

 事業計画に基づき実施 

 居辺報国１：5.91㎢、居辺磐城：4.74㎢、 

 居辺報国２：4.75㎢ 

Ａ 

・道路事業： 

今年度分進捗率 90％ 

・道路整備事業： 

 道路改良舗装事業（1区北 5号線） 

 排水路整備事業（勢多環状線、豊岡 45号） 

Ａ 

・ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ： 

進捗率 5% 

・水道スマートメーターの導入を図る  Ｂ 

◇インフラの維持管理事業の推進 

・町道等維持管理事業 

◇新たな通信システムを活用した維持管理 

・除雪車両ＧＰＳトラッカー搭載（効率的な作業や確認

作業の省力化を図る） 

・市街地未舗装道の整備 

進捗率：0％（Ｒ１） 

→ 40％（Ｒ６） 

・進捗率 0％ ・市街地未舗装道の整備を行う Ｃ （進捗状況） 

・未実施 

（課題） 

・優先度に応じた予算の確保。 

建設課 

・進捗率 5％ ・除雪管理システムを構築する Ｂ 

 

（進捗状況） 

・関係業者からシステム等について情報

収集及び除雪事業者向け説明会実施。今シ

ーズンにおいて、トライアル実施予定 

（課題） 

・導入時における課題の検証 

◇建設業における人材育成に対する支援 

・除雪作業免許等取得補助 

・建設技術者等資格取得費助成（町内建設業者に勤務す

る技術者の人材育成を図る） 

 ・実績 0％ ・建設機械運転免許等取得助成金交付要綱に基づく除

雪作業免許等取得の支援を行う 
Ｂ 

（進捗状況） 

・申請なし 

（課題） 

・引き続き制度の周知を行う 

建設課 

・実績 0％ ・建設業技術者資格取得支援事業助成金交付要綱に基

づき、建設業者に資格取得の支援を行う 
Ｂ 

（進捗状況） 

・助成要綱案作成中 

（課題） 

・建設業者に対する周知 
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◇商工業の活力向上 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

新規開業・事業承継件数 １件/年 3件 / 300％ 

商工会員数(H27.4月 168会員→H31.4月 157会員 △10) 一般会員数 157名 → 一般会員数 150名 159名 / 106.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 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 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染症対策として、

特別融資枠を新規創設し、支援拡充を行っ

た。 

<利用実績> 

 49件 融資額 218,180千円 

 (運転資金 42件 178,700千円 

  うちコロナ関係 39件 169,000千円 

   設備資金  7件  39,480千円) 

(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。 

・商工会が策定した「商店街振興計画(平成 30年 2月)」

の具現化に向け支援を行う。 

 

 

 

 
Ａ 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染症により商工

事業者が大きなダメージを受けたことか

ら、支援事業や既存事業を拡充するなど対

策を講じてきた。 

・プレミアム商品券発行事業(6/1-7/19) 

・観光関連、飲食、小規模事業者持続化支

援事業(5/20-7/20) 

・道の駅オープンに伴う商店街等飲食店

支援事業(6/8-7/31) 

・中元売出し事業(7/20-8/9) 

・飲食店割引クーポン発行事業(8/12-

10/11) 

・新型コロナウイルス感染症防止対策備

品等導入支援事業(8/1-3/15 ※4/1 遡及

対応) 

商工観光課 

◇起業支援及び事業承継、空き店舗対策の推進 

（Ｐ１再掲） 

1件/年 3件 / 300％ ・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。 

・事業承継支援事業により、承継手続きに係る諸経費の

助成を行い、円滑な事業承継を図る。 

・創業支援促進事業により、空き店舗、空き家活用を促

進する。 

 

 

 

 

 

Ａ 

（進捗状況） 

・創業支援促進事業による支援 

 3件（飲食店②、小売業①） 

 年々、創業支援者が増加傾向となってお

り、新規分野の進出、空き店舗、空き家対

策が図られている。 

・事業承継支援事業 

 事業創設ＰＲの実施。※申請なし 

（課題） 

・今後とも商工会と連携し、制度のＰＲを

図っていく必要がある。 

 特に、事業承継事業は今年度創設した制

度でもあり、事業の活用が図られるように

周知徹底していく必要がある。 

 

 

商工観光課 



5 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇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。 

・事業承継支援事業により、承継手続きに係る諸経費の

助成を行い、円滑な事業承継を図る。 

・特定地域づくり事業協同組合の設立化を進め、労働者

派遣事業を展開し、町内事業所における人手不足の解

消を図る。 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

※創業支援促進事業、事業承継支援事業の

詳細は前述のとおり 

 

（課題） 

・商工会と連携し、事業承継の意識醸成と

広報等により制度の周知を行う必要があ

る。 

・特定地域づくり事業協同組合の設立化

については、制度を見極めながら検討を進

めていく必要がある。 

 

商工観光課 

◇商店街等の ICT利活用及び情報発信の強化   ・商工会が策定した「商店街振興計画(平成 30年 2月)」

の具現化に向け支援を行う。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・R2年度商工会支援事業 

 ①商店街等情報発信対策事業 

   (Wi-Fi管理運営) ※後期対応予定 

 ②商店街情報発信強化事業 

  (商工会 HPリニューアル、飲食店マッ

プ作成等)    ※実施中 

 ③商店街 Wi-Fi整備事業 

  (商店街 Wi-Fi通り) ※実施中 

・町直轄事業 

 ①上士幌町無料公衆無線ＬＡＮ環境整

備事業 

  (観光業・商工業関連事業者への Wi-Fi

整備経費の支援) 

   5件(観光業③、商工業②) 

 

商工観光課 
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◇観光産業の活力向上 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

観光入込数： H30年 440千人（「北海道観光入込客数調査」） 1,000千人(127％増) 496.2千人（R元） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

〇民間と協働・連携した観光による地域づくりの推進 

◇町内消費額の向上 

◇観光拠点の魅力強化、連携強化 

・観光による地域づくりに取り組む民間事業者への支

援、協働 

・道の駅、ナイタイテラスを拠点とした町内及び広域連

携による周遊強化、滞在時間延長の促進 

  ・上士幌町観光地域商社（㈱karch）の観光庁「日本版

ＤＭＯ法人」の登録に向けて支援する。 

 ＤＭＯ事業推進のための組織運営 

 地域の観光動向の調査分析及び戦略的なマーケティ

ングの実施 

  

  

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・㈱karchへの業務委託を行っているが、

新型コロナウイルス感染症により、一部業

務内容を見直しながら事業を実施中。 

（課題） 

・ＤＭＯ事業推進体制の確立及びデータ

集積、分析に基づく戦略を策定していく必

要がある。 

商工観光課 

〇国内外の観光客誘致 

◇観光の通年化の推進 

◇観光インフラ整備 

◇訪日外国人受入体制の整備 

・文化や産業などの地域特性を活かした滞在・体験型観

光プログラムの開発、担い手となる人材の育成 

・ｗｉｆｉ等のインターネット環境、ICT 機器等を活用

した効果的な観光プロモーションの展開、情報発信の

強化 

・サイン、パンフレット等の情報発信の多言語対応 

観光客入り込み数 

440千人（Ｈ30） 

→ 1,000千人 

（R6）127％増 

342.4％ 

R元：496.2千人 

H30：439.4千人 

（R2.8北海道発表） 

（目標） 

16.6万人増 / 年 

・インバウンドを含む観光客誘致（プロモーション、滞

在・体験型観光）。 

・地域の将来を見据えた観光人材の発掘、地域全体の雇

用を創出する。 

・道の駅、ナイタイテラス、ぬかびら源泉郷スキー場に

おける Wi-fi環境の整備 

・観光パンフレットのリニューアルの実施。 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・㈱karchへの業務委託を行っているが、

新型コロナウイルス感染症により、一部業

務内容を見直しながら事業を実施中。 

・道の駅、ナイタイテラスにおける Wi-Fi

環境の整備 

・観光パンフレット作成業務を発注済み 

  [R3年 3月納期] 

（課題） 

・平成 30年度に策定した「観光基本計画・

戦略」について、ウイズコロナ、アフター

コロナを見据えた計画内容の見直しを行

っていく必要がある。 

商工観光課 



 

7 

 

◇企業誘致と都市から地方への流れをつくる新たな就労拠点 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

シェアオフィス利用者数 1,200人／R2～R6 83人 / 13.8％ 

サテライトオフィス開設数 5社／R2～R6 1社 / 100.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇企業誘致推進事業   ・「かみしほろシェアオフィス」の利用促進 

 

・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 

Ｂ 

・コロナ渦により当初の予定からは遅れ

たが、7/1から「かみしほろシェアオフィ

ス」の供用を開始。 

・9/30時点で延べ利用者数 83名、年間契

約企業 5社。 

 

・シェアオフィスを核に地域内の事業者

のビジネスを企業や副業兼業希望者が拡

大していく「上士幌エンハンスプロジェク

ト」を開始。 

・プロジェクト事業に参画する町内事業

者、生産者を紹介するランディングページ

の制作。9/30サイト公開。 

 

【課題】 

・シェアオフィスの更なる利用促進のた

め、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、そのための滞在・宿泊施設や移動

手段・方法の充実を図る必要がある。 

企画財政課 
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◇再生可能エネルギーの活用 

ＫＰＩ 

項目 目標値（令和６年まで５年間） 達成度(Ｒ２上半期) 

電力契約件数 高圧３８件、低圧７３８件 高圧 32件 / 84.2％、低圧 317件 / 43.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇畜産バイオマスを核とした資源循環・エネルギー地産

地消のまちづくり事業 

 推進中 【電力の地産地消】 

・地域で産出された電力の地域内消費を拡充するため、

町内事業者、農業経営者、一般世帯への電力供給を推進

する。 Ａ 

（進捗状況） 

・適宜電力供給拡大に向けた活動を推進 

している。 

（課題） 

・コロナウイルス感染症対策の影響によ

り、対面による説明等が制限され、契約件

数の獲得の取り組みが停滞した。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２上半期) 

学力・体力・体験  全国平均以上（学力、体力） Ｐ１７参照 

 

◇子育て世帯における経済的支援の一体的実施 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

子育てしやすいと感じる人の割合 76.1％（Ｈ30アンケート調査） 増加 未調査 

認定こども園における待機人数（令和元年 ゼロ） 維持 維持 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇高校生世代までの医療費の無料化  達成 

（対象者全員の無料化） 

・18歳（高校卒業年度末）まで医療費を無料化する。 
Ａ 

・18歳（高校卒業年度末）まで医療費を無

料化することができた。 

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 

・０～２歳全児童の保育料と０～５歳児の給食費を無料

化 

・２㎞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 

・補助教材費補助 

 

 

 

 

補助教材費補助の拡充 

 

 

 

 

拡充 

 

 

・認定こども園の保育料・給食費無料化の実施。 

 

・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） 

  交付人数 小学生 43名 中学生 31名 

 

（新入学児童生徒学用品費） 

入学前年交付（申請に基づき毎年 12月に支給） 

  交付人数 小学生 5名 中学生 9名 

 

・補助教材補助 

 児童・生徒一人あたり 2,000円分を各学校に配当 

中学１年生については 5,000円（R2～） 

  小学生 219名 中学校 132名 

 

・修学旅行経費の約 1/2を助成 

  小学生 11,000円×34名 

中学生 33,000円 

※中学校の修学旅行は 10月下旬に実施 

 

 

Ａ 

 

（進捗状況） 

・園児数は年々増加しており、認定こども

園と山開センター内分室の備品類を整備

するとともに新型コロナウイルス感染防

止に注意しながら、午睡室や遊戯ホールの

ほか多目的室も含めて効率的な利活用に

努め、保育環境の改善を図っている。 

・遠距離通園補助金交付人数 31名 

（課題） 

・園内は児童との接触を避けることが困

難なため、更に新型コロナウイルス感染防

止に努める必要がある。 

 

（進捗状況） 

・新入学児童生徒学用品費の入学前年支

給や、給食費等の就学援助、修学旅行経費

の助成などの実施により、保護者の負担軽

減を図った。 

 

 

幼児教育課 

教育推進課 
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◇出産や子育てにおける安心の確保 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

地域で育む子育てサロンの利用促進 増加 維持 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

地域で育む子育てサロンの利用促進 増加 維持 ・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歳誕生日までの子どもと保護者・妊婦  

＜なかよし広場＞毎週月・火・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２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歳誕生日までの親子・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＞ 毎週木・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 

まちづくり会社の事業とも連携して妊婦や小さい子

どもを持つ親の憩いの場を設ける。 

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＞ 年３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＞ 年２回 

Ｂ 

（進捗状況） 

・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

の増加を図っている。 

・センターの魅力化と利用促進を図るた

め、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。 

・認定こども園に幼児教育コーディネー

ターを配置し、子育て・発達支援センター

や小学校との連絡・調整を行っている。 

・まちづくり会社が中心になって、妊婦や

小さい子どもを持つ親の憩いの場として

「ママのほっとステーション」事業を展開

した。 

（課題） 

・子育て相談には対応していたが、新型コ

ロナウイルス感染防止のため各種広場や

講座を中止または延期とした期間があり、 

実施方法を検討して開催していく必要が

ある。 

・子育てサポート事業の協力会員を拡充

するためにも、まちづくり会社の子育て関

係事業と連携していく必要がある。 

幼児教育課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

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５００円 （町より半額以上の助成） 

 

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。 

Ｃ 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染拡大のなか、医療

機関の体制は深刻な状況が続いている。 

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、余裕が無い状

況である。 

（課題） 

・ＩＣＴ活用による遠隔診療なども含め検討

しているが、新型コロナウイルス感染が完

全に収束するまでは困難な状況である。 

 

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・探究的な体験機会の充実 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

全国学力・学習状況調査の平均正答率 

（小学 6年・中学 3年実施） 

全科目全国平均以上 全国平均より上位の領域数         

 小 6 中 3 教科 

2年度 － －  

※令和 2年度は未実施のため、本町独自で「運動習慣等

調査」を実施 

 

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） 

体力合計点全国平均以上 全国平均より上位の種目数          

 小 5男 小 5女 中 2男 中 2女 

2年度 － － － － 

※令和 2年度は未実施のため、本町独自で「運動習慣等

調査」を実施 

 

SDGsが掲げる 17の目標を見据えた多様な体験活動の推進 推進 推進 

地元からの上士幌高等学校進学率 25％(H28～R1平均) 50％以上 16％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 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」の充実 
・地域とともにある学校づくり「コミュニティ・スク
ール」の推進 

 
○確かな学力の向上 
【認定こども園】 
・国際交流推進員の配置（外国語活動と国際理解教育
の実施） 
【小学校】 
・少人数学級教諭の配置 
(小学校低学年 30人学級、中学年以上 35人学級) 
・専科教諭の配置（特定の教科を学級担任に代わり担当する教職員） 
・学校教育推進支援教員(ＴＴ)の配置 
（学級担任と連携し授業を支援する教職員） 
・特別支援教育支援員の配置 
（特別支援学級に在籍する児童を支援する教職員） 
・校務支援員の配置（校務全般を支援する教職員） 
・外国語アシスタントの配置 
（外国語教科や外国語活動を支援する教職員） 
【中学校】 
・特別支援教育担当教諭の配置 
（特別支援学級を担当する教職員） 
・学校魅力化推進員の配置 
（困り感のある生徒の学校生活支援と学校魅力化を推進

する教職員） 
・校務支援員の配置（校務全般を支援する教職員） 
【共通】 
・英語指導助手(ＡＬＴ)の配置 
・読書コーディネーターの配置 
・ICT推進教諭の配置 
（プログラミング教育や情報技術活用を支援する教職
員） 

・コミュニティ・スクールコーディネーターの配置 

 

○全国学力・学習状況調
査 
（小学 6年・中学 3年実
施） 
・自分によいところがあると思

う児童生徒の割合 
小学校 71％、中学校 78％
(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 
 

・授業以外の勉強時間１時間以上の児
童生徒の割合(平日) 
小学生 41％、中学生 43％

(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

・朝食を毎日食べている
児童生徒の割合 

小学生 87％、中学生 81％
(H27～R1平均) 

→ 100％(R6) 
・地域や社会を良くするために

何をすべきか考えたことがあ
る児童生徒の割合 
小学生 46％、中学生 44％
(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

・家で自分で計画を立てて勉強してい
る児童生徒の割合 
小学生 71％、中学生 48％
(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

・読書が好きな児童生徒
の割合 

小学生 70％、中学生 81％
(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

・全国学力・学習状況調

○全国学力・学習状
況調査 
 

※令和 2年度未実施 

のため、本町独自で

「運動習慣等調査」を

7月に実施 
 

Ｐ１７《別記》参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・かみしほろ学園は、令和 2年度から、総務部、連携協

働部（連携教育グループ、地域協働グループ）、研究推

進部（研究開発グループ、教育研究グループ）に組織改

編し「幼児から高校までの一貫性のある教育」、「地域総

ぐるみで子どもたちの育ちに関わる仕組みづくり」を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コミュニティ・スクール委員会・研修会の開催。 

・各学校運営協議会の開催。 

・コミュニティ・スクールコーディネーターの配置。 

・コミュニティ・スクールレター「きずな」の発行。 

・「ゆめ育」応援団の募集と登録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

（進捗状況） 

・書面総会、役員会（4回）の開催。 

・かみしほろ学園だよりの発行（4回）。 

・各種検定の実施（漢検 1回、英検 1回、

数検 1回）。 

・外部講師の招聘による部活動連携の実

施（吹奏楽 3回）。 

・自己管理手帳「iBノート」、子育てサポ

ートブック「アーチ」の活用。 

（課題） 

・SDGs の視点に立った組織や取組み内容

の検証・評価を行い、持続可能な事業の推

進を図る必要がある。 

 

（進捗状況） 

・コミュニティ・スクール委員会、研修会

は 10月以降開催。 

・各学校運営協議会の開催（各 1回）。 

・上士幌高校に 1名、その他の学校に 1名

の計 2名のコミュニティ・スクールコーデ

ィネーターを配置。 

・コミュニティ・スクールレター「きずな」

は毎月発行。 

・「ゆめ育」応援団の登録数は、企業 33、

団体 6、個人 90で、横ばいで推移。 

（課題） 

・かみしほろ学園の取組みとして位置づ

け、地域、学校、行政が一体となり、コミ

ュニティ・スクールの推進を図る必要があ

る。 

教育推進課 

幼児教育課 

生涯学習課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

査の平均正答率 
→ 全科目全国平均以
上 

○ICT環境の整備 
・教育用コンピュータ１台当た

りの児童生徒数 
小学生 5.1人に 1台(R1) 
中学生 3.5人に 1台(R1) 
→ 1.0人に１台(R6) 

・各普通教室への大型掲
示装置の配備 
・1.2年の時に受けた授
業で情報機器を週 1回
以上使用した割合(中学
生のみ) 

中学生 51.9％(R1) → 

100％(R6) 

 

 

 
○ICT環境の整備 
・教育用コンピュータ１台

当たりの児童生徒数 
1.0人に１台 

→R2に達成 
 
・大型掲示装置の配備 
小学校 1台(R2) 
中学校 3台(R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認定こども園に外国語指導助手と国際交流推進員が

常駐。外国語に親しむとともにコミュニケーション能

力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

・小学校 2 年を 2 学級に分け、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。 

（少人数学級教諭 1名配置） 

 

・体育と理科の専科教諭を配置し、体力向上や科学的に

解決する能力の育成と合わせ、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推進。（2名配置） 

 

 

・小学校 4～6年生の学級に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。

（ＴＴ4名配置） 

 

・小学校に特別支援教育支援員を配置し、障がいのある

児童への介助や生活支援を図る体制整備を推進。 

（特別支援教育支援員 4名配置） 

 

・小学校に校務支援員を配置し、教員の事務負担軽減及

び来客・電話等の対応、学校事務の運営を支援する体制

を整備。 

 
・認定こども園常駐の国際交流推進員を小学校低学年
に派遣し、国際理解教育を推進。 

 

 

・中学校に特別支援教育担当教諭を配置し、障がいのあ

る生徒へ対応、教科指導の支援、部活動指導など生徒指

導の充実を図る体制整備を推進。 

（特別支援教育担当教諭 2名配置） 

 

・中学校に学校魅力化推進員を配置し、困り感のある生

徒の学校生活支援と学校魅力化を推進。 

 

・中学校に校務支援員 1 名を配置し、教員の事務負担

軽減及び来客・電話等の対応、学校事務の運営を支援す

る体制を整備。 

 

 

 

 

 

 

（進捗状況） 

・外国語指導助手と国際交流推進員の常駐

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ている。 

・町内で働く外国人を認定こども園の自然

体験学習等に招き子どもたちと交流する

ことができた。 

 

（進捗状況） 

・少人数学級教諭、専科教諭、学校教育推

進支援教員(ＴＴ)の配置による体制の整

備により、きめ細やかな学習・生活の指導

が図られた。 

・特別支援教育担当教諭、特別支援教育支

援員、学校魅力化推進員の配置による体制

の整備により、障がいや困り感のある児童

生徒への支援や行事等の個別対応、指導体

制の充実が図られた。 

・校務支援員の配置により、教職員の事務

負担軽減、学校事務の支援が図られた。 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

 

・小・中・高等学校に外国語指導助手を派遣。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を図る。 

 

・読書コーディネーター1名を配置し、小・中学校、高

校の読書環境の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育委員会にＩＣＴ推進教員を配置し、小・中学校へ

の派遣をとおして、ＩＣＴ機器を活用した授業指導、研

修の充実を図る。 

 

 

・上士幌高校に 1名、その他学校に 1名コミュニティ・

スクールコーディネーターを配置し、地域とともにあ

る学校づくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

（進捗状況） 

・司書教諭や図書委員、公立図書館等と連

携した読書環境の整備。 

・選書イベントの実施。地域住民等による

読み聞かせは未実施。 

（課題） 

・子どもたちの身近に本がある環境づく

りを進め、本に触れ、親しむ機会の創出を

図る必要がある。 

 

（進捗状況） 

・ＩＣＴ推進担当教諭の配置により、ＧＩ

ＧＡスクール構想の対応や教職員への研

修や支援、児童生徒への指導などＩＣＴ活

用の促進が図られた。 

 

（進捗状況） 

・高校における上士幌学の運営のほか、生

徒会活動のサポートなど学校魅力化の取

組みを実施。 

・小・中学校における授業や放課後対策事

業への地域人材の活用。 

・コミュニティ・スクールに関する情報発

信と「ゆめ育」応援団の組織、運営。 

（課題） 

・地域全体で子どもを育む体制の充実が

必要である。 

 

 

○体力の向上 
・スポーツ環境の整備 
・少年団活動、部活動の活性化 
○持続可能な開発のための教育(ESD)・持続可能な開発
目標(SDGs)の推進 

・発達段階におけるふるさと学習の推進 
・郷土を学ぶ体験、自然環境を学ぶ体験、基幹産業を
学ぶ体験等の充実 

・放課後対策等子どもの居場所づくり事業の充実 
・体験活動を通した人材育成の推進 
○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 

○全国体力・運動能力、
運動習慣等調査 
（小学 5年・中学 2年
実施） 

・運動やスポーツが好きな
児童生徒の割合 

小学生 男 94％ 女 91％(H27
～30平均) 
中学生 男 90％ 女 87％(H27
～30平均) 
→ 100％(R6) 

・体力や運動能力に自信が
ある児童生徒数 

小学生 男 60％ 女 40％(H27
～30平均) 
中学生 男 40％ 女 39％(H27
～30平均) 

○全国体力・運動能
力、運動習慣等調
査 

 

※令和 2年度未実施 

のため、本町独自で

「運動習慣等調査」を

7月に実施 

 

Ｐ１７《別記》参照 

 

 

 

 

 

 

 

・体育施設の適切な維持管理と整備による、子どもたち

が運動しやすい環境づくり。 

・各種スポーツ大会、教室の実施。 

・スキー普及対策事業の実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

（進捗状況） 

・テニスコート審判台、少年野球用物置の

更新。 

・スポーツセンターやサッカー場等屋外

体育施設の維持管理。 

・子ども水泳教室（14回）、町民マラソン

大会の実施。 

（課題） 

・体育施設の老朽化が進んでいるため、適

切な維持管理が必要である。 

・参加者のニーズに合ったスポーツ大会、

教室の実施が必要である。 

・幼児期、小学校低学年におけるスポーツ

教室の充実を図る必要がある。 

 

教育推進課 

幼児教育課 

生涯学習課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

→ 100％(R6) 
・全国体力・運動能力、運動習

慣等調査の平均記録 
→ 体力合計点全国平

均以上 
○地域の資源等を活かした体験

活動の推進とし、学校教育に
おける体験機会の補充・発展
事業 

○乳幼児からの適切な発達を促
す取り組みを通じて、発達バ
ランスのとれた子どもを育
む。 

○保護者や子どもが安心して利用でき
る場としていく。 

 

 

 

 

 

 

多様な体験活動を推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各機関と連携した子

どもたちや保護者の

サポートを推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・少年団体験会の実施。 

・スポーツ振興助成の実施。 

 

 

  

 

 

・学校教育、社会教育等における発達段階に応じたふる

さと学習の実施。 

・多様な地域資源を活用した体験活動の実施。 

・小学校における「ゆめ育」応援団等と連携した放課後

ほろんクラブ等の子どもの居場所づくりの実施。 

・中高生ボランティアの体験活動等を通した育成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各事業延べ件数】 

① 発達相談件数  244件 

② 通所支援件数   

 ・児童発達支援    123件 

・放課後デイサービス 95件 

③ 母子保健協力件数  3件 

④ 関係機関との連携（教育相談含む）35回  

⑤ 研修会の実施 新型コロナのため未実施 

⑥ 通所支援事業保護者の集い 

・茶話会 1回 

⑦ 地域開放（小学生は生涯学習課との協働事業） 

・幼児対象の体を使った遊び場提供 9回…18名 

・小学生以上 18歳対象のスキルトレーニング・運動 

29回…106名 

⑧ 相談支援事業  24件 

⑨ 生涯学習事業参加 1回 

⑩ 上士幌高校通級指導への対応 週 2回 

⑪ 委託事業 

・心理士（年 10回）・作業療法士（年 10回） 

・北斗病院（年 4回） 作業療法士・言語聴覚士 

（進捗状況） 

・少年団体験会は中止。 

・スポーツ振興助成の実績なし。 

（課題） 

・指導者の確保や育成にに努め、少年団、

部活動の活性化を図る必要がある。 

 

（進捗状況） 

・認定こども園、小、中学校において、地

域資源を活用したふるさと学習の実施。 

・かみっ子ふるさと体感塾の実施（1回）。 

・上士幌高校において地域資源を活かし

た「上士幌学」の実施（受講生 16 名、46

コマ）。 

・土曜学習（サイエンス）の実施（1回） 

・放課後ほろんクラブ（5回）、プログラミ

ング教室（2回）。 

・生涯学習センターわっか内外での遊具

の貸出の実施（屋外 911回、室内 106回） 

・中高生ボランティア養成のため∞ゼミ

の開催（毎週木曜日、登録者数 7名）と事

業運営ボランティアとしての実践。 

（課題） 

・地域、学校、行政が連携し、SDGsを念頭

に、幼保小中高のつながりを意識した発達

段階に応じた体験活動を進める必要がる。 

 

 

 

（進捗状況） 

・地域開放、認定こども園や学校訪問、委

託事業などは 6月から実施（コロナ感染防

止）。 

・通所支援事業、相談業務については継続

実施。 

・学校休校中、在宅の保護者向けの相談対

応チラシを保健福祉課と連携し配布。 

（課題） 

・新型コロナ感染拡大に注意しながら、子

どものストレス発散や、保護者の相談窓口

としての取り組みは重要。（虐待予防とし

て保健福祉課と連携しながら取り組んで

いる。） 

・各機関との連携を図りながら子どもの

発達状況の確認と保護者対応を継続して

取り組んでいく必要がある。 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇町内に在住する外国人との交流機会の拡大 
・日本文化を体験する機会 
・外国文化と触れ合う機会 
・町民との交流の機会 

交流機会の充実 
・R2 年間 6企画 
・R6 サークル化による
自主運営促進 

調整中 ・町内在住の外国人との交流を通して、日本文化や外国

文化に触れ合う機会の創出と、これからの国際社会を

生きる力を高める。 
Ｃ 

（進捗状況） 

・事業実施に向け調整中 

（課題） 

・町内在住外国人の把握と、事業者との調

整を図る必要がある。 

 

教育推進課 

◇魅力ある上士幌高等学校の振興支援 
・部活動支援による活性化 
・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、進路対策の推進 
・遠距離通学者や通学困難者の宿泊先確保等の条件整備 
・高校と地域をつなぐコーディネーターの派遣 

・地元からの上士幌高等
学校進学率  
25％(H28～31平均)→ 

50％以上 
・各学年２学級の維持 

・地元からの進学率 

令和 2 年  16％ 

 

 

・入学者数 

令和 2 年  45名 

（２学級維持） 

 

・上士幌高等学校振興策 

 ①地元入学生（上士幌・士幌在住）への入学準備金 

 ②予備校講習受講経費補助 

 ③長期休業期間中の部活動参加生徒への交通費補助 

 ④長期休業期間中の進路講習会参加生徒への交通費

補助 

 ⑤通学費助成（全額助成・R2より） 

 ⑥新制服購入補助・修学旅行費補助 

 ⑦奨学金支給 

 ⑧熱気球部ほか部活動補助 

・職員派遣による支援 

 ①高校魅力化・コミュニティ・クスール支援のためコ

ミュニティ・スクールコーディネーターを週 4 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

週 2回派遣 

 ④学校教育支援教員（数学時間講師）を週 3日派遣 

・高校入学希望者獲得のための取組 

 ①管内中学校訪問（帯広・音更・士幌 計 16校） 

  6月（1回） 7月（4回）  

※管内中学校訪問は 10月も実施予定 

 ②上士幌町教育魅力化プロジェクト 

上士幌町教育魅力化ワーキンググループ設置 

  第１回会議 7月 13日（月） 

※第 2回 11月 16日（月） 

   

Ａ 

（進捗状況） 

・幼小中高の連携による学びを繋ぐ取り組

みや部活動等の連携、学びを支える地域と

の連携、上高振興会による遠距離通学者へ

の通学費補助を始めとしたサポート等に

より、令和 2年度も 2学級が維持された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（進捗状況） 

・在校生やＯＢも参加したワーキンググ

ループを発足し、地元中学生や町民、更に

外に向かって、どう上士幌高校の魅力を発

信していくかの意見交換を行っている。 

 

教育推進課 

◇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 

施設年間利用件数 ※施設利用
申請に基づく 
2,171 件（H30 年度）→ 
2,500件 
施設年間入館者数 ※自動カ
ウンター数 
390,410 人（H30 年度）→ 
450,000人 

令和 2年 4～9月 

・施設利用件数 

654件 

・施設入館者数 

152,465人 

 

・サークル活動や会議、講演会、カフェくれよん等の利

用の促進。 

・町民の利用と世代間交流を促すための取組の推進。 

・生涯学習意欲の醸成のためサークル活動等の作品展

示の積極的な実施。 

・利用環境の向上のための適切な施設の維持管理と整

備の実施。 Ｂ 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染症対策を実施

しながら、施設利用を促進。 

・プロムナードにおけるサークル活動（手

芸、陶芸、絵手紙）や児童生徒の作品の常

時展示。 

・プレイルーム床点検口改修。 

（課題） 

・多様な立場や世代の利用、交流を進め生

涯学習の拠点施設として充実を図る必要

がある。 

・利用者の立場にたった維持管理や施設

整備が必要である。 

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 令和 2年度調査結果 令和 3年度調査結果 令和 4年度調査結果 令和 5年度調査結果 令和 6年度調査結果 

・自分によいところがあると思う児童生徒の割合 
小学校 71％、中学校 78％(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

小学校 73.1％ 

中学校 83.3％ 

    

・授業以外の勉強時間１時間以上の児童生徒の割合(平日) 
小学生 41％、中学生 43％(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

小学生 31.7％ 

中学生 86.4％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・朝食を毎日食べている児童生徒の割合 
小学生 87％、中学生 81％(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

小学生 95.2％ 

中学生 91.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域や社会を良くするために何をすべきか考えたこと
がある児童生徒の割合 
小学生 46％、中学生 44％(H27～R1平均) 

→ 100％(R6) 

小学生 36.6％ 

中学生 51.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家で自分で計画を立てて勉強している児童生徒の割合 
小学生 71％、中学生 48％(H27～R1平均) 
→ 100％(R6) 

小学生 75.6％ 

中学生 83.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国学力・学習状況調査の平均正答率 
→ 全科目全国平均以上 

実施せず     

※令和 2年度は未実施のため、本町独自で「運動習慣等調査」を実施 

 

事業目標の進捗状況 （全国体力・運動能力、運動習慣等調査 小学 5年・中学 2年実施より） 

事業目標 令和 2年度調査結果 令和 3年度調査結果 令和 4年度調査結果 令和 5年度調査結果 令和 6年度調査結果 

・運動やスポーツが好きな児童生徒の割合 
小学生 男 94％ 女 91％(H27～30平均) 
中学生 男 90％ 女 87％(H27～30平均) 
→ 100％(R6) 

小学生男 68.7％ 

   女 87.4％ 

中学生男 91.3％ 

   女 87.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体力や運動能力に自信がある児童生徒数 
小学生 男 60％ 女 40％(H27～30平均) 
中学生 男 40％ 女 39％(H27～30平均) 
→ 100％(R6) 

小学生男 31.3％ 

   女 31.3％ 

中学生男 17.4％ 

   女  8.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査の平均記録 
→ 体力合計点全国平均以上 

実施せず     

※令和 2年度は未実施のため、本町独自で「運動習慣等調査」を実施 
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◇子どもの健やかな成長支援 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

妊婦相談実施率 100％ 100％ 

赤ちゃん訪問実施率 100％ 100％ 

乳幼児健診受診率 100％ 100％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇妊婦相談（Ｈ30 100％） 100％ 100％ ・妊婦面談により、妊娠期から子育て期に関する情報提

供や保健指導を実施 

Ａ 

（進捗状況） 

・対象となる妊婦と面談し、必要な支援を

実施できている。 

（課題） 

・新型コロナ感染拡大等で相談機会が消

失し、サービス低下を招かないよう感染防

止対策、状況把握などを行う必要がある。 

保健福祉課 

◇赤ちゃん訪問（Ｈ30 100％） 100％ 100％ ・赤ちゃんと保護者に対し家庭訪問（面談）を実施し、

子育てに関する情報提供や保健指導を実施 

 

Ａ 

（進捗状況） 

・対象となる家庭に訪問し、必要な支援を

実施できている。 

（課題） 

・新型コロナ感染拡大等で訪問機会が消

失し、サービス低下を招かないよう感染防

止対策、状況把握などを行う必要がある。 

保健福祉課 

◇乳幼児健診（Ｈ30 99.2％） 100％ 100％ ・3～4 ヶ月、6～7ヶ月、1 歳 6 ヶ月、3 歳児健診の実

施 

Ａ 

（進捗状況） 

・対象となる児童が受診できている。 

・感染症対策のため医療機関での個別健

診受診を可能とする他、集団健診では、個

別対応とする等、未受診対策に努めてい

る。 

（課題） 

・新型コロナ感染拡大等で健診機会が消

失しないよう上記対応を継続していく。 

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 

〇乳幼児からの適切な発

達を促す取り組みを通じ

て、発達バランスのとれ

た子どもを育む。 

〇保護者や子どもが安心

して利用できる場として

いく。 

Ｐ１０参照 Ｐ１０参照 

 

Ｐ１０参照 教育推進課 

◇子育て世代地域包括支援センターの設置 

・子育て支援コーディネーターの配置 

・利用者支援事業の充実 

・保健福祉、子育て等に係る関係課や関係機関との連

携の推進 

妊娠期から子育て期にわ

たる母子保健や育児に関

する総合相談窓口を明確

化し、切れ目のない支援体

制を構築することで、安心

して子育てできるまちを

目指す。 

推進 ・子育て世代包括支援センターについて、窓口の在り

方、業務移行等の設置方法について関係機関で検討会議

を実施。 

・関係機関による会議の開催、プラン作成などにより必

要な支援を提供している。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・子育て世代包括支援センター（基本型、

母子保健型）の設置について関係機関にお

いて検討を進めている。 

・利用者支援については、関係機関連携の

もと必要な支援を提供できている。 

（課題） 

・子育て世代包括支援センター（基本型）

については、窓口の在り方、子育て支援コ

ーディネーターの位置づけ、社会福祉士の

配置、業務移行等、具体的内容について関

係機関による検討を継続していく必要が

ある。 

教育推進課 

保健福祉課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

・子育て世代包括支援センター（母子保健

型）については、基本型との整合性を図り

ながら設置時期を定め、産前産後のサービ

スの充実について検討していく必要があ

る。 
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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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２上半期) 

健康寿命の延伸 

（不健康な期間の短縮） 

要介護 2以上の方の割合 

H31.3：8.02％、R1.10：9.09％ 

男性 6.6 ％ 

女性 9.3 ％ 

維持 要介護 2以上の方の割合 

R2.9：9.63％（164/1703） 

男性 6.69％（48/718） 

女性 11.78％（116/985） 

要介護認定率 18.3％（Ｒ1年 8月現在) 22.0％ 

（第 7期介護保険事業計画 令和 7年:22.87％） 

17.9％ 

 

◇健康管理の習慣化を促進 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

特定健診実施率 60％ 58．6％（H31） 

肥満（BMI25以上）の人の割合 28％ 33．3％（H31） 

乳がん・子宮がん検診受診率 50％ 32．9％（H31） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 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％ (H30 56.8％) 

(44.4％  H26) 

特定保健指導実施率 → 

65％  (H30 58.1％) 

(56.9％  H26) 

肥満（BMI25以上）の人

の割合 → 28％（H29 

33.4％） 

H31年度法定報告 

特定健康診査実施率 

58．6％ 

特定保健指導実施率 

79．7％ 

肥満（BMI25以上）割

合 33．3％ 

※国保健診受診者 

 

 

・年齢別個別通知、訪問等による未受診勧奨 

・申込方法 ICT化 

・健診結果説明会用資料や啓発用ポスター作製と受診

者への個別指導 

・健診受診者、メタボ改善事業参加者への健康ポイント

事業 

・野菜摂取に関するポスター作製、広報栄養コラム掲載 

Ｂ 

（進捗状況） 

・新型コロナ感染拡大の影響で 5月集団健

診、人間ドック等の一時中止、受診勧奨訪

問を控える等により、集団健診、健診結果

説明会の進行が後期にずれこんでいる。 

（課題） 

・感染症対策を優先し、可能な範囲で各種

事業を実施していく。 

保健福祉課 

◇がん検診受診促進事業（医療との連携） 

・がん検診の受診勧奨と費用助成 

・好発年齢に対する子宮がん・乳がん検診 

無料化 

乳がん・子宮がん検診

（好発年齢）受診率 

→ 50％（H30 

30.7％） 

胃がん・肺がん・大腸が

ん検診（好発年齢）受診

率 

→ 25％(H30 平均

19.4％) 

H31年度地域保健報

告 

乳がん 36．1％ 

子宮がん 29.6％ 

胃がん 19.9％ 

肺がん 16.5％ 

大腸がん 18.2％ 

 

 

・広報、個別通知等による受診勧奨 

・申込方法 ICT化 

・ピンクリボン（乳がん予防）月間普及啓発強化 

・好発年齢子宮がん・乳がん検診無料化継続 

・胃がん・肺がん・大腸がん検診費用助成、40 歳無料

継続 

 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・新型コロナ感染拡大の影響で５月集団

健診、個別健診等の一時中止等の影響があ

るものの、7月の子宮がん・乳がん検診、

８月集団健診などは実施できている。 

（課題） 

・感染症対策を優先し、可能な範囲で各種

健診を実施していく。 

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１.8

人 ※H25～29） 

H29～H31年間 0.3人 ・広報、ポスター等によるメンタルヘルスや自殺予防に

関する普及啓発 

・乳児～中学生保護者や一般町民に向けて相談先等に

ついてのチラシ配布 

・心の相談日実施 

Ｂ 

(進捗状況) 

・新型コロナ感染拡大の影響などにより

全国的に自殺者数が増加傾向にあること

を受け、相談先等について普及啓発を実施

した。身近な相談場所として心の相談日も

継続している。 

（課題） 

・全国的な自殺者の動向等をみながら自

殺予防月間などを活用し自殺予防等につ

いて引き続き普及啓発していく必要があ

る。 

保健福祉課 
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◇地域包括ケアシステムの実現 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

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） 900人（R2.4～R2.9） / 28.8％ 

要支援・介護認定者における認知症高齢者の 

自立度Ⅱ以上の割合（H30：60.8％) 

維持 51.91％（R2.4） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 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 

・障がい児へのリハビリアプローチ 

・施設や在宅介護を支える人材の確保 

・ICT活用による医療介護サービス向上 

 

医療体制の維持 

診療所、歯科医院、調

剤薬局等の体制維持 

訪問診療の体制維持 

訪問看護の体制維持 

訪問・通所リハビリの体

制維持 

 

 

 

介護職員初任者研修の実施、

介護人材確保に向けた支援 

ICT活用による医療介護連

携の充実 

乳幼児急病時等の ICT 活

用による相談への支援 

訪問診療件数（上半

期） 

延 755件 

 

訪問看護件数（上半

期） 

延 374件（医療・介護

含む） 

 

訪問リハビリ利用者 

実 24人 

 

通所リハビリ利用者 

実 69人 

・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。 

・要介護（支援）認定者への訪問・通所リハビリテーシ

ョンにより機能維持と改善を図る。 

・地域リハビリテーション支援事業により、要介護認定

前の介入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

からの連携を図る。 

・在宅との入退院や老健への入退所など医療と介護サ

ービスを切れ目なく提供できるよう、医療・介護連携

の拠点となる地域連携室の必要性について関係機関

と協議 

・介護職員初任者研修をまちづくり会社に委託し実施 

 

Ａ 

（成果） 

・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り連 

携しやすい環境が整備され、日常業務が 

スムーズに進められている。 

・老健かみしほろ内に居宅介護支援事業

所を併設した地域連携室が開設されたこ

とにより、医療・介護連携推進事業の実施

に向けて地域包括支援センターとの連携

が図られている。 

 (課題) 

・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

師確保体制の確保が必要。 

 

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 21.3% (H30末)→ 維

持 

小規模多機能型居宅介護利用

者の登録者数 22人(H30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 

66.3％ 

要介護認定率 

17.9％ 

施設サービス利用者

率（全認定者中） 

25.16％ 

小規模多機能型居宅

介護登録数 

17人 

・介護サービスを利用する要介護認定者へのケアマネ

ジメントにより訪問・通所のリハビリテーションや生

活支援となる訪問介護や通所介護が適切に提供され、

介護度の維持・改善につながっている。 

・一般介護予防事業の取り組みにより新規認定者の減

少につながっている。 

・心身機能の状態によっては、基本チェックリストの基

準による事業対象者としての認定により,通所型サー

ビスの利用につながっている。 

Ａ 

（成果） 

・左記の取り組みにより、要介護認定更新

時の維持・改善率が向上し、要介護認定率

は下がっている。 

・施設サービス利用者率が上昇している

が、特別養護老人ホームにおいて定員の 50

名が入居している。 

（課題） 

・施設及び在宅においての介護人材不足

は継続した課題となっている。 

保健福祉課 

◇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） 

（H27～30 実績  

9,301人） 

延参加人数 

（R2.4～R2.9） 

900人 

達成率 

28.8％ 

・新型コロナウイルス感染症予防対策として、まるごと

元気アッププログラムは 4 月の途中と 5 月開催分を中

止とし、多くの高齢者が参加する年 1 回のお元気度測

定会についても中止とした。 

・基本チェックリストの郵便調査を実施し、事業対象者

に該当する高齢者については、介護予防事業等への参

加勧奨を行った。 

Ａ 

（成果） 

・9月末の登録者数は 71名となっており、

出席率も良い状態を保っている。 

（課題） 

・参加定着率が高く好評ではあるが、新規

加入の調整が困難となるケースもあり、よ

り介護予防の必要性の高い高齢者が利用

できるよう調整を図る必要がある。 

 

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 

・認知症ケアパスの更新 

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 

認知症初期集中支援

チーム 3事例

（R2.9） 

認知症ケア講演会 

1回開催 

・認知症初期集中支援チームによるサポート実施 

 3事例支援継続中 

・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 

 高校生対象 1回実施済 

Ａ 

（成果） 

・認知症専門医療機関への一部業務委託

により認知症初期集中支援チームは有

効活用されている。 

・郵便物の蓄積など新聞店からの情報に

保健福祉課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

・高齢者の見守り体制の構築 認知症カフェの数→１か

所 

認知症カフェ 1か所

での開催（1回） 

 中学生対象 1回実施予定 

 一般対象 1回実施予定 

・認知症ケア講演会「耳のきこえ学習会」実施済 

・認知症カフェの開催 

 家族介護者の会「いっぷくしていく会」との共同開催

として年 6 回を予定していたが、新型コロナウイル

ス感染症予防対策として上半期の 3 回分は中止（10

月に再開済） 

・町内新聞店をはじめ 5 事業者と締結している「地域

見守り協定」による見守り体制を継続 

・認知症による行方不明については「高齢者等見守りＳ

ＯＳネットワークシステム」を運用 

よる高齢者の安否確認ができている。 

 帰宅困難が予測される対象者 5 名を高

齢者等見守りＳＯＳネットワークシス

テムに登録 

 (課題) 

・コロナ禍により各種事業の実施につい

ては状況に応じた対応が求められる。 

・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。 

◇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 

・除雪ボランティア 

・高齢者等福祉バスの運行 

・三愛介護サービス（給食・通院・入浴・短期入所） 

・家族介護支援対策事業 

・地域における互助活動推進 

（自主防災組織・サロン等） 

生活支援体制整備事業 

あすわがミーティングの開催

数と参加延べ人数の増加 

生活支援体制整備にかかる第

1層協議体の開催数 → 年 2回 

小地域ネットワーク活動

等地域サロンの開催箇所

数 

8か所→各行政区に 1

か所 

地域実態調査実施行政区

数 

Ｈ30現在 4か所（6区・9

区・7の 1区・10の 1区） 

→ 21行政区（市街地区） 

 

 

家族介護の負担軽減や在

宅介護のための支援 

 家族介護用品支給事業及

び家族介護慰労事業の充実等 

 

あすわがミーティン

グ開催 0回 

1層協議体開催回数 

2回 

地域サロンの開催場

所数 3か所 

 

 

 

 

地域実態調査実施行

政区数 5か所 

 

 

 

 

 

 

家族介護用品支給 

対象者 34名 

排泄等用品 

発行数 190号 

入浴用品 

発行数 2号  

・ミーティング実施回数  0回 

・まちまるチャレンジ   

住民から応募のあった 3つのテーマで支援実施 

・かみしほろスマイルプロジェクト 

  まちなか農園・ママ HOTステーションの実施 

・１層協議体の開催   上半期に 2回実施 

・地域サロン開催箇所数  

 原則月 1回の定例で開催する 3の 2区・10の 2区・

上音更、年に数回開催の北居辺・七友会・7の 1区・ 

9区・16区が活動しているが、今年度は新型コロナウイ

ルス感染症により活動休止したところが多い。 

・地域実態調査実施地区は、R2年上半期現在、6区・9

区・7の 1区・10の 1区・10の 2区の 5か所。 

   

 

 

・家族の介護負担を軽減するための支援として、要介護

２以上の高齢者（町民税非課税世帯）を在宅で介護して

いる家族に対して介護用品支給券を発行。 

・要介護 4 以上の高齢者を在宅において継続的に介護

している家族に対して家族介護慰労金を支給。 

 

 

 

 

・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。 

 

 

 

Ｂ 

＜成果＞ 

・コロナ禍にあり生活支援体制整備事業

を住民主体のミーティング形式で進める

ことができなかったが、まちまるごとチャ

レンジやかみしほろスマイルプロジェク

トに取り組み、第 1層の協議体も随時開催

できた。 

＜課題＞ 

・地域サロンや地域実態調査の実施地区

の拡大についても、コロナ禍にあり行政区

総会や役員会が開かれず、協議するのが難

しかった。 

 

 

 

＜成果＞ 

・在宅介護の実態に応じて、月単位 6,300

円の支給券を発行することで経済的な介

護負担の一部軽減が図られている。 

＜課題＞ 

・在宅で介護する上での困りごとの把握

に努め、介護離職者を生まない取り組みも

必要となっている。 

 

 

・高齢者等福祉バスの運行 

・道の駅のオープンに合わせて、市街地循

環線のバス停を設置した。 

・昨年同時期に比べて延利用者数が 900人

以上減少している。コロナ禍の影響と思わ

れる。 

・循環バスは、運転席と客席の間に防護シ

ートを設置するなど感染症対策を行いな

がら運行している。 

保健福祉課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇高齢者の住まいの確保 

・シルバーハウジング的機能を有する高齢者住宅の整備

検討 

・住宅改修やリフォーム費用の助成事業 

町営住宅のバリアフリー

リフォーム 

 北団地 5 戸（H29-R1)→ 8 戸

（R8計画目標） 

上士幌福寿協会と連携による高

齢者住宅の見守り支援体制構築 

まちなか住宅新築により西団地

から住替え（生活環境改善） 

 まちなか住宅８戸（H29-R1)→ 

22戸（R8計画目標） 

0戸／0％ ・北団地については福寿協会の小規模多機能型居宅介

護施設が隣接していることから見守り支援機能につい

て、今後、検討していく。 

・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 3

戸実施。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・令和 2年度は改修可能な空き家がなく、

実施不可。令和 3年度に 2戸実施予定。 

（課題） 

・退去後の空き家に対して実施するため、

実施は住宅の空き状況に左右される。 

保健福祉課 

建設課 

6戸／27％ ・老朽化した西団地等からの移転建て替えのため、まち

なか挿入型住宅として市街地中心部に近い場所にまち

なか住宅を 22戸整備。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・令和 2年度は 6戸を現在建設中。令和 4

年度に 12戸程度を建設予定。 

（課題） 

・建て替えによる移転者に対しては独自

の家賃減額を行っているが、それでもなお

移転前の住宅に比べ家賃が上がることか

ら、慎重に移転を進める必要がある。 

◇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 

 

・近隣町共同開催による市民後見人養成研修の実施 

成年後見制度申立てに関

する相談支援及び町長申

立て支援を行い、低所得

者に対する後見報酬等の

助成により成年後見制度

を利用し、対象者への権

利擁護体制を継続する。 

市民後見人養成研修の修

了者が法人後見支援員と

して活動できる体制を構

築（H29年度 8人修了、

令和 2年度養成研修実施

予定） 

権利擁護センター（社会

福祉協議会による法人後

見）の成年後見制度受任

件数３人（令和元年 10

月） 

R2年度市民後見人養

成研修受講者 4名 

（受講者累計 18名：

H26年度 6名、 

H29年度 8名） 

 

権利擁護センター

（社会福祉協議会）

による法人後見受任

数 3件 

（後見 1件、保佐 2

件） 

・権利擁護センターとして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する。 

・権利擁護センターと地域包括支援センターの相談対

応から成年後見制度利用検討委員会の判断により町長

申立 1件（7月申立て）を行い、保佐類型（8月審判）

として、社会福祉協議会が法人後見を受任している。 

・R2 年度に市民後見人養成研修を近隣の町社会福祉協

議会と共同実施し、本町からは 4 名の受講生が修了し

ている。 

 Ａ 

＜成果＞ 

・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の

金銭管理などを社会福祉協議会が法人と

して 3名の法人後見受任をしている。 

（課題） 

・権利擁護センター機能の周知・広報及び

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 

◇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・サークル

活動・老人クラブ活動など） 

・ボランティアの育成 

・人材センターの有効活用 

65歳以上で週１回、各種

活動の参加割合 

92.3％（Ｈ30）→ 維持 

介護支援ボランティア登

録人数（社会福祉協議会

所管） 

35人（Ｈ30）→ 50人 

人材センター（生涯活躍

のまちかみしほろ運営） 

65歳以上の利用者数増加 

基本チェックリスト

で「週 1回以上の外

出がある」人の割合 

87.9％（上半期） 

 

介護支援ボランティ

ア登録人数 41人 

 

 

 

 

 

人材センター登録者

数（65歳以上）13名 

上半期 稼働 6名 

・基本チェックリストによる把握として、70歳～88歳

までの 3 歳刻み 7 世代、約 350 名に対して郵送調査を

実施している。   

 

 

・コロナ禍にあり、ボランティアの主な活動場所である

通所サービス等に出入りができなくなり、一部の活動

を除いてはほぼ休止状態となっている。 

・地域サロンや社会福祉協議会主催のサロンは、新型コ

ロナ感染症の拡大状況に応じた対策をとっており、時

間短縮や休止を余儀なくされている。 

 

・人材センター上半期で稼働したのは 6 名で、男女と

も各 3 名ずつ。活動内容は庭木の手入れや清掃等であ

る。 

 

 

Ｂ 

＜成果＞ 

・基本チェックリストにより生活機能低

下のリスクがより高い対象者に対しては、

介護予防事業等への参加勧奨を行った。 

 

＜課題＞ 

・新型コロナ感染症による活動自粛があ

り、積極的なボランティア活動の周知や人

材の発掘は取り組めていない。 

・高齢者のサロン活動等も感染拡大状況

に応じた感染防止に配慮した開催方法や

休止の判断が必要である。 

・人材センターの場所の周知や稼働状況

等が住民に見えるよう周知方法に工夫が

必要である。 

保健福祉課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇障がい者雇用の促進・支援 

・障がいのある人の雇用の促進を図る 

・企業への障がい者雇用に対する理解の促進を図る 

福祉事業所から一般就労

への移行  3人（R6年） 

（平成 30年度実績 0人） 

職場体験・就労継続支援事業

所の施設外就労の場の確保 

4か所（R1年）→ 8か所

（倍増） 

就労移行者 

0人／0％ 

 

職場体験等の場確保 

1か所確保／25％ 

・町内企業にて 1人が 2日間の職場体験を行う。 

Ｂ 

（推進状況） 

・町内企業に依頼し、支援機関の支援者が

付き添う形で実習を実施した。 

（課題） 

・就労を希望する人の把握をし、その都

度、実習先等の開拓を行う必要がある。 

保健福祉課 

◇町内障害福祉サービス事業所への通所利用促進 障害福祉サービス等の新

規利用者数 5 人（1 人/

年） 

1人／20％ ・利用希望者に対する情報提供 

・ひきこもり者等の潜在的利用者に対する相談支援 

Ｂ 

（推進状況） 

・障がいなどで就労が困難な人へ随時、事

業所について情報提供し、必要時に見学同

行等の対応を行っている。 

（課題） 

・本人の状態像と事業所の体制の不一致

があり、事業所利用に至らない場合があ

る。 

・潜在的な利用ニーズの把握が引き続き

必要である。 

保健福祉課 

◇障がい者の生活支援体制の整備 

・住み慣れた地域で暮らしていける仕組み 

の構築 

グループホーム等の住ま

いの整備→ 1か所 

0か所／0％ ・町内福祉事業者と開設に向けた協議を予定していた

が、コロナ禍で延期した。 
Ｃ 

（進捗状況） 

・10月に事業者と協議予定。 

（課題） 

・実施主体が明確になっていない。 

保健福祉課 
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４ 関係人口の創出・拡大と移住定住によって人口減少をくい止めるまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２上半期) 

社会増 229人（H27～H30） 65人（13人/年） 41人 / 315.4％（R2.4～9） 

目標人口（2025年） R2.1：4,960人 

 

4,762人 

（人口ビジョンの 

2020年推計値を適用） 

4,986人（R2.9末） 

 

◇かみしほろの魅力発信と価値の向上による人の流れと交流・定住の促進 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

移住・二地域居住者数 20名/年 4名 / 20％ 

移住・定住の相談件数 900件/年 153件 / 17％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇移住定住プロモーションの推進（関係人口等への情報

発信の強化） 

移住・二地域居住者数 

第Ⅰ期目標：20名/年→20

名/年 

4人 ・移住定住プロモーションの推進 

Ｃ 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、一部宣伝活動が中止またはオンライン

形式に変更としながら実施。 

[中止] 

  ①北海道移住・定住フェア 

福岡(5/16)／大阪(10/3)／名古屋

(10/4) 

  ②上士幌町暮らしセミナー 

東京(9/27) 

[実績] 

 ①第 16 回ふるさと回帰フェア

2020(8/7) ｵﾝﾗｲﾝ開催  

②「はじめの一歩！初心者のための北

海道移住セミナー(9/5) ｵﾝﾗｲﾝ開催 

  ③「北海道で暮らそう！オンライン移

住相談イベント」(9/13) ｵﾝﾗｲﾝ開催 

  ④上士幌町暮らしセミナー 

 東京(11/14) 

   ⑤北海道移住・定住フェア 

 東京(11/15) 

[今後の予定] 

  ①北海道暮らし相談会 東京(12/20) 

   ②上士幌町暮らしセミナー 東京(2月) 

 

（課題） 

・移住、二地域居住を増加させるために、

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。 

 ウイズコロナ、アフターコロナを見据

え、対面形式、オンライン方式を組み合わ

せながらプロモーションを行っていく必

要がある。 

 

 

商工観光課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇移住・定住相談の充実 移住相談件数 

第Ⅰ期目標：600 件/年→

900件/年 

 移住相談件数              153件 

・イベント時相談件数        1件 

・上士幌コンシェルジュへの相談 152件 

 

 

 

 

 Ｃ 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

るイベントの中止により相談機会が減少

となっている。なお、一部オンライン方式

へ変更しながら事業推進を行っている。 

 

（課題） 

・移住、二地域居住を増加させるために、

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。 

 ウイズコロナ、アフターコロナを見据

え、対面形式、オンライン方式を組み合わ

せながらプロモーションを行っていく必

要がある。 

 

商工観光課 

◇ふるさと納税寄付者との交流の推進  実施中 ・『北海道上士幌町応援人口関係強化キャンペーン』を

実施した。（主催：上士幌町交流と居住を促進する会） 

【第１弾】上士幌 Instagramフォトコン 2020 

期間：10/16～11/30 

概要：上士幌町ふるさと納税に関連する投稿、アカウン

トフォロー等 

【第２弾】ＰＲ動画による応援人口拡大事業（仮） 

期間：Ｒ3.2上旬予定 

概要：ふるさと納税寄付者に対して、新たにＰＲ動画を

制作・公開し、町の新たな取り組み（シェアオフィス、

道の駅、カーシェア等）や特産品のＰＲを行う。 

Ｂ 

（進捗状況） 

第１弾 実施済 

第２弾 Ｒ3.2実施予定 

（課題） 

・新型コロナウイルスの影響でまるごと

見本市（東京開催）が実施できないため、

寄付者とは情報通信を活用したコミュニ

ケーションとなり、事前の参加及び視聴数

予測が難しい。町の公式ポータルサイト、

ＳＮＳ等の活用やネット広告をする必要

がある。事後アンケートによる寄付者の反

応、効果を分析することとしたい。 

企画財政課 

◇ふるさと納税による交流人口増加対策 オンラインサロンを活用

した交流人口 5名／年 

0名／0％ ・ふるさと納税に関するアンケートを実施した。 

会員数 74名中 28名の回答（37.8％） 

・アンケートでモニター参加意向がある方に対してノ

ベルズ食品の新商品試食モニターを実施した。 

 21名参加、結果はノベルズ食品に報告 

 ふるさと納税返礼品審査の指標となった。 

Ｃ 

（進捗状況） 

・オンラインサロン上での交流は実施し

ているが、本町を訪れる交流人口まで至っ

ていない。 

（課題） 

・昨年度オープンした町ふるさと納税特

設サイト（Ｒ1.10～）でも実施することが

可能であるため、窓口（サイト）の集約も

検討したい。 

・当初オンラインサロンを活用して域内

事業者（町内団体、返礼品事業者）との交

流を進めていたが、オンラインサロンの性

質上、本来の有料でも情報を取得したいよ

うなユーザーではなく、無料でライトな関

係から始めているため、会員が自主的な交

流を求めずに一方的な情報を待っている

状況となってしまっている。上記同様、関

係人口の窓口を集約することが寄付者に

とっても分かりやすく、また複数のサイト

管理による事務の煩雑を見直し、経費圧縮

ができる。 

 

 

 

企画財政課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇企業版ふるさと納税の活用 

○Society5.0 を見据えたスマートなまちづくりプロ

ジェクト 

・高度情報通信技術を活用し、停電のないまち（マイ

クログリッド）、新たなモビリティ（MaaS、自動運転

車等）、生活支援・産業振興（医療・福祉、教育、農

業等）の実現 

○「熱気球のふるさと」関係人口拡大プロジェクト 

・熱気球を通じた関係人口の創出・拡大の実現 

10社（R１～R６） 1社／50％ ・国実施のマッチング会による企業版ふるさと納税を

活用した町の取り組みをＰＲした。 

 

Ｃ 

（進捗状況） 

・9月に 1社の寄付申し込みあり（申込書

受理済、未受領［10/19時点］） 

（課題） 

・具体的な寄附活用事業を明確にし、企業

から問い合わせがあった場合に、事業の詳

細（内容・事業費）や事業規模、必要な金

額を説明し、寄附の動機付けを促進する必

要がある。 

 各課が実施する地方創生事業の財源確

保の手段のひとつとして、意識付けを行

い、各課から関係企業へのアプローチする

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 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

生活体験モニター参加者数 50組 150名/年 → 60組 160名/年 12組 25名 / 15.63％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇生活体験住宅等の充実 

・生活体験住宅の推進（生活体験専用住宅 2棟⇒4棟） 

・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 

（生活体験住宅の一部をペット可に） 

  ・生活体験住宅 10棟 

 ※町設置  ～ 短期 2戸、中長期 5戸 

  NPO設置 ～ 短期 2戸、中長期 1戸 

Ｃ 

（進捗状況） 

・生活体験モニター参加数   

          12組 25名 

     （前年同期 38組 95名） 

・新型コロナ感染症の影響により、一部予

約のキャンセル、新規申し込みを中止とし

た。 

 

（課題） 

 今年度の新規予約の中止を決定。新年度

より事業再開を予定しているが、ウイズコ

ロナ、アフターコロナを見据えた事業展開

が必要となっている。 

 

 

 

 

商工観光課 
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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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２上半期) 

社会増 229人（H27～H30） 65人（13人/年） 41人 / 315.4％（R2.4～9） 

目標人口（2025年） R2.1月：4,960人 4,762人（人口ビジョンの 2020年推計値を適用） 4,986人（R2.9末） 

 

◇まちの整体（公共施設再編によるコンパクト化推進） 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

公共施設再配置 計画に基づく推進 新消防庁舎建設を推進中 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇役場庁舎の改修  推進中 ・各公共施設の機能連携による安全・安心の生活空間形

成を目的とした拠点整備を行う。 

 

Ｃ 

（進捗状況） 

・今後の役場町庁舎のあり方について、過

去の調査内容や有識者による助言を参考

に検討を進めた。（総務課主体） 

（課題） 

・現段階において、整備における方向性が 

定まっていないため、調査が必要である。 

企画財政課 

◇老朽施設の解体撤去補助 50件（年 10件×５年） 11件／110.0％ ・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 50万円を補助する。 
Ａ 

（進捗状況） 

・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。 

 件数 11件  補助額 483万円 

町民課 
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◇移動の利便性向上 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

上士幌町の交通における町民のニーズ調査及びバス利用実態調査（R1調査） 向上    R6調査予定 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇おでかけ確保対策事業（地域公共交通網形成計画策

定） 

 推進中 ・新たな公共的移動手段の導入や、交通拠点化に伴う交

通体系再整備の必要性を検討し、地域公共交通計画の 

策定を推進する。 

Ａ 

（進捗状況） 

・上士幌町地域公共交通活性化協議会を開

催し、地域交通計画策定に向けて調査や実

証運行の取り組みを進めている。（ＩＣＴ推

進室と連携） 

（課題） 

・コロナウイルス感染症対策のため、協議会

の開催や町民ヒアリングの実施時期に影響

が出ている。 

企画財政課 

◇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） 推進中 ・整備拡充の実現に向け、引き続き要望等を行う。 

Ａ 

（進捗状況） 

・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、国道 241 号

片側２車線化及び圧雪アイスバーン解消防

雪柵設置を要望した。 

（課題） 

・沿線自治体と連携し、要望活動を継続す

る必要がある。 

企画財政課 
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◇地域活性化拠点の整備 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

新規雇用人数（無料職業紹介所による雇用）（第Ⅰ期（Ｒ１上期まで）:32人） 50人 8人 / 80.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇重点道の駅かみしほろの運営   ・㈱karchが指定管理者として運営管理 

 (R2.4.1～ 3年間) 

  新規雇用  39名(9月末現在) 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

（進捗状況） 

・当施設については、当初 5 月 28 日開業

を予定していたが、新型コロナウイルス感

染症の影響により、6月 11日より開業。 

 新型コロナウイルス感染症がありつつ

も、多くの来訪客があった。 

 

（課題） 

・引き続き新型コロナ感染症対策を講じ

ながらの運営が求められている。 

・冬季から春季にかけての閑散期におけ

る運営の工夫が課題となっている。 

 

 

 

 

商工観光課 
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６ 生涯活躍するまち 

 

数値目標 基準値 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２上半期) 

健康寿命の延伸 

（不健康な期間の短縮） 

要介護 2以上の方の割合 

H31.3：8.02％、R1.10：9.09％ 

男性 6.6 ％ 

女性 9.3 ％ 

維持 要介護 2以上の方の割合 

R2.9：9.63％（164/1703） 

男性 6.69％（48/718） 

女性 11.78％（116/985） 

 

◇地域包括ケアの充実 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

介護職員初任者研修の受講者数（R1：12名） 17名（年 1名増加） 15人 / 115％ 

研修受講者のうち就業者数（H30：2名） 7名（年 1名増加） 0人 / 0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇地域包括ケアの基盤づくりの促進 協議体への移行 達成 ・令和元年度に「地域包括ケアシステム」の推進母体と

なる「地域支えあい推進会議」（協議体）が発足し、構

成メンバーとしてまちづくり会社も参画、会社の中に、

生活支援コーディネーターを配しながら、生活支援体

制の一翼を担っている。 
Ａ 

（進捗状況） 

・起業家支援センターの中に「ママのホッ

トステーション」を設置し、産前産後の母

親たちの相談、交流の場として利用促進が

図られている。 

（課題） 

・引き続き、きめ細かい相談対応や利用促

進を図る。 

企画財政課 

◇介護人材の担い手育成 研修受講者数 17名 15人 / 115％ 

（R1：12名） 

（目標） 

年 1名増加で、R6目

標 17名 

・事前説明会 2回、9月開講、10月サポート講義、 

11月実技講義・評価試験・修了式 

・15名合格 

Ａ 

（進捗状況） 

・今年度はコロナ禍の影響で、自主学習及

びリポート提出による研修体制とし、15名

がが合格した。 

（課題） 

・合格者のうち、就職やキャリアアップに

つなげる必要がある。 

企画財政課 

◇障がい者グループホーム・就労事業 就労事業の開始 Ｐ２４参照 Ｐ２４参照  Ｐ２４参照 保健福祉課 
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◇生涯活躍機会の充実 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

上士幌町健康ポイント会員数（R1：579名） 730名（年 30名増加） 706人 / 115.9％ 

起業希望者支援による起業者数（R1：0名） 5名（年 1名増加） 0人 / 0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇上士幌町健康ポイント事業 会員数 730名 706人 / 423％ ・会員の募集とともに、ウォーキングに対する動機付け

を高めるため、東神楽町、中札内村とともに、３町村対

抗バーチャルウォーキングイベントを開催した。 Ａ 

（進捗状況） 

・目標以上に会員の増加が図られている。 

（課題） 

・引き続き、イベントを含め健康づくりに

関する機運醸成を図る必要がある。 

企画財政課 

◇生涯学習機会の創出と充実 満足度 80% 未調査 ・今後、リモートによる学習機会の提供が常態化するこ

とを見越し、今年度は試験的に、「地方で暮らすこと、

働くことの意義を考える」をテーマに、リモートライブ

配信による総合講座を 11/15に実施した。 
Ｂ 

（進捗状況） 

・総合講座開催後のアンケート集計や視

聴者数を取りまとめているところ。 

（課題） 

・次年度以降の実施にあたり、実施方法や

テーマ設定について考慮する必要がある。 

企画財政課 

◇スキル習得・実践型起業支援による人材の育成・確保

の促進 

起業者数 5名 0件 / 0％ ・商工会及び金融機関と連携しながら 10 月から 12 月

まで、計 5回開講予定。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・当初予定どおり開講中。 

（課題） 

・引き続き、事業計画作成から起業の実現

まで、できるだけ個々に寄り添って支援す

る。 

企画財政課 
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◇住みやすいと感じられる魅力ある共助のまちづくり 

ＫＰＩ 

項目 目標値 達成度(Ｒ２上半期) 

人材センターの会員数（R1:34名） 会員数 60名（年 5名増加） 58名 / 480％ 

人材センターの業務受注件数（R1:112件） 受注件数 300件（年 40件増加） 140件 / 70.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 Ｒ２上半期進捗状況と課題 担当課等 

◇特定地域づくり事業協同組合の設立と事業の推進（労

働者派遣事業等） 

推進 未達成 ・国が制定した本事業(R2 年 6 月施行)の活用により、

特定地域づくり事業協同組合の設立化を進め、労働者

派遣事業を展開し、町内事業所における人手不足の解

消を図る。 

 

Ｃ 

（進捗状況） 

・制度を見極め中 

（課題） 

・短期派遣が出来ないなどの課題があり、

制度を見極めながら、事業の推進について

検討する必要がある。 

商工観光課 

◇人材センターにおける住民の困りごと・しごと・住ま

いのトータルサポート 

受注件数 300件/年以上 140件 / 92.1％ ・人材センターにおいて、会員及び仕事の掘り起こしを

行うながら、きめ細かく相談に応じるなど、マッチング

の促進を図る。 
Ｂ 

（進捗状況） 

・R2目標 152件に対し、140件受注してい

る。 

（課題） 

・引き続き、掘り起こしとマッチングの促

進を図る。 

企画財政課 

◇首都圏等で開催されるセミナーでの相談対応、魅力の

発信（R1:113件） 

対応件数 120件/年以上 61件 / 50％ ・「ふるさと回帰セミナー」（オンライン開催）10月 

・「上士幌暮らしセミナー」11月 

・「北海道移住・交流フェア」11月 
Ｂ 

（進捗状況） 

・オンライン及び対面による相談対応及

び魅力の発信を実施。 

（課題） 

・引き続き、オンライン対応を含め相談対

応を実施。 

企画財政課 

◇移住希望者向け職業体験支援（R1:３件） 体験者数３件/年以上 0件 / 0％ ・コロナ禍の影響により、現地訪問手法による職場体験

は実施できていない。 
Ｃ 

（課題） 

・今後、状況を勘案しながら検討する。 

企画財政課 



 

 
 

 

 

 

 

 令和２年度（4月～9月上半期） 
 

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１０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 上士幌創生包括加速プロジェクト事業 

 【事業実施期間 令和２年４月～令和５年３月（３か年）】  

 【交付金額 ３６，９７２，０００円】 （事業費７３，９４４，０００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） Ｒ２上半期の増加分 達成度 未達成の場合の要因 

人材センター会員数 214人増加 24人増加 37.5％ ※Ｒ２目標 64人増加、Ｒ１実績：34人、Ｒ２上半期実績：58名 

起業・コミュニティづくりの拠点（hareta）への集客数

（のべ人数） 

5,500人増加 1,351人増加 67.6％ 

 

※Ｒ２目標 2,000人増加、Ｒ１：0人、Ｒ２上半期実績：1,351人 

※新型コロナウイルス感染症対策のため 4月～7月初旬までは休館 

人材センター取引件数（のべ件数） 800件増加 28件増加 14.0％ ※Ｒ２目標 200件増加、Ｒ１：112件、Ｒ２上半期実績：140件 

 

事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

（１）人材センターの機能強化事業 27,607千円（委託） 

 起業家支援センターを拠点とした地域コミュニティづくりと生業の掘り

起こしとともに、担い手となる会員をさらに増やすことや、専門研修による

人材育成、特定地域づくり事業協同組合による労働者派遣事業により、仕事

と担い手のマッチング運営を行う。さらに、困りごとを抱える町民とその解

決にあたる町民を効果的に結びつけるため、ＩＣＴ機能を活用し、仕事と担

い手をアプリ上で効率的にマッチングできるシステムを開発し効率化を図

る。 

 ①コミュティづくりと生業の掘り起こし、住民との調整、広報等マッチン

グ運営 9,897千円 

  ・まちづくりカフェの開催、マッチングサービスの運営 

 ②特定地域づくり事業共同組合設立・運営 506千円 

  ・組合設立による労働者派遣事業の実施 

 ③マッチングシステム開発 17,204千円 

  ・アプリケーションシステムの開発 

 

（２）生涯活躍に向けた人材育成事業 18,054千円（委託） 

 次世代高度技術の活用に関する実証実験と連動させた総合講座を実施す

るとともに、農作業等仕事の需要に対応できるための専門講座の実施、起業

経営計画を実働させる起業塾を実施し、生涯活躍に向けた人材を育成する。 

 ①総合講座の実施 7,043千円 

 ②専門講座の実施 7,981千円 

 ③起業塾の実施   3,030千円 

  ・企画、講師関係機関との連絡調整、実施 

 

（３）健康寿命の延伸事業 9,743千円（委託） 

 これまで 2年間で蓄積されてきた町民データを分析するとともに、町民に

データの還元や分析結果に基づく健康づくりに関するプログラム（健康ポイ

ント、定期測定会、運動指導等）を提供し、健康づくりに関する裾野の広が

りと質の向上を図る。 

 ①町民データの分析・活用 7,091千円 

  ・町民データの分析方法、活用方法の検討、実施 

 ②健康プログラムの提供 2,652千円 

  ・効果的な健康プログラムの開発、実施 

  ※健康ポイント経費は含んでいない 

 

 

（１）人材センターの機能強化事業 

①コミュニティづくりと生業の掘り起こし、住民との調

整、広報等マッチング運営 

【かみしほろスマイルプロジェクト】 

・「ママのホットステーション」毎週金曜日開催。 

【まちまるごとチャレンジ】 

・7月より一般公募を開始し、4件採用。 

【ハレタ運営企画】 

・チャレンジショップ「やどかりカフェ」（毎週月・火・水

運営）等。 

【コミュニティづくり】 

・「手作りおやつカフェ」等開催。 

②特定地域づくり事業共同組合設立・運営 

・制度を見極め中。 

③マッチングシステム開発 

・システム開発中。 

（課題） 

・住民コミュニティの醸成が図られてきており、今後、困

りごとや課題を解決できる人材の掘り起こしを図る必要

がある。 

 

（２）生涯活躍に向けた人材育成事業 

①総合講座の実施 

・11/15リモートライブ配信 

 テーマ「地方で働くこと、暮らすこと」 

 事前申込：299人 

 動画視聴回数：901回（R2.11.19現在） 

②専門講座の実施 

・チームワークビルディング 6回 

・JICA事前研修 

③起業塾の実施 

・3名受講、全 5回実施。 

（課題） 

・with コロナ時代に対応した開催のあり方を検討する必

要がある。 

 

 

Ｂ 

（１）人材センターの機能強化事業 

・今後とも、コミュニティの醸成を促進するとともに、困りごとや

課題を解決できる人材の掘り起こしと、マッチングシステムを有効

活用した生きがいづくりや助け合いの仕組みを構築する。 

 

（２）生涯活躍に向けた人材育成事業 

・住民ひとりひとりが、今後の時代に即応し、充実した生き方がで

きる手がかりとなることにつなげるため、withコロナ時代に対応し

た開催のあり方やテーマについて検討する。 

 

（３）健康寿命の延伸事業 

・町民データの分析、活用方法や健康づくりに対する町民の意識情

勢を図る工夫について検討する。 

 

（４）関係人口の創出・拡大事業 

・シェアオフィスを拠点とした都市部企業人と地域事業者との新た

なビジネス展開、また、都市部若者の体験プログラムの参加による

地域住民との関係づくりを通じ、にぎわいや地域経済の活性化につ

ながるよう取組を進める。 

企画財政課 



 

2 
 

事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

（４）関係人口の創出・拡大事業 18,540千円（委託・直営） 

仕事・学び・遊びの 3要素を組み合わせた体験プログラムを開発、1か月

程度のお試し暮らしの中で、町全体の魅力を体感してもらい、地域のファン

づくりと将来的な移住のインセンティブを高める。 

 令和元年度に整備したシェアオフィスの利用促進とあわせ関係人口の創

出・拡大を図ることで循環的な人の流れをつくり新たな地方創生を実現する

ため、首都圏等において、当体験プログラムやシェアオフィスについて広く

周知、利用促進を図る。 

 ①仕事・学び・遊びの体験プログラムの開発、提供 13,637千円（委託） 

  ・体験プログラムの開発、実施（参加者の旅費、宿泊費等は含まず） 

 ②セミナー等でのＰＲ 1,327千円（委託） 

  ・都市部における移住フェアでの相談対応と体験プログラムを含むＰＲ 

 ③シェアオフィスの運営 3,576千円（直営） 

  ・施設管理、警備、ＰＲ資材等 

 

 ※委託先は「まちづくり会社」を予定 

※（４）は、地域外からの人材も含め多くの住民が活動に参加し、多くの

担い手や仕事とのマッチングが行われること（ＫＰＩ①、②、③）に寄与

する。 

※当事業は、これまでの取組を発展させ、質を重視した健康づくり、実践

的な学習機会の提供、即戦力のある人材の育成・確保、仕事と担い手の効

果的なマッチング、介護予防や生活支援など共助による支え合いの地域づ

くり、継続的に地域と多様な関わりを持つ関係人口の創出・拡大など各施

策を連携させ、まちづくり会社が主体となって、行政、関係機関と連携し

ながら生涯活躍のまちを実現させる。 

 

（３）健康寿命の延伸事業 

①町民データの分析・活用 

・㈱タニタヘルスリンクへデータ提供を依頼中。 

②健康プログラムの提供 

・会員数：707人 

・上士幌町、中札内村、東神楽町対抗バーチャルウォーキ

ングイベント実施（9/14～10/13） 

（課題） 

・町民データの分析、活用方法や健康づくりに対する町民

の意識情勢を図る工夫が必要である。 

 

（４）関係人口の創出・拡大事業 

①仕事・学び・遊びの体験プログラムの開発、提供 

[JICA訓練生] 

・8/27～12月下旬活動予定 

・上士幌高校「上士幌学」授業参加、農園訪問、まちの魅

力発信等。 

[一般公募] 

・第Ⅱ期（11/1～12/2）5名参加。 

・自然ガイドツアー、町内農業施設等視察、農作業（JA選

果場）、町民との交流等。 

②セミナー等でのＰＲ 

・「ふるさと回帰セミナー」（10/11）4組相談 

・「上士幌町暮らしセミナー」（11/14）16名参加 

・「北海道移住・交流フェア」（11/15）32組 41名相談 

③シェアオフィスの運営 

・7/1「かみしほろシェアオフィス」供用開始。 

・9/30時点で延べ利用者数 83名、年間契約企業 5社。 

・シェアオフィスを核に地域内の事業者のビジネスを企業

や副業兼業希望者が拡大していく「上士幌エンハンスプロ

ジェクト」を開始。 

・プロジェクト事業に参画する町内事業者、生産者を紹介

するランディングページの制作。9/30サイト公開。 

（課題） 

・シェアオフィスの更なる利用促進のため、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、そのための滞在・宿泊施設や移動手段・方法の充

実を図る必要がある。 



 

3 

 

 

２ 上士幌町観光地域商社新ビジネスモデル創出プロジェクト 

 【事業実施期間 令和２年４月～令和５年３月（３か年）】  

 【交付金額 １７，７３７，０００円】 （事業費 ３５，４７５，０００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） Ｒ２上半期の増加分 達成度 未達成の場合の要因 

SDGｓに示される１６９のターゲットに関する取組数 9個 未集計 － － 

観光入込客数 450,000人 未集計 － － 

観光拠点施設（道の駅、ナイタイテラス）での一人当た

りの観光消費額 

300円 未集計 － － 

転入転出流入人口増 20人 41人 195.2％ ※Ｒ２目標 21人増加、Ｒ１：15人増加、Ｒ２上半期実績：41人増加 

 

事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

■合計 35,475千円 

（１）再生可能エネルギー１００％まちづくりガイドコースの作成 

 （1,430千円） 

①ＳＤＧｓを意識した取り組みによるまちづくり 

・地域のバイオガス発電から電気小売まで行う取り組み、ふるさと納税、   

子育て支援、エネルギーのまちづくりなど上士幌町周遊ルートの作成    

業務委託（karchへ委託）300千円×3ヶ月×税＝990千円 

            需要費 400千円×税＝440千円 

 目的：先進的な取り組みを行う本町では、これまで多くの視察の受け入れ

を行っているが、その視察をガイドコースとして確立させ視察受入態勢の充

実を図り、積極的に受け入れていくことで、新たな人の流れを生み出す。 

 

（２）ＳＤＧｓの取り組みとマッチングした町内旅行商品・体験商品販売シ

ステム構築（4,840千円） 

①ＳＤＧｓを意識した取り組みによるまちづくり 

②観光地域商社としての運営を意識した DMO の戦略的な観光客誘致と観光消

費拡大の取組  

・ＳＤＧｓの取り組みとマッチングする販売可能なぬかびら源泉郷の宿泊施

設、体験商品の洗い出し。 

調査業務委託（karchへ委託） 200千円×12ヶ月×税＝2,640千円 

 目的：前身事業で実施した観光商品開発プロジェクトの中で、３つの新た

な体験観光商品を造成することができたが、、更に厚みのあるビジネス展開を

図るためには、商品数の増加、それぞれの魅力の更なる磨き上げが必要であ

るため、ぬかびら源泉郷を中心とした販売可能な宿泊施設や、体験商品の洗

い出しをＳＤＧｓの取り組みとマッチングさせて行うことでより付加価値を

高めた商品の開発を目指す。 

 

・ネット販売によるキャッシュレス化の検討 

【成果】 

（１）再生可能エネルギー１００％まちづくりガイドコ

ースの作成 

〇本町における先進的な取り組みに対する、町外からの

視察研修等の受け入れ体制を整え、ガイドツアーとして

商品化しビジネスにつなげるため、委託業務によりルー

ト、リーフレットの作成を進めている。 

 

（２）ＳＤＧｓの取り組みとマッチングした町内旅行商

品・体験商品販売システム構築 

左記事業について委託業務により進めている。 

〇現在、新たな体験商品の検討を行っており、宿泊施設

と併せた商品化を目指している。 

〇キャッシュレス決済システムの開発を行っており、年

度内の実用開始を目指している。 

 

（３）道の駅を拠点としたＳＤＧｓ×観光プロモーショ

ン事業 

〇戦略的な観光パンフレット等の配布、各種メディアを

積極的に活用した、効果的な観光プロモーション、道の

駅を拠点とした周遊を促す情報発信を行うためのＨＰの

整備、ＳＮＳ等の活用を委託業務、補助事業等により進

めている。 

 

（４）DMOとしてのマーケティング調査 

〇委託業務により、調査システムは完成し、道の駅への

来訪者を中心に、ＷＥＢアンケート、紙アンケート、駐

車場調査等により基礎資料の収集を行っている。今後、

Ｃ 

 

（１）再生可能エネルギー１００％まちづくりガイドコースの作成 

〇ルート、リーフレットの充実を図り、兼ねてより、受入が多い本

町への視察のビジネス化を目指す。 

 

（２）ＳＤＧｓの取り組みとマッチングした町内旅行商品・体験商

品販売システム構築 

〇新たな商品の開発を進めるとともに、キャッシュレス決済システ

ムの早期の実用化を目指す。 

 

（３）道の駅を拠点としたＳＤＧｓ×観光プロモーション事業 

〇引き続き、戦略的な観光プロモーションを進めるとともに、町・

観光地域商社が進めるＳＤＧｓの取り組みを内外に発信していく。 

 

（４）DMOとしてのマーケティング調査 

〇基礎資料の収集を継続して行い、集計した結果を分析し、次の展

開に向けた課題の洗い出しと、その解決方法の検討を進めていく。 

〇次年度早々の協議会設立を目指し、関係機関へのヒアリング等調

整を進めていく。 

 

（５）ＳＤＧｓ×観光人材創出事業 

〇地域全体の人材不足の解消に向けて、積極的な募集活動を継続し

ていく。 

 

 

商工観光課 
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事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

 システム開発業務（karchへ委託）   150千円×3ヶ月×税＝495千円 

 システム導入、運用業務（karchへ委託）  1,550千円×税＝1,705千円 

 目的：販売可能な旅行商品等について、ネット販売によるキャッシュレス

化により利用者の利便性の向上を図る。 

 

（３）道の駅を拠点としたＳＤＧｓ×観光プロモーション事業（7,689千円） 

①ＳＤＧｓを意識した取り組みによるまちづくり 

②観光地域商社としての運営を意識した DMO の戦略的な観光客誘致と観光消

費拡大の取組 

 目的：2020年開業の道の駅では 40万人以上の来場者を予定しており、本町

は観光によるまちづくりを体現する絶好の機会である。道の駅を拠点にＳＤ

Ｇｓとマッチングした観光プロモーションを実施することで、（１）の取り組

みである視察研修等の受け入れや、（２）ＳＤＧｓの取り組みとマッチングし

た町内旅行商品・体験商品の販売促進にもつながり、小規模 MAICE などの新

たなひとの流れを生む効果が期待できる。 

 また、商店街の情報発信の強化を行うことで、まち歩きによる周遊、滞在時

間の延長を図る。 

・道の駅、ナイタイテラスのみならず温泉街や商店街を意識した広告宣伝や

誘客を行う。 

 業務委託（karchへ委託） 

 情報発信経費  5媒体×500千円×税＝2,750千円 

 HP等開設経費 200千円×12ヶ月×税＝2,640千円 

・商店街活性化情報発信事業 

 各店舗の情報を発信するツールとしてサイト、HP等の開設（商店街誘客） 

 商工会へ情報化事業補助 2,299千円 

 

（４）DMOとしてのマーケティング調査（13,266千円） 

②観光地域商社としての運営を意識した DMO の戦略的な観光客誘致と観光消

費拡大の取組 

・観光拠点施設でのアンケート、ヒアリング調査・分析 

 調査業務委託（karchへ委託） 300千円×12ヶ月×税＝3,960千円 

・アンケート・ヒアリング調査インターネットアプリの開発、運用 

 システム開発・運用（karchへ委託） 250千円×12ヶ月×税＝3,300千円  

 目的：DMOとして、地域の観光消費、観光入込等の動向を調査・分析し、観

光基本計画を意識した誘客、観光消費額増などの戦略を策定していくための

基礎資料とする。  

 調査対象：上士幌町への来訪者 

 場   所：道の駅等の観光拠点施設 

 調査内容：来訪動機や周遊動向、消費動向等の調査・分析 

母数確保のためアンケート収集の場所の拡大を検討。 

〇ＤＭＯ法人登録に向けて、協議会組織案を作成中。 

〇宿泊事業者や飲食小売業等の事業者に対して、現在の 

経営の課題等についてヒアリングを行っている。 

〇観光協会、商工会等と連携し、課題解決への支援策の

検討を進めていく。 

〇経済波及効果推計調査業務については、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、数値が例年とは大きく離れ

ることが予想され、調査結果の信頼度が問われることか

ら、本年度の実施は見送りとした。 

 

（５）ＳＤＧｓ×観光人材創出事業 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、首都圏への

移動の自粛など、募集活動が制限される中でも、多様な

媒体、関係機関を活用し、人材確保のための募集活動を

積極的に行っている。地域の人材不足解消のため、観光

事業者を始めとした、事業者へヒアリング等を行ってい

る。 

 

【課題】 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、募集はしてい

るものの、人材確保が遅れている。 
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事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

 調査方法：インターネットアプリを利用したアンケート調査 

  

・DMO候補法人から DMO法人に向けての基盤づくり 

 調査業務委託（karchへ委託） 380千円×12ヶ月×税＝5,016千円 

 業務概要：DMO法人登録に向けた、組織及び事業推進体制の検討、DMO協議

会の運営、人材の確保等 

 

・経済波及効果推計調査業務 

 業務委託  990千円  

 目的：道の駅とナイタイテラスが地域にもたらす経済波及効果について調

査・分析を行い、ＤＭＯ調査の基礎資料とするため。 

 

（５）ＳＤＧｓ×観光人材創出事業（8,250千円） 

①ＳＤＧｓを意識した取り組みによるまちづくり 

③移住定住・雇用促進の取り組みによる地域経済の活性化 

 目的：ＳＤＧｓの取り組みにより潤いのある豊かな生活を安心して営むこ

とができる地域社会の構築に貢献するため、その担い手となる人材の確保を

進める。 

・今後の課題でもある人材の確保を行うため募集活動を行い、将来性のある

観光まちづくりに取り組む。 

 生涯活躍のまちかみしほろと連携し、地域の人材不足を解消する取り組み

を行う。募集活動プロモーションは karch が行い、地域での人材マッチング

等は生涯活躍のまちが行う。  

業務委託（karchへ委託）  

情報発信経費 ３媒体×1,500千円×税＝4,950千円 

会場費等   ３箇所×1,000千円×税＝3,300千円                           
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【地方創生拠点整備交付金】 

１ 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） Ｒ２上半期の増加分 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 83人増加      13.8％ 令和２年度より供用開始 ※達成度は、Ｒ２目標 600人対比 

シェアオフィス利用起業数 12社増加 1社増加     16.7％ 令和２年度より供用開始 ※達成度は、Ｒ２目標 6社対比 

シェアオフィス利用者の移住者数 5人増加 1人増加 33.3％ 令和２年度より供用開始 ※達成度は、Ｒ２目標 3人比 

 

事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 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】 

・コロナ渦により当初の予定からは遅れたが、7/1から「か

みしほろシェアオフィス」の供用を開始。 

9/30時点で延べ利用者数 83名、年間契約企業 5社。 

 

・シェアオフィスを核に地域内の事業者のビジネスを企業

や副業兼業希望者が拡大していく「上士幌エンハンスプロ

ジェクト」を開始。 

プロジェクト事業に参画する町内事業者、生産者を紹介す

るランディングページの制作。9/30サイト公開。 

 

 

【課題】 

・シェアオフィスの更なる利用促進のため、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、そのための滞在・宿泊施設や移動手段・方法の充

実を図る必要がある。 

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 

・上士幌エンハンスプロジェクトの推進（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 

・滞在、宿泊施設の整備 

・ワーケーションプランのサブスクモデルの検討 

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） Ｒ２上半期の増加分 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 29,798千円 40.27％ ・当初令和 2 年 5 月 28 日の共用開始を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影

響により 6 月 11 日の共用開始となった。以降、新型コロナウイルス感染症の予防対策を

講じながらの厳しい運営を行うこととなった。 

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 2人増加 25.00％ ・道の駅共用開始に伴う販売にあわせて 2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 6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 278,758人 42.89％ ・当初令和 2 年 5 月 28 日の共用開始を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影

響により 6 月 11 日の共用開始となった。以降、新型コロナウイルス感染症の予防対策を

講じながらの厳しい運営を行うこととなった。 

 

事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 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。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により共用開始が遅

れたが、6月 11日にオープンすることができた。 

【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 
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３ 上士幌町商品開発ビジネス創出推進拠点整備事業 

 【事業実施期間 令和２年４月～令和３年年３月（１か年）】  

 【交付金額 ４９，９５３，０００円】 （事業費１０４，６５８，０００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） Ｒ２上半期の増加分 達成度 未達成の場合の要因 

本事業を通じて商品開発に取り組む者の数（延べ） 17人・団体 － － － 

本事業を通じて開発した商品の数 25品 － － － 

本事業を通じて開発した商品の販売額 36,500千円 － － － 

 

事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

（１）施設整備（建築物）の内容 

【施設名称】 

上士幌町農業技術研究センター 

【整備内容】 

地域の農畜産物等を活用した商品開発やビジネス創出を支援するため、平成

３年に整備した上士幌町農業技術研究センターを食品衛生法に基づく営業

施設の基準を満たすよう改修する。 

【請負工事内容など】 

・改修工事 80,003千円 

 

（２）設備整備等の内容 

【設備等名称】 

 厨房設備、加工設備、包装設備、監視カメラシステム 

【整備等内容】 

 商品開発・ビジネス創出を推進するために、農産加工室、食肉加工室、乳

加工室に必要となる厨房設備、加工設備等を導入する。あわせて、多くの町

民が利用する公共施設であることから、異物混入等の食品事故防止や適切な

衛生管理を実施して食の安全を確保するため、監視カメラシステムを導入す

る。 

【交付金充当】 

 ・厨房設備      1,629千円  

 ・加工設備      13,936千円  

 ・包装設備        3,026千円   

 ・監視カメラ設置工事 902千円 

  計        19,493千円 

【町一般財源】 

 ・冷凍冷蔵設備    4,356千円 

 

（３）ソフト事業の内容 

【事業内容】 

成果】 

 令和２年９月に着工し、現在改修工事を進めているとこ

ろ。（工期：令和３年２月１９日） 

また、令和３年４月１日の供用開始に向け、施設職員の

知識や技術向上のための研修を実施しているほか、備品関

係の発注や管理運営について準備を進めている。 

【課題】 

・商品開発を推進するため、食品加工や衛生管理に知識の

ある人材の育成・確保が必要である。 

・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 

・施設スタッフの人材確保及び育成 

・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 

建設課 
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事業概要 Ｒ２上半期実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

 商品開発・ビジネス創出を推進するために、原材料の重さを量る台秤や営

業施設に必要となる更衣室のロッカー、食品表示法に基づく表示のためのラ

ベルプリンターを導入する。 

【交付金を充当する備品】 

 ・台秤           250千円  

 ・ラベルプリンター 160千円  

  計               410千円 

【町の一般財源で購入する備品】 

 ・更衣室ロッカー   396千円 

  計          396千円 

 

 

 

 


