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評価区分             今回評価結果 

 Ａ：順調に進んでいる。       ３１事業 

 Ｂ：概ね順調に進んでいる。     ３１事業 

 Ｃ：進捗が遅れている。        ９事業 

 Ｄ：取組内容の見直しが必要。     １事業 
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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) 

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 12人 / 24％ 

 

◇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) 

人材センターの会員数（Ｒ１：34名） 会員数 60名（年５名増加）  88名 / 146.7％ 

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） 317件 / 105.7％ 

起業希望者支援による起業者数（Ｒ１：０名） ５名（年１名増加） １名 / 20％ 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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（令和２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を進め、労働者

派遣事業を展開し、町内事業者における人手不足の解

消を図る。 

・北海道中小企業団体中央十勝支部主催の制度説明会

（令和３年１月 20日開催）に参加した。関係団体に財

政支援制度がさらに手厚くなった旨の説明を行い、再

考してもらうこととなった。 

Ｃ 

（進捗状況） 

・制度を見極め中。 

（課 題） 

・短期派遣ができないなど課題があり、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。 

（取組の方向性） 

・関係団体と調整し、設立に向けて検討を

進める。 

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 317件 / 208.6％ 

 

※40件/年増加想定 

・平成 30年５月の開設以降、高齢者等の生きがいづく

りを促進するため、シルバー人材センターの機能を有

する「かみしほろ人材センター」を運営する。高齢者等

の労働へのニーズ、個人・法人の困りごとをセンター会

員が解決するべく活動を行う。 

Ａ 

（進捗状況） 

・令和２年度目標 152件に対し、317件受

注。 

（課 題） 

・令和３年度より運用開始するマッチン

グシステムにおいて、会員と利用者が、う

まくマッチングシステムに移行ができる

よう、丁寧な説明が必要である。 

・会員及び利用者の増加に向けての周知

が必要である。 

（取組の方向性） 

・マッチングシステムを活用しながら、引

き続き困りごとの解決を図っていく。 

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 １名 / 100％ 

 

※１名/年増加想定 

・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回開講した。 

 

 実施日 10月 17日、10月 31日、11月 14日、 

 11月 28日、12月５日 

 講 師 原口勝全氏(中小企業診断士) 

 受講生 ３名 Ｂ 

（進捗状況） 

・個別面談方式の指導を通じて、受講生が

事業を実現させるための事業計画を全受

講生が完成することができた。 

・３名中２名が、来年度の起業に向けて具

体的な準備を進めている。 

（課 題） 

・起業に繋げていけるよう、本気度の高い

方の獲得が必要である。 

（取組の方向性） 

・新規受講生の掘り起こしを行い、起業に

繋げていく。卒業生は、講師から継続的な

助言が受けられるようにする。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇起業支援及び事業承継、空き店舗対策の推進 １件 / 年 ３件 / 年 ・起業希望者に対して、創業促進支援事業補助金や町中

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） 

・上士幌町創業促進支援事業補助金は６

件の申請があり、順調である（新規起業は

そのうち３件）。 

・事業承継事業の相談は２件あったが、申

請は０件。 

（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。 

（取組の方向性） 

・空き店舗の情報を集めると共に、事業承

継に悩んでいる事業者の調査も進める。 

商工観光課 
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◇農林業の活力向上 

ＫＰＩ 

項 目 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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 12.66トン / 97.4％ 

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   減少 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇新規就農、担い手育成支援 新規就農２件 ０件 ・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 

（進捗状況） 

・新規就農者支援最大３年（３年目） 

（課 題） 

・新規就農者の経営安定に向けて、関係機

関と連携し継続した支援が必要である。 

（取組の方向性） 

・関係機関と新規就農者に対するサポー

トチームを設置し、支援に取り組む。 

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 

  ・農林課が上士幌町地域資源利活用推進協議会の事務

局を担い、国の畜産クラスター関連事業の実施を支援。 

・国の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設

整備事業）の活用により JA上士幌町 TMRセンターバン

カーサイロの増設工事を支援。 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入

事業）の活用により、生産者の機械導入を支援。 Ａ 

（進捗状況） 

・TMRセンターバンカーサイロ工事完了。 

・Ｒ２畜産・酪農収益力強化整備等特別対

策事業（機械導入事業）実績、延 16 経営

体、機械 22案件導入。 

（課 題） 

・国事業の予算配分額が地域要望額に満

たない場合、すべての要望をかなえること

ができない。 

（取組の方向性） 

・今後も地域要望を継続して確認し、畜産

クラスター関連事業等の活用による、生産

者の支援に取り組む。 

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 

  ・農業用気象観測機器の導入（４地区）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・畜産版 EMS「ふぁーむログ」の開発。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・農業気象観測機器の設置工事が２月に

完了。農業者への気象情報等の提供は、令

和３年４月を予定。 

・スマート農業の実装に向けて、町内関係

者によるドローン、アシストスーツの勉強

会を実施した。 

（課 題） 

・導入費用や維持費が高額である。 

（取組の方向性） 

・スマート農業技術に触れる機会を創出

し、普及啓発を図る。 

 

（進捗状況） 

・令和２年度に畜産版エネルギーマネジ

メントシステム「ふぁーむログ」を開発し、

各種 IoTセンサを利用した電力・牛舎内環

境・生乳生産量の見える化を実現した。 

（課 題） 

農林課 
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・畜産現場で使用できる IoTセンサや遠隔

操作機器が少ない又は存在しない。 

（取組の方向性） 

・令和３年度は、畜産機器の遠隔操作を検

討し、さらなる省エネ・効率的エネルギー

利用を推進する。 

◇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 

１か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畑作の消化液利用 

R2 10戸 115.83ha 

（前年比６戸減、

25.95ha減） 

・道営事業による居辺地区集中バイオガスプラントの

整備を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・畑作農家に対する消化液散布費用の助成。 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・バイオガスプラント整備工事完了。 

・バイオガスプラント立上げ・運転指導終

了。 

（課 題） 

・厳冬期を含めた通年稼働を確認する必

要がある。 

（取組の方向性） 

・令和３年度は、仕様書に定めるバイオガ

スプラントの性能を確認するため、性能確

認試験を実施する。 

 

（進捗状況） 

・JAと連携し、消化液散布費用の助成を実

施している。 

（課 題） 

・消化液の畑作利用が減少していること

から、利用推進に向けた取組が必要であ

る。 

（取組の方向性） 

・消化液の畑作利用推進に向け、化学肥料

と消化液の比較試験を実施する。 

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、集中型バイオガス 

 プ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４名 ・TMRセンター新規雇用 ２名 

・育成預託センター新規雇用 １名 

・資源循環センター新規雇用 １名 

Ａ 

（進捗状況） 

・各施設の拡大・新規創設に合わせて新規

雇用が増えている 

（課 題） 

・農業の生産規模が拡大し、アウトソーシ

ングの需要が増えているが、機械、人員確

保に苦慮している。 

（取組の方向性） 

・アウトソーシング先の規模拡大に向け

て、畜産クラスター関連事業等による支援

を進める。 

農林課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇農業技術研究センターの改修 商品化した特産品の数 

５品以上 

０品 ・農業技術研究センター改修工事。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・令和３年２月に改修工事を完了し、令和

３年４月１日の供用開始に向けて準備を

実施した。工事期間中は、職員の知識や技

術力向上のための研修を実施した。 

（課 題） 

・商品開発に取り組む事業者を支援する

ため、継続して職員の知識や技術力の向上

に取り組む必要がある。 

（取組の方向性） 

・周辺技術者と連携し、事業者を支援する

とともに、地元農畜産物を活用した新たな

加工品の研究・開発を行う。 

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。 

・林業事業体への担い手対策支援。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・森林経営計画を適切に管理し、計画に沿

った事業執行をしている。 

・林業事業体の従業員は横ばいで推移。 

（課 題） 

・森林経営計画外の林分における適切な

更新。 

・林業事業体の従業員増加等の成長産業

化。 

（取組の方向性） 

・森林環境譲与税を活用した森林所有者

及び林業事業体への支援策を検討してい

く。 

農林課 
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◇建設業の活力向上 

ＫＰＩ 

項 目 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

技術職員数 前回調査比 1.0以上 R2:61人／R1:65人＝0.94 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 

居辺地区 

給水施設更新事業 

：R2達成度 100％ 

（全体進捗率18.2％） 

 

水道石綿管更新事業 

：R2達成度 100％ 

（全体更新率18.6％） 

 

地籍調査事業 

：R2達成度 100％ 

(全体進捗率72.56％) 

 

道路整備事業 

：R2達成度 100％ 

 

歩道整備事業 

：R2達成度 100％ 

 

排水路整備事業 

：R2達成度 100％ 

 

水道ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ化 

：R2達成度 100% 

（全体進捗率 10％） 

・居辺地区給水施設更新事業(道営事業)：調査計画業務 

・水道石綿管更新工事：3.35㎞（残存距離 14.65㎞） 

・地籍調査事業：居辺報国１：5.91㎢ 

        居辺磐城 ：4.74㎢ 

        居辺報国２：4.75㎢ 

・道路改良舗装事業 

 （１区北５号線改良工事、本町西仲通線実施設計） 

・歩道整備事業（上士幌 42号連絡線） 

・排水路整備事業（勢多環状線、豊岡 45号） 

・水道ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ化： 

導入に向けた検討及び上士幌電力との連携検討。 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

（進捗状況） 

・居辺地区給水施設更新事業：事業採択済

（R3実施設計、R4用地補償、R5～11工事）。 

・水道石綿管更新事業：北門地区の更新事

業18㎞のうち3.35㎞の更新がR2に完了。 

・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。 

・道路整備事業：R2年度実施予定箇所の整

備が完了。 

・水道ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ化：各ﾒｰﾀｰ取扱業者への聞

き取り及び上士幌電力（北ガス）との意見

交換を実施。 

（課 題） 

・居辺地区給水施設更新事業：実施主体で

ある北海道との連携を図る。 

・水道石綿管更新事業：計画的な更新の実

施。 

・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。 

・道路整備事業：状況に応じた優先度の判

定。 

・水道ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ化：ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰは各社開発途

上の状況にある。 

（取組の方向性） 

・居辺地区給水施設更新事業：早期完了に

向け継続して事業を遂行する。 

・水道石綿管更新事業：早期完了に向け計

画的に事業を遂行する。 

・地籍調査事業：継続して調査を進める。 

・道路整備事業：的確な優先度の判定によ

り整備を実施する（R3本町西仲通線改良工

事予定）。 

・水道ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ化：情報収集を継続して行

うとともに上士幌電力との連携を視野に、

事業の効率化に向けた取組を進める。 

建設課 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇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） 

市街地未舗装道の整

備：R2達成度 0％ 

（全体進捗率 0％） 

 

橋梁長寿命化事業 

：R2達成度 100％ 

 

道路補修事業 

：R2達成度 100％ 

 

橋梁護岸補修事業 

：R2達成度 100％ 

 

町道等維持管理事業 

：R2達成度 100％ 

 

町道等除排雪対策事

業：R2達成度 100％ 

 

水道施設整備事業 

：R2達成度 100％ 

 

水道管布設 

：R2達成度 100％ 

 

特環下水道事業 

：R2達成度 100％ 

・市街地未舗装道の整備未実施。 

・橋梁定期点検事業（１巡目 97橋、２巡目 49橋） 

・橋梁長寿命化修繕事業（上多橋外５橋） 

・道路舗装補修事業（上音更地区他２地区） 

・道路側溝補修事業（勢多環状線） 

・橋梁護岸補修事業（東大橋） 

・町道等維持管理事業 

 （機械除草、路面整正、道路側溝等清掃） 

・町道等除排雪対策事業 

・水道施設整備工事 

 （糠平地区減圧弁施設更新工事他２箇所） 

・水道管布設工事（東部配水管移設工事他２箇所） 

・特定環境保全公共下水道事業（ストックマネジメント

計画に基づく、電気及び機械設備の改築工事に係る

実施設計） 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

 

Ａ 

Ａ 

 

Ａ 

Ａ 

（進捗状況） 

・市街地未舗装道の整備以外は概ね順調

に進捗している。 

（課 題） 

・優先度に応じた予算の確保。 

（取組の方向性） 

・インフラ維持管理事業全般において、的

確な実施箇所の選定を行い、整備を進め

る。 

・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、

長寿命化修繕を実施する。 

・町道等維持管理・除排雪対策について

は、日常的な点検や予測される気象状況等

に基づき、適切な管理に努める。 

・水道施設については、老朽化に伴う修

繕・更新を計画的に実施する。 

・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、設備の長寿命化を進

める。 

建設課 

除雪車両 

GPSトラッカー搭載 

：R2達成度 100％

（全体進捗率 10％） 

・除雪管理システム導入に向けた検討。 

 システム管理業者からの情報収集。 

 除雪事業者向けの説明会実施。 

 除雪管理システム機のトライアル実施。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・除雪業務におけるトライアル実施。 

（課 題） 

・システム利用により煩雑となる場合も

あり、効率的な運用について検証が必

要。 

（取組の方向性） 

・システムの改良、費用対効果等も勘案

し、慎重に検討を進める。 

◇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） 

 

除雪作業免許等 

取得補助 

：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

雪作業免許等取得支援を行っているが、申請がなかっ

た。 
Ｂ 

（進捗状況） 

・申請なし。 

（課 題） 

・除排雪業務に携わる担い手不足。 

（取組の方向性） 

・制度の周知を行い、支援を継続する。 

建設課 

建設技術者等 

資格取得費助成 

：実績０％ 

・建設業技術者資格取得支援事業助成金交付要綱制定。 

Ａ 

（進捗状況） 

・助成金交付要綱制定し、建設業者に周知

を行った（令和３年４月１日施行）。 

（課 題） 

・建設業に携わる担い手不足。 

（取組の方向性） 

・制度の周知を行い、支援を継続する。 
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◇商工業の活力向上 

ＫＰＩ 

項 目 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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＞ 

  56件 融資額  260,070千円 

 （運転資金 46件 194,700千円    

 うちコロナ関係 43件 185,000千円 

 設備資金 10件 65,370千円） 

（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。 

（取組の方向性） 

・上士幌町商工会や、金融機関と連携し、

事業者に寄り添った資金支援施策の検討

が必要である。 

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 31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) 

・中元売り出し事業(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) 

・飲食店スタンプラリー事業 (11/2-

12/31) 

・歳末売出事業(11/20-12/23) 

・第２次プレミアム商品券発行事業

(12/24-2/21) 

（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。 

（取組の方向性） 

・上士幌町商工会と連携し、支援施策を検

討していく。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇起業支援及び事業承継、空き店舗対策の推進 １件 / 年 ３件 / 年 ・起業希望者に対して、創業促進支援事業補助金や町中

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） 

・上士幌町創業促進支援事業補助金は６

件の申請があり、順調である（新規起業は

そのうち３件）。 

・事業承継事業の相談は２件あったが、申

請は０件である。 

（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。 

（取組の方向性） 

・空き店舗の情報を集めるとともに、事業

承継に悩んでいる事業者の調査も進める。 

商工観光課 

◇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。 

（取組の方向性） 

・上士幌町商工会と連携し支援施策を検

討していく。 

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。 

Ａ 

（進捗状況） 

・令和３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)R3.3.1運用開始 

 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) HP：R3.10.1運用開始 

  飲食店マップ：R3.3.29配布開始 

 ③商店街 Wi-Fi整備事業 

  (商店街 Wi-Fi通り)R3.3.1運用開始 

・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件、商工業２件) 

（取組の方向性） 

・上士幌町商工会と連携し支援施策を検

討していく。 

商工観光課 
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◇観光産業の活力向上 

ＫＰＩ 

項 目 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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) 未発表（496.2千人(Ｒ１）） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 

  〇上士幌町観光地域商社（㈱karch）の 

 観光庁「日本版 DMO法人」の登録に向けた支援。 

 ・DMO事業推進のための組織体制案の構築。 

 ・観光に関するマーケティング調査、分析。 

 ・戦略的なプロモーション事業。 

 ・民間事業者への新型コロナウイルス感染症 

  対策支援。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・委託業務により左記取組を進めたこと

により、令和３年度からの本格的な DMO事

業の開始、令和４年度の DMO候補法人から

DMO法人への登録に向けて、前進している。 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、観光客誘致・滞在時間の延長を促す取

組は積極的に事業展開できなかった。 

（課 題） 

・組織体制の構築に時間を要しており、目

に見える DMO 事業の取組が進められてい

ない。民間事業者、一般町民からの理解を

得られる事業展開が求められる。 

（取組の方向性） 

・これまでの取組により、DMO推進体制の

構築に目途が立ったことから、具体的に目

に見える形での DMO 事業を推進すること

により、民間事業者・一般町民の理解を得

ながら、町全体で観光による地域づくりを

進めていく。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

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 

令和２年度 

観光入込数未発表 

 

 

・道の駅、ナイタイテラスを核として町内の周遊を促

す、新観光パンフレットの発行。 

・糠平湖での自然現象（アイスバブル、キノコ氷）、ア

ーチ橋、レンタサイクルなどを活用した冬の体験観光

の推進。 

・ぬかびら源泉郷スキー場の wifi整備。 

・温泉公園駐車場の整備。 

・外国語パンフレットの発行。 

・観光協会 HPの充実。 

（レンタサイクルの WEB予約、情報の充実など） 

Ｂ 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、積極的な観光客誘致、滞在時間の延長

を促す事業を自粛せざるを得ない状況で

あったが、受入体制の整備や情報受発信の

強化を進めることができた。 

（課 題） 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、観光需要が大幅に低下しており、観光

事業者に甚大な影響を及ぼしている。 

・感染症の拡大予防は、最優先の事項であ

り、イベントの開催や積極的な誘致活動が

行えない状況である。 

・インバウンドはもちろん、国内、道内の

観光客の動向が大きく変化しており、これ

までの戦略を見直す必要がある。 

（取組の方向性） 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、アウトドア志向が強まる中で、本町の

大きな観光資源である大雪山国立公園の

豊かな自然環境を活用し、ウイズコロナに

対応した観光客誘致を行っていく。 

・町全体で推進している ICTの活用を観光

にも取り入れ、IR・VRなどの疑似観光体験

を活用し、観光資源の活用・魅力の磨き上

げを進め、発信していく。 

商工観光課 
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◇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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

シェアオフィス利用者数 1,200人 / Ｒ２～Ｒ６ 263人 / 21.9％ 

サテライトオフィス開設数   ５社 / Ｒ２～Ｒ６ ８社 / 160％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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。 

Ａ 

（進捗状況） 

・コロナ渦により当初の予定からは遅れ

たが、７月１日から「かみしほろシェアオ

フィス」の供用を開始。 

・延べ利用者数 263名、年間契約企業８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。 

・プロジェクト参加事業者５社、マッチン

グ希望の都市部人材 12 名、マッチング成

立２件。 

（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。  

・更なるワーケーション誘致のため、滞在

施設や宿泊施設、移動手段の充実を図る必

要がある。 

（取組の方向性） 

・移動・宿泊が一体となったワーケーショ

ンパックの構築を行い、ホテルチェックイ

ンからシェアオフィス利用まで一つの予

約で完結できるようにすることで、利用基

盤を整え、施設利用を促進する。また、企

業滞在型交流施設を整備することで、滞在

手段の確保と、利用企業の情報発信基地と

して役割を持たす。施設滞在中の情報を企

業が発信することで、新たな人や企業を呼

び込む。 

・北海道内の自治体と共同で「エンハンス

プロジェクト」を運営することで、都市部

人材のさらなる集客を目指し、また事業の

自走化に向けた支援形態の構築を目指す。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

電力契約件数 高圧 38件、低圧 738件 高圧 32件 / 84.2％、低圧 316件 / 42.8％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 

  【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

数の獲得の取組が停滞した。また、大手電

力会社の営業による契約の変更事案が数

件みられた。 

（取組の方向性） 

・供給先拡大へ向けて、かみしほろ電力に

おいて各団体への個別案内やキャンペー

ンを展開予定。 

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) 

学力・体力・体験  全国平均以上（学力、体力） Ｐ23参照 

 

◇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) 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 

（進捗状況） 

・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。 

（課 題） 

・今後も制度の周知徹底が必要。 

（取組の方向性） 

・今後も継続していく。 

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×32名 

Ａ 

（進捗状況） 

・保護者の負担軽減が図られ、入園児童数

が増加するとともに、子育て世代の移住者

の増加が見られる。町内企業等の雇用の確

保のほか、町内高齢化率の抑制に寄与し

た。 

・遠距離通園補助金交付人数 

 （保護者数） 32名 

（課 題） 

・入園児童数の増加に対応する人員体制

の整備。 

（取組の方向性） 

・幼児教育・保育の充実のため、施設内保

育スペースの有効活用を図るほか、入園前

の各種子育て支援策の充実を図る。 

・入園児童数に見合う体制を確保する。 

 

（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。 

（課 題） 

・必要な支援策等の情報把握（国の施策）。 

（取組の方向性） 

・コロナ禍で、様々な活動が制限される

中、世帯の収入状況も変動が予想される。

保護者負担軽減の観点から、就学援助等で

の支援策や実施方法について、随時検討し

ていく。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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歳誕生月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を提供。 

 ＜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を応援する。 

 ＜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･量等の理解を深める。 

 ＜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。 

 ＜子育て講演会＞ 年２回 

⑪国際交流推進員と連携し、外国語の文化や国際理解 

Ｂ 

（進捗状況） 

・保育料無料化に伴い、入園児童数が増加

し、子育て支援センターの利用者が減少傾

向にあるため、事業内容を見直し、利用者

増に努めているが、コロナ禍の影響から例

年の利用者数を下回っている。 

・子育て支援センター事業の充実を図る

ため、ネイティブの外国語講師である国際

交流推進員と連携し、外国語や異文化に触

れる機会を設けている。 

・認定こども園に教育支援コーディネー

ターを配置し、子ども発達支援センターや

小学校の教職員と連携するなど、発達に遅

れ等がある児童に対する切れ目のない支

援と小学校への接続を意識した取組が進

められている。 

（課 題） 

・コロナ禍の影響から、支援を必要とする

保護者等への取組を十分に行うことがで

きない状況となった。 

・保育料の無料化に伴い、１歳未満のうち

から認定こども園に入園する児童が増え

ている傾向にあるが、保護者自身に子育て

する力を身に付けるための取組が必要で

ある。 

（取組の方向性） 

・各種広場の取組のほか、子育てサポート

事業の充実を図る。 

・従来の子育て支援サークル（よちよちひ

よこサークル）の他、民間（まちづくり会

社）の取組である「ママのほっとステーシ

ョン」の担当者、子育て支援センターの職

員、保健師等が連携し、認定こども園入園

前の乳幼児に対する子育て支援策の充実

を図る。 

 

幼児教育課 
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 を深める機会を設ける。 

 ＜メイタイム＞ 月１回～２回 

⑫未就学年齢の子どもを持つ親子に、認定こども園の 

 雰囲気や遊び、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ため、 

 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 

 料金 30分 100円（月額 37,000円まで無料） 

⑭少子化・核家族化が進む中、仕事と育児の両立の 

 ため、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し、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（月額 37,000円まで助成） 

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） 

・コロナ禍の状況から、具体的な取組はな

い。 

（課 題） 

・小児科医が町内におらず、園と管内の医

療機関による ICT 機器を活用した遠隔診

療の可能性を模索しているが、診療方法と

して確立されるには、なお時間を要する状

況にある。 

（取組の方向性） 

・町内に小児科医がいないため、保護者が

安心して預ける環境にない。また、認定こ

ども園への入園児童数が増加傾向にある

なか、職員体制を維持する必要があるが、

病児・病後児保育を開始するための人員の

確保は困難であるため、病児・病後児保育

のニーズの把握に努めていく。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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」を実施する予定 

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」を実施する予定 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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) 

○全国学力・ 
 学習状況調査 
 

※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

７月に実施 
 

Ｐ23《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（６回）の開催。 

・かみしほろ学園だよりの発行（10回）。 

・各種検定の実施（漢検３回、英検３回、

数検２回）。のべ 171名が受験。 

・外部講師の招聘による部活動連携の実

施（吹奏楽 46日間、卓球 ２日間）。 

・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。 

（取組の方向性） 

・学校、教育委員会が連携し、組織的に進

める。 

 

（進捗状況） 

・コミュニティ・スクール委員会（書面会

議１回） 

・コミュニティ・スクール研修会（２回） 

・学校運営協議会 

 こども園 ３回（うち書面１回） 

 小学校  ２回（うち書面１回） 

 中学校  ２回（うち書面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。 

・CSレター「きずな」の発行（12回） 

・「ゆめ育」応援団（R2末現在） 

  個人 93 / 団体６ / 企業 33 

（課題） 

・かみしほろ学園の取組として位置づけ、

教育推進課 

幼児教育課 

生涯学習課 
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・認定こども園に外国語指導助手と国際交流推進員を

設置している。外国語活動と国際理解教育の推進を図

り、早期より外国語に親しむ機会を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小学校２年を２学級に分け、児童一人一人と向き合

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

一人一人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

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。 

（取組の方向性） 

・コミュニティ・スクールにより、多くの

地域住民が子どもの育ちに関わる教育を

進める。 

 

（進捗状況） 

・外国語指導助手と国際交流推進員の２

名が常駐することにより、それぞれの成長

段階に合わせた「英語遊び」の取組など、 

幼児期から日常的に外国語に触れる機会

を提供することができ、コミュニケーショ

ン能力の向上と異文化を知る機会の提供

に努めることができている。 

・町内では多くの外国人が勤務している

ため、推進員を介した園児との交流が図ら

れている。 

（課 題） 

・小学校における外国語に関わるカリキ

ュラムへの効果的な接続を図る必要があ

る。 

（取組の方向性） 

・こども園に配置する国際交流推進員が

小学校の授業に積極的に参加するなど、幼

小で連携した取組を推進する。 

 

（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。 

（課 題） 

・道教委との連携、人材確保。 

（取組の方向性） 

・「確かな学力の向上」に向け、引き続き

必要な人員配置を検討していく。 
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○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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

・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

の派遣を通して、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が図られた。 

・選書イベントの実施（小学校２回、中学

校２回）。地域住民等による読み聞かせは

未実施。 

（課 題） 

・地域住民と連携し、町全体で子どもたち

の身近に本がある環境づくりを進める必

要がある。 

（取組の方向性） 

・読書コーディネーター配置し、読書環境

の充実を図る。 

 

（進捗状況） 

・ICT推進担当教諭の配置により、GIGA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。 

（課 題） 

・ICT推進のための校内研修の充実。 

（取組の方向性） 

・端末整備が完了したことから、授業での

実践や、持ち帰りによる家庭学習での活用

を進めていく。 

 

（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。 

（取組の方向性） 

・必要な人材を配置し、地域との協働を進

める。 
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実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

○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) 
→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。 

○全国体力・運動能力、
運動習慣等調査 

 

※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７月

に実施 

 

Ｐ23《別記》参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な体験活動を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（13回）、町民マラソン

大会の実施。 

・スキー普及対策事業の実施（小学生 130

人、中学生 137人）。 

（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。 

・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。 

（取組の方向性） 

・計画的に施設の維持管理を進める。 

・幼児期、小学校低学年における基礎的な

体力の向上を図る。 

 

（進捗状況） 

・少年団体験会は中止。 

・スポーツ振興助成の実績（３件 213,340

円）。 

（課 題） 

・指導者の確保や育成に努め、少年団、部

活動の活性化を図る必要がある。 

（取組の方向性） 

・少年団活動、部活動の活性化のための支

援を進める。 

 

（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。 

・ふるさと体感塾（夏秋のべ 14名） 

 ※冬中止 

・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、90

コマ）。 

・土曜学習 

 （サイエンス 14名、プログラミング 12

名） 

・放課後ほろんクラブ 

 （12講座のべ 585名） 

・小学校でのプログラミング教室 

 低学年（全４回）×２回 27名 

 高学年（全６回）×１回 10名 

・新たな生活様式に対応した屋内外遊具

の設置。 

 屋外遊具貸出 1,035回 ※４～10月 

 屋内遊具貸出  422回 

教育推進課 

幼児教育課 

生涯学習課 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各事業延べ人数、件数、回数】 

① 発達相談件数 381件 

② 通所支援件数   

  ・児童発達支援     200件 

・放課後デイサービス  479件 

③ 母子保健協力件数 ６件 

④ 関係機関との連携（教育相談含む）69回  

⑤ 研修会の実施 １回 

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         30名 

・小学校１年～５年   175名 

・小学校６年～高校３年 27名 

⑧ 相談支援事業 51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９回）・作業療法士（年７回） 

・北斗病院（年３回） 作業療法士・言語聴覚士 

⑫ 特別支援教育専門員の派遣事業 

  ・釧路教育大学釧路校准教授派遣 ３回 

⑬ 教育支援委員会の開催 ３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８名）と事

業運営ボランティアとしての実践（まちづ

くり会社職員プロフィール作成、ホロロジ

ー記事作成など）。 

（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あ

る。 

（取組の方向性） 

・地域の自然や人材等を活用し、多様な体

験活動を進め、持続可能な社会の担い手を

育む。 

 

（進捗状況） 

・地域開放、認定こども園や学校訪問、委

託事業など感染症防止を図りながら実施。 

（課 題） 

・コロナ禍だからこそ、子どものストレス

発散や、保護者の相談窓口としての取組は

重要であり、子どもの心を育む観点から

も、保健福祉課と連携しながら対応する。 

・「幼児地域開放」については、子育て支

援センターと共同での事業展開が必要で

ある。 

（取組の方向性） 

・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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 

未実施 ・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したが、コロナ禍で

実施できなかった。 

（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。 

（取組の方向性） 

・町内在住の外国人と町民との交流機会

を創出するなど、国際社会を生きる力の向

上に向け取り組む。 

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）、 

  10～11月（７回） 

  ※うち（４回）は、進路指導教諭による訪問 

 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） 

  ③町内企業説明会  

  12月 11日（金）１、２年生対象 町内企業８社   

Ａ 

（進捗状況） 

・幼小中高の連携による学びを繋ぐ取組や

部活動等の連携、学びを支える地域との連

携、上士幌高校振興会による遠距離通学者

への通学費補助をはじめとしたサポート

等により、令和２年度も２学級が維持され

た。 

・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い、振興会に対

し提言も行った。 

（課 題） 

・学びに対する考え方の多様化などもあ

り、地元中学校からの進学率は低い状況に

ある。 

（取組の方向性） 

・地域に根差した、地域にとっても魅力あ

る高校づくりに向け取り組んでいく。 

 

 

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 

・施設年間利用件数 

1,558件  

14,732人 

・施設年間入館者数  

304,903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。 

・プレイルーム換気扇増設。 

・カーテン設置。 

生涯学習課 
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・フリーWi-Fi増設。 

・視聴覚ホールプロジェクター等改修。 

（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。 

・利用者の立場に立った維持管理や施設

整備が必要である。 

（取組の方向性） 

・地域住民等が集い、交流する拠点として

の施設づくりを進める。 

 

《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     

 

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７月に実施 
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◇子どもの健やかな成長支援 

ＫＰＩ 

項 目 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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） 

・全ての妊婦に対して妊娠期間中１～２

回の面談を実施し、令和２年度からは管理

栄養士との面談も実施している。 

・令和２年度から個々の支援プランを作

成し、健康面、子育て支援等について目標

等を本人と共有している。 

（課 題） 

・各種事業や子育てに関連する情報を妊

婦が得られるよう、情報提供方法を充実さ

せる必要がある。 

（取組の方向性） 

・各種パンフレット、HP、インフォカナル

等において、わかりやすく情報を提供して

いく。 

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や面談を行い、子育

てに関する情報提供や保健指導を実施。 

 

Ａ 

（進捗状況） 

・対象となる赤ちゃんと保護者へ家庭訪

問を行い必要な支援を実施した。 

（課 題） 

・新型コロナウイルスの感染状況に応じ

た感染予防対策の徹底。 

（取組の方向性） 

・産後の育児不安の軽減等のため、感染予

防対策を徹底し家庭訪問など個別支援を

継続していく。 

保健福祉課 

◇乳幼児健診（Ｈ30 99.2％） 100％ 100% 

 

・３～４か月、６～７か月、１歳６か月、３歳児健診の

実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

（進捗状況） 

・新型コロナ感染症による緊急事態宣言

下で中止した月もあったが、対象児童は全

て受診した。 

・問診や保健指導を個別対応とするほか、

医療機関での個別診察を可能とするなど、

感染予防対策を徹底させた。 

（課 題） 

・新型コロナウイルスの感染状況に応じ

た感染予防対策の徹底。 

（取組の方向性） 

・感染予防対策を継続し、感染状況を見極

め必要時、個別対応に切り替えていく。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇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。 

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 

 

【各事業延べ人数、件数、回数】 

① 発達相談件数 381件 

② 通所支援件数   

  ・児童発達支援     200件 

・放課後デイサービス  479件 

③ 母子保健協力件数 ６件 

④ 関係機関との連携（教育相談含む）69回  

⑤ 研修会の実施 １回 

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         30名 

・小学校１年～５年   175名 

・小学校６年～高校３年 27名 

⑧ 相談支援事業 51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９回）・作業療法士（年７回） 

・北斗病院（年３回） 作業療法士・言語聴覚士 

⑫ 特別支援教育専門員の派遣事業 

  ・釧路教育大学釧路校准教授派遣 ３回 

⑬ 教育支援委員会の開催 ３回 

Ｂ 

（進捗状況） 

・地域開放、認定こども園や学校訪問、委

託事業など感染症防止を図りながら実施。 

（課 題） 

・コロナ禍だからこそ、子どものストレス

発散や、保護者の相談窓口としての取組は

重要であり、子どもの心を育む観点から

も、保健福祉課と連携しながら対応する。 

・「幼児地域開放」については、子育て支援

センターと共同での事業展開が必要であ

る。 

（取組の方向性） 

・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。 

 

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。 

関係課や関係機関との

連携の推進 

・子育て世代包括支援センターの窓口のあり方、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。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・母子保健型設置準備として支援プラン

を作成し、保護者と共有した。 

・乳幼児健診の事前事後カンファレンス

やフォローアップを通じて、関係機関との

情報の共有連携に努めて、対象家庭を支援

した。 

（課 題） 

・子育て包括支援センター（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、業務移行について、関係機関による検

討が必要。 

（取組の方向性） 

・関係機関で具体的な内容について、検討

を継続していく。 

保健福祉課 

教育推進課 
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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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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 

R3.3：9.1％（155/1704） 

男性 6.1％（44/717） 

女性 11.3％（111/987） 

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％） 

18.1％（Ｒ３年３月現在) 

 

◇健康管理の習慣化を促進 

ＫＰＩ 

項 目 目標値 達成度(Ｒ２) 

特定健診実施率 60％ 58.6％（Ｒ１） 

肥満（BMI25以上）の人の割合 28％ 33.3％（Ｒ１） 

乳がん・子宮がん検診受診率 50％ 32.8％  

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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％、H26：44.4％) 

○特定保健指導実施率  

 →65％  

 (H30:58.1％、H26:56.9％) 

○肥満（BMI25以上）の 

 人の割合 →28％ 

 （H29:33.4％） 

Ｒ１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。 

・健診申込方法の ICT化。 

・特定健診自己負担額無料継続。 

・健診結果説明会資料や啓発用ポスター作成と受診者

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成、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により５月

集団健診、人間ドック等の一時中止、受診

勧奨訪問を控えるなどにより、集団健診、

健診結果説明会の進行が後期にずれ込ん

だが、受診勧奨を強化するなどし、受診者

は増加している。 

（課 題） 

・感染症対策を徹底し、健診等の受診機会

を確保していくことが必要。 

（取組の方向性） 

・目標値に向けて、個別案内、受診勧奨訪

問を実施していく。 

・肥満者の割合減少に向け、保健指導を実

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％) 

Ｒ２年度 

地域保健報告 

・乳がん 36.1％ 

・子宮がん 29.4％ 

・胃がん 17.8％ 

・肺がん 16.0％ 

・大腸がん 17.9％ 

 

※受診率算出年齢 

子宮がん 20～69歳 

胃がん 50～69歳 

乳がん・肺がん・大

腸がん 40～69歳 

子宮がん乳がん検診 

・年３回のコールリコールによる普及啓発強化。 

・ターゲット層を決め、わかりやすさ、見やすさを重視 

したパンフレット作成による普及啓発強化。 

・隔年受診の定着に向け個別の受診履歴を受診案内に 

掲載。 

 

胃がん・肺がん・大腸がん検診 

・好発年齢の社会保険加入者に対する個別案内。 

・検診費用一部助成、40 歳の検診料金自己負担額無料

継続。 

Ｂ 

子宮がん乳がん検診 

（進捗状況） 

・新型コロナによる緊急事態宣言はあっ

たが、集団検診は延期することなく行うこ

とができた。また、医療機関での個別検診

受診者の増加により受診者数の大きな減

少がなかった。 

（課 題） 

・隔年受診が定着していない。 

・新規受診者の確保。 

（取組の方向性） 

・受診方法等について見やすく掲載した

パンフレット等を活用しコールリコール

を行う。 

・女性専用の健診日として健診項目を増

やすなど受診しやすい体制を整備する。 

保健福祉課 
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胃がん・肺がん・大腸がん検診 

（進捗状況） 

・新型コロナ感染拡大の影響により５月

集団健診、人間ドック等の一時中止があっ

たためか受診率が低下している。 

・40 歳検診料金無料の効果か、40 代前半

の受診者が他の年齢帯に比べて多いが、40

代後半～60代前半の受診者が少ない。 

（課 題） 

・継続受診の定着。 

（取組の方向性） 

・受診歴中断者や未受診者に対して受診

勧奨を実施していく。 

◇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 1.6人※H25～29） 

○自殺による死亡者数 

 Ｈ30～Ｒ２ 

 年平均 0.67人 

(厚労省自殺日・居住地) 

・広報、ポスター等によるメンタルヘルスや相談先に関

する普及啓発。 

・新型コロナ感染予防(緊急事態宣言時)に関するチラ

シや広報、ポスターなどに自殺予防、心の相談場所に関

する内容を掲載。 

・心の相談日の継続。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により全国的に自殺者が増加傾向にあっ

たことから、自殺予防や相談先について、

全戸配布チラシ、子育て世代向けチラシ、

広報、ポスター等を活用し普及啓発を徹底

した。 

（課 題） 

・全国的な自殺者の動向などを把握し、自

殺予防月間などを活用した普及啓発を継

続していく必要がある。 

（取組の方向性） 

・自殺予防月間等を活用し、相談先等にお

ける普及啓発を継続していく。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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） 2,187人（R2.6～R3.3）/ 14.0％ 

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 59.0％（R3.3） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 

延 1,617件 

 

訪問看護件数 

延 1,015件 

（医療・介護含む） 

 

訪問リハビリ 

利用者 42人 

 

通所リハビリ 

利用者 77人 

 

・初任者研修におい

て、受講者 16名中

15名が合格し、うち

３名が介護福祉業界

に就職。その他、家

族の介護や現在の職

業に活かすなど、介

護人材の確保に繋が

った。 

 

・医療・介護連携と

しての ICT化実用に

は至っていないが、

高齢者タブレット貸

与の実証事業を通じ

て要支援者のモニタ

リングを行った。 

・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。 

・在宅での終末期ケアを必要とする事例が増えており、

訪問診療及び訪問看護をはじめとする医療・介護連携

による支援体制が確保できた。 

・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実施した。 

・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・介護連携推

進事業の業務の一部を老健かみしほろに委託。 

・住民を対象に終末期ケアの在り方や在宅での看取り

について考える講演会を開催し、関係者対象としては

支援者としての死の向き合い方や支援する上での考え

た方について学習会を開催した。 

・上士幌町民及び町内介護福祉関係事業所勤務の職員

を対象とした介護職員初任者研修（まちづくり会社委

託）の実施により、介護職や家族介護等を行うための技

能を習得してもらい、介護人材の確保を図った。 

・医療・介護連携としての ICT 化実用に向けて十勝医

師会の取組（バイタルリンク）を参考に上士幌クリニッ

クと検討中。 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・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。 

・在宅医療・介護連携推進事業の充実を図

るため、令和３年度より老健かみしほろ内

の地域連携室に業務の一部委託を行い機

関の名称を「医療・介護連携ステーション」

とした。 

・初任者研修の受講者は増加傾向となっ

ており、介護についての知識習得や普及啓

発が図られている。 

（課 題） 

・24 時間 365 日の救急医療体制の確保を

はじめ、医療・介護が必要となっても在宅

で暮らせるよう、訪問診療や訪問看護の提

供体制の確保と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。 

・介護人材確保について、町外の関係業界

への進学・就職が多く、町内介護事業所へ

の就職に結びつきづらい状況となってい

る。 

（取組の方向性） 

・急性期病院との入退院や老健からの在

宅復帰など切れ目のない支援体制の構築

として「医療・介護連携ステーション」の

機能充実が必要であり、情報の取り扱いと

共有等をルール化し、対象者への支援は地

域包括支援センターとの協同で実施する。 

・介護職員初任者講習の受講者に町内事

業所との接点を持ってもらい、町内で活躍

する人材の発掘に努める。 

・終末期ケアなど、対象者への支援をチー

ムとして円滑に実施するため、ICTの活用

に向けた検討を行う。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇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 

64.6％ 

 

要介護認定率 

18.1％ 

 

施設サービス利用者

率（全認定者中） 

26.6％ 

 

小規模多機能型居宅

介護登録数 20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

ている。 

・身体・認知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。 

・既存の居宅・施設・地域密着型サービスの提供体制

の維持。 

・介護予防事業をはじめとした重度化防止の取組。 

・ケアプラン点検や、サービス事業所への実地指導

等、介護給付の適正化事業の実施。 

・在宅サービス支援のための利用者負担軽減措置事業

の実施。 

Ａ 

（進捗状況） 

・要介護認定更新時の維持・改善率も一

定を保ち要介護認定率の上昇も抑制でき

ている。 

・老健利用者の増加はあるが、短期期間

利用も含まれており、在宅復帰に向けて

の支援に取り組んだ。 

・介護予防事業及び検診等の適切な実施

により要介護認定者数の増加は抑制され

ているものの、介護老人保健施設等のリ

ハビリサービスの需要が高まっている。 

（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。 

・高齢化に伴う身体機能低下等により重

度者が増加傾向となっている。 

（取組の方向性） 

・自立支援に向けたケアマネジメントに

より要介護（支援）状態の重度化予防・

維持、改善を図る。 

・在宅の軽度者を悪化させないよう適切

な介護サービスの提供を行うとともに、

保健指導と介護予防事業の一体的な実施

を行っていく。 

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） 

参加人数 2,187人 

（R2.6～R3.3） 

達成率 70.1％ 

 

※４、５月は新型コ

ロナウイルス感染症

対策として休止 

・一般介護予防事業として「まるごと元気アッププログ

ラム」を NPO 法人ソーシャルビジネス推進センターに

業務委託し、毎週金曜日に地域包括支援センターと協

同で開催した。 

・新型コロナウイルス感染症予防対策として、は４月と

５月開催分と年１回のお元気度測定会について中止と

したが、６月以降は検温と換気、マスク着用等による感

染予防対策を講じて実施することができた。 

・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 

（進捗状況） 

・年度末の登録者数は 72名となっており、

出席率も良い状態を保っている。 

（課 題） 

・ＡＢＣの３クラス構成で実施しており、

特にＣクラス（元気組）の参加定着率が高

く好評ではあるが、新規加入の調整が困難

となる状況が予測される。 

（取組の方向性） 

・委託先事業所と連携を図り、参加ニーズ

に対する実施体制の確保に向けた検討を

行い、介護予防の必要性の高い高齢者が利

用できるよう調整していく。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇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 

・高齢者の見守り体制の構築 

○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 

認知症初期集中支援

チーム ３事例 

認知症ケア講演会

（R2.9）耳の聞こえ

学習会として開催 

認知症カフェ１か所

での開催（３回） 

・認知症初期集中支援チームによるサポート実施。 

 認知症の早期対応に向けた支援として、認知症初期

集中支援事業を認知症医療疾患センター（大江病院）に

業務の一部委託を行い、医療と福祉の専門職と地域包

括支援センターが連携を図り支援した。 

 認知症初期集中支援チーム検討委員会（12 月）を書

面会議で開催し、令和元年度の取組みを振り返り、令和

２年度の３事例の支援について報告（現在も支援継続

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  中学生対象 １回実施 

・認知症ケア講演会「耳のきこえ学習会」実施。 

・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」との協同開催

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回分は中止した。 

・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

SOSネットワークシステム」を運用。 

Ａ 

（進捗状況） 

・平成 27 年度より事業実施している認知

症初期集中支援は、毎年３～４件の事例

に対応し、病状の安定と家族の介護負担

軽減を図っている。 

・郵便物の蓄積など新聞店からの情報によ

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４名を高齢

者等見守りSOSネットワークシステムに

登録している。 

 (課 題) 

・後期高齢者の増加により、軽度認知障害

を含む認知機能低下から地域において

認知症症状の出現率が高くなる傾向が

予測できる。 

（取組の方向性） 

・本人や家族の認知症を早期のうちから介

入や支援が可能となるよう、相談窓口で

ある地域包括支援センターの周知と認

知症ケア講演会の開催、認知症サポータ

ー養成講座の活用など、認知症への理解

等啓発活動を推進していく。 

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 

・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

グの形式を改め、 

まちまるごとチャレ

ンジを実施 

 

１層協議体開催回数 

４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 18か所 

 

 

 

 

 

 

家族介護用品 

支給対象者 36名 

 

排泄等用品 

・まちまるチャレンジ   

 コロナの影響により住民から応募のあった３つのテ

ーマのうち、「上士幌おうち夏祭り」のみ実施。住民主

体の活動をオンラインにより支援し、多世代の交流に

もつながった。 

・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。 

 生活支援コーディネーターが各活動の中心となり、

住民が集い活動する場を運営することで、住民との関

係づくりや住民同士の仲間づくりを推進した。 

・地域サロン開催箇所数  

 平常時は原則月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か

った。 

・地域実態調査実施地区は現在、６区・９区・７の１区・

10の１区・10の２区の５か所。実施検討地区への働き

かけは行ったが、行政区の役員会自体が休止のため実

施に至らなかった。 

 

 

 

 

・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。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・コロナ禍にあり、多くの住民を集める形

での活動ができなかったが、オンラインの

活用や感染予防対策を講じながら可能な

範囲で活動を継続する工夫を施すことで、

事業を継続できた。まちなか農園、ママ HOT

ステーションの取組では、第１層協議体メ

ンバーの参画もあり、住民主体の活動に繋

がる基礎づくりができた。 

（課 題） 

・事業自体や取組を知らない町民が多く、

周知方法や頻度について改善が必要。 

・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、コロナ禍で行政区総会や

役員会が開かれず、協議するのが難しかっ

た。 

（取組の方向性） 

・住民主体の支え合いづくりに繋がる新た

な取組について、志のある町民を集めたチ

ームを作り検討していく。 

・生活支援体制整備に係る活動の見える化

を図り、多くの住民や町内事業所等への周

知を強化する。 

 

（進捗状況） 

・発行実績は伸びており、月単位 6,300円

上限の介護用品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

保健福祉課 
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発行数 287号 

入浴用品 

発行数５号  

 

慰労金支給 １件 

・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 

 高齢者や障害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、バス亭の

増設、運行曜日の追加等を行い、利便性に努めている。 

 

 

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組も必要と

なっている。 

（取組の方向性） 

・家族介護支援を図ることで、在宅生活が

継続できるよう継続して事業の継続を図

る。 

 

（進捗状況） 

・令和２年 10月～12月に上音更・萩ケ岡

路線においてオンデマンド化の実証実験

を実施した。 

・新型コロナウイルス感染症防止の観点か

ら、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の対応を行いながら

運行している。 

（課 題） 

・オンデマンド化の際には、帰路の予約時

間変更を可能にするなど、利便性の向上が

必要。 

（取組の方向性） 

・利用者の要望等を取り入れながら、今後

も利便性の向上に努める。 

◇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) 

 →30戸（R8計画目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○町営住宅のバリア 

 フリーリフォーム 

 0戸／0％ 

・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行うこととしているが、令

和２年度は改修可能な空き家がなく、未実施。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・退去後の空き家に対して実施するため、

令和２年度は改修可能な空き家がなく、実

施ができなかった。令和３年度は、２戸実

施予定。 

（課 題） 

・今後の実施については、住宅の空き状況

に左右される。 

（取組の方向性） 

・住宅の空き状況に応じて、取組を継続す

る。 

保健福祉課 

建設課 

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 

 

・福寿協会が運営する「小規模多機能型居宅介護まつ

ば」では、利用者宅への随時訪問対応を行っているほ

か、緊急通報システムへの登録を通じ、緊急時における

見守り体制を整備することで、利用者の在宅での生活

を支援している。 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・福寿協会による通いと訪問、泊りなど多

機能な介護サービス事業を展開している。 

（課 題） 

・老朽化している老人アパートや障がい者

向け住宅の改修が課題となっている。 

（取組の方向性） 

・関係機関とともに、福寿協会周辺の体制

整備について検討する。 

○まちなか住宅新築 

 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６戸整備。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・令和２年度は６戸を建設。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、
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慎重に移転を進める必要がある。 

（取組の方向性） 

・今後の実施計画については、令和３年度

に予定している公営住宅等長寿命化計画

の見直しにより内容を精査する。 

◇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 

相談件数 

延 111件、実 35人 

 

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) 

・地域生活上での権利擁護に関する相談は「権利擁護セ

ンター」で受けており、金銭管理が困難な高齢者等の生

活を支援している。 

・権利擁護センターは社会福祉協議会に業務委託して

おり、社会福祉協議会にその機能を有することで、成年

後見制度をはじめ、日常生活自立支援事業、生活困窮、

生活福祉資金相談等の生活面での総合的な相談対応が

可能となっている。 

・制度利用までに至らない事例についても、必要に応じ

て金融機関や商店へ同行して助言指導するなどの支援

を行っている。 

・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。 

・令和２年度に市民後見人養成研修を近隣の町社会福

祉協議会（音更町・幕別町・池田町）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 

（進捗状況） 

・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

援センターと協同して支援している。 

・認知症高齢者や軽度精神発達障害者の財

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） 

・法人後見業務の担い手として、市民後見

人養成研修修了者の活動が期待されてお

り、権利擁護センターによる活動支援が必

要となっている。 

（取組の方向性） 

・権利擁護センターへの相談件数は増えて

おり、今後においても地域包括支援センタ

ーとの連携と協同により、地域における権

利擁護体制を構築する。 

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 91.1％ 

 

○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 

全年代総数 92名 

・基本チェックリストは、65 歳以上の高齢者を対象に

まる元運動教室や三愛介護サービスの利用者、介護相

談時などに聞き取りを行っている。また、70歳～88歳

までの３歳刻み７世代に対し郵送調査を実施してお

り、合計 304名の高齢者から回答を得ている。 

・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。 

・人材センターによる活動内容は庭木の手入れや清掃

等が主となっている。 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・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。 

（取組の方向性） 

・高齢者のサロン活動等も感染拡大状況に

応じ、感染防止に配慮した開催方法を検討

していく。 

・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、周知方法を工夫して

取り組む。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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） 

 （H30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 

 

 

職場体験等の場 

新規確保 

１か所 

・町内企業にて１名が２日間の職場体験を行った。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・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依頼した。 

・就労を希望する障がい者に対し、必要な

相談支援を行っている。 

（課 題） 

・障がい者を対象とした求人が少ないた

め、実習先等の開拓を行う必要がある。 

（取組の方向性） 

・町内事業所や関係機関と連携して、体験

の場等の確保に努める。 

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 ・利用希望者に対する情報提供と勧奨を行った。 

・ひきこもり者等の潜在的利用者に対する相談支援を

行った。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・障がいなどで就労が困難な方等に事業

所の情報提供を行い、必要に応じて見学同

行等の対応を行っている。 

（課 題） 

・事業所の人材不足等により、希望する利

用者が利用に至らない場合があった。 

・潜在的な利用ニーズの把握が引き続き

必要である。 

（取組の方向性） 

・福祉サービスを利用していない者の戸

別訪問などによりニーズの把握に努める。 

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 ・町内の２福祉事業者とこれまでのニーズ調査等の共

有と整備に向けた意向等の聞き取りを行った。 

Ｃ 

（進捗状況） 

・必要性の共有を図るが、整備に向けた具

体的検討には至らず。 

（課 題） 

・実施主体が明確になっていない。 

（取組の方向性） 

・先行事例等の情報提供を行いながら、事

業者に整備検討の促進を働きかける。 

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) 

社会増 229人（H27～H30） 65人（13人/年） 63人 / 96.9％ 

目標人口（2025年） 4,960人（R2.1） 
4,762人 

（人口ビジョンの 2020年推計値を適用） 

4,969人（R3.3）/ 104.3％ 

 

◇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) 

移住・二地域居住者数  20名 / 年  11名 / 55.0％ 

移住・定住の相談件数 900件 / 年 461件 / 51.2％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 

○移住・二地域 

 居住者数 11人 

・移住定住プロモーションの推進。 

Ｂ 

（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・交流フェア 

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) 

  ③北海道暮らし相談会 

   東京(12/20) 

 [実績] 

 ①第 16回ふるさと回帰フェア 2020 

  (10/10、11) オンライン開催 

  ※上士幌町は 11日のみ参加 

    来場者数 15,436人（両日） 

  相談件数４件  

 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 参加者数 82人 

 ③「北海道で暮らそう！オンライン移住

相談イベント」(9/13)  

  予約件数 54件、本町対応件数１件 

 ④上士幌町暮らしセミナー 

東京(11/14) 参加者数 16人 

 ⑤北海道移住・定住フェア 

東京(11/15) 参加者数 220人 

相談件数 41件 

 ⑥上士幌町暮らしセミナー 

  (3/21)オンライン開催 

  参加者数 11組 

（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

商工観光課 



 

35 

 

行っていく必要がある。 

（取組の方向性） 

・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。 

◇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 

 461件 

移住相談件数              461件 

・イベント時相談件数       73件 

・上士幌コンシェルジュへの相談 388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。 

（取組の方向性） 

・オンライン相談窓口の整備など、コロナ

禍でも相談しやすい環境整備を進める。 

商工観光課 

◇ふるさと納税寄付者との交流の推進   ・『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 

 実績：投稿写真数 40件、閲覧回数 4800回(3/1時点) 

    10名に「道の駅特産品セット」を送付 

【第２弾】PR動画による応援人口拡大 

 期間：2/19～3/10 

 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、町の新たな取組（シェアオフ 

    ィス、道の駅、カーシェア等）や特産品の PR 

    を行った。 

 実績：動画再生回数 3,500回（期間中） 

    参加者アンケート回答数 1,502名 

    300名に町特産品及び町パンフ類を送付 

 

Ａ 

（進捗状況） 

 第１弾 実施済 

 第２弾 実施済 

（課 題） 

・コロナウイルスの影響により、通常のオ

ンサイトイベントの開催が困難となり、寄

付者とは SNS や動画視聴という形での交

流となった。動画視聴者からは、「知らない

まま、寄付したがどんな場所か分かった」

「上士幌町に行ってみたい思いが強くな

った」など、ターゲットにしていた「町の

ことを深く知らない方」に対しての一定の

PR効果があったと思われる。ただ、今まで

実施してきた対面交流では、返礼品事業者

をはじめ、促進する会員（町民）と都市と

の交流ができたが、今回は参加者への一方

的なものとなってしまった。令和３年度の

オンライン開催では、計画的なコミュニケ

ーションができる設計を検討したい。 

（取組の方向性） 

・ふるさと納税寄付者との交流は、都市部

との「ひと」「もの」の流れを促進する重要

なものと捉え、コロナ禍においても継続的

に進めていく。 

企画財政課 

  



 

36 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇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 

オンラインサロンを

活用した交流人口 

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、２

度特産品モニター調査を実施し、ふるさと納税返礼品

審査の指標となった。 

 

令和２年８月  

ノベルズ食品の新商品試食モニター調査を実施した。

21名が参加し、結果はノベルズ食品に報告。 

 

令和３年１月  

加藤農場コロッケ試食モニター調査を実施した。40 名

が参加し、結果は加藤農場に報告。 

  

Ｄ 

（進捗状況） 

・コロナの影響により、交流人口に発展す

ることができていない。 

（課 題） 

・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。また、町ふる

さと納税特設サイト（R1.10～）の立ち上げ

により、ふるさと納税による関係人口への

情報発信と寄付への誘導が可能であり、さ

らには、ICT推進室で進めるシェアオフィ

スによる関係人口創出・拡大の取組と重複

する部分があるため、窓口（サイト）の集

約が必要である。 

（取組の方向性） 

・オンラインサロンは令和３年度で３年

目となるが、費用対効果と関係人口窓口の

集約化も含め検討していく。 

企画財政課 

◇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） ３社／30％ ・国実施のマッチング会及び北海道主催セミナーにお

いて、企業版ふるさと納税を活用した町の取組を PRし

た。 

令和２年８月 26日  

企業と地方自治体とのマッチング会（ZOOM） 

 

令和２年 10月 26日  

ほっかいどう応援セミナー（札幌パークホテル） 
Ｃ 

（進捗状況） 

・令和２年 10 月に１件、令和３年３月に

に２件の寄附を受領した。 

（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

保の手段の一つとして、意識づけを行い、

各課から関係企業へアプローチする必要

がある。 

（取組の方向性） 

・寄附活用事業の担当課と連携し、関係企

業への PRを実施していきたい。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

生活体験モニター参加者数 50組 150名/年 → 60組 160名/年 33組 68名 / 55.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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   

 33組 68名（前年実績 56組 161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、新規申込を中止した。 

（課 題） 

・令和２年度の新規予約の中止を決定（11

月判断）。令和３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。 

（取組の方向性） 

・受入体制、生活体験住宅の近隣への入居

に関する説明など、感染症の状況を踏ま

え、対応していく。 

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) 

社会増 229人（H27～H30） 65人（13人/年） 63人 / 96.9％ 

目標人口（2025年） 4,960人（R2.1） 
4,762人 

（人口ビジョンの 2020年推計値を適用） 

4,969人（R3.3）/ 104.3％ 

 

◇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) 

公共施設再配置 計画に基づく推進 新消防庁舎建設 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇役場庁舎の改修   ・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。 

 

Ｂ 

（進捗状況） 

・今後の役場庁舎のあり方について、過去

の調査内容を確認するとともに、有識者と

の打合せにより、大枠のスケジュール把握

を進めた（総務課主体）。 

（課 題） 

・整備方針を数パターン想定・比較しなが

ら、整備における適切な方向性を見出す必

要がある。 

（取組の方向性） 

・役場庁舎における耐震化等検討調査を行

う。 

総務課 

企画財政課 

◇老朽施設の解体撤去補助 50件（年 10件×５年） 15件 30.0％ ・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。 

◆令和２年度 15件、6,830千円 

（課 題） 

・老朽化した廃屋等は、良好な景観を阻害

するとともに、ごみの不法投棄や火災、防

犯面など生活環境への影響が懸念される。 

（取組の方向性） 

・令和３年度から３年間、事業を延長する

こととし、更なる景観保全と防犯、防災対

策に努める。 

町民課 
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◇移動の利便性向上 

ＫＰＩ 

項 目 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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 上士幌町地域公共交通計画策定（Ｒ２） 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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） 

  ・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各種調

査及び実証運行（ICT推進室）の取組を進

め、令和３年３月に上士幌町地域公共交通

計画を策定した。 

（課 題） 

・計画期間（令和３年度～７年度）におけ

る着実な事業推進。 

（取組の方向性） 

・令和３年度より、計画に沿って具体的な

取組の検討を進める。 

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。 

（取組の方向性） 

・引き続き、様々な機会を通じ、国道等主

要道路の整備拡充について、関係機関に要

請していく。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

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 12人 / 24.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇重点道の駅かみしほろの運営   ・指定管理により、株式会社 karch へ道の駅の運営を

委託。 

・営業開始１年目、令和２年度の利用者は 443,565人。 

・指定管理者との密な連携・協力体制により、来場者に

とって利用しやすい施設の運営に努めた。 

Ａ 

（進捗状況） 

・コロナ禍においても、迅速なコロナ対

策、制約がある中での効果的なプロモーシ

ョン活動等により多くの来場者を迎える

ことができた。 

（課 題） 

・レストランや直営テイクアウトショッ

プのメニューなどを利用者のニーズを把

握しながら改善しているが、インフォメー

ションの場所がわかりにくいなど、情報発

信機能に課題がある。 

（取組の方向性） 

・来場者に対してわかりやすい館内の案

内やパンフレットの配架など、本町のゲー

トウェイとして、インフォメーション機能

の充実を図っていく。 

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) 

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 

R3.3：9.1％（155/1704） 

男性 6.1％（44/717） 

女性 11.3％（111/987） 

 

◇地域包括ケアの充実 

ＫＰＩ 

項 目 目標値 達成度(Ｒ２) 

介護職員初任者研修の受講者数（R1：12名） 17名（年 1名増加）    16人 / 94.1％ 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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 ・地域の見守り体制構築等をはじめとした地域包括ケ

ア充実に向けて、「生活支援体制整備事業」における「協

議体」への移行を図る。 

Ａ 

（進捗状況） 

・令和２年度から「地域支え合い推進会

議」（生活支援体制協議体）が発足し、今

後、保健福祉課が主体となり推進する。 

（課 題） 

・担い手の発掘や育成が必要である。 

（取組の方向性） 

・町が中心となり、地域の支え合いを育む

ため、多様な主体と連携・協働しながら推

進する。 

企画財政課 

◇介護人材の担い手育成 研修受講者数 17名 16人 / 94.1％ 

 

年１名増加想定 

（R2：13名） 

 

・町内の介護人材確保及び町内に就労している介護職

員の資質向上、高齢者等の多様化するニーズに対応し

た介護福祉の専門的な知識、技術を有する人材育成を

目的に介護職員初任者研修を実施する。 

 

【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 

16名が受講し 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、受講

者 16名のうち 15名が合格した。 

（課 題） 

・資格習得だけでなく、就労に繋がるよう

な取組が必要である。 

（取組の方向性） 

・今後も介護福祉の専門的な知識、技術を

有する人材の育成を推進する。 

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 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇障がい者グループホーム・就労事業 就労事業の開始 １か所 ・サポートセンター白樺が運営する就労継続支援Ｂ型

事業所の安定的な運営のため、運営費の補助を行った。 

・障がい者グループホームについては、町内の２福祉事

業者とニーズ調査結果の共有を図ったとともに、整備

意向等の聞き取りを行った。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・就労継続支援Ｂ型事業所は現在 12 名が

利用。 

・グループホームについては、必要性の共

有を図るが、整備に向けた具体的検討には

至らず。 

（課 題） 

・就労事業については、潜在的な利用ニー

ズの把握が必要。 

・グループホームについては、実施主体が

明確になっていない。 

（取組の方向性） 

・潜在的な利用ニーズの把握に努めると

ともに、個々のニーズに応じた相談支援等

を行う。 

・グループホームについては、先行事例等

の情報提供を行いながら、事業者に整備の

検討を促進する。 

保健福祉課 
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◇生涯活躍機会の充実 

ＫＰＩ 

項 目 目標値（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

上士幌町健康ポイント会員数（R1：579名） 730名（年 30名増加） 709人 / 97.1％ 

起業希望者支援による起業者数（R1：0名）  5名（年１名増加）   1名 / 20.0％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
担当課等 

◇上士幌町健康ポイント事業 会員数 730名 709人 / 97.1％ 

 

年 30名増加想定 

（R2：609名） 

・希望する町民に活動量計を貸与し、日々の歩数を計測

するとともに、町内４か所に設置した計測スポットで

参加者各々が体組成等を定期的に計測し、町民自らの

健康づくりを促進する。 

・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する。 

Ａ 

（進捗状況） 

・目標以上に会員の増加が図られた。 

（課 題） 

・活用していない会員（休眠会員）の増加

により、休眠会員に事業参加を促す必要が

ある。 

（取組の方向性） 

・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。 

企画財政課 

◇生涯学習機会の創出と充実 満足度 80% 91.8％ / 114.8％ 

 

大変満足 31.1％ 

満足    60.7％ 

合計  91.8％ 

・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令和２年 11月 15日に実施した。 

Ｂ 

（進捗状況） 

・リモートライブ配信となったが、本町が

行っている地方創生に関連した取組や各

界の専門家等による取組を発信する講演

事業が実施できた。 

（課 題） 

・過去の総合講座では、参加者の最頻値が

70代だったが、今年度は 50代となったこ

とから、高齢者にいかに視聴してもらうか

が課題である。 

（取組の方向性） 

・令和３年度より、かみしほろ塾の総合講

座については、生涯学習課に移管する。 

・専門講座及び起業塾については、引き続

き、まちづくり会社にて行い、仕事や困り

ごと解決のための専門技術取得等を行っ

ていく。 

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 １名 / 20％ 

 

年１名増加想定 

（R2：１名） 

・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回開講した。 

 

実施日 10月 17日、10月 31日、11月 14日、 

11月 28日、12月５日 

講 師 原口勝全氏(中小企業診断士) 

受講生 ３名 Ｂ 

（進捗状況） 

・個別面談方式の指導を通じて、受講生が

事業を実現させるための事業計画を、全受

講生が完成することができた。 

・３名中２名が、来年度の起業に向けて具

体的な準備を進めている。 

（課 題） 

・起業に繋げていけるよう、本気度の高い

方の獲得が必要である。 

（取組の方向性） 

・新規の受講生の掘り起こしを行い、起業

に繋げていく。卒業生は、講師から継続的

な助言が受けられるようにする。 

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（Ｒ６までの５年間） 達成度(Ｒ２) 

人材センターの会員数（R1:34名） 会員数 60名（年５名増加） 88名 / 146.7％ 

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） 317件  /  105.7％ 

 

実施予定事業 事業目標 達成度 取組内容 評価 
進捗状況と課題 

今後の取組の方向性 
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（令和２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を進め、労働者

派遣事業を展開し、町内事業者における人手不足の解

消を図る。 

・北海道中小企業団体中央十勝支部主催の制度説明会

（令和３年１月 20日開催）に参加した。関係団体に財

政支援制度がさらに手厚くなった旨の説明を行い、再

考してもらうこととなった。 

Ｃ 

（進捗状況） 

・制度を見極め中。 

（課 題） 

・短期派遣ができないなど課題があり、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。 

（取組の方向性） 

・関係団体と調整し、設立に向けて検討を

進める。 

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 317件 / 105.7％ 

 

年 40件増加想定 

（R2：152件） 

 

 

・平成 30年５月の開設以降、高齢者等の生きがいづく

りを促進するため、シルバー人材センターの機能を有

する「かみしほろ人材センター」を運営する。高齢者等

の労働へのニーズ、個人・法人の困りごとをセンター会

員が解決するべく活動を行っている。 

Ａ 

（進捗状況） 

・令和２年度の目標 152件に対し、317件

受注している。 

（課 題） 

・令和３年度より運用開始するマッチグ

システムにおいて、会員と利用者が、うま

くマッチングシステムに移行ができるよ

う、丁寧な説明が必要である。 

・会員及び利用者の増加に向けて、周知が

必要である。 

（取組の方向性） 

・マッチングシテムを活用しながら、引き

続き困りごとの解決を図っていく。 

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 62件 / 52％ ・「北海道で暮らそう！オンライン移住相談会」9/13 

 相談者 １件（オンライン開催）   

・「ふるさと回帰セミナー」10/11 

 相談者 ４件（オンライン開催）  

・「上士幌暮らしセミナー」11/14  

 相談者 16件 

・「北海道移住・交流フェア」11/15  

 相談者 41件 

 合 計 62件 

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した。 

（課題） 

・オンラインによる相談が低調なことか

ら、幅広い周知が必要である。 

（取組の方向性） 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により、テレワークの普及が推進されるこ

とから、WEB等での相談対応の充実を図る。 

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 

（進捗状況） 

・コロナ禍により、職場体験は実施できて

いない。 

（課 題） 

・今後、感染状況を踏まえ検討する。 

（取組の方向性） 

・コロナ収束後、移住希望者向けの職業体

験支援を行う。 

企画財政課 

 



 

 

 

 

 令和２年度（令和２年４月～令和３年３月） 
 

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３年４月 1日現在） 

 

 

 

 

評価区分 

 Ａ：申請どおり実施できた。        １事業 

 Ｂ：概ね申請どおり実施できた。      ４事業 

 Ｃ：一部申請どおりに実施できなかった。  ０事業 

 Ｄ：申請どおり実施できなかった。     ０事業 
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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３年３月 

 【交付決定額】36,972,000円 【実績額】35,924,476円 【総事業費】73,944,000円 ※目標値は、令和４年度末  

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 54人増加 25.2％ －  ※Ｒ２目標 64人増加、Ｒ１：34人、Ｒ２：88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 1,621人増加 29.5％ 

－  ※Ｒ２目標 2,000人増加、Ｒ１：0人、Ｒ２：1,621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 205件増加 25.6％ －  ※Ｒ２目標 200件増加、Ｒ１：112件、Ｒ２：317件 

 

事業概要 Ｒ２実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課 

１ 人材センターの機能強化事業（27,607千円） 

 

 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） 

 

 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） 

 

 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 

１ 人材センターの機能強化事業 

＜実績＞ 

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 10:00～16:00開催。 

 35回、661人が参加（延べ） 

 ※初年度のため７月～３月まで開催。 

【まちまるごとチャレンジ】 

・７月より一般公募を開始し、４件採用し２件を実施 

 「上士幌おうちで夏祭り」（オンライン配信） 

 「地域の野菜を楽しもう」 

 残りの２件は、コロナの影響により中止。 

【ハレタ企画】 

・チャレンジカフェ「やどかりカフェ」 

令和２年７月 13日から令和３年３月 31日 

毎週月・火・水 

・「手作りおやつカフェ」 

 ７月 11日、８月 23日、９月 27日、10月 25日（４回） 

・「ミニ縁日」 

 ８月 23日、９月 27日、10月 25日（３回） 

・「抹茶書房」 

 ７月 19日、８月 30日（２回） 

・「紅茶書房」 

 10月 18日（１回） 

・「移動本屋鈴木書店」 

 １月 31日、２月 28日（２回） 

・「おもてなしランチ」 

 ７月 30日、９月 25日、10月 30日（３回） 

・「フォトギャラリー＆ティーサロン」 

 ８月 16日（１回） 

・「バースネーク」 

 ９月 11日（１回） 

・「小さな小さな上方落語会」 

 ９月 20日（１回） 

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 

・住民一人一人が、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繋げるため、ウィズ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醸

成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 
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  ・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 

 

４ 関係人口の創出・拡大事業（18,540千円） 

 

 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、宿泊費等は含まない） 

 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 

 

・「Re:Bars（リバース）」 

 11月７日（１回） 

・「一日限りの気まぐれ食堂」 

 11月 13日（１回） 

②特定地域づくり事業共同組合設立・運営 

・商工観光課にて事業の検討が行われている。 

③マッチングシステム開発 

・システム開発が完了し、実用化に向けての利用促進活動

を展開する。 

＜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 

＜実績＞ 

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名 

 パブリックビューイング：10名 

 動画視聴回数：980回（R2.11.30現在） 

②専門講座の実施 

・リーダー研修：10回 １回当たり６～７名 

・スキル研修：１回 12名 JICA事前研修 

③起業塾の実施 

・３名受講、全５回実施。 

＜課題＞ 

・ウィズ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。 

 

３ 健康寿命の延伸事業 

＜実績＞ 

①町民データの分析・活用 

・参加者：709名（前年比＋81名） 

 男 性：295名（前年比＋28名） 

女 性：414名（前年比＋53名） 

70 歳代の参加が 155 名と前年度同様に年代別では最も

多い。次いで 60歳代 119名、50歳代 114名 

②健康プログラムの提供 

・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

の意識醸成を図る工夫が必要である。 

 

４ 関係人口の創出・拡大事業 

＜実績＞ 

①仕事・学び・遊びの体験プログラムの開発、提供 

[JICA訓練生] 
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・8/28～9/30 ※2/3まで期間延長   

参加者：４名 

MYMICHI プロジェクトのプログラムづくり、町民の人材

データの収集、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１期 10/4～11/4 応募なしのため JICA 訓練生を対

象に実施 

・第２期 11/1～12/2 参加者：５名 

・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 

・「北海道で暮らそう！オンライン移住相談会」(9/13)１名

相談 

・「ふるさと回帰セミナー」（10/11）４名相談 

・「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。 

・延べ利用者数 263名、年間契約企業８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。 

・プロジェクト参加事業者５社、マッチング希望の都市部

人材 12名、マッチング成立２件。 

（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。  

・更なるワーケーション誘致のため、滞在施設や宿泊施設、

移動手段の充実を図る必要がある。 
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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３年３月 

 【交付決定額】17,182,000円 【実績額】17,182,000円 【総事業費】34,364,000円 ※目標値は、令和４年度末  

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 ５個 55.6％ － 

観光入込客数 450,000人 集計中 － － 

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 324.3円 108.1％ － 

転入転出流入人口増 20人 63人 315.0％ － 

 

事業概要 Ｒ２実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課 

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（1,418千円） 

 

 ○SDGs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）298千円×３ヶ月×税＝984千円 

           需要費 394千円×税＝434千円 

 

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（4,827千円） 

 

 ○SDGsを意識した取り組みによるまちづくり 

 ○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）199.4千円×12ヶ月×税＝2,633千円 

  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。 

 ・ネット販売によるキャッシュレス化の検討 

  システム開発業務（karchへ委託） 149.6千円×３ヶ月×税＝494千円 

  システム導入、運用業務（karchへ委託） 1,545千円×税＝1,700千円 

  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。 

 

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 

＜実績＞ 

・上士幌町が進めるSDGsの取り組みをわかりやすく説明

するリーフレットを作成した(5,000部)。 

＜課題＞ 

・観光施設等との組み合わせにより、実際に本町を訪れ、

研修・視察等を含めた旅行商品として販売するための具

体的なルートの設定が求められる。 

 

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 

＜実績＞ 

・ECサイトによる町内特産品、町内旅行商品、体験商品

の販売を開始。 

・体験商品としてなり得るものとして今までの商品の洗

い出しと、農業体験ツアー、「写経」「阿字観」体験ツ 

アー、ナイタイ夜バスツアー、レンタサイクル、熱気球

体験搭乗、道の駅レストラン各種イベントなどを実施。 

＜課題＞ 

・認知度が低く、販売実績に結びついていない。 

・事業者との連携強化と周知方法、体験価値を生み出す

要素の向上を目指し、更なる掘り起しが必要。 

Ｂ 

令和３年度 交付申請内容 

１ DMOとしてのマーケティング調査、DMO協議会の設立運営 

（6,470千円） 

 ①DMOとしてのマーケティング調査・事業効果測定・データ解析 

  業務委託 200千円×12か月×税＝2,640千円 

  印刷製本他報告書作成一式 860千円 

 ②道の駅・ナイタイテラスを拠点とした経済波及効果推計調査 

  調査業務委託一式 900千円×税＝990千円 

 ③DMO協議会「DMOネットワーク（仮称）」の運営 

  業務委託一式 12万円×12か月×税＝1,584千円 

 ④DMO法人申請準備 

  業務委託一式 12回×３万円×税＝396千円 

 

２ SDGsツアーや新観光スタイルを意識した商品開発 

（13,530千円） 

 ①SDGsツアー商品の開発 

  業務委託 HP構築一式 400千円×税＝440千円 

  印刷製本費 300千円×税＝330千円 

  業務委託 モニターツアー開催経費一式  

800千円×税＝880千円 

 ②ナイタイテラスでのドローン自動追跡システム構築 

  システム開発業務委託 一式 2,400千円×税＝2,640千円 

 ③ドローン輸送を目指した編隊飛行や 

  熱気球フライトシミュレーション構築 

  システム開発業務委託・実証実験開発経費 一式  

6,000千円×税＝6,600千円 

 ④町内新加工センターを活用した商品開発  

  業務委託 200千円×12か月×税＝2,640千円 

商工観光課 
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事業概要 Ｒ２実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課 

３ 道の駅を拠点とした SDGs× 

  観光プロモーション事業（7,646千円） 

 

 ○SDGsを意識した取り組みによるまちづくり 

 ○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 SDGs 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の 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 MICE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×496千円×税＝2,728千円 

  HP等開設経費 198.4千円×12ヶ月×税＝2,619千円 

 ・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 

 

３ 道の駅を拠点とした SDGs× 

  観光プロモーション事業 

＜実績＞ 

・クリーン作戦、産直品の販売イベント（マルシェ）な

どの開催。 

・地産地消の取組や、町民活躍機会の場を設ける活動。 

・町民への普及活動の一環としてシルバー学級にて、か

みしほろ電力の取組を紹介。 

・新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのメディアを活用し、

広告宣伝を行った。 

・商工会 HPに商店街の情報発信ページを作成、公開。 

＜課題＞ 

・HP等での SDGsの取組の発信強化が必要。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、プロモーシ

ョン活動にも制約があり、発信する情報内容などに苦慮

しながらの事業展開となった。 

 

 

３ DMO運営や SDGsを意識したガイド人材育成（5,920千円） 

 ①SDGs町民ガイドの育成 

  業務委託 ガイド講座開催経費 800千円×税＝880千円 

 ②道の駅外国人スタッフの起用育成 

  200千円×12か月＝2,400千円 

 ③地元雇用を意識した子供対象 SDGs講座開設 

  イベント開催経費 ４回×200千円×税＝880千円 

 ④DMOネットワーク事務局の運営スタッフ育成 

  業務委託 人材確保・育成 1,600千円×税＝1,760千円 

 

４ 地域全体を意識した地域経営（8,723千円） 

 ①観光協会や商工会と連携したイベント開催 

  地域内周遊型イベント（スタンプラリー）の開催 

  業務委託 イベント開催一式 1,280千円×税＝1,408千円 

  広告宣伝費 新聞等 150千円×３回×税＝495千円 

  印刷製本費他 400千円×税＝440千円 

 ②道の駅と宿泊施設の連携ビジネスモデル構築 

  業務委託 600千円×税＝660千円 

  印刷製本費他 400千円×税＝440千円 

 ③道の駅をプラットフォームとした新観光スタイルの構築 

  業務委託 200千円×12か月×税＝2,640千円 

 ④SDGsを意識したプロモーション事業 

  媒体掲載費・HP運用一式 2,400千円×税＝2,640千円 
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事業概要 Ｒ２実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課 

４ DMOとしてのマーケティング調査（12,244千円） 

 

 ○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） 299.2千円×12ヶ月×税＝3,950千円 

 ○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）249.2 千円×12 ヶ月×税＝3,291 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 

  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） 379千円×12ヶ月×税＝5,003千円 

  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 0千円  

  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（8,229千円） 

 

 ○SDGsを意識した取り組みによるまちづくり 

 ○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×1496.2千円×税＝4,938千円 

  会場費等   ３箇所×997.4千円×税＝3,291千円  

  

４ DMOとしてのマーケティング調査 

＜実績＞ 

・WEB、道の駅やぬかびら源泉郷などの観光施設におい

て、観光消費額・延べ宿泊者数・お客様満足度・リピー

タ―率について、アンケートにより調査、集計、分析を

行い、KPI評価や DMO事業推進の基礎資料を収集した。 

・町内関係事業者、関係団体へのヒアリング、意見交換

を行い、令和３年度の DMOネットワークの設立に向けて 

の地盤を固めた。 

＜課題＞ 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、経済状況

が大きく変化したことにより、経済波及効果調査の実

施を見送ることとなった。 

・KPI の継続的、効果的な管理のため、アンケート等

の継続的な調査、内容の改善が必要である。 

・DMO 事業の推進のため、早急な DMO ネットワークの構

築、それに関わる人材の確保が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

５ SDGs×観光人材創出事業 

＜実績＞ 

・コロナ禍の制約がある中、大手募集サイト、マッチ

ングサイトを活用し、ライブ配信や WEBでの面談によ

る募集活動を行い、㈱karch では 100 名もの応募があ

り、その中から４名の採用につながった。 

＜課題＞ 

・生涯活躍のまちかみしほろとの連携による人材確保

の事業は、コロナ禍において参加者を集める役割が不

十分であった。 

 

  



7 

 

３ 北海道十勝地域×東京台東区・墨田区連携～台地のタカラ×江戸のチカラ 関係人口創出プロジェクト（広域事業） 

 【事業実施期間 令和２年４月～令和３年３月】  

 【交付決定額】285,000円 【実績額】262,000円 【総事業費】570,000円 ※目標値は、令和４年度末 

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の増加分 達成度 未達成の場合の要因 

観光消費額 

（十勝地域の額、台東区と墨田区の合計額を設定） 
559億円 ０億円 ０％ － 

両地域において企業が連携して開発した健康増進や 

滞在型のプログラム、商品の件数 
３件 ０件 ０％ － 

両地域の連携事業へ参画した個人のうち 

継続して参画意欲がある人数 
150人 50人 33.3％ － 

イベント参加者へのアンケートにより十勝地域と 

台東区・墨田区の連携が大切とする住民の割合 
６％ ２％ 33.3％ － 

 

事業概要 Ｒ２実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

○ 北海道十勝地域×東京台東区・墨田区連携～大地のタカラ× 

  江戸のチカラ 関係人口創出プロジェクト～に係る負担金（570千円） 

 

 (1) 江戸の伝統を活かした十勝産品による新しい食文化の創出事業 

 台東区・墨田区における江戸の食文化（料理、器等）を継承する企業や

食育推進団体と十勝地域の農産品事業者等が連携し、観光客などをターゲ

ットとした「特産品」を開発するなど、十勝産品への新たな価値を創出す

るとともに、十勝地域の生産者等との協働による食育推進・健康増進プロ

グラムの開発を進める取り組みを展開する。 

 (2) 十勝・東京スポーツ・アウトドア交流拡大事業 

   十勝地域で体験できるスポーツ・アウトドア、食農体験、農泊・交流

等、地域の特性を活かした法人・個人向けの滞在型プログラムを開発す

るとともに、十勝地域のフィールドを活用した、両区民の健康増進プロ

グラムの開発、十勝地域住民と両区民が連携・相互交流を通じた十勝地

域、台東区・墨田区における新たな価値創出に向けた取り組みを行う。

また、子供たちの農山漁村体験の拡大など、交流の裾野を広げる具体的

な取り組み、事業化についても併せて検討を進める。 

 (3) 北海道十勝地域と東京たいとう・すみだ戦略的交流事業 

  両地域の新たな関係創造に向けた戦略を検討するため、交流戦略委員

会（仮）を設置し、有志企業や生産者、クリエイター等の参画をはかり、

連携交流事業の情報共有および実施方法の改善、戦略的交流事業の提言等

を行う場として年間３回開催する。委員会では関係人口の創出・拡大に向

けた新たな連携事業の提案・創出など、戦略的・効果的な事業展開を継続

的に推進するとともに、委員会を核として推進主体（関係案内所・案内人）

の構築につなげる。また、住民に向けた啓発冊子の作成及び交流ポータル

サイトの構築を行い、事業のＰＲを展開する。 

＜実績＞ 

・人の交流の拡大をめざす本事業は、新型コロナ感染症

により、事業の実施について大幅な見直しを強いられる

ことになった。一方、見直しにより「イベントのデジタ

ル化」や「オンライン会議開催」などの対応を模索し、

新しい交流の形態やコミュニケーション・情報交換の方

法を両地域において共有することができた。 

・２Wayクッキング教室（令和３年３月 14日） 

 十勝地域と台東区・墨田区をオンラインでつなぎ、十

勝地域の食材を使用したオンラインクッキング教室を

実施。台東区・墨田区より計６名参加） 

・十勝食材フェア（令和３年３月 13日～21日） 

 台東区・墨田区の飲食店において、十勝産品を活用し

たメニューを開発し提供（十勝 11事業者、台東区・墨

田区計 11店舗対応） 

＜課題＞ 

・新型コロナ感染症の拡大による人の移動制限が、国内

はもとより全世界的に行われ、観光客が激減したこと、

また、本事業による人の交流をともなう事業が実施でき

なかった。 

・企業との連携を推進する「特産品づくり事業」の立ち

上げが、コロナ禍の影響により事業時期が大幅に遅れ、

当初予定の６月から 10 月となったため、事業者への周

知、勧誘が行えなかった。同様に企業が連携して開発し

た健康増進や滞在型のプログラムについても事業開始時

期が遅れ、事業者への周知等が未実施となった。 

Ｂ 

・実施方法の変更（３密の回避、デジタル化等）を行った事業は、

新型コロナウイルスの感染拡大の状況を見極めながら、リアルでの

事業を中心としつつ、今年度実施したオンラインによる交流の成果

を踏まえオンラインを取り入れて実施することで、コロナ禍におい

ても両地域の交流を促進する。また、着手時期が遅れた継続事業（特

産品づくり）については、関係者間で早期に事業者募集を行うなど

調整を図り、円滑な事業実施に努める。 

・なお、両地域が今後、関係人口の創出・拡大を継続的に推進する

交流戦略として、「子どもの交流戦略」をテーマに掲げて取り組むこ

ととし、事例調査や関係者ヒアリング等を行い、交流事業の企画案

を作成する。 

 

 

 

企画財政課 
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４ 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 令和２年４月～令和３年３月】  

 【交付決定額】50,000円 【実績額】50,000円 【総事業費】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） Ｒ２の増加分 達成度 未達成の場合の要因 

創業・起業件数 250件 22件 66.4％ 事業計画の具体化や資金調達の課題解決に時間を要する案件が多かったため 

創業・起業支援件数 750件 81件 79.2％ 新事業アイデアや地域の起業希望者の掘り起こしが十分ではなかったため 

創業・起業人材育成プログラム修了者数 180人 76件 214.4％  

 

事業概要 Ｒ２実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

○ 十勝・イノベーション・エコシステム推進事業 

  （トカチ・コネクション事業）に係る負担金（100千円） 

 

 (1) 事業創発の促進 

   地方創生加速化交付金を活用して実施する下記３事業について、内容 

の改善を加えつつ、企画・運営主体を域外の専門家から地元の産業支援

機関等へ徐々にシフトさせ、将来にわたり地域が主体的に事業創発を促

進できるノウハウを蓄積する。 

  ・起業マインドの醸成と地域産業の理解促進を図る「起業家育成」 

  ・地域内外の人材の相互触発により新たな事業構想を創発する 

   「とかち・イノベーション・プログラム」 

  ・専門家による事業計画等のブラッシュアップを進める 

   「事業計画高付加価値化」 

 (2) プラットフォーム整備 

   地方創生加速化交付金を活用しコーディネーター配置等を行う「総合

コーディネート機能整備」について、創業・起業のワンストップ支援窓

口として運用するため、機能面・体制面からの支援システムの詳細設計、

事業化支援の試行・検証、将来的な自走に向けた自主財源の創出等を推

進する。 

  ・ワンストップ支援システムの支援機能の整理や支援人材データベース

構築、事業化支援の試行・検証等を行う「トカチ・コネクション」 

  ・ワンストップ支援システムの中核を担う（公財）とかち財団の体制整備

を行う「総合コーディネート機能整備」 

 

＜実績＞ 

・十勝・イノベーション・エコシステムの取組を通し、

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・プログラムから約 500 名の

起業家が参加し、事業構想アイデアを基に、17件が会社

設立など、事業化に至った。 

（令和２年度実績） 

 創業・起業件数            22件 

 創業・起業支援件数          81件 

 創業・起業人材育成プログラム修了者数 76件 

＜課題＞ 

・事業終了後も参加者間での経験の共有や、お互いの理

解が深まることで、新たな事業創発を生み出しやすいコ

ミュニティへと成長してきているため、今後もこうした

環境や基盤の維持が必要である。 

 

 

Ｂ 

（交付金事業は令和２年度をもって完了） 

・事業の中核となる十勝財団において、今後も地域資源を活かし新

たな価値の創造に意欲的に取り組む担い手の育成を推進すること

で、地域の「稼ぐ力」を高め、地域経済の好循環を生み出す「創造・

起業の生態系（エコシステム）」を創り出していく（財源は、とかち

財団の基本財産等を活用）。 

 

※管内町村は、関連する取組があった際に参画を別途検討 

企画財政課 

 

 

  



9 

 

【地方創生拠点整備交付金】 

１ 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９月～令和３年３月  

 【交付決定額】49,953,000円 【実績額】48,318,820円 【総事業費】96,637,640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 － － 令和３年４月１日供用開始のため 

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（80,003千円）  

 

 【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（23,489千円） 

  

 【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 

 

＜実績＞ 

・令和３年２月 19 日に改修工事が完了し、令和３年４月

１日の共用開始に向けて準備を進めた。 

・改修工事の工期中は、施設職員の知識や技術力向上のた

めの研修を実施した。 

・供用開始に向けた施設職員の確保について、食品衛生管

理者資格を有する者を採用した。 

＜課題＞ 

・商品開発を推進するため、継続して施設職員の食品加工

や衛生管理等の知識や技術力の向上を図る必要がある。 

・６次産業化や農商工連携による地域の所得向上に向け

て、地元農畜産物を活用した商品開発に意欲のある事業者

の育成と支援が必要である。 

Ａ 

・施設職員の知識と技術力向上のための研修の実施。 

・地域商社等と連携した新商品開発の推進。 

・６次産業化や農商工連携に取り組む事業者の育成及び支援 

 

 

農林課 
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事業概要 Ｒ２実績と課題 評価 今後の取組内容 担当課等 

３ ソフト事業の内容（806千円） 

 

 【事業内容】 

  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 

 

 

 

  

 

 


