
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七飯町政策評価委員会 

  

令和元年度実施 

【 政策評価結果報告書 】 
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総括                         １０ 



 

１ 政策評価とは 

政策評価は、七飯町まちづくり推進条例第２条（用語の意味）において、以
下のとおり規定されております。 

（１）政策  町がめざすべき方向や目的を示すものであり、町の総合計画にお
ける基本構想に相当するもので、施策を目的ごとにまとめたもの
です。 

（２）評価  行政評価のうち、施策及び政策に関し、成果指標等を用いてその
有効性、効率性を評価することです。 

 
２ 総合計画策定状況 
（１）平成２８年 ３月  第５次七飯町総合計画 策定 
（２）令和 ３年 ３月  第５次七飯町総合計画 中間見直し（予定） 
 
３ 政策評価実施状況 
（１）七飯町まちづくり推進条例第６条「政策について３年ごとに評価を行うも 

のとする。」により、政策評価委員会委員を町民の代表７人以内の委員とし
て、令和元年８月３０日付で７名を委嘱しました。 

（２）令和 元年１８月３０日（金） 第１回政策評価委員会を開催 
（３）令和 元年１９月３０日（月） 第２回政策評価委員会を開催 
（４）令和 元年１０月２８日（月） 第３回政策評価委員会を開催 
（５）令和 元年１２月２０日（金） 第４回政策評価委員会を開催 
 
４ 政策評価方法 
 基本計画における「基本目標１ 安全・便利なまち～生活基盤分野」から「基
本目標６ ともに歩むまち～行財政分野」（総合計画ページ３５～９４）における
事業実施状況及び成果ついて、町で毎年度進捗などを把握しているデータを基
に、以下の評価尺度により評価する方法とした。なお、評価点は７委員による採
点の平均を以て評価とし、評価の際には質疑・意見などを記述する方式としたう
えで、それらを基に総括を行う方法としております。また、評価にあたっては有
効性・効率性について、各予算の執行時に入札などが行われていることや理念や
目標など、有効性・効率性が評価基軸として馴染まないものについては、その部
分を除外して評価を実施しております。 
 

評 価 
低評価 

← 
１ ２ ３ ４ ５ 

高評価 

→ 

－１－ 



 

５ 評価結果 

 
基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

Ｐ３５ 
基本目標１  
安心・便利なまち ～生活基盤分野 

 

Ｐ３５ 施策１－１ 道路・交通ネットワークの整備  

  幹線道路・生活道路の整備 ４．０ 

 道路維持の充実 ３．８ 

 除排雪体制の充実 ３．５ 

 道路交通網の充実 ４．２ 

Ｐ３７ 施策１－２ 住宅・市街地の整備  

 公営住宅の長寿命化 ４．２ 

 空き地・空き家バンク制度の促進 ３．３ 

 住宅の耐震化 ３．３ 

 まちなか居住の推進 ４．２ 

 沿道景観の美化促進 ３．８ 

Ｐ３９ 施策１－３ 交通安全・防犯体制の充実  

 交通安全意識の高揚 ４．０ 

 子どもの交通安全 ４．０ 

 乳幼児の死亡事故防止 ４．２ 

 交通安全施設の整備 ３．８ 

 交通安全運動の展開 ４．０ 

 防犯体制の強化 ３．８ 

 防犯灯の設置 ４．０ 

 防犯ネットワークの充実 ３．８ 

Ｐ４１ 施策１－４ 消防・救急・防災体制の充実  

 災害対応力の充実強化 ４．２ 

 救急救命体制の充実強化 ４．５ 

 消防・救急車両の整備 ４．５ 

 

－２－ 



 

基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

 消防団装備の充実と連携強化 ３．８ 

 消防水利の整備 ４．３ 

 救助資機材などの整備 ４．３ 

 防災意識の向上と自主的な活動への支援 ４．２ 

 災害発生時の総合的な体制や対策の充実 ４．０ 

 災害に備えた環境整備 ３．８ 

 治水対策の推進 ４．３ 

 治山対策の推進 ４．３ 

Ｐ４４ 施策１－５ 情報ネットワークの整備  

 総合行政情報システムの確実な更新 ４．５ 

 総合行政情報システムの維持費用削減 ４．５ 

 事務用パソコンなどの計画的更新 ４．３ 

 マイナンバーに対応したシステム構築 ４．３ 

 証明書発行などのサービス拡充 ４．３ 

 通信事業者への要望 ４．３ 

 インターネット利用エリアの拡大 ４．２ 

 情報提供の充実 ３．８ 

 インターネット加入率の増加 ３．８ 

Ｐ４６ 
基本目標２  
快適なまち ～環境保全分野 

 

Ｐ４６ 施策２－１ 環境施策の総合的推進  

  環境施策の総合的推進 ３．９ 

 大沼（湖）の環境対策の積極定推進 ３．７ 

 町内河川における水質検査の実施 ３．９ 

 不法投棄の防止 ４．０ 

Ｐ４８ 施策２－２ 循環型社会の構築  

 ごみの出前講座開催 ３．７ 

 ごみ減量化の推進 ３．６ 

 

－３－ 



 

基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

  エコ・リサイクル製品の利用推進事業 ３．６ 

  資源ごみ集団回収の推進 ３．９ 

 資源ごみ分別回収の推進 ３．９ 

 生ごみ堆肥化の普及推進 ３．７ 

 ごみの破砕機を導入したリサイクルセンターの整備 ３．７ 

 最終処分場の整備 ３．９ 

 し尿処理施設の整備 ４．０ 

Ｐ５０ 施策２－３ 上下水道の整備  

 事業の円滑な運営 ４．１ 

 安心・安全な水質の確保 ４．１ 

 水道施設の耐震化 ３．９ 

 災害時の体制強化 ４．０ 

 有収率などの向上 ３．９ 

 下水道全体計画の見直し ４．０ 

 下水道処理機能の維持 ４．０ 

 長寿命化計画の策定 ４．０ 

 下水道ＢＣＰの策定 ３．７ 

Ｐ５３ 施策２－４ 公園・緑地の整備  

 公園内の遊具や施設などの修繕及び維持管理 ３．７ 

 公園・緑地の整備 ２．９ 

 施策２－５ 景観の保全・整備   

  良好な計画の形成・保全 ３．７ 

Ｐ５５ 
基本目標３  
ふれあい・安心のまち ～保健・医療・福祉分野 

 

Ｐ５５ 施策３－１ 保健・医療体制の充実  

  健康づくりのための環境整備 ３．９ 

  子どもを安心して産み育てるための環境整備 ３．９ 

  医療の充実と介護・福祉との連携 ３．４ 

 

  

－４－ 



 

基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

Ｐ５７ 施策３－２ 地域福祉の充実  

 要支援者支援体制の構築 ４．０ 

  多様なサービス活動の支援 ３．７ 

  相談機能の充実 ３．６ 

  権利擁護制度の周知・成年後見申立権の活用 ３．７ 

  ボランティア活動の推進 ３．９ 

  情報の共有・連携強化 ３．７ 

Ｐ５９ 施策３－３ 高齢者福祉の充実  

  地域ケア会議実施 ４．０ 

  地域介護予防活動支援事業 ３．９ 

  住民主体の活動支援 ３．９ 

  地域密着型サービスの充実 ３．７ 

  医療機関・介護サービス事業者のネットワークの構築 ３．７ 

  地域包括支援センター「安心ななえ」の運営 ３．９ 

  包括的・継続的ケアマネジメント支援 ３．９ 

  老人クラブ活動への支援 ３．７ 

  在宅高齢者への支援 ３．９ 

Ｐ６１ 施策３－４ 障がい者福祉の充実  

  障がい者プラン・障がい者福祉計画の策定・推進 ３．９ 

  子ども発達支援相談の実施 ３．７ 

  ホームページや広報でのサービスの情報提供 ３．７ 

  地域生活支援事業 ３．７ 

  障がい者団体や障がい者施設などへの協力や支援 ４．０ 

  障がい者が住みよいまちづくり ３．７ 

Ｐ６３ 施策３－５ 社会保障の充実  

  医療費の抑制 ４．０ 

  広報活動や相談などの実施 ３．７ 

  生活保護実施機関（北海道）との連携強化 ３．７ 

  生活困窮者自立支援事業の利用促進 ３．９ 

 
 

－５－ 



 

基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

Ｐ６５ 
基本目標４  
育むまち ～子育て・教育・文化分野 

 

Ｐ６５ 施策４－１ 子育て支援の充実  

 利用者支援の推進 ４．０ 

 時間外保育の充実 ４．２ 

 放課後児童健全育成の充実 ４．２ 

 一時的な養育保護の推進 ４．２ 

 乳児家庭への訪問推進 ４．０ 

  養育支援訪問の推進 ３．７ 

 子育て支援拠点の充実 ４．０ 

  一時預かりの充実 ３．８ 

 病児保育の充実 ４．０ 

  子育て援助活動支援の推進 ３．７ 

 妊婦健康診査の推進 ４．０ 

  実費徴収に対する助成の検討 ３．３ 

  民間事業者の参入促進 ３．５ 

Ｐ６７ 施策４－２ 幼児・学校教育の充実  

 教育環境の充実 ４．３ 

 総合学習などへの資料提供、補助金交付 ４．０ 

 不審者対策 ４．２ 

  いじめ・不登校対策 ３．３ 

Ｐ６９ 施策４－３ 生涯学習社会の確立  

  生涯学習体制の整備 ４．０ 

  社会教育施設の整備 ３．７ 

  各種団体への支援、育成 ３．７ 

  老人大学の開設 ３．８ 

  世代間交流の推進 ３．２ 

Ｐ７１ 施策４－４ 生涯スポーツの振興  

  スポーツ・レクリエーションの振興 ３．８ 

 スポーツ・レクリエーション施設の整備 ２．８ 

－６－ 



 

基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

Ｐ７３ 施策４－５ 青少年の健全育成  

 地域子ども会の活性化 ３．３ 

 子どもの芸術機会の創出 ３．３ 

 新成人を中心とした実行委員会による式典・交流会の開催 ４．０ 

 望ましい生活習慣の定着 ３．３ 

Ｐ７５ 施策４－６ 地域文化の育成  

  公民館講座開催 ４．０ 

 地域セミナー開催 ３．８ 

  七飯町文化協会自主事業への支援 ４．０ 

 歴史館町民講座の開催 ４．０ 

  ジュニア探検クラブや親子体験学習会の開催 ４．０ 

 
歴史・民俗・自然などに関係する資料の収集・保管・展示
・講演会の開催 

４．０ 

Ｐ７７ 施策４－７ 交流活動の推進  

  七飯町中高生海外派遣事業 ４．０ 

  国際交流のつどい事業 ３．８ 

 国際交流員招致事業 ３．７ 

 三木町交流事業 ４．０ 

Ｐ７９ 
基本目標５  
活気とにぎわいのまち ～産業振興分野 

 

Ｐ７９ 施策５－１ 農林水産業の振興  

 
「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」（基本計画）
の策定と実践 

４．０ 

 七飯町地域担い手育成総合支援協議会活動の充実 ３．８ 

 良質な米・野菜・花き・果樹の振興 ４．２ 

 新野菜広域流通施設（野菜真空予冷施設）建設への支援 ４．３ 

 酪農・畜産の体質強化 ３．８ 

  法人化（集落営農）コントラ組織の育成 ３．５ 

 農地流動化の促進 ４．０ 

 森林の活用・間伐の促進 ４．０ 

 漁場の環境整備・漁業資源の適正管理 ３．７ 

－７－ 



 

基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

Ｐ８２ 施策５－２ 商・鉱工業の振興  

 中小企業の経営支援 ３．５ 

 企業の誘致促進 ３．３ 

 起業・創業支援 ３．３ 

Ｐ８４ 施策５－３ 観光の振興  

  町の認知度の向上 ３．８ 

  滞在型観光の促進 ３．３ 

 外国人観光客の受入環境の整備 ３．７ 

  通年型観光の促進 ３．３ 

 観光による経済効果の全町への波及 ３．５ 

Ｐ８６ 施策５－４ 雇用・勤労者対策の充実  

  労働者の健康増進 ３．７ 

  労働者・事業者向けの雇用についての意識啓発 ４．０ 

  高齢者の就労支援 ４．０ 

 勤労者の生活福祉増進 ３．７ 

Ｐ８７ 施策５－５ 消費者対策の充実  

 消費生活に関する情報の提供 ３．８ 

 消費生活相談の実施 ３．８ 

 高齢者のサポート ４．２ 

Ｐ８９ 
基本目標６  
ともに歩むまち ～行財政分野 

 

Ｐ８９ 施策６－１ 開かれた協働のまちづくりの推進  

 民間活力による取組 ４．２ 

 七飯町活力のあるまちづくり推進事業の活用 ４．２ 

Ｐ９１ 施策６－２ 男女共同参画・人権尊重社会の形成  

 男女共同参画に対する意識の高揚 ４．０ 

 人権教育の推進 ３．５ 

Ｐ９３ 施策６－３ 自立する自治体経営の推進  

 健全な財政構造の実現 ３．８ 

 収納率向上対策推進事業 ４．２ 

－８－ 



 

基本計画 
掲載先 評価対象 平均評価 

 事業予算編成方式の活用 ３．８ 

 行政改革大綱の策定 ４．０ 

 人事評価制度の活用 ３．８ 

 人材育成基本計画 ４．０ 

 広告掲載事業 ４．３ 

 各種事務手続きスキル向上 ３．８ 

 事務窓口以外での行政サービス ４．３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－９－ 



 

【 総括 】 

 

 この度の報告書は、平成２８年３月に策定された第５次七飯町総合計画（以下

「総合計画」という。）が令和２年度において中間見直しを予定していることか

ら、中間見直しの指針の一つとなるよう、総合計画に則し実施された平成２８年

度から平成３０年度までの事業実施状況や実績について意見を述べるものとす

る。 

 総合計画は、町の最上位計画であると同時に町の政策そのものとして位置づけ

られるものである。七飯町の将来像「さらに優しく、たくましく笑顔あふれる未

来をめざして」を実現するため、「福祉の充実と支え合い」、「優れた自然・景観

の活用」、「調和のとれた産業振興と交流」、「対話と協働による課題解決」の４つ

の基本理念と６つの基本目標を掲げ、その実現に向け実施された施策や成果につ

いて全般的に評価する。 

 特に、「安全・便利なまち～生活基盤分野」については、厳しい財政状況のな

か町長が掲げる「安全で安心なまちづくり」の実現に向け、関連施策を高い水準

で実施している。ただし、当委員会として平均（３．０）以下と評価した「基本

目標２ 快適なまち～環境保全分野」及び「基本目標４ 育むまち～子育て・教

育・文化分野」の一部の施策については、指摘事項として報告する。 

 一つ目は、「基本目標２ 快適なまち～環境保全分野」「施策２－４ 公園・緑地

の整備」「主要な施策２ 公園・緑地の整備」（２．９点）についてで、委員より

総合公園の草刈りや剪定、記念植樹のプレートなどの管理状況、その他公園遊具

の充実化についての意見があったことから指摘事項とした。 

二つ目は、「基本目標４ 育むまち～子育て・教育・文化分野」「施策４－４ 生

涯スポーツの振興」「主要な施策２ スポーツ・レクリエーション施設の整備」

（２．８点）についてで、平成２８年度に開催された政策評価委員会と同様に老

朽化したスポーツセンターの早期建替えについての意見と今回の委員会において

は新たに総合運動公園の整備について意見が出されたので指摘事項とした。 

 

全国的では、若い世代が東京圏へ流出する「社会減」と出生率が低下する「自

然減」により加速度的に人口減少が進んでいる。 

当町においても例外ではなく、国立社会保障・人口問題研究所では２０１５年

の人口２８，１２０人（高齢化率３２．２％）が２０６５年には半数以下の１

３，２２５人（高齢化率４８．５％）まで減少すると推計しており、少子高齢化

による人口減少が進んでいるため、子育てを支援する施策や雇用の場の拡充に係

る施策など人口減少に対応する施策のさらなる強化を望むものとする。 
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【 政策評価委員会委員 】 
 

氏名 所属 備考 

石 川 兼 司  

七飯町まち・ひと・しごと創生推進委員会会長 

北大川町内会副会長、七飯町地域子供会育成連絡協議

会会長 

委員長 

畑 澤  稔  

七飯町まち・ひと・しごと創生推進委員会副会長 

七飯町活力のあるまちづくり推進会議委員長 

元地域子ども会育成連絡協議会会長 

副委員長 

佐々木 孝弘 

七飯町まち・ひと・しごと創生推進委員会委員 

七飯町活力のあるまちづくり推進会議委員 

元七飯中学校ＰＴＡ会長 

 

池 田  誠 

七飯町まち・ひと・しごと創生推進委員会委員 

北海道国際交流センター事務局長、大沼ラムサール協

議会会長、北海道地球温暖化防止活動推進員 

 

森  麻 子  

七飯町まち・ひと・しごと創生推進委員会委員 

七飯郵便局員、元七飯中学校ＰＴＡ役員（学年・学級

委員会委員、学年代表） 

 

赤 石  旭  
七飯町まち・ひと・しごと創生推進委員会委員 

連合北海道七飯地区連合会事務局長 
 

白石 久美子 
七飯町まち・ひと・しごと創生推進委員会委員 

北海道新聞社みなみ風いきいき通信員 
 

 
 
【 事務局 】 
 

氏名 所属 備考 

釣谷 隆士 総務部長  

中村 雄司 総務部政策推進課長  

薄井 晃一 総務部政策推進課政策調整係長  

本間健太郎 総務部政策推進課政策調整係  
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【 MEMO 】 


