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清水町人口ビジョン・総合戦略 
 

 

 

【令和２年度実施事業評価】 
 

 

 

 

 

 

事業評価 

 評価区分 Ａ＝重要業績評価指標（ＫＰＩ）を達成することができた 

      Ｂ＝重要業績評価指標（ＫＰＩ）を達成できなかったが、事業の推進・強化につなげることができた 

      Ｃ＝重要業績評価指標（ＫＰＩ）を達成できず、事業の推進・強化につなげる取組みを行うことができな

かった 
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１ まちの産業を確立し、安心して働けるようにする 

 

＜基本的方向＞ 

(1)  基幹産業である農畜産業と関連産業の成長による安定した雇用を創出するとともに、高付加価値型商品・サービスを開発する 

 

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

農業振興対策事業 

・生産性向上、経営負担の軽

減、耕畜連携・循環型農業の

推進、輪作体系の維持、ブラ

ンド化推進に対して支援する

ことにより、持続可能な農畜

産業の振興を図る  

（担当：農林課） 

・生乳生産量 6年後に 14万 5千 t 

 

 

 

・デントコーン耕畜連携 

作付助成面積 6年後に 230ha 

 

 

 

・にんにくの作付面積  

6年後に 27ha 

・にんにくの販売量  

6年後に 132t 

 

 

・堆肥ペレットの販売数   

6年後に 200,000袋 

（１袋正味 6㎏） 

・生乳生産量 H28－120,865t 

       H29－122,627t 

       H30－131,644t 

R元－144,065t 

R２－145,900t 

・デントコーン耕畜連携 

作付助成面積 261.5 ha 

助成額 1,500千円 

（一般財源） 

・にんにくの作付面積 21ha 

・にんにくの販売量  52t 

ＪＡで開発した新種子転換助成 

3,730千円 

      （一般財源） 

・堆肥ペレットの販売数 

253,021袋 

（1袋正味 6kg） 

助成額  4,000千円 

（一般財源） 

Ｂ 

・各事業実施により生産増を更

に推進する。 

・今後もデントコーン耕畜連携

に対し助成し、更に作付面積増

を推進する。（基準年H26） 

 

・今後もにんにくの栽培に対し

助成し、更に作付面積・販売量

増を推進する。 

 

 

・H30年度までの事業として 1

袋に対し 200円を助成。R元年

度からR3年度まで期間延長し 

100 円の助成を実施すること

で、引き続き販売数増を推進す

る。 産業振興 
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企業立地促進事業 

・企業の振興と立地を促進し、

経済の発展と雇用機会の拡大

を図るため、町内に工場や小

規模な工房等を新設・増設し、

町民を雇用した企業に対して

支援する。（担当：商工観光課） 

・助成制度による新設・増設件数  

6年間で 3件 

・助成制度による町民新規雇用数 

6年間で 14人 

・新設、増設補助件数 

      0件 

  

(平成 27～令和 2年度実績) 

・新増設件数  ２件 

・新規雇用者数 ４名 

  (Ｈ24からの継続分含） 

Ｂ 

・新設、増設件数は評価指標達

成が可能と思われるが、人口減

少、少子高齢化、労働力の都市

部流出による新規雇用者数の

確保が難しい現状にある。 

・町内企業が連携した組織を立

ち上げ、町内の労働力確保に努

める。 

バイオマス利活用促進事業 

・家畜ふん尿の有効利用によ

り、資源循環と有機農業を推

進し、酪農家のコスト削減等

による生産性の向上と雇用創

出を図るとともに、環境配

慮・安心安全な農業の実施に

よる町のイメージアップを図

る。（担当：農林課） 

 

 

・農業系バイオマスの製造又は供

給する施設の処理対象戸数 

6年後に 5戸 

・事業による雇用創出数  

6年間で 10人 

・令和元年度までに 3 基のバイオ

マスプラントが稼働し、11戸が処

理している。 

・事業による雇用創出数 6人 

Ｂ 

・施設建設等推進に助成措置な

どを実施し、農業系バイオマス

の稼働及び供給雇用創出数の

増を引き続き推進する。 

 

・今後は、ノンファーム型接続

による個別型バイオガスプラ

ント建設に向け、清水町地域農

業再生協議会で検討を進める。 

産業振興 

産業振興 
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経営力向上支援事業 

・農業経営者等を対象に、生

産技術と知識、ビジネス感覚

を高める研修や経営者同士の

情報交換の機会を増やし、個

人農家の収益向上を図る 

（担当：企画課・農林課） 

・農業従事者 1人当たりの収入向上  

6年間で 5％増 

アグリビジネススクール開催 

・受講者数 10名 

・講座回数  4回 

・シンポジウム 来場者数 138名 

事業費 775千円 

Ｒ２ 北海道農業士３名認定 

（農業産出額）約 7.4％増 

Ｈ28 1,828千万円 

Ｈ29  2,176千万円 

Ｈ30 2,936千万円 

Ｒ元 3,179千万円 

Ａ 

・受講者からの継続開催の要望

が強く、昨年度受講者 10 名を

対象に上級コースを実施し、農

業経緯、土づくり等の講座を通

じ受講生の農業に対する理解

が深まった。 

H30 年度まで 3 年間の実施で

終了したが、この事業において

蓄積した成果を農業振興に活

用していく。 

農業研修生受入事業 

・新規就農を目指す若者・女

性の農業研修生受入れを支援

する 

（担当：農林課） 

・農業研修修了生  

6年間で 100人 

・平成 28 年度に農業研修生受入推

進の仕組みや受入れ体制構築に向

けた調査委託を実施し、農業研修生

受入推進協議会を設立し、先進地視

察等を実施した。 

令和 2年度 0名 

（平成 27年～令和 2年度 計 6名） 

Ｂ 

・新規就農を目指す若者・女性

の農業研修生受入れを支援す

る体制の構築は重要であるの

で、新しい体制づくりの構築を

含め推進していく。 

・1 名増員した担い手コーディ

ネータらによって進める労働

力不足解消と合わせて農業研

修生の支援を進めていく。 

食品加工・製造研修事業 

・農産物加工品製造販売を目

指す者が、製品の開発研究を

行える機会を提供して、事業

化の機運を醸成する 

（担当：農林課） 

 

 

・新商品開発研究実績 

6年間で 10品目 

・令和２年度の具体的な事業実施 

なし 

（令和２年度までの累計）6品目 

Ｈ27 新商品開発研究実績 4品目 

Ｈ28 鹿追町食品加工センター視察 

Ｒ元 新商品開発研究実績 1品目 

Ｒ2  新商品開発研究実績 1品目 

（とかち財団） 

Ｂ 

・事業を遂行する上で町の施設

を整備するには相当な費用を

要するが、事業実施主体が円滑

に活動できるよう取り組む必

要がある。今後もとかち財団な

どの外部機関の情報提供を図

り、引き続き事業を推進する。 

産業振興 

産業振興 

産業振興 
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食品試験・分析費用支援事業 

・農産物の成分、栄養等に関

わる試験分析を、研究機関に

委託する経費を支援し、事業

化を支援する 

（担当：農林課） 

・新商品開発研究実績  

6年間で 24件 

（令和２年度までの累計）47件 

・町単独事業にて実施結果 

Ｈ27 新商品開発研究実績 4件 

・とかち財団においての研究実績 

Ｒ元 新商品開発研究実績 20件 

Ｒ2  新商品開発研究実績 23件 

 

Ａ 

・開発研究された製品は一部商

品化され、地域の特産品となっ

ているものもあるが、H28年度

以降の申請はない。R元年度か

らは事業の活性化に資する取

り組みとして、とかち財団など

の外部機関の補助制度の周知

に努めるとともに、引き続き研

究開発に取り組む企業等を支

援していく。 

新規開店者・空き店舗活用開

店者支援事業 

・市街地の新規開店・空き店

舗活用支援策の対象区域につ

いて、現行市街地の指定区域

外も支援対象区域とし、更に

若者や女性の起業者を限定

し、資金メニューの拡充を図

り事業推進を支援する 

（担当：商工観光課） 

・新規開店者  

6年間で 6件 

・令和２年度 新規開店者 0件 

 

・令和２年度補助実績（継続補助） 

・店舗改修   0件   0千円 

・家賃助成   4件 1,225千円 

・雇用助成   1件  500千円 

・固定資産減免 1件   68千円 

      合計 1,793千円 

（Ｈ28年度からの実績） 

・Ｈ27年度 実績なし 

・Ｈ28年度 実績なし 

・Ｈ29年度 新規開店 4件 

・Ｈ30年度 新規開店 2件 

・Ｒ元年度 新規開店 2件 

・Ｒ 2年度 新規開店 0件 

   計       8件 

Ａ 

 

・移住者がこの制度を活用して

店舗開店、町内定住に繋がるケ

ースもあり、一定の成果をあげ

ているが、町内に必要な業種の

新規開店に繋がる制度設計に

転換が必要。 

 

  

定住促進 

産業振興 
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(2)  若者や女性、意欲のある者が起業しやすい環境づくりを進める 

  

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

担い手対策事業 

・担い手コーディネータを設

置し、農業実習(研修)生の受

入れ、新規就農者に対する各

種支援や研修会の開催など青

年就農者の確保・育成や児童

等を対象としたファームスク

ールの開催による農業に対す

る理解の醸成、後継者の花嫁

対策などを実施する 

（担当：農林課） 

・農業実習生の受入れ紹介数 

6年間で 25件 

・農業塾の新規入塾者数 

6年間で 25人 

・農業塾の開催講座数  

6年間で 25回 

・女性との交流会への参加人数 

6年間で 230人 

・農業実習生の受入照会数 

 水戸農高他 R2受入中止 

・女性との交流会への参加人数 

10人 190千円 

 

(平成 27～令和 2年度までの累計) 

・農業実習生の受入れ紹介数 23件 

・農業塾の新規入塾者数  22人 

・農業塾の開催講座数   11回 

・女性との交流会への参加人数  

147人 

Ｂ 

・農業実習生の受入れ体制づく

りが重要ではあるが、現在のと

ころ構築までには至っていな

い。 

・交流会への参加を呼びかけ、

後継者対策を推進する。 

新規開店者・空き店舗活用開

店者支援事業（再掲） 

（担当：商工観光課） 

（再掲項目につき、記載を省略し

ます） 

（再掲項目につき、記載を省略しま

す） 
Ｂ 

（再掲項目につき、記載を省略

します） 

 

 

  

定住促進 

定住促進 
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(3)  町民や事業者の需要を取り込み、町内の経済循環性を高める仕組みを作る 

 

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

農業施設整備奨励事業 

・町内の建設業等が施工する

農業施設整備を行う者に対し

ての支援を、町内で流通する

商品券で交付して、農畜産業

の生産力強化と町内経済循環

を図る 。（担当課：農林課） 

・該当事業経費実績  

5 年間で事業ベース 6,000 万円の

経済効果 

 

（平成 27～令和元年度までの累計） 

事業ベース：115,958千円 

Ａ 

・ＫＰＩで設定した経済効果を

達成した。町内業者の活用と町

内で流通する商品券の交付に

より、町内経済循環を図るた

め、継続実施してきたが、近年

需要が減っている。 

・評価指標としていた経済効果

を大幅に上回ったことから、要

項に沿って令和元年度にて事

業を終了する。 

住宅リフォーム・太陽光発電

システム導入奨励事業 

・町内の建設業等が施工する

住宅リフォーム等を行う者に

対しての支援を、町内で流通

する商品券で交付して、町内

の住環境の整備を促進し、町

内経済循環を図る 

（担当：商工観光課） 

・該当事業経費実績  

6年間で事業ベース  

3億円の経済効果 

・住宅リフォーム      35件 

・太陽光発電システム    0件 

交付額 4,172千円 

 

・経済効果 

工事金額総額 12業者 75,041千円 

 

（Ｈ27～令和２年度累計実績） 

・経済効果 

工事金額総額 421,398千円 

Ａ 

・評価指標としていた経済効果

を大幅に上回ることができた

が、太陽光発電システム導入奨

励金については、交付実績な

し。町のエネルギー政策に照ら

し合わせ、制度の見直しを行

う。 

 

 

産業振興 

定住促進 
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(4)  正規雇用につながる取組みを進める 

 

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

業務資格取得支援事業 

・事業所が従業員及び内定者

に、業務で必要な資格を取得

させるために必要な研修、資

格取得受験に対して支援を図

る 

（担当：商工観光課） 

 

・資格取得者  

6年間で 10人 

・業務資格取得者 

 各種技能講習     2件 2人 

 大型特殊車輛免許取得 1件 1人 

         合計 3件 3人 

 

（実績） 

Ｒ元年度 4件 5人 

Ｒ２年度 3件 3人 

 計   7件 8人 

Ｂ 

・従業員の業務資格取得に伴う

経費の一部を補助することで、

労働者の技術向上による人材

育成及び職場定着が図られた。 

・令和 2年度より補助上限額を

5万円から 10万円に引き上げ、

制度活用を促した。 

・就職内定者も補助対象となる

ため、地元の高校への制度周知

を行い、労働者の確保に繋げて

いく。 

 

 

 

 

  

定住促進 
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２ まちにひとの流れをつくる 

 

＜基本的方向＞ 

(1) 地域資源を発掘・活用し、町民全体で情報共有して町内外に発信することで、市街地に人の流れをつくり、交流人口の拡大を図る 

 

＜具体的な施策＞ 

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

観光情報発信拠点強化事業 

・町内観光事業者と連携し、

観光情報・物産情報の発信の

充実や、提供を行う拠点を整

備することなどにより、来町

者の町内回遊を図る（観光パ

ンフレット、ホームページ等

の充実（インバウンド対応

等）、情報発信拠点強化など） 

（担当：商工観光課） 

・町内滞留人口の増加  

6年間で観光入込実績 12％増

加を達成する。 

・十勝千年の森において、観光案

内・物産販売を実施 

 来場者数 13,600人 

 物産販売額 284千円 

・清水公園内サルビアにおいて、観

光案内、物産販売を実施 

 来場者数 8,800人 

 物産販売額 132千円 

 委託経費 3,410千円 

 

実績（町内観光客入込数） 

平成 27年度 60,700人 

平成 28年度 41,000人 

平成 29年度 46,100人 

平成 30年度 64,300人 

令和 元年度 178,500人(194%増加) 

      （各種イベント参加） 

令和 2 年度 54,300人(10％減) 

Ｂ 

・清水公園の観光拠点の再開発

構想に伴い、災害で被災した清

水公園内の飲食店を再開させ、

1 年を通じて滞在型の観光とし

て賑わいを創出することがで

きた。 

・町を代表する観光施設、十勝

千年の森において、観光案内、

特産品の販売を実施した。 

・コロナ禍により、本州及びイ

ンバウンド観光客が激減。その

ような事態に備え、HP、SNS

等での情報発信を通じて、特産

品のネット販売や道内観光客

誘致の取組みも強化していく。 

 
産業振興 
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まちの魅力発見事業 

・町民自身がまちの魅力を再

発見、理解し発信するための

事業を実施する 

（担当：企画課） 

 

 

平成 30 年度にしみずフォトコンテ

ストを実施し、最優秀賞、優秀賞、

入選の合計８作品を表彰し、広報紙

や町公式 facebook 等に掲載するこ

とで町の魅力を再発見し、情報発信

を実施した。（応募者：26名、作品

数：83点） 

【平成 30年度でコンテスト終了】 
Ａ 

・令和元年度以降フォトコンテ

ンストは実施しないが、応募作

品をシティプロモーションの

ツールとして町の魅力発信に

広く活用していく。広報紙面で

の活用や札幌市地下歩行空間

（エコチルまちビジョン）に放映。 

・町の魅力は風景等だけに限ら

ず郷土愛からも発信できるも

のである。町民自らが町の歴史

や文化に親しみ、郷土を愛する

心を育むことができるよう十

勝開墾合資会社と渋沢栄一翁

の関係を含め郷土教育の充実

と郷土愛を育むシティプロモ

ーションを進める。 

 

  

定住促進 
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(2)  PR活動や交流人口の拡大の取組みと連携しつつ、受入体制を整備し、大都市圏などから UIJターンを増加させる 

 

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

移住交流促進事業 

・本町へ移住を希望する方の

相談に応じる「移住相談ワン

ストップ窓口」の設置と、本

町に多様な人材の移住を実

現するため、都市圏の就職フ

ェア・移住フェアに積極的に

参加するなど、情報発信を通

して、移住人口、交流人口の

増加。移住体験用住宅による

体験移住受入れ。今後、空き

家バンク等、斡旋を含めた住

宅情報の提供体制整備を検

討する。 

（担当：商工観光課） 

・移住件数  

6年間で 18世帯（36名） 

・同相談件数 5年間で 540件 

・移住体験住宅利用件数 

6年間で 72件 

・同利用日数 

6年間で 1,800日 

・移住件数 20件 56人 

（道外 32人、道内 24人） 

移住・相談件数 31件 

・移住体験住宅利用件数 

清水住宅 6件 12名 

御影住宅 8件 22名 

・移住体験住宅利用日数（延べ） 

  清水住宅  79日 

御影住宅 189日 

・移住促進業務委託料  276千円 

・北海道移住促進協議会負担金 

50千円 

（一般財源） 

実績（平成 27～令和 2 年度合計） 

・移住件数  52世帯（126人） 

・移住相談件数    125件 

・移住体験住宅利用件数 63件 

・同利用日数    1,346日 

Ｂ 

・移住件数については、コロナ

禍の状況において、清水町移

住・定住連携協議会と町が協力

し、移住相談（オンライン移住

相談会等）、移住体験住宅の活

用また、各種移住・定住を支援

する補助金を活用し、評価指標

を上回る成果を上げた。 

 

移住相談の中で一番の課題と

なるのが、町内の居住物件の不

足であり、空き家バンクの活

用、空き家対策他、町の関係機

関が連携して、情報収集を行う

体制が必須となる。 

 

定住促進 
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地域おこし協力隊定住支援事

業 

・国の制度を活用することに

よって、地域おこし協力隊の

職や定住に掛かる支援を行う 

（担当：企画課） 

・地域おこし協力隊員の定住 

6年間で 3人 

・令和元年度末で 2名の隊員が在任

している。 

これまで3名が町内で就職等により

定住している。 

（定住者実績） 

平成 22年度退任者 1名 

平成 27年度退任者 1名 

平成 30年度退任者 1名 

Ｂ 

・充実した活動及び地域とのつ

ながりを支援し、退任後の定着

に向けた支援を進める。 

・評価指標は達成したが、3 年

間の活動経験を活かしたその

後の起業やまちおこし活動に

繋がる支援を強化していく。 

 

就業奨学生支援事業 

・新規採用した従業員が日本

学生支援機構奨学金や町奨学

金等を返還している場合に事

業所を通じてその一部の支援

を行う 

（担当：商工観光課） 

 

 

・町内就職者 6年間で 10人 利用実績 0人 

 

 

（令和元年度実績） 0人 

Ｃ 

・事務所においては、本町の補

助額の100分の5以上の加算額

が負担となることから、制度活

用の実績がない。 

・町の奨学金制度においては、

大学等卒業後、町内に居住し 5

年間就業した場合、奨学金全額

免除となるため、本制度との融

合を検討する。 

十勝地域と東京台東区・墨田

区連携事業 

・両地区が持つ「ひと」「もの」

「こと」を活かし関係人口の

創出を目指す事業 

【令和２年度追加施策】 

 

（担当：企画課） 

 

・両地域の企業が連携して開発し

たプログラムや商品件数 １件 

・個人参画者に調査し継続参加に

意欲ある人数 50人 

 

・台東区墨田区とオンラインでつな

ぎ、十勝の食材を使った 2Ｗayクッ

キング教室を実施。 

 令和 3年 3月 14日 

 参加者 台東区 3名 墨田区 3名 

・台東区墨田区の飲食店にて十勝産

品を活用したメニューを開発し提

供した十勝食材フェアを実施 

 十勝 11事業者 

 台東区墨田区 11店舗 

Ｂ 

十勝地域と東京台東区・墨田区

の「人」「企業等」の持続的な

交流や関係人口創出を目指し、

江戸の食文化と融合した新商

品の開発や食育や健康推進事

業等を継続して実施する。 

 

定住促進 

定住促進 

定住促進 
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(3)  起業者や有資格者の若い世代を引き込むような仕掛けづくりを進める 

 

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

移住交流促進事業（再掲） 

（担当：商工観光課） 

（再掲項目につき、記載を省略し

ます） 

（再掲項目につき、記載を省略しま

す） 
 

（再掲項目につき、記載を省略

します） 

清水町奨学金貸付事業 

奨学金償還免除規定を拡充

し、人材育成と町内雇用の改

善、町内定住者への支援を図

る。 

 

（担当：学校教育課） 

 

 

・町内就職者  

6年間で 12人 

 

・奨学金の貸付申請受付 

・奨学金の条例の見直し 

・貸付状況 45件 

（実績値） 

H28年度  1件 

H29年度  0件 

H30年度 15件 

R 元年度 13件      

13,260千円（一般財源） 

R２年度  16件 

    19,080千円（一般財源） 

Ａ 

・早期の支給決定、償還免除規

定の職種要件撤廃、年１回から

年間を通じた申請受付など、借

り手が使いやすい制度に改善

した。また、制度周知において

も町内中学校、清水高校及び町

内中学校卒業生が進学した十

勝管内高校等に生徒への周知

を行った。 

 

UIJ ターン新規就業支援事業 

・北海道が行うマッチング支

援事業又は起業支援事業と連

携し、東京圏から移住して、

就業又は起業しようとする者

に対して移住支援金を給付す

る。（担当：商工観光課） 

 

 

・移住者及び企業者 

 ２年間で１名 

・町内移住支援金受給者 

      実績  0人 

 

 

移住支援金 100万円 

※国 2分の 1負担 

 北海道 4分の 1負担 

 市町村 4分の 1負担 

Ｃ 

・移住支援金の受給要件である

就業要件に関しては、北海道に

登録された法人への就業が要

件となるが、清水町の登録法人

数は現在 1件のため、本制度の

活用が見込まれない。本制度の

商工会、建設業協会等関係機関

へ制度周知を行い、マッチング

サイトへの登録を促す。 

定住促進 

定住促進 

定住促進 
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企業版ふるさと納税 

本町の政策や取組に民間企業

からの理解を深め、民間資金

の新たな流れをつくりより良

い政策の実現とその深化に繋

げる。【令和２年度追加施策】 

 

（担当：企画課） 

・参画企業 6年間で 1件 

 

・地域再生計画の認定を受け、企業

版ふるさと納税実施要項を制定。 

Ｂ 

企業版ふるさと納税の活用促

進を図るため、本町が実施する

地方創生プロジェクトの発信

及び、支援企業の募集を図る。 

 

 

定住促進 



15 

 

３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

(1)  若い世代の経済的安定と様々な支援を図り、結婚の希望をかなえる 

 

＜具体的な施策＞ 

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

結婚支援事業 

・若い世代に出会いの場を設

け、婚姻率を高める 

（担当：農林課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・結婚・少子化対策に取り組

むため出会いの場を創出し、

まちぐるみで結婚を応援す

る。【H30 年度追加施策】 

（担当：企画課） 

 

 

 

・カップル成立  

6年間で 50件達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会いのイベント開催 12回/年 

上記参加者数    延 400人/年 

個別マッチング件数   ５件/年 

 

 

 

 

 

・平成 28 年度から実施し町内外で

の結婚希望女性とのカップリング

等への参加及び実施。 

・Ｒ２年度はオンライン開催への参

加の他、芽室町で開催されたイベン

トに参加。 

（実績数）合計 53件 

・Ｈ28年度 カップル成立 9件 

 Ｈ29年度 カップル成立 18件 

Ｈ30年度 カップル成立 14件 

 Ｒ元年度 カップル成立 6件 

 Ｒ２年度 カップル成立 6件 

 

・独身男女にとってのサードプレイス  

・ZOOMでコイノヨカン 

 ２回開催 

 7月 30日 男性 4人 女性 4人 

 3月 28日 男性 3人 女性 3人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参加者への事前指導などによ

り、カップル成立数の増加に務

め、その後の結婚への支援など

も強化していく。 

 

 

 

・評価指標の達成と共に、周囲

が暖かく愛を育む心を町ぐる

みで見守れる体制づくりを進

めたい。 

 

 

・対面イベントは厳しい中でも

出会いの場の創出を継続し、今

後も地域再生協議会などと連

携しあらゆる角度から独身男

女の希望を叶えるための支援

体制を強化する。 

 

 
安心･安全 

安心･安全 
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・清水町結婚新生活支援事業

補助金交付によって、経済的

な理由で結婚に踏み出せない

人を支援する。 

【令和２年度追加施策】 

（担当：企画課） 

 

 

本制度が結婚新生活スタートに伴

う経済的不安の軽減に役立つと思

い申請してきた件数 6件／年 

 

清水町結婚新生活支援事業補助金

交付要綱を制定 

（実績数） 

 3世帯 

 616,000円（交付金 308,000円） 

 

 

 

Ｂ 

制度の浸透を図るとともに、支

給要件を緩和し、経済的不安の

軽減に向けて更に支援を進め

る。 

 

(2)  専門的な支援や社会・経済・職場環境の整備により、出産や育児にかかる負担や不安の軽減を図り出産の希望をかなえる 

 

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

不妊治療支援事業 

・特定不妊治療費を支給する

制度を拡充・ＰＲして、特定

不妊治療に取組んでいる町民

の希望を後押しし、出生数の

増加につなげる 

（担当：保健福祉課） 

 

・サービス利用回数  

6年間で延べ 60回 

・特定不妊治療費助成：6回 

（実人数 4人） 

・一般不妊治療費助成：5回 

（実人数 5人） 

町助成額 1,690千円 

                （一般財源） 

【実績】 

平成 27年度 

・特定不妊治療費助成 11回 

平成 28年度 

・特定不妊治療費助成 5回 

Ａ 

・特定不妊治療費用の助成に加

え、令和元年度から一般不妊治

療費も対象とした。 

今後においても周知を行い、治

療を希望する方の支援を継続

する。 

令和 3年度予算額 

3,410千円 

（一般財源） 

安心･安全 

安心･安全 
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平成 29年度合計 

・特定不妊治療費助成 10回 

平成 30年度合計 

・特定不妊治療費助成 11回 

令和元年度合計 

・特定不妊治療費助成 7回 

・一般不妊治療費助成 6回 

健やかな出産支援事業 

・町で一部負担している妊婦

健診について、受診費用の自

己負担をなくして受診を促進

し、妊婦への予防接種支援、

ママパパ学級の実施、妊婦の

事前登録により緊急時の救急

車による搬送支援などと合わ

せてより安全な出産につなげ

る 

（担当：保健福祉課） 

・妊婦健診必要回数の完全受診者 

6年間で 95％達成 

・妊婦健診助成人数：48人 

・妊婦健診必要回数の受診者 

                    100％ 

町助成額 548千円 

（一般財源） 

【実績】 

平成 28年度  37人 100％ 

平成 29年度  41人 100％ 

平成 30年度  47人 100％ 

令和 元年度 46人 100％ 

 

・母子手帳アプリ導入 

平成 30年度登録者 67人 

令和 元年度登録者 91人 

令和 2年度登録者 126人 

Ａ 

・令和２年度は未受診妊婦や、

必要回数を受診していない妊

婦はいなかった。 

妊婦健診費用の無料化は、必要

回数の受診につながっている。 

  今後においても周知を行い、

妊娠・出産の支援を継続する。 

（令和 3年度予算額） 

     1,100千円（一般財源） 

・子育て情報や子育て支援事業

を周知できるアプリの活用に

より、容易に入手できる環境を

整備し、出産から子育てまで切

れ目ない支援を継続する。 

安心･安全 
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まちの子宝ありがとう事業 

・町民の出産をお祝いし、子

育て世帯の経済的負担軽減の

ため、出産祝い金を支給する。 

（担当：子育て支援課） 

 

・6年間の出生数合計 320人 

 

・出産祝金支給事業 

  支給件数   60件 

  支給額 9,950千円 

●令和 2年度出生の支給件数： 

第 1子 19件 

第 2子  9件 

第 3子 7件 

第 4子  3件 合計 38件 

（一般財源） 

(H27～Ｒ2年度の出生数 295人) 

Ｂ 

・子育て世帯の負担を軽減し、

子育てしやすいまちを実現す

るため、子育て支援策を拡充し

平成 29 年度から出産祝い金を

支給した。（祝い金は現金及び

ハーモニー商品券） 

・平成 31 年度から第 2 子以降

の出産祝金の支給額を増額し

た。 

子育て支援環境づくり事業 

・各団体と共催し、父親向け

の講演会、親子のあそびの場

を提供して、町ぐるみで子育

てを支える環境づくりをす

る。（担当：子育て支援課） 

・参加者数  

年間 200名 

【令和 2年度】 

・子育て講演会 未実施 

・絵本読み聞かせ 10回実施 

述べ参加数 82名 

 Ｂ 

新型コロナウイルス感染症の

拡大予防のため、講演会等の事

業は実施しなかった。読み聞か

せは、対策を講じながら少人数

で実施した。 

安心･安全 

安心･安全 
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子育て用品貸出し事業 

・チャイルドシート、ベビー

カー、ベビーベッド、ベビー

バスなど、子育てに必須の道

具を貸し出し、子育て家庭の

負担軽減を図る。 

（担当：子育て支援課） 

・貸付実績  

6年間で 50％増 

 

【令和 2年度】 

・貸出件数 （ ）は保有台数 

チャイルドシート 

 142件（89） 

ベビーカー     

  36件（26） 

ベビーラック    

  14件（ 8） 

備品購入費 297千円 

（一般財源） 

Ａ 

・育児用品は、妊娠期からの予

約も多く、需要が高い。特に新

生児用のチャイルドシートは

高価なので利用者から喜びの

声が届いている。 

・チャイルドシートの老朽化に

伴い、継続的に更新しながら安

全管理に努めている。 

 

地域の子育て支援事業 

・子育て援助を受けたい依頼

会員と援助を行いたい提供会

員の登録と調整により、子育

ての相互援助を行う事業のサ

ービス提供会員増員と技能向

上や支援の拡充を図り、病後

児の預かりなど対応の幅を広

げ、サービスの向上を図る。 

また、10ヶ月未満の子供を地

域の個人に預け、保育料を支

払っている場合に、一部助成

し、地域の中で子育て支援を

推進する。 

（担当：子育て支援課） 

・サービスの利用時間  

6年間で 20％増 

 

【令和 2年度】 

・利用時間 336時間 50分 

・登録会員  

提供会員 24名（+2） 

依頼会員 109名（+9） 

両方会員   9名（+1） 

総会員数 142名（+12） 

・新型コロナウイルス感染拡大予防

のため、提供会員育成講習会は未

実施 

・乳児保育金利用数  0件 

 

子育てサポート事業 

事業保険   86千円 

扶助費    494千円 

乳児保育金   1千円 

（一般財源） 

Ｂ 

・年間を通して保育施設等への

送迎のための利用がある。新型

コロナウイルス感染拡大によ

る緊急事態宣言中は活動を休

止した。引き続き安定供給に努

める。 

 

安心･安全 

安心･安全 
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子育て世帯保育料等支援事業 

・複数の児童を有する世帯に

おいて、第２子以降の保育料、

保育所通所タクシー料、幼稚

園保育料を無料として多子世

帯の育児の負担を軽減する。 

（担当：子育て支援課） 

・保育所待機児童ゼロを継続 【令和 2年度】 

・保育所待機児童数 0人 

 

・多子無料化児童数（R2当初） 

  保育所児童 ： 35人/189人 

  通所タクシー： 14人/ 19人 

 

Ａ 

・待機児童ゼロを継続 

・第 2 子以降の保育料を無料と

することで、保護者の経済的負担

を軽減している。 

H28 年度からは第 1 子の年齢要

件を撤廃し、多子世帯の経済的軽

減措置を拡大した。今後も継続し

実施する。 

子育て定住促進住宅取得奨励

事業 

・子育て世帯の定住促進策と

して、町内への住宅新築を支

援する。 

（担当：商工観光課） 

・新築住宅戸数  

6年間で 12％増 

令和２年度 

・新築(町内業者)    6件 

  交付額    6,000千円 

・新築(町外業者)    13件 

 交付額     10,400千円 

・中古住宅        2 件 

 交付額      1,000千円 

    合計交付額 17,400千円 

 

（平成 28～令和 2年度合計） 

・新築（町内）24件 24,000千円 

・新築（町外）51件 40,800千円 

・中古住宅  11件  5,500千円 

    合計交付額  70,300千円 

＊新築住宅戸数 

 平成 26年度（基準） 29戸 

 平成 27年度     29戸 

 平成 28年度     22戸 

 平成 29年度     29戸 

 平成 30年度     33戸 

Ｂ 

・子育て世帯の定住対策として

評価指標に近い数値を継続し

ている。（R元年度、R2年度は

コロナ禍の影響有。） 

 

 

・令和３年度より類似する移住

者用奨励金事業を統合して、

「しみずマイホーム取得奨励

金」に事業名を変更し、移住希

望者への制度周知にも取り組

む。 

定住促進 

安心･安全 
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令和 元年度     24戸 

令和 2 年度     18戸 

          (38％減) 

 

(3) 地域資源を生かした特色のある教育や子育て環境を整備し、子育て世帯から選ばれるまちを目指し、若い世代の定住・移住を図る 

 

＜具体的な施策＞ 

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

地域の特色を生かした教育

推進事業 

・幼児期から英語に触れ、小
学校で実施する英語活動の準

備をする。また、将来、日常

のコミュニケーションができ

るよう、小学校低学年からの

英語活動（小学１年～４年ま

で）を推進する。 

臨時教諭を採用し、小学校１

年生及び 2年生の学級を、20

人程度の少人数の学級編成を

して、授業から学校生活全般

にわたってきめ細やかな指導

を行い、基礎学力の定着を図

る。 

幼稚園、保育所、小学校の

関係者により組織された「清

水町幼保・小連携協議会」に

より、幼保・小の連携を行い、

幼児教育と小学校教育との適

・保育所、幼稚園の年間英語活動：

12回 

・小学校の年間英語活動 

1年生：10時間 

2年生：12時間 

3年生：35時間（+20） 

4年生：35時間（+15） 

 

・清水小低学年の 20人程度の少人

数学級を維持 

・子どもの年齢、環境に切れ目の

ない対応を実現するため、幼保・

小連携を継続する。 

・各小学校においては、予定どおり

の時間数で英語活動を実施した。 

ＡＥＴ報酬等 5,229千円 

臨時講師賃金等 1,017千円 

（一般財源） 

・清水小学校の 2年生及び 6年生に

ついて、少人数学級を編成し、児童

の主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業を行った。 

 

・幼保・小推進協議会については、

清水ブロック、御影ブロックそれぞ

れがストレスのない小学校入学へ

向けて交流事業を実施した。 

消耗品費 17千円（一般財源） 

 

 

 

 

Ａ 

・臨時講師とＡＥＴが授業の補助

として入り、子どもたちに対し、

興味関心が高まるような活動内

容が実施できた。 

 

・清水小学校において、少人数学

級を編成し、基本的生活習慣や学

習規律に重点をおいて指導が実

施できた。 

 

・令和２年度については、相互の

交流についてはコロナ禍により、

事業を大きく縮小したが、各保育

所、幼稚園、各小学校が相互の交

流により、幼保と小学校がそれぞ

れの環境を理解した。 

また、保育士と教諭が保育と学習

の違いを理解するなどの活動の

成果があった。 
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切な接続を図る。 

（担当：学校教育課・ 子育

て支援課） 

 

・保育所・幼稚園の英語活動 

 4施設×年 4回の開催 

賃金等 20千円（一般財源） 

 

 

 

今後も継続する。 

 

 

 

 

・人口減少問題など正解のない

問いを通して、未来を考え・対

話し、生きていくという力を育

むライフプラン教育を今後も

実施する。 

・昨年度よりコミュニティ・ス

クールを導入し、しみず「教育

の四季」ＣＳ推進協議会におい

て①第九、②清水ミライ若者会

議、③郷土史、④まちの産業を

中心とする「十勝清水学」を宣

言し、家庭、学校、地域が連携

し町民層ぐるみによる教育支

援体制の更なる充実を図る。 

（令和２年度については、コロ

ナ禍により、②清水ミライ若者

会議は中止した。） 

安心･安全 
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子育てガイドブック作成事業 

・「子育てしやすいまち」とし

て、子育て環境の PR を実施

する。 

（担当：子育て支援課） 

・対象世帯への配布  

6年間で 100％実施 

【令和 2年度】 

・子育てに必要な情報を毎年更新

し、手元に置いて活用してもらえる

ような内容の工夫をしている。子育

て支援事業、保健事業等を通して、

今年出生のあった全世帯へ配布す

るとともに、活用方法の説明をして

いる。窓口に設置し、転入世帯にも

配布した。（100％） 

 

・清水町の子育て支援制度を広く発

信することを目的としたリーフレ

ット「清水町でのびのび子育て」は

移住促進会での配布や観光施設、飲

食店への設置を行っている。 

印刷製本費  18千円 

（一般財源） 

Ａ 

・特に初めて子育てをする保護

者にとって、情報が一つにまと

まった便利なツールとして活

用していただいている。利用者

に町の子育て支援制度を説明

する際にも活用しており、転入

世帯からも好評を得ている。 

 

 

 

・ガイドブックやリーフレット

は町の HPで公開している。移

住促進会などでの積極的な配

布や、観光施設等への設置を引

き続き実施する。本町の子育て

支援策をＰＲするために様々

な角度から情報発信に努めて

いる。 

子ども発達支援事業 

・支援を必要とする子どもの

家庭での育児不安の軽減や解

消を更に進める為、相談対応

の迅速化、療育計画アセスメ

ント及びカンファレンスの充

実と人材育成を図るための環

境整備と研修の高度化を行

う。（担当：子育て支援課） 

・経過観察児の対応 

6年間で 100％達成 

 

【令和 2年度】 

・就学までの経過観察児の対応 

  保育所、幼稚園（3～5歳児） 

児童数     164人 

   経過観察児     63人 

   処遇確認     100％ 

・相談件数        12件 

・訪問支援         4回 

・心理検査       11人 

・ことばの発達調査   12人 

Ａ 

・発達や育児に関する相談を受

け、必要に応じて関係機関と連

携しながら支援を行っている。 

・集団での適応を高めるために

保護者と所属が発達や支援の

方法を共通理解して関わるこ

とができるように努めている。 

・就学後は授業参観や三者面談

等の機会に積極的な働きかけ

をおこない、連携の強化に努め

安心･安全 
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・合同ケース会議     9回 

・発達支援センター連携会議 2回 

・研修、学習会    2回 

報償費 45千円 

（一般財源） 

る。 

・研修や学習会の機会を継続し

て作り、支援を必要とする子ど

もの理解を進めていく。 

 

  

安心･安全 
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４ 安心で生活しやすいまちづくりとともに、広域連携を推進する 

 

＜基本的方向＞ 

(1)  健康で活動的な町民を増やし、コミュニケーションを高め、町民同士の連携と支援によるまちづくりの活動を活発にする 

 

＜具体的な施策＞  

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

十勝清水 人・四季塾事業  

・町内の潜在的人材の掘り起

こし、まちづくりを進める魅

力あるリーダーシップを有す

る人材を育成する「十勝清水 

人・四季塾」を開設すること

により、清水町ならではの個

性あふれるまちづくりを進め

る。（担当：企画課） 

・講座の回数 年間 8回 

・塾生：20人 

・Ｈ28年度に終了 

Ａ 

・四季塾第３期が提言発表会を

終え修了となり、これまで 3期

6年間、58名の方が修了されて

いる。 

・人材育成事業としては、一定

の成果は終えたものと捉え、今

後に向けては、修了生を含め、

町民のまちづくりに対する提

言を具体化するための支援を

行う。 

シニア人材参画事業  

・知識や技術・経験を活かし

て、元気なシニアがまちづく

りのために活躍してもらう効

果が期待できる。 

（担当：社会教育課） 

・生涯学習ボランティア登録者の

うち 60歳以上の方の人数  

6年間で延べ 240人 

・生涯学習ボランティア登録実績 

       （60歳以上／全数） 

 平成 27年度 37／53人 

 平成 28年度 41／56人 

 平成 29年度 36／52人 

 平成 30年度 33／57人 

令和 元年度 38／64人 

令和 2 年度 41／63人 

（令和２年度生涯学習ボランティ

ア活動実績） 

Ｂ 

・小中学校の書写授業等を支援

している。 

・令和２年度はコミュニティス

クールの連携が進み学校に派

遣する活動支援はＣＳコーデ

ィネーターが調整を行いスム

ーズな活動が実施された。 

・今後も新規登録者の確保と活

動の拡大を図っていく。 

定住促進 

安心･安全 



26 

 

・活動延べ人数  322人 

・主な活動内容等 

小中学校書写授業支援 66回 

小学校伝統文化体験支援 1回 

ほか 

  事業費 0千円 

 

軽スポーツ促進事業 

・元気なシニア層を生み、健

康づくりに対する意識づけが

期待できる。  

（担当：社会教育課、保健福

祉課） 

・参加者延べ人数 

6年間で 10％増 

 

 計画期間中に実績値の変更をし

たため、基準値に不整合が出たた

め、比較不能。 

・ニュースポーツ「チャレンジ・ザ・

ゲーム」講習会参加者数 

 ３回開催を計画したが、新型コロ

ナウイルス感染症の状況に鑑み、開

催中止とした。 

（参考実績） 

  平成 29年度 

  チャレンジ・ザ・ゲーム講習会 

   ２回開催 延べ 26人 

  ユニカール 

   １回開催 18人 

平成 30年度 

  チャレンジ・ザ・ゲーム講習会 

   ２回開催 延べ 47人 

  令和元年度 

  チャレンジ・ザ・ゲーム講習会 

   ２回開催 延べ 41人 

 

・健康ポイント事業 

 Ｈ30年度参加延人数 18,881人 

 令和元年度参加延人数 17,354人 

Ｂ 

・令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により開催

中止としたが、「チャレンジ・

ザ・ゲーム」の普及を推進して

いる。 

 次年度以降も軽スポーツを

通じた健康増進と仲間づくり

を進めるため、スポーツ推進委

員の協力を得て講習会を実施

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症の

影響で事業の中止や施設の閉

鎖があり、参加延べ人数は減少

安心･安全 
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 令和２年度参加延人数 16,040人 しているが、健康寿命のまちづ

くりを目指し、疾病等の早期発

見・治療、介護予防の推進など

の健康づくり並びに体力の増

進及びスポーツ活動に取り組

む町民の活動の支援を今後も

進める。 

町民提案型協働モデル事業 

・町民提案による住民協働で

公共課題を解決する取組みを

支援し、人材育成事業と連動

して町民によるまちづくり事

業を推進する。 

（担当：企画課） 

・協働事業  

6年間で 5件 

 

・町民が自ら計画し実施する公共性

のある事業や活動に対して、補助金

を交付し、協働のまちづくりを推進

した。 

○町民提案型街づくり事業補助金 

2件（3件申請・1件取下げ） 

 504,720円 

《令和２年度実施事業》 

・とかちしみず町花火大会 

 （清水町商工会青年部） 

・ふれあい食堂 

 （マミーのまんまの会） 

（実績） 

・補助事業実施件数 

 H29年度 4件 

 H30年度 6件 

 R元年度  3件  

R２年度  2件  合計 15件 

Ａ 

・町民自らが自分たちの力で、

地域の課題を解決し、地域の活

力を生み出そうとしるグルー

プや団体を支援。 

・令和 3年度においても、継続

事業を 2件、新規事業 2件（実

践事業を4件）予算化している。 

 1,080,000円 

・多くの町民のアイディアを具

現化する支援として活用して

もらい、交付期限の 3年を経過

した後に担当課へ繋いでいく。

（発展性や継続性が認められ

る場合） 

安心･安全 
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郷土愛醸成事業 

・郷土の文化や文化活動を次

世代に継承するため、第九な

どの事業奨励や、地域資源を

学ぶセミナー・ワークショッ

プ開催、十勝清水検定等実施

により町に誇りと愛着を持つ

町民を増やす。 

（担当：社会教育課・企画課） 

・受講者数 

年間 10人 

十勝清水学・第九文化継承事業 

・学校合唱ワークショップ 

  町内中学校及び清水高校へ声

楽家を派遣する事業は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により

学校での合唱活動が制限された

ことにより派遣の中止となった。 

 事業費 0千円 

・十勝清水第九交響曲演奏会事業 

  合唱団を組織して 12 月に演奏

会を行う計画であったが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によ

り、合唱練習が困難であるため次

年度以降へ延期することとした。 

事業費 0千円 

 

フォトコンテスト作品を町の広

報紙やＨＰへの町の魅力を PRする

とともに札幌市地下歩行空間（エコ

チルまちビジョン）に放映し町の魅

力を伝えた。 

 

Ｂ 

・令和 3年度は学校合唱ワーク

ショップと一般対象の第九

の合唱ワークショップを予

定している。 

・第九交響曲演奏会は開町 120

年の令和4年度開催を予定し

ている。 

・第九合唱を通じ児童生徒の豊

かな感性を磨くとともに、一

般の合唱愛好者を増やして

第九文化を次世代に継承し

ていく。 

 

 

 

 

・令和元年度以降フォトコンテ

ンストは実施しないが、応募作

品をシティプロモーションの

ツールとして町の魅力発信に

広く活用していく。広報紙面で

の活用や札幌市地下歩行空間

（エコチルまちビジョン）に放

映。 

 

・郷土愛にかかわるシティプロ

モーションとして、広報しみず

紙面で十勝清水郷土史研究会

定住促進 
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の協力のもと「清水歴史探訪」

を連載開始。町の開拓の礎とも

なった十勝開墾合資会社と渋

沢栄一をはじめ、町の歴史や文

化を町民にあらためて知って

もらい、郷土を愛する心を育ん

でもらえるよう開町 120 まで

連載を続ける。また埼玉県深谷

市及び東京都北区との連携を

進め関係人口の増加を図り全

国へ魅力を発信する。 

 

(2)  将来、町民が安心に暮らせるよう、医療・福祉などの生活機能を確保する 

 

＜具体的な施策＞ 

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

清水町奨学金貸付事業（再掲） 

（学校教育課） 

（再掲項目につき、記載を省略し

ます） 

（再掲項目につき、記載を省略しま

す） 
 

（再掲項目につき、記載を省略

します） 

交通弱者対策事業 

・コミュニティバスの運用充

実などを図り、交通弱者の満

足度を向上させる。 

（企画課） 

・コミュニティバス利用者  

6年間で 10％増 

・清水巡回線 146運行 2,205人 

・御影巡回線  99運行   666人 

 5,078千円（一般財源） 

   平成 26年度 3,499人 

   平成 27年度 3,620人 

   平成 28年度 3,175人 

   ※台風災害による運休 

   （臨時便代行 45人利用） 

   平成 29年度 3,314人 

Ｂ 

・平成 30 年度新規事業として

実施した「予約型乗合タクシ

ー」については、潜在的な需要

は確認されたが、利用数に結び

つかなかったため、令和元年度

廃止。 

・令和元年度新規事業として、

町内の社会福祉協議会と連携

して実施した「買い物銀行バ

定住促進 
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   平成 30年度 3,119人 

   令和 元年度 2,625人 

   令和 ２年度 2,871人 

・予約型乗合タクシー 

 登録者 48名（28世帯） 

 延べ利用数 35回(利用者数 5名) 

・買い物銀行バス 

 登録者 225人 

     （令和元年度 155人） 

 実施回数 354回 

     （令和元年度 218回） 

延利用者数 2,116人 

     （令和元年度 1,427人） 

お盆限定運行（8月 7日～17日） 

実施回数 3回 

延利用者数 8人 

ス」の認知度は、徐々に浸透し

登録者数も増加している。コミ

ュニティバスの効果的な運行

と一体的に充実した運行を継

続する。 

 

(3)  既存の施設などの資産を有効活用し、将来を見据えた安心・安全な公共サービスを提供する 

 

＜具体的な施策＞ 

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

観光情報発信拠点強化事業

（再掲）（担当：商工観光課） 

（再掲項目につき、記載を省略し

ます） 

（再掲項目につき、記載を省略しま

す） 
 

（再掲項目につき、記載を省略

します） 

定住促進 
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農村部におけるブロードバン

ド環境整備事業 

・農村部におけるブロードバ

ンド環境整備を行い、情報伝

達網や安定的な通信環境の確

保を行う。 

（担当：総務課） 

・町内全域の高速通信確保  

6年間で完了 

・市街地の一部においてブロードバ

ンドサービスは提供済。 

・本町の大部分を占める農村部に、

国の高度無線環境整備推進事業を

活用し、光ファイバ整備を令和２年

度から３年度にかけて行うことと

なった。 

 

Ａ 

・光ファイバの整備が行われる

ことにより、情報の地域間格差

是正に大きく前進した。 

・光ファイバが農村部に整備さ

れることに伴い、避難所や利用

者の利便性向上につながる施

設について公衆無線ＬＡＮの

整備を行い情報伝達手段の増

加を図る。 

 

(4)  広域連携を進め、効率的で有効な公共サービスを提供する 

 

＜具体的な施策＞ 

Ｐ  施策 

（事業内容） 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

Ｄ   令和２年度実施内容 

  （実施に伴う事業費等） 

Ｃ 

評価 

Ａ   判定の根拠及び 

 今後の展開・改善点 

十勝定住自立圏の推進 

・結びつきやネットワークの

強化に向け、まちづくりと連

携したバス利用の促進に取り

組む。 

圏域マネジメント能力の強化

に向け、職員の合同研修など

を継続するほか、産学官が連

携し、ビッグデータ等を活用

した十勝圏の現状分析を進め

る。 

（担当：企画課） 

・十勝管内の観光入込客 

（延べ人数） 1,020万人 

・十勝管内バス乗客数 462万人 

・十勝管内の観光入込客 

 平成 26年度（基準） 993万人 

平成 27年度      1,036万人 

平成 28年度        956万人 

平成 29年度    1,042万人 

平成 30年度    1,033万人 

令和 元年度    1,026万人 

・十勝管内バス乗客数 

平成 26年度（基準） 455万人 

平成 27年度     457万人 

平成 28年度        453万人 

平成 29年度        466万人 

平成 30年度        459万人 

Ａ 

・広域観光の推進により、効率

的な事業の実施や情報発信が

可能となり、情報の共有により

新たな観光資源の開発や周遊

ルートの造成を推進する。 

・住民の移動手段の確保や利便

性の向上を図るため、生活交通

路線の維持確保と利用促進の

取り組みを進める。 

定住促進 
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【第３期十勝定住自立圏共生ビジ

ョン掲載値】 

新たな広域連携の推進 

・他の市町村や大学などとの

連携に取組み、町の産業、観

光、教育などの振興について、

新たな視点とノウハウを取り

入れた施策の取組みを進め

る。 

（担当：企画課） 

・各機関との連携事業の推進  

6年間で 3事業 

・十勝イノベーションエコシステム

推進事業 負担金 100千円 

・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～ 負担金 616,000円 

（地方創生交付金 1/2） 

（実績） 

平成 28年度 3件 

平成 29年度 1件 

平成 30年度 1件 

令和 元年度 1件 

令和 2 年度 2件 

 

Ａ 

・持続可能な創業、起業支援に

向けた「とかち・イノベーショ

ン・プログラム」の周知などに

よる参加者の発掘と、取り組み

事例の情報交換や人材の掘り

起こし、各種取り組みへのマッ

チングなど、11市町村で連携し

て推進する。 

 

定住促進 


