
利尻町未来共創ビジョン【第６次利尻町総合振興計画】
～「今」を暮らすみんなが共に「未来」を創造する町づくり～

＜事業実施計画書（令和２（2020）年度実施状況報告書）＞



【第六次利尻町総合振興計画令和２（2020）年度の総括】

【基本理念（ミッション）ごとの総括】

　令和元（2019）年度から施行となった第6次利尻町総合振興計画では、「『今』を暮らすみんなが共に、『未来』を創造する町づくり」を未来共創ビジョンとして掲げ、
3つの基本理念（ミッション）、24の行動方針（アクションプラン）、2つの管理方針（マネジメント）に紐づいた施策・事業を進めていくことを定めました。
　2年目となる令和2（2020）年度は、それぞれの基本理念（ミッション）、行動方針（アクションプラン）に361の事業が紐づけられ、実施されました。各担当課における内部評価では、事業数361に対し
て、令和３（2021）年度も継続する事業が351（うち、一部見直し、修正を加えたものが10事業）、次年度は実施しない事業が7、未実施が1事業となっています。廃止となった事業は、目的としていた工事完
了や新規事業への移行といった前向きな理由によるものでした。継続となった351事業についても、年度目標と実績、想定する事業効果
・成果等に基づいた評価結果となっており、事業実施に伴う各担当課の効果検証内容が明確化されています。令和２（2020）年度は事業全体を通して、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの事業が中止
や事業内容の変更となっており、令和３（2021）年度に実施する事業は、感染対策を考慮した事業の実施体制の構築が必要不可欠となっております。今後は、町民アンケートや各種会議等を通して、町民の皆さ
まの声を各事業に落とし込み、各事業及び実施計画の磨き上げ、精度を高めていくことで、より実効性の高い施策・事業運営を行っていきます。

より快適に、より健やかに、この町で定住していくための環境の整備・維持を目的としています。令和元（2019）年度に実施された町民アンケートでも重要視されているアクションプランが多く紐づいており、
事業数も3つの基本理念の中で最も多く、192事業あり、内部評価により継続が183（修正を加えたものが2事業）、廃止が7、未実施が1となっています。
効果検証、評価に基づいた適切な事業運営により、引き続き、町の定住環境の維持・整備に取り組んでいけると考えます。

地域を支える産業振興・担い手育成など、未来に向けて適切な地域経営を行うことを目的としています。地域経済を担っていくための事業が多くを占め、地域社会維持においても非常に重要な基本理念となりま
す。115の事業を実施し、検証の結果、継続が109、一部修正・見直しを行い継続する事業が6となります。数値による目標・実績が多い領域のため、評価が見えやすい一方で、数字以外の部分の評価、効果検証
についても丁寧に行い、見直し・磨き上げを積極的に行なっていくことで、より実効性の高い取り組みの実現を図ります。

子どもから高齢者まで、安心して暮らしていくことができるコミュニティの創出・運営を目的としています。53事業で51事業が継続、一部見直し・修正を行なった上での継続事業が2となっています。地域コ
ミュニティの土台となる、防災・防犯・事故防止等に関わる事業も多く、適切な内部評価に加えて、広く町民の方々からの声を拾い、事業の効果検証に反映させていくことで、町民が暮らし続けたいと思える地域
づくりにつなげていけると考えます。

＜ミッション1：共に生きる環境をつくり、守る＞

＜ミッション2：共に歩む未来を照らす＞

＜ミッション3：共に助け合うコミュニティを育む＞



【行動指針のアクションプランの総括】

＜アクションプラン１：「空き家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全７事業となり、その内継続事業が6事業、既存事業を新事業へ移行するため廃止する事業が1事業となっております。
令和2（2020）年度は、新築住宅やリフォームに関する財政支援や廃屋等の処理に関する支援の拡充などを実施し、不適切な廃屋の処理や新規リフォームを支援することができ、
住環境を改善することができました。引き続き、翌年度以降も廃屋処理や住宅リフォームの支援などを実施し、空き家や老朽化住宅などの対策に取り組んでまいります。

＜アクションプラン2：「安心して出産し、子育てできる環境をつくります。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全14事業となり、全14事業が継続実施となっております。令和２（2020）年度も昨年度に引き続き、児童手当の支給や未就
学児から高校生までに対する医療費の一部助成、妊婦健診助成などの経済的支援や児童公園遊具の設置、図書事業の実施など安心して出産し、子育てできる環境づくりの実施に
取り組むことができました。しかしながら令和２（2020）年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、各健診や事業の中止などにより受診者や参加者が減少しております。
今後はコロナ禍でも実施可能な体制の検討や出産祝金などの各種奨励金の経済的支援の拡充などを検討しながら、それぞれの事業を継続実施し、安心して出産し、子育てできる環
境を整備してまいります。

＜アクションプラン3：「適切な医療を受けられる体制を整えます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全17事業となり、その内継続実施が16事業、事業完了に伴い廃止する事業が1事業となっております。令和２（2020）年度は
、新型コロナウイルス感染症の蔓延予防のため、円滑な予防接種が実施できるよう体制を整えることができ、各種予防接種率が上昇し集団感染予防に繋がりました。また、病院施
設のハーード整備も計画的に実施し、安心して利尻町に住むことができるよう適切な医療を受けられる体制づくりが実施できました。今後も引き続き、こどもに対する医療費の一
部助成などの経済的支援や病院施設等の計画的な整備などを実施し、適切な医療を受けられる体制を整えてまいります。

＜アクションプラン４：「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全63事業となり、その内継続事業が58事業、事業内容などの修正・見直しなどを行い継続実施する事業が1事業、令和2（
2020）年度において未実施の事業が１事業、令和２（2020）年度で事業が完了しており、廃止とする事業が2事業となっております。令和２（2020）年度は、火葬場や高齢
者生活福祉センター・街路灯・公民館・高齢者生活福祉センター・高齢者共同生活施設・各保育所・特別養護老人ホームなどの各公共施設の維持管理の実施、地上デジタル放送難
視聴対策設備の維持、公営住宅・各漁港・上下水道などの維持管理に努め、暮らしやすい良好な生活環境の確保に努めてきました。また、本年度より新築住宅に対する助成の実施
を開始しましたが、利用者ががいなかったため、来年度に向けて広報活動を継続実施します。今後も引き続き、各公共施設の維持管理と低所得者に対する灯油購入費用の一部助成
などの経済的支援、花いっぱい運動などのソフト事業と一体的に実施し、暮らしやすい良好な生活環境の確保に取組んでまいります。

＜アクションプラン5：「適切な公共交通と完全に通行できる道路環境の整備・維持に努めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全2事業となり、全２事業が継続実施となっております。令和2（2020）年度は、道路１路線の改良工事が完了し、通学路と
して歩道を整備することができました。今後は、老朽化により道路、道路付帯施設の修繕箇所が多いことから、道路の維持補修を継続して実施し、適切な公共交通と完全に通行
できる道路環境の整備・維持に努めてまいります。

＜アクションプラン6：「町の自然環境の保護・整備を行います。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全8事業となり、その内継続実施が7事業、事業完了に伴い廃止が1事業となっております。令和2（2020）年度は、町有林
保育除間伐事業計画のとおり森林の生育を良好に保ち、森林公園の維持管理や海岸漂着物の回収・処分等を実施することで美しい利尻町の自然環境を維持する事ができました。
今後も引き続き利尻町の自然環境の保護・整備を行い、観光客などの島外の方にも美しい利尻町の自然を楽しんでいただき、交流人口・関係人口の増加にも繋がる取り組みを実施
してまいります。

＜アクションプラン７：「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全81事業となり、その内継続事業が78事業、事業内容の見直しなどを行い継続実施する事業が1事業、令和2（2020）年度
で事業が完了しており、廃止とする事業が2事業となっております。令和２（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により敬老会や社会教育事業などが中止となった
り、運賃助成を行っているフェリーや航空路などの利用者が大きく減少するなど利尻町においても各事業に大きな影響が出ました。そのため、新型コロナウイルス感染症対策のた
めの各事業が実施し、町内経済の活性化や町民生活の安定を図ることができました。令和３（2021）年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響は続くと見られているこ
とから、各種支援を実施しながら安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。



＜アクションプラン８：「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」＞
〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全22事業となり、その内継続事業が19事業、事業内容の見直しなどを行い継続実施する事業が3事業となっております。
令和2（2020）年度は、令和２（2020）年７月に「利尻町定住移住支援センター　ツギノバ」を開設したことにより定住・移住相談件数が増加し、効率的・効果的な対応が可
能となった反面、新型コロナウイルス感染症の影響によりお試し暮らし体験者や観光客入込者数が減少し、毎年10回程寄港しているクルーズ船は全船寄港が中止となるなど大き
な影響が出ました。今後は、漁業後継者対策や商工業支援事業など継続して支援を実施しながら、アフターコロナを見据えた取り組みを併せて実施し、基幹産業（漁業・観光業）
における担い手獲得・育成支援を行ってまいります。

＜アクションプラン９：「既存産業や次世代産業の育成支援に努めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全23事業となり、その内継続事業が21事業、事業内容の見直しなどを行い継続実施する事業が2事業となっております。
令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用機会拡充事業を活用した創業の取止めや会議体の中止など影響が出ました。今後は、当町の基幹産業である
水産業などにする経済的な支援やハード整備は引き続き実施し、併せて新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援も実施し、既存産業や次世代産業の育成支援に努めてまいり
ます。

＜アクションプラン10：「地域経済に寄与できる町外企業の誘致・支援に取組みます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全1事業となり、その内継続事業が1事業となっております。令和２（2020）年度は、昨年度に引き続きホテル利尻の維持管
理に努めましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が5,736人と前年度の14,026人と比較すると約60％の減少となっております。令和２（2020）年度も新型
コロナウイルス感染症の影響により利用者の減少が予想されますが、引き続き施設の修繕等を計画的に実施し、島外からの観光客・ビジネス客等の受入により地域経済に寄与でき
る町外企業の誘致などに繋げ、地域消費の増加・地域活性化を図ってまいります。

＜アクションプラン11：「企業・継業も含め、意欲を持って働ける仕事の創出、就労支援を進めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全9事業となり、その内継続事業が8事業、事業内容の見直しなどを行い継続実施する事業が1事業となっております。令和２
（2020）年度は、商工業小規模事業者に対する資金融資や利子補給、商工業事業者に対する補助などの支援を実施する一方で、新型コロナウイルス感染症の影響による事業者等
への経済的な支援や取組も実施しました。今後も引き続き、創業や事業拡大に対する支援や商工業者に対する支援を実施しながら、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
経済的支援なども併せて実施することで、企業・継業も含め、意欲を持って働ける仕事の創出、就労支援を進めてまいります。

＜アクションプラン12：「これまで以上に生き生きと女性が活躍できる環境を作ります。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全4事業となり、全4事業が継続事業となっております。令和２（2020）年度は、沓形・仙法志両保育所共に施設の修繕など
も含め、適正な運営維持管理ができましたが、職員体制などの運営基盤について改善が必要となっております。また、新型コロナウイルス感染症の影響により社会教育事業や生涯
学習事業のソフト事業は中止や内容変更となってしまいました。今後は、両保育所の職員体制等の検討やコロナ禍でも開催できる方事業の実施方法を検討し、女性がいきいきと活
躍できる環境作りに努めてまいります。

＜アクションプラン13：「子どもから青少年が健全に育つ環境を整備します。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全11事業となり、全11事業が継続事業となっております。令和２（2020）年度は、各保育所の維持管理や沓形小学校の改築
基本設計のの完成、教職員のPC入替など教育環境の整備を進めることができました。その一方で新型コロナウイルス感染症の影響により社会教育事業・体育振興事業・生涯学習
事業などのソフト事業が中止や事業内容の変更となりました。今後は、保育所・小中学校・交流促進施設などの各施設の修繕等を計画的に実施し、各ソフト事業についてはコロナ
禍でも実施が可能な方法を検討しながら、子どもから青少年が健全に育つ環境を整備してまいります。

＜アクションプラン14：「地域に愛着・誇りを持てる、特色ある教育活動を進めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全17事業となり、全17事業が継続事業となっております。令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により
博物館の調査事業の中止や博物館の来場者の減少など大きな影響がでました。しかし、コロナ禍であっても順調に登録資料の追加が実施され、公営塾ではオンラインを活用した学
習支援を実施できました。今後もオンラインを活用した学習支援などコロナ禍であっても実施できる体制の構築など検討し、地域に愛着・誇りを持てる、特色ある教育活動を進め
てまいります。

＜アクションプラン15：「教育環境の充実を図ります。」＞
〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全11事業となり、全11事業が継続事業となっております。令和２（2020）年度は、沓形小学校校舎の改築基本設計の完成、
教職員のPC入替、交流促進施設の改修など教育環境の整備を進めることができました。その一方で社会教育や体育振興などのソフト事業が新型コロナウイルス感染症の影響で中
止や内容変更となりました。今後は、教育環境の整備をしつつ、コロナ禍でも実施ができるソフト事業を検討し、ハード・ソフト面から教育環境の充実を図ってまいります。



＜アクションプラン16：「意欲的に社会参画できる人材育成を進めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全12事業となり、全12事業が継続事業となっております。令和２（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で地域
活性化推進事業補助金の活用団体が昨年度の10団体から2団体へと大きく減少しました。また、劇団四季公演もコロナ禍のため公演中止となり、数少ない文化芸術に触れる機会を
損失してしまいました。その一方でふるさとlearning事業では東京都利島村と利尻町の子ども達がオンラインで交流をするなどコロナ禍でも実施できる新たな形で事業実施をしま
した。令和３（2021）年度は、劇団四季利尻公演は動画配信が決定しており、コロナ禍でも実施可能な新たな形での事業実施を検討しながら、意欲的に社会参画できる人材育成
を進めてまいります。

＜アクションプラン17：「町民サービスなどの充実・効率化を図るための人材育成などに努めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全5事業となり、全5事業が継続実施となっております。令和２（2020）年度も昨年度同様に地域おこし協力隊の積極的な活
用によって公営塾の運営などの実施や学童保育所の実施などにより町民サービスなどの充実・効率化に寄与することができました。今後も積極的に地域おこし協力隊制度を活用し
ながら、公営塾の運営や学童保育所の円滑な運営、図書室の感染対策をした上での利用促進事業など町民サービスなどの充実を図ってまいります。

＜アクションプラン18：「地域のつながりにより、全ての人々が安心して暮らしていけるように支援します。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全8事業となり、その内6事業が継続実施となっており、事業の見直しを行い、継続実施する事業が2事業となっております。
令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により集団検診の中止や健康講演会などのソフト事業の実施もできませんでしたが、高齢者が可能な限り住み慣れた
地域で日常生活を営むことができるよう支援の提供ができました。また、災害用備蓄品は計画的に期限切れ等を確認し整備をしており、今年度は飲料水を整備しました。今後も
計画的に適正な数量の維持確保を実施し、全ての人々が安心して暮らしていけるよう努めてまいります。

＜アクションプラン19：「お互いに見守り、声を掛け合える地域づくりに努めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全5事業となり、全5事業が継続実施となっております。令和２（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により集
団検診の中止や健康講演会などのソフト事業の実施はできませんでしたが、病院の医療機器の更新や施設の改修など医療機関の整備に努め、安心して暮らせる環境づくりも進める
ことができました。今後も病院施設の改修や医療機器の更新など町民が安心して暮らせる環境づくりに努め、お互いに見守り、声を掛け合える地域づくりに努めてまいります。

＜アクションプラン20：「災害に強い社会基盤整備を進めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全15事業となり、全15事業が継続実施となっております。令和2（2020）年度は、災害対策用備蓄品の整備（飲料水）の実
施、地上デジタル放送難視聴対策設備の維持事業、船揚場の整備、漁港の整備などにより災害に強い社会基盤整備を進めることがでいました。今後は各種事業を継続しながら、
未実施である避難訓練の実施や非常用電源の自治会館への設置などを実施し、更なる災害に強い社会基盤整備を進めてます。

＜アクションプラン21：「自然災害などへの自主防災力の向上を図ります。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全1事業となり、全１事業が継続実施となっております。令和２（2020）年度は備蓄品の期限切れ等の確認を実施し、適正な
数量の維持（令和２（2020）年度は飲料水を整備）に努め、自主防災力の向上を図ってまいりました。今後は、未実施となっている避難訓練の実施や備蓄品の状況管理・把握な
どの維持を引き続き実施し、自然災害などへの自主防災力の向上を図ってまいります。

＜アクションプラン22：「災害や救急に対する体制強化を進めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全19事業となり、全19事業が継続実施となっております。令和２（2020）年度は消防ホース等の火災や自然災害等に対応す
る資材の充実強化は図られ、各種訓練の実施を行いました。しかしながら救助体制強化のため、事例研修会や学校派遣、救命講習会などは新型コロナウイルス感染症の影響により
中止となってしまいました。今後は引き続き、災害や救急に対する各種訓練の実施や消防車両の整備、救急救助用備品の整備などを実施し、体制強化に努めてまいります。

＜アクションプラン23：「防犯・再犯対策の取組を進めます。」＞
〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全2事業となり、全2事業が継続実施となっております。令和２（2020）年度は、前年度から引き続き、消費生活相談窓口を
設置し、消費生活のトラブル防止や解消に寄与し、また、道路灯等のLED化により保守点検による設備不良の早期改善が図られるなど防犯対策の取組を進めてまいりました。引き
続き、消費生活相談窓口の設置や街路灯等の維持管理を実施し、防犯・再犯対策の取組みを進めてまいります。

＜アクションプラン24：「交通・海難などの事故防止に努めます。」＞

〇アクションプラン（行動方針）に紐づいた事業は全3事業となり、全3事業が継続実施となっております。令和２（2020）年度は、前年度から引き続き、海岸漂着物等の回収
の実施や劣化した船揚場の整備を実施し、波浪などによる被害の低減を図ることができました。今後も引き続き海岸漂着物の回収・処分の実施と劣化した船揚場施設改良の仕様の
検討を行い、海難などの事故防止に努めてまいります。



＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
70.45％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
定住移住支援体制
強化推進事業

まちづく
り

政策課

中間支援組織体制構築・
拠点整備・運用。旧沓形中
学校管理運営体制整備。
地域づくりセミナー開催。

・旧沓形中学校管理運営体
制整備：改修に係る調査・
設計、改修
・中間支援組織体制構築・
運用：構築・運用
・中間支援組織運用におけ
る移住者数：4人

・旧沓形中学校管理運営体
制整備：改修に係る建築確認
申請実施及び誘導灯等設置
・中間支援組織体制構築・運
用：
開設・運用開始
・中間支援組織運用における
移住者数：3人

中間支援組織を中心に町内外関
係各所との連携・協働体制により、
町内外の定住意向を持った住民や
町外の移住希望者からの住宅・雇
用等に対する相談への対応等の
充実が図られる。

継続

2
移住対策住宅確保
推進事業

まちづく
り

政策課

集落調査の実施。空き家
バンクの構築。住宅改修・
確保及び地元大工等への
研修等実施

・移住者等受入可能住宅確
保：0軒
・空き家バンク登録軒数：4
軒
・空き家等対策計画策定：
策定

・移住者等受入可能住宅確
保：0軒
・空き家バンク登録軒数：0軒
・空き家等対策計画：策定済
み

・空き家リノベーション実施による
地元大工等のノウハウ向上。漁業
研修生など漁業担い手を中心とし
た移住希望者等の住居確保による
受入態勢の強化ができる。また、
空き家リノベーション、空き家バン
クが確立されると、町内定住希望
者の住宅ミスマッチ等の解消にも
繋がる。

継続

3 廃屋処理事業
まち環境
整備課

廃屋等処理・広報周知・要
綱改正

・廃屋解体件数（年間）：6件
・廃屋解体棟数（年間）：6棟

・廃屋解体件数（年間）：1件
・廃屋解体棟数（年間）：1棟

・居住環境の保全及び自然災害時
の倒壊や火災等の未然防止を図
る。

継続

4
住宅リフォーム促進
利子補給金事業

まち環境
整備課

リフォームに係る利子補給
・新規リフォーム件数（年
間）：0件

・新規リフォーム件数（年間）：
0件

・町内にリフォームを必要とする築
年数の経過した住宅が増えてきて
いることから、この住宅のリフォー
ムを支援することにより、住環境の
向上を図る。
・町内建設業者の冷え込みが厳し
い状況のため、リフォームを奨励
し、雇用拡大・消費刺激による町内
経済活性化を図る。
・定住移住者に向けても活用する。

廃止

利尻町未来共創ビジョン　【第6次利尻町総合振興計画】

～「今」を暮らすみんなが共に「未来」を創造する町づくり～

＜事業実施計画書（2020年度実施状況報告書）＞

ミッション１：　[共に生きる環境をつくり、守る]

2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

アクションプラン１：　「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

現状の満足度（十分満足+まあ満足）　23.49％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　50.76％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

倒壊及び火災の危険性がある不適
切な廃屋を処理することができた。
要綱を改正し利用者の増加を図るた
め、広報等により周知をおこなった。

新事業に移行していくため、新規申
請は受理せず廃止していく。

2020年7月に中間支援組織が開設さ
れ、定住移住相談を実施中。拠点と
なる施設も用途変更に係る建築確認
申請を行い、誘導灯等の設置工事も
実施。次年度も継続して本事業を進
める。
地域づくりセミナー（利尻町定住・移
住・交流セミナー）については、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響に
より中止としたが、次年度については
新型コロナウイルス感染症の感染状
況を見ながら実施したいと考える。

2020年度においても町内空き家状況
の把握・情報集約に努め、庁内関係
部署とも連携し検討会議を重ね、「利
尻町空家等対策計画を策定。次年度
は本計画に基づき、引き続き町内町
内空き家状況の把握・情報集約に努
めながら、空き家バンクの構築等事
業の推進を図る。

2020
年度実績

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考
まちづくり町民会議からの評価

今後の方針
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

5

住宅リフォーム推進
事業

まち環境
整備課

リフォームに係る助成

・新規リフォーム件数（年
間）
：2件

・新規リフォーム件数（年間）：
3件

・町内にリフォームを必要とする築
年数の経過した住宅が増えてきて
いることから、この住宅のリフォー
ムを支援することにより、住環境を
改善し、町内経済を活性化を図り、
定住促進にもつなげる。

継続

6
若者創作活動施設
運営管理事業

教育委
員会

若者創作活動施設「利尻
大志館」管理

・学童保育所利用人数：10
人
・青年団体及び社会教育団
体利用数：26団体

・学童保育所利用人数：3人
・青年団体及び社会教育団
体利用数：1団体

・学童保育所の円滑な運営・青年
団体の育成・コミュニティーの形成

継続

7
体育施設管理運営
事業

教育委
員会

体育施設の運営及び維持
管理

・総合体育館便所改修工事
（和式➡洋式）：3箇所
・総合体育館機械設備更
新：1箇所
・総合体育館外壁改修工
事：0箇所（2021年度以降実
施予定）

・総合体育館便所改修工事
（和式➡洋式）：3箇所
・総合体育館機械設備更新：
0箇所
・総合体育館外壁改修工事：
0箇所（2021年度以降実施予
定）

・体育施設の運営、運動公園各施
設の維持・補修、総合体育館の維
持・補修、運動公園各施設に係る
備品購入

継続

スポーツ環境の整備については、既
存施設の有効活用を基準路線としな
がら、長寿命化計画に合わせて順次
進めていくこととする。

広報等により周知をおこなった結果、
利用者ができ、町内経済の活性化及
び定住促進に資することができた。

新型コロナウイル感染症対策のた
め、休館や団体活動利用制限がある
中での利活用が求められており、今
後もコロナ禍での有効活用をしてい
かなければいけない。
また、学童保育所としても活用してい
るが、学校が臨時休校となったことや
保育所の休所により、学童保育所に
通所予定の児童の保護者が自宅か
らのリモートワークに切り替えたこと
や就業先の休業等によって通所しな
い児童が多くなったことで人数が減っ
た。また、通所人数が減ったことによ
り、通所する児童がいない日が多く
なったことで、休所となり国庫補助基
準に開所日数が満たなかったため、
委託料の返金等を行った。
令和3年度については、予定者が10
名となるため例年同様の内容で実施
することで管理運営体制と感染症対
策をしっかりと実施した中で運営に努
めることとする。
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
重要度（非常に重要+重要）

75.19％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 児童手当支給事業
くらし支
援課

児童手当支給
・支給人数（延児童数）：
1752人

・支給人数（延児童数）：1738
人

子育て世帯の家庭等における生活
の安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健やかな成長
に資する。

継続

2 児童公園管理事業
くらし支
援課

町内5箇所児童公園維持
管理

・遊具購入・設置（台数）：1
台

・遊具購入・設置（台数）：1台

幼児・児童の身体機能の育成に対
する効果が期待されると共に、年
齢が異なる幼児・児童が入り混じっ
て遊ぶ事により、一定の社会性に
対する体験学習の場としての効果
も期待される。

継続

3
こども医療費助成事
業

くらし支
援課

未就学児から高校生まで
に対する医療費の一部助
成

― ―

・高校生までに対し、医療費の一
部又は全部を助成することにより、
子育て世帯の経済的負担を軽減
する

継続

4
出生記念品贈呈事
業

くらし支
援課

出生記念品の贈呈 ― ―
・出生時に記念品を贈呈することに
より、出産への意欲が高まる

継続

5
国民健康医療保険
運営事業

くらし支
援課

国民健康保険特別会計運
営事業の円滑な運営

・特定健康診査受診率：
49％
・1人当たり医療費減少：
545,000円

・特定健康診査受診率：
42.1％
・1人当たり医療費減少：
364,138円

・国民健康医療保険事業を円滑に
運営することにより、国保被保険者
に対し適切な医療を受けさせる。ま
た、特定健康診査事業や国保ヘル
スアップ事業等を行い、特定健診
の受診率の増加、疾病予防を図
り、被保険者１人当たりの医療費
の減少につなげる。

継続

6
妊娠出産子育て支
援事業

くらし支
援課

妊婦健診助成・安心出産
支援・フェリー助成など

・年間出生数：15人
・産後1ヶ月健診受診者：
100％
・新生児聴覚検査実施者：
100％

・年間出生数：8人
・産後1ヶ月健診受診者：
100％
・新生児聴覚検査実施者：
100％

・妊娠期から出産後までの経済的
な支援、また保健師、栄養士によ
る妊娠期からの個別支援により、
安心、安全に出産できる環境が整
うことで、生後1ヶ月までが多いとさ
れる虐待を予防し、親子の健やか
な成長を支援することができる。

継続

遊具の更新を行い、環境整備され
た。

アクションプラン２：　「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」

児童手当は適正に支給された。

高校生までに対し医療費の助成を行
い、子育て世帯の負担を軽減を図る
ことができた。

今年度は、8件の出産があり引き続き
事業を継続していく。

利尻町国民健康保険事業の円滑な
運営については適正に実施された。
特定健診の受診率については、コロ
ナ禍の影響により、集団健診が１回し
か行えず、目標値を下回ってしまっ
た。来年度以降も引き続き受診者勧
奨を行い、受診率の向上に努める。
一人当たりの医療費については、被
保険者の減少等により、総医療費が
大幅に減少したため目標値を大きく
下回ることが出来た。今後は、さらに
減少が見込まれることから、目標値
の見直しが必要となる。

新生児聴覚検査の受診率は100％で
目標を達成できた。町では検査の費
用助成を2018年度より開始し、今年
度からは妊婦健診同様受診券による
現物給付方式となり、手続きの負担
軽減となり、対象者が受診しやすい
体制となった。各制度による経済的な
負担の軽減の他、妊娠期から個別支
援を実施し、母子の安心、安全な出
産と健やかな成長を支える事が出来
た。今後も継続が必要。

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 30.11％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　43.18％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価
今後の方針

3



2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

7 小児保健対策事業
くらし支
援課

子育て世代包括支援セン
ター設置運営費など

・乳児健診受診率：85％
・幼児健診受診率：95％
・子育て世代包括支援セン
ター設置：0ヶ所
・新生児、乳児訪問実施
率：100％

・乳児健診受診率：64.8％
・幼児健診受診率：93.9％
・子育て世代包括支援セン
ター設置：0ヶ所
・新生児、乳児訪問実施率：
100％

・妊婦訪問を通して、保護者と相談
しやすい関係を作り、妊娠、出産、
子育てに関する相談がしやすい体
制を整えることができる。

継続

8 歯科保健対策事業
くらし支
援課

各種歯科検診・健康教育・
予防対策

・一人平均むし歯数（12歳
児）：0.8本以下
・一人平均むし歯数（3歳半
児）：1本以下
・有病率（3歳半児）：30％以
下
・60歳で24本以上の歯を有
する者：60％

・一人平均むし歯数（12歳
児）：2.75本
・一人平均むし歯数（3歳半
児）：0.18本
・有病率（3歳半児）：9.10％
・60歳で24本以上の歯を有す
る者：対象者なし（コロナ感染
拡大防止のため未実施）

・全体的なむし歯数、有病率の減
少による医療費の削減。
・フレイルを予防することで健康寿
命の延伸につなげる。

継続

9
沓形保育所運営管
理事業

くらし支
援課

沓形保育所運営管理 ― ―

・施設が30年経過して、いろいろな
箇所の大幅な修繕や増築をする事
で、これからの子育てのニーズに
合わせた施設にして安心して活用
出来る。
増築にあたっては、いままで活用
出来て居ないスペースを使って、よ
り子育て活動に利用出来るスペー
スにしたい。

継続

10
地域子育て支援セン
ター事業

くらし支
援課

地域子育て支援センター
運営管理

・保育士の確保
・一時保育の実現

・保育士の確保：なし
・一時保育の実現：なし

・子育て環境が良くなる事で、子育
て家庭の負担が減る。
・自分の時間を持てる事で保護者
の負担を減らし、子どもを産み育て
たい意欲が生まれ少子化防止に
つながる。

継続

11
定住対策奨励金等
支給事業

まちづく
り

政策課

転入奨励金・児童養育奨
励金・出産祝金の支給、住
宅用地及び住居の確保。
制度の見直しを図る。

・ふるさと定住促進条例改
正に向けた検討会等の実
施：5回
・ふるさと定住促進条例改
正等における新制度実施
（2021年度スタート）：―

・ふるさと定住促進条例改正
に向けた検討会等の実施：0
回

・ふるさと定住促進条例を関係しそ
うな課・係と、それぞれが実施して
いる施策事業を踏まえながら制度
内容を見直すための検討会等を行
うことで、庁内の課・係の連携・協
力が強化されるとともに、それぞれ
の課・係の施策事業がより効果的
に推進されことが期待できる。

継続

12
教職員PC入れ替え
事業

教育委
員会

町内各学校教職員PC更新
・教職員PC入替（37台）：12
台

・教職員PC入替（37台）：12台
・教育環境の充実と教職員の効率
的な勤務態勢の構築

継続

13

若者創作活動施設
運営管理事業(再
掲）

教育委
員会

若者創作活動施設「利尻
大志館」管理

継続

新型コロナウイルス感染症の流行に
伴い乳幼児健診を延期、中止とした
結果、受診率が例年に比べ低下して
いる。健診が受けられない方全員に
対し電話や来所で対応を行い、支援
の継続を図った。子育て世代包括支
援センターの立ち上げについては専
門職が不足しており設置困難となっ
ている。今後も検討してく必要性があ
る。

・乳幼児期においては、減少傾向に
あるものの、二極化の状況がみられ
ている。引き続き、フッ化物塗布・洗
口事業・健康教育の継続を徹底し、
健康格差の縮小を図る必要性があ
る。学童期においては、全国全道平
均を上回り、目標値よりも大幅に高値
となっており、乳幼児期同様、二極化
の影響を受けている。成人健診にお
いては、コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、集団健診未実施と
なり、対象者なしとなっている。

子どもたちの健全な心身の発達を図
ること目的に運営を行った。

職員不足により事業の基準を満たし
ておらず、現在は相談業務のみ行っ
ている。

他の業務が多忙を極めたことにより
条例改正に向けた検討会等の実施
が出来なかったことから、令和3年度
において関係する課係との検討会を
実施したいと考えている。新制度にな
るまでは現制度にて奨励金等支給を
実施したいと考えてる。

各学校に目標台数の入れ替えを行っ
た。

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

14 図書事業
教育委
員会

図書管理事業・ブックス
タート事業など

・どんと発あなた行き発行：
12回
・図書館入館者数：6200人
・図書まつり参加人数：200
人
・クリスマス会人数：150人

・どんと発あなた行き発行：12
回
・図書館入館者数：2108人
・図書まつり参加人数：0人
・クリスマス会人数：0人

・子育て支援事業
・郷土資料室・公民館図書室・学校
図書管理システムの活用

継続

コロナ禍の影響により、図書室の休
室と入場者の制限及び図書事業が
実施が出来ない状況となり、コロナ禍
の状況でも貸し出しが出来るように備
品の購入や感染症対策の徹底を行
いながらの運営となった。
今後も感染症対策の徹底を行いなが
ら、安心して来館出来るように対策を
行いながら、来館しなくても利用が出
来なくとも利用することの出来る体制
の構築が求められる。
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
81.82％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 障害福祉事業
くらし支
援課

心身障がい者等障害福祉
サービス

― ―

心身障がい者等の障がいを除去・
軽減するための医療、障害福祉
サービスについて、自己負担を軽
減し、自立した生活を送ることがで
きる。

継続

2
後期高齢者医療保
険運営事業

くらし支
援課

高齢者を対象にした医療
保険運営

― ―
・75歳以上（一定の障害がある場
合は65歳～74歳）の高齢者が、適
切に医療を受けることができる。

継続

3
国民健康保険事業
繰出金事業

くらし支
援課

国民健康保険基盤負担金
等繰出金

― ―

・国民健康保険特別会計を円滑に
運営することにより、国民健康保険
被保険者に対し適切な医療を受け
させることができる。

継続

4
後期高齢者医療費
給付事業

くらし支
援課

後期高齢者医療療養給付
費負担金

― ―

後期高齢者医療特別会計を円滑
に運営することにより、75歳以上の
後期高齢者の日Ｈ権者に対し適切
な医療を受けさせることができる。

継続

5

後期高齢者医療保
険特別会計繰出金
事業

くらし支
援課

後期高齢者医療保険基盤
負担金等繰出金

― ―

・後期高齢者医療保険特別会計を
円滑に運営することにより、75歳以
上（一定の障害がある場合は65歳
～74歳）の高齢者に対し適切な医
療を受けさせることができる。

継続

6
こども医療費助成事業（再
掲）

くらし支援課
未就学児から高校生までに対する
医療費の一部助成

継続

7
難病者等通院交通
費助成事業

くらし支
援課

難病者等に対する通院交
通費等の一部助成

― ―

・難病者等が治療のため北海道内
の専門医療機関への通院に要す
る交通費等の一部を助成すること
により、経済的な負担を軽減し難
病者等の福祉の向上を図る。

継続

8
妊娠出産子育て支援事業
（再掲）

くらし支援課
妊婦健診助成・安心出産支援・フェ
リー助成など

継続

9
小児保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
子育て世代包括支援センター設置
運営費など

継続

10 成人保健対策事業
くらし支
援課

成人向け各種検診・各種
学習・講演会の開催

・特定健診受診率(国保）：
49％
・一人あたり医療費(国保）：
32500円
・健診受診者の高血圧重度
者の割（160/100以上）：
10％以下

・特定健診受診率(国保）：
31.30％
・一人あたり医療費(国保）：
28079円
・健診受診者の高血圧重度
者の割合（160/100以上）：
9.3％

・小さい地域ならではの顔の見える
関係性の中で、直接的に健診受診
勧奨、重症化予防対策を行うこと
で、受診率の向上、医療費の抑制
を目指す。最新の身体のメカニズ
ムを専門職が学習し、町民に還元
源することで町民の健康づくりに生
かすことができる。

継続

　　　　アクションプラン３：　「適切な医療を受けられる体制を整えます。」

事業内容
2020

年度目標

現状の満足度（十分満足+まあ満足）　39.39％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　45.27％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

利尻町後期高齢者医療制度の円滑
な運営については適正に実施され
た。

国民健康保険特別会計へ操出しを行
い、国民健康保険特別会計の円滑な
運営を実施した。

後期高齢者医療療養給付費負担金
の支出を適正に実施した。

後期高齢者医療保険特別会計へ操
出しを行い、後期高齢者医療保険特
別会計の円滑な運営を実施した。

障害福祉事業は適正に実施された。

事業名 所属課

難病者等に通院交通費の助成をする
ことにより経済的負担の軽減を図るこ
とができた。

特定健診受診率は、例年よりも10％
以上下がり、要因としては、新型コロ
ナの影響から年2回の集団健診が1
回となったことや、電話診療により医
療受診によるデータ受領の件数を伸
ばすことができなかったため。重度高
血圧割合と医療費については目標値
を達成している。継続して、健診受診
率の向上を図ることが、生活習慣病
の重症化予防と医療費削減につなが
る。

2020
年度実績

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考
まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

11
感染症予防対策事
業

くらし支
援課

感染症定期予防接種費用

・インフルエンザ接種率（65
歳以上）：35％
・高齢者肺炎球菌ワクチン
接種率（年度内対象者）：
36％
・インフルエンザ接種率（高
校生以下）：75％

・インフルエンザ接種率（65歳
以上）：69.90％
・高齢者肺炎球菌ワクチン接
種率（年度内対象者）：32％
・インフルエンザ接種率（高校
生以下）：76％

・集団感染予防
・個人の免疫を高める事で病気の
予防ができる。
・エキノコックスに関する検査を受
ける体制を整える事ができる。

継続

12
歯科保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
各種歯科検診・健康教育・予防対
策

継続

13
国民健康医療保険運営事
業（再掲）

くらし支援課
国民健康保険特別会計運営事業
の円滑な運営

継続

14
病院医療機械器具
整備事業

病院 医療機械機器整備更新 ― ―

・医療機器の更新を計画的に実施
することにより、現状の医療体制が
維持でき、高齢者の島外流出の抑
制につながる。

継続

15 病院施設改修事業 病院 病院施設改修 ― ―

・病院施設の改修を計画的に実施
することにより、現状の医療環境が
維持でき、高齢者の島外流出の抑
制につながる。

継続

16
島内医療体制検討
事業

病院
島内医療体制検討事業
外部人材活用

― ―

・島内医療体制検討会の開催によ
り、北海道及び利尻富士町との医
療体制の広域化・一元化を協議・
推進することにより、島民へ安定し
た医療を永続的に提供することが
出来る。

継続

17
病院職員宿舎建設
事業

病院
職員宿舎を建設し、医療従
事者の確保を図る。

・職員宿舎建設事業（1棟8
戸）：
１棟

・職員宿舎建設事業（１棟8
戸）：
1棟

医療従事者を確保することにより、
島民へ安定した医療を永続的に提
供することができる。

廃止

・医療機器の更新・導入により鮮明な
横断断層画像の提供・管理、内視鏡
検査の安定的な実施からなる、質の
高い医療の継続及び島内外の病院
等との医療連携が強化された。

・発電機及び中央監視システム等の
更新により、停電時において病室へ
の暖房供給が可能となり、災害時で
の医療環境が維持された。

職員宿舎の建設により、町外医療従
事者を確保し、島民に安定した医療
を提供することが出来た。

・新型コロナウイルス感染症の蔓延
予防の為、円滑な予防接種体が実施
できるよう体制を整える事が出来た。
感染予防の徹底により、インフルエン
ザの予防接種率・高齢者肺炎球菌ワ
クチン接種率も上昇し、集団感染予
防につながった。今後も、集団感染予
防、個人の免疫を高める事で病気の
予防が出来、医療費がかからないよ
うにする。

・島内各医師のスケジュールが合わ
ず開催ができなかったが、引続き検
討する場が必要である。

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
75.38％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1

戸籍電算システム
ハードウェア更新事
業

くらし支
援課

戸籍電算システムサー
バー及び操作端末の更新

・機器更改：20％（2021年度
目標）

2021年度実施に向けての準
備

・戸籍システムを適正に運用し、正
確かつ迅速な事務執行より利便性
の高い快適な窓口サービスの提供
が行われる。

継続

2
さわやかトイレ維持
管理事業

くらし支
援課

町内4箇所のさわやかトイ
レの補修修繕

・仙法志漁港公衆トイレ改
修：100％

・仙法志漁業公衆トイレ→0％
・きれいで利用しやすい公衆トイレ
の維持管理を行う。

継続

3
利尻聖苑火葬場維
持管理事業

くらし支
援課

火葬場の火葬炉設備修繕
・機械設備更新（１号炉、２
号炉の排風機交換）：100％

・機械設備更新（１号炉、２号
炉の排風機交換）：100％

・適切な施設の維持管理を実行
し、長寿命化など効果的な施設運
営を図る。

継続

4 社会福祉事業
くらし支
援課

社会福祉協議会、民生委
員、戦没者追悼式、福祉バ
ス運行事業、その他社会
福祉事業

― ―

社会福祉協議会運営費の一部助
成、民生児童委員協議会の運営、
戦没者追悼式の実施、福祉バス運
行事業、行旅死病対策事業、その
他社会福祉事業により社会福祉の
増進を図る。

継続

5
福祉灯油特別対策
事業

くらし支
援課

低所得者に対する灯油購
入費用の一部助成

・灯油券交付世帯数：110世
帯

・灯油券交付世帯数：122世
帯

高齢者等の低所得者に対し灯油
購入費用の一部助成を行うことに
より、これら世帯の冬期間の経済
的負担を軽減することができる。

継続

6 老人福祉事業
くらし支
援課

老人クラブ運営費補助、独
協老人等安否確認

― ―

高齢者に対する経済的援助、老人
クラブの運営費補助、独居老人等
の安否確認などにより高齢者の福
祉増進を図る。

継続

7
妊娠出産子育て支援事業
（再掲）

くらし支援課
妊婦健診助成・安心出産支援・フェ
リー助成など

継続

8
小児保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
子育て世代包括支援センター設置
運営費など

継続

9
成人保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
成人向け各種検診・各種学習・講
演会の開催

継続

10
感染症予防対策事業（再
掲）

くらし支援課 感染症定期予防接種費用 継続

11
歯科保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
各種歯科検診・健康教育・予防対
策

継続

12

高齢者生活福祉セ
ンター外壁防水塗装
改修整備事業

くらし支
援課

高齢者生活福祉センター
施設維持・外壁防水塗装
改修

・外壁防水塗装改修目標：
2021年度に実施予定

・外壁防水塗装改修目標：
2021年度に実施予定

・高齢者の生活の場の提供と施設
維持管理のための改修工事。

未実
施

13
高齢者生活福祉セ
ンター運営事業

くらし支
援課

高齢者生活福祉センター
運営管理

・入居者の維持管理：入居
率100％

・入居者の維持管理：入居率
100％

・高齢者生活福祉センター「希望」
維持管理

継続

14

高齢者生活福祉セ
ンター運営事業
デイサービス事業

くらし支
援課

高齢者生活福祉センター
運営管理
デイサービス

・デイサービス運営：定員10
名

・デイサービス運営：定員10
名

・高齢者生活福祉センター施設維
持管理・デイサービス利用者の健
康の維持増進

継続

社会福祉事業は適正に実施された。

現在外壁の腐食もそれほどなく、計
画通り2年後実施予定。

現在満床状況にあり、入居率は
100％である。

定員は変わることなく運営している。

現状の満足度（十分満足+まあ満足）44.13％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　34.47％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

アクションプラン４：　「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」

経済的負担の軽減が図られた。（高
齢者の対象世帯の増により、目標値
を超える実績となった）

老人福祉事業は適正に実施された。

2021年度の実施に向けて準備等を
行った。

当該年度においては実施を行わな
かった

計画どおりの機器更新が行えた。

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価
今後の方針

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

15 ふるさと応援事業
まちづく

り
政策課

広報りしり発行・島自慢カ
レンダー作成・ふるさと応
援寄付・利尻町サポータ会
員の募集

・カレンダー販売数：410件
・ふるさと応援寄附金額：
134,000,000円
・ふるさとサポーター会員
数：
100名

・カレンダー販売数：239件
・ふるさと応援寄附金額：
240,538,070円
・ふるさとサポーター会員数：
15名

・各種事業を実施することで、安心
して暮らしていける環境作りが促
進され、定住者・移住者の増加に
繋がる。また、町外の利尻島出身
者などへ広報りしり等を定期的に
送付することで、利尻町と繋がりを
持ち、愛郷心を醸成することがで
き、ふるさと納税の増加等に繋が
り、地元産業の活性化へと波及す
る。

修正

16 統計調査事業
まちづく

り
政策課

各種統計調査・土地利用
規制等対策

・統計調査等の適正な実
施：100％

・統計調査等の適正な実施：
100％

・統計法に定められた各種統計調
査等を実施することで、統計調査
の統計結果を基に問題点や改善
点などを把握し、今後の事業展開
に活かす事が出来る。

継続

17 町有林つる切り事業
まち産業
推進課

町有林つる切り事業委託
・参加人数：110人
・実施ha：8ha

・参加人数：110人
・実施ha:8ha

・森林の持つ多面的機能の発揮及
び維持
・地域住民の森林保護に対する意
識の高揚

継続

18
町有林保育除間伐
事業

まち産業
推進課

仙法志地区4.88ha 除間伐
対象本数2,562本

・除間伐本数（本）：2773本 ・除間伐本数（本）：2773本
・森林の持つ多面的機能の発揮及
び維持

廃止

19
みどり豊かなまちづ
くり推進事業

まち産業
推進課

花いっぱい運動・花つくりコ
ンテスト・植樹など

・花いっぱい運動参加人
数：400人

・花いっぱい運動参加人数：0
人

・町内の環境美化
・地域住民のコミュニティー機会の
創出
・地域住民の花やみどりへの意欲
関心の向上

継続

20

森林山村多面的機
能発揮対策支援事
業

まち産業
推進課

森林公園　8ha　風倒木処
理　処理数1,100本

・処理本数（本）：1100本 ・処理本数（本）：1200本

・森林公園内の景観美化及び危険
木の除去を実施することで、地域
住民の保健増進が図られ、森林公
園への来客者及び宿泊者の増加
が見込める。

継続

21
木質バイオマス導入
検討事業

まち産業
推進課

木質バイオマス導入調査・
検討会　事業費なし

・施設整備（件）：1件 ・施設整備（件）：0件

・森林整備の促進
・二酸化炭素排出抑制
・新たな産業による雇用の促進及
び地域人材の育成

継続

22
街路灯維持管理事
業

まち産業
推進課

街路灯の維持管理 ・街路灯設置ヶ所：115ヶ所 ・街路灯設置ヶ所：115ヶ所
・維持管理を継続することで、市街
地の防犯や人々がふれあえる「明
るい街並みづくり」に寄与される。

継続

23
その他商工総務事
業

まち産業
推進課

雇用保険認定・公用車の
維持管理など

・窓口事務：2
・公用車：1台

・窓口事務：2
・公用車：1台

・失業者の手続き事務の負担軽減
や仕事情報の提供場所を維持す
ることで、暮らしやすい良好な生活
環境の確保が図られる。

継続

新型コロナウイルス感染症の拡大に
より事業中止とした。

一部委託処理950本を含む1,200本の
風倒木の処理を実施。これにより公
園内の安全が確保され地域住民の
健康増進が図られたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により宿泊者
の増加には至らなかった。

公共施設によるエネルギー活用に向
け引き続き内部協議継続中であるが
施設整備には至っていない。

街路灯防犯による住みよい街、明る
い街並みを維持することができた。

窓口を設置することで各対象者の手
続き事務の負担軽減に繋がってい
る。事業の必要性は高い。

ふるさと応援寄付額については、納
税サイトに楽天サイトを追加し、約2億
4千万円の寄付を集める事ができた。
令和3年度についても納税サイトにさ
とふる等を追加し、更なる寄付額の増
加及び返礼品を通じた利尻町の魅力
を多くの方に発信していきたい。サ
ポーター事業については、コロナ禍の
影響もあり、リアルイベント等での募
集周知ができなかったため、会員数
の増加には繋がらなかった。今後
は、ふるさと納税との連携も図りなが
ら、寄附者からサポーター会員へ誘
導する仕組みを作っていきたい。

国勢調査を始め各種統計調査を適正
に実施出来た。来年度以降も各種統
計調査等を適正に実施し、各種事業
や計画等に活かしていく。

2020年度は第44回全国育樹祭関連
事業とし実施され、森林が持つ多面
的機能の維持及び発揮ほか、地域住
民の森林保護に対する意識高揚が
図られたとともに育樹活動の必要性
について再認識した。

事業量及び工期についても計画通り
完了し森林の生育が良好に保たれ
た。
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

24
プロパンガス航路運
賃補助事業

まち産業
推進課

プロパンガス航路運賃助
成

・流通コスト助成額：1,999
千円

・流通コスト助成額：1,654千
円

・家庭用プロパンガスの流通コスト
を継続的に助成することで地域住
民の経済安定に寄与される。

継続

25
灯油備蓄施設運営
管理事業

まち産業
推進課

灯油備蓄施設維持管理 ・灯油備蓄施設タンク：2 ・灯油備蓄施設タンク：2
・灯油備蓄施設を維持することで
燃料の安定供給が図られ、島民の
生活が守られる。

継続

26
消費生活相談広域
化事業

まち産業
推進課

消費生活相談窓口設置・
広報・巡回相談・出前講座

・消費生活相談窓口：1 ・消費生活相談窓口：1
・消費生活相談窓口を維持するこ
とで、消費生活トラブル抑制から暮
らしの安心が図られる。

継続

27
神居海岸パーク整
備事業

まち産業
推進課

神居海岸パーク整備（展望
施設）運営費補助金

・観光入込者数：145,000人 ・観光入込者数：45,1000人

・観光客の誘客ツール、来島時の
滞在延長・満足度向上が強化さ
れ、入込客増加や消費拡大に寄与
される。

継続

28

滞在型観光促進事
業
（特定有人国境離
島）

まち産業
推進課

観光コンテンツWEBサイト
設置運営

・観光入込者数：145,000人 ・観光入込者数：45,100人

・観光客の誘客ツール、来島時の
滞在延長・満足度向上が強化さ
れ、入込客増加や消費拡大に寄与
される。

継続

29 公民館修繕事業
仙法志
支所

公民館施設修繕・非常用
照明取替

・公民館修繕・非常用照明
取替：2,094,000円

・公民館修繕・非常用照明取
替：2,718,000円

施設機能の改善や施設の長寿命
化を図ることができる。

継続

30
公民館維持管理事
業

仙法志
支所

公民館・支所施設維持管
理

・運営維持管理費：
5,349,000円

・運営維持管理費：4,695,000
円

支所機能を維持することで、仙法
志地区での窓口対応を中心とした
住民サービスの向上及び集会施
設としての機能保持を図ることがで
きる。

継続

31

高齢者共同生活施
設運営維持管理事
業

仙法志
支所

高齢者共同生活施設「友
愛」運営維持管理

・運営維持管理費：
11,505,000円

・運営維持管理費：
15,902,000円

独立して生活することに不安のあ
る高齢者の心身の健康保持と生活
の安定を図ることができる。

継続

32
仙法志保育所運営
維持管理事業

仙法志
支所

仙法志保育所運営維持管
理

・運営維持管理費：
5,641,000円

・運営維持管理費：9,744,139
円

住民の子育てニーズに応じた保育
の実施に資することができる。

継続

33
ふれあい保養セン
ター管理運営事業

宿泊施
設

ふれあい保養センター運
営維持管理

― ・施設利用者数（人）：33,000
・温泉入浴による利用者の疲労回
復・健康増進

継続

小破修繕や設備修繕等、状況に応じ
て適宜対応を実施したが、建設後３０
年以上経過しており老朽化が進んで
いることから、今後の施設のあり方も
含めた総合的な検討を進める必要が
ある。

現行の諸課題に対応するために、今
後の支所機能のあり方についての検
討を進める必要がある。

管理体制をはじめとした施設管理全
般の見直しと今後の施設運営のあり
方について検討が必要である。

地域ニーズに応じた保育の実施に努
めることができた反面、職員体制など
の運営基盤については改善が必要で
ある。

温泉成分で配管が詰まりやすいた
め、適宜設備の改修を行った。

家庭用プロパンガス流通コストが軽
減され住民生活の安定に寄与され
た。本土との格差解消に繋がった。

両町で施設を維持管理することで、
燃料の安定供給は確保され島民の
生活が守られている。

相談窓口には年間数件の相談利用
がある。消費生活トラブル防止や解
消に寄与されている。

コロナ禍も影響し体験利用者は激
減。６月休業。既存体験の磨き上げ
や、エリア内に民間整備の神居ウイ
スキーと連携を図る。

個人観光客が増加傾向にある。泊食
分離事業を実施。宿泊施設だけでな
く体験や地元飲食店への消費が促さ
れたほか、実感としてまち歩き観光客
が増加する等、地域での広範囲にお
ける経済活動に寄与された。
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想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

34
砕石重機更新購入
事業

砕石事
業所

砕石事業所重機更新購入
・油圧ショベルの更新：1台
・重ダンプトラックの更新：1
台

・油圧ショベルの更新：1台
・重ダンプトラックの更新：1台

・砕石製造をするうえで、原石採取
や運搬等重機が必要不可欠で、耐
用年数等考慮し計画的に更新をす
ることにより、生産の安定供給が
確保される。また、重機を新しくす
ることにより経費の節減、仕事の効
率化が図られる。

継続

35
特養ホール内ダウン
ライト取替事業

特養
特養ホール内ダウンライト
取替

・施設ホールの有効活用を
図る
　（2022年度実施予定事
業）：12台

・施設ホールの有効活用を図
る
　（2022年度実施計画予定事
業）

・2022年度計画事業
　施設ホール照明のLEDにより、経
費の節約と照明必要時の利便性
が図られる。

継続

36
特養福祉車両更新
事業

特養 特養福祉車両更新購入
・施設利用者の安心、安全
の確保（２０２１年度実施計
画予定事業）：1台

・施設利用者の安心、安全の
確保
　（２０２１年度実施計画予定
事業）

・２０２１年度計画事業
　施設利用者の定期的な通院のほ
か、体調不良など万が一の際のス
ムーズな対応の維持が図られる。

継続

37
特養ボイラー更新事
業

特養 特養ボイラー更新
・施設利用者の安定した生
活環境の確保（2022年度実
施計画予定事業）：1台

・施設利用者の安定した生活
環境の確保
　（2022年度実施計画予定事
業）

・２０２２年度計画事業
　利用者が快適に生活を送るため
の環境整備が図られる。

継続

38
特養増設改修設計
委託事業

特養 特養施設の維持管理

・施設改修を中期間に向け
実施するための設計（2022
年度実施計画予定事業）：1
式

・施設改修を中期間に向け実
施するための設計
　（2022年度実施計画予定事
業）

・２０２2年度計画事業
　利用者が快適に生活を送るため
の環境整備が図られる。

継続

39 議会運営事業
議会事
務局

議会運営に係る事業 ・議会運営費：26,894,000円 ・議会運営費：24,263,108円 ・適正な議会運営の実施 継続

40 監査運営事業
議会事
務局

監査運営に係る事業 ・監査運営費：1,100,000円 ・監査運営費：430,000円 ・適正な監査運営の実施 継続

41
地域情報通信基盤
整備事業

総務課

総合行政イントラ運営事
業・地上デジタル放送運営
事業・地位情報イントラ運
営事業

・地上デジタル難視聴世帯
解消：100％

・地上デジタル難視聴世帯解
消：100％

・総合行政システムを導入し、住民
サービスの向上を図り、事務の効
率化を図れる。
・地上デジタル放送へ完全移行さ
れたことに伴い、住民へ地上デジ
タル放送の電波の送信を行う。
・ＦＴＴＨサービスが実施されている
ことに伴い、地上デジタル放送の
難視聴100世帯を光で解消する。
また、ＩＰ告知放送を利用した迅速
な災害情報提供により地域防災力
の向上が図れる。

継続

42
環境エネルギー推進
事業

総務課

再生可能エネルギー設備
維持保守・整備・再生可能
エネルギー普及推進・バイ
オマス調査事業

・自治会館の非常用電源確
保：2箇所

・自治会館の非常用電源確
保：0箇所

・エネルギー設備の導入により、有
事の際に躊躇なく避難指示等が出
せるような体制をとることができ
る。
・夢交流館及び役場庁舎へ整備さ
れた機器の維持保守経費（修繕費
含む）及び、役場庁舎におけるＬＰ
Ｇガスを経常し、有事の際における
安定供給を目指す。
・光対策、地域振興施策と連携を
図りながら、ＥＶステーションなどを
活用した各種住民普及施策も実施
することで、町民へのアプローチと
なる。
・町内の未利用資源の活用として
バイオマスが有効であるが、活用
するとなると保有量の把握が必須
となる。今後木質ペレットなどの活
用を見据えた本調査を実施する。

継続

難視聴世帯は全て解消されているた
め、今後は維持に努める。

非常用電源は目標値分を確保してい
るが、自治会館への設置は未了と
なっているため、継続して実施する。

重ダンプトラックの更新をしたことによ
り、原石の運搬効率がアップし製品
製造への供給も効率が良くなった。
油圧ショベルの更新をしたことによ
り、原石積込や土砂剥取り効率が
アップし製品製造への供給も効率が
良くなった。

・2022年度実施予定

・２０２１年度実施予定

・２０２２年度実施予定

・２０２２年度実施予定

定例会及び臨時会の開会
研修会への参加

各監査及び審査の実施
研修会への参加
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事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

43
LED照明導入促進事
業

総務課
LED照明設備等リース・保
守

― ―

・道路灯等のLED化に伴い、電気
料の削除及び保守点検による設備
不良の早期改善が図られ、二酸化
炭素排出量の抑制や、水俣条約
発効に伴う水銀不使用への対策を
講じる。

継続

44 廃屋処理事業（再掲）
まち環境
整備課

廃屋等処理・広報周知・要綱改正 継続

45
住宅リフォーム促進利子補
給金事業（再掲）

まち環境
整備課

リフォームに係る利子補給 廃止

46
住宅リフォーム推進事業
（再掲）

まち環境
整備課

リフォームに係る助成 継続

47 公営住宅管理事業
まち環境
整備課

公営住宅屋根葺替工事・
住宅内外部修繕・団地内
住宅路補修・住宅内外の
維持管理

・対策実施済み棟数/要対
策棟数：69％
・用途廃止済戸数/用途廃
止戸数：33％

・対策実施済み棟数/要対策
棟数：57％
・用途廃止済戸数/用途廃止
戸数：33％

・住宅の適正な維持、管理により入
居者へ良好な住環境を提供すると
ともに、公共施設の計画的な維
持、保全を図る。

継続

48 公営住宅建設事業
まち環境
整備課

公営住宅新築工事【泉町・
富野・はまなす】など

・建替済戸数/建替戸数：
15％

・建替済戸数/建替戸数：
15％

・住宅の適正な更新により入居者
へ良好な住環境を提供するととも
に、公共施設の計画的な維持、保
全を図る。

継続

49
新築住宅建設推進
事業

まち環境
整備課

住宅新築に係る助成 ・建設件数（年間）：2件
・定住世帯数（年間）：2件

・建設件数（年間）：0件
・定住世帯数（年間）：0件

・空き地を有効活用し、定住定着率
を高め、町内建設業者が建設する
ことにより町内経済活性化を図る。

継続

50 船揚場整備事業
まち環境
整備課

久連地区船揚場（波除堤）
測量調査一式
嵩上げ（改良）L=80ｍ

・当該施設利用船舶数：5 ・当該施設利用船舶数：6

・改良により背後施設の保全につ
ながり、波浪等による被害の低減
を図ることができ、漁業生産の維
持、向上に資することができる。

継続

51 漁港管理事業
まち環境
整備課

漁港施設の維持管理・船
揚場施設の管理・海岸保
全など

・船揚場数（町管理施設）：
記載なし

・船揚場数（町管理施設）：記
載なし

・施設機能の改善や施設の長寿命
化を図ることができ、水産業をはじ
めとした産業経済の発展と住民生
活の向上に寄与することができる。

継続

52 港湾管理事業
まち環境
整備課

港湾施設維持管理・沓形
港ボーデンブリッジ維持管
理
みなとオアシス運営など

― ―

・施設機能の改善や施設の長寿命
化を図ることができ、水産業をはじ
めとした産業経済の発展と住民生
活の向上に寄与することができる。

継続

53 沓形港整備事業
まち環境
整備課

○直轄事業　岸壁（-7.5ｍ）
耐震　付属工　一式
○町事業　物揚場（第一岸
壁）　防風柵1基　など

・避難民収容数（港湾施設
内）：0
・沓形港利用船舶数（地元
船）：30
・クルーズ船寄港回数（外
国船）：2
・機能強化が必要な施設数
（防風柵）：2

・避難民収容数（港湾施設
内）：0
・沓形港利用船舶数（地元
船）：29
・クルーズ船寄港回数（外国
船）：0
・機能強化が必要な施設数
（防風柵）：2

・施設機能の改善や施設の長寿命
化を図ることができ、水産業をはじ
めとした産業経済の発展と住民生
活の向上に寄与することができる
とともに、本施設の整備により港湾
機能の強化が図られ、沓形港が有
する機能の有用性を発揮すること
ができる。

継続

住宅建設を行うためを設計をおこなっ
た。
継続して長寿命化計画により計画的
に建設等をおこなっていき入居者へ
の良好な住環境を提供する。

広報等により周知をおこなったが、利
用者がいなかったため、継続して広
報等による周知をおこなう。

既存施設の劣化が著しい箇所が多
く、改良の仕方を考え直す必要があ
る。

日常的な点検を行った結果、事故等
が発生せず適切な維持管理を行え
た。
また、突発的な修繕にも適宜対応す
ることができた。

日常的な点検を行った結果、事故等
が発生せず適切な維持管理を行え
た。
また、突発的な修繕にも適宜対応す
ることができた。

LED化は完了済であり、二酸化炭素
の削減率も目標値を達成したため、
事業としては終了。
今後は、維持管理が中心となる。
（2028.3.31まで）

長寿命化計画により改善工事等を行
い、突発的な修繕に関しては随時対
応することで入居者への良好な住環
境を提供することができた。継続して
本事業をおこなっていく。

・町事業：防風柵を整備したことによ
り、港内作業の利便性や安全性が高
まった。
・国直轄事業：港湾施設を整備したこ
とにより、港湾機能が強化され、利便
性が高まった。

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載
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備　考

54
（国直轄）仙法志漁
港整備事業

まち環境
整備課

旧南防波堤防（改良）上部
工外一式など

国直轄事業であり、施設管
理者は北海道であるため、
町として成果目標は設定し
ない

国直轄事業であり、施設管理
者は北海道であるため、町と
して成果目標は設定しない

国直轄事業であり、施設管理者は
北海道であるため、町として成果
目標は設定しない

継続

55
(道事業)漁港漁場機
能保全事業

まち環境
整備課

新湊漁港船揚場（改良）　L
＝50ｍ　他

道費事業であり、さらに施
設管理者も北海道であるた
め、町として事業費は設定
しない

道費事業であり、さらに施設
管理者も北海道であるため、
町として事業費は設定しない

道費事業であり、さらに施設管理
者も北海道であるため、町として事
業費は設定しない

継続

56
(道事業)海岸保全対
策事業

まち環境
整備課

長浜海岸護岸整備事業・
仙法志漁港海岸保全対策
事業他

道費事業であり、施設管理
者も北海道であるため、町
として成果目標は設定しな
い

道費事業であり、施設管理者
も北海道であるため、町とし
て成果目標は設定しない

道費事業であり、施設管理者も北
海道であるため、町として成果目
標は設定しない

継続

57 簡易水道運営事業
まち環境
整備課

施設機能維持管理・神居
ポンプ室滅菌器改修工事
他

・取水量：600㎥ ・取水量：660㎥
・新水源の開発によって、より安全
で良質な水が供給できる。

継続

58
公共下水道運営事
業

まち環境
整備課

施設機能維持管理・沓形
浄化センター計測設備改
築他

・投資の平準化（事業の最
適化、投資費用の平準
化）：57,800千円

・投資の平準化（事業の最適
化、投資費用の平準化）：
38,782千円

・ストックマネジメント計画を活用し
老朽化した下水道施設を更新する
ことにより、長期的な施設の維持・
管理及びライフサイクルコストの低
減が図られる。

継続

59
漁業集落排水施設
運営事業

まち環境
整備課

施設機能維持管理・機能
保全に係る更新工事

・投資の平準化（事業の最
適化、投資費用の平準
化）：6300千円

・投資の平準化（事業の最適
化、投資費用の平準化）：
3,044円

・機能保全計画を活用し老朽化し
た下水道施設を更新することによ
り、長期的な施設の維持・管理及
びライフサイクルコストの低減が図
られる。

継続

60
し尿前処理施設運
営事業

まち環境
整備課

施設機能維持管理
・投資の平準化（事業の最
適化、投資費用の平準
化）：21,420千円

・投資の平準化（事業の最適
化、投資費用の平準化）：
19,520千円

公共下水道の付帯施設であること
から、ここでは成果目標は設定しな
い

継続

61
港湾機能高度化事
業

まち環境
整備課

港湾施設機能強化 ・起債残高（千円）：122,481 ・起債残高（千円）：122,483
・計画的かつ適正な償還を進める
ことで、将来的な財政負担を平準
化し、健全な財政運営を進める。

継続

62 図書事業（再掲） 教育委員会
図書管理事業・ブックスタート事業
など

継続

63 生涯学習推進事業
教育委
員会

生涯学習事業に係る広報
を含めた周知活動

・生涯学習講演会来場者
数：0人
・ボランティアバンク活用回
数：３回
・出前講座実施回数：3回

・生涯学習講演会来場者数：
0人
・ボランティア活用回数：0回
・出前講座実施回数：1回

・心豊かな活力ある社会が形成さ
れる、人材育成、生活力向上

継続

・下水道施設の更新等を実施し長寿
命化及び安心安全な施設整備を行う
ことができた。

・漁業集落排水施設機能保全計画を
策定した。

適切な維持管理に努め、利尻島内の
し尿処理を安定的に実施し、環境衛
生の向上が図られた。

3年に1度の生涯学習講演会だけで
はなく、コロナ禍の状況から島外の講
師を優先擦るのではなく、町内での講
師活用を積極的に行わなければなら
い。
また、町内講師では出来ない実施出
来ない内容には、オンライン講演会な
どを積極的に活用していくことが必要
と考える。

今後もこの規模で償還が続くため、継
続して償還財源の確保を図ることが
必要である。

引き続き国への要望を行っていく。

引き続き北海道への要望を行ってい
く。

引き続き北海道への要望を行ってい
く。

・沓形地区新水源開発を進め、さく井
工事を進めている。

アクションプラン2「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
66.48％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 道路維持補修事業
まち環境
整備課

道路施設の維持管理・道
路舗装・付属物改修工事
等

・道路施設維持管理に基づ
いた対策の推進：100％
・【付属物改修】対策実施済
み施設数/早期に対策が必
要な施設数：0％

・道路施設維持管理に基づ
いた対策の推進：100％
・【付属物改修】対策実施済
み施設数/早期に対策が必
要な施設数：0％

・道路の要対策箇所における安全
度の向上により地域住民の安全で
円滑な交通が確保される。

継続

2 道路新設改良事業
まち環境
整備課

種富9号線道路改良工事・
仙法志市街3号線道路改
良工事・仙法志鬼脇防雪
柵事業・橋梁補修事業など

・【道路改良事業】対策実施
済み箇所数/要対策箇所
数：69％
・【橋梁長寿命化事業】対策
実施済み箇所数/要対策箇
所数：記載なし
・除雪車更新台数：記載な
し
・【無電柱化事業】対策実施
済み箇所数/要対策箇所
数：0％

・【道路改良事業】対策実施
済み箇所数/要対策箇所数：
62％
・【橋梁長寿命化事業】対策
実施済み箇所数/要対策箇
所数：記載なし
・除雪車更新台数：記載なし
・【無電柱化事業】対策実施
済み箇所数/要対策箇所数：
0％

・橋梁の長寿命化対策によりLCC
の縮減を図ることができるととも
に、道路危険箇所の対策率の向
上、交通安全対策率の向上等によ
り地域住民の安全で円滑な交通が
確保される。

継続

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 61.55％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　21.78％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

老朽化により道路、道路付属施設を
修繕する箇所が多い、継続する必要
性がある。

道路：1路線の改良工事を完了し、通
学路として歩道を整備することができ
た。

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

アクションプラン５：
　「適切な公共交通と完全に通行できる道路環境の整備・維持に努めます。」

今後の方針
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
69.89％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
町有地つる切り事業
（再掲）

まち産業
推進課

町有林つる切り事業 継続

2
町有林保育除間伐事業
（再掲）

まち産業
推進課

仙法志地区4.88ha 除間伐対象本
数2,562本

廃止

3
みどり豊かなまちづくり推
進事業（再掲）

まち産業
推進課

花いっぱい運動・花つくりコンテス
ト・植樹など

継続

4
森林山村多面的機能発揮
対策支援事業（再掲）

まち産業
推進課

森林公園　8ha　風倒木処理　処理
数1,100本

継続

5
森林公園運営管理
事業

まち産業
推進課

森林公園　管理及び保全
業務

・宿泊者数の増加（人）：400
人
・外国人宿泊者の増加
（人）：20人
・宿泊売上げの増加（円）：
400,000円
・新規コンテンツに関する事
項：記載なし

・宿泊者数の増加（人）：254
人
・外国人宿泊者の増加（人）：
0人
・宿泊売上げの増加（円）：
317,000円
・新規コンテンツに関する事
項：記載なし

・森林公園内の保全及び新規コン
テンツの創出・ブラッシュアップによ
り、宿泊者数及び売上げの増加が
図られる。
・森林公園宿泊者及びインバウン
ド需要の増加により、地域全体へ
の経済効果が図られる

継続

6
LED照明導入促進事業
（再掲）

総務課 LED照明設備等リース・保守 継続

7 小規模治山事業
まち環境
整備課

河川排土処理・事務管理
など

・セパウン止水件数/(止水
件数+流水件数)：100％
・法面崩壊予防件数/全法
面崩壊予防件数：66％

・セパウン止水件数/(止水件
数+流水件数)：0％
・法面崩壊予防件数/全法面
崩壊予防件数：33％

・自然環境の保全及び災害の未然
防止を図る。

継続

8
海岸漂着物等対策
事業

まち環境
整備課

漂着木造船解体・漂着流
木回収・処理一式

・海洋ゴミ回収量（トン）：50 ・海洋ゴミ回収量（トン）：44.5
海岸における景観保全や漁業活
動の安全性の向上を図ることがで
きる。

継続

現状の満足度（十分満足+まあ満足）　47.16％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　 28.41％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

新型コロナウイルス感染症の影響に
より観光宿泊者が減少したためバン
ガロー利用者が大幅に減少した。
施設利用者の減少によりインバウン
ド対応並びにWiFi環境整備について
も検討段階に止まり実施には至らな
かった。

河川排土処理をおこなわなかったた
め、河川土砂が流出してしまったので
継続して排土処理をおこなう必要性
がある。危険性のある法面等のリ
サーチも続ける。

実績は目標を上回ることができな
かった。
原因は漂着した海洋ゴミが想定よりも
少なかったためである。
しかし、続々と漂着物が流れ着いて
いるため次年度以降も海岸漂着物を
回収・処分する。

アクションプラン６：　「町の自然環境の保護・整備を行います。」

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
78.03％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
戸籍電算システムハード
ウェア更新事業（再掲）

くらし支援課
戸籍電算システムサーバー及び操
作端末の更新

継続

2
さわやかトイレ維持管理事
業（再掲）

くらし支援課
町内4箇所のさわやかトイレの補修
修繕

継続

3
利尻聖苑火葬場維持管理
事業（再掲）

くらし支援課 火葬場の火葬炉設備修繕 継続

4 社会福祉事業（再掲） くらし支援課
社会福祉協議会、民生委員、戦没
者追悼式、福祉バス運行事業、そ
の他社会福祉事業

継続

5
福祉灯油特別対策事業
（再掲）

くらし支援課
低所得者に対する灯油購入費用の
一部助成

継続

6
敬老会事業・長寿祝
い金事業

くらし支
援課

高齢者の長寿を祝い、敬
老会の開催・祝い金を贈呈

・敬老会出席者数：200人 ・敬老会出席者数：開催中止

高齢者の長寿を祝うとともに、多年
にわたり社会の発展に寄与された
ことを感謝し、町民の高齢者福祉
についての関心と理解を深め、か
つ高齢者自らの生活の向上に努
める意欲を高めること。
また、本町に居住する高齢者に対
し、長寿祝い金を贈呈し、その長寿
を祝福するとともに、社会に貢献し
た労をねぎらい、あわせて町民の
敬老思想の高揚と高齢者の福祉
増進を図る。

継続

7 老人福祉事業（再掲） くらし支援課
老人クラブ運営費補助、独協老人
等安否確認

継続

8
児童手当支給事業
（再掲）

くらし支援課 児童手当支給 継続

9
児童公園管理事業
（再掲）

くらし支援課 町内5箇所児童公園維持管理 継続

10
介護保険特別会計
繰出金事業

くらし支
援課

介護保険特別会計への繰
出金

― ―

国・道・支払基金・町、それぞれの
負担割合に基づき繰出を行うこと
により、利尻町介護保険特別会計
の円滑な運営を図る。

継続

11
介護保険給付等事
業

くらし支
援課

介護認定審査会・在宅・施
設入所者に対する介護給
付

― ―

被保険者が介護サービスを受ける
際の手続き（新規・更新に係る認
定調査の依頼・主治医意見書作成
の依頼）等の事務、介護度の認定
を行う利礼地区介護認定審査会の
事務、在宅・施設入所者に対する
介護給付費等の支払事務を行う。

継続

12 地域支援事業
くらし支
援課

地域における包括的な支
援

・65歳以上の要介護・要支
援認定者の転出数：6人
・住所地特例者の数：11人

・65歳以上の要介護・要支援
認定者の転出数：4人
・住所地特例者の数：10人

・高齢者が可能な限り住み慣れた
地域で、その有する能力に応じて
自立した日常生活が営むことがで
きるよう、医療、介護、予防、住ま
い及び自立した日常生活の支援が
包括的に確保できる体制の構築
（地域包括ケアシステムの構築）

継続

13
後期高齢者医療保険運営
事業（再掲）

くらし支援課 高齢者を対象にした医療保険運営 継続

アクションプラン７：　「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 40.53％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　39.77％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

新型コロナウイルス感染症の影響に
より開催中止。（敬老事業として記念
品等配布）

要支援状態から要介護状態の悪化
の原因は、悪性腫瘍、90歳以降での
認知機能低下等で、介護予防におけ
る支援の提供内容については問題な
いと思われ、逆に支援者の状態に応
じたタイミングで要介護区分を見直し
し、必要な支援量を提供できたことが
よかった。

介護保険特別会計の繰り出しを行っ
た

介護保険事業が適正に実施された。

今後の方針事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン3「適正な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

14
国民健康保険事業繰出金
事業（再掲）

くらし支援課
国民健康保険基盤負担金等繰出
金

継続

15
後期高齢者医療費給付事
業（再掲）

くらし支援課
後期高齢者医療療養給付費負担
金

継続

16
後期高齢者医療保険特別
会計繰出金事業
（再掲）

くらし支援課
後期高齢者医療保険基盤負担金
等繰出金

継続

17
妊娠出産子育て支援事業
（再掲）

くらし支援課
妊婦健診助成・安心出産支援・フェ
リー助成など

継続

18
成人保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
成人向け各種検診・各種学習・講
演会の開催

継続

19
感染症予防対策事業（再
掲）

くらし支援課 感染症定期予防接種費用 継続

20
ふるさと応援事業
（再掲）

まちづくり
政策課

広報りしり発行・島自慢カレンダー
作成・ふるさと応援寄付・利尻町サ
ポーターズ募集

修正

21
未来創生ビジョン事
業

まちづく
り

政策課

まちひとしごと創生推進計
画管理・総合計画管理・地
域おこし企業人交流推進
事業

・町民アンケート回収率：
52％

・町民アンケート回収率：
34.69％

・各種計画の検証を広く町民や関
係団体の意見を反映させることで、
町民一人ひとりが主体性を持つこ
とができ、安心して健やかに生涯
を過ごせる町づくりに繋がる。

継続

22 統計調査事業（再掲）
まちづくり
政策課

各種統計調査・土地利用規制等対
策

継続

23
新型コロナウイルス
感染症対策事業

まちづく
り

政策課

特別定額給付金事業・新
生児応援特別給付金事
業・地域振興券配布事業

・地域振興券の換金率：
100％
・給付金支給率：100％

・地域振興券の換金率：
97.62％
・給付金支給率：99.80％

給付金の支給や地域振興券の配
布により落ち込んでいた町内の経
済を活性化させることができた。

廃止

24
特養ホール内ダウンライト
取替事業（再掲）

特養 特養ホール内ダウンライト取替 継続

25
特養福祉車両更新事業
（再掲）

特養 特養福祉車両更新購入 継続

26
特養ボイラー更新事業
（再掲）

特養 特養ボイラー更新 継続

27
特養増設改修設計委託事
業（再掲）

特養 特養施設の維持管理 継続

28 教員住宅整備事業
教育委
員会

老朽化した教員住宅の計
画的な解体や建設

・教員住宅解体（3棟4戸）：1
棟2戸
・教員住宅建築（2棟2戸）：1
棟1戸

・教員住宅解体（3棟4戸）：0
・教員住宅建築（2棟2戸）：0

・住環境の充実 継続

29
沓形小学校校舎改
築事業

教育委
員会

老朽化した沓形小学校の
校舎棟改築

・町内小中学校耐震化率：
66％
・沓形小学校改築進捗率：
40％

・町内小中学校耐震化率：
66％
・沓形小学校改築進捗率：
40％

・教育環境の充実 継続

30
交流促進施設改修
事業（冷温水器）

教育委
員会

交流促進施設設備の維持
管理

― ―
・適切な分解整備・部品交換をする
ことで、安全に不具合なく使用でき
る。

継続

31
交流促進施設改修
事業（SD扉）

教育委
員会

交流促進施設設備の維持
管理

― ―
・適切な取替工事をすることで、安
全に不具合なく使用できる。

継続

32
交流促進施設改修
事業（外壁・舞台）

教育委
員会

交流促進施設設備の維持
管理

― ―
・適切な取替工事をすることで、安
全に不具合なく使用できる。

継続

適切に取替工事をすることで、安全
に不具合なく使用することができた。

適切に改修工事をすることで、安全
に不具合なく使用することができた。

未実施

沓形小学校改築基本設計に着手・完
成。

計画どおり実施したことで、安全に不
具合なく使用することができた。

総合振興計画や総合戦略について、
内部評価とアンケートを実施し、その
結果を基に町民参画のまちづくり町
民会議にて効果検証を行った。各事
業の効果検証を可視化することで事
業の継続や廃止、修正点などが判断
でき、より効果的な事業実施が可能
となることから来年度以降も実施す
る。

2020年に拡大した新型コロナウイル
ス感染症の影響により落ち込んだ町
内経済を活性化するための取組や町
民生活を安定させるための給付金の
支給などを実施したが、高い換金率
等を見ると効果はあったと感じてい
る。来年度については、コロナの感染
拡大等の状況を見ながら事業実施を
検討していく。

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン3「適正な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン3「適正な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン3「適正な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

17



2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

34
その他一般管理事
業

総務課 その他一般管理に係る ― ―

・各種委員会委員報酬
・一般事務経費
・役場庁舎管理経費
・他課他係に属さない経費

継続

35 職員健康診断事業 総務課
職員健康診断・ストレス
チェック・人間ドックなど

― ―

・定期健康診断：60人
・ＨＣＶ抗体検査：5人
・潜水業務健診：2人
・人間ドック：54人
・ストレスチェック：140人

継続

36 職員研修事業 総務課 職員研修など ― ―

・新規採用研修：5名
・初級職員研修：5名
・中級職員研修：5名
・監督者研修：3名
・講師研修：2名
・法務研修：2名

継続

37 職員福利厚生事業 総務課
職員親睦レクリエーション
など

― ―
・夏季1回
・冬季1回
（職員親睦会との合同開催）

継続

38
公平委員会運営事
業

総務課 公平委員会運営に係る ― ―

・地方自治法第202条の2第2項及
び地方公務員法の規定
・公平委員会事務局は稚内市が担
当

継続

39
医療技術者修学資
金貸付事業

総務課

利尻島国保中央病院看護
師・役場社会福祉士・役場
保育士・消防署救急救命
士確保対策

・修学資金貸付人数：1人 ・修学資金貸付人数：2人
・利尻島国保中央病院看護師、利
尻町役場社会福祉士、消防署救
急救命士確保対策

継続

40
利尻島上空遊覧飛
行業務委託事業

総務課
利尻島上空遊覧飛行に係
る

― ― ・町内小学校6年生対象事業 継続

41
患者輸送車運行事
業

総務課 患者輸送車運行 ― ―
・高齢者を中心とした病院通院に
係る便宜提供

継続

42
歯科診療所診療業
務委託事業

総務課
仙法志歯科診療所診療業
務委託

― ―
・仙法志地区住民を中心とした歯
科診療・治療等を可能とし、住民の
健康増進に寄与する

継続

43
離島航路旅客定期
船航路事業

総務課
フェリー運賃割引き・妊産
婦運賃割引など

・妊産婦運賃割引利用者
数：110人

・妊産婦運賃割引利用者数：
82人

・安定したフェリー利用運賃の提供 継続

44
離島住民航空運賃
助成事業

総務課 航空路運賃助成
・丘珠・利尻線利用者数：
3500人

・丘珠・利尻線利用者数：
2426人

・町民への安価な航空路運賃の提
供
・安定した航空路線の確保
・搭乗率の向上

継続

45
選挙管理委員会運
営事業

総務課
選挙管理委員会運営に係
る

― ―
・選挙管理委員会における事務事
業の円滑な運営

継続

46
参議院議員通常選
挙事業

総務課
参議院議員通常選挙に係
る

― ―
・参議院議員選挙における事務事
業の円滑な運営

継続

47

北海道知事及び北
海道議会議員一般
選挙事業

総務課
北海道知事及び北海道議
会議員一般選挙に係る

― ―
・北海道知事及び北海道議会議員
選挙における事務事業の円滑な運
営

継続

48 税務総務事業 総務課
税情報の発信・租税教室
開催・税改正周知など

・租税教室開催回数：1回 ・租税教室開催回数：0回

・小中学生に向けた租税教室を開
催することで、幼少時から税に関
する知識を習得でき、納税に対す
る意識の高揚が図られる。

継続

・R2.10.27実施済

その他に属さない一般管理経費のた
め継続して実施

職員の健康管理に寄与するため、継
続して実施する

高齢者を中心として車のない住民に
対しての移動手段の提供のため、事
業を継続する

仙法志地区住民を中心として、健康
増進に寄与しているため、事業を継
続する

適正な選挙執行のため、継続して実
施する

適正な選挙執行

適正な選挙執行

IP告知端末による各種税情報の発信
により周知等を図ったが、ホームペー
ジによる税情報は未整備であるため
早急に整備を進める。小中学生向け
の租税教室は北海道の協力を得な
がら実施に向け進める。また税制改
正などの内容周知についても合わせ
て実施に向け検討していく。

目標値には達しないが、必要な事業
のため継続する

新型コロナウイルス感染症の影響の
ため目標値より大幅に下回ったが、
今後も継続して実施する

職員研修は未実施
職員の知識向上及び研鑚のため、継
続して実施する

職員の親睦のため継続実施

振興局管内共同事業であり継続して
実施

目標値を達成しており、卒業後は利
尻町へ就職することとなるため、事業
を継続する
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

49 賦課徴収事業 総務課
町税等賦課徴収・共同催
告・国税連携・eLTAX管理
運営等

・町税（町民税・固定資産
税・軽自動車税）収納率（現
年度分）：98.60％
・滞納整理件数（財産等差
押え）：5件

・町税（町民税・固定資産税・
軽自動車税）収納率（現年度
分）：96.93％
・滞納整理件数（財産等差押
え）：0件

・効率的な収納活動による収納率
向上と、差押え等の積極的な滞納
処分による滞納税の解消により、
更なる一般財源の確保が図られ
る。

継続

50 廃屋処理事業（再掲）
まち環境
整備課

廃屋等処理・広報周知・要綱改正 継続

51
住宅リフォーム促進利子補
給金事業（再掲）

まち環境
整備課

リフォームに係る利子補給 廃止

52
住宅リフォーム推進事業
（再掲）

まち環境
整備課

リフォームに係る助成 継続

53
公営住宅管理事業
（再掲）

まち環境
整備課

公営住宅屋根葺替工事・住宅内外
部修繕・団地内住宅路補修・住宅
内外の維持管理

継続

54
公営住宅建設事業
（再掲）

まち環境
整備課

公営住宅新築工事【泉町・富野・は
まなす】など

継続

55
新築住宅建設推進事業
（再掲）

まち環境
整備課

新築住宅補助 継続

56
ふれあい休憩施設
管理事業

まち環境
整備課

施設維持管理
・施設利用者数（人）：
20,000

・施設利用者数（人）：0
・観光業をはじめとした産業経済の
発展と住民生活の向上に寄与する
ことができる。

継続

57
簡易水道運営事業
（再掲）

まち環境
整備課

施設機能維持管理・神居ポンプ室
滅菌器改修工事他

継続

58
公共下水道運営事業（再
掲）

まち環境
整備課

施設機能維持管理・沓形浄化セン
ター計測設備改築他

継続

59
漁業集落排水施設運営事
業（再掲）

まち環境
整備課

施設機能維持管理・機能保全に係
る更新工事

継続

60
し尿前処理施設運営事業
（再掲）

まち環境
整備課

施設機能維持管理 継続

61 役場庁舎管理事業 総務課
役場庁舎に係る維持修繕・
業務委託

― ―

・役場庁舎の適正な維持管理と快
適な業務環境を整備することで、
職員の効率的な業務の遂行に寄
与する。

継続

62 土地賃貸借事業 総務課

国有港湾埋立地転貸に要
する敷地使用及び公共施
設立地に要する敷地借上
に関する事業

― ―

・国有港湾埋立地使用面積　7件
3,983.09㎡
・土地借上げ件数　3件　1,947.77
㎡

継続

63 職員住宅管理事業 総務課
職員住宅の維持補修や管
理にする事業

― ―

・職員住宅の適正な維持管理と快
適な住環境を整備することで、職
員の良好な生活環境に寄与する。
（職員住宅管理戸数　16棟53戸）

継続

庁舎に係る維持修繕や各種施設管
理業務については計画通りに実施し
た。ただボイラーについては老朽化に
よる故障が引き続き頻発しており、更
新等早期に対応を検討する必要があ
る。また、屋上笠木についても腐食が
進んでおり、ボイラー同様早期に改
修を検討する必要がある。

国有港湾埋立地転貸件数及び土地
借上げ件数については例年通りと
なっている。

小破修繕や設備修繕等、状況に応じ
て適宜対応を実施した。老朽化が著
しい住宅が多くなっており、修繕に係
る費用も年々増加傾向にあるため、
将来に向けて計画的な整備を進める
必要がある。

日常的な点検を行った結果、事故等
が発生せず適切な維持管理を行え
た。
また、突発的な修繕にも適宜対応す
ることができた。
※2020年度は新型コロナウイルスの
影響により施設を閉鎖したため、利用
者0人

新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響により、個人事業主を中心
に現年分の収納が落ち込んだことと、
同じく感染症の影響で積極的な臨戸
徴収が実施できなかったため、全体
の収納率も下がる結果となった。今
後は文書等による催告や財産差押え
等を強化し、より積極的な滞納処分
の推進に努める。

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

64 基金事業 総務課
各種基金の積立に関する
事業

― ―
・将来に向けた各種基金の効率的
な積立を実施することで、安定的
かつ健全な財政運営を進める。

継続

65
歯科診療所維持管
理事業

総務課
沓形歯科診療所及び仙法
志歯科診療所の維持管理
に関する事業

― ―

・歯科診療施設の適切な維持管理
により、住民が快適に歯科受診で
きる環境の整備と診療業務の円滑
な推進に寄与する。

継続

66
あけぼのニュータウ
ン管理事業

総務課
あけぼのニュータウンの維
持管理に係る事業

・あけぼのニュータウンの適正な維
持管理を実施することで、地域住
民の快適な生活環境に寄与する。
（あけぼのニュータウン貸付状況
26区画中23区画貸付(88.5％)）

継続

67 消火栓改修事業 総務課 旧式消火栓改修事業 ・消火栓の更新：1基 ・消火栓の更新：0基

・町内に設置してある旧式消火栓
を更新改修することで、火災発生
時に必要な水利の安定的な確保
と、消火活動の対応力向上に寄与
する。

継続

68
その他財産管理事
業

総務課
道路改良事業に伴う支障
物件解体に関する事業

― ―

・旧沓形中学校の適正な維持管理
を実施することで、今後の新たな利
活用に向けた取り組みの推進に寄
与することが出来る。また、公共施
設個別施設計画を策定すること
で、所有する公共施設の長寿命化
を図るための整備事業や、適正な
維持管理に係る事業の財源確保
を図ることが出来る。

継続

69
特別会計繰出金事
業

総務課
各特別会計への繰出金事
業

― ―
・特別会計への繰出金を実施する
ことで、安定的で健全な特別会計
の財政運営に寄与する。

継続

70
一部事務組合負担
金事業

総務課
各一部事務組合への負担
金事業

― ―
・一部事務組合への繰出金を実施
することで、安定的な一部事務組
合の健全経営に寄与する。

継続

ふるさと応援寄附金が大きく増額と
なったため、ふるさと応援基金をはじ
めとする特定目的基金については引
き続き増加傾向にあるが、財政調整
基金及び減債基金については財源
不足による取り崩しにより依然として
減少傾向にあるため、事務事業の抜
本的な見直しを含めた歳出の抑制を
図り、計画的に積立を実施していく必
要がある。

特別会計同様、施設の維持管理や車
両、機器等、建設改良費の増加によ
り負担金も比例して増加傾向にある
中で、一般会計における非常に大き
な財政負担を将来に向けて改善する
ため、各一部事務組合の取り組みが
必要である。

沓形・仙法志両歯科診療所の施設に
係る小破修繕は状況に応じて適宜実
施した。診療ユニットについては導入
間もないため現状では修繕等の必要
性はない。また仙法志歯科の医事関
連及びレントゲン関連の機器につい
ても充足しているが、導入後５年を経
過し更新時期であるため、来年度以
降で更新計画を検討する必要があ
る。

区画内の修繕等は小規模のものの
対応のみであり、おおむね順調に維
持管理を実施している。

日出地区道々改良工事に伴い支障と
なった消火栓２基の移設ついて、北
海道からの移転補償費を一部財源と
して実施した。今後も老朽化の度合
いを検討しながら計画的に更新を進
める。

「定住移住支援センターツギノバ」とし
て利用している旧沓形中学校に係る
維持管理や修繕工事等をおおむね
計画通りに実施した。また公共施設
個別施設計画策定業務についても計
画通りに実施した。引き続き旧沓形
中学校を含めた公共施設の適正な維
持管理に務める。

施設の維持管理等、建設改良費の増
加により繰出金も比例して増加傾向
にあるため、一般会計の財政負担を
減らすための特別会計における取り
組みが必要である。
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2020
年度実績
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理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

71
長期償還金及び利
子

総務課
一般会計長期債の償還及
び利息に関する事業

― ―

・一般会計長期債の計画的かつ適
正な償還を進めることで、将来的な
財政負担を平準化し、健全な財政
運営を進める。

継続

72 一時借入金利子 総務課
一般会計長期債の償還及
び利息に関する事業

― ―

・収支状況に応じた適正な一時借
入金を実施することで、安定的か
つ円滑な資金計画を維持すること
が出来る。

継続

73 公債費支払手数料 総務課
元利償還金の支払手数料
に関する事業

― ― ・長期貸付金の元利償還のため 継続

74 普通財産取得事業 総務課
普通財産（土地）の購入に
関する事業

― ―
・普通財産（土地）の購入を実施
し、公共施設等の整備を図る。

継続

75 予備費 総務課 予備費に関する事業 ― ―
・予備的経費を確保し、予定外の
予算超過における支出に対応す
る。

継続

76
職員給与等支給事
業

総務課
職員の給与の支給に関す
る事業

― ―
・職員への給与の支給及び共済掛
金等の納付

継続

77
若者創作活動施設運営管
理事業（再掲）

教育委員会
若者創作活動施設「利尻大志館」
管理

継続

78 社会教育事業
教育委
員会

各種団体補助・地域力強
化プラン事業・ふるさとラー
ニング推進事業他

・土曜学習：14回
・いきいき学級：5回
・利尻町青少年リーダー育
成事業活動：12回
・りしり発掘探検隊：2回

・土曜学習：14回
・いきいき学級：4回
・利尻町青少年リーダー育成
事業活動：9回
・りしり発掘探検隊：2回

・子育て推進、リーダー育成、各種
団体の育成、土曜教育による学力
向上と地域力強化、ふるさと教育
力向上

継続

79 図書事業（再掲） 教育委員会
図書管理事業・ブックスタート事業
など

継続

80
生涯学習推進事業
（再掲）

教育委員会
生涯学習事業に係る広報を含めた
周知活動

継続

81 体育振興事業
教育委
員会

スポーツ教室・各スポーツ
少年団活動費補助金など

・町民自治会対抗ソフト
ボール大会参加自治会数：
12自治体
・スキー教室参加者数：40
人
・利尻一周サイクリング大
会参加者数：130人
・町民スキー大会参加者
数：50人

・町民自治会対抗ソフトボー
ル大会参加自治会数：6自治
体
・スキー教室参加者数：18人
・利尻一周サイクリング大会
参加者数：中止
・町民スキー大会参加者数：
27人

・各スポーツ少年団体大会参加費
の補助、ふるさと教育の推進、ス
ポーツ教室・大会の参加促進

継続

職員の定年退職に加え普通退職が
増えたため、職員給与費についても
減少傾向にあるが、同様に職員数そ
のものも大きく減少しているため、事
務事業の執行への大きな影響が懸
念される。

幼児から高齢者まで幅広い年齢層と
内容を実施したが、コロナ禍により参
集範囲や事業内容の変更を余儀なく
された。
今後も継続実施する事業はもとより、
コロナ禍の状況に応じた事業展開を
継続していく。

各種体育事業については、コロナ禍
での実施内容や感染症対策も含め
大きな変革が求められている。
参加者の増加だけではなく、期間・人
数の分散やオンライン観戦など、継
続するためにはどのように修正や変
化をしていかなければならないのか
を含め、感染状況や対策状況を見極
めつつ実施していかなければならな
い。

選挙管理委員会に係る予算の不足
のため総務費へ充用

今年度から利尻中学校建設及びIP告
知端末更新に係る起債償還が本格
的に開始となったことで、起債償還額
が前年度から大きく増加となり、引き
続きこの規模で約９年間償還が続くこ
とになるため、償還財源の確保に向
けて歳出の更なる抑制を図る必要が
ある。

他会計の資金運用も含め適正な資
金運用を進めているが、R3.1月から3
月にかけて資金不足が生じたため、
金融機関からの一時借入を実施し、
円滑な資金計画に取り組んだ。

実績なし

実績なし

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン2「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
74.81％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 移住対策PR事業
まちづく

り
政策課

漁業の担い手を中心とした
現役世代の移住希望者へ
のPRを強化。

・移住相談等件数：40件
・移住フェア時移住相談件
数：40件
・お試し暮らし体験者数：4
組8名

・移住相談等件数：76件
・移住フェア時移住相談件
数：7件
・お試し暮らし体験者数：0組

・ターゲット（現役世代の漁業担い
手を中心とする移住希望者）を絞っ
ての利尻町ホームページの定住移
住ページやお試し暮らし事業の実
施、移住フェア等による周知・情報
提供などで、効果的なPRが可能と
なり、移住促進に繋がる

継続

2
定住移住支援体制強化推
進事業（再掲）

まちづくり
政策課

中間支援組織体制構築・拠点整
備・運用。旧沓形中学校管理運営
体制整備。地域づくりセミナー開
催。

継続

3
ふるさと応援事業
（再掲）

まちづくり
政策課

広報りしり発行・島自慢カレンダー
作成・ふるさと応援寄付・利尻町サ
ポーターズ募集

修正

4 魅力発信事業
まちづく

り
政策課

アイランダー参加・宗谷町
村会港区連携事業・地域
おこし企業人連携事業・地
域交流事業

・地域間連携協定の締結：-
・ふるさとサポータ会員数：
100名

・地域間連携協定の締結：0
・ふるさとサポータ会員数：15
名

・都市部に利尻町の魅力を発信す
ることで、観光客や移住者・ふるさ
と納税の増加に繋がる。また、他
の離島地域と交流をすることで繋
がり作りができ、他の離島と連携し
ながら、離島地域の活性化を図る
取組の促進に繋がる。

修正

5 未来人材育成事業
まちづく

り
政策課

宗谷フレッシュネットワーク
事業・劇団四季協力事業・
公演費用など

・高等学校現学級数の維
持：5

・高等学校現学級数の維持：
5

・地域に愛着・誇りを持てる人材育
成の実施や文化芸術に触れる機
会を作ることで、定住者やUターン
者の増加に繋がり、学校数の維持
が可能となる。また、役場職員の
資質が向上することで充実した町
民サービスの提供可能となる。

修正

6
未来創生ビジョン事業
（再掲）

まちづくり
政策課

まちひとしごと創生推進計画管理・
総合計画管理・地域おこし企業人
交流推進事業

継続

7

離島漁村対策事業
（離島漁業再生支援
交付金事業）

まち産業
推進課

新規就業者特別対策交付
金・特定有人国境離島漁
村支援交付金など

・磯付漁業１人当たり生産
額（千円）：3,200
・漁業着業者数：225人

・磯付漁業１人当たり生産額
（千円）：3,751
・漁業着業者数：208人

・基本交付金、新規就業者特別対
策交付金、漁村支援交付金を活用
し、種苗放流や就業者支援等を行
い生産量の維持や新規就業者の
増加が図られ、漁業着業者数の維
持が期待される。

継続

実施計画に基づき種苗放流や新規
就業者に対するリース支援、雇用を
創出するための取組など漁業集落が
創意工夫し事業を実施することにより
漁業生産の安定や新規漁業着業者
の増加に繋がったが漁魚者全体の増
加には至らなかった。

2020年7月に利尻町定住移住支援セ
ンターツギノバを開設したことで、これ
まで以上に効率的・効果的に相談対
応が可能となったが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響により、各種
移住フェア等が中止等実際に来島し
てもらう事業できなくなることもあり、
次年度以降は新型コロナウイルス感
染症拡大予防の観点も踏まえた事業
展開が必要となるのではないかと思
われる。

2020年度については、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大のため、リ
アルイベントが次々と中止なり、WEB
開催などが主流となってきた。2021年
度もその傾向は続くとみられることか
ら、WEB等での利尻町の魅力を発信
する方法を検討しながら実施し関係
人口・交流人口、ふるさと納税の増加
等を目指す。

年々職員の資質が問われる中、管内
の自治体の若手職員と交流を持つこ
とでお互い切磋琢磨してスキルを磨く
良い機会となっているため、継続して
参加。しかしながら、業務多忙のため
他の課の職員の参加が難しい状況で
ある事から参加者について検討が必
要。劇団四季については、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大のため令
和2年度は中止となり、数少ない文化
芸術に触れる機会を失ったが令和3
年度は動画配信で実施していただけ
る事となり、心豊かな人材育成の推
進を図る。

ミッション２：　[共に歩む未来を照らす]

アクションプラン８：
「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 41.67％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　31.25％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

8

漁業後継者対策事
業
（報奨金・担い手対
策事業）

まち産業
推進課

漁業就業者報奨金交付・
就業フェア・漁業士会出前
授業
水産振興体験学習

・新規着業者：6 ・新規着業者：3

・漁業研修生の受け入れや報償金
の交付による負担軽減により、新
規着業者の確保が図られる。
・出前授業や体験学習で漁師や水
産業を知ってもらい、将来の新規
着業につなげる。
・養殖コンブの遊休施設の有効活
用が図られ、研修生等の養殖コン
ブ新規着業や継業が促進される。

継続

9
中小企業融資資金
利子補給金事業

まち産業
推進課

商工業小規模事業者に対
する資金融資、利子補給

・創業者数：1 ・創業者数：1

・運転・設備資金の投資により、小
規模事業者の安定経営が図られ、
町内での担い手確保や育成、創業
及び企業誘致の推進に寄与され
る。

継続

10
商工会運営費補助
事業

まち産業
推進課

商工会運営費一部補助 ・商工会員数：100 ・商工会員数：102
・商工会の運営費の一部を補助す
ることで、各種事業が継続され会
員数が維持される。

継続

11
プレミアム付商品券
発行支援事業

まち産業
推進課

プレミアム商品券の販売 ・商工会員数：100 ・商工会員数：102
・町民の消費喚起により商工業者
の景気回復が図られ、経営持続に
より会員数が維持される。

継続

12 商工業支援事業
まち産業
推進課

商工業事業者に対する補
助

・創業者数：1
・商工会員数：100

・創業者数：1
・商工会員数：102

・変化する社会経済状況に応じた
施策を展開する事が可能となり、
地域経済の活性化、雇用の創出な
ど町民生活も向上する好循環を生
み出す事ができる。また経営の持
続に寄与され、商工業者数の維持
に繋がる。

継続

13
神居海岸パーク整備事業
（再掲）

まち産業
推進課

神居海岸パーク整備（展望施設）運
営費補助金

継続

14 公園維持管理事業
まち産業
推進課

町内観光施設維持管理 ・観光入込者数：145,000人 ・観光入込者数：45,100人

・観光客の誘客ツール、来島時の
滞在延長・満足度向上が強化さ
れ、入込客増加や消費拡大に寄与
される。

継続

15 観光振興事業
まち産業
推進課

観光大使活動・りしりん推
進・都市部PR

・観光入込者数：145,000人 ・観光入込者数：45,100人

・観光客の誘客ツール、来島時の
滞在延長・満足度向上が強化さ
れ、入込客増加や消費拡大に寄与
される。

継続

16
滞在型観光促進事業
（特定有人国境離島）
（再掲）

まち産業
推進課

観光コンテンツWEBサイト設置運営 継続

17 広域観光連携事業
まち産業
推進課

観光コンテンツ開発支援・
国内外PR・旅行商品造成・
インバウンド対応・広域連
携DMO準備

・観光入込者数：145,000人 ・観光入込者数：45,100人

・広域エリアでの誘客や受入が強
化されることで、相乗効果による入
込客の増加や消費拡大に期待で
きる。

継続

18
観光協会運営費補
助事業

まち産業
推進課

利尻町観光協会運営費補
助

・観光入込者数：145,000人 ・観光入込者数：45,100人

・観光客の誘客ツール、来島時の
滞在延長・満足度向上が強化さ
れ、入込客増加や消費拡大に寄与
される。

継続

19
浮島まつり運営費補
助事業

まち産業
推進課

利尻町浮島まつり運営費
補助

・観光入込者数：145,000人 ・観光入込者数：45,100人

・観光客の誘客ツール、来島時の
滞在延長・満足度向上が強化さ
れ、入込客増加や消費拡大に寄与
される。

継続

20 クルーズ船歓迎事業
まち産業
推進課

クルーズ観光券の発行・オ
プショナルツアー
・岸壁歓迎イベント・見送り
セレモニー

・観光入込者数：145,000人
・クルーズ船寄港回数：10
回

・観光入込者数：45,100人
・クルーズ船寄港回数：0回

・クルーズ船が定着する事で新規
訪島者が増加し、消費拡大や地域
活性化に寄与される

継続

コロナにより観光入込が激減した。イ
ンバウンド誘客事業の見直しを行う。

観光客の滞在化に向けた取り組み
（体験型観光）を実施する等、利尻島
観光の満足度向上や消費拡大に貢
献している。

コロナの影響によりイベント中止

コロナの影響により全船寄港中止

報償金の交付により漁具等の初期投
資負担軽減に繋がり定着が図られ
た。小中学生を対象とした水産学習
は新型コロナウイルス感染症拡大に
より中止となり漁業への興味関心の
向上など事業効果を高めることがで
きなかった。コンブ養殖漁業では新規
漁家により休眠施設の利用が促進さ
れた。

商工業者の経営の案営化や創業意
欲の向上に繋がった。

町内商工業者の育成支援業務を行
い、商売の持続的な発展に寄与され
た。

町民の生活支援と町外への消費購
買流出の抑制、地元消費拡大による
地域経済及び商店街の活性化に繋
がった。

商工事業者の自主的な取組を支援
することで、商売意欲が高まり経営の
持続化が図られた。

老朽化した看板等が散在しているた
め北海道や国と協議し順次改修を行
う。

コロナ禍の影響により大都市圏ＰＲが
中止。旅行エージェントへのオンライ
ンＰＲ等可能性を模索。

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

21
宿泊施設ホテル利
尻管理運営事業

宿泊施
設

宿泊施設ホテル利尻管理
運営

―
・宿泊者数5,736人(4月～11
月営業）

島外からの観光客・ビジネス客受
け入れにより地域消費増加・活性
化に寄与する

継続

22
海岸漂着物等対策事業
（再掲）

まち環境
整備課

漂着木造船解体・漂着流木回収・
処理一式

継続

施設老朽化が目立つため計画的な
改修を行う必要

アクションプラン6「町の自然環境の保護・整備を行います。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
65.72％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 雇用機会拡充事業
まちづく

り
政策課

当町において雇用増を伴う
創業又は事業拡大を行う
民間事業者に対し、事業資
金の一部を補助する。

・雇用機会拡充事業実施に
おける新規雇用者数：5人

・雇用機会拡充事業実施に
おける新規雇用者数：0人、

・雇用機会の拡充が図られる。ま
た、商工業の持続的発展に繋が
る。更に、今後、空き家リノベーショ
ンや空き家バンクが構築されると
町外・島外からの移住者等の雇
用・起業にも繋げることができる。

継続

2 ふるさと応援事業（再掲）
まちづくり
政策課

広報りしり発行・島自慢カレンダー
作成・ふるさと応援寄付・利尻町サ
ポーターズ募集

修正

3 魅力発信事業（再掲）
まちづくり
政策課

アイランダー参加・宗谷町村会港区
連携事業・地域おこし企業人連携
事業・地域交流事業

修正

4
未来創生ビジョン事業
（再掲）

まちづくり
政策課

まちひとしごと創生推進計画管理・
総合計画管理・地域おこし企業人
交流推進事業

継続

5
木質バイオマス導入検討
事業（再掲）

まち産業
推進課

木質バイオマス導入調査・検討会
事業費なし

継続

6

磯付漁業増産対策
事業
（水産物供給基盤整
備事業）

まち産業
推進課

昆布・ウニの安定供給体制
構築（囲い礁）

・磯付漁業１人当たり生産
額（千円）：3,200

・磯付漁業１人当たり生産額
（千円）：3,751

・浅海域に囲い礁等を整備すること
により、磯根資源であるコンブ・ウ
ニ等の水産資源の生活に適した環
境づくりを推進し、海域生産力の回
復・維持が期待でき、生産額の安
定が図られる。

継続

7

磯付漁業増産対策
事業
（藻場保全事業）

まち産業
推進課

藻場資源の維持回復（岩
盤清掃・海藻種苗投入な
ど）

・磯付漁業１人当たり生産
額（千円）：3,200

・磯付漁業１人当たり生産額
（千円）：3,751

・藻場の保全を行う事により、磯根
資源であるコンブ・ウニ等の水産資
源の生活に適した環境づくりを推
進し、海域生産力の回復・維持が
期待でき、生産額の安定が図られ
る。

継続

8

磯付漁業増産対策
事業
（種苗生産・放流事
業）

まち産業
推進課

磯根資源の維持回復（う
に・ナマコ種苗放流など）

・磯付漁業１人当たり生産
額（千円）：3,200

・磯付漁業１人当たり生産額
（千円）：3,751

・種苗生産・放流することにより、ウ
ニ・ナマコ資源の回復・維持が期待
でき、生産額の安定が図られる。

継続

9

漁船漁業振興対策
事業
（とど被害防止・水域
監視）

まち産業
推進課

とど被害防止対策・水域監
視

・漁業被害の減少（千円）：
24,000

・漁業被害の減少（千円）：
29,630

・トド駆除事業を行う事により、漁業
被害の減少が期待でき、更には道
北地域でトド駆除を行う事により、
他地域での被害減少を担う。また
水域監視をすることにより、安全操
業が図られる。

継続

10

漁船漁業振興対策
事業
（広域水産物供給基
盤整備事業）

まち産業
推進課

利尻根東　大型漁礁設置
・漁船漁業１人当たり生産
額（千円）：12,000

・漁船漁業１人当たり生産額
（千円）：5,020

・沖合に大型魚礁を設置することに
より、主要魚種であるホッケ資源の
維持・回復が図られ、更には稚魚・
未成魚の住処としての働きにより、
安定供給につながる。また、沖合
底引き網漁船による未成魚の漁獲
も防止でき、資源回復が期待でき
る。

継続

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

計画通りに事業が進んでおり今後安
定生産が見込まれ漁業者の維持に
繋がる。

当初計画どおり令和２年度で事業完
了となり今後天然コンブ等の安定生
産が見込まれ漁業生産額の増加に
繋がる。
令和３年度より新たな計画により藻場
保全事業を実施し更なる生産向上を
目指す。

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 33.71％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　34.28％

種苗の生産については計画通り行わ
れ予定された放流数を維持できたこ
とから磯根資源の維持回復及び生産
額の安定が図られた。

トド駆除事業、水域監視事業ともに継
続し実施しているが漁業被害額は増
加した。
水域監視事業は国費減額により活動
回数が計画を下回った。5年間の事
業が終了し次年度より新たな計画に
より事業実施予定。

令和２年度については鋼製魚礁及び
FP魚礁の製作設置を計画どおり実施
し魚類資源回復に努めたがホッケ・オ
オナゴ等が不漁となり大幅な生産額
減少となった。

アクションプラン９：　「既存産業や次世代産業の育成支援に努めます。」

今後の方針事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

2020年度の雇用機会拡充事業につ
いては、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により事業を継続するこ
とが困難なため、事業を取り下げた
が、新たに新設された特定経営基盤
維持事業に1事業者が応募し採択さ
れ雇用の維持を図ることができた。

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

11
離島漁村対策事業
（離島漁業再生支援交付金
事業）（再掲）

まち産業
推進課

新規就業者特別対策交付金・特定
有人国境離島漁村支援交付金など

継続

12

利子補給事業
（近代化資金・漁船
漁業振興）

まち産業
推進課

漁業近代化資金利子補
給・漁船漁業振興対策利
子補給
特認資金利子補給

・漁船漁業漁船数：35 ・漁船漁業漁船数：35

・近代化資金利子補給すること
にって、漁船・設備の近代化が図ら
れコスト削減や安全操業が図られ
る。
また、漁船漁業振興対策及び特認
資金利子補給を行う事によって、
漁船の購入や更新が図られ漁業
振興が図られる。

継続

13

水産品輸送経費支
援事業
（活性化交付金・有
人国境離島）

まち産業
推進課

有人国境離島による輸送
費支援事業

・生産量の増加（ｔ）：1,200 ・生産量の増加（ｔ）：1,056

・輸送費支援をすることにより、生
産者の適正な所得の確保を図り、
販路拡大意欲の向上に繋がり、取
り扱い量の拡大や販路の拡大が
図られる。
さらには、輸送コスト割合の高い低
漁獲魚種についても支援を行う事
により、出漁意識が高まり、生産量
の増加が期待される。

継続

14
水産農林係経常経
費等

まち産業
推進課

水産農林振興係に係る経
常経費等

― ― 　― 継続

15
宿泊施設ホテル利尻管理
運営事業（再掲）

宿泊施設 宿泊施設ホテル利尻管理運営 継続

16 船揚場整備事業（再掲）
まち環境
整備課

久連地区船揚場（波除堤）測量調
査一式
嵩上げ（改良）L=80ｍ

継続

17 漁港管理事業（再掲）
まち環境
整備課

漁港施設の維持管理・船揚場施設
の管理・海岸保全など

継続

18 港湾管理事業（再掲）
まち環境
整備課

港湾施設維持管理・沓形港ボーデ
ンブリッジ維持管理
みなとオアシス運営など

継続

19 沓形港整備事業（再掲）
まち環境
整備課

○直轄事業　岸壁（-7.5ｍ）耐震
付属工　一式
○町事業　物揚場（第一岸壁）　防
風柵1基　など

継続

20
ふれあい休憩施設管理事
業（再掲）

まち環境
整備課

施設維持管理 継続

21
（国直轄）仙法志漁港整備
事業（再掲）

まち環境
整備課

旧南防波堤防（改良）上部工外一
式など

継続

22
(道事業)漁港漁場機能保
全事業（再掲）

まち環境
整備課

新湊漁港船揚場（改良）　L＝50ｍ
他

継続

23
(道事業)海岸保全対策事
業（再掲）

まち環境
整備課

長浜海岸護岸整備事業・仙法志漁
港海岸保全対策事業他

継続

全体の利子補給額は減少傾向にあ
るが、特認資金を活用し新たに漁船
を購入する漁業者が増加するなど漁
船隻数の維持及び漁業生産量の維
持に繋がった。

輸送費支援を行ったことにより漁業
収入の増加ほか新型コロナウイルス
感染症の影響緩和に繋がり出漁意欲
の向上にも繋がった。しかし、ホッケ・
オオナゴ等の生産量が大幅に減少し
たことにより支援額も大幅に減少し
た。

農地管理事務ほか、森林及び林道、
漁場の管理について大よそ計画通り
実施できたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により会議や事業が中止
となり今後の事業実施への支障が懸
念される。

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　58.52％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
宿泊施設ホテル利尻管理
運営事業（再掲）

宿泊施設 宿泊施設ホテル利尻管理運営 継続

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
47.35％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
雇用機会拡充事業
（再掲）

まちづくり
政策課

当町において雇用増を伴う創業又
は事業拡大を行う民間事業者に対
し、事業資金の一部を補助する。

継続

2 魅力発信事業（再掲）
まちづくり
政策課

アイランダー参加・宗谷町村会港区
連携事業・地域おこし企業人連携
事業・地域交流事業

修正

3 統計調査事業（再掲）
まちづくり
政策課

各種統計調査・土地利用規制等対
策

継続

4
中小企業融資資金利子補
給金事業（再掲）

まち産業
推進課

商工業小規模事業者に対する資金
融資、利子補給

継続

5
商工会運営費補助事業
（再掲）

まち産業
推進課

商工会運営費一部補助 継続

6 商工業支援事業（再掲）
まち産業
推進課

商工業事業者に対する補助 継続

7
滞在型観光促進事業
（特定有人国境離島）
（再掲）

まち産業
推進課

観光コンテンツWEBサイト設置運営 継続

8
広域観光連携事業
（再掲）

まち産業
推進課

観光コンテンツ開発支援・国内外
PR・旅行商品造成・インバウンド対
応・広域連携DMO準備

継続

9
クルーズ船歓迎事業
（再掲）

まち産業
推進課

クルーズ観光券の発行・オプショナ
ルツアー
・岸壁歓迎イベント・見送りセレモ
ニー

継続

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　58.52％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 社会教育事業（再掲） 教育委員会
各種団体補助・地域力強化プラン
事業・ふるさとラーニング推進事業
他

継続

2
生涯学習推進事業
（再掲）

教育委員会
生涯学習事業に係る広報を含めた
周知活動

継続

3
沓形保育所運営管理事業
（再掲）

くらし支援課 沓形保育所運営管理 継続

4
仙法志保育所運営管理事
業（再掲）

仙法志支所 仙法志保育所運営管理 継続

事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

アクションプラン１０：　「地域経済に寄与できる町外企業の誘致・支援に取り組みます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 27.08％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　37.5％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

　アクションプラン１１：
　「企業・継業も含め、意欲を持って働ける仕事の創出、就労支援を進めます。」

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 31.63％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　34.85％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

アクションプラン１２：　「これまで以上に生き生きと女性が活躍できる環境を作ります。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 32.01％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　31.82％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

事業名 所属課

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン9「既存産業や次世代産業の育成支援に努めます。」に掲載

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　68.94％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
沓形保育所運営管理事業
（再掲）

くらし支援課 沓形保育所運営管理 継続

2
教員住宅整備事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した教員住宅の計画的な解
体や建設

継続

3
沓形小学校校舎改築事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した沓形小学校の校舎棟改
築

継続

4
交流促進施設改修事業（冷
温水器）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

5
交流促進施設改修事業
（SD扉）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

6
交流促進施設改修事業（外
壁・舞台）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

7
教職員PC入れ替え事業
（再掲）

教育委員会 町内各学校教職員PC更新 継続

8
社会教育事業
（再掲）

教育委員会
各種団体補助・地域力強化プラン
事業・ふるさとラーニング推進事業
他

継続

9
体育振興事業
（再掲）

教育委員会
スポーツ教室・各スポーツ少年団活
動費補助金など

継続

10
生涯学習推進事業
（再掲）

教育委員会
生涯学習事業に係る広報を含めた
周知活動

継続

11
体育施設管理運営事業
（再掲）

教育委員会 体育施設の運営及び維持管理 継続

今後の方針事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 46.02％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　25.76％アクションプラン１３：　「子どもから青少年までが健全に育つ環境を整備します。」

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　62.31％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
定住対策人材育成
事業

まちづく
り

政策課

協力隊員の任期終了後の
進路に係る研修等の実
施。公営塾での自己実現・
学力向上、人材育成を図
る。

・協力隊員定着率：0.8
・希望進路達成率：0.8
・利尻高校学級数維持：6
・公営塾利用生徒の地元定
着数（Uターン含む）：1

・協力隊員定着率：0.75
・希望進路達成率：1
・利尻高校学級数維持：5
・公営塾利用生徒の地元定
着数（Uターン含む）：0

・地域おこし協力隊の任期中から
定期的に研修等支援を行うことで、
任期終了後の当町への定着率向
上を図ることができる。また転出と
なった場合でも当町と有機的な関
係構築ができる。
公営塾を利用した生徒が、将来利
尻に対する愛着等によりUターンす
る、又は利尻に繋がりを持ち続け
る人材が増え、地域活性化に繋が
る。

継続

2
未来創生ビジョン事業
（再掲）

まちづくり
政策課

まちひとしごと創生推進計画管理・
総合計画管理・地域おこし企業人
交流推進事業

継続

3
教員住宅整備事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した教員住宅の計画的な解
体や建設

継続

4
沓形小学校校舎改築事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した沓形小学校の校舎棟改
築

継続

5
交流促進施設改修事業（冷
温水器）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

6
交流促進施設改修事業
（SD扉）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

7
交流促進施設改修事業（外
壁・舞台）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

8
博物館施設管理事
業

博物館
博物館施設維持管理(人件
費など)

・現施設の現役化：◯
・未整理区画の整理・効率
化：記載なし

・現施設の現役化：◯
・未整理区画の整理・効率
化：残数7区画

・既存施設の長寿命化が期待され
るほか、器としての再活用を行うこ
とで、（1）来館者および所蔵資料の
より安全な利用および保管、（2）検
索・分類の効率化による調査や共
有化などの学芸機能の向上、な
ど、施設の機能面での向上も期待
される。

継続

9
博物館資料管理事
業

博物館
博物館資料・標本管理・
データーベース作成

・登録資料累積点数：13.8
万点
・累積データベース数（カテ
ゴリ・コレクション別）：29
・利礼関連文献資料（累積
点数）：1000

・登録資料累積点数：14.3万
点
・累積データベース数（カテゴ
リ・コレクション別）：51
・利礼関連文献資料（累積点
数）： 1120

・資料・標本類の収集や既存資料
の登録管理作業を進めることで、
体系的かつ効率的な資料収集が
可能となるほか、検索や活用の範
囲も広がることで、利尻島をより深
く学ぶ手段を得ることができる。

継続

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

アクションプラン１４：　「地域に愛着・誇りを持てる、特色ある教育活動を進めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 39.58％
現状の満足度（やや不満+全く不満）  27.08％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

旧校舎の活用などで資料保管の狭隘
化解消が進んだほか、感染症対策に
より管理業務の刷新・見直しが行わ
れた。

順調に資料登録の追加を行うことが
できたほか、あらたに写真資料の管
理システムによる登録も開始された。

地域おこし協力隊については、令和２
年度任期満了等により退任した４名
の内３名が当町に残り起業・就業し
た。公営塾については、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響もあり、新
入生等への入塾についての周知が
満足に出来なかったが、オンラインを
活用した学習支援を実施。次年度も
新型コロナウイルス感染症の状況を
見ながらオンラインの活用や各生徒
へのニーズに合わせたカリキュラム
の実施等を行い効率的・効果的に事
業の推進を図りたい。

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

10 博物館調査事業 博物館
博物館　利尻研究発行・調
査

・調査に基づく発表・出版12
本／年

・調査に基づく発表・出版18
本／年

・資料の調査を行うことで、（1）資
料の位置付けをよりはっきりとさせ
（→資料管理事業）、（2）資料の付
加価値や情報量を増加させる（→
共有化事業）ことに、貢献する。さ
らに、これらの成果は、博物館の
信頼度を高め、より価値の高い資
料・情報の収集にも好影響を与え
ることで、質の高い博物館の利用
をもたらす。

継続

11 博物館共有化事業 博物館
博物館　展示作成・常設展
示改訂・移動展示・普及活
動等

・観察会・調査会など：○
・HPへの資料情報追加：サ
ンプル作成

・観察会・調査会など：○
・HPへの資料情報追加：○

・これまで当館にどのような資料や
標本があるのか、一般利用者が知
る手段は少なかったため、単に展
示閲覧や地元での普及活動に参
加するしか、博物館との接点は受
動的なものが多かった。そこで、こ
れからの10年ではより資料との接
点がつながるような活動（資料情
報の公開やレファレンス、一次資
料を中心とした展示活動、など）を
行うことで、博物館との接し方の利
用者の認識を変化させ、自ら考
え、探求するおもしろさを知る利用
方法を提供することで、より能動的
に深く利尻島を理解することが可
能になると予想される。

継続

12 博物館保全事業 博物館
博物館　固有種、外来種、
山岳問題調査、防除会協
力、傷病鳥獣保護

・現況把握・調査：○
・保全活動への協力・普及
啓蒙：○
・傷病鳥獣保護：○

・現況把握・調査：○
・保全活動への協力・普及啓
蒙：○
・傷病鳥獣保護：○

・島内外の誰もが認める本島の自
然の価値は、利尻島民が後世に伝
えなくてはならないものであるにも
拘らず、その保全については二の
次になっていることが多い。地元で
あれば知っていて当然の基礎的情
報取得や蓄積を更に進めるほか、
自然保護意識の再確認を本事業
に関わるすべての人が得ること
で、はじめて利尻の自然の素晴ら
しさを内外の方たちにも発信するこ

継続

13
これからの博物館に
関する事業

博物館

通年開館体制・常設展示
改訂・新施設検討・これか
らの博物館改訂版作成な
ど

新施設の検討：計画候補の
リストアップ

・新施設の検討（計画候補の
リストップ）：○

・地域の資料・標本を将来に残す
アーカイブ施設として「第二世代の
博物館」を再構築することで、これ
までの資料の保管管理、それらを
活用した展示や共有化をさらに進
めることができる。ソフト的な改善
や準備を現施設で進めることで、
老朽化した施設の次の施設につい
ての準備を進めることにもつなが
る。

継続

14
北海道遺産に関す
る事業

博物館
運営団体協力・調査リスト
づくり・観光サイドへの情報
提供・共有

・運営団体への参画：○
・現況調査・リスト作り：調査
・活用実績（レファレンス、
展示）：○

・運営団体への参画：コロナ
禍で×
・現況調査・リスト作り（調査・
報告）：○
・活用実績（レファレンス、展
示）：○

・関連分野における博物館資料の
活用が、教育分野以外でも行われ
ることで、相対的な教育効果の向
上および観光業への貢献などが期
待される。

継続

15 社会教育事業（再掲） 教育委員会
各種団体補助・地域力強化プラン
事業・ふるさとラーニング推進事業
他

継続

16 図書事業（再掲） 教育委員会
図書管理事業・ブックスタート事業
など

継続

17 体育振興事業（再掲） 教育委員会
スポーツ教室・各スポーツ少年団活
動費補助金など

継続

コロナ禍で調査活動に大きな影響が
でた一方、節目となる利尻研究40号
が無事発刊された。

コロナ禍による来館者減少のほか、
観察会などの普及活動が大きな影響
を受け、新しい共有活動の模索を行
なった。

コロナ禍で調査ができなかったものも
あるが、外来種防除などの活動は順
調に実施することができた。

「方向性」では"資料の保全施設"と
位置づけ、「ハード」では新施設以外
の可能性、立地、管理、区画配置、災
害対応、など様々な選択肢がメリッ
ト・デメリットとともにリスト化された。

文化財調査委員との現地調査により
町内の遺産確認を行い、遺産マップ
の作成を行なった。未調査地区も残
されるため、次年度以降も調査につ
いては継続予定である。

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン2「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　67.23％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 統計調査事業（再掲）
まちづくり
政策課

各種統計調査・土地利用規制等対
策

継続

2
教員住宅整備事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した教員住宅の計画的な解
体や建設

継続

3
沓形小学校校舎改築事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した沓形小学校の校舎棟改
築

継続

4
交流促進施設改修事業（冷
温水器）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

5
交流促進施設改修事業
（SD扉）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

6
交流促進施設改修事業（外
壁・舞台）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

7
教職員PC入れ替え事業
（再掲）

教育委員会 町内各学校教職員PC更新 継続

8 社会教育事業（再掲） 教育委員会
各種団体補助・地域力強化プラン
事業・ふるさとラーニング推進事業
他

継続

9 図書事業（再掲） 教育委員会
図書管理事業・ブックスタート事業
など

継続

10
生涯学習推進事業
（再掲）

教育委員会
生涯学習事業に係る広報を含めた
周知活動

継続

11 体育振興事業（再掲） 教育委員会
スポーツ教室・各スポーツ少年団活
動費補助金など

継続

今後の方針事業名 所属課 事業内容
2019

年度目標
2019

年度実績
想定する事業効果・成果等 2019年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

アクションプラン１５：　「教育環境の充実を図ります。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 41.29％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　28.03％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン2「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　　61.17％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
定住対策人材育成事業
（再掲）

まちづくり
政策課

協力隊員の任期終了後の進路に
係る研修等の実施。公営塾での自
己実現・学力向上、人材育成を図
る。

継続

2
未来人材育成事業
（再掲）

まちづくり
政策課

宗谷フレッシュネットワーク事業・劇
団四季協力事業・公演費用など

継続

3
地域活性化推進事
業

まちづく
り

政策課

地域活性化推進事業補
助・活性化協議会運営補
助・島の駅管理運営事業

・海藻押し葉体験会参加
者：
60人
・補助金活用団体数：10団
体

・海藻押し葉体験会参加者：
14人
・補助金活用団体数：2団体

・町内団体等を支援することで、自
主的に事業を実施出来る町内団
体及び町民の育成ができ、地域活
性化の促進に繋がる。

継続

4
未来創生ビジョン事業
（再掲）

まちづくり
政策課

まちひとしごと創生推進計画管理・
総合計画管理・地域おこし企業人
交流推進事業

継続

5
教員住宅整備事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した教員住宅の計画的な解
体や建設

継続

6
沓形小学校校舎改築事業
（再掲）

教育委員会
老朽化した沓形小学校の校舎棟改
築

継続

7
交流促進施設改修事業（冷
温水器）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

8
交流促進施設改修事業
（SD扉）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

9
交流促進施設改修事業（外
壁・舞台）（再掲）

教育委員会 交流促進施設設備の維持管理 継続

10
教職員PC入れ替え事業
（再掲）

教育委員会 町内各学校教職員PC更新 継続

11 社会教育事業（再掲） 教育委員会
各種団体補助・地域力強化プラン
事業・ふるさとラーニング推進事業
他

継続

12 体育振興事業（再掲） 教育委員会
スポーツ教室・各スポーツ少年団活
動費補助金など

継続

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

アクションプラン１６：　「意欲的に社会参画できる人材育成を進めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 30.49％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　30.87％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

令和2年度は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大により、イベント等の
事業実施が難しい状況であったこと
から補助金の活用団体は2団体と
なった。しかしながら、引き続き本補
助金を実施することで町民団体等の
育成を推進する。海藻押し葉普及事
業についてもコロナの影響により少
人数での開催を実施。親子で海藻押
し葉体験を実施し14名の参加者と
なった。参加者は少なかったものの
海藻押し葉の普及と共に親子のふれ
あいの機会を創出することができた。
令和3年度も引き続き実施していく。

アクションプラン8「基幹産業（漁業・観光業）における担い手獲得・育成支援を行います。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン14「地域に愛着・誇りを持てる、特色ある教育活動を進めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン2「安心して出産し、子育てができる環境をつくります。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　61.74　％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
定住対策人材育成事業
（再掲）

まちづくり
政策課

協力隊員の任期終了後の進路に
係る研修等の実施。公営塾での自
己実現・学力向上、人材育成を図
る。

継続

2
若者創作活動施設運営管
理事業（再掲）

教育委員会
若者創作活動施設「利尻大志館」
管理

継続

3 図書事業（再掲） 教育委員会
図書管理事業・ブックスタート事業
など

継続

4
生涯学習推進事業
（再掲）

教育委員会
生涯学習事業に係る広報を含めた
周知活動

継続

5 体育振興事業（再掲） 教育委員会
スポーツ教室・各スポーツ少年団活
動費補助金など

継続

2020
年度目標

2020
年度実績

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

事業名 所属課 事業内容

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 29.36％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　37.88％

アクションプラン１７：
「町民サービス等の充実・効率化を図るための人材育成等に努めます。」

アクションプラン14「地域に愛着・誇りを持てる、特色ある教育活動を進めます。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン2「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　 67.42％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 地域支援事業（再掲） くらし支援課 地域における包括的な支援 継続

2
成人保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
成人向け各種検診・各種学習・講
演会の開催

継続

3
ふるさと応援事業
（再掲）

まちづくり
政策課

広報りしり発行・島自慢カレンダー
作成・ふるさと応援寄付・利尻町サ
ポーターズ募集

修正

4
地域活性化推進事業（再
掲）

まちづくり
政策課

地域活性化推進事業補助・活性化
協議会運営補助・島の駅管理運営
事業

修正

5
未来創生ビジョン事業
（再掲）

まちづくり
政策課

まちひとしごと創生推進計画管理・
総合計画管理・地域おこし企業人
交流推進事業

継続

6 統計調査事業（再掲）
まちづくり
政策課

各種統計調査・土地利用規制等対
策

継続

7
地域情報通信基盤整備事
業（再掲）

総務課
総合行政イントラ運営事業・地上デ
ジタル放送運営事業・地位情報イン
トラ運営事業

継続

8 災害対策事業 総務課 災害対策事業に係る
・避難訓練の実施：実施
・備蓄品管理・整備：実施

・避難訓練の実施：未実施
・備蓄品管理・整備：実施

・津波等震災時における住民への
できる限りの安全確保が可能とな
る。計画的に随時整備を進めるも
のとする。
・救急ヘリ搬送・ドクターヘリ搬送の
際、使用するヘリポートの管理運
営費を計上し、住民が安心して生
活できる離島地域医療の必須経費
といえる。

継続

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

ミッション３：[共に助け合うコミュニティを育む]

        アクションプラン１８：
        「地域のつながりにより、全ての人々が安心して暮らしていけるように支援します。」

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 44.13％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　28.98％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

避難訓練は、2020年度未実施。
備蓄品の期限切れ等の確認を実施
し、適正な数量の維持に努める必要
があるため、継続して実施する。

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン16「意欲的に社会参画できる人材育成を進めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　 67.80％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 地域支援事業（再掲） くらし支援課 地域における包括的な支援 継続

2
成人保健対策事業
（再掲）

くらし支援課
成人向け各種検診・各種学習・講
演会の開催

継続

3
病院医療機械器具整備事
業（再掲）

病院 医療機械機器整備更新 継続

4
病院施設改修事業
（再掲）

病院 病院施設改修 継続

5
島内医療体制検討事業
（再掲）

病院
島内医療体制検討事業　外部人材
活用

継続

今後の方針事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

アクションプラン１９：　「お互いに見守り、声を掛け合える地域づくりに努めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 45.46％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　27.08％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

アクションプラン3「適切な医療が受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療が受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療が受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン7「安心して健やかに生涯を利尻町で過ごせる環境づくりに努めます。」に掲載

アクションプラン3「適切な医療を受けられる体制を整えます。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　72.35％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
地域情報通信基盤整備事
業（再掲）

総務課
総合行政イントラ運営事業・地上デ
ジタル放送運営事業・地位情報イン
トラ運営事業

継続

2
環境エネルギー推進事業
（再掲）

総務課
再生可能エネルギー設備維持保
守・整備・再生可能エネルギー普及
推進・バイオマス調査事業

継続

3 災害対策事業（再掲） 総務課 災害対策事業に係る 継続

4 廃屋処理事業（再掲）
まち環境
整備課

廃屋等処理・広報周知・要綱改正 継続

5 小規模治山事業（再掲）
まち環境
整備課

河川排土処理・事務管理など 継続

6
道路新設改良事業
（再掲）

まち環境
整備課

種富9号線道路改良工事・仙法志
市街3号線道路改良工事・仙法志
鬼脇防雪柵事業・橋梁補修事業な
ど

継続

7
公営住宅管理事業
（再掲）

まち環境
整備課

公営住宅屋根葺替工事・住宅内外
部修繕・団地内住宅路補修・住宅
内外の維持管理

継続

8 船揚場整備事業（再掲）
まち環境
整備課

久連地区船揚場（波除堤）測量調
査一式
嵩上げ（改良）L=80ｍ

継続

9 漁港管理事業（再掲）
まち環境
整備課

漁港施設の維持管理・船揚場施設
の管理・海岸保全など

継続

10 港湾管理事業（再掲）
まち環境
整備課

港湾施設維持管理・沓形港ボーデ
ンブリッジ維持管理
みなとオアシス運営など

継続

11 沓形港整備事業（再掲）
まち環境
整備課

○直轄事業　岸壁（-7.5ｍ）耐震
付属工　一式
○町事業　物揚場（第一岸壁）　防
風柵1基　など

継続

12
（国直轄）仙法志漁港整備
事業（再掲）

まち環境
整備課

旧南防波堤防（改良）上部工外一
式など

継続

13
(道事業)漁港漁場機能保
全事業（再掲）

まち環境
整備課

新湊漁港船揚場（改良）　L＝50ｍ
他

継続

14
(道事業)海岸保全対策事
業（再掲）

まち環境
整備課

長浜海岸護岸整備事業・仙法志漁
港海岸保全対策事業他

継続

15
病院職員宿舎建設事業
（再掲）

病院
職員宿舎を建設し、医療従事者の
確保を図る。

廃止

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

         アクションプラン２０：　「災害に強い社会基盤整備を進めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 39.21％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　29.17％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

アクションプラン3「適切な医療が受けられる体制を整えます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン18「地域のつながりにより、全ての人々が安心して暮らしていけるように支援します。」に掲載

アクションプラン1「空家や老朽化住宅などの対策に総合的に取り組みます。」に掲載

アクションプラン6「町の自然環境の保護・整備を行います。」に掲載

アクションプラン5「適切な公共交通と完全に通行できる道路環境の整備・維持に努めます。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　69.70％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 災害対策事業（再掲） 総務課 災害対策事業に係る 継続

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　 72.73％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
消防力強化事業（火
災・消防署）

消防署
ホース・呼吸器・ボンベ・消
防学校入学・ポンプ車更新
など

・総合訓練実施回数：2
・消防学校警防科派遣者
数：1
・消防学校幹部科派遣者
数：記載なし
・車両及び資機材整備率：
100％

・総合訓練実施回数：記載な
し
・消防学校警防科派遣者数：
記載なし
・消防学校幹部科派遣者数：
記載なし
・車両及び資機材整備率：記
載なし

・個人・組織のレベルアップ、少人
数での有効な消火活動により被害
を軽減させる。また、車両及び資機
材、装備の充実強化により更なる
消防力強化が図られる。 継続

2
消防力強化事業（火
災・消防団）

消防署
消防演習・ゴーグル・防火
衣・ホース整備など

・訓練実施回数：1
・消防学校幹部教育派遣者
数：記載なし
・車両及び資機材整備率：
100％
・消防団員数：118

・訓練実施回数：0
・消防学校幹部教育派遣者
数：記載なし
・車両及び資機材整備率：
100%
・消防団員数：112

・消防団の資機材及び個人装備が
充実されることにより、消防力強化
が図られる。

継続

3
消防力強化事業（自
然災害・消防署）

消防署
道北広域応援訓練・野営
訓練・資機材搬送車など

・訓練実施回数：2
・車両及び資機材整備率：
100％（2028年度目標値）

・訓練実施回数：0
・車両及び資機材整備率：記
載なし

・車両及び個人装備が充実される
ことにより、自然災害発生時の対
応力が向上する。

継続

4
消防力強化事業（自
然災害・消防団）

消防署
現地教育訓練・排水ポン
プ・エンジンカッターなど

・訓練実施率（3年に1回）：
―
・車両及び資機材整備率：
100％

・訓練実施率（3年に1回）：―
・車両及び資機材整備率：
100%

・個人及び組織のスキルアップ、資
機材整備により、自然災害発生時
の対応力が向上する。

継続

5
救急救助用資機材
整備事業

消防署
AED・三連梯子・静脈路確
保訓練用資材など

・車両及び資機材整備率：
100％

・車両及び資機材整備
率:100%

・各種資器材が整備されることによ
り、より高度で迅速な活動を行える
ため、救命率の上昇、職員のスキ
ルアップが見込まれる

継続

6

救助体制強化事業
（火災・交通事故・高
所・低所救助）

消防署
火災訓練・交通事故訓練・
消防学校派遣など

・火災救助訓練実施数
（年２回）：2
・交通事故合同救助訓練実
施数（署・富士支署）：1
・救助事例研究会出席数：1
・消防学校救助科派遣数：1

・火災救助訓練実施数　（年
２回）：2
・交通事故合同救助訓練実
施数（署・富士支署）：1
・救助事例研究会出席数：0
・消防学校救助科派遣数：0

・各種訓練の実施・研究会出席・救
助科派遣これらが満たされることで
火災救助、交通事故救助、高所・
低所救助時の要救助者救出体制
が強化される。

継続

2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

現状の満足度（十分満足+まあ満足） 39.77％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　31.25％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

        アクションプラン２２：　「火災や救急に対する体制強化を進めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 50.57％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　23.30％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等

機材については、計画的に更新され
ており充実強化が図られている。
総合訓練を含めた各種訓練を実施し
ており、個人・組織のレベルアップの
ため今後も継続して実施する。

計画的に更新する消防ホース等、資
機材の充実強化が図られている。模
擬火災出動訓練は、新型コロナウイ
ルス感染防止措置のため中止となっ
たが、次年度以降はコロナの状況を
見定め、消防力の強化を図りたい。

コロナウイルスの影響により広域応
援訓練は中止となったが、引き続き
訓練への参加、資機材の整備等を充
実させ自然災害に対する消防力の強
化を図りたい。

チェーンソー等、自然災害に対応する
ための資機材を整備することが出来
た。2019年度の現地教育訓練に引き
続き、2022年度に予定の現地教育訓
練の中でも様々な訓練を通じ、自然
災害への消防力強化を図る。

資機材が計画どおり整備されており、
充実強化が図られている。

各種訓練の実施、資機材の整備によ
り、訓練内容が充実している。コロナ
の影響により事例研究会への参加、
学校派遣については中止となった
が、引き続き救助体制の強化を図り
たい。

       アクションプラン２１：　「自然災害などへの自主防災力の向上を図ります。」

アクションプラン18「地域のつながりにより、全ての人々が安心して暮らしていけるように支援します。」に掲載
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

7
救助体制強化事業
（山岳・水難救助）

消防署
登山訓練、都市型救助訓
練、都市型救助資機材整
備など

・登山訓練実施数：1
・消防学校都市型救助課程
派遣数：1
・資機材整備率：100％

・登山訓練実施数：0
・消防学校都市型救助課程
派遣数：0
・資機材整備率：100％

・各種訓練・資機材整備・都市型救
助課程派遣・研修会参加これらが
満たされることで、山岳救助・水難
救助時の要救助者救出体制が強
化される。

継続

8
救急救命士養成事
業

消防署 救急救命士養成所派遣

・救急救命士取得数：15（目
標）

・救急救命士取得数：8（実
績）

・全ての救急隊員が救急救命士資
格を取得することで、活動の質が
向上し、より高度で迅速な救命活
動にあたることができ、
救命率が向上する。 継続

9 救急隊員育成事業 消防署
道北ドクターヘリ事例検討
会・救急隊員教育訓練など

・各種研修会参加回数：3 ・各種研修会参加回数：0 ・各種研修会へ参加することにより
事例件数が少ない状況でも様々な
事例を考えることができ、救急隊員
間で共有することにより現場での
対応に活かすことが出来る。

継続

10 応急手当普及事業 消防署
救命講習会実施・講習会
資機材購入・普及活動など

・新規講習会実施事業所
数：10
・講習会継続率：80％
・救急の日救命講習会参加
人数：10

・新規講習会実施事業所数：
0
・講習会継続率：0％
・救急の日救命講習会参加
人数：0

・応急手当が普及されることで、救
急車到着までの間の応急手当や
心肺蘇生が行われる事案が増え、
救命率の向上につながる。 継続

11 予防要員育成事業 消防署 各種研修会参加

・火災調査科：―
・予防査察科：1
・予防技術検定：1
・各種研修会参加回数：2

・火災調査科：―
・予防査察科：0
・予防技術検定：0
・各種研修会参加回数：1

・各種研修会への参加および消防
学校へ派遣することにより、専門的
な知識を習得し予防業務体制を充
実する事が出来る。 継続

12 防火団体育成事業 消防署
少年消防クラブ交付金・女
性防火クラブ交付金など

・予防啓発運動（防火管理
協会）：4

・予防啓発運動（女性防火
クラブ）：4

・予防啓発運動（少年消防
クラブ）：6

・予防啓発運動（防火管理協
会）：記載なし
・予防啓発運動（女性防火ク
ラブ）：
記載なし
　 防火教室・新年防火の集
い
・予防啓発運動（少年消防ク
ラブ）：記載なし

・地域住民の生命、身体、財産を
守るために、各種事業を行うことで
防火団体会員・クラブ員の防火意
識の高揚を
図り、予防啓発活動をとおして、そ
れぞれの立場から火災予防の重
要性を訴え、火災を未然に防ぐこと
が出来る。

継続

13
防火防災意識向上
支援事業

消防署
火災予防運動・一般査察・
避難訓練など

・火災発生件数：0件 ・火災発生件数：0件 ・地域住民の生命、身体財産を火
災から守るために、様々な角度か
ら予防啓発運動を実施し火災予防
の重要性を訴えることにより、住民
の防火防災意識の高揚が図られ
る。また、一般家庭の防火点検を
行うことにより、火災になり得る家
庭内の危険を排除し、家庭内から
の出火のリスクを低減する事が出
来る。

継続

資機材も整備され、訓練内容が充実
してきている。引き続き、学校派遣及
び訓練の実施、関係機関との連携強
化を図る必要がある。

2020年度は養成なし。2021年度、
2022年度に1名ずつ養成予定である
が、救急活動の質を向上させるため
にも、継続的に救命士を養成する必
要がある。現場運用救命士の確保も
必須であり、計画的に養成をしていき
たい。

研修会に参加し、その内容を組合内
の事例検討会で情報提供するなど、
隊員間での情報共有が図られてい
る。やはり事例件数が少ない状況で
あることから、引き続き各種研修会へ
の参加は必要と思われる。

コロナの影響により、軒並み救命講
習会は中止となった。町民に応急手
当の重要性を理解してもらうため、引
き続き開催の工夫をしながら救命率
向上を目指す。

研修会への参加は計画通りであった
が、コロナウイルスの影響により学校
派遣、予防技術資格者の養成につい
ては次年度以降の計画に持ち越しと
なった。引き続き予防業務体制の強
化を図っていきたい。

各事業を通して、予防意識が高まっ
た。

火災は0件であった。新型コロナウイ
ルス感染拡大防止措置のため、一般
査察の実施率は減少したが、広報や
避難訓練等を通じ防火防災意識の向
上は図ることが出来た。
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

14
消防用設備等違反
是正事業

消防署 立入検査

・消防用設備等の未設置：0
件
・消防用設備等の適正な維
持管理：100％

・消防用設備等の未設置：8
件
・消防用設備等の適正な維
持管理：90％

・消防用設備等を適切に配置、適
度な維持管理を行うことにより、万
が一の火災発生時にも地域住民
の生命、財産を守る事ができる。

継続

15
消防施設整備事業
（サイレン撤去）

消防署
分遣所サイレン撤去・サイ
レン保守点検委託

・サイレン撤去：―
・サイレン柱撤去：1

・サイレン撤去：―
・サイレン柱撤去：0

・不要な施設の撤去により、将来起
こりうる施設の維持管理不足によ
る事故の回避 継続

16

消防施設整備事業
（防火水槽維持管
理）

消防署
消火栓箱作成・給水バル
ブ交換など

・給水バルブ交換工事：1
・防火水槽移設工事：―

・給水バルブ交換工事：1
・防火水槽移設工事：―

・消防水利を維持管理し、火災に
備える。 継続

17
消防施設整備事業
（消防庁舎・格納庫）

消防署
格納庫外装屋根改修・
シャッター取替など

・格納庫外壁取替：1
・格納庫シャッター取替：1
・格納庫屋根葺き替え：―
・ホームタンク取替：1

・格納庫外壁取替：1
・格納庫シャッター取替：1
・格納庫屋根葺き替え：―
・ホームタンク取替：1

・消防活動の拠点のなる施設整備
の充実強化を図り消防団が安全に
活動でき住民の安全安心を図る。 継続

18
消防署管理運営事
業

消防署 人件費など
― ― ―

継続

19
消防本部の体制強
化

消防本
部

消防本部負担金

・職員の増員（1名）：6 ・職員の増員（1名）：6 ・消防本部職員を１名増員すること
により消防本部の体制強化が図ら
れる。 継続

設備未設置件数0を目指し、更なる指
導が必要である。前年比では改善の
成果がみられていないため、引き続
き指導徹底を図る。

・落下による不慮の事故を回避する
ため、サイレン本体を撤去実施。コン
クリートポールが残っているため継続
事業とした。

・適宜、防火水槽の整備維持管理を
実施し、火災に備えることが出来た。

・消防活動の拠点施設は毎年計画的
に更新されており、消防団が安全に
活動でき、地域住民の安心安全を守
ることが出来る。

―

2019年度に職員１名増員により体制
強化が図られてから、特に変わりな
し。※2020年度事務職員１名退職。
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2020
年度実績

基本
理念

行動指
針 事業名 所属課 事業内容

2020
年度目標

想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 今後の方針

まちづくり町民会議からの評価

事業の評価 委員からの意見(コメント）
備　考

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　　64.02％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1
消費生活相談広域化事業
（再掲）

まち産業
推進課

消費生活相談窓口設置・広報・巡
回相談・出前講座

継続

2
LED照明導入促進事業
（再掲）

総務課 LED照明設備等リース・保守 継続

＜町民アンケート結果＞
令和元年度実施

重要度（非常に重要+重要）
　69.51％

＜今後の方針＞
1.事業内容の見直し（改善）
2.事業の継続
3.事業の中止
4.事業の完了

事業の評価 委員からの意見（コメント）

1 災害対策事業（再掲） 総務課 災害対策事業に係る 継続

2
海岸漂着物等対策事業
（再掲）

まち環境
整備課

漂着木造船解体・漂着流木回収・
処理一式

継続

3
船揚場整備事業
（再掲）

まち環境
整備課

久連地区船揚場（波除堤）測量調
査一式
嵩上げ（改良）L=80ｍ

継続

今後の方針

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

今後の方針

事業名 所属課 事業内容
2020

年度目標
2020

年度実績
想定する事業効果・成果等 2020年度内部評価 備考

まちづくり町民会議からの評価

　　　　アクションプラン２３：　「防犯・再犯対策の取り組みを進めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 47.73％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　19.89％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

　　　　アクションプラン２４：　「交通・海難などの事故防止に努めます。」
現状の満足度（十分満足+まあ満足） 47.92％
現状の満足度（やや不満+全く不満）　20.46％

＜事業評価＞
1.　有効であった　　2.有効とはいえない

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン6「町の自然環境の保護・整備を行います。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載

アクションプラン18「地域のつながりにより、全ての人々が安心して暮らしていけるように支援します。」に掲載

アクションプラン4「暮らしやすい良好な生活環境を確保します。」に掲載
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