令和２年度末
第２期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

枝幸町ふるさと創生総合戦略
進捗状況と効果検証

＜基本目標１＞

住みたい・住み続けたい“まちづくり”

１．結婚・子育て・定住×まちづくり
（1）結婚支援
重要業績評価指標（KPI）
地域交流イベント・婚活イベントの参加者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
34 人（Ｈ30）
50 人（毎年）
0 人（イベント実施回数 0 回）
令和元年 11 月に商工会青年部事業により「縁結びツアー」を実施しているが、令和２年度
R2 効果検証
においては新型コロナウイルス感染拡大の影響によりイベントは実施されていない。
婚活イベント・結婚支援組織を通じた婚姻件数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
5 件（R6）
0件
上記ツアーによって婚姻に至っている情報は無く、町内においても商工会青年部の活動のほ
R2 効果検証
かには結婚支援団体としての大きな動きも無い状況にある。
具体的な施策
出会いの場の創出
※継続事業
※新規事業

◆地域交流・婚活イベントの実施

結婚支援組織の運営支援
◆結婚支援団体の運営支援

（2）妊娠・出産支援
重要業績評価指標（KPI）
乳幼児健康診査受診率
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
全年齢 96.3％（Ｈ30）
全年齢 100％（Ｒ6）
99.0％
新型コロナウイルス感染拡大の影響により健診が行えない月もあったが、訪問対応や日程変
R2 効果検証
更により対応した。受診率は全年齢 99.0％と基準値よりも高く目標値に近づいた。未受診の
場合も訪問対応により全対象に関われている。
乳児家庭全戸訪問実施率
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
94.4％（Ｈ30）
100％（Ｒ6）
100％
新生児訪問等と合わせて全ての対象に訪問することが出来ている。出生数は減少している
R2 効果検証
が、ハイリスク妊婦として関わる妊婦は一定数いるので、妊娠期より関わり出産後の育児をス
ムーズに行えるよう、支援していく。
母親学級の参加率
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
30.8％（Ｈ30）
40％（Ｒ6）
15.4％
母親学級のターゲットとなる初妊婦が少ない上、教室自体が年 2 回のところ 1 回中止とな
り、その 1 回も参加することに不安（コロナの関係）を感じた妊婦もいて、参加率は 15.4％と
低くなっている。新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止された産後ケア事業への参加
R2 効果検証
希望は高く、妊娠中の仲間づくりや知識を得る場を求められている。より安心して参加できる
母親学級を実施し、切れ目なく支援できる体制を構築する。
具体的な施策
母子保健事業の充実
※継続事業
※検討事業

◆母子健康手帳交付時の相談指導

◆妊婦・乳幼児健診

◆乳児家庭訪問

◆ハイリスク妊婦保健指導

◆産後ケア事業 ◆母親学級 ◆離乳食・親子料理教室 ◆出産交通費助成 ◆不妊治療費等助成

子育て支援
◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）
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（3）育児・子育て支援
重要業績評価指標（KPI）
枝幸町は子育てをしやすい「まち」だと思う割合
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
指標名
そう思う・どちらかというと そう思う・どちらかというと
そう思う割合 59.3％（Ｈ30） そう思う割合 90.0％（Ｒ6）
令和 5 年 3 月末に枝幸幼稚園が閉園した後も質の高い幼児教育を提供していくため、現状
の課題整理、今後の施設のあり方と方向性を示す「認定こども園基本構想」を令和 2 年 10 月
R2 効果検証
に策定した。基本構想では、枝幸保育所及び枝幸幼稚園の入所見込数を根拠として、公立の幼
保連携型認定こども園を新たに建設し、令和 5 年 4 月より開設することとして、既に建設工
事に係る基本設計を策定済である。
子育てナビ登録者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
143 人（Ｈ30）
300 人（Ｒ6）
201 人
新型コロナウイルス感染拡大に伴う各施設の閉開所状況の情報や、各種子育てサービスに関
する情報発信を行った。近年は登録者数が微増であったが、令和 2 年度においては登録者数が
R2 効果検証
前年度比 30％程度増加となっている。子育て中の保護者に対して即時性がある情報発信ツー
ルとして、子ども・子育てに関する情報を適切に提供している。
ファミリーサポートセンター会員数・援助活動数
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
指標名
会員数 110 人
会員数 124 人
会員数 76 人
援助活動数 550 件（毎年）
援助活動数 176 件
援助活動数 436 件（Ｈ30）
新型コロナウイルス感染拡大に伴う援助活動の制限により、活動数は減少したものの、依頼
R2 効果検証
会員の加入申込については前年度比 20％程度増加となっている。
保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付事業を通じた就業者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
2 人（Ｒ6）
保育教諭を育成・確保する環境を整えることにより、質の高い幼児教育・保育及び持続的な
R2 効果検証
子育て支援の充実に資するため、養成施設等を卒業後、１年以内に保育教諭として枝幸町に勤
務を希望する学生を対象に修学資金の貸付けを行う「保育教諭修学資金貸付制度を創設した。
多世代交流イベントの参加者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
561 人（Ｈ30）
600 人（毎年）
178 人
新型コロナウイルス感染対策に伴う閉館や自粛の影響により、事業の中止・規模を縮小した
イベントの開催を余儀なくされ、イベント参加者数が大幅に減少したが、公式 HP や各 SNS
R2 効果検証
を活用した情報発信を行い、町内外の利用者への認知度を高め、さらなる施設利用の活性化が
期待される。
具体的な施策
保育環境の整備と負担軽減
※継続事業
※新規事業
※見直し事業
※検討事業

◆延長保育・一時保育 ◆地域子育て支援センター ◆多子世帯保育料軽減支援
◆南宗谷子ども通園センター ◆幼児教育・保育の無償化 ◆認定こども園基本構想

保育資格者育成・確保
◆保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付制度

地域子育て支援の充実と多世代交流の促進
◆放課後児童クラブ ◆放課後子ども教室 ◆ファミリーサポートセンター
◆「歌種」
「にじの森」を活用した多世代交流の促進

子育て支援
◆子育てナビによる情報発信 ◆出生祝金 ◆子育てブックスタート ◆子育て応援助成
◆ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費用助成 ◆子育て支援予防接種費用助成 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）【再掲】
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（4）定住対策
重要業績評価指標（KPI）
空き家バンク登録件数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
9 件（Ｈ30）
20 件（Ｒ6）
11 件
過疎化の進行によって全国規模で空き家問題が深刻化している中、今年度は 1 件の登録があ
R2 効果検証
り、交渉が成立している。制度開始から 11 件の登録があり、うち 6 件が交渉成立となってい
るが、登録物件の増加が課題である。
特定公共賃貸住宅の戸数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
42 戸（Ｈ30）
46 戸（Ｒ6）
42 戸
北栄団地建替事業（H28～R6 9 棟 36 戸）により、令和 5 年度に特公賃 1 棟 4 戸を建設する
R2 効果検証
計画となっている。
遊休町有地の売却件数・面積
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
指標名
遊休町有地の売却
9 件・2,598 ㎡（Ｒ6）
1１件 341,238.85 ㎡
公募地の全件が売却には至っていない。また、令和３年度の売却に向けての準備として、分
R2 効果検証
筆測量及び分筆登記を行った。
移住暮らし体験者数（コテージ活用）
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
500 人（Ｒ6）
94 人
R2 効果検証

指標名

R2 効果検証

具体的な施策

令和２年度のコテージ利用人数は 1,291 人で、うち 94 人が道外利用者である。利用者の
９割は町外利用者であり、今後もお試し暮らしの拠点として積極的に利用を促していく。
医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付事業を通じた就業者数
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
5 人（Ｈ30）
10 人（Ｒ6）
20 人
令和 2 年度は修学資金新規 4 名（看護師 1 放射線技師１臨床検査技師１診療放射線技師１）で計９
名が利用。就業時一時金は５名（保健師１看護師３臨床検査技師１）の利用があった。特に修学資
金は国保病院の不足している医療技術職とマッチングできるよう検討していきたい。また就業
時一時金利用の４名が償還免除後も就労を続けており、一定程度の目的は果たしていると考え
られる。
安心して働き・暮らせる住まい・空間の確保

※継続事業

◆空き家バンク登録制度 ◆公営住宅整備 ◆公営住宅改善（長寿命化） ◆民間賃貸住宅情報の提供

※新規事業

◆空き家対策計画 ◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 ◆遊休町有地の宅地利用

※検討事業

◆産業振興住宅建設助成制度 ◆公園施設の今後のあり方

移住希望者の増加対策
◆移住情報の充実と発信 ◆移住暮らし体験 ◆定住コーディネーターの設置

地域医療体制の維持と人材育成・確保
◆医療 ICT の活用（電子カルテ・遠隔画像診断） ◆広域第２次救急医療事業負担
◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付制度 ◆療養病床の今後のあり方
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（5）健康なまちづくり
重要業績評価指標（KPI）
特定健康診査受診率
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
35％（Ｈ30）
60％（Ｒ6）
33.7％
特定健診の受診率は、直近の法定報告値（平成 31 年度）で 33.7%と前年比 0.8％増加してい
る。65 歳以上の受診者の増加率が高い。受診率増加は必要だが、健診も医療も受けていない
R2 効果検証
未受診者の健診受診が重要であるため、今後も 40 歳対象者への電話勧奨、未受診者世帯への
訪問を継続する。脳ドック・人間ドック助成制度が令和 3 年度以降廃止となるため、今までの
受診者の結果の取り込み方法は検討が必要である。
健康マイレージ参加者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
274 人（Ｈ30）
500 人（毎年）
298 名
●申請者数：平成 30 年度（274 名）令和元年度（386 名）令和 2 年度（298 名）
新型コロナウイルス感染拡大の影響により各種健診や教室・講演会の中止、利用者の減少に
より、健康マイレージの申請者も減ったと考えられる。利用者や協力機関からは対象やポイン
ト付与期間、インセンティブの拡大を求める声が上がっている。現在の方法では魅力を感じず、
R2 効果検証
無関心期の方を呼び込む動機づけになっていないと考える。
事務のスリム化、利用者の利便性を考え、インセンティブの方法を商工会の「かにちゃんカ
ード」へ移行させていきたい。具体的にはカードの見直しに合わせて検討する予定であるが、
商工会の再編なども関係し、数年単位での見直しとなるため、現時点では現行の方法を見直し、
無関心期にも興味を持ってもらえるような方法に変更していく必要がある。
具体的な施策
健康づくりへの機運醸成
継続事業

◆チャレンジデー ◆「健康のひろば」による定期的な情報発信

生涯現役の健康維持
◆健康相談・訪問指導・各種健（検）診 ◆健康マイレージ ◆すこやかロード
◆健康教室（運動・栄養など） ◆国保特定健康診査個人負担額の軽減
◆インフルエンザ予防接種費用助成（65 歳以上の国保被保険者など）

（6）持続可能な生活交通の確保
重要業績評価指標（KPI）
公共交通サービスに対する満足度
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
12.2％（Ｈ30）
20.0％（Ｒ6）
12.2％
枝幸町地域公共交通網形成計画を令和元年 9 月に策定し、将来像として、選択と集中による
バス路線の効率化と持続可能な公共交通体系の再構築を目指すこととしている。その中の大き
R2 効果検証
な課題のひとつとなっている、公共交通空白地域・空白時間帯における新たな公共交通の施策
として枝幸南部地区山間部の交通体系について、デマンド交通の実験運行を組立て 10 月から
開始した。実験運行を継続しつつ、現在の公共交通体系の再構築を図る。
高齢者の外出率
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
76.9％（Ｈ30）
80.0％（Ｒ6）
76.9％
70 歳以上の高齢者には無料で乗車できる「パスカード」を発行しているが、郊外線のバス
R2 効果検証
路線の利用者は減少している。買い物や通院の生活の足として、デマンド交通の実験運行を
10 月から開始しているが、交通空白地域を支援する公共交通のあり方について検討する。
具体的な施策
既存路線の見直しと持続可能な交通網の構築
※新規事業

◆都市間バス・既存バス路線の見直し ◆高齢者に対応したバス路線による通院支援

※検討事業

◆わかりやすいバスマップ等の作成・周知 ◆コミュニティバスやデマンドタクシーなど新たな公共交通
◆高齢社会に対応可能な交通費助成と高齢者福祉のあり方
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＜基本目標２＞

ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり”

２．人の流れ・地域づくり×ひとづくり
（1）ふるさと教育
重要業績評価指標（KPI）
ふるさと回帰ネットワークを通じたＵＩターン者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
40 人（Ｒ5）
0人
「ふるさと教育」推進プロジェクトで構築する、ふるさと回帰ネットワークを通じた UI タ
R2 効果検証
ーン者数を把握するものであるが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業の進捗が遅
れているため、ふるさと回帰ネットワークを構築できていない。
ふるさと教育事業を通じた子育て世帯の移住定住者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
84 人（Ｒ5）
0人
「ふるさと教育」推進プロジェクトで構築する、移住サイトを介した子育て世帯（15 才～49
才）の転入者を把握するものであるが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業の進捗
R2 効果検証
が遅れているため、移住サイトを構築できていない。
ふるさと教育プラットフォームで提供した学びの参加者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
880 人（Ｒ5）
492 人
枝幸高校の授業である総合的な探究の時間「えさし探究」と連携した取り組みとして、地域
の歴史や主要産業等についての学習のほか、施設の視察等全 6 回実施し、1 学年生徒延べ 312
R2 効果検証
人が参加した。また、英語教育に対する必要性の理解を深めるため、枝幸幼稚園・枝幸保育所
の年長と枝幸小学校 1 年生を対象として、オンライン英会話レッスンを実施し、延べ 180 人
が参加した。
町内中学校から枝幸高等学校への進学率
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
71.8％（Ｈ31）
90.0％（Ｒ5）
64.29％
町内中学校から高等学校への進学者 70 名のうち 45 人が枝幸高等学校へ進学した。枝幸中
R2 効果検証
学校からの進学率は例年より若干低い 75.9％であるが、枝幸南中学校 33.3％、歌登中学校
20.0％で、例年より大幅に低く、全体の進学率を押し下げる要因となっている。
全国学力調査における教科の平均正答率
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
小学校
小学校
指標名
国語 61.9％ 算数 63.3％
国語 62.8％ 算数 64.5％
中学校
中学校
国語 70.9％ 数学 53.5％
国語 72.1％ 数学 58.1％
英語 46.5％（Ｈ31）
英語 54.2％（Ｒ6）
令和２年度については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により全国学力調査が中止とな
ったが、北海道においてその調査表を用いて学力調査を実施し、その結果は、小学校の国語
64.0％、算数 59.4％、中学校の国語 72.3％、数学 40.7％、英語(未実施)となっており、国
語においてはＨ３１基準値を上回っているが、算数・数学については下回った。出題された問
題の難易度により正答率の変動はあるが、目標値を上回るよう、学力の定着状況と課題を明確
にし、授業改善等を行い学力向上に努めた。また、ICT 教育環境整備を今年度で完了したこと
R2 効果検証
から、令和３年度より授業の積極的な活用を図るとともに、教員研修を実施し、授業力を高め、
児童生徒の学力の向上に努めていく。
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指標名

R2 効果検証

「地域の学び」参加者数（ミュージアム）
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
1,781 人（Ｈ30）
2,000 人（Ｒ6）
897 人 11.82％（参加率）
新型コロナウイルス感染拡大の影響により「町外の専門家・研究者と地域住民が共に学ぶ」
という事業モデルの実行が困難となった。次年度は、コロナ後を見据えた事業再開を図るとと
もに、コロナ過での持続的な博物館活動の展開を模索する。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業展開を中断したため、
「歴史と文化が人をつなぐ交流促進事
業」を１年延長し、事業年度を H30～R3 に変更する。

具体的な施策
※継続事業
※新規事業

高校と地域が連携した「ふるさと教育」推進プロジェクト
◆ICT を活用したアクティブラーニング環境整備（枝幸高等学校）
・タブレット端末、無線 LAN 等の整備

◆オンライン英会話スクール環境整備
・オンライン学習環境機器整備 ・オンラインレッスンの実施

◆ふるさと教育推進
・地域調査分析（3C 分析、ｱﾝｹｰﾄ等） ・目指すべき人材像、DP 等の策定 ・カリキュラム、プログラム確立
・公営塾の設置、運営 ・ふるさと回帰ネットワーク構築 ・コーディネーター、スタッフ確保、育成
・ふるさと教育推進主体の設置

ICT を活用した教育の推進
◆ICT を活用したアクティブラーニング環境整備（小・中学校） ◆教職員の ICT 活用指導力の向上

ミュージアム活動の推進プロジェクト
◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進（H30～R2）
・地域資源の共同調査 ・文化財保護 ・地域の学びの深化 ・情報発信力の向上

◆地域の学びが未来を開くミュージアム（R3～R7）
・人材ネットワークを活かした地域資源の調査研究 ・特色ある地域資源を活用した全世代型の「地域の学び」充実
・多様化するニーズに応じた学びの現場への学習機会の提供 ・映像情報を中心とする地域外への情報発信
・地域資源の核となる文化財の保存と活用 ・多様な組み合わせの広域連携を通じた人の動きの活性化
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（2）関係人口の創出・拡大
重要業績評価指標（KPI）
都市部での交流イベントにおけるふるさと納税寄附者の参加者数
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
イベント実施回数
地域間交流：0 回
指標名
自治体連携：1 回
50 人（毎年）
交流イベント：0 回
ふるさと応援大使
任命：1 件
新型コロナウイルス感染拡大の影響によりイベント等は８月の同名自治体連携事業のみの
実施となったが、「枝幸オンラインショップ」でのＰＲを含め、効果的なオホーツク枝幸ブラ
R2 効果検証
ンド支援とともに関係人口の増加は少しずつ図られている。また、ふるさと応援大使第１号と
して９月に「夢想漣えさし」と協定を締結し、踊り子・スタッフを通じた関係人口の創出を図
るとともに活動に対する支援を行った。
枝幸を体験できるツアーへのふるさと納税寄附者の参加者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
30 人（Ｒ6）
体験ツアーの実施 0 回
新型コロナウイルス感染拡大の影響により体験ツアーの実施は出来なかったが、ふるさと納
R2 効果検証
税については納税者及び納税額とも大きな伸びを見せ、枝幸町と納税者を結ぶ繋がりができた
状況をさらに発展させ、リピーターを含め関係人口の増加につなげていく工夫をしていく。
具体的な施策
地域外の人と継続的なつながりを持つ機会の提供ときっかけづくり
※継続事業

◆ふるさと納税 ◆地域間交流・同名自治体連携

※新規事業

◆ふるさと納税寄附者（リピーター）を対象とした都市部での交流イベント等の実施

※検討事業

◆「ふるさと応援大使（仮称）」の任命と活動支援 ◆「ふるさと住民（仮称）」の制度化
◆関係人口から関わりの階段をステップアップする施策の検討

（3）多文化共生の地域づくり
重要業績評価指標（KPI）
サポートデスクでの外国人材へのフォロー件数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
50 件（毎年）
202 件
サポートデスクの開設により相談件数も増え、開設の効果が見られる。新型コロナウイルス
R2 効果検証
感染拡大の影響により予定していた企画の実施が叶わなかったが、継続した相談受付や生活支
援など、アドバイザーと連携しながら事業を運営する。
外国人介護福祉人材育成支援協議会を通じた就業者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
6 人（Ｒ6）
0人
〇令和元年度新規（Ｒ3 年度就職） ・枝幸苑１名 ・歌翠園１名 ・老健うたのぼり２名
〇令和２年度新規（Ｒ４年度就職） ・歌翠園 １名
R2 効果検証
〇令和３年度新規（Ｒ５年度就職） ・枝幸苑 １名
※2 年間の研修を経て配置
※対象留学生の入国苦難等や協議会会員の増加により要望どおりに配置されない。

具体的な施策

外国人材の受入環境の整備

※継続事業

◆経済団体交流の促進 ◆外国人サポート人材の確保 ◆サポートデスクの設置・運営

※新規事業

◆地域交流、歴史・文化などの地域学習や日本語教室の開設 ◆新たな雇用分野と住居整備

※検討事業

介護人材スタッフの育成・確保
◆外国人介護福祉人材育成支援協議会と連携した人材の育成・確保
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＜基本目標３＞

活力にあふれた“しごとづくり”

３．豊かな地域資源×しごとづくり
（1）農林水産業の経営基盤強化
重要業績評価指標（KPI）
新規就農者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
3 人（Ｈ30）
7 人（Ｒ6）
6 個人・1 法人
新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和２年度については就農者誘致活動がほぼ出
R2 効果検証
来なかった状況であったが、研修中である就農予定者（4 組）は計画どおり就農予定となってい
る。
飼料自給率の向上
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
73.2％（Ｈ30）
80.0％（Ｒ6）
77％
現在、実施中である道営草地整備事業、令和３年度より実施する公社営草地畜産基盤整備事
R2 効果検証
業により、単収を増加させることにより飼料自給率を向上させるとともに、中山間地域等直接
支払制度交付金及び多面的機能支払交付金の活用により遊休農地の発生を防止する。
林業就業者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
59 人（Ｈ30）
65 人（Ｒ5）
60 人
令和 3 年度より森林環境譲与税活用事業として、当町森林整備の推進と成長産業化を図るた
R2 効果検証
め、林業就業者の担い手対策及び就業条件の改善を行うための総合的な事業を実施する。
森林整備事業量（民有林）
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
1,474ha（Ｈ29）
1,575ha（Ｒ4）
1,731ha
私有林等整備事業（森林環境譲与税活用事業）による間伐の実施により、目標値を上回る事業事
R2 効果検証
績となったことから、次年度以降も本事業の活用による森林整備を推進する。
ホタテ漁船乗組員の雇用者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
90 人（Ｈ30）
120 人（Ｒ5）
86 人
近年、人員確保が困難な状況のため、令和 3 年度については操業体制の縮小（1 隻休漁）を余
R2 効果検証
儀なくされていることから、乗組員住宅建設などの安定的な人員確保に向けた施策が喫緊の課
題である。
食品取扱施設 HACCP 導入件数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
3 件（Ｈ30）
5 件（Ｒ4）
3件
令和２年度に町内の食品取扱事業者に対する海外輸出相手国の基準に沿ったＨＡＣＣＰに
基づく食品衛生管理の導入を促すため、枝幸町食品産業輸出向けＨＡＣＣＰ等対応設備事業補
助金の交付制度を創設した。また、令和２年度補正予算で予定していた２件の事業者について
R2 効果検証
は、事業採択要件を満たすことができず見送りとなったが、令和３年度には、１件の事業者が
新たに海外基準 HACCP 導入のための施設整備を予定している。今後、港湾・漁港における屋
根付き岸壁の整備と合わせて、水産物製品の高品質化による輸出増大、販路拡大を図り、もっ
て、雇用の安定化につなげていく。
具体的な施策
農業生産力の維持・拡大と担い手確保
※継続事業

◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） ◆中山間地域等直接支払制度交付金

※新規事業

◆就農者誘致特別奨励事業 ◆多面的機能支払交付金 ◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備）
◆草地畜産基盤整備事業 ◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェア

林業の成長産業化
◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間伐ほか） ◆林道・作業道整備 ◆森林作業員就労条件整備事業
◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）
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・私有林等整備事業 ・林業従事者等就業条件整備事業 ・地域材、林地残材有効利用促進事業
・林業機械等導入支援事業 ・森林整備環境支援事業 ・森林資源等活用推進事業

国際競争力の高い水産物供給基地の構築
◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） ◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修）
◆枝幸港改修事業（国直轄）
◆浜の活力再生交付金
・資源管理による安定した水揚げ、単価向上による所得向上 ・燃油資材の高騰対策
・漁業者の人材育成や関連産業に係る連携 ・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動

◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大 ◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金）
◆食品取扱施設 HACCP 導入支援 ◆地域ブランド創出支援事業

（2）オホーツク枝幸ブランドの推進
重要業績評価指標（KPI）
都内店舗との販路拡大件数
指標名
基準値（年度）

R2 効果検証

指標名

R2 効果検証

指標名

R2 効果検証

指標名

R2 効果検証
具体的な施策
※継続事業

目標値（年度）
進捗率（R２末）
10 件（Ｒ6）
0件
ブランド本部とのつながりで、東京都内１店舗が定期的に「枝幸ホタテ」を購入していたが、
新型コロナウイルス感染拡大の影響によりストップしている状況である。
町内事業者の輸出販路相談件数
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
5 件（Ｒ6）
３件
ＨＡＣＣＰを含めた輸出拡大事業について、３件の事業者から相談があり、アドバイス等を
行った。
気軽に体験できる観光メニュー件数
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
10 件（Ｒ6）
４件
新型コロナウイルス感染拡大の影響により実施は出来なかったが、即対応できるメニューは
４件確立した。観光ガイドについても知識を高めるため研修中である。
・カヌー、ボート遊覧、水産物の調理、自然観察
地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
1 件（Ｒ6）
0件
オホーツク枝幸ブランド推進本部が同様の役割を担っており、本目標については現状取り下
げる方向で検討する。
オホーツク枝幸ブランドの推進
◆オホーツク枝幸ブランド推進本部

※新規事業

・首都圏への特産品 PR、販路拡大 ・輸出販路拡大への相談、アドバイス

※検討事業

・体験観光の推進と受入体制の充実（観光ボランティアガイドの育成、体験観光メニューの構築、体験拠点施設の活用）
・観光における産官学連携

◆三笠山エリア整備構想 ◆地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置
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（3）中小企業等の活性化と企業誘致
重要業績評価指標（KPI）
新規創業件数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
10 件（Ｈ30）
17 件（Ｒ6）
15 件
令和２年度は、中小企業等活性化事業により１件の新規創業へ助成を行った。
R2 効果検証
近年需要のある内容の事業を展開していただいたことで、町民の利便性向上と町内への経済
効果をもたらしている。
奨学金償還支援助成利用者数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
47 人（Ｈ30）
68 人（Ｒ6）
54 人
奨学金償還支援助成事業の令和２年度の新規認定者は、８名が認定を受け、今年度末におけ
る認定者総数は 54 名となっている。うち 22 名が町外からの移住者であり、定住の促進が図
R2 効果検証
られている。しかしながら、利用者の約 2 分の 1 にあたる 28 名が町職員であることから、
公費負担の均衡などの観点から令和２年度に制度の見直しを図り、認定者が町職員である場合
の認定期間縮減を行った。
企業誘致件数
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
1 件（Ｒ6）
0件
中頓別町から本社及び製材工場の移転を予定している木材業者があり、公益性の高い企業誘
R2 効果検証
致として積極的に支援する方向で調整を行う。
具体的な施策
中小企業等の活性化
※継続事業
※新規事業
※検討事業

◆商工会助成事業 ◆中小企業振興事業（利子・保証料補給） ◆中小企業等活性化事業
◆特定創業支援事業者の認定 ◆６次産業化推進事業補助制度 ◆奨学金償還支援助成制度（一部見直し）

企業誘致の推進
◆企業誘致受入環境の整備
・企業ニーズの把握、用地の確保 ・土地取得、施設整備等への支援検討 ・企業との連絡調整、産業間連携の調整

◆水産系廃棄物処理の事業化

（4）良好な環境の保全
重要業績評価指標（KPI）
ごみの排出量（燃やせるごみ・燃やせないごみ・大型ごみ・生ごみ）
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
2,703 トン（Ｈ30）
2,325 トン（Ｒ6）
2,578 トン
令和３年３月に「枝幸町環境基本計画」を策定、計画に基づき環境保全の強化、産業・経済
R2 効果検証
の発展及び社会的課題の解決が図られた持続可能な社会を目指す。
リサイクル率
指標名
基準値（年度）
目標値（年度）
進捗率（R２末）
25.5％（Ｈ30）
27.6％（Ｒ6）
26.1％
令和２年４月より、「雑がみ類」と「金属類」を資源ごみとして追加し、一般ごみ５区分・
資源ごみ 12 区分とした。また、12 月に「枝幸町公共施設等 LED 化推進計画」を策定、令和
R2 効果検証
３年７月には全町内防犯灯の LED 化が完了予定であり、各町有施設においても継続して計画
的に LED 化を推進する。
具体的な施策
良好な環境保全対策
※継続事業
※新規事業

◆ごみ減量化中長期対策の推進
・３R による資源循環の推進 ・分別ﾙｰﾙ、ﾏﾅｰ向上対策 ・分別品目の追加検討及び関連調査 ・資源化業務の集約化

◆枝幸町河川環境保全連絡会議
◆環境基本計画の推進
・自然環境（水、海、緑、生物）の保全 ・生活環境（公害、ごみ）の保全 ・都市環境（美化、景観）の保全
・地球温暖化対策 ・環境教育、学習の推進
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枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

「地方創生関係交付金事業の効果検証」

令和３年４月

まちづくり推進課

事業名称：高校と地域が連携した「ふるさと教育」推進プロジェクト
～未来を明るくするグローバル人材の育成・回帰～
【地方創生推進交付金】
事業費 ２８，０６１千円

事業概要

【事業の背景・経緯】
● 枝幸町の人口は8,052人（H31.3末）で、平成18年の合併時から約2,000人が減少し、急速に少子高齢化が
進んでいる。
教育環境は、小学校９校、中学校３校、高等学校１校が存在し、唯一の普通科高校である北海道立枝幸高等学
校は、近年生徒の進路希望も多様化し、中学校卒業生のうち、札幌市や旭川市など町外の都市部にある高等学校
へ進学する生徒の割合が３０％を占め、地元である枝幸高校への進学率が低く、現況の推計では、令和８年に現
在の１学年２学級の80人定員から１学級40人定員へ減少し、将来的には高校配置の存続が危ぶまれる状況にあ
る。
そのため、高校生が地域コミュニティや地方創生に活力を与える
重要なプレーヤーであり、さらには、生きる力を育む土台となって
いる共助が、高校の学力や社会性の向上に重要な社会基盤であるこ
との意義を共有し、地域とつながりを持った「ふるさと教育」の推
進からグローバル人材の育成を図るとともに、「ふるさと回帰」ネ
ットワークを構築し、地域の担い手を確保する。
【事業内容】
● 枝幸高校の教育課程とふるさと教育において、多様な価値観の中で自分や地域との関係性を見失わないアイデ
ンティティを確立し、能動的・探究的に学ぶＩＣＴを活用した「アクティブラーニング」の教育環境を整備し、
新しく必修科目に導入される「地理総合」などに対応したふるさと教育の促進を図る。さらに、地域に必要とさ
れるグローバル人材像を明確にし、学校と地域の協働による人材育成と、学力向上・キャリア保障・地域再生を
図る取組みを一元的かつ速やかに展開するため、地域の特徴や強み・弱みを３Ｃ分析・ニーズ調査を実施し、中
長期的な地域課題解決に向けたカリキュラムの前提となる「目指すべき人材像」と「卒業要件（DP）」を策定し、
地域ニーズを充足させたうえで、UIターン者の増加に繋がる都市部や道外からの生徒募集への取組み、公営塾の
設置を念頭に置いた具体的な施策メニューを立案し、特色あるカリ
キュラム・プログラムを確立、人材育成プラットフォームとして提
供する他、育成した貴重な人材とのつながりを保ち、地域の人材需
要をつなぐ、ふるさと回帰ネットワークを構築する。
また、着実な事業運営のため、地域コーディネーターを配置し、
地域と高校をつなぐ役割と育成した人材とのつながりを保ち、地域
推進主体の一員として、ふるさと教育の充実、UIターン希望者の就
業支援や積極的な情報提供を実施する。

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

事業で構築する「ふるさと
回帰ネットワーク」を通じ
たＵＩターン者数

0人
（R2：4人）
（R5：40人）

本事業は、地域とのつながりを強く持った人材育成からＵＩターン
につなげ、地域の担い手確保を目指すものであり、事業によって構
築するふるさと回帰ネットワークを通じたＵＩターン者数を把握す
ることによって、事業の直接的な効果として計測する。

事業を通じた子育て世帯の
移住定住者数

0人
（R2：8人）
（R5：84人）

魅力あるふるさと教育の推進により、都市部からの学生や世帯転入
を目指すものであり、事業の移住サイトを介した子育て世帯（15才
～49才）の転入者数を把握することで、事業による直接的な移住定
住の効果として計測する。

事業で創出した「ふるさと
教育プラットフォーム」で
提供した学びの参加者数

492人
（R2：40人）
（R5：880人）

地域コミュニティの再生は、地域の誰もが学び新たなプラット
フォームの中で地域コミュニティとしてつなげていくものであり、
事業によって創出するふるさと教育プラットフォームの提供による
「学び」の参加者数を把握することによって、事業の直接的な効果
として計測する。

町内中学校から地元高校へ
の進学率

64.29％
（R2：80.36％）
（R5：90%）

高等教育期の転出超過を抑制するため、地元で完結できる環境を整
備するものであり、事業によって町内中学校から地元高校へ進学し
た増加割合を把握することによって、事業の直接的な効果として評
価する。
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各段階において気をつけたこと
事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■生徒募集に関する環境分析
●３Ｃ分析「生徒（＋保護者）」「競合となる高校」「枝幸高校（＋枝幸町）」
枝幸高校の卒業生進路先一覧、町内中学３校の高校入学者選抜出願状況等のデータや枝幸高校の在校
生・保護者・教員・卒業生からのヒアリング、過去の新聞記事・広報物等から情報を集め、３Ｃのフ
レームを使用して状況を整理した。
町内中学からの進学率90％達成というプロジェクトのＫＰＩに対し、どのような理由があれば枝幸高
校を選択するのか。その状況をつくるために何が鍵になるのか検討した。
●ヒアリング調査
進学する生徒及び保護者ニーズの質的な把握と、枝幸高校に対する評価・印象からの「強み」を把
握するため、中学生２名、中学生の保護者１名、高校生２名、高校生の保護者１名にヒアリング調査を
実施した。
●アンケート調査
進学する生徒及び保護者ニーズの量的な把握をするため、中学生・高校生及び中学生・高校生の保護
者に対するアンケート調査を実施した。

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■枝幸高校の魅力化推進に係る環境整備
●高校魅力化推進に係る連携事業に関する協定
令和元年10月31日に町と枝幸高校は、高校魅力化推進に係る連携事業に関する協定を締結した。
この協定により、町は校舎内にＩＣＴを活用したアクティブラーニング環境の整備及び高校生を対象
とした公営塾設置許可を得た。また、枝幸高校は町が整備した環境を活用し、生徒の多様な進路指導に
資するキャリア教育を推進することによって、連携してプロジェクトを推進する協力体制を構築した。
■枝幸高校の魅力化とふるさと教育の確立に向けた土台づくり
●ＩＣＴを活用したアクティブラーニング環境整備（ｉＰａｄ200台、電子黒板14台 他）
校内にＷｉ-ＦｉやＩＣＴ利用環境を整備したことで、授業やふるさと教育と連携した活用からアク
ティブラーニング（主体的・対話的で深い学び）を実現し、学習支援などのデータを収集・分析・蓄積
し、「学びの質」の向上を図るとともに、教諭・生徒・保護者とのコミュニケーションをはじめ、公営
塾と情報連携した運用により、事業の達成度を大幅に高めている。

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

●公営塾の正式開設に向けた取り組み
令和２年５月に着任した塾長候補が高校の先生や生徒とのコミュニ
ケーションを積極的に図り、体験入塾として夏期講習、進学講習、テ
スト対策勉強会などの実践的な取り組みを通じて、公営塾に興味・関
心を持つ生徒も現れ始めた。
半年後には、塾長候補が築いてきた基盤に新たに２名の塾スタッフ
が着任し、それぞれが得意とする数学と英語の指導に重点を置くこと
で、放課後学習指導での好評を得て、春期講習では22名もの受講に
つながり、公営塾の存在は大学進学を希望する生徒を中心に着実に定
着してきている。
令和３年４月に正式に開設を迎える公営塾にとって、強固な体制・
基盤の構築が図られた。

事業の評価・改善
＜Check・Action＞

■枝幸高校の魅力化とふるさと教育の始動
●ＩＣＴを活用したアクティブラーニングの本格運用
枝幸高校全生徒及び全教諭に貸与しているｉＰａｄの利活用を促進
するため、全国の高校の２校に１校が利用している学校ＩＣＴ化を多
角的にサポートする教育プラットフォーム「ClassiＩ（クラッシー）」
を導入し、アクティブラーニングの本格運用が図られている。
●公営塾の正式開設とふるさと教育の展開
公営塾では、塾長候補を中心とした公営塾スタッフ３名体制で、個
別学習指導を基本とし、教育プラットフォームの「スタディサプリ」
を併用しながら「学力向上」の寄与するとともに総合的な探究の時間
等、高校の授業にも積極的に関与して「ふるさと教育」を展開する。
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「地域おこし協力隊活動報告」

令和３年４月

まちづくり推進課

地域おこし協力隊活動報告
担当課

まちづくり推進課

活動分野

ふるさと教育分野
（齊藤 歩）

活動期間

R2.5.1～R5.4.30

活動概要
【主な活動地域・場所】
枝幸全域：北海道枝幸高等学校（４階講義室Ｂ、芸術準備室）、枝幸バスターミナル（２階ホール）
【全体概要】
令和元年度より高校と地域が連携して「学力向上」と「ふるさと教育」を柱とした「ふるさと教育推進プ
ロジェクト」を立ち上げ、将来の地域人材を育成する取り組みを進めている。
この取り組みの一環として、高校連携型の公営塾を校内に設置するにあたり、東京を拠点に全国各地で
「高校魅力化プロジェクト」を展開している株式会社Prima Pinguinoの支援を受けて、塾長候補１名と塾
スタッフ２名を採用した。
採用後も同社によって、公営塾の運営をはじめ、塾スタッフに必要な各種研修や他地域の公営塾ネット
ワークを活用したノウハウ支援など、充実した各種支援を受けて、正式な開設に向けての準備・体制が整っ
た。
併せてICT教育プラットフォームの「Classi」の導入により生徒・教諭との情報共有を密に行うこと可能
となり、高校連携型の強みを活かして、個別学習指導を行ううえでの基盤構築が図られた。
この万全な体制・基盤のもと、公営塾は令和３年４月より正式に開設している。
【特徴的取組・成果】
■ 公営塾の情報発信ツールとして、Facebookの公式ページを開設し、公営塾の活動を中心に町内の風景
写真や飲食店等の商品写真なども投稿し、町のPRも兼ねて町内外に広く周知活動を行っている。
なお、公営塾の正式開設までの１ヶ月間は毎日投稿チャレンジによる広報活動を自発的に行うなど、積
極的な姿勢での取り組みが目立っている。
また、LINEの公式アカウント取得により、生徒への講習時間の周知徹底なども図られている。
■ 令和２年８月の体験入塾夏期講習をはじめ、定期テスト対策勉強会や高校の進学講習（古典）との連携
指導の試験的導入などを積極的に行い、生徒や教諭との関係性も豊かになり、令和３年３月下旬からの春
期講習では２２名（１年生１４名、２年生８名）の申込を受けて個別学習指導を行った。

Facebook公営ページ

春期講習申込チラシ

春期講習指導中

【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
令和２年５月の採用から、塾長候補として公営塾の体制や基盤を主体的に構築してきた。校内では新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響を受け、２度の休校や学級閉鎖などに伴い公営塾の活動が停滞することも
あったが、ICT教育環境を活用し、自宅にいる生徒と遠隔での学習指導を試行錯誤しながら試験的に行った。
今後も国の緊急事態宣言等による休校や感染拡大の影響を受けて対面指導が禁止される可能性もあるため、
前段の試験的運用の効果検証を行ったうえで、公営塾で導入するICT教育プラットフォームのスタディサプ
リを併用しながら効果的な学習指導を行う必要がある。
また、一方で地域の仕事等を知るふるさと教育に主体的に取り組み、地域に根ざした魅力的な公営塾へと
発展させることが重要である。
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地域おこし協力隊活動報告
担当課

まちづくり推進課

活動分野

ふるさと教育分野
（浅野 邦明）

活動期間

R2.10.20～R5.10.19

活動概要
【主な活動地域・場所】
枝幸全域：北海道枝幸高等学校（４階講義室Ｂ、芸術準備室）、枝幸バスターミナル（２階ホール）
【全体概要】
令和元年度より高校と地域が連携して「学力向上」と「ふるさと教育」を柱とした「ふるさと教育推進プ
ロジェクト」を立ち上げ、将来の地域人材を育成する取り組みを進めている。
この取り組みの一環として、高校連携型の公営塾を校内に設置するにあたり、東京を拠点に全国各地で
「高校魅力化プロジェクト」を展開している株式会社Prima Pinguinoの支援を受けて、塾長候補１名と塾
スタッフ２名を採用した。
採用後も同社によって、公営塾の運営をはじめ、塾スタッフに必要な各種研修や他地域の公営塾ネット
ワークを活用したノウハウ支援など、充実した各種支援を受けて、正式な開設に向けての準備・体制が整っ
た。
併せてＩＣＴ教育プラットフォームの「Ｃｌａｓｓｉ」の導入により生徒・教諭との情報共有を密に行う
ことができ、高校連携型の強みを活かして、個別学習指導を行ううえでの基盤構築が図られた。
この万全な体制・基盤のもと、公営塾は令和３年４月より正式に開設している。
【特徴的取組・成果】
■ 小学校の教諭免許や中学校・高等学校の数学教諭免許を所持し、個別指導塾でのアルバイト経験も活か
しながら、放課後学習指導や定期テスト対策勉強会では数学を中心に生徒への指導を行っている。
また、数学教諭からの要望を受けて、あくまでも数学の授業見学という位置付けで、授業中に生徒の質
問に対する学習指導を行っている。
教諭や生徒からは、教え方が上手く高評価を得ていることもあり、春期講習では２２名の申込者のうち
１９名が数学受講を希望し、新３学年を中心に１４名を受け持っている。
■ 自らの人脈を活かし、現役東大生等の大学生3名とのオンライントークイベントを主体的に企画・開催
した。
参加者は１学年４名と少数ではあったが、高校生活の重要性、大学進学の決め手や視野を広げる活動を
通じて得られることなど、幅広い内容で進められた。
参加した生徒には、色々な気づきを与え、目標を持ちながら勉強することに対するきっかけづくりとし
て、良い機会を創出し、提供することができた。

放課後学習指導

大学生トークイベント（東大生）

大学生トークイベント（埼玉大学生）

【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
令和２年10月の採用から、塾スタッフとして数学指導を中心とした役割を担い、学習指導以外のキャリア
教育にも興味・関心を持ち活動している。大学生時代には高校魅力化プロジェクトの先進地として有名な新
潟県阿賀町の公営塾「黎明学舎」にも自分からアプローチして見学に行くなど、公営塾の活動に対する想い
はひと際大きいため、社会人１年目の現実と理想との乖離が生じた場合のケアが重要となる。塾長や塾ス
タッフなど周囲のサポートはもとより、株式会社Prima Pinguinoの支援を受けながら、まちづくり推進課
として慎重に対応し、継続して活動できる環境を提供する。
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地域おこし協力隊活動報告
担当課

まちづくり推進課

活動分野

ふるさと教育分野
（大西 由香梨）

活動期間

R2.11.1～R5.10.31

活動概要
【主な活動地域・場所】
枝幸全域：北海道枝幸高等学校（４階講義室Ｂ、芸術準備室）、枝幸バスターミナル（２階ホール）
【全体概要】
令和元年度より高校と地域が連携して「学力向上」と「ふるさと教育」を柱とした「ふるさと教育推進プ
ロジェクト」を立ち上げ、将来の地域人材を育成する取り組みを進めている。
この取り組みの一環として、高校連携型の公営塾を校内に設置するにあたり、東京を拠点に全国各地で
「高校魅力化プロジェクト」を展開している株式会社Prima Pinguinoの支援を受けて、塾長候補１名と塾
スタッフ２名を採用した。
採用後も同社によって、公営塾の運営をはじめ、塾スタッフに必要な各種研修や他地域の公営塾ネット
ワークを活用したノウハウ支援など、充実した各種支援を受けて、正式な開設に向けての準備・体制が整っ
た。
併せてＩＣＴ教育プラットフォームの「Ｃｌａｓｓｉ」の導入により生徒・教諭との情報共有を密に行う
ことができ、高校連携型の強みを活かして、個別学習指導を行ううえでの基盤構築が図られた。
この万全な体制・基盤のもと、公営塾は令和３年４月より正式に開設している。
【特徴的取組・成果】
■ 家族が国際交流ボランティアをしていたことから、英語への興味を持ち、中学生まで札幌で過ごした後、
単身でオセアニアへと渡りニュージーランドの高校、オーストラリアの大学を卒業し、採用前まで15年程
度を海外で生活していた経験とTOEIC905点の高得点を取得している実績から、英語能力は非常に高く、
特に実践的な英会話を得意として、放課後学習指導ではリスニングとスピーキングを中心に指導している。
また、生徒に対して英語への興味・関心を呼び起こすため、「英語かるた」を作成して楽しみながら学
べる環境づくりにも努めている。
■ 公営塾のスタッフルームとして使用している４階の芸術準備室や学習指導を行う講義室Ｂは殺風景のた
め、生徒が来塾しやすい明るいイメージを定着させる活動のひとつとしてポスター等掲示物作成の役割を
担っている。

英語かるた

掲示物
掲示物

【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
令和２年11月の採用から、塾スタッフとして英語指導を中心とした役割を担っている。特にビジネスレベ
ルの実践的な英会話を得意とし、リスニングとスピーキングの指導は充実しているが、学習指導経験がない
ことから、英文法・英文読解の指導は不得意なため、空き時間や退勤後に自分の指導能力を高めるための学
習に努めている。
また、採用前から生徒と地域の大人を繋げる企画を立案するなど学習指導以外のキャリア教育に対する興
味・関心が非常に強く、今後のふるさと教育を進めるうえで、中心的な役割を担うことを想定している。
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