
 

 

 

平成２６年度予算編成に

向けての政策提言書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１１月８日 

 

森 町 議 会 
 



森町議会においては、一昨年度から議会改革への取り組みの一環として、予

算及び決算審査のあり方の検討を進める中で、“決算審査を議会による行政評価

に”を念頭に、決算特別委員会から各常任委員会へ審査を連動し、所管事務調

査として継続審査することとしました。 

各常任委員会では、公正かつ適正な審査及び監視と合わせて、審査結果を議

会として町理事者に伝えていく役割も重要であるという認識のもと、主要な事

務事業等に対する事業評価を行い、新年度におけるより効果的な予算編成に向

けての政策提言を行ってまいりました。 

 事業評価については、町が平成２４年度に行った主要な事務事業の中から抽

出し、評価を行ったものであります。これらの事業等については、「２４年度の

進捗（決算）についての評価等」、「課題解決に向けての意見・提案等」、「２６

年度予算編成への提言」などを、今日まで委員会を開催し、精力的に調査・討

論を重ねまとめたものであります 

併せて、議員活動や住民との意見交換会等において、町政における課題全般

についての多様な住民意思・意見を把握した政策課題や地域課題をも取りまと

めたものです。 

町当局におかれては、理事者も変わられ新年度予算編成については本政策提

言書を真摯に受け止めていただき、見直すべきものは見直し、より効果的な新

年度予算編成に取り組まれることを願うものであります。 

 



平成２４年度事業評価・決算審査用調書 対象事業一覧 

 

№ 事業名又は支出名 備考 

１ 防犯灯設置補助金  

２ 救急医療キット配布事業  

３ 要支援者マップ整備事業  

４ 給食サービス事業  

５ 町立保育所運営事業  

６ 濁川（へき地）保育所運営事業  

７ 乳幼児医療費扶助費  

８ 森町国民健康保険病院事業会計補助金  

９ 英語指導助手招致事業  

１０ 森高等学校振興会補助金  

 

 



№ １ 

平成２４度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：防犯灯設置補助金 

 

担当課・係：住民生活課住民生活係 

 

決算書ページ Ｐ一般４６ 主要施策の成果表ページ Ｐ７ ３款 １項 １目 

 

１ 事業内容及び目的 

  町内会、集落会等地域の団体が街を明るくし、犯罪等事故のない町づくりのため設置しようとする防犯灯設

置費及び維持管理に要する費用の一部を助成することを目的とする。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

昭和４８年度 ～（継続） 

 設置費 

２４年度予算額（千円） 

 

５５０ 

２４年度決算額（千円） 

         

           ３４４ 

３ 取り組み目標と達成状況［目標値と達成値／費用対効果等も記載のこと］ 

  環境への負担をできるだけ軽減する施策を進める上で、夜間の犯罪防止と住民の交通安全を図るため、従来

の蛍光灯・水銀灯に比べ環境負荷が少なく長寿命で高効率及び電気料金が安価なLED防犯灯への新規設置を

奨励し推進する。 

   

平成２４年度防犯灯設置数  

・水銀灯 ３器 ・LED灯 ７器 ・鉄柱 ４本  ６町内会（内LED灯設置３町内会） 

  

設置補助金額計  ３４４，０００円 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

① ２４年度の進捗と評価等 

・ 「防犯意識」が高まる中、灯具故障の知らせや

新設の要望が役場や町内会等に寄せられてい

る。また、LED 灯設置について、各町内会よ

り問い合せが増加している。 

・ LED 灯設置について、計画を立てて進めてい

る町内会もある。 

②  ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

 

防犯灯補助規則の見直しによりＬＥＤ灯も対象となり

評価できる。 

③ 課題解決に向けた意見等 

 ・ 平成２４年度において森町防犯灯補助規則の

一部改正により LED 防犯灯補助基準額を追

加した。 

・ 平成２４年度は、LED 灯が７器（３町内会）

設置されており、今年度についてすでに６器

（３町内会）設置されており、今後増加が見込

まれる。 

※平成２５年度防犯灯設置補助金 

予算１５１万円（内LED灯設置９６万） 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 

町内会負担でＬＥＤ灯設置が進められている、ＬＥＤ灯

設置により電気料が安くなることから町の事業とし、計

画的に取り組みを始めてはどうか。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

 

現在、町内会負担がある電気料は町で支払いしてほしい

との町民の声がある。 

ＬＥＤ灯設置事業共に検討を。 

 

 



№ ２ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：救急医療キット配布事業 

 

担当課・係：保健福祉課福祉係 

 

決算書ページ ４９Ｐ 主要施策の成果表ページ ８Ｐ 款３ 項１ 目４ 

 

１ 事業内容及び目的 

 概ね６５歳以上の方のみの世帯・障がいのある方のみの世帯・健康に不安を抱かえている方等を対象に 

希望者へ救急医療情報キットを無償で配布 

（配布内容…筒状のキット・救急情報記入用紙・ステッカー２枚） 

 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２４年度 ～  年度（新規） 

２４年度予算額（千円） 

（当初）１８２千円 

２４年度決算額（千円） 

１８２千円 

３ 取組目標と達成状況 

 平成２４年度に５００セット購入し、平成２４年度末配布数は３０８セット 

  

 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

① ２４年度の進捗と評価等 

・周知方法 

 町広報誌６月号掲載 

 町内会長・民生委員・老人クラブ会長へ周知協力

依頼文章送付 

 町内医療機関・老健施設の受付窓口へキット等を 

 展示依頼し事業PR 

 町内会からの事業説明依頼対応 

 その他各総会時事業説明実施 

② ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

 

対象者より「不安が解消され安心できる」との声あり、

早期の対応評価できる。 

③ 課題解決に向けた意見等 

・町広報誌に事業内容掲載し周知を図る 

 町内会等への事業説明対応 

 

 

 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 

新たな対象者への周知は、老人会、各町内会へ協力をお

願いすべき。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

 

町民の安心確保事業として継続を。 

 

 

 

 

 

 

 



№ ３ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：要援護者マップ整備事業 

 

担当課・係：保健福祉課福祉係 

 

決算書ページ ４９Ｐ 主要施策の成果表ページ ８Ｐ 款３ 項１ 目４ 

 

１ 事業内容及び目的 

 今後の災害時における避難対応の為、要援護者マップシステムを導入 

 

 

 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２４年度 ～  年度（新規） 

２４年度予算額（千円） 

     ４，８９５千円 

２４年度決算額（千円） 

４，７４７千円 

３ 取組目標と達成状況 

 地域支え合い体制づくり補助金（10/10）を活用しシステムを導入 

 歳入（４，７４６千円） 

歳出（需用費２２千円・委託料４，７２５千円） 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

⑥ ２４年度の進捗と評価等 

 システム導入済 

 利用しやすいようにシステム内容等も含め 

調整する 

 

 

 

 

 

⑦ ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

 

町内の調査が終わりシステムの完了は。 

⑧ 課題解決に向けた意見等 

 防災交通課と今後協議する 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 課題解決に向けての意見・提案等 

 

要支援者マップ整備は町内会なしでは不可欠、協議は各

町内会と連携を。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

 

災害はいつおこるかわからない、早急に対応し整備すべ

き。 

 

 

 



№ ４ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：給食サービス整備事業 

 

担当課・係：保健福祉課福祉係 

 

決算書ページ ４９Ｐ 主要施策の成果表ページ ８Ｐ 款３ 項１ 目４ 

 

１ 事業内容及び目的 

  おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみ又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者を 

対象とし、在宅の高齢者等が健康で自立した生活ができるよう、平成２４年度より１日５０食・週６日（月 

～土）給食サービスを実施している。 

  給食は、特別養護老人ホームさくらの園において栄養士による献立を基に調理され、夕方に利用者宅へ配 

  達している。 

  尚、配達時に利用者の安否確認も実施している。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成１７年度 ～ （継続） 

２４年度予算額（千円） 

（当初・８号補正） 

      １０，３８４千円 

２４年度決算額（千円） 

 

１０，３３５千円 

３ 取組目標と達成状況 

  独居及び高齢者のみの世帯等が増加していくなか、在宅生活者で調理が困難な高齢者・障がい者に対し、 

夕食のみであるが提供している。 

 利用については、自己負担有（１食当たり、３００円）。 

  平成２４年度実績…実利用者１１６人  総給食数１３，２５６食  平均１１４食／人 

事業実施に伴う財源については、一般財源で対応している。 

  歳入（３，９７６千円） 

歳出（共済３３１千円、賃金３，９２３千円、需用費５，９８１千円、役務費９３千円、公課費７千円） 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

⑩ ２４年度の進捗と評価等 

平成 23 年度より 1 日 50 食となり利用者も 92 人

（H23）から116人（H24）、総給食数も9,448食（H23）

から13,256人（H24）食と利用者数等の増となった。 

利用者によっては週１回～週６回となるべく希望 

に沿った対応を今後も継続する。 

⑪ ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

 

単身世帯、高齢者等に週６日給食サービスを行なってい

るが、利用率も良く事業としては評価する。 

⑫ 課題解決に向けた意見等 

平成23年度より利用者の拡大を目指し、増食体制

を図る（50食／日）。弁当容器も全て使い捨て容器

とし、又自己負担（300円）を見直し利用者の拡大

を図っている。 

 民間委託については、同事業を実施している市町 

の実施状況を確認しながら検討する。 

⑬ 課題解決に向けての意見・提案等 

 

利用者が高齢化の増加に伴い毎年３割程度づつ利用者

も増加している。このまま希望者が増加すれば５０食の

みでは対応不可能となる。一般財源も１００万円づつ増

え、財政を圧迫しかなない。早急に地元、町外問わず民

間導入を検討すべき。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

 

今後の推移を判断し、対応を検討すべきである。 

 

 



№ ５ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：町立保育所運営事業 

 

担当課・係：住民生活課 児童年金係 

 

決算書ページ Ｐ５２ 主要施策の成果表ページ Ｐ１２ 款３ 項２ 目３ 

 

１ 事業内容及び目的 

保育所は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条の規定に基づき、保育に欠ける 

子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とします。 

開設日 森保育所、新川保育所、港町保育所  Ｓ２６．５．１ 

     〃    鷲ノ木保育所 Ｓ４３．３．１  尾白内保育所 Ｓ４３．４．１ 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

Ｓ２６年度 ～  年度（ 継続 ） 

２４年度予算額（千円） 

１４３，１０６千円 

２４年度決算額（千円） 

１３６，４８１千円 

３ 取り組み目標と達成状況［目標値と達成値／費用対効果等も記載のこと］ 

町内（森、尾白内、港町、新川、鷲ノ木）５箇所の認可保育所 月平均入所児童数 ２３３人 

・ 保育時間等 日曜・祝祭日・年末年始を除く 

平日（月曜～金曜日）８：３０～１７：００、土曜日 ８：３０～１２：３０  

・ 延長保育 平日 ７：４５～ ８：３０   土曜日 ７：４５～ ８：３０ 

〃 １７：００～１８：００   〃  １２：３０～１３：００  

  ・就労家庭における児童を保育し就労時間を考慮した保育延長ができる保育所であるようにする。 

 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

⑤ ２４年度の進捗と評価等 

 就労家庭において、保育をすることで安心して仕

事に従事でき、児童の他、保護者を含め、仲間が出

来る生活の場となっている。 

・鷲ノ木保育所玄関前の階段擁壁改修を実施し通所

児童の安全を確保した。 

・石倉町・本茅部町・蛯谷町地区の保育児童の通所

のため保育バスの運行継続中。 

 

 

⑥ ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

各施設の老朽化が進んでいる。又、津波対策として海抜

の低い尾白内、港町保育所は移転が必要。（小杉議員） 

 

目的は達成されていると評価はする。（山田議員） 

⑦ 課題解決に向けた意見等 

保育施設の老朽化が目立ち、部分補修を繰り返し行

ってきている。専用室を要する乳幼児保育や一時保

育等の多様化する保育ニーズを想定した整備が必要

と思われる。 

 

⑧ 課題解決に向けての意見・提案等 

各施設見直しの時期と考える。統合も視野に整備の計画

が必要。（小杉議員） 

各施設の老朽化が目立つ又、多様化する保育環境に対応

すべく５保育所を数箇所に統合し、質の向上を図り所期

の目的達成を図るべきである。（山田議員） 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

子どもの安全を考え早めの判断をし、予算計画をすべ

き。（小杉議員） 

保護者に対し保育施設の状況、現状を周知し保育の向上

を図るべきである。（統合へ向け） 

（山田議員） 

 

 



№ ６ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：濁川（へき地）保育所運営事業 

 

担当課・係：住民生活課 児童年金係 

 

決算書ページ Ｐ５４ 主要施策の成果表ページ Ｐ１２ 款３ 項２ 目４ 

 

１ 事業内容及び目的 

  濁川地区において、保育を必要とする児童の福祉増進を図ることを目的とする。 

  保護者からの希望があった保育時間について、４月から１０日間の平日について、退所時間を１６時３０分

のところ１７時３０分としている。 

保護者の就労形態の変化に対応することを目的とする。 

※保育料 １１，０００円／月額 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

Ｓ４７年度 ～継続 

２４年度予算額（千円） 

３，３９８千円 

２４年度決算額（千円） 

２，９８６千円 

３ 取り組み目標と達成状況［目標値と達成値／費用対効果等も記載のこと］ 

   

就労家庭における児童を保育することで、保護者が安心して就労できる保育所であるようにする。 

  入所児童数の推移  

Ｈ２０：１６名  Ｈ２１：１０名  Ｈ２２：１１名  Ｈ２３：１０名  Ｈ２４：１０名 

事業においては、季節的行事、遠足、交流保育、老人福祉施設訪問など、他保育所同様に実施している。 

 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

⑨ ２４年度の進捗と評価等 

 就労家庭において、保育をすることで安心して仕

事に従事でき、児童の他、保護者を含め、仲間が出

来る生活の場となっている。 

 特に、地元保護者の除雪等協力も多く、地域に根

付いた保育所運営がされている。 

 

⑩ ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

 

事業内容については理解するが、少人数の子とも保育は

内容に欠ける所が多いと考えられる。 

⑪ 課題解決に向けた意見等 

児童数については、ここ数年１０名程度で推移して

いる。 

次年度も入所児童数１０名を見込んでいる。 

 

 

 

⑫ 課題解決に向けての意見・提案等 

 

少人数の保育も可能と思われるが、１０人程度の保育に

ついては、保育所設置基準からみても統合を検討すべき

である。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

 

費用対効果に照らして児童のことを考えても（少子化）

統合を早急に検討すべきである。 

 

 

 

 

 

 



№ ７ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：森町乳幼児等医療費扶助費 

 

担当課・係：保健福祉課国保係 

 

決算書ページ ５４Ｐ 主要施策の成果表ページ １３Ｐ 款３ 項２ 目５ 

 

１ 事業内容及び目的 

乳幼児等医療費の一部を、その保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、乳幼児等

の保健と福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

１７年度～２４年度（継続） 

２４年度予算額（千円） 

        ３５，０００ 

２４年度決算額（千円） 

        ２４，６６９ 

３ 取り組み目標と達成状況［目標値と達成値／費用対効果等も記載のこと］ 

乳幼児等医療費助成制度は、乳幼児期の医療費に係る経済的負担を軽減し、適切な受診機会を確保することで

児童の健全育成に資するため、制度内容に違いはあるものの、多くの自治体が一般財源で実施している制度で、

当町では就学前は全額助成、小学生は入院医療費のみを対象とし、町民税課税世帯は 1割・非課税世帯は初診時

一部負担金（医科 580円）の負担で受診することができるため、適切な受診機会の確保と子どもを持つ保護者の

経済的な負担軽減につながった。  【受給者数 ２４年度末】 ７２０人 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

⑭ ２４年度の進捗と評価等 

乳幼児を育児する保護者の経済的負担を軽減し、

医療の受診機会の確保を通じて、当該乳幼児等の健

康保持と福祉の増進を図る役割を果たしている。 

 

③ ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

 

少子化対策、子育て支援事業として早期に取り組むべき

事業と考える。 

⑮ 課題解決に向けた意見等 

・当該制度は、国の医療制度を補完する形で全自治

体が実施しており、本来、社会保障の一環として

国が対応すべきで、子どもが等しく早期に医療を

受けられる全国統一的な制度化と国の財政負担が

課題である。 

・事業実施に伴い、医療費に「波及増」が生じると

して国保の国庫負担金の減額措置を受けており、

国保会計の財政を圧迫しているため、減額措置の

廃止を要望して行きたい。 

・少子化が進む中、安心して子育てが出来る環境を

整備する必要があると考えており、平成２５年８

月からは小学生まで無料化となったが、今後も助

成範囲の拡大について検討して行きたい。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 

今年８月より、小学生までの無料化がやっと実現され

た。今後は義務教育である中学生までを対象とする拡大

を。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

 

子どもを安心して生み育てられる環境こそが少子化策 

の１つである。 

義務教育課程までの無料化をすべき。 

 

 

 



№ ８ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：森町国民健康保険病院事業会計補助金（出資金・繰出金含む） 

 

担当課・係：森町国民健康保険病院 

 

決算書ページ Ｐ５８ 主要施策の成果表ページ Ｐ１７ ４款 １項 ６目 

 

１ 事業内容及び目的 

  地方公営企業法第 17 条の２及び同法施行令第 8 条の５並びに平成 24 年度地方公営企業繰出金について（平

成24年4月13日総財公第40号総務副大臣通知）において、一般会計等が負担するべき経費が定められている

ことから、基準額を繰り出すとともに、公立病院特例債借入要件である平成24年度での地方財政法上の資金不

足解消に向けて、病院経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するため基準外についても繰り出した。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

昭和36年度 ～平成24年度（継続） 

２４年度予算額（千円） 

       ４８４,７７１ 

２４年度決算額（千円） 

       ４８４,７７０ 

３ 取り組み目標と達成状況［目標値と達成値／費用対効果等も記載のこと］ 

 一般会計の繰出金の増額により、地方財政法上の資金不足額が計画どおり解消した。 

  救急病院 36,294千円(うち繰出基準36,294千円)、研究研修費746千円(うち繰出基準746千円)、  

   医師確保 22,631千円(うち繰出基準22,631千円)、共済追加費用11,909千円(うち繰出基準11,909千円)、 

   基礎年金12,199千円(うち繰出基準12,199千円)、児童手当3,193千円(うち繰出基準3,193千円)、 

   改革プラン経費2,101千円(うち繰出基準2,101千円)、建設改良利息35,690千円(うち繰出基準23,786千円)、 

   不採算地区231,054千円(うち繰出基準50,520千円)、 特例債元金60,280千円(うち繰出基準60,280千円)、    

  建設改良元金68,673千円(うち繰出基準45,529千円) 

    合計484,770千円(うち繰出基準269,188千円、うち繰出基準外215,582千円) 

   ※地方財政法上の資金不足額  （H24年度）計画 0千円  決算 0千円 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

⑬ ２４年度の進捗と評価等 

 地域の中核病院として事業運営に取り組んできた

ものの、休日当番医の増加等により外来患者は増加

したが、常勤内科医の確保が出来ず入院患者の減少

が続いた。 

 このため、一般会計からの繰入金を減少させるこ

とには至らなかった。 

 

⑭ ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

一般会計繰り延べ金（ルール以外）215,582千円であり、

相当財政を圧迫している。病床数 60 床に減らしても尚

且つ収益が上がらない状況は病院全体の努力が欠如し

ていると言わざるを得ない。 

⑮ 課題解決に向けた意見等 

 常勤医師及び看護師確保を重要課題として取り組

み、今後の病院のあり方を確立され、信頼確保に努

めるとともに、病院の抜本的な改革について検討す

る。 

 

⑯ 課題解決に向けての意見・提案等 

一連の不祥事による信頼の回復、夜間診療の再開、早急

に外部委員会の設立のもとで抜本的改革をすべきであ

る。森町には専門医は必要とせず、総合診療を早急に取

り入れねばならぬ時期である。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

総合診療導入しないのであれば森町国保病院の診断を

早急に実施すべく予算措置を行いこと。 

 

 

 

 

 

 



№  ９ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名： 英語指導助手招致事業 

 

担当課・係： 教育委員会 学校教育課 

 

決算書ページ Ｐ一般８３ 主要施策の成果表ページ Ｐ ４２ 款  項  目 

 

１ 事業内容及び目的 

  英語を母国語とする大学卒業者を外国語青年誘致事業として招致し、それぞれの教育委員会や学校に配置さ

れている。外国語指導助手（ALT）は外国語指導主事や外国語教師（日本人英語教師）指導のもと、授業の

補助を行いながら実践的な英会話の指導を行うと同時に外国語によるコミュニケーションの理解力を高め、国

際理解力・異文化理解力の素養を培うことで、国際社会の中で主体的に活動できる、資質・能力を養うことを

目的として、町内中学校２校・小学校７校へ英語指導助手として派遣されている。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２４年度 ～  年度（継続） 

２４年度予算額（千円） 

    ４，４６５ 

２４年度決算額（千円） 

    ４，１８４ 

３ 取り組み目標と達成状況［目標値と達成値／費用対効果等も記載のこと］ 

  現在１名体制で派遣を行っているが、平成２１年度より小学校５年・６年で外国語活動が導入されており、

小中学校教諭の指導助手として役割を担っており、日々学校へ派遣されている。 

  中学校では、英語の時間に、小学校では外国語活動の時間として、年間３５時間の授業時間数であり１名体

制では、すべてを網羅することは難しいため、小中学校の教諭との連携を密にして派遣をしている。 

 

 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

⑰ ２４年度の進捗と評価等 

 森中学校・砂原中学校を軸に、各小学校へも、外

国語指導助手（ALT）の派遣を実施した。 

 コミュニケーション能力の育成、異文化交流等の

成果は認められた。又、、外国語指導助手（ALT）を

通じて英語に対してのなじみ易さの効果も図られ

た。 

 

 

⑱ ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

外国語指導助手（ＡＬＴ）と英語担任とのテリトリをき

ちんと整理し連携を蜜にし、ＡＬＴの機能を充分に発揮

させるべく体制を整理すべきである。 

１名のＡＬＴだけでは限界を感じる。 

小学校にも多く派遣してほしい。 

⑲ 課題解決に向けた意見等 

 外国語授業の充実が今後求められることが予想さ

れるため、複数配置について「配置方法・配置経費

等」について、検討をいたしたく考えております。 

 

 

⑳ 課題解決に向けての意見・提案等 

外国語の充実を図るためには、数人のＡＬＴが必要であ

る。来年度から小５より必須科目となり、なおさら需用

が増して来る。早急に校長会、教頭会又局の指導主事を

交えて充分な協議検討をすべきである。 

 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

児童生徒が満足のいくＡＬＴ体制を確保すべく予算措

置が必要。 

 

 

 

 

 

 



№ １０ 

平成２４年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名： 森高等学校振興会補助金 

 

担当課・係： 教育委員会 学校教育課 

 

決算書ページ Ｐ一般８３ 主要施策の成果表ページ Ｐ ４３ 款  項  目 

 

１ 事業内容及び目的 

  平成１０年度森高等学校が総合学科移行に伴い、森高等学校が将来とも活力に満ち、魅力ある学校であるた

めに必要な対策を講じ、地域に根ざす教育の振興を図ることを目的に、森高等学校振興会が設立された。 

 『事業内容』 

  広報活動事業（森のまなびや） 海外短期留学生派遣事業（教員１名。生徒５名） オープンキャンパスの

実施 サテライト講座受講支援 生徒下校バスの支援 各種研究大会への参加 学校案内ポスター・パンフレ

ット印刷 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２４年度 ～  年度（継続） 

２４年度予算額（千円） 

    ６，６００ 

２４年度決算額（千円） 

    ５，４３２ 

３ 取り組み目標と達成状況［目標値と達成値／費用対効果等も記載のこと］ 

  森のまなびやは年２回発行、海外短期留学生派遣事業はオーストラリアにてホームスティ体験及び教育文化

施設等においての研修を通じて日頃の学習成果を発揮する機会を与え、国際感覚を身に付けさせる目的は海外

短期留学報告書にまとめられております。また、オープンキャンパスの実施、サテライト講座受講支援、生徒

下校バスの支援、各種研究大会への参加、学校案内ポスター・パンフレット印刷とも目標達成はなされている。 

 

行 政 用 常任委員会委員調査並びに決算特別委員会委員審査用 

21 ２４年度の進捗と評価等 

 各事業の展開により、森高等学校の魅力の充実と

保護者の負担軽減が図られ、他の市や町からも入学

がある状況です。少子高齢化の折「特色ある学校、

魅力のある学校」づくりを目指して各事業に力を注

いでおり、一定の評価は十分できるものと解してお

ります。 

22 ２４年度の進捗（決算）についての評価等 

効果の点から見てあまり評価しない。 

特色ある学校とは何か理解しているのか疑問である。 

23 課題解決に向けた意見等 

 昨今、少子化の時代になり道立高校の現状は、間

口減・募集停止と大変厳しい状況であります。森高

校については森高校の魅力を発信することにより、

生徒数の確保を図っているところであります。 

 生徒数の自然減が見込まれる時期が到来してきて

おり、支援事業の検討と補助金の活用の仕方につい

て、検討をいたしたく考えております。 

24 課題解決に向けての意見・提案等 

総合学科の学校であるので魅力ある学校に成長させる

には、先生、生徒の努力が不可欠である。 

振興協会が教育振興を真面目にやる気があるのであれ

ば、徹底した指導体制を行なうべきである。 

間口減はその証拠である。 

 ⑤ ２６年度予算編成への提言 

当事者の意見聴取し確認の上予算計上をすべきである。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ．議会活動等による地域政策課題 
（住民と議会との意見交換会などより） 

 



平成２６年度予算編成に向けた政策課題 

（Ⅱ．議会活動等による地域政策課題等） 
 

Ｎｏ 
政策課題・地域課題に

かかる事業名 
同左の現状等（特記事項を含む） 課題解決への提言内容（事業量等） 

１ 固定資産税の土地評価

の見直しについて 

バブル崩壊、リーマンショック、Ｅ

Ｕの財政危機の到来等、全世界は不

況へ突入している状況である。そう

した中、土地の下落も激しく、町の

評価額よりはるかに低い価格で取引

されているのが現状である。所有者

の不平不満の声が大である。 

 

固定資産の評価は、３年に１回見直しさ

れているが、現在の評価はまったく現状

に合わない。宅地の半分は雑種地又は原

野又は干場等、用途も変化している。既

に、来年は異議の申し立てをするという

人もあり、難しいと思うが検討すべき事

項である。 

 

２ 火葬業務委託事業 現在、さわら斎場のみ委託されてい

る。 

森町葬苑についても、事業委託を考える

べきである。 

 

３ 森町放課後児童健全育

成事業 

事業の必要性から、本事業が平成２

２年度からスタートしたことを評価

したい。 

保護者の就労支援と子育て支援を、福祉

政策として捉え位置づけを強化すると

伴に、他学区への事業拡大を検討すべき

である。 

 

４ 子育て支援事業 雨の日や冬期間、外での遊びが限ら

れる。閉じこもりがちになる母親と

子供が何時でも自由に集える場がな

い。 

母親が子供を連れて、いつでも自由に集

える場所の、子育て支援センター的なも

のを整備されたい。 

今一度、子育て環境の点検をすべき。 

 

５ 石倉中部生活館飲料水

対策事業 

長年、飲料水用の地下汲み上げポン

プが使用不能になっている。町内会

の活動拠点施設であり、災害の避難

所としても重要である。 

 

復旧に向け、早急な対策が必要である。 

６ 福祉灯油給付事業 老人や生活困窮世帯等に対する暖房

費の一部助成を図り、２４年度で５

年目となる。 

円高により灯油価格は低減傾向にある

が、長期にわたる景気低迷による負担の

軽減を図るため、新年度においても継続

した取り組みとすべき。 

 

７ 老人の生きがい対策の

推進について 

(畑づくり等) 

現在、老人世帯２，４９７世帯、独

居老人１，５４３世帯がある。老人

のコミュニティの場又は生きがいの

場の提供を行う必要がある。畑、草

花等園芸をし、土いじりを行い、自

分達で作った物を飾り又食べたり

し、生きがいを促進し、健康福祉の

増進を図る。(耕作地提供) 

 

 

 

最近、老人の閉じこもりが増加してきて

いる。これらを町の支援で、元気な老人

のまちづくりを形成する必要がある。 

自分達が栽培し、楽しめれば健康で長生

きの一助となる。寝たきりの老人解消、

町の財政負担の軽減は大である。 



８ 託老所（老人預かり所）

の開設について 

漁業主体地区は冬期～春期にかけ、

すけそう漁・ホタテ漁時には、猫の

手を借りたい忙しさである。老人の

面倒を見るのが一つの悩みとなって

いる。世話人１人が、必要である。

町内の会館等で、その時間帯を預か

る託老所が必要不可欠となってきて

いる。 

 

託児所の高齢者版で、全町的な制度要望

とすべき。 

自宅にいるような安心感の中で、高齢者

を預かり地域の中で、安心して生活が営

めるような場所を提供する施設整備を

検討すべき。 

経済団体を支援するようなモデル事業

の検討を。 

 

９ 水産系副産物肥料製造

事業 

肥料としての効果、効能の認知度や

利用度が低い。 

基幹産業である水産業、農業ともに関連

する事から、更に認知度を高め（全町民

に）、利用を考えるべき。 

 

１０ 浅海増養殖事業の推進

強化対策について 

近年、漁家において世代交代が進ん

できているが、６０～７０代は、丘

での作業を余儀なくされている。こ

れらの方々の、技術・知識・知恵を

再度開花させ、森町の漁業所得の増、

水産加工振興発展のため、活用すべ

きである。（ナマコ、昆布、ツブ、地

まきホタテ） 

 

浅海漁業の振興策に対し調査研究を重

ね、将来の礎となるべく重大事業であ

る。（仮称）おやじ浅海漁業振興部会を

組織建てする。将来のＴＰＰ対策でもあ

る。 

１１ 常設野外ステージ整備

事業 

毎年５月の桜祭りに、簡易ステージ

を設置しているが、常設の野外ステ

ージは森町に存在しない。 

会場設営作業を軽減化し、野外文化活動

の拠点化と公園の活性化を図ることに

より、公園の観光資源の充実に繋がる。 

・青葉ヶ丘公園・オニウシ公園の常設野

外ステージ新設整備（ブロック若しく

はコンクリート製） 

 

１２ 林業振興事業 町内において木材の利用が少ない。 間伐材の利用を含め、木材の利用拡大を

図るべきである。再生可能な資源が求め

られている。今日にあってはなおのこ

と。 

 

１３ 国営駒ヶ岳地区土地改

良事業 

償還に伴う受益者の負担が大きい。

営農用水の利用も、はなはだ低い状

況にある。 

農業の大きな転換点にある今日、町有地

を含め、水の利用を真剣に考えなければ

ならない。 

 

１４ 道路整備事業 幅員６メートル未満の町道は、整備

が進んでいない。 

(補助対象外とのこと) 

 

町単費でも、計画を立て整備すべきだ。 

１５ 町道用地の測量図面と

現状の照合作業 

過去の町道舗装整備に伴う測量図面

整備完了後、権利者の交代等により、

町道と私有地との境界の不明瞭化

が、道路利用上のトラブル（除雪や

交通の障害等）の原因となっている。 

 

町道用地の測量図面と現状の照合作業

を行い、町道と私有地の境界を再確認す

ることによって、トラブルの解消が可能

となる。 



１６ 道々１０２８号の側溝

排水改良整備事業 

港町の坂田宅前から森港郵便局付近

は、雨が降るたびに冠水状態になっ

てしまうことは周知のことである。

数十年にわたり、改良工事がなされ

ていない。 

 

数十年も手つかずの状態と、認識してい

る。抜本的な改良工事の実施を要請すべ

きだ。 

１７ 東森町から国道２７８

号へ出る町道の拡幅等

整備事業 

大型車両の通行が多く、普通車同士

の交差もぎりぎり状態で、接触事故

も多発している。 

 

拡幅と待避場の設置を。 

１８ 町道舗装補修事業 鳥崎町内の未舗装道路が、まったく

進まない状況がある。 

 

周辺住民や地権者等との話し合いを、進

めるべきである。課題を洗い出し進展さ

せなければならない。 

 

１９ 町道改修整備事業 森小学校からＪＡにかけての町道

は、幅員が狭く、逆勾配となってい

る。（特に、さくらの園のカーブ）従

って、雨が降れば歩道を利用できな

い。 

微笑みさくら通り～柳橋間に入って

いるヒューム管の清掃は、住民だけ

の清掃では無理がある。危機管理を

どう考えているのか。 

 

清澄町７号線・森川町１２号線の幅員拡

大と、逆勾配の解消。 

微笑みさくら通り～柳橋間の道路排水

溝の清掃強化と抜本改善策の検討。 

２０ 砂原５丁目（旧彦澗中

通り）道路整備事業 

下水の蓋はコンクリートで、長年使

用のため相当劣化し、ほとんど角が

欠けている状態であり、清掃もまま

ならぬ状況である。また、舗装のヒ

ビ割れも激しく溝も深く成りつつあ

り冬期はスリップの危険性もある。 

下水は、清掃もままならぬようで悪臭も

発生する。環境的にも良くない。汚泥等

の除去もありグレーチングを採用した

ら、又舗装のヒビ割れ（クラーク）が多

く冬期はアイスバーンに成りやすく、交

通安全上好ましくない。早急に改善策

を。（下水蓋の改修、道路舗装ヒビ割れ

に伴うオーバーレーン） 

 

２１ 砂原地区排水溝の改修

整備事業 

砂原５丁目（旧彦澗）、砂原２丁目（旧

紋兵エ砂原）のこの地区は、海抜０

～１メートル位で、ほとんど傾斜が

ない地区であり、管が狭隘であり口

径の大きなものに取り替える必要が

ある。豪雨時は、道路が冠水する。 

 

集中豪雨時は被害がでかねない状況下

にあるため、早急に調査し危険度の高い

方から、逐次改修し地区の安全を図るべ

きである。 

２２ 地域医療を考える町民

会議の開催 

これまでは、医師と患者、医療機関

と町民というのは一方通行の関係で

あった。 

医師不足やコンビニ受診、経営内容

等に関し、病院は積極的に情報発信

をしてこなかった。 

 

地域の医療を立て直すには町民の協力

が必要だ。情報の伝達と対話づくりの場

となる町民会議を開催すべきである。 



  国保病院改革として進めているもの

の、町民には何も見えてこない。病

院からの通信を出すとのことだった

が、今だにない。 

 

病院改革は、行政と医療関係者だけで行

うのではなく、患者、家族等、町民の協

力も必要と考える。病院の現状等を話し

合う、町民会議を開催すべきである。 

  町民の間で、夜間専門診療に関して

は、町立病院の機能を果たしていな

いなど、様々な意見がある。以前か

ら、約束をしていた町民との対話の

機会を設けるべきと思うが。 

 

町内会単位でも、早速実行に移すべき。 

２３ 審議会等に女性を積極

的に登用 

審議会等の女性役員は、現状少ない

と思われる。現状、４１団体の審議

会等があり、４４０名の中、女性の

就任は１０３名である。 

 

男女共同参画社会の実現に向け女性の

登用を増加すべき。 

２４ 

 

介護保険納入者（高齢

者）に対する集団的準

介護施設等の開設につ

いて 

現在の特別養護老人ホームは全て満

室である。待機者が相当数いる中そ

の待機者になる前の段階の面倒を見

る施設等が必要不可欠である。老人

の孤独死も増加の傾向にありその対

応が求められている。 

 

介護保険料を納入者同志において不公

平が生じている現状は好ましい状況で

はない。施設待機者の予防及び医療費の

抑制の意味からも今後老人対策事業と

して必要不可欠と思われるので是非導

入を検討すべきと考える。 

２５ ゴジラ橋の再構築 尾白内川の洪水により撤去された

が、東森・港地区と尾白内地区との

交通の途絶による、不便を余儀なく

されている人が多々ある。 

 

鉄製の頑丈な橋ではなく、人・自転車が

通行できるくらいの強度のある橋。 

つり橋を含め検討してください。 

 

２６ 役場周辺の交通渋滞の

緩和 

役場職員の通勤時間対に交通渋滞が

発生し、通学や一般車両へ迷惑をか

けている問題。災害・救急時の交通

障害にもなりかねない。 

 

マイカー通勤の自粛出退勤時間の変更

など対応できるのでは。 

 

 

２７ 公民館・文化センター

建設裳若しくは改築 

階段しかないためにお年寄りや障害

者の方の入館に多大な負担をかけて

いる。 

 

負担の軽減を図るために、新館建設かエ

レベーターの増築を。 

 

２８ 観光・物産案内所の設

置 

３年後に控えた新幹線開業を見据え

た場合、観光客の受け入れる窓口・

場所も無い状態。商工会議所の中に

併設されているだけ。 

 

独立した観光・物産案内所の設置で、観

光客の案内の窓口の充実を。 

２９ 自主防災組織への補助

金 

平成２５年度に森町地域防災計画が

作成されるが、各地域での自主防災

組織は未組織のままである。 

 

自助の核となり、防災計画の中核となる

自主防災組織の拡充こそが減災に繋が

る。 

３０ 側溝整備事業 現在ある側溝はすでに４０年も経過

しており、全面改修しないと駄目だ。 

 

計画的に改修を推進すべきだ。 



３１ 側溝清掃事業 側溝清掃の苦情が多い、側溝の役割

をしていない。 

 

予算を増額し、事業を推進すべきだ。 

町民の身近な問題だ。 

３２ 各小中学校の管理費用

の削減対策 

学校管理は賃金、委託料等々さまざ

まな取り扱いとなっている。まった

く統一性はない、各学校ごとに異な

るのは不適当であり、統一性をもっ

て経費の削減をすべき。 

 

学校管理については、特別な事情はあり

得ない、早急に統一性をもって経費削減

に努めるべきである。（来年度より実施

すべし） 

３３ 高齢者火災報知器設置 平成２４年度火災件数８件の内、３

名の死者が出ている。高齢者世帯の

火災報知器の設置状況を調査し、未

設置世帯者への対応を検討すべき。 

 

生命、財産保護のため早期に願いたい。 

３４ 津波避難所及避難所誘

導経路表示板設置 

所管委員会の中で設置する旨、話さ

れているが未実行である。 

 

早期に着工されたい。 

３５ 鷲ノ木海岸消波ブロッ

ク設置 

漁港防波堤の延伸により、時化での

護岸に打ち付ける高波で住宅への振

動は異常である。 

 

以前からの住民の要望事項であり、現地

調査の上、然るべき事業の取り組みを願

いたい。 

３６ 防災無線戸別受信機設

置 

現在、砂原地区の全世帯には設置さ

れているが、森地区については一部

のみ設置されている。戸外には拡声

器が設置されているが、場所によっ

ては良く聞こえない 

 

災害等はいつやってくるか解からない

ので、住民にいち早く情報を伝達できる

ことから早期に設置することを望む。 

 


