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平成２９年１１月１６日 

森町議会 
 

 

  



 

 

森町議会では、議会改革への取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

審査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２８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、「２８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」、

「３０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 

町当局におかれましては、新年度予算編成について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 28 年度事業評価・決算審査用調書 対象事業一覧 【総務経済常任委員会】 

 

 

№ 事業名又は支出名 備考 

１ ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業  

２ 「もりまち de温泉ソムリエ」事業  

３ 町道舗装補修工事（工事請負費）  

４ 新川海岸陸閘改修工事（工事請負費）  

５ 空き家対策業務(空き家実態調査)（委託料）  

 

 



平成２８年度事業評価 決算審査用調書 
 

事 業 名：ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業 
 
担当課・係：商工労働観光課観光係 
 

決算書ページ ３６Ｐ 主要施策の成果表ページ ５Ｐ 款２ 項１ 目１１ 
 

１ 事業内容及び目的 

【目的】 
森町ふるさと応援寄附金条例に基づく寄附金に対して、一定の金額以上の寄附を行ったものに記

念品を贈呈することにより、寄附の奨励を図るとともに町内産業の活性化に寄与することを目的と
して実施する。 
【事業内容】 
⑴ 対象者 １回当たりの寄附金額が１万円以上の者 
⑵ 記念品 寄附金額の５０％以内で贈呈 
⑶ 記念品提供事業者 森町に本社又は事業所を有する法人等又は個人(１２事業者) 
⑷ 実施方法 ふるさと納税一括代行業者に委託(株式会社さとふる) 

委託業務内容：寄附受付WEB サイトの運営・寄附の受付、受簡・記念品の集荷発送等 
 

２ 事業実施期間 

２７年度 ～ 継続 

２８年度予算額（千円） 

１,４０２,２０８ 

２８年度決算額（千円） 

１,４０２,２０６ 

３ 取組目標と達成状況 

【事業費等の内容】 
平成２８年度における各会計の主要な施策の成果及び予算執行の実績の概要 参照 

【照会事項】 
⑴ 報償費の内容と金額について 

記念品代(７０,５１４個分) ３９６,２２６,６８９円 
⑵ 記念品ベスト１０について(平成２８年４月～平成２９年３月) 
順位 記念品 
１  新鮮ないくら醤油漬(400g)と数の子松前漬(450g)のセット 
２  北海道産熟成豚肉大盛セット(約 2.6kg) 
３  北海道 魚卵宝石箱 
４  醤油いくら(200g)と甘みたっぷりの刺身用冷凍ほたて貝柱(400g)のセット  
５  【噴火湾産】ぼたん海老 大サイズ(250g×4 セット(1kg)) 
６  【噴火湾産】ほたて 刺身用・ボイル・片貝セット 
７  北海道「食の極み」大満喫セット 
８  ジンギスカン用 最高級ロールラム(タレ付)＆味付ジンギス汗セット 
９  【噴火湾産】刺身用 玉冷ほたて貝柱(800g) 
10  噴火湾産、冷凍ぼたんえび(500g)・冷凍はたて貝柱(400g)のセット 

 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

平成２８年度の寄附額が前年度比の２５倍と
新たな自主財源が確保できた。 
特産品の効率的な PRや品質向上等に対する

記念品提供事業者の意欲向上がみられる等、地
域産業の振興につながった。 
 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

返礼品の内容による大幅増が見られ、地元事業
者・地元産業の振興になったが、寄附者とのつな
がりや、町民への情報発信(特に活用面)において
は、検討の余地がある。 
 

②課題解決に向けた意見等 

総務省(大臣通知)ふるさと納税に係る返礼品
の見直し要請等についての対策が課題である。 
寄附件数や寄附金額の増加に伴う事務等の増

加も課題である。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

返礼品の割合は当然ながら、委託業務委託料に
ついても検討する余地はある。 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

「ふるさと応援」の目的を明確にし、森町との
つながりや活用（町づくり）応援という寄附者の
思いをかき立てる事業とすべき。 
 

№ １ 



平成２８年度事業評価 決算審査用調書 
 

事 業 名：もりまち de 温泉ソムリエ事業 
 
担当課・係：商工労働観光課観光係 
 

決算書ページ ６６Ｐ 主要施策の成果表ページ － 款 7 項 1 目 2 
 

１ 事業内容及び目的 

多様な泉質を有する温泉地「森町」の存在を幅広く PRするとともに、北海道新幹線開業を積極
的に生かし、特に東北地域の人々との相互交流を深めるため、温泉ソムリエ協会が実施する「温泉
ソムリエ認定セミナー」、「認定ツアー」を誘致し、交流人口の増大を図る。また、将来的に「温泉
ソムリエがもてなす森町」を目指した新たな地域おこしを進める。 
 

２ 事業実施期間 

２８年度（新規） 

２８年度予算額（千円） 

３６８千円 

２８年度決算額（千円） 

１２４千円 

３ 取組目標と達成状況 

温泉ソムリエ認定セミナー、交流会の開催、湯めぐり 
⑴ 開催日：平成２８年１１月１２日(土)・１３日(日) 
⑵ 場所：濁川活性化センター、濁川温泉６施設 
⑶ 参加者数：２３名(町内８名 町外１２名 道外３名 (宿泊者９名)) 
⑷ 特記事項 
ア．道南初開催 
イ．参加者住所：札幌、小樽、伊達、江別、青森県、岩手県、山形県など 
ウ．周知方法：雑誌掲載(全国誌) 

開催チラシによる告知(北海道内及び東北各県の自治体、観光協会) 
エ．講師：さとう努氏(温泉ソムリエ師範、ニセコ町商工会理事) 
オ．セミナー内容：「温泉の基礎知識」「入浴法の基礎知識」「温泉分析書の読み方Ⅰ」 

「温泉分析書の読み方Ⅱ 補足等」「認定式」 
 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

参加人数が 23名ではあったが町外、道外か
らの参加もあり、温泉地「森町」の PRと町民
との相互交流を深めることができた。今後もよ
り多くの方に森町を知ってもらうためには、認
定セミナーや認定ツアーを継続し、実施してい
く必要あり。 
また、リピーターの獲得に向け、来町時に感

動する仕掛けづくりを観光協会と考案する必要
あり。 
 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

今回の取組みは、町内より町外を対象とした事
業であった感じが強い。それにしても看板１つ目
立つことがなかったし、濁川地区の人たちにとっ
ても、あったことさえさはど認知されていなかっ
たのではないか。 
 

②課題解決に向けた意見等 

町外からの来客を受け入れることは大切だ
が、より多くの町民にも地域の温泉に興味を持
ってもらうことや「温泉ソムリエ」になっても
らうことで、おもてなし意識の向上につながる
と考える。 
また、次年度より観光協会が実施主体となり、

セミナー開催のほか、温泉を活用したイベント
などと併せ、町内外の集客性を意識した事業を
実施する。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

「温泉ソムリエ」がはたして温泉に興味をもっ
てもらう企画として妥当なのか検討はすべき。資
格取得に 1日で２．５万円も費やして「ソムリエ」
として何か効を奏することがあると考える町民
がどれだけいるだろうか。 
 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

観光協会の事業化であっても、森町の温泉の協
同事業や、気軽に温泉を楽しむことができる、事
業内容にすべき。 
 

 

№ ２ 



 

 

 

平成２８年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：町道舗装補修工事 

 

担当課・係：建設課管理係 

 

決算書ページ ６８Ｐ 主要施策の成果表ページ ３８Ｐ 款８ 項２ 目 2 

 

１ 事業内容及び目的 

町道における車道・歩道の穴・ひび割れ等の補修工事を行い、車両・歩行者通行に支障がないよ

う道路交通の安全確保を図ることを目的とする。 
 

２ 事業実施期間 

継続 

２８年度予算額（千円） 

５,０００千円 

２８年度決算額（千円） 

４,９９９千円 

３ 取組目標と達成状況 

特に交通安全上支障が出ることが考えられる舗装の穴に対する補修を中心として実施しており、

年間１,０００㎡の舗装補修を予定している。 

交通量が多く、破損が多くみられる路線を優先して取り組んでいるが、特に雪解け後に除雪車両

や凍結融雪による損傷が多くあることから、年度当初と降雪前の発注とに分けて実施している。 
 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

４月に２件、９月に１件、１１月に１件、 

２月に１件の計５件の工事を町内一円にて実施

した。 

補修内容は危険性の高い舗装の穴や構造物の

段差解消を中心に実施している。 

 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

危険性の高い部分については補修されている

が、小さな舗装の穴についても初期段階で補修す

ることで修繕費削減になる。 

 

②課題解決に向けた意見等 

町内全域に補修箇所が点在しており、特に交

通量の多い路線では損傷が激しく費用もかかる

ため、全路線の補修については間に合っていな

いのが現状であり、緊急を要する場合は修繕費

や直営にて対応している。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

予算額５,０００千円では足りない。増額し、き

め細やかな補修対策が必要だ。 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

町道の認定未舗装道路については、早めに舗装

すべきだ。 
 

 

 

 

 

 

№ ３ 



平成２８年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：新川海岸陸閘改修工事 
 

担当課・係：水産課漁政係 
 

決算書ページ ７０Ｐ 主要施策の成果表ページ ４０Ｐ 款８ 項４ 目１ 
 

１ 事業内容及び目的 

森町が管理者である港湾海岸新川地区の海岸保全施設で閉鎖されていない４箇所の陸閘の改修、

開口部閉鎖の工事を行う。 

平成２３年３月の東日本大震災による大津波被害により、海岸保全施設の弱点部分の閉鎖、改修、

維持管理の徹底を国、道より求められた。これにより平成２３年度～平成２７年度までに尾白内海

岸防潮扉２８基を調査点検して閉鎖、作動調整を完了した。平成２８年度の新川地区の４施設の工

事終了により港湾海岸の保全が完了した。 
 

２ 事業実施期間 

２８年度（新規） 

２８年度予算額（千円） 

３,０００千円 

２８年度決算額（千円） 

２,９７０千円 

３ 取組目標と達成状況 

【目標】 

津波対策で開放されている陸閘２基、開口部２箇所の完全閉鎖を開発局より求められた。 

【達成状況】 

陸閘１基、開口部２箇所はコンクリート打設により完全閉鎖済み。民有地に存する陸閘１基は漁

家の作業により閉鎖が不可能であったが、津波等の有事には角落しパネルによる閉鎖可能なもの

に改修済み。 

【費用対効果】 

新川地区の海岸保全施設の面的な防護が完了したことから、津波被害に対する費用対効果として

は十分効果がある。 
 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

閉鎖箇所は平成２８年３月会議で提案説明

し、議会の議決を得た。 

閉鎖理由は上記目的のとおり。 

工事中に海浜地隣接民地所有者から海への出

入りが不自由になるとの理由で閉鎖に反対され

たが、数回の説明により計画通り完了した。 

 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

海岸保全事業として必要(要請)なのかもしれ

ないが、港湾と海岸との事業連携が必要ではない

か。 

 

②課題解決に向けた意見等 

通常、陸閘は防波堤と同様の機能施設として

いるため、個別利用を奨励するものではない。

不特定多数に事前の工事説明を一般的には行っ

ていない。ただし、船揚場や排水施設として陸

閘、開口部が利用中であれば利用者と閉鎖可能

か協議している。なお、公共的な利用者が想定

される場合(例えば町有地を通行止めすること

で生活道路として利用できなくなるなど)は広

報等により周知を図る。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

不特定多数ではなく、利用者はもちろんだが近

隣住民への事前の説明や意見徴収は必要。 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

港湾関係が終了とのことだが、海岸関係の現状

を再度点検し、対応する必要がある。 
 

№ ４ 



 

 

平成２８年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：空き家対策業務（空き家実態調査） 
 

担当課・係：建設課建築住宅係 
 

決算書ページ ７４Ｐ 主要施策の成果表ページ ４３Ｐ 款８ 項６ 目２ 
 

１ 事業内容及び目的 

【事業内容】 

町内全域の空家等の実態把握 

【事業目的】 

社会資本整備総合交付金を活用し、町内の空家等の適正管理及び有効活用を図るために、町内の

空家等の実態を把握し、危険空家等を選定した上で、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以

下「特措法」という。)」に規定する、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため

の計画策定のための基礎資料とすることを目的とした。 
 

２ 事業実施期間 

２８年度（新規） 

２８年度予算額（千円） 

１４,０００千円 

２８年度決算額（千円） 

１０,０２３千円 

３ 取組目標と達成状況 

【目標】 

空き家件数・所在地・所有者・建物情報(用途・構造・階数)等の把握、並びに空家件数のうち、

特定空家候補(危険空家)の把握。特定空家候補については、特措法に基づいた危険度合の把握。 

【達成状況及び費用対効果】 

対象建築物 ２１,６０４棟、 

空家候補の抽出(１次調査) １３７０棟、 

空家件数(２次調査) ５３０棟 

特定空家候補(危険空家) ２９６棟 
 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

空家実態調査結果を基礎資料として、平成２

９年度には「森町空家対策基本計画」を策定予

定。 

特に危険度の高い空家については、基本計画

を策定する上で、特措法に基づいた対応に取り

組む。 

 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

外見からの実態調査であれば、１千万もかけて

委託しないとできないものだったのか。 

 

②課題解決に向けた意見等 

今後の課題として、空家管理について、所有

者がいる場合は注意・啓発を行い改善を促すが、

所有者不明時の対応や緊急時の対応について、

基本計画を策定する上で取組みが必要。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

所有者の責任でやる事業なので、所有者をはっ

きりさせ、活用・撤去のいずれにせよ、積極的に

その対応を働きかける必要がある。 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

特定空き家については、町が責任を持つ予算措

置が必要。 
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平成 28 年度事業評価・決算審査用調書 対象事業一覧 【民生文教常任委員会】 

 

 

№ 事業名又は支出名 備考 

１ 外出支援サービス(福祉タクシー等)事業  

２ ことぶき出産奨励事業  

３ 森町水道末普及地域飲用水確保対策事業補助金  

４ 森町文化協会補助金  

 

  



 

 

平成２８年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：外出支援サービス(福祉タクシー)事業 
 

担当課・係：保健福祉課福祉係 
 

決算書ページ ４４Ｐ 主要施策の成果表ページ １０Ｐ 款３ 項１ 目４ 
 

１ 事業内容及び目的 

高齢者及び心身に重度の障がいを持つ者で、低所得者が通院や買い物などの日常生活の中でタク

シー又はバスを交通手段の一つとして容易に利用できるよう、その料金の一部を助成し、もって高

齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

・対象者は、満８０歳以上の方、身体障害者手帳１・２級（下肢障害者・体幹障害者・視覚障害者・

内部障害者）所持者の方、療育手帳 A判定所持者の方、精神障害者手帳１・２級所持者の方、特

定疾患医療受給者証所持者の方でいずれも町民税非課税者 

・低所得の判定は、平成２４年度までは世帯による。平成２５年度からは個人による判定 

・助成額は、年間１２,０００円／人(１００円券×１２０枚)の利用券の助成 
 

２ 事業実施期間 

２３年度 ～ 継続 

２８年度予算額（千円） 

７,５００千円 

２８年度決算額（千円） 

８,３５４千円 

３ 取組目標と達成状況 

高齢者等の申請者が微増し、平成２７年度との比較では１５人の増加となっており、前年度との

比較では、申請者が１０２％、事業費では１０２％となっている。 
 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

低所得者の高齢者及び心身に障害をもつ方の

社会参加や日常生活の交通手段の助成であり、

福祉の増進を図る役割を果たしている。 

 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

対象人員 2,225 人、利用者 875 人＝39.3％の利

用率。低利用率であり福祉の増進が図られるとは

いえない。最低 60～70％の利用率が無ければ福

祉の向上は図ったとはいえない。 
 

②課題解決に向けた意見等 

低所得者を対象とした事業となっており、今

後、総合的に交通体系を考えていかなければな

らない際には、さらなる移動手段の確保等を含

め、事業内容の検討が必要と思われる。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

低所得者のみで、全ての高齢者・障がい者等の

総合的な移動手段を早急に図る必要がある。該当

者等にいかなる手段が最適かアンケートを取り、

政策を決定すべきである。当面満８０歳以上の方

を対象とするも、ゆくゆく７０歳以上までの方を

対象にしていただきたい。 
 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

早急に福祉の充実を図るべきである。 
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平成２８年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：ことぶき出産奨励事業 
 

担当課・係：住民生活課児童年金係 
 

決算書ページ ４８Ｐ 主要施策の成果表ページ １４Ｐ 款３ 項２ 目１ 
 

１ 事業内容及び目的 

出産を奨励し、人口の増加を図るため、第１子５万円、第２子７万円、第３子以降１０万円の出

産奨励金を助成している。 

さらなる出生率低下の抑制を図るため、平成２７年度より第２子を、平成２８年度より第１子を

支給対象とする対象範囲の拡大を図った。 
 

２ 事業実施期間 

１７年度 ～ 継続 

２８年度予算額（千円） 

５,３００千円 

２８年度決算額（千円） 

５,３００千円 

３ 取組目標と達成状況 

出生率については近年ほぼ横ばいとなっており、一定程度の効果はあると判断しているが、人口

については減少傾向となっている。 

 

 

 

 

 
 
 

区 分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

出生数 89 人 89 人 83 人 

出生率 5.21％ 5.33％ 5.09％ 

人 口 17,082人 16,688人 16,299人 

区分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

第 1 子（5万円） ※対象外 ※対象外 40 件 2,000,000円 

第 2 子（7万円） ※対象外 30 件 2,100,000円 20 件 1,400,000円 

第 3 子以降（10 万円） 20 件 2,000,000円 24 件 2,400,000円 19 件 1,900,000円 

計 20 件 2,000,000円 54 件 4,500,000円 79 件 5,300,000円 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

出生率については、ほぼ横ばいとなってお

り、ある程度の効果はあると判断しているが、

人口の増加までには繋がっていない。 

 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

効果が上がらないのは、給付額が少額であるか

ら。少子高齢化を解消するためにも出生率の低下

は絶対避けなければならない。そのためには、第

１子からの奨励金を大幅に増額すべき。 
 

②課題解決に向けた意見等 

平成２７年度より支給対象範囲を拡大してき

ているが、助成方法等について必要に応じて検

討し、その他の子育て施策と併せて、出生率低

下の抑制、人口増加を目標に当事業を継続して

いきたい。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

思い切った対策が必要。第１子、第２子は３０

万円、第３子以降１００万円と増額すべきであ

る。 
 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

3 月会議で条例を(増額)改正すべきである。 
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平成２８年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金 
 

担当課・係：住民生活課住民生活係 
 

決算書ページ ５２Ｐ 主要施策の成果表ページ １６Ｐ 款４ 項１ 目２ 
 

１ 事業内容及び目的 

水道未普及地域に居住し、飲用水を浄化するために家庭用浄水器を購入及び設置する費用や、井

戸掘削等における井戸、ポンプ、配管等の設置工事に要する費用を、予算の範囲内において補助す

ることにより、住民の健康を保持し飲用水の安全対策を図ることを目的とする。 
 

２ 事業実施期間 

２３年度 ～ 継続 

２８年度予算額（千円） 

５,０５０千円 

２８年度決算額（千円） 

５,４２４千円 

３ 取組目標と達成状況 

水道末普及地域の居住する住民に対して、「広報もり」等を通じ周知してきており、事業開始年

度より水質検査や井戸掘削工事等について補助金を活用し、それぞれ飲用水を確保している。 

【平成２８年度実績】 

水質調査１０件 浄水器１件 井戸掘削 ５件 

補助金額 ５,４２３,５００円 
 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

水質検査の件数が前年度のほぼ倍に増加、井

戸掘削は前年同様５件となっている。 

電話や窓口においての聞合せも継続してあ

り、制度は浸透してきている。 

 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

件数が１６件で、住民に周知して来ているよう

であるが、本来の水道未普及地区を見ると利用件

数は非常に少ない。 
 

②課題解決に向けた意見等 

年間１０件の水質検査と５件の井戸掘削分を

見込んだ予算で対応している。 

水質検査結果が不適合の場合だけでなく、揚

水量の減少等も対象としている。 

既存の井戸等の衛生・安全な飲用水の確保を

目的としているため、新築に対する補助は対象

外としている。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

砂原地区には早急に水道事業に基づいて整備

し、飲用水の確保をすべきである。 
 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

地域住民(未普及地域)の意見集約をし、早急に

対応を検討すべきである。 
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平成２８年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町文化協会補助金 
 

担当課・係：教育委員会社会教育課 
 

決算書ページ ８２Ｐ 主要施策の成果表ページ ５２Ｐ 款１０ 項５ 目１ 
 

１ 事業内容及び目的 

森町文化協会は、文化団体相互の連携を図り、郷土文化の向上発展を期することを目的とした５

０団体が加盟し、情報の共有と技術向上が図られている。また、主な活動発表・情報発信の場とし

て提える森町文化祭(森地区・砂原地区)を運営し、交流の場を提供することにより、町民の文化・

芸術活動に対する意識向上が図られている。 

このことから、文化振興と生涯学習を目的とした活動及び事業を運営する森町文化協会に対し、

補助金を交付することを目的とする。 
 

２ 事業実施期間 

１７年度～ 継続 

２８年度予算額（千円） 

７２０千円 

２８年度決算額（千円） 

７２０千円 

３ 取組目標と達成状況 

多様な団体・サークルの活動支援を図り、森町文化協会への加盟を推進し、新たな情報共有と技

術向上の機会と環境構築を目標として取り組んできた。高齢化等に伴う活動休止団体(４団体)が生

じる中、新規加盟が４団体となり、森町文化祭における展示・舞台発表が実施できたことから、目

標に向けた取組みが実施できたものと思われる。 
 

件   名 平成 28 年度 平成 27 年度 比較 

森町文化協会加盟団体数（当年度 4 月 1 日現在） 50 団体 50 団体 0 

森町文化祭参加団体数（一般参加を含む） 75 団体 72 団体 3 

行 政 用 常任委員会委員調査・決算審査特別委員会委員審査用  

①２８年度の進捗と評価等 

森町文化協会への新規加盟団体により、新た

な情報共有と技術向上の機会及び環境が構築さ

れ、文化振興と生涯学習活動における環境の充

実を図ることができた。 

 

③２８年度の進捗（決算）についての評価等 

活動、事業等はマンネリ化してきてはいるが、

文化振興等は図られているようである。もう少し

町民が文化振興に興味を持つような活動をすべ

きである。 
 

②課題解決に向けた意見等 

発表機会の充実と指導者の育成・発掘による

文化・芸術活動の環境構築を図るとともに、森

町の伝統芸能団体と連携し、保存・継承につい

ての支援を検討する。 
 

④課題解決に向けての意見・提案等 

文化協会に対する補助金が 1団体平均 14，000

円と低額すぎる。活動の活性化を図るためには、

大幅な増額が必要である。 

また、少子化に伴い従来の伝統芸能が消滅する

状況にある。これらは貴重な文化であるため、森

町の伝統芸能を早急に保存すためにも増額すべ

きである。 
 

 ⑤３０年度予算編成への提言 

補助金の幅額により文化協会の活性化を図り、

町民の文化に対する高揚を図るべきである。 
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