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平成２８年度第２回森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 議事録 

 日 時 平成２９年３月２２日(水) １３：３０～１５：４０ 

 場 所 森町公民館中会議室 

 出席者 別添委員会名簿のとおり 

 概 要 以下のとおり 

 

１．開 会  

渡島総合振興局地域創生部地域政策課 西海課長よりご挨拶 

 

２．委員長挨拶  

 遠藤委員長より挨拶  

 

３．議 事 

① 森町まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況について 

 ・ 事務局より分野別評価調書及び事業別評価調書を用いて施策進捗状況を説明 

 ・ 委員からの意見は以下のとおり 

   ※個別の事業内容について、主に事業別評価調書から意見をいただいています。 

【基本目標１】 

[1-1 森チャレ支援事業] 

（川村委員） 

  本事業の今年度の取り組みについて、詳細に教えてほしい。 

（事務局） 

  これまで商店会においてアンケートを実施し、地域の交通量や住民ニーズの把握など

に努めてきた。来年度も地域のニーズに合った方向性を目指して事業を実施していく予

定。また、平成２９年度には新規創業者を支援する計画を策定するなど地域の活性化を支

援していく予定。 

   

[1-3 学生×しごとお見合い事業] 

（遠藤委員長） 

  インターンシップの実施について、詳細な進捗状況を教えてほしい。 

（事務局） 

  現在、事業課にて森高校と協議を行い、実施に向けて動き出したところ。２９年度には

受け入れ先の確保を行い、漁業関係者受け入れ先の拡大を目指している。 

 

[1-4 介護・福祉人材確保事業] 

（遠藤委員長） 
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  重要業績成果指標（以降、ＫＰＩ）について、以前は①②と設定していたが、③④の指

標を追加するということで良いか。 

（事務局） 

  ご指摘のとおり。 

  本事業は平成２７年度において、国の地方創生交付金を活用し、町内の介護事業者が新

規に職員を採用した場合に期間を定め、給与等の経費の一部を助成することとしていた

が、平成２８年度以降、既存の事業内容では交付金の対象外とされたため、平成２９年度

から森高校のカリキュラムである介護職員初任者研修に森町職員を派遣することにより、

森高校生の資格取得に寄与し、町内での介護人材の雇用に貢献する事業へと修正予定。 

  なお、ＫＰＩの①、②については事業の変更により進捗はしないものの、平成２７年度

に２名の介護人材の新規雇用が生まれていることから、実績として掲載していくことと

したい。 

 

[1-5 障害者就労支援事業（障害者しごと倍増計画）] 

（遠藤委員長） 

  ＫＰＩの③、④について、実績値が０となっているが増える見込みはあるか。（平成２

８年度の開催状況はどうだったか） 

（事務局） 

  ＫＰＩの③について、平成２９年度に障害者雇用に関する研修を開催予定のため、新年

度に実績値を報告できる見込み。平成２８年度以前は研修未実施。③の研修後、企業にお

いて雇用が生まれた場合、④の実績が増えていくこととなる。 

 

（小杉委員） 

  ＫＰＩの①、就労相談の利用者数の実績値は相談に来られた回数を集計しているのか。

それとも就職につながった相談件数を集計しているのか。 

（事務局） 

  ①については単純に窓口にて相談を受けた件数のみを集計している。相談の結果、就労

が実現すればＫＰＩ②の相談利用による就労者数の実績に反映される。 

  平成２８年度は相談を受けた件数は４件だが、その結果として就労にはつながらなか

ったということ。 

（小杉委員） 

  障害と一口に言っても、身体障害、精神障害、知的障害と種類があるし、その状況によ

って雇用されるか否か難しいところもあると思う。最近では森町において支援を必要と

される方が徐々に増えているやに聞いている。そのような方が地元に残ることができず

に転出されてしまうケースもあると思う。そういう方たちに残っていただける施策が必

要ではないか。 
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（事務局） 

  事業課としては町内の企業に研修を行い、町内の雇用に少しでも貢献できるよう働き

かけていくことを予定している。 

 

（住吉委員） 

  ＫＰＩ③の、企業向けの研修について、内容はどのようなものとなるのか。 

（事務局） 

  平成２９年度開催予定となっているため、内容は確定していないが、障害を持つ方に対

する理解や制度の説明はされると思う。 

 

（遠藤委員長） 

  漁組、農協、商工会では障害者雇用にどのように取り組んでいるのか。 

（清水委員） 

  漁組での実績はない。採用については作業的にも難しいのではないか。来年度の研修に

参加できれば検討してみたい。 

（笹谷委員） 

  農協では現場ではなく、本店勤務の事務職員として若干名採用している。ただし、採用

については本店において決定している。支店への配置はなく、本店の総務などに配置され

ていることと思う。 

（川村委員） 

  障害者情報は個人情報でもあるため、商工会では把握をしていない。取組みについても

障害者に特化した事業を行ってはいない。 

 

[その他] 

（清水委員） 

  漁業就労ではないが、漁組において職員を１名新規採用した。戦略の事業とは関係がな

いため実績としては見えてこないが、地元の採用を第一に考えることとしている。また来

年もできるだけ頑張って１名でも採用していきたいと考えているところ。 

 

【基本目標２】 

[2-1 もりまちＰＲ大作戦！！] 

（遠藤委員長） 

  ＫＰＩ①の、直売イベントの利用者数について、指標値７，０００人に対し、実績値が

１１，５００人と大幅に増加していることについて説明を求める。 

（事務局） 

  ７，０００人という目標は平成３１年度時点での食ＫＩＮＧ市来場者の数を指標とし
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ていたが、平成２８年度において３回目の食ＫＩＮＧ市と三業まつりを同時開催とした

ため、これまで分散していた来場者が集中したことで実績の増加となったと分析してい

る。 

（遠藤委員長） 

  単純に入込客数が増えれば売り上げが伸びると思われるが、いかがか。 

（笹谷委員） 

  農協としては住民還元や地元産品のＰＲとして参加しているため、売上度外視で取り

組んでいる。他の出店者の方たちは客の入込が多いほどうれしいのではないかと思う。 

（清水委員） 

  同時期にあきあじ祭りを開催しているが、来場者数が増加しているということはなか

った。 

  

[2-2 ＨＡＰＰＹ ＬＡＮＤ もりまち] 

（遠藤委員長） 

  中核的な人材の確保や育成はなかなか難しいのではないかと感じるが、どのような状

況か。 

（事務局） 

  平成２９年度において、まずは青年層の人材が集まれる場をつくっていくことが人材

の掘り起こしや育成につながるとの考えから、セミナー（講演）の開催から事業の企画・

実施にまでつなげていきたいと考えているところ。 

 

[2-3 e-とこ森町] 

（小笠原委員） 

  事業に係る記載があったため、facebook で森町の公式アカウントを確認したところ、

記事の掲載は相当数あるが、シェアの数が少ない。役場職員だけでも相当数は確保できる

ことから、まずは職員から情報発信を進めていいただきたい。付加価値をつけるなどの取

り組みも良いし、アイディアをもって町民やお客様にシェアされる仕組みを考えてはど

うか。予算も必要としないためぜひ進めていただきたい。 

（事務局） 

  意見を持ち帰らせていただき、事業課にて対応を検討していきたい。 

 

[2-4 あずましいっしょ森町推進事業] 

（若狭委員） 

  人材育成セミナーの対象はどのような方か。 

 

（事務局） 
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  セミナーについて、平成２８年度「もりおこしミーティング」を６回開催してきており、

その対象者は町内外の森町の観光に興味がある方及び農協、漁組、役場などの職員を中心

に声がけをして開催したところ。最終開催時には人数は減少していたとのことだが、事務

局の想定を超える参加があった回もあったとのこと。 

（若狭委員） 

  参加者の今後についてはどう対応する予定か。（中核的な人材の育成など考えている

か。） 

（事務局） 

  実際にセミナー参加者を中心に観光商品づくりに取組み、イベントを開催するなど実

績をあげている。今後も意欲的な人材を確保していくため、協力をいただけるような体制

づくりを考えているところ。 

 

【基本目標３】 

[3-3 ことぶき出産奨励金拡充事業] 

（遠藤委員長） 

  ＫＰＩの①で、指標値１１０人に対し、７１人分の実績となっているが、どのような状

況にあるのか。 

（事務局） 

  対象出生児数１１０人の設定について、算定の基礎としているデータが平成２６年度

以前と古いこと、出生児数の減少が進行していることなどから、指標の設定と実績に相当

数かい離が生じている状況。指標の再設定も視野にいれているところ。 

 

（小笠原委員） 

  今後、商品券での給付を検討する可能性があるとの記載だが、森町でのみ使用できる商

品券を配布するということであれば、町内の経済活性化にもつながるし、小さいお子さん

を連れて買い物にでる姿が増え、活気が出るなどの効果も期待できることから是非商品

券での実施をしていただきたい。 

（事務局） 

  事業課においても窓口等で多様な意見や要望があろうかと思うので検討の参考とさせ

ていただきたい。 

 

[3-8 保育環境整備・拡充事業] 

（小杉委員） 

  方向性の欄において、さわら幼稚園整備後に保育所の整備計画へと移行予定とのこと

だが、間違いはないか。（保育所ではなく認定こども園ではないか） 

（事務局） 
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  現段階では、さわら幼稚園を認定子ども園とするか否かを検討している最中。また、さ

わら幼稚園個別の問題としてではなく、他の保育所の方向性についても考えながら今後

の進む方向を検討していることから、さわら幼稚園の整備の後に保育所の整備を行うと

の記載をしているところ。 

 

[3-10 ＨＯＴする暮らし安心子育て応援プラン] 

（住吉委員） 

  修学旅行の費用に対する助成制度は、今後どの程度継続されるのか。個人的な考えでは

あるが、全額を対象とする必要性があるのか疑問はある。助成の対象は小学６年生の児童

がいる世帯に対するもので、助成額が大きく、家計を相当助けるだろうが、制度が打ち切

りになってしまえば不公平感も出てくると感じている。今後、中学生まで対象を拡大する

となれば予算も大きくなり、費用の縮減となれば旅行先を一つとする、町のバスを利用す

るなども想定されることから確認したい。 

（事務局） 

  財政状況に依るところが大きいので、実施の期間について確かなことは申し上げられ

ない。ただ、事業課において事業予算を確保するため毎年度要求していくこととなると思

う。 

（小笠原委員） 

  個人的な意見だが、全額である必要性は低いのではないか。制度が始まる前に修学旅行

に行った児童がいる世帯、また制度がなくなった後に修学旅行に行くことになる児童が

いる世帯に不公平感が出るのは避けられない。すべての世帯が恩恵を感じられる事業が

他にもあるのでないか。 

（事務局） 

  意見として承り、事業課と検討させていただきたい 

   

[その他] 

（小笠原委員） 

  全体的に給付事業が多いように見受けられるが、人に対する支援が必要ではないかと

思う。児童は色々な問題を抱えており、その支援ができるような事業を考えることはでき

ないか。 

（遠藤委員長） 

  他の地域に入り込んだ時、教育委員会にいじめにあったとかトラブルに巻き込まれた

場合に相談する窓口があればよいのではないかと発言したことがある。中学生くらいの

年代では、親にも先生にも相談できない場合に、必ずしも専門家である必要はなく、「消

費者センターに相談すると解決する」などの一般的なアドバイスができる体制を構築す

るだけで大きなトラブルを回避できるのではないか。 
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【基本目標４】 

[4-3 高齢者世帯等ふれあい収集事業] 

（川村委員） 

  実績をみると実施しているのは８世帯と指標と比べると普及していないので、現在の

サービス対象世帯だけでなく、多様な層に対してサービス提供できるように拡大してい

ってほしい。 

（事務局） 

  平成２９年に入り希望者を募集したため、現状８世帯の実績だが、申請件数は伸びてい

くことが予想されているため、引き続き周知を図るとともに平成２９年度以降の事業実

績及び利用者等の声をいただきながら検討していく必要があろうかと思う。 

 

[4-6 空き家対策事業] 

（若狭委員） 

  通学路にはみ出すように危険な空き家があることから、事業を早急に進めていただき

たい。進捗状況について説明をいただきたい。 

（事務局） 

  平成２８年度、事業課において実態調査を行い、町内の空き家について把握をしたとこ

ろ。次年度に空き家対策の計画策定を行い、対応について方向性をお示しできる予定。た

だし、空き家は個人の資産であるため、町がすべてを対応していくこととはならないと思

われるので、その点ご理解をいただきたい。 

 

[4-7 地域防災活動支援事業] 

（堀尾委員） 

  防災士の養成について、ＫＰＩの進捗状況では遅れが出ている。防災士になるのは難し

いということか。 

（事務局） 

  本事業では、防災士の資格取得に係る経費を町が助成することとしており、平成２８年

度においては町内会から希望者を募ったところ２名が希望され、新たに防災士となった

ところ。一定以上の勉強は必要とは思うが、進捗状況に遅れが出ている理由として防災士

の資格取得が困難だからということではないと考えている。 

（堀尾委員） 

  緊急時に必要なのは防災士の資格ではなく、防災の知識であると考えれば、町の防災担

当者が町内会に入り込んで勉強する機会を与えることに注力する方が良いのではないか。

防災士を養成してから組織づくりを行うのでは時間がかかる町内会もある。町の手助け

は必要。 
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（小杉委員） 

  まとまることができる町内会はすでに３つの自主防災組織を立ち上げているが、現実

として担い手不足に悩んでいる町内会も多くあることを考慮して対応していただきたい。 

（事務局） 

  ご意見を持ち帰り、事業課と検討させていただく。   

 

【その他 全体に係るものや戦略搭載事業以外の案件について】 

（若狭委員） 

  大切な生命を守るとの観点から、車道を歩かなければならない通学路があることから、

危険な道については整備を進めていただきたい。 

（事務局） 

  ご意見として持ち帰り、事業課と検討させていただく。 

 

（清水委員） 

  平成２９年度予算を見ていると、地方創生関連予算がないことについて説明を求める。 

（事務局） 

  地方創生が盛んに叫ばれた平成２６年度以降、国において地方創生関連交付金が毎年

度措置されてきているものの、平成２９年度予算の獲得には至っていない。 

  初年度にあたる平成２６年度補正予算では地域活性化施設及び資材整備、介護人材の

人件費補助を行い、平成２７年度補正予算では観光地域づくりに係る経費に充当してき

たが、国が求める交付金対象事業のハードルは年々高くなってきており、平成２９年度事

業では対象となる事業がなかったことから交付金申請ができなかった。 

（西海課長） 

  渡島管内の取組状況について捕捉させていただくと、平成２９年度予算の措置状況を

みると、措置されたのは３団体程とほとんど獲得できていない状況。交付金の対象につい

ても地域の稼ぐ力の発現が要件となるなど、ハードルは高く非常に厳しい状況。 

 

② 平成２９年度第策定推進委員会の開催日程について 

・ 来年度においても年２回開催を予定しており、第１回開催は９月、第２回開催は３月

となる見込み。 

 

４．その他 

 ・ なし 

 

５．閉会 


