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第２次森町総合開発振興計画第５回審議会 意見対応表 

第１章について 

項目 意見、提案 担当課回答など 対応状況 

1-3  青少年育

成 

「(3)青少年育成に関する保護者

の学習や相談の機会を提供しま

す」で、「家庭教育ナビゲーター」

とあるが、教育相談員との違い

は。 

家庭教育ナビゲーターとは、保護者同士の学

び合いをサポートし進める人で、昨年、渡島

総合振興局の勧めで研修会を開催し、現在町

内に 21名いる。教育相談員とは異なる。【社

会教育】 

1-3 から家庭教育ナビゲーターの養成」及び

「学びカフェ」の文言を削除し、「子育てに

伴う相談窓口」に統一した。【社会教育】 

今年も講習会を開催するのか。 今年の予定は現在分からないが、昨年は渡島

総合振興局から声をかけてもらい実施した。

【社会教育】 

左記のとおり回答済み。【社会教育】 

家庭教育の相談件数は。 （全体の）件数は把握していないが、砂原地

区では「学びカフェ」を開催したという経緯

がある。【社会教育】 

左記のとおり回答済み。【社会教育】 

家庭教育ナビゲーターへの相談

の場がないと活躍できない。どの

ようにやるのかが重要。 

1-5  生涯スポ

ーツ 

町内には、いろいろなスポーツの

活動をしている団体があるので、

その活動内容をもっと情報発信

していけばよいと思う。 

いろいろなスポーツ団体、少年団が活動して

いる。大会の結果については、大きな大会で

あれば新聞などに掲載されるが、町としても

積極的に結果を紹介していきたい。【体育】 

左記のとおり回答済み【体育】 

1-6 地域文化 「(1)住民の文化活動や作品展示

の場を提供します」で、文化セン

ターの建設を考えてほしい。 

「1-4 生涯学習」の中で「(5)生涯学習の場

となる施設・設備の充実に努めます」の内容

として「文化センターの整備の検討」と示し

ている。【社会教育】 

計画 P7にすでに記載あるため、施策の追加

は行わない。【社会教育】 

資料１ 
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1-7 生涯学習 講座や学級の講師の多くは函館

など他町から来ている。町内にも

いろいろなスキルや知識を持っ

ている方がいるので、「人材バン

ク」など考えてほしい。地域の人

との交流と学びの機会を増やし

てほしい。 

講師は函館等からが多い。極力、町内の団体

などに声をかけているが、なかなか見つから

ないことも多い。人材バンクを設置するとは

っきり示せなくても、町内から講師を見つけ

るように心かげていきたい。【社会教育】 

いただいた意見を反映し、1-4【施策】（１）

の施策の内容に「各種講座の講師として対応

できる人材の確保」を追加。 

２点目の「地域の人との交流と学びの機会」

については、計画の社会教育分野全体で網羅

していると考えているため新たな記載はし

ない。【社会教育】 

図書館はどうか。文化センターと

一緒に整備できないか。 

今、ＮＴＴの建物を借りている状況で、大変

手狭であり、利用しづらく、不便をかけてい

る。お金がかかる話なのでこの場で明言はで

きないが、利便性のことを考えれば、文化セ

ンターと合わせて検討していかなければな

らないと考えている。【図書館】 

計画 P7、図書館の整備の検討について、「文

化センターの整備の検討」中に（図書館も含

めた検討）の記載を追加。【図書館】 

図書館と同様に「郷土資料室も含めた検討」

を追加。【社会教育】 

 

第２章について 

項目 意見、提案 担当課回答など 対応状況 

2-1 保健・医療 お薬手帳について、手帳の提示は

調剤薬局で行うが、その前の診察

時に出して相談を受けることは

できないのか。他の町では、診察

時に提示してところもある。ま

た、ジェネリックの利用について

も、極端に変わらないのであれば

勧めるなど取り組んでほしい。お

薬手帳をもっと活用してほしい。 

診察時はどこの病院にかかっているのか（ど

のような病気でかかっているのか）を伝えて

ほしい。ジェネリック使用については院内で

は取り組んでいる。外来は薬局の方で希望が

あればかえてもらい、その旨が薬局から連絡

がくることになっている。【国保病院】 

院外薬局のことから、計画への記載はしな

い。【国保病院】 

 

お薬手帳の件も含めて、全体的に

もうすこしやさしく接してもら

えないのか。薬の飲み合わせにつ

いても相談に応じてほしい。 

院内の連絡会議があるので、（薬の飲みあわ

せについて）できるだけ確認するよう伝え、

取り組んでいきたい。【国保病院】 

計画への記載はしないが、左記のとおり改善

するよう院内の会議で周知済み。【国保病院】 
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健診について、女性は自分がかか

っている病院で受けたいと思う

が、健診が受けられる病院が限ら

れている。もう少し利用できると

ころを増やしてほしい。 

乳がん検診、子宮がん検診が受けられる病院

は、現状では、全ての医療機関が対象ではな

い。乳がん検診が受けられる病院は２か所か

ら６か所になるなど拡大には努めている。無

料クーポン券は函館市内のたいていの病院

で使えることになっている。【保健福祉】 

計画 P16 に「対象医療機関の拡大」を新た

に記載。 

乳がん、子宮がん検診について、集団検診の

他に個別医療機関として各２か所から乳が

ん検診は６か所に、子宮がん検診は４か所に

拡大しており、今後は実施可能な医療機関の

増加に向けて、函館市医師会との委託契約等

について検討をする。【保健福祉】 

2-3  子育て支

援 

【施策に取り組む背景・課題】に、

「地域における妊娠・出産・育児

の切れ目ない支援強化」とある

が、行政も婚活に積極的に取り組

んでほしい。 

 既に計画中の農林業・水産業に婚活イベント

への支援を記載しているため、追加の記載は

行わない。【農林・水産】 

2-4  高齢者福

祉 

「(8)高齢者の社会参加や生きが

いづくりを支援します」で、「老人

クラブ連合会の活動支援」とある

が、どのような支援内容なのか。 

社会福祉協議会を通じて、助成金を支給して

いる。また、生きがいづくりに関する活動へ

の助成などを行っている。【保健福祉】 

左記のとおり回答済み【保健福祉】 

単位老人クラブがない地域で、組

織化を行政で進めてもらえない

か。 

関係する課を通じて、組織化を働きかけてい

きたい。【保健福祉】 

計画に記載はしないが、左記のとおり対応し

たい。【保健福祉】 

2-5  障がい者

福祉 

障がい者支援のボランティアも

当事者も高齢化が進むなか、障が

い者の就労は難しい状況。障がい

者も働きたいという意欲はある

が、体力や忍耐力の問題で継続し

ない。就労機会を提供してくれる

企業があれば良いと思う。空き店

舗を活用したしくみなども考え

られないか。 

 計画 P22 に記載があるため、新たな施策の

追加はしない。 

町内企業に対して障がい者雇用に関する啓

発事業（研修会等）を行い、障がい者雇用へ

の理解を得るとともに、雇用の場の創出を図

る。【保健福祉】 
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2-7 社会保険 健診の受診率が低い。収納率も低

い。一人ひとりの健康を守る意識

が低いことが問題であると思っ

ている。国民健康保険の財政運営

主体が北海道になることにより、

収納率が低下することが懸念さ

れるが、対策を考えているか。 

収納率については、今年 90％を上回ること

ができ、少しずつだが（収納率が）上がって

いる。【収納管理】 

左記のとおり回答済み【収納管理】 

健診のＰＲにより周知に努めていく。がん検

診と特定健診を一緒に受けられるなど利便

性を図っていく。（胃がん発生のリスクを分

類し評価する）「ＡＢＣ健診」などにも取り組

んでいきたい。【保健福祉】 

計画 P16 に記載があるため新たな施策の追

加はしない。地区組織との協働、連携により

町民の健康管理意識の向上に努める。また、

健診の個別勧奨を徹底し、魅力ある内容、利

便性の確保に努め、受診率の向上を図る。【保

健福祉】 

 

第３章について 

項目 意見、提案 担当課回答など 対応状況 

3-1 農林業 「(3)子どもの頃から農業に関心

を持ってもらえるよう農業体験

や食育を推進します」とあるが、

内容には農業体験の記載がない。 

農業体験は一部では実施しているが、全体的

には行っていないので具体的な記載をして

いないが、小中学生が農業を知る機会がない

ので体験できるしくみを考えていきたい。

【農林】 

頂いた意見をもとに計画 P29(3)の施策内容

に「小学生を対象とした農業体験の実施」を

追記。【農林】 

3-2 水産業 「(5)子どもの頃から漁業に関心

を持ってもらえるよう漁業体験

や食育を推進します」で、「砂原地

区の小中学生を対象とした耳吊

り体験や出前教室の開催」とある

が、これは砂原地区限定なのか。 

耳吊り体験や出前教室については「砂原地域

マリンビジョン」の中の事業なので砂原地区

に限られている。森地区では近隣小学校の児

童やスポーツ少年団員を対象に、その下に記

載している「水産物普及拠点施設」でいかめ

しづくり体験などを通じて魚食の普及を行

っている。【水産】 

左記のとおり回答済み【水産課】 
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3-3 商工業 商業の現状を示している部分が

同じような記載や数値の確認が

必要な部分があるので適正な表

現に改めてほしい。 

商業の現状を示している部分については再

度内容を精査し掲載する。【商工労働観光】 

計画 P33 の記載内容を精査し、修正済み。

【企画振興課】 

「プレミアム商品券、建設券の発

行」とあるが、これは今後も毎年

行うのか。 

現時点では隔年で発行することを考えてい

る。【商工労働観光】 

左記のとおり毎年発行ではなく商工団体等

の要請、町の経済情勢を鑑み適切な時期に実

施したい。【商工労働観光】 

3-4 観光産業 「(1)地域資源を活かし、町内で

の滞在を促す観光振興に努めま

す」に「道の駅の再整備」とある

が、どちらの道の駅か。また、ど

のような整備を考えているのか。 

具体的な整備の方向はまだ決まっていない

が、この計画中に実施していきたいと思って

いる。【商工労働観光】 

本計画骨子の３６ページに記載の施策（１）

の「観光ビジョンの策定」項目に道の駅の整

備促進を盛り込み考える。【商工労働観光】 

森地区の道の駅では、地元の産物

を販売するスペースを増やして

ほしいという声が大きいので、是

非検討してほしい。 

 基本計画骨子の３６ページの施策（１）の「道

の駅の再整備」もしくは「新たな地域の旬な

食の発信地・拡販拠点づくり」で検討する。

【商工労働観光】 
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第４章について 

項目 意見、提案 担当課回答など 対応状況 

4-2  地域新エ

ネルギー 

小水力発電が掲載されていない。

前の計画にはダムを利用した小

水力発電について記載があった。 

地域新エネルギーについては、基本計画骨子

(案)の３つの施策に基づき推進していくこ

ととしているが、この３つの施策は地域新エ

ネルギービジョンにおいて定めている３本

の重点プロジェクトに対応するよう文言の

整理を行ったもの。ダムなどの施設における

小水力発電の検討は総合計画骨子（案）中の

３つの施策のうち（３）の「地域資源を利活

用し、新エネルギーの利用を促進します。」の

内容の３つ目「農林水産施設への新エネルギ

ー設備導入促進」に含まれるものとして整理

したところ。【企画振興】 

計画 P42 にすでに記載があるため新たな施

策の追加は行わない。【企画振興】 

4-5  公園・広

場・緑地 

活性化広場に森小学校開校 100

年の記念碑があるが、周囲が手入

れをされておらず、枯れている木

があり、倒れる恐れがある。年に

数回は手入れをしてはどうか。 

貴重なご意見としていただく。【企画振興】 計画に記載する内容ではないと判断。所管課

に申し伝え適切に処理する。【企画振興】 

砂原地区のフラワーロードにつ

いて、森地区から花植えに行く場

合、離れているので、車がないと

大変。また、植えた後も管理に行

かなければならない。この後も続

けて行くのか。森地区でも花植え

を行いきれいにしたいと思って

いる。 

今は森地区の方にも参加をお願いしている

ので、たしかに負担があると思う。移動につ

いては、団体組織に協力頂きながら勧めてい

きたい。また、（砂原フラワーロードのように

森地区でも）道が管理している道路で花を植

えたいところがあれば申し出てほしい。【商

工労働観光】 

左記のとおり回答済み【商工労働観光】 
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4-6 環境衛生 「(1)円滑なごみ収集を支援しま

す」にある高齢者世帯等ふれあい

収集について、現在の実績はどう

か。 

今年の３月から始めているが、現在７世帯が

利用している。今後も周知して利用を促進し

ていきたい。【環境】 

左記のとおり回答済み【環境】 

ごみの分類について、森町の分類

は函館に比べて細かいという声

がある。見直しは考えていないの

か。 

今のところは現状を維持したいと考えてい

る。【環境】 

左記のとおり回答済み【環境】 

 

第５章について 

項目 意見、提案 担当課回答など 対応状況 

5-3 地域情報・

通信網 

「(4)インターネットを行政運営

や行政サービスの提供、学校教

育、地域産業などに積極的に活用

します」に「学校教育」が含まれ

ていてほっとした。今、学校では

教材などはインターネットを通

じてダウンロードをして利用す

ることが多いが、通信環境が悪い

状況にある。是非、緊急度、優先

度の高い施策にしてほしい。 

 当町の通信インフラは、町内全域(ごく一部

の地域を除く)で光ケーブルによる高速通信

が可能であることから新たな施策の追加は

行わない。利用中の端末による通信環境が悪

い場合、「回線契約やプロバイダの見直し」

「宅内・施設内ネットワークの見直し」また、

これに加え、企業や公共施設の場合は「ネッ

トワーク管理者による制限の確認」を合わせ

て行っていただきたい。【総務】 

5-4  防災・消

防・救急 

「(4)住民主体の防災組織の育成

に努めます」に「防災士の育成」

とあるが、どういう人が対象か。

育成の費用は負担してもらえる

のか。北海道の防災マスターも対

象なのか、町内会長などの役員が

対象なのか。 

防災士の育成については町で要綱を作成し、

要綱に沿って育成、支援している。当面は町

内会長の推薦を頂いて対象を決定すること

としている。かかる費用については要綱に定

めている範囲で全額負担する。北海道の防災

マスターの方も対象になりうる。【交通防災】 
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必ず町内会長の推薦がなければ

ならないのか。防災マスターもい

るので、（町内会長の推薦だけで

はなく）枠を広げてほしい。 

  

 

第６章について 

項目 意見、提案 担当課回答など 対応状況 

6-1  コミュニ

ティ、住民活動 

「(1)コミュニティ活動の促進と

拠点施設の維持管理に努めます」

に「町内会の活動支援」とあるが、

現在、町内会も高齢化や人口減少

が進んでいて、衰退しているとこ

ろがある。合併や再編については

どう考えているか。 

行政の方から強制はできないが、（合併や再

編などの相談が地域の方から）話があれば進

めていきたい。【住民生活】 

左記のとおり回答済み。【住民生活】 

 


