
 

 

 

 

 

平成２８年度予算編成に 

向けての政策提言書 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１１月１３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２６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、「２６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」、「２８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２６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 森町記録映像制作業務  

2 森町地域新エネルギービジョン策定事業  

３ 非常用備蓄品購入  

４ 森町自主防災組織設立及び活動補助金  

５ 
定住対策パンフレット作成 

森町定住対策促進基金積立金 

 

６・７ 冬期就労対策事業  

８ ヒグマ被害対策事業  

９ 噴火湾渡島海域漁業振興対策協議会負担金  

１０ 漁場造成（コンブ投石）事業補助金  

１１ プレミアム商品券発行事業補助金  

１２ 森町物産協会補助金  

１３ 森観光協会補助金  

1４ 森町花いっぱい運動推進協議会事業  

1５ 常備消防費備品（機械器具）購入事業  

   

 



№ １ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町記録映像制作業務 

 

担当課・係：企画振興課広報広聴係 

 

決算書ページ Ｐ３４ 主要施策の成果表ページ Ｐ２ 款２ 項１ 目３ 

 

１ 事業内容及び目的 

 平成 17 年４月１日の旧森町・旧砂原町合併から 10 年目の節目を迎え、町の変遷を映像に残すとともに、

町内外へＰＲして当町の歴史や魅力を後世に継承するため記録映像を製作した。 

【成果品内訳】 

 本編（25分）/DVD50枚、ブルーレイ10枚、ダイジェスト版(10分）/DVD10枚、ブルーレイ10枚 

 ダイジェスト版（５分）/DVD10枚、ブルーレイ５枚、MPEG4形式データ/DVD１枚 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２６年度（新規） 

２６年度予算額（千円） 

５,４００千円 

２６年度決算額（千円） 

４,９６８千円 

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］ 

 財政的な面からDVDの全戸配布は困難と判断したものの、住民が視聴できるよう貸出しや町公式YouTube

での公開を当初から予定していた。公開等のタイミングとして、平成27年７月11日に行われた森町合併10

周年記念式典参加者へのお披露目を経て対応する予定であったが、時間等の都合により割愛された。このため、

８月 26 日に行われた森町合併 10 周年記念講演会の前段で放映に至り、町民への披露が済んだことから公開

等に着手するとともに、町内小中学校９校にも配布する準備を整えた。 

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 ２６年度の進捗と評価等 

 過去10年間を記録した映像がなかったことから、

内容としては“10年目の今”が中心となっている。 

 その中で、森町の歴史や各種イベントを網羅して

おり、転入者や移住希望者などへの町の紹介として

の活用も可能である。 

 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

図書館での貸し出しとユチューブでの公開だけでは

ＰＲ効果は望めなく、発信力が弱い。 

② 課題解決に向けた意見等 

 合併前後に尽力された方々が集まる記念式典で放

映できなかったことは非常に残念ではあったが、全

戸配布ができないなか公金を使って製作した以上、

たくさんの町民が訪れた講演会で披露できたことは

公開にあたって良いタイミングとなったと思われ

る。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

町民へのＰＲより町外へいかに発進するかが重要で

あり、ハンドブックやパンフレットに添付するなど、あ

らゆる方法で配布することが必要。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

予算の確保が必要では。 

 

 

 

 

 

 

 



№ ２ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町地域新エネルギービジョン策定事業 

 

担当課・係：企画振興課 振興係 

 

決算書ページ Ｐ３６ 主要施策の成果表ページ Ｐ３ 款２ 項１ 目６ 

 

１ 事業内容及び目的 

 平成２４年度より再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されるなど、新エネルギーを含む再生可能エ

ネルギーの導入拡大に国全体が取り組む中で、森町においても北海道で唯一の地熱発電所を有する等、特色のあ

る新エネルギーが豊富にあることから、環境にやさしい持続可能な地域社会づくりを目指して、これらの新エネ

ルギーを地域で積極的に活用していくための導入プランの策定を行った。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２６年度（新規） 

２６年度予算額（千円） ２６年度決算額（千円） 

３，１９１千円 

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］ 

 ビジョンを策定し、森町で今後新エネルギーを導入していくための具体的なプランを示すことで、導入促進が

図られた。また、新エネルギーの賦存量・利用可能量については森町だけでなく近隣自治体一円を調査しており、

今後スケールメリットを生かした提案もできるようにした。 

 また、策定のために地域産業関係者や住民等から委員を募ったり、町民アンケートを実施するなど幅広く問い

かけること自体が、地域住民の新エネルギーに対する興味や理解を深めることに繋がった。 

 

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 ２６年度の進捗と評価等 

 統計データ等を用いた賦存量（統計的に算出され

る理論値）を調査し、さらに町内の主要産業団体の

委員からの意見も踏まえて森町の地域特性に応じた

重点プログラムを設定した。 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

町内においての現地調査を行っていないため理論値

の域を出ることができない。 

② 課題解決に向けた意見等 

 ビジョンに示したエネルギーの賦存量は理論値の

ため、大規模な施設や産業関連施設での利活用を検

討する場合には別途FS調査（実現可能性調査）を行

い具体的な計画を策定する必要がある。 

 また、実際の新エネルギーの量は、年数の経過や

時代背景、町の産業の発展度合により変化していく

ことが想定され、適正に計画を見直すことが必要で

ある。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

別途ＦＳ調査を行うのであれば、事業達成へ結びつく

項目を精査することが重要。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

特になし。 

 

 

 



№ ３ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：非常用備蓄品購入事業 

 

担当課・係：防災交通課 防災係 

 

決算書ページ Ｐ３８ 主要施策の成果表ページ Ｐ４ 款２ 項１ 目９ 

 

１ 事業内容及び目的 

 災害時における被災者（避難者）の食料及び避難所用備品類の備蓄を目的とする。 

 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成2４年度 ～ （継続） 

２６年度予算額（千円） 

６７１千円 

３，０３９千円 

２６年度決算額（千円） 

６０６千円 

２，９５２千円 

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］ 

 平成26年度については、当初の目標どおり購入した。 

【需用費】アルファ米100食、バランス栄養食600食、ビスケット540食、飲料水500ml×504本、 

簡易食器100人分×10セット、大型やかん2個、ハンドライト20台、LEDランタン20台、 

ポリタンク30台、灯油ポンプ30個、ガソリン携行缶5台、発電機用エンジンオイル10ℓ、 

乾電池60本、カッセトガス30本 

【備品購入費】避難所用防災無線戸別受信機11台、卓上ポット8台、ハロゲン投光器6台、 

投光器用三脚3台、ガス炊飯器5升×3台・3升×2台・1升×3台、アルミリヤカー5台、 

ポータブル石油ストーブ30台、カセットガス式発電機11台、コードリール11台 

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 ２６年度の進捗と評価等 

 当初目標どおりの数量を確保し、災害時の備えと

した。なお、ポータブルストーブ及びガソリン発電

機の燃料（灯油、ガソリン）の備蓄は行っていない。 

 

※ 購入費用のうち3,394,000円は、 

市町村防災・減災対策事業推進助成金による。 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

広域災害発生時に備えるには備蓄量が不足している。 

② 課題解決に向けた意見等 

 森町においては、備蓄計画が未整備のため、現状

の備蓄品類の数量が適正であるかどうかの判定は困

難である。 

 今後、災害が発生した場合の被害想定を基に避難

者数を推測した上で備蓄計画を作成する必要があ

る。計画作成に関し、どのような災害の被害想定を

採用するかについても協議が必要となる。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

過去の災害時の実態を把握し、備蓄品目、数量を設定

する必要がある。 

  ⑤ ２８年度予算編成への提言 

早期に計画準備が必要。 

全町民への周知徹底が必要（特に女性への配慮） 

 

 

 

 

 



№ ４ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町自主防災組織設立及び活動補助金 

 

担当課・係：防災交通課防災係 

 

決算書ページ Ｐ３８ 主要施策の成果表ページ Ｐ４ 款２ 項１ 目９ 

 

１ 事業内容及び目的 

 自主防災組織の結成、並びに地域コミュニティを深め防災力の強化を目的とした地域活動の推進を支援する。 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成25年度～平成28年度（継続） 

２６年度予算額（千円） 

６００千円 

２６年度決算額（千円） 

３０千円 

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］ 

平成26年度         目標値   ／  達成値（交付実績） 

  設立補助金交付： 10町内会 ／ 実績なし 

  活動補助金交付： 10町内会 ／ １町内会 

  

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 ２６年度の進捗と評価等 

 平成 26 年度については、自主防災組織の新規設

立が無く、組織率は依然として低調である。 

 今後、組織率を向上させるため、どのような手法

を用いるのか検討が必要である。 

 また、当該補助金の金額について、設立補助は現

行の金額（最大30,000円）で賄えるものと判断し

ており、活動補助については、現状において交付実

績が乏しく、補助金額の妥当性について検討できる

状況にないので、今後、複数の自主防災組織の活動

状況を見極めながら、適宜判断したい。 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

当町には、長い海岸線と危険な活火山がありながら住

民の防災に対する危機感が薄いのは関心のなさであり、

補助金を交付する事を前面に出してはどうか。 

② 課題解決に向けた意見等 

 組織率が向上しない最大の要因は、自主防災組織

の母体となる町内会において、設立及び運営のノウ

ハウが不足しているためと推測しているところであ

り、これらの知識を有する人材の育成が有効な手段

であると考えている。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

一度に町内会全体を強制的にやるのではなく、役員若

しくは一部興味のある人を教育育成し、自主防災組織の

必要性を説き、修了者には資格を与える。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

いろいろな防災の資格を持った住人が多数おり、それ

らの人々（再雇用者含む。）の協力を借りながら自主防

災組織を全町に広める。 

 

 

 

 

 

 



№ ５ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：定住対策パンフレット作成 

      森町定住対策促進基金積立金 

 

担当課・係：企画振興課振興係 

 

決算書ページ Ｐ３８ 主要施策の成果表ページ Ｐ４ 款２ 項１ 目10 

 

１ 事業内容及び目的 

 移住希望者を対象とした「からまつの森分譲地」を広く広告宣伝することを目的とする 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２６年度（新規） 

２６年度予算額（千円） 

１３０千円 

２６年度決算額（千円） 

１２９千円 

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］ 

 定住対策パンフレット増刷 3,000部 

 平成26年度配布枚数 約500部 

 「ちょっと暮らし」体験者、移住相談者、町外来庁者などに配布 

 

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 ２６年度の進捗と評価等 

 移住者の体験談や森町の四季折々の魅力をパンフ

レットに盛り込んでおり、移住希望者だけでなく、

森町の良さを広くＰＲすることにも一定の広告効果

をもたらしている。 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

何ら効果はなされていない。 

② 課題解決に向けた意見等 

 「からまつの森」の名称は分譲開始時から使用さ

れており、分譲地住民や首都圏などでのプロモーシ

ョンにおいて認知されていると考えられる。 

 また、新幹線開通や世代の移り変わりなど今後の

移住に対する需要の変化に対応するための調査など

が課題となっている。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

「からまつの森」は今日のニーズに適合していないの

で、近々中止すべきである。ただ神戸物産の進出で一部

の期待はあるにしても余分な経費を費やす必要はない。

費用対効果が無い。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

中止を含め検討すべきである。 

 

 

 

 



 

№ ６・７ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名： 冬期就労対策事業（委託料） 

 

担当課・係： 商工労働観光課商工労働係 

 

決算書ページ Ｐ６０ 主要施策の成果表ページ Ｐ２４ 款５ 項１ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

本事業は、昭和 55 年より季節労働者に対し、失業する冬期の就労対策として森勤労者企業組合（平成 20

年解散）と協力し事業を展開してきた。 

しかし、就労形態も変化し季節労働者の数が年々減少している状況もあり、近年では、季節労働者に加え、冬

期未就労者の就労機会の確保と生活の安定を図るための支援策として実施している。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

昭和５５年度～（継続） 

２６年度予算額（千円） 

１０，２００千円 

２６年度決算額（千円） 

８，６６２千円 

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］ 

 80人の募集に対し応募数60人で実就労人数は59人であった。作業内容は、町道・歩道・公共施設等の除

排雪等を中心に、作業箇所は通行等を確保するため、発注業者・建設課（指示）と連携を図り、効率的かつ

的確な除排雪等（塩カル・砂撒きなど）に努めた。路線は、主に森川、清澄、上台などの幅員狭小路線や通学

路を実施し、施設については駒ヶ岳小学校など計７ヶ所実施した。以上のことから、就労対策としての効果は、

募集人員を下回る結果となっているが、就労機会が確保され、また、一部には、生活支援的要素を併せ持つ本対

策は、就労希望者が一定程度いる以上は、今後も継続し行う必要があると考えている。 

※平成 25 実績（降雪等）を踏まえ、建設課と連携を図りながら限られた予算や除雪体制の中で円滑に作業を

行うため平成 26 から前期・中期・後期の３班体制として除排雪対応に当たる予定であったが、後期の人員

が望めない状況となり断念した。その後、作業時の交通誘導上の問題を解決すべく、新たに交通誘導員を配置

するなどの対策も講じた。また、町民からの苦情に対応するため、作業員（就労者）に対し、作業時の注意点

を徹底し、業務に従事させている。 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

景気動向や経済情勢に左右されるが、季節労働者

等の生活の安定を図るため、本事業の果たす役割

は大きく、また、町内の除排雪作業においても、

その果たす役割は大きいと判断している。 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

除雪業務委託と作業内容が重複しており、機械作業よ

り効率が悪い。80人の募集に対して60人であり75％

の就労希望であり、冬期間の生活支援としては理解でき

ない訳ではないが、一般町民から見ている話ではあまり

評判が良くない。 

 

② 課題解決に向けた意見等 

 季節労働者数が年々減少していることを考える

と、建設会社等への作業委託を視野に入れ検討する

必要がある。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

季節労働者対策であるのなら、町内企業への就労斡旋

を行っては。季節労働者が年々減少している事を考える

ともう少し町に対しての利害のある業種を選択し応募

者が殺到する様な業種の選択を行うべきである。 

 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

今年度で事業終了すべきである。 

除雪事業以外の就労も考慮すべきである。また、年齢制

限も廃止すべきである。 

 

 



№ ８ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：ヒグマ被害対策事業 

 

担当課・係：農林課林務係 

 

決算書ページ Ｐ６６ 主要施策の成果表ページ Ｐ２７ 款６ 項２ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

  森町管内におけるヒグマの農作物被害や人身事故防止に向け、必要な対策を実施し、町民の安全な生活環境 

を確保する。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２６年度（継続） 

２６年度予算額（千円） 

１,３９２千円 

２６年度決算額（千円） 

８９０千円 

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］ 

平成 26 年度はヒグマ出没情報件数が 39 件あり、うち出没区域の見回りなどハンターが必要と判断したと

きは要請を行い、合計 77 人工出動している。その際、出動したハンターに対し賃金として、合計 77 万円を

支給している。ハンターによる箱罠設置や銃器による見回りにより、２頭のヒグマを捕獲し、捕獲交付金として

４万円を捕獲者へ交付した。またハンターが加入する保険の70%を助成している。 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

 捕獲頭数が２頭であり、例年と比較して低いもの

の、電気牧柵の設置により、増加する農作物被害を

抑え、一定の効果があった。 

 

 

 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

農作物被害は無くなっておらず、ハンターの高齢化も

深刻である。若者の参画と技術継承が急務である。 

費用対効果が悪い。 

② 課題解決に向けた意見等 

 農作物被害が深刻化する中で、ハンターの高齢化

と減少が課題となっている。若者が狩猟に興味を持

ってもらうよう、積極的なＰＲを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

農業者が兼務で駆除等を行っており、過度な負担を掛

けている。課内に担当職員を配置するなどハンターの確

保が必要。 

ハンターの養成を早急に行う必要がある。それと被害

額の公表をきちんとすべきである。また、人的被害はま

だ発生していないが出没状況の共有化がなされていな

い。 

捕獲交付金の相当数アップを図るべきである。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

予算の増額が必要。また、くくりワナを解禁すべきで

ある。 

 

 

 

 



№ ９ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：噴火湾渡島海域漁業振興対策協議会負担金 

 

担当課・係：水産課水産係 

 

決算書ページ Ｐ６９ 主要施策の成果表ページ Ｐ２９ 款６ 項３ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

事業内容：砂原～長万部までの３町５漁協で構成し、噴火湾渡島海域の漁業振興及び、漁家経営の安定向上 

を図る事を目的としている。 

      運営財源は、町1,550千円・漁協1.050千円の負担金で事業の実施を行っている。 

目  的：事業目的達成に向けて、クロソイ42,000尾及びマツカワ35,000尾の種苗を購入し、５漁協に

配布し各漁協前浜に放流して、資源の増大を図り、漁家の収入増に繋げる。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成１７年度～平成２７年度（継続） 

２６年度予算額（千円） 

１，５５０千円 

２６年度決算額（千円） 

１，５５０千円 

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］ 

目  標：クロソイは、中間育成している生残率を高め、漁獲量の増加を図る。 

     マツカワは、漁獲量の増加を図ると共に、高級魚としての周知を図る。 

 達成状況：クロソイの生残率はほぼ100%に達しており、漁獲量も年々増加傾向にある。  

      マツカワは、種苗を直ぐに放流する為、生残率は確認できないが、漁獲量は増加傾向にある反面 

高級魚としての付加価値がまだ付いていない現状となっている。 

 費用対効果：森・砂原漁協合わせて、クロソイ放流までの経費約3,000千円、漁獲金額8,800千円 

       マツカワ放流までの諸経費約1,600千円、漁獲金額9,000千円で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並びに決算特別委員会委員審査用 

① ２６年度の進捗と評価等 

計画通り事業を実施したが、クロソイ・マツカワ

ともに、漁獲サイズが比較的小さく浜値が安い。 

 また、マツカワについては王蝶と名付けて、希少

価値が高い高級感をＰＲしているが、浜値にあまり

反映していない。 

 

③２５年度の進捗（決算）についての評価等 

増殖事業は効果も段々上がってきているので大いに

推進すべきである。 

 

②課題解決に向けた意見等 

 クロソイ、マツカワともに、仲買人と連携し、消

費者のニーズを把握し、販売の仕向け先を絞ってい

く事で浜値の引き上げを図る必要がある。 

 また、ＰＲ活動をもっと積極的に行う事も重要と

考える。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

生産者と加工業者が協力し、噴火湾のブランド製品を

確立させ、高級魚の価値観を消費者に植え付ける必要が

ある。 

 ⑤２８年度予算編成への提言 

早く漁家経営の安定化を図る必要があるので、放流尾

数を相当数増加させるべく助成をすべきである。 

また、放流後の確認が必要である。 

 

 



№ １０ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：漁場造成（コンブ投石）事業補助金 

 

担当課・係：水産課水産係 

 

決算書ページ Ｐ６８ 主要施策の成果表ページ Ｐ３０ 款６ 項３ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

事業内容：三石昆布の資源が減少し、枯渇傾向にあったため、三石昆布着業者が自発的に20～30㎏の 

自然石を購入し、水深５ｍ以浅で36㎥に投石し漁場造成する事で、繁茂場所を拡大している。 

目   的 ：夏場のカレイ刺し網漁での漁獲金額が少ないため、限られた漁場に投石事業を行い、毎年確実に 

三石昆布の漁獲を可能とし、三石昆布の販売で漁業収入を補う。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２５年度～平成２７年度（継続） 

２６年度予算額（千円） 

２５０千円 

２６年度決算額（千円） 

２５０千円 

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］ 

 目  標：収穫の早い三石昆布資源の増大を図り、漁業収入の増加に繋げる。 

  達成状況：平成25年度から当該事業を実施たことで、投石数量に比例し、漁獲量も増加している。 

  費用効果：投石事業費500千円、三石昆布漁獲金額4,400千円で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並びに決算特別委員会委員審査用 

① ２６年度の進捗と評価等 

 着業者の自発的事業で始めた当該投石事業は１年

で効果が表れるため、事業の拡大を希望している。 

 また、夏場のカレイ刺し網漁が近年不振な事から、

三石昆布の漁業収入は漁業者にとって、必要不可欠

であると判断し、積極的に今後も、本事業の継続を

望む。 

 

③２５年度の進捗（決算）についての評価等 

昆布投石はその年で水揚げが異なる傾向が強いので

採穂管理等が重要である。 

 

②課題解決に向けた意見等 

 漁場区域が非常に狭いため、漁協と協議し区域の

拡大を図り、当該事業の拡大により、着業者の増加

と夏場の漁業収入を安定的なものとしたい。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

この昆布礁は毎年投入する必要がある。泥砂による埋

没があるためで、ある程度の年次は必要であり、漁場造

成はきちんと造成すべきである。 

 ⑤２８年度予算編成への提言 

毎年行うべく予算化すべきである。 

 

 

 

 

 



№ １１ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

事 業 名：プレミアム商品券発行事業 

担当課・係：商工労働観光課商工労働係 

決算書ページ Ｐ６８   主要施策の成果表ページ Ｐ３２  款７ 項１ 目１ 

   

１ 事業内容及び目的 

森商工会議所、砂原商工会が連携し、地元商工業者や建設業者の活性化及び景気浮揚策の一環として、町外への消費購買力の

流失防止と建設業（営繕など）需要促進を目的に、町民向けのプレミアム商品券「さくら商品券Ⅳ」（建設商品券を含む。）を発

売し、地域経済の活性化を図る。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２６年度（新規） 

２６年度予算額（千円） 

１３，２００千円 

２６年度決算額（千円） 

１２，６５４千円 

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］ 

景気浮揚策として町民向けのプレミアム商品券「さくら商品券Ⅳ」（建設商品券を含む）を発売し、町外への消費購買力の流失

防止と建設業（営繕など）需要促進を目的に、森商工会議所、砂原商工会が連携し事業を展開した。 

商品券販売実績は下記の通りであるが、普通商品券は購入申込み期間を 10 日間、建設商品券は約１ヶ月間とし、いずれも申

込み先着順とした。取扱事業所数は普通商品券74件、建設商品券21件で、登録事業所数全体（253件）の約４割で使用され

た。普通商品券については、日用品の購入や商品券購入者が固定化、更には換金（使用）先が大型店へ集中する状況は否定でき

ないが、景気の浮揚策という当初の目的や商品券が完売している状況からも一定の評価ができる。また、建設商品券については、

申込み見積額で約１億２千万円と昨年度の申込み見積額の 2.4 倍となった。要因は、新築住宅工事が３件、また、建設業者自ら

が建設商品券を意識した営業活動を展開したことがあげられ、建設需要拡大に向けた各社の努力が伺える。 

以上の結果からも分かるように、商工業振興施策として実施された今回の両商品券は、地域経済の活性化は勿論のこと、地域

住民の生活支援にも一定程度の効果があったと考えている。 

◎「プレミアム商品券」販売 6,000セット 

内訳 普通商品券4,000セット（森商工会議所3,000セット、砂原商工会1,000セット） 

  ※１セット10,000円（1,000円券12枚入→プレミアム部分はうち２枚の2,000円） 

  建設商品券2,000セット（森商工会議所1,473セット、砂原商工会527セット） 

商品券販売内容（千円、％） 

項目 計画（目標） 実績 達成率 摘要 

商品券利用換金総額 72,000 71,974 
 

 
①＋②（補助対象事業費） 

 

販売額 60,000 60,000 100.0 
普通40,000千円 

建設20,000千円 

①販売分換金額 60,000 59,869  
普通39,869千円 

建設20,000千円 

②プレミアム 12,000 11,974 
 

 
補助金額（①×20％） 

 

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  ２６年度の進捗と評価等 

・地域消費の拡大や建設需要が促進され、景気浮揚の役割を果

たすことができた。 

・消費の喚起や地元での買い物を奨励できた。 

・町民の生活の支援に繋げることができた。 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

地域消費の拡大事業としては評価できるが、町民に公平に発行さ

れるものでなければならない。一部町民が希望しても購入できなか

ったり、生活困窮者と言われる方々に対しての発行はどうなのかを

含め、非常に疑問を感じる。また、商工会議所に発行委託したのは

どうしてなのか、国の指導なのか。 

② 課題解決に向けた意見等 

・購入希望者全てに行き渡るよう検討する。 

・経済情勢等を十分注視した上で実施を検討する。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

限度額の見直しと販売方法の見直しを検討すべき（並ばずに予約

できる方法を）。事前に「広報もり」などに申込書を添付し、購入

希望者が大勢の場合は最大の購入金額を下げて発行したり、生活困

窮者と言われる方々に500円券や1,000円券を増やして購入し

やすく対応べきではないか。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言  森町の観光事業、地域振興事業として 

予算化するべき。地域経済の活性化を図るのであれば、商品の購

入先は町内の店舗とすべきであり、経営も利益も町外の業者であれ

ば活性化は図れない。 

建設商品券のプレミアム部分の町単費の支出については一考を

要する。 

 



№ １２ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名： 森町物産協会補助金 

 

担当課・係： 商工労働観光課 商工労働係 

 

決算書ページ Ｐ６８ 主要施策の成果表ページ Ｐ３２ 款７ 項１ 目１ 

   

１ 事業内容及び目的 

 本協会は、昭和61年３月設立以来、各種物産展等を通じて森町の特産品と取扱製品を広く紹介宣伝し、

販路の拡大を図ることにより産業経済の振興に寄与することを目的とする。 

事業内容は①当町物産の紹介宣伝と取引の斡旋②当町物産及び取扱製品の販路拡大③物産展等の開催及

び各催しへの出品展示④地元産品愛用事業の実施⑤会員相互の連絡強調⑥関係機関、団体との連絡調整⑦ 

その他、目的を達成するために必要な事業を実施している。 

２ 事業実施期間（継続） 

昭和６１年度～（継続） 

２６年度予算額（千円） 

７００千円 

２６年度決算額（千円） 

７００千円 

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］ 

取り組み目標は、大きく次の４点である。①商品の宣伝・紹介と販路拡大事業の拡充 ②商品等の情報

収集 ③町特産品を利用した新商品の開発 ④その他目的を達成するために必要な事業を実施すること 

達成状況は、町内・町外の計15イベントに参加し、上記の取り組みが行われた。地元商工業者に対

する具体的な費用対効果は算出できないが、事務局及び協会員からの聞き取りから①町及び町の物産を

マスコミなどを使いＰＲしている。②各イベント参加により町外から来店される方が微増ではあるが増

えた。③イベント出店の要請が増えたなど、町及び町の物産ＰＲや販路開拓、販売機会の創出にも効果

が現れている。 

今後は、出店事業の見直しや会員相互における協力体制の充実などを図り、健全な事業運営に努める

必要がある。 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

現在、物産販売を中心とした事業運営となっ

ているが、収支にバラつきがあり、ここ数年は、

協会会計に不安要素を残す結果となっている。

原因は、イベント時の天候や顧客の変化、過剰

すぎるイベント開催、出店料の高騰などが挙げ

られる。 

今後は、収支に見合った出店先（新規を含め）

の検討や会員相互の協力体制の充実を図って頂

き、健全な事業運営に努めて頂く必要がある。 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

当町物産の紹介宣伝の効果は認められているが、出店

料の高騰が協会の活動の妨げとなっている。 

 

② 課題解決に向けた意見等 

・当協会は、物産のＰＲを含め対外的な貢献度

は大きいと判断されるため、事業内容を精査し

適正な事業運営が図られるよう、町としても協

力する考えである。 

・出店先の検討を行って頂く。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

協会員の単なる企業活動と評価するのではなく、当町

の物産ＰＲを今後も拡大する必要がある。 

町の負担も一考を要する。 

 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

現状調査の実施を。他町村の出店状況を調査する必要が

あると思われる。 

 

 



№ １３ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森観光協会補助金 

 

担当課・係：商工労働観光課観光係 

 

決算書ページ ７０Ｐ 主要施策の成果表ページ ３３Ｐ 款７ 項１ 目２ 

   

１ 事業内容及び目的 

  森町を中心とする観光景勝地・史跡の紹介や宣伝を行い、また観光施設の充実、資源の保存並びに文化の向

上を図り地域内商工業の振興発展のため事業を実施。 

  事業内容は、①観光地の紹介、宣伝並びに施設の充実、②観光事業の振興並びに観光物産の改善、指導、販

売の斡旋、③観光客の誘致、④観光観念の普及及び文化の向上、⑤観光資源の調査及び保存、⑥観光事業関係

機関並びに行政機関との連携、⑦その他本会の目的を達成するために必要な事業 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

１７年度 ～ 年度（継続） 

２６年度予算額（千円）  

 １９，９６２千円 

２６年度決算額（千円）  

 １９，９６２千円 

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］ 
 森町桜まつり   （５月３日(土)～18日(日) 16日間 青葉ヶ丘公園） 入込数 124,700人 

 夏のまつり inもり（８月７日(木)・８日(金) ２日間  森町大通り）   入込数   8,900人 

              子供ふるさとワッショイまつり、祭り屋台（２基）、オニウシソイヤ、よさこいソーラン踊り、 

太鼓とみこしの共演  

さわらふるさとまつり（９月21日(日)砂原漁港西側特設会場 ）     入込数  15,000人 

(協賛事業) 

  もりもり盛り上がって三業まつり（８月24日(日)青葉ヶ丘公園）      入込数   5,500人 

  あきあじまつり        （10月26日(日)森漁業協同組合購買店舗前 入込数   2,000人 

    ホタテまつり         （１月26日(日)森町地域活性化広場）   入込数     700人 

  達成状況は、上記イベントを開催・協賛した。 地元の商工業及び観光関連業に対する具体的な費用対効果は、算出できないが、 

イベントのマスコミを使ったＰＲやキャラバンを組んだＰＲなどを行い、観光客の入込数は前年比では増加した。 

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 ２６年度の進捗と評価等 
                      前年 
森町桜まつり      入込数 124,700人(119,400） 

夏のまつり inもり     入込数  8,900人(  4,500) 

さわらふるさとまつり   入込数 15,000人(  3,500) 

(協賛事業) 

もりもり盛り上がって三業まつり 入込数 5,500人(中止) 

あきあじまつり             入込数 2,000人(2,000) 

ホタテまつり        入込数  700人(  300) 

イベントの入込数は、天候等に大きく左右されるが、前年比

では増加した。 

夏のまつり in もりについては、この１～２年、新たに結成

したチームの参加がある。 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

森町の夏祭りは年々参加団体が減少している。検討、

対策が必要である。 

② 課題解決に向けた意見等 

・各行事のＰＲは、ホームページ・フェイスブック、

マスコミ等をさらに効果的に活用するなど、早め

の周知に努め特に、夏のまつり inもりにおいては、

各町内会や各団体への参加協力を積極的に呼びか

けより多くの観客・参加団体に参加を促し、商工

業の振興発展を図る。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

夏祭りの今後のあり方等、十分な協議議論の場が必

要。町民に喜ばれ、観光客を呼べる、そんな祭りを目指

してほしい（夜店は前の場所がいいとの町民の声も大） 

露店の場所も一考が必要である。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

森町の観光事業、地域振興事業としての予算化を。 

 

 



№ １４ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町花いっぱい運動推進協議会事業 

 

担当課・係：商工労働観光課観光係 

 

決算書ページ ７０Ｐ 主要施策の成果表ページ ３３Ｐ 款７ 項１ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

 花木により、町民参加で景観形成を図り、綺麗な森町を築くことを目的としている。 

 また、森町花いっぱい運動推進協議会と森町及び北海道開発局八雲道路事務所が協力し、「ボランティア・サ

ポート・プログラム」として道づくりを進めている。 

国道278号（砂原地区）の約４ｋｍにわたり、歩道の花壇整備・フラワーロード整備を各町内会・企業など

各種地域団体が集まり実施。 

６月～10月頃までの間花苗の植え付け・維持管理をすることで、環境・景観の美化に取り組んでいる。 

 また、花作り活動が学校などの公共施設等への緑化運動の発展を図る。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

成４年度～（継続） 

２６年度予算額（千円） 

 １，７００千円 

２６年度決算額（千円） 

 １，７００千円 

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］ 

 森町花いっぱい運動として、国道278号（砂原地区）の約４ｋｍにわたり、歩道の花壇整備・フラワーロー

ド整備を各町内会・企業など各種地域団体が集まり、町や北海道開発局八雲道路事務所と連携を取り実施してい

る。 

６月～10月頃までの長期間花が楽しめるよう数万本の花苗の植え付け、水やり、除草等の維持管理をするこ

とで、道内外の旅行者の評価を得て、北海道「道100選」として、地域の観光名所に定着している。 

 また、花作り活動が学校などの公共施設へ広がるなど町を上げた緑化運動へと発展している。 

これまで（24年間）の活動が評価され、「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」を受賞した。 

 役場としては、職務の一環として、植樹帯花植えの準備等は、早朝から町職員が苗の搬入・肥料の運搬及び配

布等を行っている。 また、役場では 12 班体制で各花壇の花植え・除草等の管理をし、作業は業務に支障の

ない範囲で、午後４時から６時頃におこなっている。 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

 116（新規４）の企業・団体・個人がボランティ

アで参加。 

これまで（24 年間）の活動が評価され、「緑化推

進運動功労者内閣総理大臣表彰」を受賞した。 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

町民との協働のまちづくり事業として評価している

が、町職員が勤務時間に作業するのは、ボランティア活

動ではないとの声がある。 

② 課題解決に向けた意見等 

参加団体の構成員の高齢化等により、参加者の作

業負担が増え、参加を断念する団体もあり、企業等

への呼びかけや広報誌を利用したの募集や、町内会

への参加募集など新しい参加者を募る。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

町民はボランティア活動として早朝、休日等勤務時間

外に協力している。職員が勤務時間に作業するのは納得

できず、不満の声となっている。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

フラワーロードとして評価もあり、継続事業としての

予算化を。 

また、役場職員が担当している場所については、５時

以降に作業をするとか、土日に作業すべきである。 

花壇コンクール等を行い表彰すべきである。 

 

 



№ １５ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：平成２６年度常備消防費備品（機械器具）購入事業 

 

担当課・係：森町消防本部庶務課庶務係 

 

決算書ページ ７６Ｐ 主要施策の成果表ページ ４１Ｐ 款９ 項１ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

機械器具として、森町総合開発振興計画に基づく消防用ホースの更新整備及び職員の高齢化対策や災害活動の

負担軽減と効率的な現場活動の実現を図るため、自動陽圧型 30Mpa 軽量型空気呼吸器と軽量ボンベの整備を

目的とする。 

一番古い消防車両は、第１分団に配置している昭和55年購入の消防ポンプ自動車ＣＤ‐Ⅰ（第２号車）で、

経過年数は、35年であります。（消防施設費・備品購入費） 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２６年度～平成２９年度（継続） 

２６年度予算額（千円） 

 ３，９４６千円 

２６年度決算額（千円） 

 ３，５３５千円 

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］ 

平成２６年度については当初の目的どおり、消防用ホース65㎜ホース29本、50㎜２本、25㎜ホース１

本を購入。また、自動陽圧型30Mpa軽量型空気呼吸器２基と30Mpa軽量ボンベ２本を購入した。 

第１分団消防ポンプＣＤ－Ⅰ（第２号車）については、森町総合開発振興計画に基づき、平成 28 年度の更

新整備を計画している。 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

65㎜消防用ホースについては、森町総合開発振興

計画に基づく順次更新が完了となった。 

また、空気呼吸器及び軽量ボンベについても、計

画的に整備が図られている。 

 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

継続事業の備品購入ばかりで、新規の目新しい事業が

無い。台数の多い車両関係の更新はなぜないのか。 

② 課題解決に向けた意見等 

空気呼吸器の軽量ボンベは高圧ガス取締法の規制

により耐圧年数が 15 年と定められ、毎年３～６本

程度の廃止となることから、更新整備が望まれる。 

第１分団・第２号車については、昭和 55 年に購

入以来 35 年間使用しており、各箇所の劣化や消耗

が激しく早期の更新が望まれる。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

年数経過した車両が多く、緊急出動時に故障などが発

生しても交換部品の入手が困難である。 

町民の安心安全を考慮し、年次計画のとおりに順次更

新するのが望ましい。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

車両関係の年次計画は10数年間も先延ばし（救急車

を除く。）をされ、先詰まり感が強いので早急に対処す

るべきである。消防車両の更新は計画的に行うべきであ

る。 

 

 



平成２６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 防犯灯電気料金補助金  

2 防犯灯設置補助金  

３ 外出支援サービス（福祉タクシー等）事業  

４ 森町季節保育所等（駒ヶ岳、鳥崎保育園）補助金交付事業  

５ 森町国民健康保険病院事業会計補助金  

６ 森町学校評議委員報酬  

７ 英語指導助手招致事業  

８ 森町教育水準向上対策協議会補助金 取り下げ 

９ 静岡県森町児童生徒友好親善派遣事業  

１０ 静岡県森町交流事業補助金  

１１ 森町体育協会補助金 取り下げ 

   

 



№ １ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：防犯灯電気料金補助金 

 

担当課・係：住民生活課住民生活係 

 

決算書ページ Ｐ４６ 主要施策の成果表ページ Ｐ７ 款３ 項１ 目１ 

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） 

２６年度予算額（千円） 

 １４，８５０千円 

２６年度決算額（千円） 

 １６，７５４千円 

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］ 

平成25年９月より電気料が大幅値上げしたことに伴い、電気料の補助率を平成26年度より90％から95％

に引き上げた。 

平成26年度防犯灯電気料   17,635,820円（前年度より 2,382,851円増） 

電気料補助金    16,754,029円（前年度より 3,026,393円増） 

各町内会、団体等負担額   00,881,791円（前年度より   643,542円減） 

 

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 ２６年度の進捗と評価等 

電気料金の引き上げ等に伴い、各町内会等からの

要請もあり、補助基準を引き上げた。 

当然のことながら、各団体等の負担は低減が図ら

れたが、町の持ち出しは大幅に増加した。 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

補助率を上げたことは評価できる。ＬＥＤ化の推進の

効果が不明確、あるいは効果が僅少のため数字にまだ現

れないのか。 

 

 

② 課題解決に向けた意見等 

ＬＥＤ化の推進を図り、電気料金総体の引き下げ

を引き続き検討していくとともに、更なる各団体の

負担額低減についても検討を進める。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

ＬＥＤ化の推進のみが電気料の軽減に繋がる。 

できるだけ早期にＬＥＤ化を図ることで電気料の町

の負担も軽減可能となる。 

 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

平成 27 年度のＬＥＤ化の推進の効果が見えるよう

に。 

町内会組織は任意団体で、加入は各家庭の自己決定の

団体である。防犯等の安全対策を推進させるために住民

税を納付しているので、納税者の立場からすると、公的

負担の二重負担を強いる政策と考えるので、早急に電気

料と器具設置の負担を０円にすべきである。旧砂原町が

無料だった経緯もあり町内会によって考え方に隔たり

があるため、町内会連合会で一本化し、早急に電気料金

と器具設置の負担を０円にすべきである。 

 

 



№ ２ 

平成２６年度事業評価 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 Ｐ４６ 主要施策の成果表ページ Ｐ７ 款３ 項１ 目１ 

 

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） 

２６年度予算額（千円） 

１，５１０千円 

２６年度決算額（千円） 

３，３６７千円 

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］ 

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26年度防犯灯設置内訳 

 ・LED灯 101器 （７町内会） ・鉄柱 ９本 （１町内会）  

 設置補助金額 3,367,000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 ２６年度の進捗と評価等 

防災対策や電気料の大幅値上げに伴いLED灯の設

置について、計画的に取り組もうとする町内会等か

らの要望や問い合わせが増加。 

９月会議にて、1,990千円追加補正し対応した。 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

要望に応える補正での対応は評価できる。LED 化の

推進が41町内会中７町内会という温度差が LED化推

進の妨げになる。 

② 課題解決に向けた意見等 

平成 27 年度予算に向けて各町内会より要望をと

り、LED灯設置部分について、予算科目を分離し項

目新設した。予算額も7,648千円と増加した。 

LED化の一層の推進を図るため、さまざまな方策

を検討していく。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

町内会により温度差はあるが、電気料金を考えるとで

きるだけ早期に全 LED 化を図るべき。一律ではなく町

内会の規模も考慮すべき。町内会間の力量の差、旧砂原

町と旧森町の補助金適用の差や意識の違いの解消を図

る必要がある。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

予算の増額と LED 化推進の啓蒙活動、負担の不公平

の解消を図る。１町内会上限30基と聞いているが、町

内会の規模を考え総枠の中での LED 化率で設置数を町

内会別に割り振ってほしい。 

町内会連合会で調整すべき。 

 

 



№ ３ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：外出支援サービス（福祉タクシー等）事業 

 

担当課・係：保健福祉課福祉係 

 

決算書ページ Ｐ４８ 主要施策の成果表ページ Ｐ９ 款３ 項１ 目４ 

   

１ 事業内容及び目的 

 高齢者及び身体障害者等が、通院や買い物などの日常生活の中で、タクシー及びバスを交通の手段の一つとし

て容易に利用できるよう、その料金の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

 １枚100円の助成券を１ヶ月につき10枚交付する。（年間12,000円分） 

 平成26年度からは、タクシーに加え函館バスの利用が可能となっている。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２３年度～平成２６年度（継続） 

２６年度予算額（千円） 

 ８，００６千円 

２６年度決算額（千円） 

 ８，００６千円 

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］ 

 高齢者及び身体障害者等の外出支援とする福祉の増進を図ることができた。 

 特に、高齢者においては申請者830名中689名と83％を占めていることから、交通手段における助成活

用がされているところである。 

 平成23、24年度は世帯における課税状況、平成25年度から対象者本人の課税状況を確認し、非課税者を

助成対象としている。 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

 平成23年度 529人 

 平成24年度 572人 

 平成25年度 760人 

 平成26年度 830人 

 制度内容等の周知により増加傾向である。 

 申請手段等広報誌掲載を年２回に増やしている。 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

利用者が増加しているのは喜ばれている証と考える。 

② 課題解決に向けた意見等 

 現要綱に定める対象者の増傾向と、制度周知によ

る申請者増が見込まれる。 

 現在の事業規模を継続し、都度状況を確認した上

で事業見直し、又は継続を検討としたい。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

対象年齢を75歳(後期高齢者)からに引き下げる。 

交通手段が数少ない高齢者にとって対象年齢拡大が

望まれる。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

75歳以上非課税者対象での予算化を。 

運転免許証の取得・返還状況に応じて外出支援の対象

年齢を75歳からに引き下げることが望ましい。 

 

 

 



№ ４ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町季節保育所等（駒ヶ岳、鳥崎保育園）補助金交付事業 

 

担当課・係：住民生活課児童年金係 

 

決算書ページ Ｐ５０ 主要施策の成果表ページ Ｐ１２ 款３ 項２ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

入所児童数並びに保育料収入の変動に伴い保育園運営費が変動するため、補助金交付により運営費の一部を確

保し、健全な保育環境整備の支援を図る。 

町内の就学前児童を健全に保育することを目的とした、町内会、父母の会及びその他の団体により設置された

保育所の運営経費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（新規・継続） 

昭和５７年度～（継続） 

２６年度予算額（千円） 
駒ケ岳保育園 ５，４００千円 
鳥崎保育園 １１，７４１千円 

２６年度決算額（千円） 
駒ケ岳保育園 ５，４００千円 
鳥崎保育園 １１，０９３千円 

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］ 

入所児童の年齢並びに児童数により配置数が定められる保育士数について、保育士確保が課題となり、昇給等

による保育士確保対策が各保育園で行われ人件費に差が生じた。併せて、入所児童の減少に伴い保育料収入が減

少したため、必要額の補助額引上げを行い保育士確保への支援が図られてきた。 

近年、両保育園の入所児童数並びに保育士数が同等数となったことを踏まえ、不均衡な補助交付金額の是正を

図るうえで両保育園運営委と継続した検討・協議を行っている。 

協議内容 ・保育士給料の単価・昇給について（継続協議）。 

・保育料単価について（継続協議）。 

●駒ケ岳保育園（昭和49年開設）平成26年度平均入所児童数18名 ：保育士(常勤)３名 

  ・平成26年度保育料単価 15,000円 ・補助交付額前年度比較      ０円 

 ●鳥崎保育園 （昭和53年開設）平成26年度平均入所児童数20名 ：保育士(常勤)３名 

・平成26年度保育料単価 12,000円 ・補助交付額前年度比較 △648,000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 ２６年度の進捗と評価等 

補助交付金額の是正に関する協議について、両保

育園及び運営委の協力が得られた。 

 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

各入所児童数に対する費用がバラバラであり算定を

再考すべきであると同時に近々２ヵ所くらいに統一す

べきである。 

 

② 課題解決に向けた意見等 

保育士給料及び単価に関する協議を継続するとと

もに、新しい補助基準について検討する。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

保育士の待遇をアップさせるべき。 

 

 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

各入所児童に対する費用がバラバラであり、算定を再

考すべきである。罹災予想立地箇所・築年数・幼保一体

等全体的な再考をすべき。 

 

 

 



№ ５ 

平成２６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 款４ 項１ 目６ 

 

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26年度地方公営企業繰出金について（平

成 26 年４月１日総財公第 51 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、基準額を繰り出し、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２５年度（継続） 

２６年度予算額（千円） 

４４５，４８５千円 

２６年度決算額（千円） 

４４５，４８１千円 

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］ 
 一般会計繰出金の地方財政法上の資金不足額が計画どおり解消された。 

  救急病院36,294千円(うち繰出基準額36,294千円)、研究研修費578千円(うち繰出基準額578千円) 

  共済追加費用8,300千円(うち繰出基準額8,300千円)、基礎年金10,520千円(うち繰出基準額10,520千円) 

  医師確保78,322千円(うち繰出基準額78,322千円)、児童手当1,578千円(うち繰出基準額1,578千円) 

  改革プラン経費752千円(うち繰出基準額752千円)、不採算地区137,706千円(うち繰出基準額50,520千円) 

  建設改良費利息30,628千円(うち繰出基準額20,412千円)、特例債元金61,128千円(うち繰出基準額61,128千円) 

  建設改良元金75,763千円(うち繰出基準額49,917千円)、建設改良87千円(うち繰出基準額44千円) 

  建設改良リース資産3,825千円(うち繰出基準額0千円)、 

  合計445,481千円(うち繰出基準額318,365千円、うち繰出基準外127,116千円) 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 
地域の中核的病院として地域住民にとって必要な医療を提

供するという使命を果たすべく事業に取り組み、入院患者は前
年度に比べ1,172人の増と若干改善されてきましたが、外来
患者については常勤医師不足により外来が休診となった事等
から伸び悩み、減となった。ただし、平成24年度に地方財政
法上の資金不足が解消されたが、消費税率増による負担や施設
老朽化による修繕費、電気料値上げによる高熱水費などの増に
より昨年度より繰入金が21,489千円増加した。 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

努力は認められるが、毎年一般会計を圧迫しているこ

とには変わりない。 

② 課題解決に向けた意見等 
常勤医師不足を解消すべく、医師確保を最重要課題として取

り組むとともに、地域住民に必要な医療を提供し、信頼確保に
努める。平成27年８月に常勤内科医師（外科も対応可）１名
を採用し、10月にも常勤内科医師１名の採用が決定しており、
このことから非常勤医師の報償費の減が見込まれる。また、平
成 27 年８月からは内科外来を１日通して診療できることに
なったことから外来患者の増が見込まれ、入院患者を診れる医
師が増えることにより、収益の増へとつながると考えられる。 
今後は、地域包括ケア病床の開設を目指し、収益の増へとつな
げていく。 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

地域包括ケア病棟の開設や医師確保が病院経営の健

全化にどのように寄与するのか不明瞭。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

医師２名の増が収益の増となり、予算の減となること

を期待する。 

 

 



№ ６ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名： 森町学校評議委員報酬 

 

担当課・係： 教育委員会学校教育課 

 

決算書ページ Ｐ８０ 主要施策の成果表ページ Ｐ４３ 款１０ 項１ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

学校評議員制度は、地域社会に開かれた学校づくりを一層推進していくために、保護者や地域住民などの相互

の意思疎通や協力関係を高めることを目的として平成 12 年度より制度化され、高等学校を除いた学校は、そ

の設置者の定めるところにより学校評議員を置くことができ、学校運営に関して意見を述べ助言を行うことがで

きる。 

これにより地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携しながら特色のある教育

活動を展開することができる。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２６年度～（継続） 

２６年度予算額（千円）    

２３３千円 

２６年度決算額（千円）    

２３２千円 

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］ 

各学校における学校評議委員会議の開催により、学校評議委員の意見や要望に対する施策の実施を目標として

取り組んできた。そのような中で学校としては、学力・体力の向上を含め適切な生活習慣や学習習慣の構築に向

けた取り組みができたものと思われる。 

 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

各学校においては、学校評議員会を開催した中で

学校評価や学校運営についての意見や助言をいただ

き、運営の改善を図ることができた。 

 

 

 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

学校間での回数や人数での差が大きい。規模による差

とも違い学校による必要感の違いなのかどうか。 

② 課題解決に向けた意見等 

今後も学校評議委員の意見等に対応した学校運営

施策に向け、評議委員会議の開催の在り方も含めて

推進を図って行くものである。 

また、学校運営については、「学校だより」・「教育

広報」等を利用して情報を住民に周知したい。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

ＰＴＡや学級懇談会、地域集会などの取組みもあわ

せ、評議委員の役割を見直す必要がある。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

各校１回開催し、３名規模にしてほしい。 

 

 

 

 

 

 



№ ７ 

平成２６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 Ｐ８０ 主要施策の成果表ページ Ｐ４３ 款１０ 項１ 目２ 

 

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招聘し、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） 

２６年度～（継続） 

２６年度予算額（千円）    

３，８２７千円 

２６年度決算額（千円）    

３，８２６千円 

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］ 

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年で外国語活動が新たに導入されて

おり、小中学校教諭の指導助手としての役割が重要になり、日々学校へ派遣さている。 

外国語授業時間数は小学校５・６生では年間 35 時間の授業時間数となっており、１名体制ではきめ細やか

な学校への派遣は不足気味でありますが、中学校においては、英会話・コミュニケーション活動を通じて英語に

対しての理解度を高めることは、達成できたと思われる。 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

森中学校・砂原中学校を軸に、各小学校や幼稚園

にも派遣を実施したことにより、コミュニケーショ

ン能力の育成や異文化交流等の成果は認められた。 

 

 

③ ２６年度の進捗（決算）についての評価等 

英語指導助手を増員すべきである。近々小学校３年生

より必須科目の導入がある。児童、生徒の語学力のアッ

プは必要である。 

② 課題解決に向けた意見等 

今後、グローバル化に対応した英語教育改革に伴

い、小学校の中学年にも英語教育が実施される事も

視野に入れ、英語指導助手（ＡＬＴ）の複数配置も

必要と考える。 

※ 平成27年度８月より２名体制 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

ＡＬＴの複数配置の実現に向けた財源確保を確実に

してほしい。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

英語指導助手（ＡＬＴ）を増員すべきである。近々小

学校３年生から必須科目の導入があり、児童・生徒の語

学力のアップは必要と考える。 

 

 

 



№ ９ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名： 静岡県森町児童生徒友好親善派遣事業 

 

担当課・係： 教育委員会学校教育課 

 

決算書ページ Ｐ８０ 主要施策の成果表ページ Ｐ４４ 款１０ 項１ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

昭和 63 年に始まった北海道森町と静岡県森町との両町による互いの町を訪問することにより、児童生徒や

地域の人々とのふれあいを通して心の交流を図り、併せて、視察・体験活動により郷土の歴史や文化・産業等に

ついて学び視野を広げると共に、両町の児童生徒の友好親善を深める。 

 平成26年度は、静岡県森町児童生徒16名と引率者５名を受け入れた。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２６年度～（継続） 

２６年度予算額（千円） 

１，０００千円 

２６年度決算額（千円） 

８０５千円 

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］ 

平成 26 年度においては、児童生徒の受け入れということで各ホームステイ先の保護者との事前協議を実施

するなど、綿密な計画の中での事業推進を図り、目標は達成されたと考える。 

 

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 

① ２６年度の進捗と評価等 

両町において訪問した際には、「訪問記」を作成す

るなど翌年にもつなげた交流も実施されている状況

から、一定の評価はできるものと考える。 

 

 

③２６年度の進捗（決算）についての評価等 

長年にわたり本事業の蓄積が良好な友好町の関係に

寄与していることは評価される。 

② 課題解決に向けた意見等 

今後、受け入れを実施する際のホームステイ先の

負担軽減や行程等の検討も必要と思われる。 

また、外ヶ浜町との友好町締結による交流につい

ては、新幹線の開通に伴い、より身近となるため町

部局とも協議検討する。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

２つの友好町の事業のバランスを考慮しながら、本事

業に外ヶ浜町との友好町事業を組み入れるか、新規の別

事業として組み立てるのか。長年の静岡県森町との事業

の経験を生かし積極的な対応を期待する。本来、町部局

が先導すべきことなのだが。 

 ⑤ ２８年度予算編成への提言 

当然、事業内容増に伴い予算の増が必要。 

静岡県森町を改め、友好町児童生徒親善派遣事業とし

予算も考慮すべき。 

 

 

 



№ １０ 

平成２６年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：静岡県森町交流事業補助金 

 

担当課・係：教育委員会社会教育課 

 

決算書ページ Ｐ８５ 主要施策の成果表ページ Ｐ５０ 款１０ 項５ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

森町の女性代表を団体行動のもとに本州に派遣し、静岡県森町女性との交流や本州各地の産業施設・文化等の

視察研修を行い、女性としての視野を広めると共に、女性活動の充実発展及びまちづくり活動への積極的な参加

を奨励するもの。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２６年度～（継続） 

２６年度予算額（千円） 

 ２５０千円 

２６年度決(千円） 

 ２５０千円 

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］ 

町内在住の女性のリーダーとしての人材育成を目的に、昭和 49 年から友好町である静岡県森町との交流を

行い、平成26年度で20回目となる。昭和60年から静岡県森町側も女性交流が始まり、小中学生の訪問と

同様に友好を育んでいる。 

平成16年度には、これまで研修に参加した会が連携し「森生路（しんきろう）」を設立。独自の研修と活動

を行うほか、受入れや訪問の際の様々なサポートを行っている。同会は昨年設立10周年を迎えた。 

目標としては、女性の人材育成の機会提供として大いに役立ち、本研修をきっかけとしてまちづくり活動に参

加する姿が見られる。今後は年々参加者が高齢化しているので若年層の参加を図りたい。 

 

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 ２６年度の進捗と評価等 

坂本三重子氏を代表に５名が参加。静岡県森町の

農業や産業を見学し、同町の女性団体と交流を行っ

た。 

帰町後も「森生路」に加盟し、まちづくり活動に

参加している。 

 

 

③２６年度の進捗（決算）についての評価等 

児童生徒友好親善事業と並び民間の友好町の事業と

して先導してきたことは大いに評価する。 

② 課題解決に向けた意見等 

参加者確保に苦心する年が見受けられる。新たな

人材育成を含め「森生路」と連携して進めていきた

い。 

外ヶ浜町との交流については、町部局とも協議し

検討する。 

 

 

④課題解決に向けての意見・提案等 

町部局がアドバルーンを上げながら、担当部局への方

針を示さないことが問題。長年の経験のある静岡県森町

との友好町関係の事業を参考に、３町の中心とならざる

を得ない北海道森町の立場を明確にすべき。 

 ⑤２８年度予算編成への提言 

町部局の総合的な友好町関係の事業を整理・統合した

予算編成が必要。町部局に提言を。 

静岡県森町を改め、友好町事業として予算も考慮すべ

き。 

 

 

 



 

 

 

 

 

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２８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、ＥＵ

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２２

年度からスタート、また平成２７年度

には砂原地区へ事業拡大したことを

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

ともに、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られている。 

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） 

 

 

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。 

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 

 

 

 

 

 

道道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。 

１７ 

 

 

 

東森町から国道２７

８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。 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

２０ 

 

 

 

 

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。 

２１ 

 

 

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。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。 

２２ 

 

 

 

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。 

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。 

２３ 

 

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士において不公

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。 

 

２４ 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ほしい。 

 

 

２５ 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。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。 

 

 

２６ 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。 

 

２７ 観光・物産案内所の

設置 

観光客を受け入れる窓口・場所もない

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。 

２８ 

 

 

側溝整備事業 現在ある側溝はすでに相当年経過し

ている 

 

 

計画的に改修を推進すべき。 

２９ 

 

 

 

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。 

町民の身近な問題である。 

３０ 

 

 

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） 



３１ 高齢者火災報知器設

置 

 

 

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。 

３２ 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。 

３３ 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。 

３４ 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。 

３５ 

 

 

交通安全対策 カーブミラー周辺の木々が伸びると

ミラーの役割が果たせず危険な所が

ある。 

 

定期的な点検が必要。 

３６ 町営住宅 

 

 

入居希望者の審査会は年２回のため

空き室があっても次の審査会まで待

たなくてはならない。 

 

途中退去され空き室になった場合入居希

望者が入居できるよう改善すべき。 

３７ 

 

 

 

ドクターヘリ・防災

へり発着場の新設事

業 

町内２５箇所の指定ヘリポートがあ

るが、大雪や大雨等の災害が発生すれ

ば使用不能となる。 

 

急患や災害が発生しても確実に離発着が

できるヘリーポートが必要不可欠であ

る。 

３８ 

 

 

 

住宅・店舗リフォー

ム助成金制度の創設 

 

 

平成２７年度は建設プレミアム券発

売した。 

地元業者利用でリフォームの助成金を支

給してほしい。 

３９ 特別支援員の増員 

 

 

特別支援学級のみならず、普通通常学

級での支援を要する子どもも増加傾

向。 

 

学級や学校の要望や実状に対応する支援

員の確保をしてほしい。 

４０ 国保税・介護保険料

の引き下げ 

 

 

年金始め収入が少ない中負担が生活

を圧迫している。 

特に、国保税は平成２７年度以降低所得

者援助の追加配分を活用して引き下げ

を。 

４１ 保育所での一時預か

り 

 

 

 

 

時期的や出産、入院等での一時的保育

が必要な家庭からの声がある。 

定員数に満たない現状からパートの活用

で一時預かりの実施を。 



４２ 

 

 

 

 

東森町内道路の町道

認定と舗装工事事業 

利用者が多い住宅地への道路が私道

であり、未舗装の道路で悪路と自動車

が通るたびに砂ほこりが舞い、窓も開

けられない状況。 

 

東森町内で唯一の未舗装の道路であり、

早急な対応を。新規の公共事業創出とし

ても必要。 

４３ 

 

 

 

各漁港（経済活動拠

点）の除雪対策 

早朝時の積雪により漁業者が漁船ま

で行けず漁業経済活動に影響がある。 

経済活動に支障があることから除雪の優

先順位の見直しを。請負業者の選定につ

いても見直しが必要（専属業者の選定）。 

 

４４ 

 

 

 

防犯対策 全国的に多発している凶悪事件など

が、コンビニなどの防犯用ビデオで事

件の早期解決につながっており、町民

からもカメラ設置の要望の声がある。 

 

町内繁華街などポイントとなる場所へカ

メラを設置するなどし、未然にトラブル

を回避する対策を検討すべきである。 

４５ 

 

 

ホームページの更新 

 

 

町民の暮らしに密着した情報の公開

がタイムリーでない。 

 

 

係の職員が毎日チェックして更新する事

で解決できると思われるが。 

 

４６ 

 

 

鳥崎１号線の拡張 ５号線との交差点が狭くて坂道のた

め非常に危険である。 

国道５号線の右折専用ラインの確保と鳥

崎１号線の拡張を早期に実現してほし

い。 

 

４７ 

 

 

鳥崎町避難道路の確

保 

町内で一番大きな河川で上流にはダ

ムもあるが、主だった避難場所となる

鷲ノ木小学校への避難道路が確保さ

れていない。 

 

旧５号線と現５号線の中間ラインに鳥崎

川から鷲ノ木小学校まで直線でむすぶ道

路の新設を。 

４８ 

 

 

 

道路整備事業 常磐町、森川町、鳥崎町、町内でも特

に人口の多い地区だが、未舗装地帯が

多すぎる。 

舗装の仕方も全てが高規格で側溝が完備

されなくても地域住民がそれなりに満足

して頂けるのであれば簡易的な舗装でも

整備を進めていくべき。 

 

４９ 子供の学力増進 

 

 

少子化により子供への親の期待度の

高まり、学力向上を願う親のニーズに

対応し、優れた人材の育成が必要。 

特別なことはできなくても、三つ子の魂

百までものことわざにもあるように、幼

少から勉強する習慣を身に着ければ可能

性が飛躍的に伸びる可能性があると思わ

れる。等しくその機会を子供たちに与え

るべき。今後は幼保一体のこども園にし

て行くべき。 

 

５０ 

 

 

赤井川・駒ケ岳地区

の今後 

 

 

高景気と新幹線効果による投資家の

動きが活発になってきている。 

町としては願っても無い潜在一隅の大チ

ャンス。民間にまかせきりでなく、町と

してしっかりとしたビジョンを持ち、積

極的に支援すべき。まずは町のビジョン

をしっかりとまとめる事。 

 

 

 



５１ ＪＲ対応 新幹線札幌延伸後の在来線について

沿線の自治体で赤字覚悟で運営して

いくのか。 

今からしっかりと検証したなかで考え町

民説明して行かなければ悔いを残すか

も。一時の感情に流されること無くしっ

かりと対策を進めなければならない。 

 

５２ 福祉タクシーor 

コミュニティーバス 

 

 

一部福祉タクシーの必要性を感じる

方もいるが、現状また今以上に拡大す

るのであれば不公平感を感じる。 

全ての町民・観光客が利用可能な一部無

料のコミュニティーバスの検討をしてほ

しい。 

 

５３ 

 

 

 

 

給食費 一部の町民が給食費を納めていない

が、生活に支障があるような家庭でも

なく、納める事が嫌な家庭に対して、

行政側が泣き寝入りをしている。 

 

現在の給食費は材料費だけを納めていた

だいているので、２～３ヶ月の経過措置

の後も未納の子供の給食提供停止につい

て検討するべき。 

５４ 

 

 

 

 

病院運営 赤字体質に慣れてしまい改善しよう

という意欲が感じられない。 

まずは、一般的な検査を（尿検査・血液

検査）初診で必ず行い、さらに継続的に

通院する患者でも毎週必ず検査をする。 

先端機器などによる検査も積極的に行え

るように常に準備を整える事により収益

性の向上を図ることが必要。 

 

 


