
 

 

 

 

 

平成２７年度予算編成に 

向けての政策提言書 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１１月１４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２５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、「２５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」、「２７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２５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 

1-1 町有地草刈業務  

1-2 町有地支障木伐採業務  

２ 地熱開発事業濁川地域連絡協議会補助金  

3-1 災害備蓄毛布（補充分）購入  

3-2 平成２５年度非常用防災備蓄品購入  

４ 森町土砂災害ハザードマップ印刷業務  

５ 「からまつの森分譲地」募集広告の掲載  

6-1 青年部活動支援事業補助金  

6-2 ナマコ資源増大事業費補助金  

7 地域経済対策事業「プレミアム商品券発行事業」補助金  

8 楽市楽座もりまち「食ＫＩＮＧ市」補助金  

９ 森町観光パンフレット及び観光ハンドブック作成  

10 町道街路樹剪定委託業務  

11-1 町道草刈業務委託  

11-2 暗渠側溝清掃業務委託  

12 鳥崎川河川広場トイレ清掃作業委託  

13 青葉ヶ丘公園・オニウシ公園桜樹整枝委託業務  

14 災害対応時建設機械借上料・災害対応時原材料費  

15 防犯灯設置補助金  

16 外出支援サービス（福祉タクシー）事業  

17 乳幼児医療費扶助費  

18 森町国民健康保険病院事業会計補助金  

19 英語指導助手招致事業  

 

 

 

 

 



 

 

№ １-１ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：町有地草刈業務（委託料） 

 

担当課・係：契約管理課管財係 

 

決算書ページ Ｐ３４～３５ 主要施策の成果表ページ Ｐ２ 款２ 項１ 目４ 

 

１ 事業内容及び目的 

平成２４年度までは、臨時職員を雇用し実施しておりましたが、平成２５年度より業務委託により対応した

ものです。町内に点在する町有地の雑草等による隣接地への影響を軽減し、環境美化を目的に実施するもので

す。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度～２５年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

４４０千円 

２５年度決算額（千円） 

３９９千円 

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８カ所、実施総面積６１,０６０㎡の町有地について、年間１～２回（６月、９月）の草刈を実施。 

役場周辺、旧ＪＲ住宅周辺、保健センター周辺、上台～オニウシ公園駐車場向、上台～阿部商店裏 

鳥崎～鷲ノ木小学校プール下、石倉西部～踏み切り手前、新都市砂原病院入口付近 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

町内の環境美化、雑草による隣接地への悪影響が

改善された。 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

町有地の草刈業務が、年１～２回で目的が達成されて

いるとは考えられない。年間３～４回以上必要の場所も

あるのでは。８ヶ所の町有地のみということは、他の場

所は草が伸びないということか。或いは単に町民からの

苦情がないということなのか。潜在的に対象となる場所

が何十倍もあるのでは。 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

今後も草刈必要箇所については継続実施し、町内

の環境美化、雑草による隣接地への悪影響の改善等

が必要と判断しています。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

町内会・町内会連合会等の近隣住民の協力を求めるべ

き。他の関係する部署との連携を図りながら推進すべ

き。 

 

 

 

 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

課題解決に向けて一時的に予算の増額もやむなし。 

各種住民団体への補助金が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １-２ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：町有地支障木伐採業務（委託料） 

 

担当課・係：契約管理課管財係 

 

決算書ページ Ｐ３４～３５ 主要施策の成果表ページ Ｐ２ 款２ 項１ 目４ 

 

１ 事業内容及び目的 

町有地内にある樹木について、枝や葉、樹液による付近家屋への悪影響の改善に努め、また、風による倒木、

枝の落下等による事故を未然に防止し、安全確保に努めることを目的とする。 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度～２５年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

４００千円 

２５年度決算額（千円） 

３７８千円 

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］ 

樹液、落ち葉等による隣接家屋への影響も改善され、倒木の危険性も解消された。 

清澄町３番地７内支障木 トウヒ外計１３本 

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 ２５年度の進捗と評価等 

樹液、落ち葉等による隣接家屋への影響も改善さ

れ、倒木の危険性も解消された。 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

町民からの通告や苦情によって対処する形になって

いるのだろうが、町有地内の立木の管理は当然だろう

が、民有地のものに関わる部分の対処方法の告知につい

ては不明確。(住民生活課で対応?) 

 

 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

今後も町有地内において、支障となる樹木がある

場合に、随時実施が必要であると考える。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

他の部署との連携と計画的な管理を図るべき。 

砂原公民館周辺の立木の管理の問題が指摘される。 

（教育委員会の管轄なのか） 

 

 

 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ２ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：地熱開発事業濁川地域連絡協議会補助金 

 

担当課・係：企画振興課振興係 

 

決算書ページ Ｐ3６～３７ 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 

地熱開発事業に関する諸問題について、濁川地域内の連絡調整にあたり、地熱開発事業の円滑なる推進と地

域の発展を図ることを目的とする。 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

昭和５２年度～平成２５年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

       ５０千円 

２５年度決算額（千円） 

５０千円 

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］ 

・定例研修会の開催 H25.10.23 Ｄ基地視察 

研修テーマ：北電発電所定期点結果について・蒸気生産設備の状況について 

・特別研修会の開催 H25.11.12 濁川活性化センター 

研修テーマ：地熱開発に関する覚書・協定書について 

・地熱だよりの発行 平成２５年度５回発行 

配布先：濁川全戸配布（約１２０戸）新聞折込による 

内 容：地熱発電所定期点検、温泉井戸調査などの日程連絡や報告等 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

当協議会は地熱開発事業の推進に伴い、地元濁川

地域と電力事業者及び森町との連絡調整にあたるこ

とで、事業の円滑な推進を図る役割を果たしている。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

連絡が徹底されていないことから情報の告知が不徹

底。 

 

 

 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

今後の地熱開発の推進には、地域以外の理解も必

要不可欠なことから、地元地域や町と一体となって

地熱シンポジウムなどを開催し、情報を広く発信し

ていくことが必要である。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

町内会組織の活用を。 

地熱開発事業の円滑な推進は、濁川地区住民ばかりで

はなく全町に情報発信を年１回は必要。 

 

 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

予算の増額が必要ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ３－１ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：災害備蓄毛布（補充分）購入事業 

 

担当課・係：防災交通課防災係 

 

決算書ページ Ｐ３８～３９ 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用（避難所用）毛布の備蓄を目的とする。 

 

 

 

 

２ 事業実施期間（継続） 

平成24年度～   

２５年度予算額（千円） 

       ２５５千円 

２５年度決算額（千円） 

      ２５１千円 

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年度については当初の目標どおり、備蓄毛布100枚を購入した。 

 

 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

 備蓄毛布については当初の目標どおりの数量を 

確保し、災害時の備えとした。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

災害用対策備品の適正数量が不明。 

備蓄場所の集中により配送の人員が必要となること

などから未・遅配送のリスクあり。 

 

 

 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

 毛布の備蓄数や分散備蓄については、明確な基準

が定まっていない。種々の災害想定や、近隣自治体

と情報交換を行いながら、適正な備蓄数分散備蓄に

ついて検討したい。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

備蓄の適正数量の設定と備蓄場所の分散を検討すべ

き。避難場所ごとに配置数量の設定と位置づけの明確化

が必要。 

 

 

 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

早期に計画的準備が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ３－２ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：平成25年度非常用防災備蓄品（保存食）購入事業 

 

担当課・係：防災交通課防災係 

 

決算書ページ Ｐ３８～３９ 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用非常食の備蓄を目的とする。 

 

 

 

 

２ 事業実施期間（継続） 

平成23年度～   

２５年度予算額（千円） 

      １４１千円 

２５年度決算額（千円） 

      １４１千円 

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年度については当初の目標どおり、非常食としてアルファ米100食分、カロリーメイト600食

分、ビスケット420食分を購入した。 

 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

非常食については当初の目標どおりの数量を確保

し、災害時の備えとした。 

 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

非常食以外の防災グッズの備蓄が必要。 

 

 

 

 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

非常食の備蓄数や分散備蓄については、明確な基

準が定まっていない。種々の災害想定や、近隣自治

体と情報交換を行いながら、適正な備蓄数について

検討したい。 

また、賞味期限が近付いた非常食については、日

赤奉仕団が実施する炊き出し訓練への提供や、町内

の幼稚園、保育所等へ、防災啓発をお願いしながら

配布している。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

非常用防災備蓄品の洗い直しと適正数量の設定と根

拠を明確にすること。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

計画的な配置と予算の増額が必要。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ４ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名： 森町土砂災害ハザードマップ印刷業務 

 

担当課・係： 防災交通課 防災係 

 

決算書ページ Ｐ３８～３９ 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 

日本国土は山地が約7割を占め、その地質は脆く、毎年集中豪雨や台風による大雨などにより土砂災害が発

生している。当町においても、過去に犠牲者を伴う災害が発生しており、危険な場所の周知が必要なことから、

函館建設管理部において基礎調査の終了している町内１６箇所についてのハザードマップを作成した。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

24年度～25年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

      １１４千円 

２５年度決算額（千円） 

      １１４千円 

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］ 

当初、8,000 部について全戸配付を考えていたが、作成した内容の一部に誤解を与えかねない表現が発覚

した。土砂災害防止法によると、「土砂災害危険箇所」をもとに、基礎調査を終了した区域において、住民説

明会を開催するなど手続きを経たうえで「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」として指定され

るところ、当該マップでは、「未指定」と表記はしているものの、住民説明会を開催していない状況で警戒区

域及び特別警戒区域について具体的（色別）に示されているなど適当ではない表現があるため、現在、配付に

ついては保留しています。 

住民説明会については、函館建設管理部と協議のうえ、基礎調査の終了している区域のうち、準備の整った

区域から順次開催していきたい。 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

マップについては、8,000 部は作成完了している

ものの、上記３により配付について保留しています。 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

ハザードマップ作成が目的ではなく、それを活用し

ての防災活動に活用することが目的であるので、住民

が危険な場所に住んでいることを認識をしてもらう

ことが重要であるので、未だ告知されていないことが

問題である。 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

現在、マップの取り扱いについて、函館建設管理部

担当者と協議をしているところで、何らかの修正若し

くは説明書きを添付しながら配付するなど検討して

いるところです。 

一方、８月に広島県、北海道礼文町で相次いで発生

した土砂災害を受け、国は「土砂災害危険箇所」の住

民への緊急周知を各自治体へ指示しており、当町にお

いても町HPに掲載しています。このような動きは今

後加速されると思われますが、作成したマップはあく

まで基礎調査が終了した箇所のみであり、すべての

「危険箇所」を網羅したものではないため、根本的な

住民への情報提供媒体・方法について国・道の動きを

注視していきたい。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

早急な説明会の開催と対象住民に告知をすること

が必要。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 特になし。 



 

 

№ ５ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：「からまつの森分譲地」募集広告の掲載（広告料）  

 

担当課・係：企画振興課振興係 

 

決算書ページ Ｐ38～39 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 

 首都圏の方を対象とした道内自治体で開催する移住促進フェアで「からまつの森分譲地」をＰＲするための

広告宣伝を行うことを目的とする。 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２５年度（新規） 

２５年度予算額（千円） 

３１５千円 

２５年度決算額（千円） 

３１５千円 

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１１月１６日開催 

「北海道暮らしフェア」用の広告資材（リーフレット）作成 1,000部 

 ・出店数６７団体 来場者約１，２５０名 

・当日 直接応対者数 １３０名 

 ・リーフレット配布枚数 約６００枚 

 

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 

② ２５年度の進捗と評価等 

フェアの来場者のうち約半数が当町のリーフレッ

トを持ち帰っており、多数の方に関心を持っていた

だいた。直接応対した方のうち、３件が森町のちょ

っと暮らしに応募しており一定程度の広告効果を果

たしている。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 費用対効果に疑問。 

 「からまつの森分譲地」定住促進事業自体に疑問の声

も多い。 

③課題解決に向けた意見等 

首都圏を中心とした都市圏の需要の変化に合わせ

た広告方法（雑誌掲載・イベントプロモーション・

ラジオ、ＴＶ等マスメディアの活用）が課題となっ

ている。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 「からまつの森分譲地」事業の見直しも必要。 

 新たな定住促進事業の計画必要。 

 ３次分譲地については懐疑的である。 

 ＰＲにＨＰの更なる活用が必要。 

 ドライブレコーダー等の動画の配信やグーグルマッ

プの活用なども検討の余地あり。 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ６－１ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：青年部活動支援事業補助金 

 

担当課・係：水産課水産係 

 

決算書ページ Ｐ６６～６７ 主要施策の成果表ページ Ｐ３１ 款６ 項３ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

事業内容：漁協と町から補助金等のバックアップを受けて、森漁協青年部が婚活イベントを開催し、町内外

から独身女性の参加を募り、漁船に乗船し漁業体験、魚の捌き方の実演講習、地元魚介類を使用

したバーベキューを1泊2日の日程で行う。（女性の参加費は無料とする） 

目  的：婚活イベントを通して、異性と触合う機会を提供し、森町の風土、漁業と言う職業を理解して、

漁業後継者の花嫁不足を解消する。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

H16年度 ～ H26年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

       ３００千円 

２５年度決算額（千円） 

      ３００千円 

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：応望された女性全員が漁業後継者の元へ嫁ぎ、漁業に従事してくれること。 

 達成状況：平成16年度から年1回開催し、現在までに7組のカップルが結婚し、漁業に従事している。 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

計画通り事業を実施したが、女性が募集定員には

達する事が出来なかった。 

今後は、事業内容について精査し、更に女性が応

望意欲を促す内容へと検討する必要がある。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

少子化・人口減対策として有効なものになっているの

か。費用対効果は比例するのか。 

 

 

 

 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

事業の継続により、1組でも多くカップルになり、

結婚までゴールできることが重要で、25 年度の事

業成果で1組が26年度結婚を予定している。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

他の業種との合同や連携も必要。イベントの大規模化

を図るべき。費用の増額に効果が比例するとつれば、大

幅な予算の増額が必要ではないか。 

 

 

 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 予算の増額を。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ６－２ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：ナマコ資源増大事業費補助金 

 

担当課・係：水産課水産係 

 

決算書ページ Ｐ６６～６７ 主要施策の成果表ページ Ｐ３１ 款６ 項３ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

事業内容：資源増大に向けて、青年部が親ナマコを採捕し、人工的に産卵を促し種苗生産から生簀を利用し、

約6ヶ月間育成管理して漁港内の静穏域に放流し、年に２～３回潜水作業で追跡調査を行う。 

一定の大きさに成長したナマコは、漁協が指定する外海の禁漁区へ放流し、自然増を促す。 

目   的：減少傾向にあるナマコ資源を人工的に増やし、自然界に放流することで天然ナマコの資源増を図

る。また、当該試験事業をとおして部員に資源の貴重さ、漁協に与える部活動の影響などを感じ

取る事で、部員の意識改革を図ると共に、漁業活動に対する部員のインセンティヴを高める。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

H16年度 ～ H26年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

       ５００千円 

２５年度決算額（千円） 

      ５００千円 

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：毎年100,000個体の種苗生産を行い、生残率100%の技術確立。  

  達成状況：平成16年度から年1回開催し、放流個体数が少ない年で25個体、多い年で154,561個

体であり、種苗生産及び、育成技術が未だ確立していない為、成果が一定していない。 

       ただし、25年度は目標を達成できた。 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

25年度は比較的成功したが、気候・海水温・海流

など自然環境と技術手法の影響を明確にするデータ

ーの蓄積がさらに必要となって、因果関係を解析す

ることで、技術のマニュアル化を図る事が可能とな

る。 

今後も、本事業の継続が必要となっている。 

  

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 いつ実験段階から実用化し、量産体制を確立できるの

か目標年度を明示すべき。 

 

 

 

 

 

③ 課題解決に向けた意見等 

本事業の実施について町から受けている補助金額

は妥当であり、満足の行く試験事業を継続できてい

る。その結果、25年度は154,561個体の稚ナマ

コを漁港内に放流できた。 

今後は追跡調査を実施して行く。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 量産体制が確立された場合のナマコ漁の管理体制を

明確にする必要がある。実用段階になった時の補助金の

必要性の有無と増減について。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 予算を増額すべき。 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ ７ 

平成２５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 Ｐ６６～６７   主要施策の成果表ページ Ｐ３３  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Ⅲ」（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） 

２５年度 ～２５年度（新規） 

２５年度予算額（千円） 

１３，２００千円 

２５年度決算額（千円） 

１２，６２２千円 

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Ⅲ」（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（受付）から７日間で終了（１１日間を予

定）し、建設商品券については販売目標額を大きく上回る申込みがあり抽選会を実施するほど大変好評であっ

た。今回の普通商品券・建設商品券取扱事業所数は約２２０店で、そのうち約４割の店舗で取扱いが行われた。

（北斗市は約２割の取扱い）日用品の購入や商品券購入者の固定化、更には換金先が大型店へ集中するといっ

た状況も見られるが、景気の浮揚策という当初の目的が達成されたことは一定の評価ができる。 

◎「プレミアム商品券」販売 １０，０００セット 

内訳 普通商品券８，０００セット（森商工会議所６，６６０セット、砂原商工会１，３４０セット） 

   ※１セット５，０００円（１，０００円券６枚入→プレミアム部分はうち１枚の１，０００円） 

   建設商品券１，９３３セット（森商工会議所１６，５６０千円、砂原商工会６，６３６千円）） 

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 71,177  ①＋②（補助対象事業費） 

 

販売額 60,000 59,330 98.9 
普通40,000千円 
建設19,330千円 

①販売分換金額 60,000 59,234  
普通39,904千円 
建設19,330千円 

②プレミアム 12,000 11,847  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 ２５年度の進捗と評価等 

地域消費の拡大や建築需要が促進され、景気浮揚

の役割を果たすことができた。 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

新規需要促進に繋がらず生活費の一部となっている

部分が見受けられる。購入者が固定化し、「富裕層」に

集中し偏っているという指摘がある。 

③ 課題解決に向けた意見等 

・個人消費の低迷や住宅建設の鈍化など、経済情勢

等を十分注視した上で施策を検討する。 

・事業者から手数料を取ることを検討する。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

日用品の購入者から新規の需要喚起の寄与が大きい

建設商品券の割合の増額を。購入者の固定化防止のため

年金生活者や低所得者層の購入を促すために商品券発

行の月日に配慮すべき。事業実施目的拡大を考えるべ

き。 

 ⑤ ２５年度予算編成への提言 

継続の方向で検討すべき。 



 

 

№ ８ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名： 楽市楽座もりまち「食ＫＩＮＧ市」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 Ｐ６６～６７   主要施策の成果表ページ Ｐ３３  款７ 項１ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

 森町の豊かな農水産物や特産品等を格安で販売し、季節ごとの味覚を楽しんでもらい、地域経済の活性

化・ＰＲを目的とした食ＫＩＮＧ市を定期的に開催する。さらに広域観光の起爆剤となるようＰＲ活動を

図り、リピーターの確保を目指しながら森町の経済活性化に資する。 

 

２ 事業実施期間（継続） 

２２年度～２５年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

１，５００千円 

２５年度決算額（千円） 

１，５００千円 

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年度から出店者が主体となった組織運営に努めた。開催日は５月・７月・９月・１１月の第１

日曜日の計４回、開催時間を午前９時から午前１２時までの３時間として、開催場所は御幸大通りを歩行

者天国として開催した。出店者数は計４回の開催で延べ１０１店の出店があった。推定の来場者数は８，

２００人、総売上は約７６０万円となった。悪天候の影響もあり、来場者数・総売上ともに前年度を下回

ったが、１１月開催時には２８店が出店し過去最多となった。 

また、新しい試みとして出店者から１,０００円程度の商品を協賛頂き出店者プレゼント抽選会を行っ

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 ２５年度の進捗と評価等 

２５年度から出店者主体の組織運営に切替え

た。イベント構成から予算計上に至るまで、全て

において出店者側の意見を反映させる（法的なも

のを除けば）体制となりつつある。そのため、今

後の状況を見極め適正な補助金の執行に努めて

いく必要がある。 

開催数については、他のイベントと重複する部

分もあり、現行の開催数・開催時期は妥当である。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

出品商品の固定化から新鮮味に欠け、決して格安

販売ではなく在庫処分的性格が強くなっているとい

う指摘があり、客層が固定化している。年４回の開催

で目的が達成されているとは考えられない。 

③ 課題解決に向けた意見等 

・人員配置と事業のスリム化を検討する。 

・開催場所の検討を行う。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

出店業者の意識改革と出品商品の改善が必要であ

る。 

自己完結型の組織運営と開催回数の増加を検討す

るべきでは。月１回開催が原則と思う。 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

開催場所の固定化などによる経費の節減が見込まれ

るが、開催数の増加が図られるとすれば、予算の増額も

検討すべき。 

 

 

 

 



 

 

№ ９ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町観光パンフレット及び観光ハンドブック作成 

 

担当課・係：商工労働観光課観光係 

 

決算書ページ  Ｐ６７  主要施策の成果表ページ  Ｐ３４ 款７ 項１ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

過去３年に１度の頻度内容等を見直して作成している。 

全ページカラ―印刷２４ページ以内構成とし、森町の魅力や観光資源を最大限にアピールすることを目的 

として配布している。 

ホームページ等が普及している現在でも、依然観光パンフレット等の需要は高く、町内外を始め北海道外 

へ広く配布し、観光振興の促進を図っている。 

 作成部数 ３０，０００部（パンフレット・ハンドブック共） 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

２５年度（ 新規 ） 

２５年度予算額（千円） 

４，２００千円 

２５年度決算額（千円） 

１，２５４千円 

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］ 

  配布部数（平成２６年８月末現在） 

  観光パンフレット約７，０００部 観光ハンドブック約２，３００部   

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

・平成２５年１０月作成し、約１年弱での配布部数 

は、パンフレット約７，０００部・ハンドブック 

２，３００部の配布となる。 

・主な配布先 

個人・振興局・観光協会・道の駅・NEXCO 

東日本・丘の駅（八雲町）・タイ国政府観光庁・ 

TOYOTA BIG AIR・幼稚園渡島大会等 

※今後も希望者（団体）に配布する。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 ＨＰからの情報発信が弱い。 

 費用対効果を最大限にまで引き上げる努力を。 

③課題解決に向けた意見等 

今作成の観光案内用パンフレット・ハンドブック 

ク以外にも他町同様な山の幸・海の幸・加工品等が 

掲載されている「もりまちグルメ図鑑」（森観光協会 

作成）や「かんこま」（環駒ヶ岳広域観光協議会作成） 

等を活用し対応している。 

配布先等より苦情等は無。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 配付先の拡大。幹線道路沿いのコンビに等を。 

 ＨＰからの情報発信の強化を。 

 費用対効果の尺度を見るのに他町とのデータ（発行部

数など）が必要。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

２５年度予算額と決算額の差が大きい。 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １０ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：町道街路樹剪定委託業務 

 

担当課・係：建設課管理係 

 

決算書ページ Ｐ６８～６９ 主要施策の成果表ページ Ｐ３６ 款８ 項２ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

 町道における街路樹の剪定を行い、景観美化に努めるとともに、車両・歩行者通行に支障がないよう道路交

通の確保を図ることを目的とする。 

 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度 ～  年度（ 継続 ） 

２５年度予算額（千円） 

      ３２２千円 

２５年度決算額（千円） 

      ３２２千円 

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］ 

 交通量の多い町道における街路樹の剪定を取り組むことを目標しているが、樹木の成長状況を確認しながら

剪定業務を行い、通常冬季に街路樹剪定を行うところであるが、夏季のスズメバチの飛来前の７月に御幸町２

号線（中道通り)、３月に森川町１５号線、森川町白川線の３箇所の街路樹の剪定を行い、次年度春季以降に景

観美化及び道路交通の確保ができたことから、費用対効果は、一定程度達成された。 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

 街路樹の剪定路線３箇所を実施した。 

 町道の景観美化及び道路交通の確保が達成され

た。 

 

 

 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 他の課の類似（町有地管理など）の事業との重複が見

られることから効率が悪いように見られる。 

③ 課題解決に向けた意見等 

剪定作業において除草作業を同時に行うことで効

率的作業が期待されるが、除草作業時期（夏季）と剪

定作業時期（冬季）が異なる時期であることから、効

率のよい作業計画を立て、剪定作業を実施し、剪定

回数を少なく実施する必要がある。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

事業の整理で効率化を図るべき。 

計画的な管理で作業の効率化と町民からの苦情等の

情報の活用を。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １１－１ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：町道草刈業務委託 

 

担当課・係：建設課管理係 

 

決算書ページ Ｐ６８～６９ 主要施策の成果表ページ Ｐ３７ 款８ 項２ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

  町内の町道の車道部及び歩道部における草刈作業を行い、景観美化に努めるとともに車両及び歩行者通行

に支障がないように道路交通の確保を図ることを目的とする。 

 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度 ～  年度（ 継続 ） 

２５年度予算額（千円） 

      ４９２千円 

２５年度決算額（千円） 

      ４９２千円 

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］ 

 町内の主要な町道等の草刈を夏季、秋季の２回実施することを目標としており、直営における重機除草が困

難な箇所については、人力における当業務において実施したところである。景観美化及び道路交通の確保がで

きたことから、費用対効果は、一定程度達成された。 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

 町内の主要な町道等の草刈を実施し、景観美化及

び道路交通の確保が達成させた。 

 

 

 

 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 他の課の類似（町有地管理など）の事業との重複が見

られることから効率が悪いように見られる。 

③課題解決に向けた意見等 

 町道と側溝部分の境界部分の除草についても、当

業務で年１回実施し、直営においても定期的に実施

を目指しているところであるが、天候等により除草

作業が必要な場合もあるため、パトロールを強化し、

町道の現状を把握した上で、道路交通に支障がある

場合、除草作業の回数を増やす必要がある。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 計画的で定期的なパトロールと町民からの情報収集

を図るべき。場所によっては草刈回数を増やす場所があ

るのでは。町内会や各種団体、企業などの協力による美

化運動の展開を。自分の身の回り周辺の草刈を推奨する

ことが必要。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １１－２ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：暗渠側溝清掃業務委託 

 

担当課・係：建設課管理係 

 

決算書ページ Ｐ６８～６９ 主要施策の成果表ページ Ｐ３７ 款８ 項２ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

 町内の暗渠側溝を高圧洗浄、吸引車により汚泥清掃を行い、道路排水を効率よく排水処理することにより大

雨時の道路交通の確保と衛生上の安定を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度 ～  年度（ 継続 ） 

２５年度予算額（千円） 

      ４，９５６千円 

２５年度決算額（千円） 

      ４，９５６千円 

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］ 

 目標であった側溝清掃延長１，２６０ｍ、桝清掃７５箇所に対し、側溝清掃実施延長１，３２８ｍ、桝清掃

実施箇所９９箇所を清掃しており、次年度対応予定の側溝清掃及び桝を清掃することができ、大雨時に側溝施

設等に堆積した箇所においても、部分的であるが側溝清掃が実施され、排水処理が適切に行われていることか

ら、費用対効果は、一定程度達成された。 

 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

 側溝清掃実施延長が１，３２８ｍ及び桝清掃実施

箇所が９９箇所、清掃を実施。清掃完了区間につい

ては、降雨時の排水処理や維持管理の軽減がなされ

た。 

 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 大雨の時に溢れる場所が決まっている。 

③ 課題解決に向けた意見等 

低地地区の側溝清掃を大幅に延長して実施するこ

とにより排水処理能力は向上するが、清掃延長が長

く、年次的に計画を立てて、近年の大雨時に堆積し

ている緊急箇所を優先し、毎年実施していく必要が

ある。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 計画的な清掃管理と細かなパトロールで対処を。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １２ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：鳥崎川河川広場トイレ清掃作業委託 

 

担当課・係：建設課管理係 

 

決算書ページ Ｐ７０～７１ 主要施策の成果表ページ Ｐ３９ 款８ 項３ 目１ 

 

１ 事業内容及び目的 

 鳥崎川河川広場の整備により、鳥崎町側にあるグランドゴルフ場、本町側にあるイベント広場、及びその他

広場の利用者の増加により、より多くの人々にトイレを利用していただいている現状であることから、トイレ

の衛生上管理を目的とする。 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度 ～  年度（ 継続 ） 

２５年度予算額（千円） 

      ２５６千円 

２５年度決算額（千円） 

      ２５６千円 

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］ 

 取り組み目標としては、２箇所あるトイレの清掃については、４月～１１月の期間で月に８回清掃を予定し

ており、清掃実施状況は、目標通り実施された。トイレの利用度としては、月約３００人程度利用している。

トイレ清掃が目標通り実施されたことにより、費用対効果は一定程度達成された。 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

トイレの利用状況の増加に伴い、４月～１１月の

期間、トイレ清掃が月８回実施されており、トイレ

の衛生管理向上がなされた。 

 

 

 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 利用頻度が多くなっていることから充分な管理を。 

③ 課題解決に向けた意見等 

今後利用者の増加が予想されることから、トイレ

の利用状況を確認し、トイレの衛生管理が低下しな

いよう、また、落書きなどのいたずらがされないよ

うに清掃回数を増やすなど検討する必要がある。 

 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 月によっては、パトロールや清掃回数を増やすことの

検討を。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １３ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：青葉ヶ丘公園・オニウシ公園桜樹整枝委託業務 

 

担当課・係：建設課管理係 

 

決算書ページ Ｐ７２～７３ 主要施策の成果表ページ Ｐ４１ 款８ 項５ 目２ 

 

１ 事業内容及び目的 

 青葉ヶ丘公園及びオニウシ公園の桜樹剪定について、罹患木剪定による伝染病感染防止、樹形維持整枝、樹

勢回復を目的とする。 

 

 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度 ～  年度（ 継続 ） 

２５年度予算額（千円） 

     １，６７１千円 

２５年度決算額（千円） 

     １，６７０千円 

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］ 

 青葉ヶ丘公園及びオニウシ公園の桜樹剪定について、罹患木剪定による伝染病感染防止、樹形維持整枝、樹

勢回復を目的としているが、冬季に桜樹剪定を実施したことにより、暴風時等による桜樹の倒木防止及び春季

に桜が正常に開花されたことにより、桜樹が安定しており、費用対効果は一定程度達成された。 

 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

青葉ヶ丘公園及びオニウシ公園の全桜樹を調査、

確認しながら、桜樹の剪定を実施した。 

正常に桜樹が生長していることから、目標は達成

された。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

桜の木の剪定のみの予算であるが、他の樹木を含め

公園全体の景観を考慮したものでなければならないの

では。 

③ 課題解決に向けた意見等 

当業務の剪定については、桜樹に限定されたもの

であり、栗の木については、道指定の文化財である

ため、教育委員会において剪定を実施しております。 

 また、その他の木々においては、老木等もあり倒

木防止、樹形維持のため、他業務において実施して

いるところであります。公園内に桜樹、栗の木が混

在していることから、関係課と連携を密にして、樹

木の管理を実施する必要がある。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 訪れる人の景観（背景や遠景を配慮した、特に駒ケ岳

や噴火湾）の楽しみを確保する上で、公園全体から見た

管理を考えるべきで、計画的な管理に配慮すべき。 

 また、関係団体との協議も必要な場合があろうかと。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 当然予算の増額で対応しなければならない。 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １４ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：災害対応時建設機械借上料・災害対応時原材料費 

 

担当課・係：防災交通課防災係 

 

決算書ページ Ｐ７６～７７  主要施策の成果表ページ Ｐ４４ 款９ 項１ 目４ 

 

１ 事業内容及び目的 

 大雨災害時の町道、農道、林道、河川等における災害現場において、迅速な応急対応が必要となるため建設

機械の借上げ及び道路洗掘等の応急的な現場対応を行うための原材料（砕石等）を使用することで、公共土木

施設災害復旧事業等（補助災害復旧事業）の採択基準に合致しない小規模な災害現場の復旧を目的とする。 

 

２ 事業実施期間（新規） 

平成25年度 

２５年度予算額（千円） 

    １８，５３９千円 

２５年度決算額（千円） 

    １８，４７６千円 

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］ 

 大雨災害時における災害応急対応箇所１０３箇所に対して１０３箇所の災害応急現場対応を行った。 

 災害対応時に建設機械借上及び直営対応（砕石等道路敷均し作業）により迅速な現場復旧を行えたことから、

費用対効果は、一定程度達成された。 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

 災害応急対応箇所 103 箇所の現場復旧を実施し

た。迅速な災害対応により道路・河川施設等の復旧

がなされ民生の安定が図られた。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 災害発生時の対応に町内の業者での迅速な対応が可

能なのか。 

③ 課題解決に向けた意見等 

２５年度の大雨災害時（観測史上最大雨量）に町

内の業者において災害対応を実施しており、今後の

大雨時の降雨量及び降雨時間が不明確な点もある

が、過去の災害対応実績等も考慮した場合、過去の

降水量等の規模における大雨については、町内の業

者で対応可能と考えられる。 

町内で災害対応が可能な建設機械において、確保

可能な数量は把握していないが、想定外の大雨時に

は迅速な対応が必要であるため町外業者の対応も視

野に入れ検討する必要がある。 

 対応可能な災害の規模については、降雨量・降雨

時間にも左右されるため、想定不可であるが、想定

外の大雨にも対応可能な体制を確立する必要があ

る。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 建設業界などとの災害時協定の締結等。 

 災害規模ごとの対応資材の備蓄数量の設定を考慮し

ておく必要があるのではないか。例えば、土のうの備蓄

数量の把握等。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 特になし。 

 

 

 

 

 



 

 

№ １５ 

平成２５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  Ｐ４５ 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） 

２５年度予算額（千円） 

１，５１０千円 

２５年度決算額（千円） 

      ６６６千円 

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２５年度防犯灯設置数  

・蛍光灯 ５器 ・水銀灯 ２器 ・LED灯 １７器 ・鉄柱 ４本   

・６町内会（内LED灯設置５町内会） 

設置補助金額計  ６６５，９００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 ２５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 ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 本来、防犯灯は町内で設置すべき事業である。 

 

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２５年度は、LED灯が１７器（５町内会）設

置されており、今年度について９６器（５町内会）の

設置が見込まれる。（９月補正済み） 

※平成２６年度防犯灯設置補助金 

９月補正後予算３５０万円 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 公道、私道における区分が無い。 

 犯罪等の事故防止対策は町内会が行うのではなく町

が行う責務がある。「住民が安全、安心して住める町づく

り」のため LED 設置事業計画を立てて全町の整備をす

べき。 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

設置補助100/100、電気料100/95 

計画的な予算を組み、町の事業として整備すべき。 

 

 

 

 

 



 

 

№ １６ 

平成２５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  Ｐ４７ 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 

高齢者及び心身に重度の障がい者等が通院や買い物などの日常生活の中で、タクシー等を交通の手段の一つ

として容易にできるよう、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。 

満80歳以上の町民税非課税の方、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）所持者療育手帳Ａ級所持者、精神保健手帳１・２級所持者、特定疾患医療受給者証（国）所持者 

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

 助成額～一人、年間12,000円（100円券×120枚）のタクシー券の助成 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２３年度 ～  年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

     ８，６４０千円 

２５年度決算額（千円） 

７，０４５千円 

３ 取組目標と達成状況 

 低所得者の判定を世帯から個人へと変更したことから、高齢者の申請者が平成24年度と比較し181人増

加し、申請者数は133％、決算額は129％となっている。 

 

 

 

 

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 ２５年度の進捗と評価等 

 高齢者及び心身に障がいを持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。 

 

 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 高齢者の福祉増進の目的を果たし評価できる。 

③ 課題解決に向けた意見等 

 平成２６年度から利用者の利便性に配慮し函館バ

スの利用についても可能としたところである。 

 巡回型バスについては、函館バス（株）との地方

バス生活路線維持及び既存のタクシー会社との共存

等の課題を検討を要するものと考える。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

助成額の年間１２，０００円は小額である。 

対象者となる条件を7なくして８０歳以上の方すべ

ての人に助成をしてはどうか。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 ８０歳以上全員の方を対象とした予算の確保を。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ １７ 

平成２５年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：乳幼児医療費扶助費 

 

担当課・係：保健福祉課国保係 

 

決算書ページ  Ｐ５２ 主要施策の成果表ページ  Ｐ１３ 款３ 項２ 目６ 

 

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～２５年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

     ４６，０００千円 

２５年度決算額（千円） 

     ４３，５２５千円 

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］ 

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）の負担としていたが、平成２５年８月１日より助成内容を拡大し、小学校

卒業までの入院・外来ともに無料化し、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 ２５年度末】 １，３８４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 

① ２５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。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

小学校卒業までの医療費助成は保護者からも喜ばれ

評価できる。 

 

③ 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２６年８月

からは中学生まで無料化となった。今後の助成範囲

の拡大については近隣市町の動向を見極め検討して

行きたい。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 平成２６年度から中学生までの医療費助成の拡大を

実施するも、今後は独自政策として高校生までの導入も

検討すべき。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 少子化が進む中、人口減を止める意味からも子育て支

援の一環として１８歳までの無料化とした予算編成を。 

 

 



 

 

№ １８ 

平成２５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 Ｐ５６ 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25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） 

２５年度予算額（千円） 

424,003千円 

２５年度決算額（千円） 

424,002千円 

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された。 

 救急病院36,294千円(うち繰出基準36,294千円)、研究研修費254千円(うち繰出基準254千円) 

 医師確保77,995千円(うち繰出基準77,995千円)、共済追加費用8,660千円（うち繰出基準8,660千円） 

 基礎年金10,399千円(うち繰出基準10,399千円)、児童手当2,582千円(うち繰出基準2,582千円) 

 改革プラン経費1,678千円(うち繰出基準1,678千円)、会計制度改正1,194千円(うち繰出基準1,194千円) 

 建設改良利息33,195千円(うち繰出基準22,125千円)不採算地区119,945千円(うち繰出基準50,520千円) 

 特例債元金60,703千円(うち繰出基準60,703千円)、建設改良元金71,096千円(うち繰出基準47,153千円) 

 建設改良7千円(うち繰出基準3千円) 

 合計424,002千円(うち繰出基準319,560千円、うち繰出基準外104,442千円) 

 

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 ２５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

組んできたが、常勤医師や看護師の退職により入院

患者数が減少し、収益が減少した。 

ただし、平成24年度に地方財政法上の資金不足

が解消されたことにより、昨年度より繰入金が

60,768千円減少した。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 毎年一般会計を圧迫している。 

 医師、看護師等、病院運営の基礎基本となる事項を早

急に整備し地域住民に寄与すべき。 

③ 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

題として取り組み、地域住民に必要な医療を提供し、

信頼確保に努める。 

 また、リハビリ部門の強化や地域包括ケア病棟の

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 

 森町には専門医は必要ないと考える。 

 総合医、訪問医を確保し住民の健康を守り、また在宅

医療を取り入れるべきである。 

 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 早急に総合診療医を複数確保し病院経営に全力を注

ぎ抜本的改革を。医師確保が不可能であれば住民の意識

調査等を実施し方向性を決定すべきである。 

 



 

 

№ １９ 

平成２５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 Ｐ７７ 主要施策の成果表ページ  Ｐ４５ 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） 

２５年度 ～  年度（継続） 

２５年度予算額（千円） 

    ４，８０２千円 

２５年度決算額（千円） 

    ４，２６３千円 

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１年から３年で年間各１４０時間の授業時間で、小学校では外国語活動の時間とし

て、５，６年では年間各３５時間の授業時間数があります。この時間数の内１名体制で中学校は凡そ４分の１程

度・小学校では凡そ５分の１程度、英語教諭等の助手として連携を密にして授業の補助をしている。 

 目標としては、外国語指導助手（ALT）との英会話・コミュニケーション活動を通じて英語に対してのなじ

み易さを図ることは、ほぼ達成できたと考えられますが、より一層の英語能力（リスニングや会話等）の向上が

求められます。 

 

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 ２５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）との

英会話を通じて英語に対してのなじみ易さの効果も

図られた。 

 

② ２５年度の進捗（決算）についての評価等 

 特に小学校の担当教員との連携を蜜にし、児童生徒の

理解度を高めるべき。 

③ 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ているため、学

校の要望を把握し、複数配置について町内、近隣町に

居住している英語を母国語とする外国人講師等の配

置について人材と配置経費等について、検討をいた

したく考えております。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 英語力の充実を図るためには複数のALTが必要と考

える。小学校５年生より必須科目となる。 

 道教委の指導主事等と協議し森町独自の対応策の検

討を。 

 ⑤ ２７年度予算編成への提言 

 児童生徒とALTとのコミュニケーションの確保を検

討すべき。児童生徒が充分に理解できる早急な体制がで

きる予算措置をすべきである。 

 

 



  



 

 

 

 

 

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２７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 

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。 

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、飲料水用の地下汲上ポンプが

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。 

復旧に向けて、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、２５年度で６

年目となる。 

今般灯油価格は高騰傾向にあり、また

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(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 

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り、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 

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) 

 

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)したがっ

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なりやすく、

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。 

 

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。 

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

り橋を含め検討されたい。 

２６ 役場周辺の交通渋滞

の緩和 

役場職員の通勤時間帯に交通渋滞

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 

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 

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が必要。 

 

計画的に改修を推進すべき。 

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。町民

の身近な問題である。 

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

まな取扱いとなっている。全く統一性

がない。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。 

３３ 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の対応を願

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分からな

いので、住民にいち早く情報を伝達でき

るよう早期に設置することを望む。 

 

 


