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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 27 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、「27 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」、

「29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 27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 高齢者地域ぬくもり事業  

２ 森町水道未普及地域用水確保対策事業補助金  

３ 森町教育振興育英会補助金  

 

 

  



平成２７年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：高齢者地域ぬくもり事業 

 

担当課・係：保健福祉課 福祉係 

 

決算書ページ Ｐ４６ 

 

主要施策の成果表ページ Ｐ１２ 

 

款：民生費 項：社会福祉費 

目：老人福祉総務費 

 

１ 事業内容及び目的 

町内会等地域の団体が実施する高齢者に関する活動費用の一部を助成することにより、高齢者福

祉の向上を図る。（「その町内会区域に居住する７５歳以上の者」１人に対し、１,０００円を助成） 

 

２ 事業実施期間 

２７年度（新規） 

２７年度予算額（千円） 

３,０００ 

２７年度決算額（千円） 

２,２０７ 

３ 取組目標と達成状況 

事業初年度であるため、町内会連合会総会において、また老人クラブ連合会に、高齢者地域ぬく

もり事業について説明し、総会各町内会(４１団体)、老人福祉施設(３施設)等へ申請書類等を送付。 

４４団体中３０団体が申請し、助成を実施した。 

 

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  

①２７年度の進捗と評価等 

事業実施団体：３０団体(４４団体中) 

助 成 金 額：２,２０７,０００円 

（２,２０７人分×１,０００円） 

執 行 率：８０.５％ 

（７５歳以上人数 ２,７４３人） 

H27.5.29 現在人数 

③２７年度の進捗（決算）についての評価等 

予算執行率は８０.５％であるが、４４団体中

３０団体の申請であるので執行団体率は６８ .

２％となる。 

高齢化や小規模・少人数で事業化困難な町内会

もあると思われる。全町内会で何らかの形での事

業化が望まれる。 

 

②課題解決に向けた意見等 

今後も町内会等への事業内容や呼びかけを行

って、事業の活用を促す。 

④課題解決に向けての意見・提案等 

単独事業化が困難な町内会の合同の取組みを

援助したり、働きかけをすることで、在住する町

内会によって対象外とされる高齢者をなくする。 

 

 ⑤２９年度予算編成への提言 

対象者の高齢者数で予算化(前年度並み)し、予

算執行にあたり手続きを簡素化する。 

 

 

  

№ １ 



 

平成２７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 Ｐ５６ 主要施策の成果表ページ Ｐ１８ 款：衛生費 項：保健衛生費 

目：環境衛生費 

 

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 

平成２３年度 ～ 継続 

２７年度予算額（千円） 

５,０５０ 

２７年度決算額（千円） 

５,２３０ 

３ 取組目標と達成状況 

水道未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２７年度実績 

・井戸掘削５件 ・水質調査６件 ・浄水器１件  補助金額５,２２９,６００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  

①２７年度の進捗と評価等 

・前年度より水質検査等の件数がすべて上回っ

ており、補助金を交付している。 

・電話や窓口においての問い合わせも増加して

おり、補助金制度が浸透してきている。 

 

③２７年度の進捗（決算）についての評価等 

申請した個人に対する対応としては適切だが、

地域としての要望に対しては応えられていない。 

 

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。 

・共同での井戸掘削についても対応している。 

（過去に共同による相談もあった。） 

 

④課題解決に向けての意見・提案等 

地域全体にわたる大規模水道事業は、財政的に

も人口・世帯減少状況からも無理であると思う

が、近隣数件の共同井戸を推奨することで、水質

管理や個人負担が軽くなり、安心な飲用水を確保

する。 

 

 ⑤２９年度予算編成への提言 

地域ごとの要求を調査し、計画的に共同簡易水

道化を進めるべきである。 

 

 

  

№ ２ 



 

平成２７年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：森町教育振興育英会 

 

担当課・係：森町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 Ｐ４９ 款：教育費 項：教育総務費 

目：事務局費 

 

１ 事業内容及び目的 

森町教育振興育英会は、向学心に燃え、その能力が充分にあるにもかかわらず、経済的理由によ

って就学困難な学生・生徒、あるいは技能修得のため修学を希望する者に、奨学金を無利子で貸付

けし、修業の目的を達成させることを目的としている。貸与された奨学金は、目的の学校を修了し

たとき、貸与された奨学金の金額を翌年から国公立においては６年以内、私立においては８年以内

の年賦により返還するものとしている。 
 

２ 事業実施期間 

平成１７年度 ～ 継続 

２７年度予算額（千円） 

２,５００千円 

２７年度決算額（千円） 

２,５００千円 

３ 取組目標と達成状況 

貸付事業として、新規貸付者１８名及び継続貸付者４２名、合計６０名の出願者全員へ貸与を行

った。返還事業として、納入告知書の送付１４２名、督促通知３２名、戸別訪問２８名、電話催告

４０名を行った。 
 

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  

①２７年度の進捗と評価等 

出願者全員へ、無利子で奨学金の貸与を実施

した。経済的不安を抱えている学生及び生徒の

修業の目的達成のため有効に活用されている。 

国では、給付型奨学金の導入について検討に

入っているが、給付型奨学金を導入するには、

財源の問題や給付の基準をどのようにするか課

題がある。現在の森町の財政状況を勘案すると、

実施については困難であると考え、無利子での

貸与を継続して実施して行きたいと考える。 
 

③２７年度の進捗（決算）についての評価等 

奨学資金出願者全員に貸与できたことはよか

った。 

返還事業では、督促・催促が目立ち、返還困難

な状況が推測される。 

 

②課題解決に向けた意見等 

国の動向も見ながら、森町として、経済的な

理由による就学困難者へどのような支援が出来

るか検討して行きたい。 

④課題解決に向けての意見・提案等 

社会人としてのスタート時点からローンを抱

える貸与式から、条件や状況によって給付や返還

期間の延長等を見直す。 
 

 ⑤２９年度予算編成への提言 

給付に当たっては、卒業後の森町への就労(年

数指定)や所得などの条件を明確にする。給付の

財源は、ふるさと寄附金を活用する。(活用を明

記) 

 

№ ３ 



 

 

 

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２９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） 

 

 

№ 政策課題・地域課題 

に係る事業名 

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

考えるベきである。 

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、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、飲料水用の地下水汲上ポン

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、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

房費の一部助成が図られている。 

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、

猫の手も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

に関連することから、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月の桜まつりに、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。 

青葉ケ丘公園・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 国営駒ケ岳地区土地

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 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。 

１９ 砂原 5 丁目(旧彦潤

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

なりつつあり、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(クラック)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） 

 

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）の地区は、海抜０

～１ｍくらいでほとんど傾斜がな

い地区であり、管が狭隘なので、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出かねない状

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

区の安全を図るベきである。 



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。 

  国保病院改革を進めているもの

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。 

 

介護保険料の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

交通の途絶により不便を余儀なく

されている人が多々いる。 

 

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。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、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。 

  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。 

２９ 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。まっ

たく統一性がない。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。 

３０ 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。 

３１ 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。 

３２ 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

の護岸に打ちつける高波による住

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、しかるべき事業

の取組みを願いたい。 

３３ 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。 

３４ 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。 

 

途中退居して空き室になった場合

は、希望者が入居できるよう改善

すべき。 

３５ 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。 

３６ 特別支援員の増員 特別支援学級のみならず、普通学

級で支援を要する子供も増加傾向

にある。 

 

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。 

３７ 国保税・介護保険料

の引下げ 

年金を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

引下げを。 

 

３８ 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。 



３９ 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

道である。未舗装の道路で、悪路

と、自動車が通るたびに砂ぼこり

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。 

４０ 各漁港(経済活動拠

点)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）。 

 

４１ 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

場所ヘ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。 

４２ 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

することで解決できると思われる

が。 

 

４３ 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。 

 

４４ 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、主な避難場所とな

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

線で結ぶ道路の新設を。 

４５ 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。 

 

４６ 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

園にしていくべき。 

 

 

 

 

 



４７ 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ない潜在一隅

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

かりとまとめること。 

 

４８ 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、町民に説明していかなけれ

ば悔いを残すかも。一時の感情に

流されることなく、しっかりと対

策を進めなければならない。 

 

４９ 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。 

 

５０ 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、納めることが嫌な家

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ケ

月の経過措置の後、未納の子供の

給食提供停止について検討するべ

き。 

 

５１ 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(尿検査・血

液検査)を初診で必ず行い、さらに

継続的に通院する患者でも毎週必

ず険査をする。先端機器などによ

る検査も積極的に行えるよう常に

準備を整えることにより、収益性

の向上を図ることが必要。 

 

 


