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平成２３年１２月６日 

 

森 町 議 会 



現在、国においては地方制度調査会を中心に、国と地方のあり方を大きく変

えて行こうという地域主権改革への取り組みが進められております。地域主権

改革は、単なる制度の改革ではなく、地域が自らの判断と責任において、地域

の課題解決に取り組むことで、地域の暮らしと住民自治の営みを豊かにするこ

とであります。 

 地域主権改革に伴う、国から地方への補助金制度から一括交付金等への制度

転換は、当町においても大きな影響が予想されます。 

 また、東日本大震災以降の不透明な経済状況の中で、町税等による自主財源

の確保も大変厳しい状況となり、無駄のない、より効果的な予算編成と執行が

課題となるものです。 

 この様なことから、森町議会としても議会改革への取り組みの一環として、

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

として執行部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

の政策提言を行うこととしました。 

 事業評価については、執行部が平成２２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、「２２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」、「２

４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。 

執行部におかれては、本政策提言書を真摯に受け止め、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。 

 

 



 

 

 

 

Ⅰ．平成２２年度事業評価・決算審査用調書 

議会による外部評価（主要成果表からの抽出事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ 注 ） 

・ ③及び④は、常任委員会協議のなかでの意見等。 

・ ⑤は、常任委員会及び全員協議会協議を経て、議会として集約した提

言。 

 



№ １ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：グリーンピア大沼井戸ポンプ修繕 
担当課・係： 
 
 

決算書ページ Ｐ一般３６ 主要施策の成果表ページ Ｐ３ ２款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 
 井戸ポンプ修繕は、経年劣化によるポンプの不具合で地下水を汲み上げる事が出来なくなったため、修繕をしたも

のです。当該施設については、上水道と地下水を併用し目的に合わせた利用をしているところであり、地下水につい

ては、客室トイレ・プールのシャワー・大浴場のシャワー・水風呂などに利用している状況であります。 
２ 事業実施期間（新規） 

平成２２年度 
２２年度予算額（千円） 
 ７３８ 

２２年度決算額（千円） 
 ７３７ 

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］ 
 グリーンピア大沼と契約している不動産賃貸借契約の第７条第３項の規定により、上下水道の本管設備にあたると

の判断のもと修繕を実施した。 
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 ２２年度の進捗と評価等 
 グリーンピア大沼の施設運営に支障をきた

すことから、不動産賃貸借契約に則り実施し

たものです。 
 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 施設も更新の時を迎えつつある。検討も必要。 
２． 運営に支障のないようにすることが、契約上やむを得ないもの

である。 
３． 施設の経年劣化により、修繕箇所は今後ますます発生してくる。 
 

②課題解決に向けた意見等 
 森町が年金運用基金より取得した施設であ

り、売買契約では事業計画を定め用途の指定

をしており、期間としては平成２７年３月ま

でとなっております。 
 このことから、グリーンピア大沼の施設の

維持管理につきましては、運営に支障の無い

ようにしなければならない。 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．運営に支障のないようしなければならない事は理解するが、何

でも町負担とはならない。双方での取り決めが必要。 
２．当施設を将来的に、森町が所有し続けるのか、売却するのか方

針が定まらない現状においては、賃貸借契約中の修繕、補修は

原則的に森町でやるべきか。 
３．施設の老朽化が進む中、数多くの修繕が今後予想される。今後

の修繕費については、両者による協議が必要と思われる。 
４．契約が、平成２７年度までとなっているので、それまでの間の

維持修繕箇所の見積計画を早急に作成させるべきである。また、

平成２７年度以降についての対応は、改めて検討すべきものと

考える。 
５．常時稼働する設備のため、耐用年数も短く定期的な整備の必要

がある。また、他の修理整備等を含めた契約の見直しも必要で

はないか。 
６．契約の中で、相手の負担方法を検討すべき。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：終了・改善】 

・修繕に係る計画書を策定し、負担区分のあり方について、協定の

再検討をすべき。 

 
 



 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：グリーンピア大沼自動火災警報器中継器取替修繕 
担当課・係：総務課 管財係 
 

決算書ページ Ｐ一般３６ 主要施策の成果表ページ Ｐ３ ２款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 
  グリーンピア大沼ホテル客室に設置している、火災警報器が中継器の動作不良により、平成 22年 7月～8
月の期間で5回、誤発報し火災放送が作動しました。 
今後も、誤発報の可能性が充分に考えられるため客室設置の84室のうち、すでに故障により取替を実施し
ている13室を除く、残り71室について中継器取替を実施いたしました。 
２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成22年度（新 規） 
２２年度予算額（千円） 

２，０００ 
２２年度決算額（千円） 

１，２４５ 
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］ 
 グリーンピア大沼と契約している不動産賃貸借契約の第 7条第 3項の規定により、町が必要と判断する大規
模修繕にあたるとの判断のもと取替修繕の実施をした。 
客室全ての取替が完了したので、当面誤発報する可能性は減少し、施設運営での支障が解消できたものと思い

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 ２２年度の進捗と評価等 
 グリーンピア大沼の施設運営に支障をきたすこと

から、不動産賃貸借契約に則り実施したものです。 
 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 設置が義務化されているので仕方ない。 
２． 施設更新の時期が来ているものである。 
３． 運営に支障のないようにすることが、契約上やむを

得ないものである。 
４． 施設の経年劣化により、修繕箇所は今後ますます発

生してくる。 
②課題解決に向けた意見等 
 森町が年金運用基金より取得した施設であり、売

買契約では事業計画を定め用途の指定をしてお

り、期間としては平成27年3月までとなっており
ます。 
  このことから、グリーンピア大沼の施設の維持

管理につきましては、運営に支障の無いようにし

なければならない。 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 再契約は２年目でなかったのか。 
２． 賃貸借契約期間中の施設や備品の修理等は、所有者

側にその義務がある。 
３．施設の老朽化が進む中、数多くの修繕が今後予想さ

れる。今後の修繕費については、両者による協議が

必要と思われる。 
４．契約が、平成２７年度までとなっているので、それ

までの間の維持修繕箇所の見積計画を早急に作成

させるべきである。また、平成２７年度以降につい

ての対応は、改めて検討すべきものと考える。 
５．緊急時に正常作動させるための、定期点検はどの様

にしているのか。 
６．契約の中で、相手の負担方法を検討すべき。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：終了・改善】 

・修繕に係る計画書を策定し、負担区分のあり方につい

て、協定の再検討をすべき。 

 

№  １ そ 



№ １ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：グリーンピア大沼職員寮屋外工作物移設工事 
担当課・係：総務課 管財係 
 

決算書ページ Ｐ一般３６ 主要施策の成果表ページ Ｐ３ ２款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 
北海道縦貫自動車道建設事業用地として、グリーンピア大沼職員寮敷地の一部（森町字赤井川５６－５３）

が必要となり、当該土地に存する物件について東日本高速道路㈱北海道支社より移転又は除去の依頼を受け、

職員寮敷地内に存する屋外工作物の移設を行ったものであります。（移転補償金3,208,800円） 
（移設工作物：鉄鋼フェンス・Ｕ字溝・配管引込柱・ハンドホール・管路・NTT通信設備・電気供給設備） 
 

２ 事業実施期間（新規・継続） 
平成22年度（新規） 

２２年度予算額（千円） 
２，８５８ 

２２年度決算額（千円） 
２，１００ 

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］ 
 東日本高速道路㈱北海道支社より移転又は除去の依頼を受け、職員寮敷地内に存する屋外工作物の移設に関し

て、支障がないと判断し実施したものであります。 
 
 

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 ２２年度の進捗と評価等 
 東日本高速道路㈱北海道支社より依頼を受け、高

速道路工期に支障が出ないよう、協議・対応した。 
 
 
 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 適正に行われたと判断している。 
２． 適切な処理ができた。 
３． 評価する。 
４． 高速道路の予定地であれば、やむを得ないものと判

断する。 
 

②課題解決に向けた意見等 
 職員寮付近を道路が通過するので、安全性や騒音

等への配慮を含め、今後も協議が必要と思われる。 
 
 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．開通後、いろいろの問題も出てくるものと思われる。 
２．両者の協議が必要。 
３．安全性又は騒音等の対策については、工作物の移設

補修契約の時点で行うべきである。 
４．これらの対応費用は、東日本高速道路が負担・補償

するのか。 
５．道路の完成後の問題点を、早期に把握し、今後も各

機関との協議を。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
１．今後、同類の件があれば、後日費用負担がかからぬ

よう判断をするようにすべきである。 
 

【集約：終了】 

 
 
 
 

 



№ ２ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 
事 業 名： 財政調整基金積立金 
担当課・係： 総務課財政係 
 

決算書ページ Ｐ一般３８ 主要施策の成果表ページ Ｐ３ ２款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 

財政調整基金積立金は、地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金である。 

 決算の剰余金を積み立てることにより、予期しない収入減少や不時の支出増加等に備え、後年度における健全

な財政運営を行うことを目的としている。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

～ 平成22年度（継続） 

２２年度予算額（千円） 

197   

２２年度決算額（千円） 

597,818   

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21年度から職員給与独自抑制措置を実施し、３ヵ年で６億円の積み立てを目標値としている。 

 財政調整基金の積立額は平成21年度が360,092千円、平成22年度が597,818千円で、２ヵ年で957,910千円

の積み立てを行っている。平成22年度末現在高は1,391,595千円となっている。 

 

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 ２２年度の進捗と評価等 

財政調整基金は、平成22年度当初予算において、

運用利子分 197千円を積立金に計上し、財源調整分

100,000千円を繰入金に計上したが、決算においては

積立金が大幅に増加となった。主な要因は、歳入では

普通交付税と臨時財政対策債の総額が当初予算と比

較し582,963千円増額となり、歳出では平成21年度

から引き続き職員給与独自抑制措置を講じたことに

より人件費が当初予算と比較し321,518千円減額とな

ったことによるものである。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．当初の目標であった財調が計算されて、目標達成さ

れた。今後のあり方については、議論が必要となる。 

２．交付税、財対債が５８２，９６３千円の増、職員給

与抑制措置分が３２１，５１８千円合わせて９０４，

４８１千円の増であり、積立総額６１９，７５９千

円を引くと２８４，７２２千円不足となる。 

経常一般財源が少ない事になり、もう少し努力する

必要がある。いつまでも、職員給与の抑制は出来な

いので、財政の健全化計画の見直しを早めに行うべ

きである。 

 

② 課題解決に向けた意見等 
 平成22年度の決算では、自主財源が26%、依存財源

が74%となっている。とくに地方交付税は歳出全体の

50.9%を占めており、国からの交付税削減等による不

測の事態に大きく左右される財政状況となっている。

平成23年度は地方交付税が平成22年度の決算額を下

回る見込みであり、後年度においても地方交付税の増

額は見込めないものと考えている。自主財源の確保、

行政改革による歳出の抑制効果を生み出しながら、予

期しない収入減少や不時の支出増加等に備え、健全な

財政運営を行うことが必要である。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．今後、国からの交付税の増加は余り期待できないと

思う。徹底した歳出削減が求められる。職員給与削

減期間後の財調積立のあり方を検討すべき。 

２．行革の徹底と自主財源の確保を行うべきである。 

３．各会計への繰出金を減少すべく、特別会計では徹底

した縮減対策、各種料金が未納にならないようにし

歳入の増加を図ること。 

４．一般会計総額に対する基金のあり方をどの様に見積

もるのか。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・改善】 

・公債などの債務償還も含め、財調原資のあるべき姿を 

定め、アナウンスをすべき。 

 

 



№ ３ そ 

平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名： 道の駅・公園トイレ改修事業 

担当課・係： 商工労働観光課観光係 

決算書ページ Ｐ４２ 主要施策の成果表ページ Ｐ６ ２款 １項 １２目 

 

１ 事業内容及び目的 

道の駅トイレは築２２年、青葉ヶ丘公園、オニウシ公園トイレは築２５年経過し、施設の劣化が見受けられる

ことより衛生環境整備による来町者のイメージアップと交流人口の増加を図る。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２２年度～  年度（新規） 

２２年度予算額（千円） 

  １３，７３４千円 

２２年度決算額（千円） 

１３，７３４千円 

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］ 

・近年の家庭環境の変化から、公衆トイレイメージではなく「トイレ空間」のイメージとする。 

・道の駅トイレは女性のニーズから洗面空間での化粧配慮や荷物置き台に配慮し手洗い器の改修を行う。 

・子ども連れへ配慮しベビーチェア・ベビーベットの増設。 

・ハンドドライヤーの設置。 

・公衆トイレとはいえ、生活環境変化に合わせ洋式便座への取替。 

 等々を整備し利便性の向上とイメージアップ効果が図られた。 

事業費： 道の駅トイレ6,310千円  ２４時間トイレ3,413千円 

     青葉ヶ丘公園トイレ２基2,562千円  オニウシ公園トイレ1,449千円 

 

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 ２２年度の進捗と評価等 

 生活環境に合わせた改修により、高齢者

などの利便性向上が図られた。 

 

 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．道の駅は、森町の顔でもありトイレ改修事業は良かった。 

２．トイレについては、利用者のニーズにあった施設になった。 

３．繁忙期には、清掃回数を増やすべき。 

４．不特定多数の人が利用するトイレは、常にきれいにしておく

必要がある。 

５．評価する。 

６．利便性が図られたことは評価する。 

７．町内外の不特定多数の方々に喜ばれ、大変好評。 

 

② 課題解決に向けた意見等 
高速道路開通による車両分散化が懸念さ

れる。 

 

 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．高速道路が開通しても、立ち寄る人はいる。利用者に、気持

ちよく使ってもらうことが森町のイメージアップになる。 

２．町独自の看板等でＰＲをする。（道の駅） 

３．各道の駅の周辺等にドライバーが注目するような施設を、検

討すべきと思う。（ミニアウトレット等）又は、地場の特産

品の販売をＰＲすべきである。（少し高い） 

４．他の公共施設（火葬場、地域会館他）等も、計画的に改修の

必要がある。 

 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：終了】 

・費用対効果は高く評価されるも、すべての町有施設整備計画を 

策定の上、改修を課題とすべし。 

 



№ ４ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：三岱林道改良舗装事業 
担当課・係：農林課 林務係 
 
 

決算書ページ Ｐ一般４２ 主要施策の成果表ページ Ｐ６ ２款 １項 １２目 
 
１ 事業内容及び目的 
  当該林道は、砂利道であるため大雨や融雪時に路盤が侵食され、通行不能となり地元町民の農作業等の 
通行に支障を来たしていた。この間、排水処理問題等と維持管理に多大な費用と労力が費やされていた。 
濁川地区は、道道濁川温泉線が主要な道路であるが、近年、町道三岱一号線が整備されたことから、作業 
道路だけではなく生活道路や避難道路としても位置づけており、道路改良の要望が非常に高まっていた。 
このことから、上記諸問題解消のため、道路改良舗装により整備した。 
 
２ 事業実施期間（新規・継続） 

２２年度 （ 新 規 ） 
２２年度予算額（千円） 
   ３６,０００ 

２２年度決算額（千円） 
   ３５,６９６ 

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］ 
  【予算額内訳】委託料３,０００千円 工事請負費３３,０００千円 
  目標であった改良舗装延長１,０３２mまでは、達成できないながらも整備完了区間６３２m及び流末排水 
 整備がなされた区間に関しては、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 ２２年度の進捗と評価等 
改良舗装必要延長が１,０３０ｍのうち６３２

m 及び流末排水が整備された。整備完了区間に
ついては、 
大雨時の排水処理や維持管理の軽減がなされ

た。 
 
 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 舗装延長された事は、大いに評価できる。 
２． 計画の６割が改良されたことについては、大変評価す

る。 
３． 廃水処理等、維持管理費が軽減され生活道路及び避難道

路として有効利用されることには評価する。 
４． 改良舗装延長のうち、６３２m及び流末排水処理整備さ
れたことは評価できる。 

 
②課題解決に向けた意見等 
 改良舗装必要延長のうち、未整備区間が３９

８m 
ある。排水処理や維持管理費・労力の軽減を図

るためにも早期に整備をする必要がある。 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 全線の舗装を早く実施して欲しい。 
２． 残りの区間についても、早期の整備を進めて頂きたい。 
３． 残り３９８mあるが、重要道路としての位置づけであれ
ば、高額な補助を活用し早期に整備すべきである。 

４． 未整備区間３９８mの早期完成を望む。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・拡充】 

・生活道路や避難道路の位置づけから、未施工箇所の整備を 

早期に出来るように予算化されたい。 

 
 
 

 



№ ５ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：学校施設トイレ改修事業（森小学校） 
担当課・係：教育委員会 学校教育課  
 

決算書ページ Ｐ一般４２ 主要施策の成果表ページ Ｐ７ ２款 １項 １２目 
 
１ 事業内容及び目的 
教育環境快適化という見地から、老巧化したトイレの改修、及び家庭において使用したことがない和風トイレ

より洋風便器の変更により、使い易さ、また、機能的にも温水洗浄のウォシュレット装備することにより衛生面

での向上が図られ、従来のしづらい、くさい、汚れたから、トイレの快適化（安心・安全・清潔）が実現した。 
と同時に汚れも少なくなり、トイレ清掃も楽になり、と常に清潔な状態が維持されるようになりました。 
 学校での排便を嫌う思春期特有の心理も指摘されており、トイレの快適化は教育上の大きな課題とされていま

した。学校教育課は洋式化ももちろん、学校のトイレを明るく入りやすくすることは全国的な流れと言え。厳し

い財政状況も踏まえ、学校間のバランスも考慮しながら計画的に取り組んでいる。 
２ 事業実施期間（○新規・継続） 

２２年度 ～ 年度（    ） 
２２年度予算額（千円） 
３７，８９０千円 

２２年度決算額（千円） 
８，７４７千円 

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］ 
  初度本町に本店を有する者（管Ａ・Ｂ）とする、制限付一般競争入札。平成２２年７月１３日執行の入札結

果は初回を含めて３回実施したが、予定価格との開きが多きため、日を改めて再入札の扱いとなる。 
  設計内容の精査の結果、設計積算に違算等の不備がないことから、平成２２年７月２７日に参加業者を入れ

替えて【指名競争入札（森参加者町競争入札参加者名簿に記載された森町に実績のある業者を選定）】を執行

した。夏休み期間中の施工を中心とした工期設定を前提に、工事発注したもので、特に問題はないと考える。 
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 ２２年度の進捗と評価等 
 児童生徒が 1 日の大半のときを過ごす、学習生活
の場である学校施設の教育環境快適化の一つとして

学校トイレの環境整備が責務となっており、また、

現在の個人的使用状況に合わない和式便器が大半を

占めているため、多くの学校がトイレの５K（臭い、

暗い、汚い、怖い、壊れている）に悩まされている

現状があります。これを解決して、学校トイレの未

来へ向けて確かな環境づくりが進みました。 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１．快適なトイレになり、子供の安心が増えたのは良い

こと。 
２．５Ｋが一応解消した事は評価する。 
３．良い環境で教育を受けるのは、当然である。 
４．町内の全児童生徒には、公平な条件での教育を望む

ものである。 

② 課題解決に向けた意見等 
・参加型トイレづくりの効果と学校トイレの役割 
・トイレ改修に全員参加のワークショップ 
・校長先生が子供たちの参加を促す 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．トイレの使用指導を。家庭にも呼びかけてはどうか。 
２．和式便器が多い学校は、早めに改修計画を作成し、

楽しい教育環境を提供し、学力・体力増進を図るべ

き。 
３．先を見据えた改修を。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・拡充】 

・厳しい財政ではあるが、将来を見据えた学校環境とす

べく、計画を前倒しする予算化をされたい。併せて、

発注時期も再考すべし。 

 



№  5 み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：学校施設トイレ改修事業 
森小学校トイレ改修工事 

担当課・係： 
 

決算書ページ Ｐ一般４２ 主要施策の成果表ページ Ｐ６ ２款 １項 １２目 
 
１ 事業内容及び目的 
 
 
２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度 ～  年度（    ） 
２２年度予算額（千円） ２２年度決算額（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］ 
 
 

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 ２２年度の進捗と評価等 
 
 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

② 課題解決に向けた意見等 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 
 

 
 
■ 照会事項について                         回答：契約管理課 契約管理係 

照 会 事 項 回          答 
・町内業者が入札に参加出来なかった。 ・初度入札は、本町に本店を有する者（管Ａ・Ｂ）とする一般競 

争入札。平成２２年７月１３日執行の入札結果は、初回を含め

３回実施したが予定価格との開差が大きいため、日を改めての

再入札の扱いとなった。 
・設計内容の精査の結果、設計積算に違算等の不備がないことか

ら、平成２２年７月２７日に参加業者を入れ替えて再入札（指

名競争入札）を執行した。 
・指名入札なのか。一般競争入札なのか。 ・初度入札は、制限付一般競争入札 

（地域要件は本町に本店を有する者） 
・再入札は、指名競争入札 
（森町競争入札参加資格者名簿に登載されている者において、

森町の排水設備の指定店で森町の施工実績、指名実績のある

函館市内の業者を選定） 
・入札、発注時期に問題はなかったのか。 ・夏休み期間中の施工を中心とした工期設定を前提に、工事発注

したもので、特に問題はないと考える。 

 



№ ６ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：住民基本台帳ネットワークシステム業務委託料 
担当課・係：住民生活課戸籍係 
 

決算書ページ Ｐ一般４４ 主要施策の成果表ページ Ｐ９ ２款 ３項 １目 
 
１ 事業内容及び目的 
  平成１１年８月１８日住民基本台帳ネットワークシステムの構築等を目的とする住民基本台帳法の一部を改
正する法律が制定された。総務省の施策に基づく改正法は、「住民サービスの向上」「行政事務の効率化」を目的

として、「市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理」「法律で定める国の行政機関等に対する本人確

認情報の提供」「住民基本台帳カード（ＩＣカード）の活用」の３つの実現事項を行うものです。 
  住民基本台帳法の一部改正に伴い、旧森町及び旧砂原町では平成１５年８月より住民基本台帳ネットワークシ
ステムの稼働をし、合併後の平成１７年４月から新森町でも引き続き稼働しています。 
 
 
２ 事業実施期間（新規・継続） 
平成１７年度 ～平成２２年度（継続） 

２２年度予算額（千円） 
        １，３６２ 

２２年度決算額（千円） 
     １，３６２ 

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］ 
市町村の区域を越えた住民基本台帳の事務処理については、住民票の写しの広域交付ができ、全国どこの市町村

でも、市町村の窓口で住民基本台帳カードを提示することにより、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられ

るようになりました。また、法律で定める行政機関（国・地方公共団体等）に対する本人確認情報の提供（法律

又は条例で限定）については、年金等の支給事務や、旅券の発給事務や資格試験の実施事務等に活用されており、

さらに住民の申請により市町村長が交付する住民基本台帳カードの活用については、住民票の写しの広域交付の

ほか、窓口における本人確認や、市町村民証明書として活用することができます。 
 

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 ２２年度の進捗と評価等 
平成２２年度の処理件数（本庁・支所合算） 
１．住民票の写しの広域交付件数     １３件 
２．住民基本台帳カード交付枚数     ４４件 
３．転入通知の送受信件数         ８５４件     

③２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 交付件数をどう評価しているか。 
２． 法の一部改正により事務処理の簡素化としては、一

応評価する。 
３． 処理件数が、あまりにも少ない。 
 

②課題解決に向けた意見等 
住民基本台帳ネットワークの広域住民票の交付など

の活用について住民への周知を高めたい。 
 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 住民の周知（活用）の方法は。 
２． 住民に住民基本台帳ネットワークシステムの内容、

活用をわかりやすく、利用しやすい内容を具体的な

説明をしたものを各家庭に配付すべきである。 
３． 周知徹底を。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 
【集約：継続】 

・サービス向上と事務の効率化における費用対効果が判

りにくい。住民周知と目標設定を。委託料の精査が必

要か。 

 
 



№ ６ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 
担当課・係：住民生活課戸籍係 
 
 

決算書ページ Ｐ一般４４ 主要施策の成果表ページ Ｐ９ ２款 ３項 １目 
 
１ 事業内容及び目的 
  平成１１年８月１８日住民基本台帳ネットワークシステムの構築等を目的とする住民基本台帳法の一部を改
正する法律が制定された。総務省の施策に基づく改正法は、「住民サービスの向上」「行政事務の効率化」を目的

として、「市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理」「法律で定める国の行政機関等に対する本人確

認情報の提供」「住民基本台帳カード（ＩＣカード）の活用」の３つの実現事項を行うものです。 
  住民基本台帳法の一部改正に伴い、旧森町及び旧砂原町で平成１５年８月より住民基本台帳ネットワークシス
テムの稼働をし、合併後の平成１７年４月から新森町でも引き続き稼働しています。 
 
２ 事業実施期間（新規・継続） 
平成１７年度 ～平成２２年度（継続） 

２２年度予算額（千円） 
        ２，１７８ 

２２年度決算額（千円） 
     ２，１７８ 

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］ 
住民基本台帳ネットワークシステムの導入に伴う、本体サーバー機器等についは、委託先の機器を運用し、本

庁・支所では端末を使用し、その機器の保守及びシステム上のソフト面において、すべて連携された管理が重要

となるため、メンテナンス及び故障時においてのアフターサービスも万全に取り組みしている。 
 
 
 

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 ２２年度の進捗と評価等 
平成２２年度の処理件数（本庁・支所合算） 
１．住民票の写しの広域交付件数     １３件 
２．住民基本台帳カード交付枚数     ４４件 
３．転入通知の送受信件数         ８５４件     
 

③２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１．住民サービスの向上になったのか。 
２．法の一部改正により事務処理の簡素化としては、一

応評価する。 

②課題解決に向けた意見等 
 
 
              
 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．目的である住民サービスのひとつとして、使い方の

説明・ＰＲは必要。 
２．住民に住民基本台帳ネットワークシステムの内容、

活用をわかりやすく、利用しやすい内容を具体的な

説明をしたものを各家庭に配付すべきである。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 
【集約：継続】 

・サービス向上と事務の効率化における費用対効果が判

りにくい。住民周知と目標設定を。借上料の精査が必

要か。 

 
 

 



№ ７ み 

平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名 ： 防犯灯電気料補助金 ・  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 Ｐ一般４８ 主要施策の成果表ページ Ｐ１１ ３款 １項 １目 

 

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） 

内訳  電気料 

          設置費 

２２年度予算額（千円） 

       １１，８４８ 

１１，６８６ 

１６２ 

２２年度決算額（千円） 

       １１，８４８ 

       １１，６８６ 

          １６２ 

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］ 

  防犯灯の設置については、「街を明るくし、犯罪等事故のない町づくり」のために、町内会等の団体と連携 

を密にし、地域住民からの要望や地域性を考慮した設置への理解と協力を継続しており、日常生活に係る防犯

意識の高揚につながっております。 

 平成22年度防犯灯設置数 ・水銀灯２器 ・蛍光灯9器 ５町内会、設置補助金額計 162,000円 

 防犯灯電気料金については、防犯灯の灯具交換や明暗センサーによる点灯時間の変動により、電気料金に変

動が生じております。  

平成2１年度電気料金補助金額計 11,810,599円  ４３町内会及び４防犯灯組合 

  平成22年度電気料金補助金額計 11,685,490円  同上 

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 ２２年度の進捗と評価等 

・日常生活のなかでも「防犯」を視点とした

生活の見直しをする傾向があり、灯具故障

の知らせや新設の要望が役場や町内会等に

寄せられています。 

・通学路や分譲地など地域性を考慮した設置

が、その地域を明るくし、地域住民の不安

解消につながり、防犯意識の高揚にもつな

がっているものと判断されます。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．住民の安全な生活を守る事業として、引き続き継続。 

２．地域及び町内会の要望等に、理解を示しており防犯の意識

高揚につながった事に評価したい。 

３．通学道や公道は、水銀灯に変えていくべきと思う。 

②課題解決に向けた意見等 

・「省エネ・長寿命」が実証されている、ＬＥ

Ｄ防犯灯の設置補助基準が課題である。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．初期導入経費は高いが、１０年先を考えると電気料金１０

分の１、省エネ等メリットはある。計画的に。 

２．当然、補助基準に入れるべきである。（ＬＥＤ） 

３．町内会等と連携を密にし、犯罪等事故のない町づくりを推

進するため、防犯灯設置の補助は良いが、電気料金の一部

負担は解消すべく検討を要する。 

４．長い目で見た場合、ＬＥＤに変えたら。 

 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約】継続 拡充 

・日常生活における安心、安全を確保するうえでも、要望に応

えられる予算編成をすべき。 

 



№ ８ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：給食サービス事業 
担当課・係：保健福祉課福祉係 

決算書ページ Ｐ一般５０ 主要施策の成果表ページ Ｐ１２ ３款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 
 おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみ又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者を対象とし、在宅の高齢者

等が健康で自立した生活ができるよう、１日25食・週６日（月～金）給食サービスを実施している。 
 給食は、特別養護老人ホームさくらの園において栄養士による献立を基に調理され、夕方に利用者宅へ配達している。 尚、配達

時に利用者の安否確認も実施している。 
２ 事業実施期間（新規・継続） 
平成１７年度～（継続） 

２２年度予算額（千円） 
（当初）７，０２３ 

２２年度決算額（千円） 
６，９６２ 

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］ 
  独居及び高齢者のみの世帯等が増加していくなか、在宅生活者で調理が困難な高齢者・障がい者に対し、夕食のみであるが提供

している。 
 利用については、自己負担有（１食当たり、一般５００円・生保３５０円）。 
事業実施に伴う財源については、一般財源で対応している。 

  平成２２年度実績…利用者５４人 総給食数６，５１７食 平均１２０食／人。 
歳入（１，１０７千円）歳出（共催費２９７千円、賃金３，５３８千円、需用費３，１８２千円、役務費６千円）。 

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 ２２年度の進捗と評価等 
 利用者は５４人ですが、利用者によっては週１回～

週６回となるべく利用者の希望に沿って対応をしてい

るが、２５食／日限定等ここ数年利用者は横ばい傾向

となっている。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 福祉事業として利用者には喜ばれている。継続。 
２． 給食サービス利用者の満足度が不明。 
３． サービスの需要は、どの程度有るのか不明。 
４．「在宅高齢者等が健康で自立した生活ができるよう」という事業の目的

の達成度が不明のため、評価のしようがない。 
５．１食あたり１，０００円を超えているが、経費のかけすぎでは。 
６．給食サービス利用者増加のための手立ては。 
７．高齢者及び身体障がい者に対しての給食サービスについては、少人数

を対象としているが、食の管理面から言うと、一応評価できる。 
８．一食にかかる金額は、想像外。 

②課題解決に向けた意見等 
 平成２３年度より利用者の拡大を目指し、増食体制

を図る（５０食／日）。弁当容器も全て使い捨て容器と

し、又自己負担（３００円）を見直し利用者の拡大を

図っている。 
 民間委託については、給食の調理を提供している。

さくらの園の動向を確認しながら検討する。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 利用者拡大を視野に入れた体制は、評価できる。 
２． 給食サービスを知らない対象者がいる。周知の方法を検討すべき。 
３． 利用者拡大による１人あたりの単価引き下げ。 
４． 需要調査が必要。 
５． 費用対効果を考慮すべき。 
６． 利用者が実績的に少なすぎる。 
７． 高齢者を対象とした事業であるが自己負担額及びさくらの園の施設

での給食提供は需要拡大を含め検討をする必要があり、１食１，０７

７円は費用対効果が薄い。 
８． 民間委託を視野に。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・拡充】 

・事業としては評価するも、需要や費用対効果を考えたとき、

事業の実施体制を再検討すべきでは。 

 



№ ９ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：在宅介護支援センター運営事業 
担当課・係：保健福祉課福祉係 
 

決算書ページ Ｐ一般５０ 主要施策の成果表ページ Ｐ１２ ３款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 
  在宅の要援護者等に関する総合的な相談に応じると共に、福祉サービスが総合的に受けられるよう、連絡 
調整を図ることを目的とし、森町社会福祉協議会へ委託して実施。 
  
２ 事業実施期間（新規・継続） 
平成１７年度～（継続） 

２２年度予算額（千円） 
（当初）５，３０４ 

２２年度決算額（千円） 
４，８８０ 

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］ 
  相談件数８４件（生計に関する事４３件・介護サービスに関する事１８件・福祉用具等に関する事２３件） 
  相談申込者は、介護をしている高齢者が多く、相談内容も多種にわたり困難で複合的な相談も増加している。 
  又、高齢者世帯の除雪に関する相談等も有。 
相談業務の他、車イスの無料貸し出しも実施しており一時帰宅等の利用希望者への対応をしている。 
歳出（委託料５，３０４千円） 
 

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 ２２年度の進捗と評価等 
 町（役場）・地域包括支援センターでも相談業務は 
対応しているが、森町社会福祉協議会においても、 
他相談業務も兼ねて在宅介護支援センターとして、 
業務を担っている。 

③２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１．相談件数を見る限り、事業内容が浸透していないと

判断する。 
２．相談件数８４件というのは、多いのか少ないのか。 
３．社協のみが相談窓口なのか。 
４．高齢化が進む中、相談も複雑になるのは、当たり前。 
 

② 課題解決に向けた意見等 
 平成２３年度において、相談業務を担当している 
職員（介護支援専門員）が退職となり、相談業務に

携わる専門員が不在となる。 
 又、地域包括支援センターが創立して５年を経過 
し、センター運営も安定しているので、来年度以降 
を目途に在宅介護支援センター業務を地域包括支援 
センターで一括行うよう協議する。（委託料は無） 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 地域との連携、定期的な訪問は必要ないのか。（ど

こに相談して良いのか判らない方のため。） 
２． 相談窓口の多チャンネル化の推進が必要なのでは。 
３． 今できることを、確実に。 
４． 除雪についても、対応すべきと思う。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：統合】 

・事業内容については理解するも、相談者に配慮しつつ、

重複している窓口部分の再検討をすべきだ。 

・業務を地域包括支援センターで一括行うとした協議を

加速されたい。 

 

 
 

 



№ １０ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：ちゃっぷ林館高齢者入浴料金助成事業 
担当課・係：保健福祉課福祉係 
 

決算書ページ Ｐ一般５０ 主要施策の成果表ページ Ｐ１２ ３款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 
  町内在住の高齢者の健康保持推進を図ることを目的とし、６５歳以上の町民へ入浴料金助成券を 
（１回２００円・年間１２回分）ちゃっぷ林館で贈呈する。 
 又、毎月１回町有バス・ちゃっぷ林館バスを利用し、町内各地区毎に無料送迎バスを運行している。 
２ 事業実施期間（新規・継続） 
平成２２年度～（一部改正し継続） 

２２年度予算額（千円） 
（当初・第１号補正）２，１４６ 

２２年度決算額（千円） 
２，８１５ 

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］ 
  事業実施に伴う財源については、一般財源で対応している。 
 平成２２年度実績…利用者１２，８５２人（送迎バス利用者１，４５８人） 
歳出（委託料２４４千円、負担金補助及び交付金２，５７１千円） 
 

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 ２２年度の進捗と評価等 
 利用者は前年度比１．５倍と増加している。 
（平成２１年度より公衆浴場対策バス運行実施） 
 一部利用者で町内全温泉施設の利用可の希望あ

り。 
 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 半額券になり、利用者不便している。 
２． 利用者１２，８５２人というのは、延べか。実利用者

数は何人か。利用者は対象者の何パーセントか。「ち

ゃっぷ林館」利用者の何パーセントか。 
３． 利用者人数を見る限り、目的が達成されているとは思

えない。 
４． 利用者の増加については、評価したい。 
５． 高齢者の憩いの場、半額券１２枚を無料券６枚の検討

を。 
 

②課題解決に向けた意見等 
 平成２４年度より町内全温泉施設の利用可に向

け検討中。 
 
 
 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．事業名を高齢者とし、内容は６５才以上となっている。 
２．事業内容の見直しをして、喜ばれる事業を。 
３．目的が、高齢者の健康保持推進であれば、当然、町内

全温泉施設の利用が当然。ただし、当初の目的は「ち

ゃっぷ林館」の利用者増も目的であったのでは。 
４．町内全温泉施設での利用については、賛成である。 
５．入浴助成券の扱いについては、利用者が簡単で判りや

すい方法を考えて頂きたい。 
６．町内全温泉施設への利用可としては。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・拡充】 

・福祉目的事業として徹底を図り、高齢者が使い勝手の良

い内容となる様に、復元にむけ予算化をすべき。 

 
 



№ １１ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：森町福祉マイレージモデル事業推進会議補助事業 
担当課・係：保健福祉課介護支援係 
 

決算書ページ Ｐ一般５０ 主要施策の成果表ページ Ｐ１３ ３款 １項 ４目 
 
１ 事業内容及び目的 
  本事業は、町民（３町内会）が福祉ボランティア活動を通じて地域貢献することを積極的に奨励・支援していく

とともに、高齢者自身の社会活動を通じた介護予防の推進によるボランティア活動により、住み慣れた自宅や地域

で安心安全に暮らせる地域社会づくりを目指していくことを目的とする。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 
22年度 ～ 年度（新規） 

２２年度予算額（千円） 
     ８４１ 

２２年度決算額（千円） 
     ２１７ 

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］ 
  森町福祉マイレージモデル事業は、６月から２月までの間をモデル事業実施期間とし、参加町内会ごとに、その

町内会に合った方法を模索しながら、随時協議し取組むこととした。各町内会で“できる事”から活動するという

事から、ボランティアメニューを用意し回覧や口頭などで周知した。ボランティアを受けられる方の対象者が介護

保険対象者だった事からボランティアの申込みが少ない状況だったため、各町内会で見守り（安否確認）等が必要

な方を対象者として、話し相手や行政機関への手続き支援、庭の清掃・管理（草取り）など、各町内会で実施した。 
  ●ボランティア会員数：40名      ●ボランティア活動件数：300件   

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 ２２年度の進捗と評価等 
・新規事業であり、事業の周知度を高めていく必

要がある。 
・ボランティア活動で「お世話になる」という事

に抵抗感があるという実態もあるため、事業の

周知・利用者増には、相当な時間を要されると

思慮する。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１．ボランティア活動なのに、押しつけの事業になっているので

は。 
２．本新規事業が、モデル事業から脱却するのは、いつの予定な

のか。モデル事業は、何カ年計画なのか。 
３．評価したい。（もう少し事業施行前に地域住民の意見を徴して

取り組むべきである。） 
４．福祉マイレージ事業は、このままでは前進がないと思う。 

② 課題解決に向けた意見等 
・ボランティアの利用が計画より少なかったた

め、町内会において季節毎の回覧配布や各種会

合等において、制度の説明・周知を図り、利用

者増を目指す事とした。 
・ボランティアの実施内容は、会員が自分で出来

る事から始めたことで、実施項目の種類が少な

かった事も課題となったため、柔軟な対応も検

討し、利用者の増加を目指す事とした。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． ボランティア活動は、利用が多い、少ないの判断ではなく「困

った人、にどの様に手を差しのべるか」だと考える。 
２． 視点を変えた発想を。 
３． ポイントは、必要なのか。 
４． 地域の見守りが一番。 
５． 地域力を高めるため、町内会支援を。 
６． 福祉ボランティア活動を理解できるが、もう少し地域ぐるみ

での対応策を検討する必要がある。 
７． 毎度毎度の対応は、自分の家族の生活もあり非常に難しい事

業である。他町村でも同様の政策を実施したが全部失敗して

いる。行うのであれば、むしろ有料ボランテイアが適当では

なかろうか。検討の余地あり。 
８．もっと解りやすく、具体的に理念をもって周知を。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・縮減】 

・同種、同様の事業との差別化が不透明である。事業化取り組み

の可否判断も含め、本事業において精査をすべき。 
   



№ １２ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名： 濁川（へき地）保育所運営事業 

担当課・係： 住民生活課児童年金係 

 

決算書ページ Ｐ一般５６ 主要施策の成果表ページ Ｐ１６ ３款 ２項 ４目 

 

１ 事業内容及び目的 

   濁川地区において、保育を必要とする児童の福祉増進を図ることを目的とする。 

   なお、保護者からの希望があった保育時間について、４月から１０月間の平日について、 

  １６時３０分のところ１７時３０分としている。 

   保護者の勤務形態の変化に対応することを目的とする。 

   ＊ 保育料 １１，０００円／月額 

２ 事業実施期間（継続） 

Ｓ４７年度～  

２２年度予算額（千円）   

        ２，１６３ 

２２年度決算額（千円） 

        ２，０７５ 

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］ 

 就労家庭における児童を保育することで、保護者が安心して就労できる保育所であるようにする。 

  入所児童数  Ｈ１７：１６名  Ｈ１８：１７名  Ｈ１９：１６名  Ｈ２０：１６名  

         Ｈ２１：１０名  Ｈ２２：１１名  Ｈ２３：１０名  

  事業においては、季節的行事、遠足、交流保育など、他保育所同様に実施している。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

 

就労家庭において、保育をすることで安心して 

 仕事に従事でき、児童の他、保護者を含め、仲間 

 ができる生活の場となっている。 

   

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．地域の住民にとって、必要不可欠のものと考えられるが。 

２．１時間延長の保育時間については、保護者より評価が高い。 

３．へき地でもあり、児童の福祉増進と就労家庭の満たすとい

う目的達成については評価するが、保育所としての運営等

については、普及拡大を図る意味から考えると今後の運営

について検討を要する。 

４．地域の形態に合わせてやるのが当然と考える。 

② 課題解決に向けた意見等 
 

児童数減少を心配する。 

  Ｈ２４年度入所見込児童数は、（現時点で） 

 ０名であり、平成２３年度退所児童数３名を 

 踏まえると、８名での運営が見込まれる。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．児童数の減少もあり、いずれは統合も視野に検討が必要。 

２．保育所設置基準として、児童数の検討が必要なのか。 

３．児童減少に対しては、懸念するところですが、へき地保育

所設置要綱に基づき、運営をしてほしい。 

４．へき地保育所として今までは推進してきたが、国庫補助あ

るにしても適正な運営とは言い難い状況である。地元の保

育の必要性は理解できるが、定員が４０人に対して１０人

未満は運営的に疑問がある。スクールバスの運行もあるの

で統合を検討してはどうか。 

５．児童数減少を視野に入れた運営を望む。 

 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続・改善】 

・子育て支援策と将来を見据えた施策として、継続した運営と

すべきだが、今後については行財政特別委員会の協議に委ね

たい。 

 

 



 

№ １３ み 

平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：森町乳幼児等医療費助成制度 

担当課・係：保健福祉課国保係 

 

決算書ページ Ｐ一般５８ 主要施策の成果表ページ Ｐ１７ ３款 ２項 ５目 

 

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） 

平成１７年度～２２年度（継続） 

２２年度予算額（千円） 

３８，６００ 

２２年度決算額（千円） 

３０，３３７ 

３ 取り組み目標と達成状況 

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）の負担で受診することができるため、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 ２２年度末】乳幼児７８４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 ２２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。 

  

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．継続 

２．少子化対策に絶対必要です。 

３．経済的負担を軽減し、少子化への歯止め又は子育への支援

と健康保持の面から、この助成制度に対し評価する。 

４．乳幼児は、大事な我が町の財産である。 

 

②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。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．子育て支援、少子化対策の視点から、拡大必要。 

２．小児科専門医が無いため、町外に出ることもあり交通費、

ガソリン代等、ほかにも負担がかかっている。 

３．全額助成の年齢引き上げを検討して頂きたい。 

４．議会としてもバックアップが必要。 

５．全国統一制度化の実現を強力に推進することが重要。 

６．国保会計の財政を圧迫しているが、税の収納率６４．８９％

を７０％に上げると、幼・小は全額助成が可能である。徴

収率の強化を図るべきである。（財源あっての扶助が可能

である。） 

７．少子化、子育て支援の重要な対策である。 

 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：拡充】 

・少子化や子育ての医療支援として、拡充は必要。助成対象年

齢の引き上げに対する助成予算の上乗せを検討すべき。 

 

 

 



№ １４ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 
事 業 名： エキノコックス症検診 
担当課・係： 保健福祉課健康増進係 
 

決算書ページ Ｐ一般６０ 主要施策の成果表ページ Ｐ１９ ４款 １項 ３目 
 
１ 事業内容及び目的 
   北海道エキノコックス症対策実施要領により、エキノコックス症の早期発見、早期治療を目的として、 
一次検診（血液検査）を実施している。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 
昭和６０年度 ～（継続） 

２２年度予算額（千円） 
      ２３７ 

２２年度決算額（千円） 
     ２１７ 

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］ 
対象者は小学３年生以上の町民で、５年に１度。 
特定健診と併設実施しているため、特定健診の委託業者である札幌商工診療所に委託している。   

   平成２２年度の受診者は２３０名、データ比較が可能な平成１６年から５年間の受診率は、森町： １６．０％、
渡島管内：１１．５％、全道：３．４％ であり、全道、渡島管内に比較して高い状況となっている。 
北海道全体で毎年１０数名の患者が発生しているが、森町では検診開始からこれまで２５年間患者の発生は 
把握されてない。 
 過去５年間の検診では、平成１８年から２０年まで全て陰性。平成２１年、平成２２年に各１名の疑陽性者 
がいたが、保健所で二次検診を受け経過観察となっている。また、過去の疑陽性者についても数回の２次検診受診

後、管理除外となっている。 
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 ２２年度の進捗と評価等 
  北海道エキノコックス症対策実施要領により 
 町が行うべき一次検診の検診機会を確保してい

る。 
 特定健診との併設により採血が１回で済むよ

うに配慮。希望すれば受けられる体制を 整えて
いる。 
 
 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 継続 
２． 受診率の比較は、他町村と比較すべきなのではないか。渡島

管内、全道では、都市部の函館市・札幌市が含まれているの

では。 
３． 受診対象地区（町内会別）は。地域の拡大の必要性は。 
４． 疑陽性者の人数は、他町村と比べてはどうなのか。 
５． 情宣の効果は。 
６． 特定健診と併設実施しているが、全道・管内的にも受診率が

高く、実施については評価する。 
７． 以前より、エキノコックスに対する関心がうすれてきている。

再度の周知を。 
②課題解決に向けた意見等 
媒介動物が市街地に出没しており、ペットを介

しての感染の危険もある。エキノコックス症の感

染防止対策としては、検診だけでなく媒介動物と

なる狐を人の生活圏へ近付けない工夫やエサと

なる生ごみの適正な処理、犬の放し飼いの防止な

ど関係課との協働が必要である。 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 早期の計画と実施を。 
２． データ比較では、当初の受診者数はいいが、更なる受診者増

に努力して頂きたい。 
３． 情宣のあり方の検討を。 
４． キツネの駆除と、犬の放し飼い防止の徹底の必要性。 
５． 現状のままで良い。 
６． 感染予防の必要性を訴えるべき。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・縮減】  

・対策が長期化していることから、慢性化が危惧される。必要最低

限の予算確保を。 
 



№ １５ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名： 指定ごみ袋等有料化事業 

担当課・係： 環境課 業務第３係 

 

決算書ページ Ｐ一般６２ 主要施策の成果表ページ Ｐ２２ ４款 ２項 １目 

 

１ 事業内容及び目的  

   地球温暖化の元凶であるＣＯ２削減を目指し、可燃ごみのうち家庭から排出される生ごみの自家処理を普及促

進させるため「森町生ごみ処理機等購入費補助金交付制度」を平成２１年９月１６日より施行し、ごみの減量を

図った。 

２ 事業実施期間（継続） 

２１年度 ～  年度（    ） 

２２年度予算額（千円） 

       １，６５０千円 

２２年度決算額（千円） 

         ２２７千円 

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２１年度実績は、制度発足の初年度であったため電動生ごみ処理機３０台、コンポスト容器６７２台の普

及で、平成２２年度は１００世帯の増加を目指したが、電動生ごみ処理機７台、コンポスト容器９台の普及であ

った。 

   生ごみ自家処理のメリットは、可燃ごみが減ることであり、焼却量の減少はＣＯ２の削減となる。また、渡島

廃棄物処理広域連合の負担金積算の根拠となる重量が減り、翌々年の連合負担金の減が期待できる。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

・制度発足初年度にある程度まとまった普及で

あったので、２２年度は伸び悩んだが今後普

及に努めたい。 

・生ごみについては、排出段階での「水切り」

徹底が課題としてある。 

  ・生ごみの単独処理については、処理方式や処理

施設及び収集に検討が必要なことから検討課

題としたい。 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１． 前年度と比べ、生ゴミの水分量がどうだったのか、周知

の結果をどう受け止めているか。 

２． ゴミ処理機とコンポストの普及が、本当にゴミの減量に

繋がるのか疑問。 

３． 生ゴミの単独処理とは。 

４． 生ゴミ処理機等については、激減した事について、徹底

した普及ＰＲが不足であった。 

５． 今後は、新製品も含め各町内会単位で、普及ＰＲに推進

すべきである。 

６． 生ゴミの水切りの徹底が必要。 

② 課題解決に向けた意見等 
・生ごみ処理機の普及及び「水切り」の徹底は、

住民周知を高めたい。 

・生ごみの単独処理については、多額の費用が想

定されることから、極力費用の要しない処理方

法を模索したい。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．なぜ水切りが必要なのか、住民に理解してもらう工夫を。 

２．更なる啓蒙に努力され、可燃ごみ減量に努めて頂きたい。 

３．啓蒙のための情宣の拡大が必要です。 

４．家庭菜園の普及に伴い、それらに対応可能な処理機を模

索すべきと考える。又は、地域住民からの発案を得るの

も一考であろう。 

５．複数の家庭の共同処理の検討も。 

６．電動生ゴミ処理機とコンポストの更なる普及への、取り

組みが必要。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・縮減】  

・ごみ減量、処理コストの減少に向けた普及促進が必要だ。

要望に応える予算編成とすべき。 

 

 



№ １６ そ 

平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名： 緊急雇用対策事業（賃金）・・・緊急雇用創出推進事業 

担当課・係： 商工労働観光課商工労働係 

 

決算書ページ Ｐ一般６４ 主要施策の成果表ページ Ｐ２８ ５款 １項 ２目 

 

１ 事業内容及び目的 

 緊急雇用創出事業は、平成２０年度第２次補正予算（平成２０年１２月１９日）により創設された。 

雇用失業情勢が下降局面にある中で、非正規労働者、中高年齢者等に対する一層の雇用調整の進行が懸念され

ることから、都道府県に対する交付金を創設し、これに基づく基金を財源として、市町村の雇用事業に対し補助

し、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の一時的な雇用就業機会の創出を行う。 

事業期間を平成２１年度から平成２３年度までの３年間とする。 

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２１年度～２３年度（継続） 

２２年度予算額（千円） 

１０，０７７千円（賃金） 

２２年度決算額（千円） 

１０，０７７千円（賃金） 

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］ 

 公有財産台帳電子化整備事業など９事業を実施し１２人の一時就労機会を創出する。 

延雇用人数を１，５６２人とした。 

  

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 ２２年度の進捗と評価等 

当初、雇用就業期間は６ヶ月未満とされていたが

平成２２年度より１２ヶ月未満とされたことより臨

時職員の就労意欲と事務事業の充実が図られた。 

 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１． 失業者の一時的な雇用にはなった。 

２． 緊急雇用創出が図られ、効果は大であった。 

②課題解決に向けた意見等 

 緊急雇用創出推進事業は平成２３年度をもって終

年となるが、現下の社会情勢から延長を望む。 

（東北地方においては２４年度まで延長となる。） 

 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．就職事情も大変厳しいものがある。当町としても、

更なる延長を検討して頂きたい。 

２．町民の希求事務需要に対する陣容を、どの様にする

のか。また、同一労働同一賃金・継続事務事業の取

扱、或いは、行政事務のあり方等を、全般にわたる

見直しが必要か。 

３．平成２３年度で事業終了となるが、厳しい就業情勢

の中で雇用の創出は大事であり、本事業の延長を望

む。 

 

 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続】   

・事業期間終了が到来するが、制度延長を国に対して要

望すべき。 

 

 

 

 



№ １６ そ 

平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名： 緊急雇用創出推進事業（委託料）・・・重点分野雇用創造事業 

担当課・係： 商工労働観光課商工労働係 

 

決算書ページ Ｐ一般６４ 主要施策の成果表ページ Ｐ２８ ５款 １項 ２目 

 

１ 事業内容及び目的 

重点分野雇用創造事業は、平成２１年度第２次補正予算（平成２２年１月２８日）により創設された。 

この事業は、緊急雇用創出事業臨時交付金により、既に各都道府県に造成されている基金に積み増した上で、

市町村が補助金を受け雇用創出を図るものであり、平成２２年度集中的に活用するよう指示されたが２３年度ま

で事業延長となる。この事業では、国の示す重点分野、介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、観光、地域

社会雇用の６分野を対象とし、民間企業、NPO、社会福祉法人等に委託し、地域活力を活用し、技術、資格を習

得させ、地域における今後の成長分野の発展に資することを目的とされている。 

新たな雇用機会の創出とともに、地域ニーズに応じた人材を育成し、事業終了後の雇用に結びつけていこうと

するものである。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２２年度～２３年度（新規） 

２２年度予算額（千円） 

１８，０３５千円 

２２年度決算額（千円） 

１８，０３２千円 

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］ 

 災害時要援護者実態調査など７事業を実施し１７人の雇用機会を創出する。 

延雇用人数を１，４１３人とした。 

本事業は、緊急かつ臨時的な雇用機会の創出を第一主義的な目的とするものであるが、本事業による業務に従

事した経験等を活かして再就職することも本事業の目的でもある。 

平成２２年度においては２名の再就職者（継続雇用）があり事業効果として評価できるものである。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

本事業による業務に従事した経験等を活かし、委

託先に２名継続雇用されたことから事業効果として

評価できる。 

 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．事業終了後、その方達の就職状況は、どの様に成っ

ているのか。 

２．事業目的に実態があっているのか。効果が薄くない

か。単なる臨時雇用と成っていないか。 

３．緊急雇用創出が図られ、効果は大であった。 

 

② 課題解決に向けた意見等 
 重点分野雇用創造事業は平成２３年度をもって終

年となるが、現下の社会情勢から延長を望む。 

（東北地方においては２４年度まで延長となる。） 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．町民の希求事務需要に対する陣容を、どの様にする

のか。また、同一労働同一賃金・継続事務事業の取

扱、或いは、行政事務のあり方等を、全般にわたる

見直しが必要か。 

２．平成２３年度で事業終了となるが、厳しい就業情勢

の中で雇用の創出は大事であり、本事業の延長を望

む。 

 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続】   

・事業期間終了が到来するが、制度延長を国に対して要

望すべき。 

 

 



№ １７ そ 

平成２２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 Ｐ一般６４ 主要施策の成果表ページ Ｐ２８ ５款 １項 ２目 

 

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

協力し事業の展開をしてきた。 

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であり、近年では冬期就労対策として季節労働者以

外の町民も参加し「冬期間に就労予定のない方」への支援としている。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

昭和５５年度～  年度（継続） 

２２年度予算額（千円） 

８，９２５千円 

２２年度決算額（千円） 

８，９２５千円 

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人募集に対し、応募数８６人であったが、実就労人数は７５人であった。 

 作業内容は、町道・歩道・公共施設の除排雪であり作業箇所については建設課の指示による。 

路線については、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ている。施設については駒ヶ岳小学校、

火葬場など８ヶ所実施。特に今年は大雪であり住民環境の改善、交通安全の面から支持を得たものと思われる。 

事業説明会時、シルバー事業団より参加者へ高齢者宅などの雪かき作業要請があり１２人が従事している。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

季節労働者に対し失業する冬期の対策としてい

たが、現下の厳しい経済環境では季節労働者以外の

町民の就労も考慮する必要がある。 

 

 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．冬期の就労として定着している。 

２．評価できる。 

３．一応評価したい。 

４．少人数であり費用対効果もあまり良くない。一般町民の言葉と

して、勤労意欲が欠けているという事である。昔の失対事業で

ないので、きちんとした就労をすべきである。 

５．季節労働者以外の町民の就労が作られ、高齢者への除雪対応は

評価したい。 

②課題解決に向けた意見等 

 経済環境の回復が見込めないことから当面事業

維持と考えるが、季節労働者の数が年々減少してい

ることから建設会社等への作業委託も検討される。 

 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．積雪にあわせた除雪をして頂きたい。 

２．現状でいいと思う。 

３．冬期の就労対策としては、良いメニューかも知れないが、一般

の職のない人も対象に行うべきであろう。また、委託方式を行

うのであれば、建設会社のみならず水産加工業社も数多く有る

ので、各種事業関係社より希望及び要望を取るべきと思う。 

４．旧森地区が対象となっているようですが、高齢者等の除排雪に

対する需要は全地域にあり、道路や公共施設の除排雪と区分け

し、シルバー事業団を始め各町内会等も委託先に検討しては。 

５．公募年令を７０才まで対象に出来ないか。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・縮減】  

・冬期失業者の生活を守る事業として定着。就労条件の緩和と、事

業内容や対象範囲の再考を。 

 

 



№ １８ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

事 業 名：水産普及協議会補助金（ナマコ種苗試験事業） 

担当課・係：水産課 

決算書ページ Ｐ一般７２ 主要施策の成果表ページ Ｐ３４ ６款 ３項 ２目 

 

１ 事業内容及び目的 

  噴火湾沿岸のカレイ刺し網漁は、資源保護を目的に産卵時期となる２月を禁漁としている為，砂原漁協では代替漁業として、小型底引

網漁業で天然ホタテを主体にナマコ等を漁獲しております。 

しかし、平成１５年頃からナマコの価格が高騰し、着業船の増加とナマコ資源の枯渇を危惧した漁協青年部が、人口栽培により資源の増大

を図る目的で、渡島北部地区水産技術普及指導所（指導所）、栽培漁業総合ｾﾝﾀｰの協力を得て、平成１６年度より実証試験を開始しました。 

事業内容  ①人口種苗生産技術の確立 ②中間育成技術の確立 ③適正放流サイズの検証 ④放流適地の検証 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

１７年度～２２年度（継 続） 

２２年度予算額（千円） 

２４０ 

２２年度決算額（千円） 

２４０ 

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］ 

① 人口種苗生産技術の確立：親ナマコから人口産卵させ種苗生産は平成１８年度目標達成しました。 
② 中間育成技術の確立：人工的に種苗生産できたものの、餌の種類・海水温・収容密度など、未知数な部分が多く、育成期間中の斃死

が多く、その原因を未だ特定できない状況であります。 

③ 適正放流サイズの検証：中間育成は、越冬した場合、斃死のリスクが高いことが判明し、育成期間を３～４ヶ月間で放流することが
特定されましたが、適正放流サイズについては、中間育成技術が未熟の為、未だ特定できない状況であります。 

④ 放流適地の検証：ナマコが漁獲対象サイズになるには、約４～5年を要しますが、標識放流が出来ない為、放流敵地の把握は困難な
状況となっております。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

・種苗生産技術を取得したことは、当該事業の大き

な成果であった。 

・稚ナマコの放流は、資源の下支えという意味で重

要と考え、生残率を高める為、越冬しないで放流

する。種苗放流が効果を発揮することを期待して

いる。 

・資源への添加効果は立証されていないが、天然発

正よりも高い確度で期待できる放流事業となって

いる。 

③２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１． 評価できる。 

２． 漁協及び青年部が浅海増養殖に率先して研究・試験を行う姿勢に評

価する。 

３． あらゆる関係機関の、強力な協力体制を図るべきである。 

４． 地道に各種技術確立のために、取り組んでいることは評価したい。 

②課題解決に向けた意見等 

・事業に対する予算措置を含めた漁協の支援体制

を強化することが重要と考える。 

・中間育成期間中の生残率を高める試験研究の継

続が必要となる。 

④課題解決に向けての意見・提案等 

１．今後も時間を掛けた研究が必要だと思う。各関係機関と強調し成功

させたい。 

２．町をしても漁業振興上、ホタテ養殖に継ぐ商品価値の高いものであ

る。いろいろな方策により、早急に生産軌道乗せるべきであり、漁

民の関心度は高い。 

３．日本海側の地域では、民間のノウハウ等も導入し、軌道に乗りつつ

あると仄聞しており、栽培漁業の有望事業の一つと考え、漁業振興

の基礎固めのためにも、本格的な取り組みの必要性を考慮すべき。 

４．青年部の苦労の割には、町・漁協の予算支援は低すぎて効果が出づ

らい。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：拡充】 

・ホタテ養殖が健全なうちに、次期の養殖魚種の確立を図るよう、予算

措置をすべき。ポストホタテ対策。  



№ １９ そ 

平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：水産系副産物肥料製造作業委託料 

担当課・係：水産課 

決算書ページ Ｐ一般７２ 主要施策の成果表ページ Ｐ３６ ６款 ３項 ４目 

 

１ 事業内容及び目的 

水産系副産物肥料製造作業委託料は、ホタテ養殖産業振興策として、大量に発生する漁業系廃棄物(付着物)処理の為、施設建 

設を行い、平成１６年度より稼動しております。 

加工残渣も含み、漁業系廃棄物(付着物)を主体とした原料に水分調整剤として、牛糞・ウッドチップ等を混ぜて、好気性発酵を行い、有機性

肥料を製造。また、ホタテ貝殻を粉砕し、土壌改良材としたカルシウムの特殊肥料及び、建設資材の石灰質資材として、製造販売している。こ

れらの製造業務に対して、委託契約しているものあります。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

16年度 ～  22年度（継 続） 

２２年度予算額（千円） 

５７，５７６ 

２２年度決算額（千円） 

５７，５７６ 

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］ 

処理に関しては、21,173ｔの処理目標に対して、21,173ｔの処理を行い達成率は 100%となっている。一方、歳入面では製品販売額が 2,269

千円の売り上げ目標に対して、2,269千円の売り上げを行い達成率は100%となっている。 

また、施設使用の手数料収入額は、90,580千円の目標額に対して、90,580千円の収入額となり、達成率は100%となっている。 

これにより、委託料に対して、歳入が６０％上回るものの施設に関連する修繕費等、一般会計からの支出が多いことが施設維 

運営にあたる今後の課題となっている。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

・当該年度は、ザラボヤの発生が少なく、処理に

ついては順調に推移し、漁業振興対策充分寄与

することが出来た。 

・粉砕したホタテ貝殻も魚礁の原材料として、使

用されており、3,000ｔが販売された。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１． 製品販売の当初予算は、３５６，０００円であり、補正して１００％売り上げとする

のはおかしい。販売については、内容を更に検討する必要がないか。 

２． 大量に発生するホタテの付着物を、主とした漁業系廃棄物処理のため、有機性肥料製

造として取り組んでいるリサイクル施設の運営は、事業評価大であります。 

３． 評価する。 

４． ホタテ養殖振興対策としての漁業系廃棄物処理について、ほぼ１００％達成している

ことについては評価する。 

②課題解決に向けた意見等 

・施設整備機器や重機等の疲労が激しく、一般会

計から支出の施設運営に係る経費削減に対し

て、今後の対応策を検討しなければならない。 

・製品販売が低調であり、今後販売を強化する必

要がある。 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 更なる努力を期待。 

２． ホタテ貝殻投入により、畑がアルカリ化する。酸性作物への影響はないか。原料の増

減による肥料成分の変化はないか。 

３． 処理量は、２１，１７３トンであるが、肥料製造数量の目標値と販売実績数量はどの

ようになったのか。 

４． 今後、販売数量の促進強化により、事業者負担軽減につながるよう望みます。 

５． 一般会計よりの支出が多いことについては、課題である。 

６． 製品販売価格の見直しを。 

７． 工業試験場等との連携を密にし、処理機の改善を行うべきである。 

８． 製品販売額が少額でもあり、もう少し販売について工夫する必要有り。有機性肥料の

実績及び成果をＰＲ拡大し、町民はもとより全道的に周知徹底を（ホクレン）図るべ

きである。 

９． 製造された肥料の有効利用のために、農林課、商工労働観光課等との連携を考えられ

ないか。また、委託方式や内容の再検討も必要では。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・縮減】  

・養殖漁業の振興のうえからも、必要な事業であるが、製品販売との費用対効果からも委

託コストの減少を検討すべき。 



№ ２０ そ 

平成２２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」 

担当課・係： 商工労働観光課商工労働係 

 

決算書ページ Ｐ一般７４ 主要施策の成果表ページ Ｐ３７ ７款 １項 １目 

 

１ 事業内容及び目的 

 森町の数多くの新鮮な水産物・農産物・特産品等を格安販売し、季節ごとの味覚を楽しんでもらい、町内外に広くＰＲを行い、地

域経済の振興育成と消費拡大を図ることを目的に開催される。 

平成２２年５月から１２月までの第１日曜日を開催日と固定し、開催時間を午前８時から午前１１時までの３時間、開催場所は大

通りを歩行者天国にするなど魅力ある市の開催を実施した。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２２年度～  年度（新規） 

２２年度予算額（千円） 

２，８８１千円 

２２年度決算額（千円） 

２，８８１千円 

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２２年度の食KING市開催にあたり、事業所、団体等の出店者数は８回の開催で延べ１７２店舗であった。町内はもとより町

外からの来場者を増やすことにより森町の新鮮な水産物、農産物、特産品をＰＲすることと、広域的な観光の起爆剤となるよう事業

の推進を図り、徐々に町外の来場者も増えてきている状況にある。 

また、本事業は北海道の地域づくり総合交付金対象事業として北海道から助成（９００千円）を受け総事業費３，７８１千円とし

たところである。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

 当該事業は、平成２２年度を初年度とする事業で

ある。第１回開催時の出店１４店舗からスタートし、

第７回開催時には２５店舗の出店があり町内事業者

の協力も増えている。来場者についても実行委員会

の推計では最高で４千人の来場者を数え町外へのＰ

Ｒについても効果があったものと考える。 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．相当の人の入り込みはあると思われるが、満足感はあったのか。 

２．駐車場が遠い。 

３．開催場所が適当か。 

４．大通り商店会への効果があるか。 

５．６月第１週（森小運動会外）と９月第１週の日曜日開催は、過去から行

事が固定しており、町民から行事の競合は避けて欲しいとの声が多数あ

ります。開催日を検討して欲しい。 

６．これまでの運営で、ある程度の見通しが出来たものと評価する。 

７．森町の特産品等を格安に販売し、町外からも来場者を増やし、各種ＰＲ

に努めたことに対しては評価する。 

②課題解決に向けた意見等 

 官民協働による食 KING市と観光を結びつけた誘

客方策の検討を要す。 

 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．目的の中に格安販売とあるが、これは不適切である。 

２．開催場所や内容を再考してはどうか。 

３．国道５号の通行客や桜祭り観光客をターゲットに集客を増やすため、「道

の駅」との連動した事業の推進を検討されては如何か。（Ｈ２３．１１縦

貫道森川ＩＣオープンを見据えながら） 

４．営利型事業であるため、新たな組織での運営をすべきである。 

５．地元の水産物・農産物・特産品ばかりでなく、骨董市・各サークルの陶

器・七宝焼き・車等・フルマーケット的な存在も必要か。 

６．開催時間も９時から１２時に変更し、道路は片側でなく両側を利用し、

本当の歩行者天国にし、地域の活性化を図るべきである。 

７．２年の実績を踏まえ、また出店者の自立を促すためにも、新たな方策を

検討する時期と思われますが。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続】   

・自立を目指し、開催場所や運営体制を再考すべき。 

実績報告書を基に、必要最低限の予算の確保を。 



№ ２１ そ 

平成２２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 Ｐ一般７４ 主要施策の成果表ページ Ｐ３８ ７款 １項 ２目 

 

１ 事業内容及び目的 

  森観光協会に所属する各実行委員会等が主催する『もりまち桜まつり』『夏のまつりｉｎもり』『さわらふるさとまつり』『ホタテま

つり』等へ事業費の助成を行い、森町の観光・地域経済の振興育成を図ることを目的とする。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

年度 ～２２年度（ 継続 ） 

２２年度予算額（千円） 

１３，１４７千円 

２２年度決算額（千円） 

１３，１４７千円 

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］ 

  森町へは年間約762,000人の観光客の入込があり、うち森観光協会で実施するイベントでの来場数は１61,000人としている。イベ

ント効果としてそれぞれ賑わいを創出し宿泊施設や地域の購買を促し、情報発信効果や産業育成効果、イメージアップ効果など「広

義の経済効果」として評価される。平成22年度入込人数 ・もりまち桜まつり：122,800人 ・夏のまつりｉｎもり：23,000人  

・さわらふるさとまつり：15,000人 ・ホタテまつり：200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 ２２年度の進捗と評価等 

・一定のイベント効果は得ているが、北海道縦貫道開通

による市街地空洞化を懸念することより、魅力ある観

光推進策の立案が急務である。 

・行事のマンネリ化 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．当町の観光客誘致の最大のイベントではあるが、例年どおりの行事を

消化しているとの感がある。 

２．夏祭りinもりでの沿道のお客さんが、年々減って活気を失っている。

事業運営を見直すべき。 

３．みこしのスタート時間、遅い。再検討を。（午後９時までに完了のこと） 

４．それぞれのまつりに活気が不足している。もう少し町ぐるみでの対応

が必要と思われるので、評価しない。 

② 課題解決に向けた意見等 
・既存イベント内容等の再考を含め、広域的な魅力ある

観光メニューの検討を要す。 

 

 

 

 

④  課題解決に向けての意見・提案等 
１．広域的な呼びかけも必要ではあるが、何よりも町民に飽きの来ない工

夫が必要と考える。参加者の年代層はどうなっているのか。 

２．みこしの参加数、毎年減っており、まつり活性化、大通り活性化のた

めに、各町内会・団体に事情調査し支援しながら、復活させるべき。 

３．参加団体や参加人数が減少していくイベントも見られる。今後、それ

ぞれの内容について、検討し経済効果を上げなければならない。 

４．イベント時の歌手について、予算が左右するが、町民へのアンケート

等で、決める事は出来ないものか。それにより、参加者増を見込める

のではないか。 

５．行事内容も、町民の感心を得るような内容等を検討すべきである。 

６．媒体の有効活用が不足。もう少し町内外に大々的にＰＲすべきである。 

７．これまでは、各イベントへの補助を主にしてきましたが、事業として

観光を観た場合のポイント（鷲の木縄文遺跡、榎本武揚上陸地点、南

部陣屋跡他）の整備や、農漁業等の体験型への取り組みなどの、産業

化へのシフトを。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続・縮減】  

・観光産業の振興にとって必要な団体であるが、収益事業も意識し、

組織改編も視野に入れた検討も必要か。 

・算出根拠を明確にし、協会収入予算割り当てなど、町支出分 

の削減を検討すべき。 

 

 



№ ２２ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：除雪業務委託 
担当課・係：建設課管理係 
 

決算書ページ 一般Ｐ７６ 主要施策の成果表ページ Ｐ４０ ８款 ２項 ２目 
 
１ 事業内容及び目的 
  町道認定路線延長２４３ｋｍのうち１６７ｋｍ、認定外道路４８ｋｍの除雪及び公共施設や港湾施設の除雪を行ない、
冬期間における交通の確保と民生の安定を図る。 
 除雪時の速やかな交通の確保を図るため、森砂原地区を１８社の業務委託により除雪を実施している。 
２ 事業実施期間（新規・継続）      
年度 ～  年度（    ） 

２２年度予算額（千円） 
   ３５，１７０ 

２２年度決算額（千円） 
  ７２，８４７ 

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］ 
 例年、４５，８００千円程度の決算で推移してきたがＨ２２年度は１２月の記録的な降雪とそれによる 1 月の排雪、
轍処理などにより前年比 1.59倍の委託費増となった。私道も含めた生活路線の除雪も行っており、町道のみ除雪してい
る他町に比べきめ細かな除雪サービスを実施している。 

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 ２２年度の進捗と評価等 
 記録的な降雪により委託費が大幅に増加した。 
住民からの除雪要望は毎年増えており、特に独居

高齢等による私道除雪要望が多くなっている。除

雪出動基準の見直しや私道除雪の整理･検討をお

こない、除雪経費の削減に努める。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． １２月大雪による除雪費の増加はやむを得ない。必要な対応であ

った。 
２． 状況により、委託費増はやむを得ない。住民の安全等を考えた場

合、２２年度決算については、評価できる。 
３． 住民の生活路線の確保については、満足ではないが評価する。 
４． 他町に比べ細やかなサービスと業務の苦労、評価する。 

② 課題解決に向けた意見等 
 除雪経費の削減について下記について検討す

る。 
１ 除雪出動基準の見直し 
（現行８ｃｍ） 

２ 除雪路線･施設の見直し 
（福祉対応路線等） 

３ 業者委託の推進による経費削減（直営重機の

削減） 
４ 除雪に対する町民の協力のお願い 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．住民の側の協力が必要と思われる事がある。（玄関、車庫前の除

雪残りの苦情等） 
２．業者（オペレーター）により、除雪技術の違いがある。徹底が必

要と考える。 
３．町所有の重機等については、維持管理等の経費を考えたとき、削

減を進めるべきであり、その分委託業者により経費を削減すべき

である。 
４．除雪経費の削減は理解できるが、生活路線及び交通安全上、支障

をきたさないように検討すべき。 
５．除雪の上手、下手の論議はあるが、町は適切な教育、指導を行う

べき。 
６．インフラ整備・確保に努める事は、行政の重要な事務ですので、

経費削減を先行させず、委託業者の現場判断等も考慮すべき。 
７．交通安全確保のため、大雪時の歩道除雪を早めに行って欲しい。 
８．浅い除雪のために、残雪状態でワダチの原因となっている路線も

多いので、委託業者への指導を徹底して欲しい。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続・縮減】  

・除雪出動基準の見直しにより、委託料コストの縮減を図られたい。 

 



№ ２３ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名： 蛯谷川無名橋改修工事 
担当課・係： 建設課 土木係 
 

決算書ページ Ｐ一般７６ 主要施策の成果表ページ Ｐ４１ 8款 2項 3目 
 
１ 事業内容及び目的 
  蛯谷地区にある本橋梁は、私道ではありますが民生の安定のため、昭和５６年に森町が改修を行っており 
ます。 
  改修後30年ほど経過し、橋は鋼材と枕木でできており、腐食と老朽化が著しくまた、高欄（手すり） 
もないことから大変危険な状態でありました。 
  利用者も2軒あり漁業を営んでおります。迂回路はなくトラック（４ｔ）などの重車両も漁具の運搬等 
で走行することから、落橋の恐れもあり、住民の安全確保のため早急な架替が必要でありました。 

 
２ 事業実施期間（新規・継続） 
平成22年度（新規 完了） 

２２年度予算額（千円） 
     13,500千円 

２２年度決算額（千円） 
     10,595千円 

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］ 
  材質が鋼材と枕木のため、腐食と老朽化で大変危険であったこと。また、利用者の漁具・資材置き場があり

トラック（４ｔ）が通行することを考慮し、幅員を拡幅（3.0m→3.5m）し、材質も鋼材とコンクリート板に
すること、通行者の安全を考え、高欄をガードレールにて施工することで安価で安全な橋梁を設計･施工し永

久橋へ架替しました。また、現在の橋梁名は、地元の協議の結果、平成（またの）橋となっております。 
 
【予算額内訳】 委託料 2,500千円  工事請負費 11,000千円  合計 13,500千円 
【決算額内訳】 委託料 1,145千円  工事請負費  9,450千円  合計 10,595千円 
 

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 ２２年度の進捗と評価等 
 H22 年度新規事業として施工いたしましたが、事
業は完了しております。 
 評価としては、老朽化・腐食による落橋の危険性

が無くなったこと、利用者 2 軒の安全が確保された
ことを考慮すると、民生の安定と費用対効果も大き

いと思われます。 

③  ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 本件も地域住民の生活には、必要なものであった。 
２． 利用者２軒の、危険からの回避がなされ大変評価し

たい。 
３． 腐食と老朽化を永久橋とし、安全確保されたことに

対しては評価する。（私道であり利用者も２軒での

施工は、個別的には疑問は無いわけではない。） 
 

② 課題解決に向けた意見等 
 既存の橋梁と違い、コンクリート板にて施工した

ことで、永久橋となっております。 
 長期的に考えると非常に安価な設計・施工である

といえます。 

④  課題解決に向けての意見・提案等 
１． 大変評価したい。 
２． 将来的には橋の改修は、永久橋にすべきであり適正

な設計・施工に十分配慮して行くべきである。 
３． 危険箇所に対する処置ですが、認定道路や橋に出来

るような取り組みを。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 
【集約：終了】  

 
 
 



№ ２４ そ 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：公営住宅等長寿命化計画策定業務（委託料） 
担当課・係：建設課建築住宅係 
 

決算書ページ Ｐ一般８０ 主要施策の成果表ページ Ｐ４５ ８款 ６項 １目 
 
１ 事業内容及び目的 

 現在、森町で管理している町営住宅は、公営住宅72棟（493戸）、改良住宅7棟（72戸）、特定公共賃貸住宅

1棟（6戸）の合計80棟（571戸）です。 

長寿命化計画は、国の政策の基、経済的な面から、既存の住宅を少しでも長く使用するために長寿命化を計り、

個別改善するもの、用途廃止するまで維持管理するもの、用途廃止するものを判別し、計画的な修繕計画を策定

することを目的とします。また、平成３２年度（10年後）までに耐用年数を過ぎる住棟は55棟（187戸）有り、

今後10年間の安全性を担保するために耐力度調査を実施しました。更に、「森町公営住宅等長寿命化計画」を作

成する上で必要な「森町住生活基本計画」を作成し、今後の町の住宅政策の基本目標を定めました。 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

平成２２年度 ～ （新規） 

２２年度予算額（千円） 

        ８，６９４ 

２２年度決算額（千円） 

        ６，４４７ 

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］ 

 長寿命化計画は、町営住宅の維持管理する上で必要な計画で、国の「公営住宅等整備事業」（国土交通省）の

交付金事業の対象になります。この長寿命化計画で、個別改善するもの、用途廃止するまで維持管理するもの、

用途廃止するものを耐力度調査を行うことで判別することが出来ました。また、平成24年度から計画的に実施

していく改善事業のガイドラインになります。住生活基本計画は、今後の森町の住宅政策の基本目標を定め、10

年毎の見直し（5年の中間見直し）を含め時代のニーズに沿った計画を今後も進めていきます。 

（予算額） 8,694 千円  （決算額） 森町公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料 3,885 千円 

策定業務に伴う耐力度調査委託業務委託料  2,562 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 ２２年度の進捗と評価等 

・「森町住生活基本計画」及び「概要版」各100部 

・「森町公営住宅等長寿命化計画」及び「概要版」 

                  各100部 

・耐力度調査の実施と耐用年数が過ぎた建物の、今

後10年間の安全性の担保が確認されました。 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１． 基本計画作成については、評価できる。 

２． 本計画は、公営住宅等整備事業の交付金事業の対象

となるため、必要不可欠な事業である。また、耐力

度調査も行い改善事業のガイドラインなり、住生活

基本計画も作成され、今後の住宅対策が容易に可能

と成ったことは評価する。 

３．  

②課題解決に向けた意見等 

・今後、必要なところから安全性を第一に考えて、

長寿命化計画に基づいて計画的に個別改善を進め

ていきます。 

・用途廃止する住宅については、計画的に取り壊し

を前提に検討していきます。 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 計画的に、改善や廃止をするべきである。 

２． この計画に基づき、今後の維持管理・用途廃止は計

画的に実施されるため、町営住宅の総括が可能とな

った。町財政を常に把握し、長寿命化計画を計画的

に施工を進めることが重要である。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続】  

・町営住宅を長寿命化する計画策定により、改善事業が

計画的に整備される予算編成を。 

 



№ ２５ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 
 

事 業 名：森町学校評議員 
担当課・係：教育委員会 学校教育課  

決算書ページ Ｐ一般８４ 主要施策の成果表ページ Ｐ４７ １０款 １項 ２目 
 
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ために平成12年度より制度化され、高等教育を除いた学校は、その設置者の定めるところによ
り,学校評議員をおくことができ、学校運営に関して、意見を述べることができる。 
  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） 

２２年度 ～ 年度（    ） 
２２年度予算額（千円） 
１８９千円 

２２年度決算額（千円） 
１８８千円 

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］ 
  当初は、運営しやすい小規模校で実施してその成果を探りつつ、その効果があることから最終的に大規模校にも学校

評議員制度を運営する予定。事業評価の指標については、開催数が多いほど積極的な運営がされていると理解するが、

問題はその中身で討議されている内容等は、毎回報告されていますので、あくまでも事業評価の指標は討議されている

内容です。学校評議員制度も平成１２年度より法制化され、最初は手探りの状態で運営されてきましたが、その効果が

着実に上がっている。 
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 ２２年度の進捗と評価等 
  学校評議員を対象とする渡島教育局教育支援課

長嶋田 聡氏の講演会実施 
  学校運営について意見交換 
  学校評価にもとづく次年度の改善点についての

提案 
  保護者アンケートの実施 
  学校評議員からは,今後の学校運営の改善を図る
ための多様な意見が出された。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 
１． 同左の意見の主な内容は。 
２． 制度のマイナスの部分はないのか。 
３． 平成１２年度から法制化されたものだが、実施が遅れた原

因は何か。 
４． 積極的に学校評議員制度が利用・活用されているように見

えない。評議員から多くの意見が出されたことは評価する。 
５． 各校２回程度である。学期末３回程度は開催すべきである。 
６． 学校評議員の必要性がハッキリと見えてこない。 

②課題解決に向けた意見等 
未設置校（２校）の解消、及び、全校における学

校評議員会議の実施。 
 学校評議員の意見に対する施策の実施等 
  
 
 
 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 学校運営をより良いものに。 
２． 各学校独自の取り組みがあっても良い。 
３． 学校の中が見えない。活動、行事等、地域住民に知らせて

はどうか。 
４． 大規模校ほど運営が難しくなると思われるので、意見集約

に工夫が必要となる。PTAなどとの連携の強化が必要。 
５． 未設置校が２校ある事は好ましくない。 
６． 学校評議員の意見は、尊重すべき点は尊重し、学校環境の

運営改善を推進すべきである。 
７． 評議員の意見の反映が、なされているのか。 
 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続】  

・法制化されたものの、未設置校が２校ある。未設置校解消のた

め予算の増額処置をすべき。 

 



№ ２６ み 
平成２２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 Ｐ一般８４ 主要施策の成果表ページ Ｐ４７ １０款 １項 ２目 

 

１ 事業内容及び目的 

  主に英語を母語とする大学卒業者を外国語青年招致事業として招聘し、それぞれ各地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）の指導の下で日本人英語の行う

授業の補助等を行いながら、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、国際社会の中でともに生き、主体的に活動できる、資質・能力を高め

ることを目的とする。 

２ 事業実施期間（新規・○継続） 

２２年度 ～ 年度（    ） 

２２年度予算額（千円） 

3、７９６千円 

２２年度決算額（千円） 

３、７９４千円 

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］ 

  小学校の英語義務教育の導入がはかられ、また、学校教育における学習時間の増加がはかられており、そして、中学

学習指導要領が外国科の指導目標を「聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を養う」と示さ

れたように、中学校英語指導において音声技能の育成が重視され、生きた英語教師である外国語指導助手の活躍の場が

はかられている。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

この事業については、森町立小・中学校全校生

徒を対象として実践的な英会話の指導やゲーム

をとおした英語コミュニケーション力の向上を

図り、これからの国際社会人として英語を通じて

国際交流・国際理解力のある人材育成することを

目的として事業を行っています。各学校からも楽

しく学ぶことができ、児童・生徒・担当教諭の信

頼は絶大と評価を得ている。 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１． 子供が興味を持つ活動になっていると思う。 

２． ＡＬＴ１人の対応で十分なのか。 

３． ＡＬＴの授業については、大変評価する。 

４． 児童・生徒・教師の英会話の基礎的能力の習得が、図られ

たことに対し評価する。 

５． 森小・中のみならず、さわら小・砂原中も対象とすべきで

ある。 

６． ＡＬＴ導入以前に比べ、中学校での英語力は進んでいるの

か。 

② 課題解決に向けた意見等 

日本人の不得意科目である英会話については、

聞き取りができないために（速さについてゆけな

いため）基礎的な能力を身につけさせるための指

導をして、円滑な実践的コミュニケーションをは

かれるような取り組みをしたい。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１．英会話教育を重視するのであれば、ＡＬＴ動員の対応も必要。 

２．北海道の学力低下が懸念される。今、小学校５～６年生も週

１時間の外国語が必須となっている。現在、ＡＬＴを利用し

ている小学校は、年３回程度と聞く。子供達にも評価の高い

ＡＬＴ授業の回数を増やすことにより、英語力の基礎を伸ば

し学力増進を図りたい。 

３．学校数、児童生徒数に対し、１人のＡＬＴで不足であれば増

員を図るべきである。 

４．音声技能が重視される今では、各校のカリキュラムの調整を

図り、円滑な指導と実践的能力を高めること。 

５．１名より２名体制を考えるべきでは。 

６．授業参観をしてみたい。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続・拡充】 

・英語教育の必要性を認識し、増員予算の検討をすべき。 



№ ２７ み 
平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：森高等学校振興会補助金 

担当課・係：教育委員会 学校教育課 

 

決算書ページ Ｐ一般８５ 主要施策の成果表ページ Ｐ４８ １０款 １項 ２目 

 

１ 事業内容及び目的 

森高等学校が将来とも活力に満ち、魅力ある学校であるために必要な対策を講じ、地域に根ざす教育の振興を図るこ

とを目的とし以下の事業展開した。  

広報活動事業（森のまなびや） 海外短期留学生派遣事業（教員1名・生徒6名） オープンキャンパスの実施 サ

テライト講座受講支援 生徒下校バスの支援 各種研究大会への参加 学校案内ポスター・パンフレット印刷  

 

２ 事業実施期間（新規・継続） 

22年度 ～22年度（    ） 

２２年度予算額（千円） 

       ７，１３８千円 

２２年度決算額（千円） 

７，１３８千円 

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］ 

  森のまなびやは、２回発行、海外短期留学生派遣事業は、ホームステイ体験および教育文化施設等においての研修

を通じて日頃の学習成果を発揮する機会を与え、国際感覚を身に付けさせる目的は海外短期留学報告書にまとめられ

ており、オープンキャンパスの実施 サテライト講座受講支援 生徒下校バスの支援 各種研究大会への参加 学校

案内ポスター・パンフレット印刷とも目標達成はなされている。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

 いずれの事業についても、保護者の負担軽減は図

られておりますが、森高校の魅力を充実させ、他の

市や町からも子供達が集まってくるような状態に

するには、今年は始まりの年として十分評価は出来

るものと解する。 

 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１．地元の高校として支援は良いことと思うが、支援内容に疑

問がある。 

２．補助金の恩恵が、学生個人に与えられるという結果のみと

ならないようにする必要がある。学校全体もしくは、可能

な限り多数の学生が共有するような対応をすべき。 

３．全学生の何パーセントの出席・参加率なのか不明。補助金

が伴う事業の目的ではなく、事業の成果が問われるべき。 

４．初年度でもあり、事業消化もされ一応評価する。 

５．総合学科の特性を十分に生かす必要がある。 

６．道立高校である森高校と、森町の立場が不鮮明。 

② 課題解決に向けた意見等 
  道立高校ではありますが、森高校は私たちが守る

んだという気構えで、募集停止等にならぬよう生徒

数を確保すべく、出来ることは他の町がやる前に知

恵を絞って積極的に実施すべきと考えております。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 魅力ある学校づくりは、本来学校が取り組む事、独自の発

想を。 

２． 学級減は、少子化が進行する中では当然であろう。 

３． 森高存続が目的なのか。 

４． 補助金を交付する以上、費用対効果は必ず評価をして出て

くるので、振興会、学校はその点十分考慮すべきである。 

５． サテライト講座支援は、年々低下しているので、生徒、学

校は相当努力を必要とすること。 

６． 少子化時代、生徒数の確保は将来的にも大変なことである。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 

 

【集約：継続・縮減】  

・魅力ある学校としての振興策は必要と認識するも、事業内容

と費用負担のあり方について再検討すべき。 

 



№ ２８ み 

平成２２年度事業評価 決算審査用調書 

 

 

事 業 名：備品購入費学校用備品 

担当課・係：教育委員会 学校教育課 

決算書ページ Ｐ一般８６ 主要施策の成果表ページ Ｐ５０ １０款 ２項 １目 

 

１ 事業内容及び目的 

  例年学校教育課においては、予算編成時に基礎資料とする為、各学校に予算要望書を提出させています。作成に

ついては事業内容・緊急性・必要性等に順位をつけて提出させています。この資料を基に学校教育の予算要求時に

精査して反映させています。そして各学校間のバランスを考えながら、予算の執行については、教育効果を高める

上で真に必要なものに充てることを旨として適正を期するとともに、節約を心がけながら子供の安全確保・事故防

止の観点から、常に点検整備をして、必要に応じた補充を心がけています。 

２ 事業実施期間（新規・○継続） 

２２年度 ～ 年度（   ） 

２２年度予算額（千円） 

１,５７９千円 

２２年度決算額（千円） 

１，５７９千円 

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］ 

  基本的に更新（耐用年数を経過したもの）が必要でかつ、緊急性の高いものから購入するものとしていますが、

平成２２年度は、命にかかわる自動体外式除細動器 (AED)の導入や、（濁川小学校）特別支援児童に対する車椅子用

階段昇降機（森小学校）の設置というように安心安全な学校づくりに努めています。 

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 ２２年度の進捗と評価等 

学校教育課においては、児童・生徒の教育条

件や教育環境の整備のために努力しています

が、平成２２年度は高額な備品が２点あったの

で、各学校にバランスよく予算配分することが

できませんでした。 

 

 

③ ２２年度の進捗（決算）についての評価等 

１． 緊急性、必要性を重視しての決定は妥当と考える。 

２． 高額な備品が２点あったので、予算配分できなかった事は、

理解ができない。必要と思われる備品については、提案すべ

き。特に、命にかかわる備品は、１校だけではなく、各学校

に不公平なく配分すべき。 

３． 事業内容について、緊急性の高いもの又は、教育上効果の高

いものを、基本的に整備されることに一定の評価をする。 

４． 高額のものは、突発的な購入でなく、各校バランスの良い教

育備品を整備すべきである。 

５． 児童生徒は、皆平等に教育を受ける権利がある。その事を基

本にして進めて欲しい。 

②課題解決に向けた意見等 

年々教育行財政が縮小する一方で、各学校に

も予算要望書に記載された要求を実現するこ

とができず、どの学校も毎年要望書が同じ項目

が更新されてきています。校舎等も老巧化して

管理備品に年々費用がかかるようになってい

ます。 

 

 

④ 課題解決に向けての意見・提案等 
１． 行財政が縮小とは言え、必要なものは要求すべき。 

２． 電気ショックの成功率は１分毎に１０％程低下します。７分

時で３０％の成功率と言われています。救急車到着時間の遅

い学校へは、ＡＥＤ設置の早急な対応が必要と思われます。 

３． 各学校から予算要求させるのみでなく、教育財産備品台帳を

整備し教育効果の上がる備品等を年次的に整備補充する。特

定な先生（体育、理科、ＬＬ等）の得意とするものを整備す

る学校が多いので、適正な予算付けと管理が必要である。（年

次的計画書の必要性） 

４． 安全確保、事故防止の観点からも、再度、各学校の実情を見

てほしい。 

 ⑤ ２４年度予算編成への提言 
 

【集約：継続】  

・学校要望を受け、きめ細かな対応を望む。平成２３年度の執行

をみる中で、編成内容を検討されたい。  




