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令和２年
第１回森町議会

12月会議

１２月８日の日程で行われました。
１２月会議で決まった主なものは次のとおりです。

条
例

◆森町税条例の一部を改正する条例制定･･･････････････････････････可

決

◆森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定････････････････可

決

◆森町介護保険条例の一部を改正する条例制定･････････････････････可

決

◆森町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定････････可

決

◆森町火災予防条例の一部を改正する条例制定･････････････････････可

決

◆森町福祉灯油等の助成に関する条例制定･････････････････････････可

決

◆令和２年度森町一般会計補正予算
（第11号）
･･･････････････････････可

決

地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、
所要の
改正をするものです。
国民健康保険法施行令の一部改正により、
所要の改正をするものです。

地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い関係条項の改正並びに延滞金の
端数計算方法について、
地方税法に準じ所要の改正をするものです。
地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、
所要の
改正をするものです。

対象火気設備等の位置、
構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する
条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、
所要の改正をするものです。
町内に居住する単身高齢者世帯、
重度心身障がい者世帯、
ひとり親世帯等の
低所得の状況にある世帯に対し、
冬期間の暖房費の一部を助成するものです。

予
算

歳入歳出に11億5425万９千円を追加し、
予算総額を142億6372万８千円とするほか
継続費の変更、
債務負担行為の追加及び地方債の変更をするものです。

【主な事業】 ふるさと応援寄付金（歳入増額） 10億円

《コロナウイルス対策事業》

・新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

35万円

障害福祉サービス施設や事業所に勤務し、利用者と接する職員等に対し慰労金を給付
（7人分）

◆令和２年度森町国民健康保険特別会計補正予算
（第４号）
･････････････可

決

◆令和２年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）
･･･････････可

決

◆令和２年度森町介護保険事業特別会計補正予算
（第４号）
･････････････可

決

歳入歳出に760万7千円を追加し、
予算総額を26億1806万円とするものです。

歳入歳出に84万５千円を追加し、
予算総額を２億4826万５千円とするものです。

歳入歳出に733万５千円を追加し、
予算総額を20億8564万３千円とするものです。

《コロナウイルス対策事業》

・新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

25万円

介護予防ケアマネジメント事業所に勤務し、利用者と接する職員等に対し慰労金を給付
（5人分）
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予

◆令和２年度森町介護サービス事業特別会計補正予算
（第３号）
･････････可

算

歳入歳出に109万２千円を追加し、
予算総額を２億6173万１千円とするものです。

《コロナウイルス対策事業》

・新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

決

215万円

介護サービス施設に勤務し、利用者と接する職員等に対し慰労金を給付
（43人分）

◆令和２年度森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計補正予算（第３号）･可

決

◆令和２年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算
（第２号）
････････可

決

予算総額8511万１千円は変更せず、
内容を変更するものです。

収益的収入に3378万９千円を追加及び同支出に1791万４千円を追加するものです。
資本的収入に218万７千円を追加及び同支出に219万６千円を追加するものです。

《コロナウイルス対策事業》

・新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

1760万円

都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員等
に対し慰労金を給付
（89人分）

◆令和２年度森町水道事業会計補正予算
（第２号）
････････････････････可

決

◆令和２年度森町公共下水道事業会計補正予算
（第１号）
･･･････････････可

決

◆副町長の選任について･････････････････････････････････････････同

意

収益的支出を１万１千円減額するほか、
債務負担行為を設定するものです。

収益的収入及び支出を220万７千円減額するものです。
資本的収入を1450万２千円減額及び同支出を1569万５千円減額するものです。

人
事

次の方を選任することについて、
同意しました。

就任あいさつ 長瀨賢一

長

瀨

賢

一

氏
（新任）

氏

ただいま副町長選任のご同意をいただきました。誠に身に余る光栄であり、改めて
その職責の重さ、大きさに身の引き締まる思いでおります。
もとより微力ではございます
が、
これまで職員として行政に携わってきた経験を生かして岡嶋町長を補佐し、森町
の振興、発展のため誠心誠意この大役を務めてまいりたいと思っております。議員の
皆様におかれましては、
今後ともご指導、
ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げ、
甚だ簡単ではございますが、
ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうござ
いました。

発議

◆森町議会会議条例の一部を改正する条例制定･････････････････････可
３月・
６月・
９月・
１２月の定期的に開く会議の日について、
特別な事情がある場合、
変
更することができるよう、
所要の改正をするものです。

決

意見書

◆不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書･････････可決【賛成15：反対０】
◆核兵器禁止条約の批准を求める意見書･･･････････････否決【賛成３
：反対12】
可決された１件について、
各関係省庁に送付しました。

3

（100号･R3.2）

の
政
町

が
コ

コ
聞 きたい !!

一般質問 9議員11件

○一般質問とは…
議員個人が町に事務の執行状況や将来に対する考え方など報告説明を求め、
適切な町政運営を進めているかチェックや新規政策等を求めるものです。
（3・6・9・12 月の年 4 回行っています。）

町長の政策取組みについて

髙橋

邦雄

議員

5P

森町の機構改革について

山田

誠

議員

5P

今後における行政運営等について

伊藤

昇

議員

6P

コロナ禍とその後の森町の観光について

斉藤

優香

議員

6P

町長の公約について

木村

俊広

議員

7P

道の駅整備について

河野

文彦

議員

7P

学校給食費の無償化継続について
選挙公報発行について

檀上美緒子

議員

8P

宮本

秀逸

議員

9P

松田

兼宗

議員 9･10P

地球温暖化防止への考えについて

○議会ミニ通信
（第99号）
に掲載漏れがありましたので、
お詫び申し上げます。

新コロナウイルス対策について
さわら幼稚園整備工事と今後の公共施設建設について
○議会だよりでは、一般質問と答弁の要旨をお伝えしています。

全文記録（会議録）
については、
2月中旬に町ホームページで掲載予定です。議会事務局でも見ることができます。
※町ホームページ
（http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/bunya/kaigiroku/）
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今まさに︑求められて
いる事に努めてまいります

います︒

町 長 の 政 策 取 組 み に つ い て

︻髙橋 邦雄 議員︼
当町は人口減少による経済情勢の
変化も著しくこれまでに経済の活性
化やインフラ整備︑教育の環境整備
を実施されています︒近年︑急速に
進む少子高齢化による人口減少は︑
人口問題研究所の推計によると２０
４０年には︑森町は９５５１人と大
幅な減少が予想され︑関連して様々
な課題に直面することが予測され早
期の対応が求められます︒
今後︑医療をはじめとする福祉︑
子育て支援︑教育支援︑産業支援等
の更なる充実を図るため具体的な支
援体制を構築し︑町民が安全︑安心
して暮らせる町づくりに取組まなけ
ればなりません︒実態に応じたより
一層の支援対策が求められると考え
ますが︑町としての今後の取組みと
考えを伺います︒
① 国保病院の経営効率化と介護職
に携わる方々への具体的支援策につ
いて︑どのように考えているのか︒
② 子育て世代の経済的負担を軽減
し︑将来の選択肢が増える教育環境
を実施し︑入学時支援策の具体的な
取組みについて︑どのように考えて
いるのか︒
③ 一次産業への補助金を拡充し︑
観光︑移住︑就業︑起業支援などの
対策に関しての具体的な取組みにつ
いて︒
以上３点に対する町長の所見を伺

︻岡嶋 町長︼
① 国保病院の経営効率化ですが︑
医業収益の中核となる地域包括ケア
病床について︑看護師及び社会福祉
士︑職員等の適正な配置に留意し︑
効率的な収益確保対策に取組みま
す︒介護職に携わる方々への支援で
すが︑介護職員人材確保対策事業の
実施を検討いたします︒
② 子育て世代への経済的な支援制
度として︑町内の小中学校及び高校
入学時に入学準備金を支給すること
を目的とした制度設計を行い︑経済
的な理由による教育環境の格差を軽
減することを目指してまいります︒
③ 一次産業への補助拡充につきま
して︑漁業に関しては︑養殖ホタテ
の生産安定や回遊魚に依存しない漁
業形態の構築を漁業従事者の方々と
共に行うことが︑急務と認識してお
ります︒農業に関しては︑担い手の
確保︑後継者の育成に対する支援︑
農地集積に伴うスマート農業の促進
など切れめのない支援を継続し発展
を図ってまいりたいと考えておりま
す︒観光のあり方については︑観光
を通じた関係人口の創出に取組んで
まいりたいと考えております︒

問

機構改革を
進めて行きたい

大事であり重要であります︒
森町の現在の機構ではなく︑変え
る機構改革が必要不可欠でありま
す︒これらを十分に踏まえて行政執
行し︑森町の活性化を図っていくべ
きと思料しておりますが町長の所見
をお伺いいたします︒

森 町 の 機 構 改 革 に つ い て

︻山田 誠 議員︼
機構改革により庁内の活性化を図
ることは︑行財政改革にもつながっ
て来る訳です︒町長の考えている町
民主導のまちづくり達成のために
は︑強力に推進すべき事項でありま
す︒
また︑これを完結にするために
は︑全職員の質の向上を図り︑森町
が住みよい︑暮らしやすい︑そして
快適なまちづくりを目標に最大限の
努力をすべきであります︒近年の行
財政運営は多岐にわたり複雑化して
おり︑一担当課での処理対応が非常
に厳しくなってきているのが現状で
あります︒例えば︑人口減少対策︑
少子化対策︑そしてふるさと納税
等々の推進事業を見ましても︑各自
治体等でほとんど類似的な対応が多
く︑政策的には成功例はほとんど見
受けられなく苦慮している状況であ
ります︒
これを解消するためにも︑町が抱
えている全ての現状を全職員が共有
し︑トップダウン方式ではなくボト
ムアップ方式に移行して全職員の英
知を結集し︑町民のために森町を変
革すべきであろうと思います︒これ
から必要とされる教育施設︑行政施
設︑また複合施設等の建設について
は︑一課一担当だけで対応するので
はなく︑プロジェクト化されたそう
いう組織の中で対処対応することが

︻岡嶋 町長︼
庁内の連携をより強化し︑職員の
さらなるスキルアップと職員一丸と
なり︑取組む体制の構築を目指し︑
スピーディに事業を進めるためにも
しっかりと機構改革の実施を進めて
いきたいと考えております︒
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１点目ですが︑人口減少問題など
町が抱える行政課題の解決には組織
機構の簡素化︑合理化を行い縦割り
組織の弊害部分を排除しながら事務
事業の執行に適した体制を編成する
ことと︑積極的に機能効率を重視し
た組織づくりに取組みたいと考えま
す︒
２点目ですが︑入学準備金の支給
並びに地元就職での奨学金の免除制
度については︑地元出身の若者の定
着を将来的に見据えた定住対策と考
えております︒また︑新たな高齢者
福祉については︑介護職人材確保対
策事業や高齢者に対する窓口対応の
効率化と利便性の検討を図ります︒
３点目ですが︑道の駅について
は︑森町の食や特産品など魅力の発
信と運営方法を関係者とも協議し検
討したいと考えます︒また︑新観光
イベントの実施は若者の感性と文化
を取り入れ情報の拡散力を活用し
て︑森町の歴史︑自然︑芸術の魅力
を強く宣伝するとともに新たな観光
コンテンツの創出を図りたいと考え
ております︒
４点目ですが︑定住対策は︑世代
や家族構成︑目的などターゲット設
定を意識した取組みと人口の東京一
極集中状態に変化の兆しが現れてい
ると感じており︑このような動向を
常に注視しながら施策の検討を図り
ます︒

関係者と話し合いながら
進めていきたい

と思います︒町長の所見をお伺いし
ます︒

コロナ禍とその後の森町の観光について

問

︻斉藤 優香 議員︼
第二次森町総合開発振興計画で
は︑基本計画として﹃地域の資源や
産業︑住民のアイデアや行動力を生
かし︑住民も観光客も楽しめる本町
ならではの観光を振興し︑周辺自治
体と連携を深めながら日本人︑外国
人旅行者の滞在時間延長や地域経済
の好循環につながるような観光地つ
くりを推進します︒﹄とありますが
未だに観光ビジョン︵観光振興計
画︶の策定計画もありません︒
森町には唯一無二の観光名所が多
数あるにも関わらず︑今まで整備も
PRもあまりされてない︑町民すら
知らない︑どこにあるのかわからな
いという声も聞かれます︒観光産業
は誇りの持てるまちづくり︑一次産
業の活性化︑企業誘致や移住からの
人口増加︑地元を知ることで地元愛
に繋がることだと思います︒町民︑
行政が知恵を出し合い︑専門家や企
業の協力を得て︑新しい時代の観光
ビジョンで世界にアピールしていく
時だと思います︒
また︑来年にも北海道北東北縄文
文化遺跡群は世界遺産に登録される
となれば︑当然鷲ノ木遺跡も関連資
産として注目されます︒本格的な保
存方法が決まるまででも道内最大級
のストーンサークルを俯瞰的にみて
もらうためのツリーハウス︑見学路
の整備︑ガイド等が必要ではないか

︻岡嶋 町長︼
観光ビジョについては︑新たに森
町が向かうべき将来像を描き︑その
中で観光が担えるものを明確化し︑
関係者と協議しながら策定を検討し
ていきたいと思っております︒既存
の観光資源を再確認し︑新たな魅力
の構築を各イベントなどを活用し模
索するとともに︑お客様が地域住民
と交流する機会を設けていきたいと
考えております︒観光を通じた関係
人口の創出︑観光名所や地元が誇る
景色を世界に誇れるロケーションと
してアピールするために情報発信の
強化︑趣味の撮影から︑商用撮影ま
で幅広く誘致促進する仕組みを構築
していきたいと考えております︒
また︑鷲ノ木遺跡はどうやって残
していくか︑保存方法や整備︑見せ
方︑それをどう
いった形で経済
に落とし込むの
かなどを関係各
所と話し合いな
がら進めていき
たいと考えてお
ります︒

6

今後における行政運営等について

︻伊藤 昇 議員︼
このたびの選挙で︑町長は町民の
皆様に決意として幾つかの政策を示
した訳ですが︑今後における行政運
営等をどのように進めていこうとし
ているのか︑具体的な内容につい
て︑以下お尋ねします︒
① 人口の減少が予測される中で︑
機能的な行政運営を実行するにあた
り︑役場の機構改革の実施と組織づ
くりが必要であると思いますが如何
ですか︒
② 子育て支援について︑入学準備
金の支給及び奨学金制度など支援策
を図るとしておりますが︑施策とし
て少子化対策なのか︑定住対策なの
か具体的な取組について︑また︑高
齢者が安心して地域で暮らせる新た
な高齢者福祉の考えはありますか︒
③ 観光行政について︑道の駅の整
備と森町の歴史︑自然︑芸術に若者
文化を融和させた新観光イベントの
展開とあるが︑どのような施策を考
えておりますか︒
④ 定住対策について︑町長の考え
ている地方移住の流れをしっかり捉
える定住対策についての具体的な取
組みをお聞かせ願います︒

検討して
進めていく
︻岡嶋 町長︼

鳥崎で採取

トリサキ土偶

答

問
答

（100号･R3.2）

必ずできるように
前に進めます

︻岡嶋 町長︼
入学準備金については︑町がこれ
まで行ってきた子育て支援事業を後
退させることなく︑小中学校及び高
校の入学時に子育て世代の経済的負
担を軽減することを目的として︑入
学前の学用品など調達するための準
備金として考えています︒
奨学金制度については︑町の既存
の奨学金制度を生かしていくことを
視野にいれての制度設計について検
討してまいりたいと考えておりま
す︒制度の詳細に関して︑現時点で
は具体的な例を提示するには至って
おりませんが︑人口減少の進む中︑
企業で働いていただける方の採用も
しづらい状況となってきておりま
す︒新制度を利用する方々が︑森町
で就職し定住する︒その糸口とし
て︑このような事業を森町で構築し
ていかなければと思っております︒
特に公約に挙げたこの２点の事業に
ついて︑必ず実現できるよう前に進
めて行きたいと考えております︒

町の顔として
整備に努める

岡嶋町長の選挙公約に﹁森町ファ
ンの増加する道の駅整備を行う﹂と
あります︒どのような手法でファン
増加を実現するのか︑新たな道の駅
を構築していく中で︑どのような機
能を備えていくのか︑町長の所見を
伺います︒

道 の 駅 の 整 備 に つ い て
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岡嶋町長の公約︑入学準備金︑奨学金返済免除について

︻木村 俊広 議員︼
入学準備金は︑子供達の入学時に
掛かる経費を︑町が入学生一人に対
し 万円支給しようとするものだと
思います︒入学時には色々と物入り
となり︑子育て世代の経済的負担も
大きいので︑これを実現できれば︑
大変喜ばれる事だと思います︒しか
し︑ここ数年の子育て行政でも︑医
療費負担︑給食費の助成︑幼稚園・
保育所などの無償化︑町として子育
支援の負担も年々大きくなってきて
おります︒入学準備金も一過性では
なく毎年継続する為には︑財源の確
保が重要となります︒
奨学金制度について一般的に奨学
金と言えば︑所得制限などがある公
的なものだと思いますが︑現実的に
はそれはごく一部の方で︑その他の
金融機関などの奨学金貸付などを利
用するケースの方が多いと思われま
す︒また︑これらを利用した方々の
中には︑返済の滞っている方もいる
ように聞いております︒森町に就職
することにより免除されれば︑その
後の森町での生活も大変前向で明る
いものになると思われます︒公約で
は制度新設とありますが︑どのよう
なお考えなのかお聞かせ下さい︒

問

︻河野 文彦 議員︼
ＹＯＵ・遊・もりは登録から 年
が経過しました︒設置当時は道路利
用者の休息機能と情報発信機能が主
な目的でしたが︑最近では地域連帯
機能も備えた３つのコンセプトを打
ち出している道の駅が多く設置され
ています︒各地の道の駅が個性豊か
な特色を活かすことで訪れる人々を
魅了し︑道の駅自体が目的地とな
り︑集客力のある観光施設の１つと
して成功している自治体が各地で見
られます︒
森町の国道２７８号線沿いのつど
〜る・プラザ・さわらは︑本来の機
能に加えて地域住民の集会などが可
能な兼用施設であり︑催事なども多
く開催されていますが︑国道５号線
沿いのＹＯＵ・遊・もりは︑旧物産
館が解体され展望物産館に出店して
いたレストランが撤退し︑集客力が
低下しているのではと危惧されてい
ます︒国道５号線は交通量が減少し
ているとのデーターもありますが︑
北海道を代表する主要幹線であるこ
とから多くの車両が行き交ってお
り︑最高のロケーションと豊かな自
然の恵みである素晴らしい食の魅力
をアピールする最良の場です︒老朽
化と手狭になった施設への対応と催
事も含めた新たな企画が求められて
いると多くの町民が感じているとこ
ろです︒

︻岡嶋 町長︼
現在の道の駅は今や町の顔として
の側面が大きな部分を占めていると
認識しておりますが︑地域の食や特
産品などの魅力があってこそであり
ます︒道の駅から森町ブランドを確
立するためにも町内事業者様と協働
で森町特産品を取り揃え︑町民の
方々にも広く携わって頂くことで産
業振興を実感して頂きたいと考えて
おります︒森町には２つの道の駅が
ありますので地域ごとの特色や商材
を明確にし︑森と砂原の全域を周遊
していただけるきっかけを作ること
で観光産業の強みになると考えてお
ります︒また︑当町の道の駅は防災
拠点として関係機関と協定を締結し
ておりますので発災時避難場所とし
ての機能も維持︑整備を進めていき
たいと考えております︒
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しかし︑給食費無償とした場合︑
継続的な予算確保が必要であり︑財
源確保は大きな課題です︒今後は保
護者に給食費負担をしていただき︑
一部助成を継続して子育て世代の経
済的負担軽減を図っていきたいと考
えます︒
また︑財政上許容の限りですが︑
子育て世代への様々な支援︵入学支
援金等︶を拡充していきたいと考え
ています︒
人口減少も進む中︑財源を検討し
ながら︑不公平な税金の使い方は是
正していかなければならないと思っ
ています︒財政を見直し︑子育て支
援︑教育現場の支援を財源の確保が
できれば︑適時適正に見直して︑拡
充を総合的に判断していこうと考え
ています︒

学校給食費の無償化継続について

︻檀上美緒子 議員︼
今年度︑新型コロナウイルス感染
症対応地方創生交付金を活用して︑
小中学校の給食費を無償にしまし
た︒保育所︑幼稚園の無償化同様︑
保護者からも現場からも歓迎され︑
少子化対策︑子育て支援としてとて
も有効な施策と言えます︒
学校給食は︑子どもたちの成長に
はもちろん︑食育や生活習慣︑人間
関係にとっても重要な教育の一環と
して位置づけられます︒
また︑税金の公平な使い方からし
ても給食費の無償化は非常に意味が
あると思います︒
財源では︑グリーンピア大沼㈱や
指定管理者へのこの度のコロナ禍の
補助金の出し方で︑非常に不公平な
実情が森町ではあります︒ここを見
直したり︑ふるさと応援基金を活用
するなど︑給食費を無償化するとい
う姿勢で財源確保の検討をして︑無
償化を継続するべきと考えます︒

適時適正に見直し
総合的に判断していく

︻岡嶋 町長︼
今年度は︑コロナ対策の一環で給
食費を無料にし︑父母のみなさんの
評判もいいと承知しており︑給食費
の無償化は選択肢としてないわけで
はありません︒

委員会の見解に同意できるもので
す︒
今後︑条例制定に向けた準備を進
め︑次回の町議選挙に間に合うよう
に進めていきたいと考えています︒

選 挙 公 報 発 行 に つ い て

︻檀上美緒子 議員︼
月の町長選挙は︑新型コロナ感
染症対策で︑候補者の政策や主張を
直接見聞きしたり︑比べたりする機
会が設けられず︑町民から選挙公報
発行の要望があがったものの︑﹁森
町には選挙公報条例がない﹂と言う
ことで見送られました︒
また︑開票翌日が新聞休刊日と重
なったこともあり︑町民の中には開
票結果が分かるまで時間がかかった
方がいます︒
選挙への関心を高めたり︑投票率
向上や情報提供・判断材料として選
挙公報が発行できるよう次期町議選
挙までに選挙公報条例を制定すると
ともに︑選挙結果を行政防災無線の
活用も含め迅速丁寧に町民へ情報提
供するべきと考えます︒

次回町議選挙に間に
合うように条例を制定

︻岡嶋 町長︼
森町選挙管理委員会では︑この度
の町長選挙では日程上無理があり見
送りましたが︑町民に候補者の主張
を知らせる機会として選挙公報を発
行すべきとする町民の要望は理解で
き︑選挙公報発行の条例制定につい
て前向きに検討すべきとの見解で
す︒
町としても町民の要望や選挙管理
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︻岡嶋 町長︼
① ６月会議において北海道森町気

候非常事態宣言をしております︒こ
れは森町民一体となって地球温暖化
防止や温室効果ガス削減といった取
組みの宣言であり︑町の方向性を示
す重要な指針であると認識しており
ます︒
② 地球温暖化防止の取組みとして
森林環境の保全や節電の推進︑地域
新エネルギーの利用促進など各課に
おいて幅広い取組みを実施しており
ます︒まずは現行の課︑部局の体制
において取組みを行う中で関係各課
における課題の共有と連携を深め︑
具体的な施策を推進します︒
③ 現段階では森町における地域新
電力の設置の考えはありませんが︑
既に地域新電力の取組みを進めてい
る自治体などを参考とするとともに
情報や事例の収集に努めていきま
す︒

けの対策をお聞きします︒

各産業向けの対策は︑
状況把握しながら対応

︻岡嶋 町長︼
当町の新型コロナウイルス対策
は︑対策行動計画に基づいて対策を
進めており︑有効であったと考えて
います︒
感染者の公表内容については︑感
染者本人の同意と公衆衛生上の必要
性を精査した上で北海道が判断して
おり︑当町で感染者が発生した場合
は︑渡島保健所が聞取りなどの対応
をすることとなっています︒
現時点で終息の目途が立たない状
況で各産業の停滞に伴う担税力の低
下も懸念され︑町財政はさらに厳し
さを増すと予想され︑今後も国の財
源による支援が中心となると思いま
すが︑経済活動の状況把握しながら
各産業のニーズに対応していきま
す︒

9

新コロナウイルス対策について

︻松田 兼宗 議員︼
北海道は︑ 月 日︑新たに新型
コロナウイルスで１人死亡︑ 人の
感染が確認されたと発表しました︒
道内のこれまでの死者は計158人
となりました︒新型コロナウイルス
は︑東京などの大都市部だけでな
く︑北海道など気温が下がってきた
地域などでも感染が広がるなど︑今
月以降︑感染拡大のペースが速くな
っていて︑感染の“第３波”とも言わ
れ︑医療崩壊が起きつつあるともい
われています︒
森町の新コロナウイルス対策は︑
平成 年９月に作成された﹁森町新
型インフルエンザ等対策行動計画﹂
を指針としてなされていると思いま
すが︑ か月を経過する中で有効で
あったと考えますか︒
そして︑渡島管内で感染者が出た
後︑町内で感染者が出たとかなど︑
複数の様々なデマ情報が出まわり︑
基本的人権に係る問題が発生してお
ります︒それは︑町民にとって︑
国・北海道・保健所との関係や感染
者が出た時︑公表する︑しないの判
断基準の不明瞭さあると考えられる
が︑如何か︒森町の対応策について
お聞きします︒
また︑各産業などへの支援策が実
施されてきましたが︑長期間にわた
り影響があることが予想されること
から︑今後の森町としての各産業向

10
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地球温暖化防止への考えについて

︻宮本 秀逸 議員︼
先の臨時国会の所信表明演説で
は︑菅首相が２０５０年までに温室
効果ガス排出量を実質ゼロにする目
標を揚げました︒内閣に続き国会が
温暖化への強い危機感を表明し︑対
策の抜本強化の必要性を訴えまし
た︒重視すべきは︑地球温暖化問題
について気候変動の域を超えて︑気
候危機の状況に立ち至っていると指
摘している点で︑ 年版環境白書で
は人類を含む全ての生き物の生存基
盤が揺るがされているとの認識が示
されています︒森町では６月に気候
非常事態宣言を行いました︒以下町
長の所見を伺います︒
① 気候非常事態宣言をどのように
捉えておられるか︒
② ＳＤＧｓの中にも明確に位置づ
けられており︑町民への周知や今後
の町としての具体的な施策を立案実
施するための担当部署が必要だと思
うが町長の所見は如何か︒
③ 温室効果ガス実質ゼロに向かっ
て各地で自治体新電力が設立されて
いるが︑森町として取組む考えはな
いか︒

森町気候非常事態宣言は
町の方向性を示す
重要な指針と認識
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っては︑指摘のような事案が発生す
ることのないよう適正に事業を推進
していきます︒
町内には老朽化の著しい施設が多
数存在しており︑限られた財源の中
で更新︑長寿命化︑統廃合等を計画
的に進めなければなりません︒施設
利用者のニーズや地域の特性を把握
し︑トータルコストの縮減を目指
し︑それぞれの施設の課題を解決す
るための取組が重要です︒このこと
を踏まえ︑建設の優先順位について
は︑町全体の最適化の観点から検
討︑判断していきます︒

森町議会は、町民によく見え、わかりやすく、町民が参画できる
議会運営をするため、情報公開の強化や傍聴者の新型コロナウイル
ス感染症予防のため、ＹｏｕＴｕｂｅを利用し議会の本会議や予算･
決算委員会などのライブ中継と録画映像の配信を行います。
ＹｏｕＴｕｂｅによるライブ中継は、各公共施設（役場新棟１
階・議会・公民館・砂原支所・砂原公民館）に設置の大型テレビで
も視聴することができます。

中継受信設備
（議会ロビー）

さわら幼稚園整備工事と今後の公共施設建設について

︻松田 兼宗 議員︼
令和元年度森町各会計歳入歳出決
算認定において不認定すべきとして
討論しました︒その内容の一部は︑
以下のとおりであります︒
﹁さわら幼稚園建設工事における
令和２年２月 日開催の森町議会２
月会議で議決された変更工事が事前
着工の可能性があり︑地方自治法
条１項５号及び森町議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得又は処分
に関する条例に違反している可能性
があります︒それは︑議会の議決権
の侵害であり︑議会軽視であり︑議
会を愚弄するものであります︒﹂
その後︑情報公開条例に基づいて
開示請求を提出し︑得た文書情報に
よるといくつかの疑義があることが
判明しました︒今後︑公共施設等の
建設が予想される中︑不適切だと疑
われる事を修正し︑改善することで
森町の事業を推進すべきであると考
えるが︑如何か︒
また︑新町長となったことで︑森
町における公共施設等の建設の優先
順位の考えがあると思いますので︑
お聞かせください︒

町全体の最適化の
観点から検討・判断

10

北海道森町議会
公式チャンネル

カメラ設備
（議場）

カメラ操作設備
（議場）
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96

︻岡嶋 町長︼
今後の公共施設などの建設に当た

議会の様子を
令和３年３月からＹｏｕＴｕｂｅで配信！

問
答

（100号･R3.2）

委員会活動レポート
委員会は、所管する事項について調査し、報告を求め審査をしています。
総務経済・民生文教・広報広聴の各常任委員会で審議された案件の一部を報告します。

総務経済常任委員会

【調査日】令和２年9月17日

総務課関係
複合施設の計画について
複合施設の計画的なものは現在なく、
既存施設の長寿命化をする方向性で進めています。今後は、
人口の動向など注視しつつ、
複合施設の形態や方向性が定まり次第、
事業に向けてプロジェクトチーム
を編成し、
先進地視察などを積極的に行いたい。

民生文教常任委員会

【調査日】令和２年9月25日

学校教育課・子育て支援課関係
幼保連携の具体的な取り組みについて
幼保連携は、
森町教育水準向上対策協議会として幼保小中連携推進部で４ブロック体制で取り組
んでいる。
それとは別に、
森幼稚園と森保育所は、
年２回子どもたちの交流を行っている。
その際、職員間で交
流前には子どもたちの交流の狙いや具体的交流内容について、交流後には交流していた子どもたち
の様子などについて話し合い、
今後どのような交流で就学に向けて取り組んでいくかを検討している。
今後は、幼保連携の充実を図るため、
ほかの幼稚園と保育所の交流の実施に向けて検討していき
たい。

広報広聴常任委員会

【調査日】令和２年11月13日

企画振興課関係
広報
「もりまち」
の編集方針について
森町広報委員条例と広報委員の役割について
広報もりまちは町民と行政を結ぶ身近な情報伝達手段であり、
このことを踏まえ、
行政情報を的確に
伝え、
理解や関心を深めてもらい、
行政をより身近に感じてもらえるよう広報紙の編集に努めている。
広報紙作成までのスケジュールは、
まず、
各課からの原稿締切りを毎月10日としており、
約１週間ほど
編集作業に入り、
校正、
理事者の決裁を受け、
業者へ入稿し、
校了となります。
月末、
納品を受け、
１日に
各駐在員等へ配付される。
森広報の編集方針というか、在り方ということについての基本的な姿勢を明確にする上で条例化を
するという考えはない。質的に異なる意見箱の取扱いについては、
今後の課題とする。
広報委員10名のところ、
公募委員４名のうち１名当初より不足で、
９名の状態である。
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（100号･R3.2）
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令和２年 月 日から令和３年１月 日までの
議会の主な活動について︑お知らせします︒
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編 集 後 記
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12

15

11

16

12

10

令和２年第１回森町議会 月会議
・
・３ 議会運営委員会
﹁ 月会議の運営について﹂
・８ 全員協議会
﹁議会運営委員会委員長報告
月
会議の運営について﹂
令和２年第１回森町議会 月会議

令和３年
１・

議会広報とは﹁議会活動の内
容等を広く町民に知らせるこ
と﹂で あ り︑広 聴 と は﹁議 会・
行政に対する町民の意見・要望
を収集し︑住民の声を政策に反
映すること﹂です︒
森町議会においては︑広報は
﹁議会だより﹂﹁ホームページ﹂﹁フェ
イスブック﹂等︑広聴は﹁議会
報 告 会・意 見 交 換 会﹂﹁議 会 カ
フ ェ︵休 止 中︶﹂等 で あ り︑広
報と広聴が複合的に作用する事
で最大限の効果を期待できる事
になります︒
３月から議会傍聴の変形であ
る﹁YouTube﹂を利用し
た 議 会 中 継 が 開 始 さ れ ま す が︑
今 後 増 々︑﹁I C T﹂と り わ け
﹁S N S﹂を 活 用 し た 議 会 の 広
報広聴活動が進展し︑変化して
いくことになります︒一方︑表
紙の写真の工夫や﹁町民のイン
タ ビ ュ ー 記 事﹂︵休 止 中︶の 掲
載等は︑読まれる議会だよりを
目指してのものです︒
さて︑第100号︵ 号から
HPにて閲覧可能︶の節目を迎
える森町議会だよりですが︑今
後に期待してペンを置きます︒

広報広聴小委員会
委員長 松田 兼宗

価値観の変更が必要・・・

新コロナに負けるな︒

21

30

全員協議会
﹁新型コロナウイルス感染症対策事
業継続支援金について﹂
﹁新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保事業について﹂

11･16 令和３年度予算編成に
向けての政策提言書を提出

12 11
12

議 会 日 誌

10

議会運営委員会
・
﹁ 月会議追加補正予算について﹂
全員協議会
・
﹁議会運営委員会委員長報告
月
会議の運営について﹂
令和２年第１回森町議会 月会議
・
・９ 議会運営委員会
﹁森町議会会議条例の一部改正につ
いて﹂
広報広聴常任委員会
・
﹁広 報 も り ま ち の 編 集 方 針 に つ い
て﹂
﹁森町広報委員会条例と広報委員の
役割について﹂
全員協議会
﹁令和３年度政策提言書について﹂
﹁森町議会会議条例の一部を改正す
る条例制定について﹂
議会運営委員会
・
﹁ 月会議の運営について﹂
全員協議会
・
﹁議会運営委員会委員長報告
月会議の運営について﹂
11

