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令和3年
第１回森町議会

3月会議

３月会議が、
３月２日から12日までの日程で行われました。
３月会議で決まった主なものは次のとおりです。

令和3年度予算
◆令和３年度森町一般会計予算に対する修正案･････････････可
動議/修正案

決
（賛成８
：反対７）

尾白内小学校校舎・屋体耐震診断業務委託料の５０００万円を減額

修正案提案理由
（斉藤優香議員）
位置し、避難場所指定も除外されております。そ
して、10年前の３月11日、東日本大震災で津波
浸 水 予 想 域 区 外にあった宮 城 県 石 巻 市 立 大
川小学校の児童74人、教師10人が犠牲になり
ました 。学 校 の 責 任を問う裁 判 が 起こされ 、
2019年10月10日、原告ら遺族の勝訴が確定し
ました。内容は、平時における学校の安全確保
義務違反を認定し、組織的過失を初めて認め、
学 校や組 織における事 前 防 災の必 要 性が明
示されるというものです。
このことを重く受け止
め、森町の学校防災について子供たちの安心、
安全を第一に考えて行動すべきです。想定外
は通用しないと言われている中、尾白内小学校
の建っている場所は想定内なのです。再度意
見の集約をして、保護者や地域が本当に望む
尾白内小学校の児童の安全確保になる最善の
対策、尾白内小学校と共に尾白内保育所に通
う子供たちや住民の安心、安全の対策こそ急ぐ
べきです。
以上、尾白内小学校校舎・屋体耐震診断業
務 委 託 料の5 0 0 0 万円の減 額、修 正 動 議の趣
旨、提案説明といたします。

３月８日の予算等審議特別委員会において
教育費についての質疑が行われました。その中
で多くの委員から１年前と同じ内容の尾白内小
学校の耐震診断について質問がありましたが、
満足いく納得のできる明確な回答をいただけま
せんでした。今回の予算審議特別委員会にお
ける一般会計予算の否決は、
このことが大きな
原因であると言えます。中でも１年前、保護者や
地域からの全体意見の聴取の必要性を指摘し
たことに対する教育委員会の対応は、結果とし
て保護者や地域全体を集約した意見として納
得できるものではありませんでした。少子化によ
る児童数の減少が続き、複式学級もあるという
中で、集団活動に不安を感じている保護者もい
ます。現状の説明もなく、方向性も見えないまま
広く意見を聞かない中での耐震診断事業の進
め方について不安と不信の意見が寄せられて
おります。
また、現在巨大地震を想定した津波浸水域
のハザードマップの改定が進められております。
今後浸水域の拡大がされる中、海抜６メートル
に位置する尾白内小学校はもう既に浸水域に

討論/予算案賛成
（山田誠議員）
ついてもその地域の部分、振興を図ってまいり
たいということでございます。そして、地域公共
交 通の基 本 計 画の作 成 が 組まれてございま
す。防 災、消 防 等につきましてもそれぞれの地
域防災力の充実、強化が図られている。教育関
係についても幼小中、社会教育等々各階層の
さらなる充実が図られ、幅広い教育振興、文化、
芸術振興が図られる、町全体が盛り上げられる
予算となっております。

令和３年度の町長の執行方針に基づいた予
算であり、子育て支援、高齢者福祉対策、農林
水 産 業においても各種補助事業に力を入れ、
それぞれの事 業 振 興を図り、産 業の活 性 化を
図る予算でございます。
また、商工業につきまし
ては地域経済対策に力を入れ、町内の活性化
を図る事業の取り入れがなされてございます。
ごみ処理関係についても衛生環境の充実が図
られている。
また、定住対策、空き家対策等々に
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討論/予算案反対
（檀上美緒子議員）
2021年度一般会計予算は、汚泥再生処理
センターの建設やプレミアム商品券発行事業等
住民の暮らしや営業に関わる大きな事業ばかり
でなく、様々な施 設 や 事 業 、教 育 や 福 祉など
116億円もの予算となっています。その予算執
行に当たって公正、公平で、町民の安心、安全
が守られる住みよい町づくりに貢献することが
大事だと思っています。その点で看過できない
２つの問題点があることから、予算案に反対し
ます。
１つは、新年度予算で５年目、折り返し地点を
迎えるグリーンピア大沼株式会社への2800万
円の補 助 金です。予 算ですから、誰しも1 0 0％
の執行は考えていません。多少の変更は許容
範囲ですが、初めから変更ありの名目で提出す
ることは許されますか。
グリーンピア大沼への補
助金は、2017年度から開始以来４年間、
この３
月会議の予算案で出された施設改修、設備投
資内容の実施率はよくて10％、最悪はゼロ％、
名目計上としか言いようのない実態が続いてい
ます。
さらに、昨年度まではグリーンピア大沼株
式 会 社が補 助 金申請に必 要な書 類 提出を拒
否しているにもかかわらず、唯々諾々と補助金
を出し続けてきました。新年度予算案審議に際
しても、
この件についての反 省は全くありませ
ん。
これほどの議会の予算審議、町民をないが
しろにする予算執行を続けさせることが許され
ますか。
もう一つは、修正案が出されている尾白内小
学 校の耐 震 診断費用5000万円です。昨年の

予算審議で指摘された保護者をはじめとする
地域住民の声を聞き、方向性の合意がまず必
要としたことがほとんどなされていません。尾白
内小学校の36世帯の保護者の声を聞くことが
それほど難しいことでしょうか。直接的で最も大
きな影響力を持つ声をしっかり聞かずに、
ＰＴＡ
役員の声が総意とするのはあまりにも強引で横
暴だと思いませんか。子供たちの安心、安全が
第 一で、そのための手だてを一 刻も早くと思う
のは皆同じです。
しかし、
「耐震診断をしなけれ
ば安全かどうか分からないから耐震診断が必
要」、
「目の前の安全のためにまずは耐震診断」
というのは、子供たちの安心、安全を第一にして
いるとは思えません。
なぜなら、既に尾白内小学
校は浸水区域にあることが分かっているのです
から、その危険から守ることをまずしなければな
らないのではありませんか。
目の前のはっきりし
ている危険を置いておいて、
「耐震診断」
しなく
ては安全かどうか分からないというのは、浸水
区域にあるという目の前のはっきりしている危険
に目をつぶっていることです。耐震診断より優先
すべきは浸水区域にあるという目の前のはっきり
している危険に対し、応急処置も含めた対策を
することではありませんか。あわせて、尾白内小
学校以上に厳しい状況にある尾白内保育所に
通う子供たちの安心、安全を守ることではありま
せんか。
グリーンピア大 沼の補 助 金と尾白内 小 学 校
の耐震診断に関わり、お金の使い方、計画の進
め方や在り方に問題があることを指摘します。

討論/修正案反対
（山田誠議員）
とは学校設置者の責務であり、その中で子供た
ちの安全、安心の確保は何よりも最優先に取り
組む事項であると思っております。
まずは、耐震
診断の結果を踏まえながら様々な議論をすべき
であって、結果が出ない前に想像的な議論をし
ているばかりは慎むべきではないでしょうか。今
回の耐震診断予定の尾白内小学校は、地域の
コミュニティの中核を担う学校施設であり、早急
に耐震診断を実施すべきであります。

教育関係の各学校の耐震化については、安
全 性を確 保 することが極めて重 要でございま
す。昭和56年以降の建築については、耐震診
断が義 務 づけられております。先 般 北 海 道 知
事、道教育長から森町長に対し耐震化に向け
ての要請がなされてございます。町内全ての学
校の耐震化が完了しなければ、老朽化の改修
計画にも影響すること大であることは明白でご
ざいます。次代を担う子供たちが日々充実に学
べるようその基盤となる教育環境を整備するこ
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討論/予算案賛成
（宮本秀逸議員）
まだ続きます 。町の人口は今 後 2 0 年 以 内に１
万人を割り、合併時の半分になると予想されて
おります。当然町づくりはこのことを念頭に置い
て考えていかなければなりません。子供の保育
や幼 児 教 育の在り方 、老 朽 化していく施 設の
更 新 計 画、小 学 校の存 続や統 廃 合もあり得る
ことも見 据えて町づくりを考えていかなければ
なりません。令 和３年 度の学 校の耐 震 診 断や
耐力度調査は、その第１段階だと考えます。喫
緊の課 題でございます 。事 業には、当 然 相 応
の費用がかかります。今さら申し上げるまでもな
く、最少の予算で最大の効果を求めていくのが
行政の予算執行の在り方です。その財源は国
民 の 税 金 であり、寄 附など 善 意によるもので
す。当局にはしっかりと取り組んでいただきたい
と思います。

一般会計の中で最も議論されたのがただい
ま修正案が出されました小学校の耐震診断で
ございました。駒ケ岳小学校の耐力度調査、尾
白内 小 学 校と森 幼 稚 園の耐 震 診 断です 。私
は、早 急にやるべきだと思います 。未 来を担う
子供たちが毎日通って学び、楽しく生活してい
る場です 。歴 史ある学 校で学ぶ子 供たちは、
先輩たちが今日まで築いてきた地域との関わり
や学校の伝統や現実的な課題等貴重な体験
を積んでいきます。
まずは、そういう子供たちの
安全を担保することです。全道のほとんどの学
校が100％取組が終わっている中で、森町だけ
がやらないでいいわけなどありません。地域や
保 護 者の代 表からも要 望が上がっていると聞
いております 。
もちろん子 供たちの思いも様々
なことがあるでしょうから、一日も早く実施して、
次のステップへと進むべきです。少子化はまだ

討論/修正案賛成
（河野文彦議員）
の新築、統廃合など皆様で描いた未来像に寄
り添い、実現していくのが行政の役割なのでは
ないでしょうか。教育委員会では耐震化工事が
終わってから津波浸水エリアを考慮し、その時
点で学校の在り方も含めて地域の方々へ話せ
ばよいと発言しておりますが、本当に子供たちの
安心、安全を考えるなら、今同時進行すべきで
はないでしょうか。誰一人取り残さない、そんな
配慮が必要なのではないでしょうか。
先月尾白内小学校の視察が行われて、私が
通学していたときと変わらない校舎と廊下に掲
げられた小学校時代の自分の写真と同級生の
写真を見て、
自分にとっての歴史がこの校舎に
刻まれていると改めて確信しました。非常に思
い入れと愛着のある学校であるのは、尾白内地
区の先輩から今通学している子供たちまで同じ
であります。校 舎が存 続しても新 築されても統
廃合されても変わらない誇るべき思い出であり
ます。
しかし、責任者の私たちが最も重要視しな
ければならないのは、私たちの思い出ではなく、
安全、環境含めた子供たちが生き生きと学習で
きる場の創出であります。誇るべき教育行政の
実現のためにも皆さんの意見にいま一度耳を傾
ける必要があると思います。

１年前にも同様の案件で討論させていただき
ました。学 校運営協議会とは意見交換が進ん
でいるようですが、一番の主役であるはずの保
護者や子供たちとの意見交換がされていませ
ん。そして、実際に尾白内小学校へ通学してい
る東森地区、港町地区には１年前と同様に一切
の説明もせずに今日に至っております。教育委
員会では東森、港町から尾白内小学校への通
学者は存在しないので説明の必要はないと発
言しておりましたが、先日の予算委員会の答弁
の中で発言の訂正をされました。本当に東森、
港町の子供たちを忘れていたのなら、改めて地
域に説明する必要があると考えます。学校運営
協議会の議事録を拝見いたしました。修正案の
提案理由が統廃合を前提にされているかのよう
に説 明されていますが、保護 者、子供たち、地
域全体への説明不足が最大の原因であると私
は考えています。尾白内小学校に関わる全ての
方が学習環境、安全性、
コミュニティなど様々な
要素について意見交換を行うことが必要なので
はないでしょうか。そういった意見交換の中でま
もなく60年を迎える校舎についても様々な意見
が聞かれると思います。浸水エリアであることも
改めて議論されると思います。そういった議論
の中で現在の校舎の延命化、尾白内地区内で
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討論/修正案反対
（髙橋邦雄議員）
域の皆 様に対してどのように説 明できるので
しょうか。地域、保護者から耐震診断調査は必
要ないとの声、要望が上げられている事実はあ
るのですか。地域、保護者の思いを置き去りに
した考え方でこの先の子 供たちの安 心、安 全
を守っていけると考えますか。地 域、保 護 者の
思いを置き去りにするようなことはあってはなり
ません。町長の進める町民主導の町づくりを目
指していけるのですか。
先般予算等審査特別委員会の審議の中で
耐 震 調 査に対して審 議をされるにもかかわら
ず、津 波 災 害 等の内 容を話され、災 害 等の審
議をするのはまず耐 震 診 断 調 査を行い、後に
審議されるものであります。
また、駒ケ岳小学校
屋 体 耐 力 調 査 、森 町 幼 稚 園 耐 震 診 断 調 査も
提案されており、
２校を認め、尾白内小学校耐
震診断調査に対して認めないということはどの
ような考えであるのか。森町議会の考え方が町
内、道内外に配信され、議員、教育環境に対す
る認識が問われていると言っても過言ではあり
ません。一刻も早い耐震診断調査の完了に着
手しなくてはなりません。

令 和２年度森町一般会計予算の一部で
ある尾白内小学校屋体耐震診断業務委託料
について修正動議を提案された際、原案に対
して疑 念を持たれた議員の方の多くの意 見と
して、最優先事項として保護者、地域の意向を
聞き取り、その後耐震診断調査を行ってはよい
のではとの意 見が多 数である。それに伴い理
事者側も地域住民、保護者等の意見を聞き取
りをした結 果、子 供の安 全のためにもぜひとも
早 急に取り組んでほしいとの意 向と、
さらに要
望書も提出されております。文部科学省、北海
道知事、北海道教育委員会等、構造体の耐震
化が未 完 成の学 校 設 置 者においては児 童 生
徒等の安全確保に最優先で取り組んでいただ
きたいとの要請文も出されております。
私たち議員が最優先するべきことは、未来を
担う子供たちの安全、町民が安心して暮らしを
営める町づくりではないのでしょうか。次代を担
う子供たちが日々充実して学べるようその基盤
となる教育環境を整備することは、子供たちの
安 全 確 保は何よりも最 優 先に取り組むべき事
項ではないのでしょうか。今回原案に対して異
論を唱え、執行されなかった場合、保護者、地

討論/予算案賛成
（加藤進議員）
津波は招来していたと思いますけれども、比較
するほうが私はおかしいのではないかと思いま
す。学校施設の耐震化に向けた調査を行おうと
するときに子供の命を危険にしてまで耐震化に
向けた調査をさせないということは、人として命
を保証しないことになることをいまだに理解をし
ていない。そのようなことは、絶対にあってはなら
ない。子供の命を軽視してはならないのでありま
す。学校施設の耐震化に向けた調査について
は、子供たちの安全性を担保する第一歩であ
り、今後の学校の方向性を導くためにも早急に
取り組むことが必要不可欠であります。議員の
方々には子供の安全性を守るためにも学校施
設の耐 震 化に向けた耐 震 調 査の重 要 性を十
分に理解していただきたい。

幼稚園を含む小学校、中学校の学校施設
については、地震防災対策特別措置法におい
て耐震診断の実施が義務づけられております。
つい先月も東北地方で最大震度６強の地震が
発生しており、いつどこで何が起きるか分からな
い地震に対して万が一耐震改修が行われてい
ない学校の施設で子供たちの生命に何かあっ
た場合、いかなる理由も通用しないことは我々
議員誰しもが理解をしなければならないことだと
思います。
先ほど３.11の大川小学校の例が出ていまし
たけれども、私は防災の観点から大川小学校を
挙げることは笑止千万、森町が３.11の地震の
際に何か被害があったでしょうか。地形が違い
ます。大川小学校と同じ地形であれば、それは
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◆令和３年度森町一般会計予算････････････修正案を除く原案可決
（賛成13：反対２）
予算総額を115億7554万7千円とするものです。

◆令和３年度森町国民健康保険特別会計予算････････････････原案可決
（全会一致）
予算総額を25億5805万7千円とするものです。

◆令和３年度森町後期高齢者医療特別会計予算･･････････････原案可決
（全会一致）
予算総額を2億4607万3千円とするものです。

◆令和３年度森町介護保険事業特別会計予算････････････････原案可決
（全会一致）
予算総額を21億2130万9千円とするものです。

◆令和３年度森町介護サービス事業特別会計予算････････････原案可決
（全会一致）
予算総額を2億5393万円とするものです。

◆令和３年度森町港湾整備事業特別会計予算････････････････原案可決
（全会一致）
予算総額を51万１千円とするものです。

◆令和３年度森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計予算･･･原案可決
（全会一致）
予算総額を6510万5千円とするものです。

◆令和３年度森町国民健康保険病院事業会計予算････････････原案可決
（全会一致）
収益的収入を9億5186万6千円、同支出を12億3486万9千円とし、資本的収入を1億4465万
8千円、同支出を1億8793万円とするものです。

◆令和３年度森町水道事業会計予算････････････････････････原案可決
（全会一致）
収益的収入を3億794万8千円、同支出を3億1769万8千円とし、資本的収入を1億700万円、
資本的支出を2億2331万8千円とするものです。

◆令和３年度森町公共下水道事業会計予算･･････････････････原案可決
（全会一致）
収益的収入及び支出を4億6770万8千円とし、資本的収入を1億9037万4千円、同支出を
3億1942万9千円とするものです。

条

例

◆森町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定････････原案可決
会計年度職員の服務の宣誓について、総務省の方針が示されたことを鑑み、当町においても
規定を追加しようとするものです。

◆森町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定････････････････････原案可決
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴うものです。

◆森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例制定･･････････････････････････････ 原案可決
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が
公布されたことに伴うものです。

◆森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定･･････････････････ 原案可決
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が
公布されたことに伴うものです。

◆森町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等
の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定･････ 原案可決
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する
省令が公布されたことに伴うものです。
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◆森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定･･･原案可決
（賛成14：反対１）
地方税法、地方税法施行令等の改正に伴い、森町の国民健康保険税における
賦課限度額について、国基準とのさらなる格差を是正するためのものです。

討論/反対
（檀上美緒子議員）
は国 保 税の歳 入が、保 険 者 数の減もあります
が、前 年 度 比 7 5％としています 。こうした状 況
下、
しかも所得の減少を考慮するならば所得割
と均等割の引下げは大賛成ですが、平等割の
年間１万180円の増はいかがなものでしょうか。
平等割を据え置くくらいの負担軽減策を求めま
す。
健 康 保 険 制 度は憲 法の第 2 5 条、健 康で文
化的な生活を保障する重要な要素です。福祉
の制度として健康保険制度を充実させるため
自治体として取り得る努力を惜しまず、国保税
だけ応益負担を負わせる制度改正を国に強く
求め、平等割の増額を内容とする国民健康保
険条例の一部改正に反対します。

このたび法 定 外 繰 入れ早 期 解 消 及び新 型
コロナウイルス感 染 症の影 響に伴う所 得の減
少を考慮しての所得割、均等割減と平等割増
を主たる条約改正です。今年度は、新型コロナ
ウイルス感染症で全国的に緊急事態宣言が発
せられ、学校の休校や時短営業、休業が要請
されたり、感染予防としてマスクの着用や手指
消毒、不要不急の外出や３密を避けることなど
が要請されました。その結果、現在感染拡大に
歯止めはかかっていますが、経済的ダメージは
大きく、深刻で、国としても国保税の減免措置を
取り入れました。新 年 度においても引き続き新
型コロナウイルス感染症対策は当分必要なこと
は明らかであり、経済的影響も厳しいものがあ
ることは明らかです。ですから、新年度予算で

討論/賛成
（髙橋邦雄議員）
保険税率に合わせて１世帯当たりの平等割額
は引上げとなるものの、被保険者数に応じた均
等割額を引き下げ、多人数世帯の負担軽減を
行い、できるだけ保険税の負担につながらない
よう考えられたものでございます。北海道全 体
で統 一 保 険 料 率に向け取り組んでいる中、森
町だけが北海道国民健康保険運営方針から
外れた方向に向かった場合、道内市町村での
立 場や国や道 への発 言 力の低 下、
さらにはこ
の保険増等改正を審議していただいた森町国
民健康保険運営協議会委員の皆様にどのよう
に説明できるのでしょうか。
これからも北海道全
体で安定した国民健康保険制度を継続してい
くためには、北海道国民健康保険運営方針を
基本とした税率改正は致し方ないと思っており
ます。
この保険税条例の改正を反対するという
ことは、多くの 世 帯 の 保 険 税 が 低くなるは ず
だったものが次年度も現行の保険税率となり、
改正案よりも保険税を多く納めていただくことと
なります。

皆さん御存じのとおり、平成30年度から国民
健康保険は都道府県化され、保険料水準の統
一に向け北 海 道 全 体で取り組んでいるところ
です 。平 成 3 0 年の決 算で全 国で法 定 外 繰 入
れをしている自治体は２割に満たず、北海道内
で赤字削減解消計画を作成しているのは森町
を含め1 7 団 体のみとなっております。令和２年
1 2月に改 正された北 海 道 国 民 健 康 保 険 運 営
方針では2030年、令和12年度をめどに統一保
険 料 率を目指すこととなっており、統 一 保 険 料
率に向けての課題として賦課限度額の統一や
決算補填等目的の法定外繰入れの解消等が
挙げられております。
このたびの保険税率及び
限度額の改正は、
この方針に沿ったものでござ
います。令和２年度の北海道内の限度額を達
成していない保 険 者 数は3 0で、令 和３年 度に
はさらに減少する見込みです。
また、保険税率
については北海道が示した標準保険税率を参
考に所得状況を勘案し、所得割が標準保険税
率よりも引上げとなりますが、前 年 度の比 較で
は合計で0.1％減とし、応益割については標準
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◆森町介護保険条例の一部を改正する条例制定･････････原案可決
（賛成14：反対１）
令和３年度から令和５年度までの新たな介護保険料率を定めるためのものです。

討論/反対
（檀上美緒子議員）
す。介護保険制度の発足の理念をもう一度思
い返し、家族の負担軽減や社会的支援、社会
保障でなければ負担あって介護なしの詐欺的
行為になりかねません。森町は、施設サービスが
充実していると思います。
また、社会福祉協議
会や地域支援包括センターやボランティアなど
も頑張っておられ、健康寿命延長に取り組まれ
ています。そして、高齢化や介護報酬等で費用
も増加し、
自治体でできることには限度はありま
すが、今のこの経済状況下で保険料値上げを
する森町介護保険条例の一部改正には反対
です。国の費用負担増を強く求め、反対討論と
いたします。

このたび３年ごとの見直しで第８期の改正で
すが、
またしても介護保険料の増額改正です。
国保税の改正理由にコロナ禍での所得の減少
が挙げられていますが、経済的に今年度は大
変だった方々が多くおられます。そして、新年度
においてもこの状況が解消する可能性より引き
続く可能性のほうが大きいと言えます。
こうした
状 況 下で保 険 料を値 上げ するのはいかがで
しょうか。値上げ率は３年前の前回19％に比べ
今回は６％と低く抑えられてはいますが、介護保
険制度発足から20年、改正のたびに毎回値上
げが繰り返され、保険料の負担は当初の２倍以
上となっており、それに反して年金等の収入は
減少となっており、生活に重くのしかかっていま

討論/賛成
（加藤進議員）
な制度の構築が重要課題となっております。今
回の改正は今後増加が見込まれる介護保険給
付費を補うための改正となっており、今回の改
正を行わない場合には基金からの借入れを行
い、次期介護保険事業計画の策定時に借入れ
を償還するための財源を保険料に上乗せをし
なければなりません。次の世代の方に大きな負
担を強いることになります。介護保険事業は今
後においても安定した事業運営が求められるこ
とから、森町介護保険条例の一部を改正する
条例に対し賛成討論を行うものです。

全国的に見て介護や医療保険、年金といっ
た社会保障費用は増加を続け、介護保険制度
は平成12年度から始まり、介護保険法により３
年ごとに保険料の見直しが行われてきました。
介 護 保 険 事 業は介 護が必 要となったときに必
要な方に安 心して利 用できるように国 民の協
働、連 帯の理 念に基づき設けられた制 度であ
り、その制度を継続するために必要な給付費は
公費と保険料で賄うことが介護保険法で定め
られております。今後団塊の世代が75歳以上と
なり、介護や医療保険の必要性がさらに高まる
ことが予想をされます。森町でも人口に占める高
齢者の割合は増加を続けている中、持続可能

◆森町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護
支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定･･･････････････････････････････････････････････････････ 原案可決
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する
省令が公布されたことに伴うものです。

◆森町議会議員及び森町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する
条例制定･････････････････････････････････････････････････････ ･ 原案可決
町長及び町議会議員選挙において、候補者の負担を減らし、資産の多少に関わらず
立候補や選挙運動の機会を持てるようにすることをもって、立候補しやすい環境を
整えることを目的に条例を制定しようとするものです。

◆森町担い手育成支援事業基金条例を廃止する条例制定････････････････原案可決
森町担い手育成支援事業基金条例を廃止しようとするものです。

◆森町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例制定･･････原案可決
延滞金徴収開始に伴うものです。
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◆町長等の給与の特例に関する条例制定･･････････････････････････････原案可決
畑作構造転換事業に係る不祥事について、管理監督責任として町長及び副町長の
給料の月額を令和３年４月分に限り１０％減額するものです。

◆森町中小企業特別融資利子補給費基金条例制定･････････････････････原案可決
森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給金制度により発生する利子を
補給するための財源に充てるためのものです。

承

認

◆専決処分した事件の承認について 令和２年度森町一般会計補正予算（第14号）･･･承認
一般会計中の土木費（除雪業務委託料等）の補正予算についての専決処分

補正予算
◆令和２年度森町一般会計補正予算
（第15号）
･････････････････････････原案可決
歳入歳出3267万8千円を減額し、予算総額を143億5572万7千円とするほか、
繰越明許費の補正、債務負担行為の補正及び地方債の補正をするものです。

◆令和２年度森町一般会計補正予算
（第16号）
･････････････････････････原案可決
歳入歳出に1億4599万8千円を追加し、予算総額を145億172万5千円とするほか、
繰越明許費の補正、地方債の補正をするものです。

《主なコロナウイルス対策事業》
・公共施設感染症対策事業

1246万2千円

・資源増大対策事業支援補助金

1492万1千円

各公共施設に体温検知機能付きカメラ
（24台）
及び非接触型体温計
（28台）
等を整備する。

国内外における魚介類の取引単価が全般的に値下がりする中、
ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据
えた中で水産資源増大を目的として行う事業に支援する。
森漁協分
（稚ナマコ放流・コンブ投石）
440万1千円
砂原漁協分
（稚ナマコ放流・ホタテ稚貝放流・コンブ投石）
1052万円

・未利用資源活用試験事業補助金

800万1千円

コンブ等の海藻類を食し、磯焼けの原因を誘発している実入りの悪い稚ウニを駆除し、廃棄せず森漁協
所有の施設で給餌しながら畜養する試験に着手する。

・遠隔・オンライン環境整備事業

1376万2千円

小・中学校教職員用パソコン
（130台）
を更新し、遠隔研修や各教室での校務が可能になるなどの新型
コロナ感染症対策を図る。

◆令和２年度森町国民健康保険特別会計補正予算
（第５号）
･･･････････････原案可決
歳入歳出1億7968万4千円を減額し、予算総額を24億3837万6千円とするものです。

◆令和２年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第３号）
･････････････原案可決
歳入歳出250万円を減額し、予算総額を2億4576万5千円とするものです。

◆令和２年度森町介護保険事業特別会計補正予算
（第５号）
･･･････････････原案可決
歳入歳出5022万3千円を追加し、予算総額を21億3586万6千円とするものです。

◆令和２年度森町介護サービス事業特別会計補正予算
（第４号）
･･･････････原案可決
歳入歳出164万5千円を減額し、予算総額を2億6008万6千円とするものです。

◆令和２年度森町介護サービス事業特別会計補正予算
（第５号）
･･･････････原案可決
歳入歳出に108万4千円を追加し、予算総額を2億6117万円とするほか、
繰越明許費を設定するものです。

《コロナウイルス対策事業》

・さくらの園新型コロナウイルス感染症予防推進事業

108万4千円

新型コロナ感染症を予防し入居者の安心・安全を確保し生命を守る。
（医務用・事務用ウェア、洗濯乾燥機、加湿器、消毒液等購入）
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（102号･R3.5）

◆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４号）･･･原案可決
歳入歳出1399万5千円を減額し、予算総額を7111万6千円とするものです。

◆令和２年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算
（第３号）
･･･････････原案可決
収益的収入に8958万8千円を追加及び同支出を5702万9千円減額し、資本的収入を
342万9千円減額及び同支出を309万1千円減額し、債務負担行為の補正をするものです。

◆令和２年度森町水道事業会計補正予算
（第３号）
･･･････････････････････原案可決
収益的収入を34万3千円減額及び同支出に349万4千円を追加するものです。

◆令和２年度森町公共下水道事業会計補正予算
（第２号）
･････････････････原案可決
収益的収入及び支出を827万9千円減額し、資本的収入を880万円減額及び同支出を
653万8千円減額し、企業債及び他会計からの補助金を改めるものです。

人

事

◆人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて･････････････････可と答申
次の方を国に推薦することについて、可と答申しました。
菜畑 憲次郎 氏（再任）

選

挙

◆選挙管理委員及び補充員の選挙･･････････････････････････････････････当選
次の方が当選されました。

【委 員】 堺
要夫 氏
【補充員】 森 健一郎 氏

岡田 康帆 氏
島津 孝男 氏

吉﨑 濶美 氏
金谷 義範 氏

青山 雅洋 氏
谷内 絢子 氏

その他
◆新町まちづくり
（建設）
計画の変更について･･･････････････････････････原案可決
新町まちづくり
（建設）計画を変更しようとするものです。

◆公の施設に係る指定管理者の指定について･･････････････････････････原案可決
指定管理者の指定について、次のとおり議決しました。

・駒ケ峯温泉ちゃっぷ林館 （指定管理者：株式会社ワイエス海商）
・森町トマト集出荷選果施設 （指定管理者：新函館農業協同組合）

意見書
◆日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書･･･原案可決（賛成13：反対２）
◆北海道への
「核のごみ」
持ち込みに反対する意見書･･････原案可決
（賛成14：反対１）
の子供均等割り減免に関する意見書･･･原案可決（賛成14：反対１）
◆国民健康保険料（税）
◆米の需要改善と米価下落の歯止め策を求める意見書････原案可決（全会一致）
以上４件について、各関係省庁に送付しました。

令和３年度予算等審査特別委員会審査報告 予算等審査特別委員会委員長 菊地 康博
〈審査の結果〉
本委員会に付託されました議案15件については、
3月5日・8日・9日の3日間にわたり、
各委員の熱心
な審議のもと審査を終了いたしました。
審査の結果は、
今、
森町が抱えている諸課題を進めていく時に一般会計予算否決という結果は
大変深刻な事態であります。
理事者におかれましては、
今後森町を取り巻く経済状況が不透明な中、
本委員会の審議経過に
おいて、
各委員から提言のあった諸事項を慎重に検討の上、
住民に周知徹底し、
執行面に十分反
映されるようまた、
新型コロナウイルスに負けない町づくりを願うものであり、
町の新しい一歩へと向か
うべく進めて頂きたいと思います。
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に
政
町

が
コ

コ
聞 きたい !!

一般質問 8議員15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。）

Q

漁港、港湾道路（道路東）整備計画について

髙橋

邦雄

議員

12P

Q

森町ふるさと納税寄付金の有効活用について

山田

誠

議員

12P

Q

高齢者施設、医療機関の関係者へのPCR等検査について
新年度からの町税等の延滞金徴収にあたって

檀上美緒子

議員

13P

Q

尾白内小学校校舎・屋体耐震診断について
森町の幼児教育と保育について

斉藤

優香

議員

14P

Q

地域おこし協力隊について
森町広報等の多言語化について
津波避難道路について
森町の憲章・宣言の取組について
公共施設・組織等の統廃合計画作成について

松田

兼宗

議員

15P

Q

森町新エネルギービジョンについて
保育人材確保と保育所の今後について

河野

文彦

議員

16P

Q

新型コロナ禍の対応について

宮本

秀逸

議員

17P

Q

町政執行方針等について

伊藤

昇

議員

17P

北海道森町議会
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YouTubeで一般質問の
録画映像が見られます

（102号･R3.5）

の流通高度化を図るため︑水産物流
通の拠点となる漁港の一貫した衛生
管理の整備を推進しなければなりま
せん︒水産物を多く取り扱う港湾に
おいても︑流通機能強化を水産基盤
整備の一環と捉え︑漁港と同様にさ
らなる保全管理対策︑計画的なＩＣ
Ｔ化を進めていかなければなりませ
ん︒以上の重点事項を推進するため
にも︑関係所管である農林水産省︑
北海道開発局︑道水産林務部などに
強く働きかけることが必要と考えま
すが︑町長の所見を伺います︒

地域の発展に
務めてまいります

︻岡嶋 町長︼
令和３年度は浜通りの整備を最優
先に位置づけて︑予算の全てを道路
整備に傾注して用地補償を完了さ
せ︑令和４年度からは︑道路舗装工
事に着手していきたいと考えており
ます︒
漁業が基幹産業である当町にとっ
て資源の増大や就労環境の向上は重
要な課題でありますので︑森・砂原
両漁協と必要性や将来性について協
議を重ね︑優先順位付けを行い整備
について管理者である北海道に対し
要望しているところであります︒

前向きに考えて行く

民の目にはっきりと把握できる基金
充当の仕組みを再考し︑財源を有効
的に活用し︑森町の活性化を図り︑
森町に住んで良かったと思われる町
政づくりを行うべきと思慮いたしま
すが︑町長の所見をお伺いいたしま
す︒

森町ふるさと納税寄付金の有効活用について

問

︻山田 誠 議員︼
現在森町の財政状況は︑余り良好
と言える状況ではございません︒今
後義務的経費︑耐用年数経過のイン
フラ整備︑公用・公共施設の老朽化
による建て替え︑またコロナ禍によ
る税収の減︑地場産業等の促進︑老
齢化による医療費の増︑人口減少に
伴う地方交付税の減少等々悪い条件
が多く潜在しております︒
我が町には︑ふるさと応援寄付金
条例がございます︒条例事業区分の
事業に充当していると思いますが︑
経常的経費に充当が目立ち一般財源
が各項目に分散されています︒
私は︑例えば今後子育て支援関連
事業︑認定こども園︑学童保育︑図
書館等々そして公用・公共施設︑複
合施設等の建設が考えられることか
ら︑きちんとした総合計画に基づい
た基金の使い道を具体的かつ明確に
位置付けて︑ふるさと納税寄付金の
有効活用を図るべきであります︒
また︑地方交付税も合併算定替え
による増加も令和２年で終了し︑こ
の間５億円の財源が不足しており非
常に痛手でございます︒さらに︑各
会計への繰出金も増加の一途をたど
っており︑大変な時代に突入しまし
た︒
町長が執行方針等に述べられてい
る施設等は皆無になってしまいま
す︒そのようにならないように︑町

︻岡嶋 町長︼
貴重な寄付金ですので︑これまで
以上に必要な施策や事業をしっかり
と見極め︑森町の活性化を図る様々
な事業に有効活用させていただき︑
こういう事業に活用したとしっかり
した形で町民の方々に訴えたい︒議
員おっしゃるとおり︑私もその様な
方向性で前向きに考えていきたいと
考えております︒
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答

漁港︑港湾道路︵道路東︶整備計画について

︻髙橋 邦雄 議員︼
森港から大漁橋を渡り︑尾白内浜
通りの区間には一部未舗装部分があ
り︑合併前からの懸案事項で︑改良
︵舗装︶の強い要望が寄せられてい
ます︒一部用地問題が課題となり︑
しばらくの間進展がありませんでし
た︒この道路は︑森港港湾事業とし
て函館開発建設部により工事を行っ
ている予定港湾道路であり︑用地課
による地権者との面談確認を進めら
れていますが︑現段階で用地買収︑
舗装工事予定の進捗状況を伺いま
す︒
森地区︑砂原地区の漁場では︑多
種多様な漁業が行われています︒漁
業就業者の減少や高齢化が進んでい
ることに加え︑海洋環境の変化など
が大きく水揚げ量に影響を与えるな
ど︑漁業経営は不安定な状況にあり
ます︒水産物の安定供給と漁業生産
の向上を図るため︑令和３年度北海
道渡島総合開発期成会の中で予算施
策に関する要望書を出されており︑
水産業の基盤整備について︑特定漁
港漁場整備事業︵砂原地区第３種砂
原漁港︶・漁港施設機能強化事業・
︵蛯谷地区第１種蛯谷漁港︶・水産
物供給基盤機能保全事業︵第１種掛
澗漁港︶など︑要望が出されており
ます︒漁場整備事業長期計画を着実
に進め︑水産業の成長産業化を推し
進めていくことが重要です︒水産物

ふるさと納税返礼品

答

問

（102号･R3.5）

︻岡嶋 町長︼
ＰＣＲ検査は︑検査時点で感染し
ていないことが判明するだけであ
り︑常にやり続けなければならない
状況で︑膨大なお金がかかり︑感度
も１００％でなく︑現実的でないと
考えます︒
現段階では︑そこに経費をかける
より︑手指の消毒やマスク着用︑飛
沫感染防止等にお金を投じて感染防
止を徹底し︑新北海道スタイル︑安
全宣言の取り組み等の感染防止を図
っていきます︒
そして︑発熱したり︑濃厚接触者
に該当した時にはＰＣＲ検査や抗原
検査をさせていただく体制で進めて
いくと考えております︒

ＰＣＲ検査より感染
防止策を徹底していく

高齢者施設︑医療機関関係者の定期的ＰＣＲ検査を

︻檀上 美緒子 議員︼
世界的に新型コロナウイルス感染
症との戦いが２年目を迎えました︒
感染拡大にも歯止めがかかってきて
おり︑ワクチンの接種も始まりまし
たが︑感染対策はまだまだ気を緩め
ることはできません︒
この感染症は︑無症状者が感染を
広げる可能性があることから︑感染
拡大を食い止めるには感染者を早く
見つけ︑保護・隔離する必要があ
り︑それにはＰＣＲ等の検査が有効
と言われています︒
森町にはリスクの高い高齢者施設
も多くあるなか︑クラスター発生が
ないのは感染予防に懸命に取り組ま
れているからだと思います︒その努
力に応えるとともに安心して働くう
えでも高齢者施設と医療機関関係者
の定期的ＰＣＲ等検査を森町として
実施すべきと考えますが︑町長の所
見を伺います︒

町税等の徴収実施︑
延滞金加算にあたり︑
地方税法にのっとり進める

新年度からの町税等の滞納延滞金徴収について

問

︻檀上 美緒子 議員︼
新年度から町税等の滞納に対して
延滞金を徴収することは広報等で知
らされていますが︑なぜ今まで免除
されてきた延滞金加算が新年度から
されるのか︑この間の経過も一切説
明されていません︒前町長や前副町
長の答弁には﹁悪い﹂という意識が
全然ないのですが︑規則にのっとっ
てやってこなかった事実に対する反
省の上に改めるべきです︒
また︑延滞金加算をしてこなかっ
たのは﹁負担軽減・弱者救済﹂を理
由としているのですから︑延滞金徴
収にあたってそれを担保する手立
て︑施策を同時に提示するべきで
す︒前副町長も﹁減免規定をつくっ
て対応しなければならないし︑その
為の時間が必要﹂と２年間の猶予が
あったわけです︒
今まで免除してきた延滞金加算を
新年度からする理由と︑負担軽減策
を町民に説明すべきと考えますが︑
町長の所見を伺います︒

︻岡嶋 町長︼
町税等の延滞金について︑一昨年
９月に監査委員の決算審査意見書の
指摘を受け︑それを踏まえ︑延滞金
制度実施の準備を進めてきました︒
規則にのっとり徴収してこなかっ
た事実は大変遺憾であると思いま
す︒前任者の発言意図は分かりませ
んが︑私は町長としてしっかり法律
にのっとり要綱を改め︑納付率を上
げ︑悪質な滞納には毅然とした態度
で対応してまいります︒
減免要綱に関しては︑新年度から
しっかりと発布しスタートさせ︑町
民の方々にホームページや広報等で
伝わるようにやっていきたいと考え
ています︒

納税
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答

納税

答

問

（102号･R3.5）

50

安全︑安心を
確保してまいりたい

支援では︑今後における幼児教育・

この度の執行方針のなかの子育て

︻斉藤 優香 議員︼

んでいく時だと思いますが︑町長の

の幼児教育と保育の実現に向けて進

者も満足できるような森町スタイル

し︑子供たちがきらきら輝き︑保護

森町の幼児教育と保育について

保育施設等の方向性を検討するため

所見をお伺いします︒

ち上げられましたとあり︑やっと着

手されることに安心している方も多
いと思います︒

ば必要だと思いますが︑園舎は経過

ません︒計画に入ってないのであれ

稚園の耐震診断の必要性が感じられ

みをしようとしている段階での森幼

た︒今後の計画策定に向けた取り組

の耐震診断600万円がありまし

えております︒

施設整備に反映してまいりたいと考

者のニーズや地域の実情を踏まえ︑

森町の幼児教育と保育に関して保護

る検討チームを主体として︑今後の

育所を含んだ担当部署全体で構成す

2月に立ち上げました幼稚園︑保

︻岡嶋 町長︼

年数 年︑さらに通園路は歩道もな

ところが︑今回の予算に森幼稚園

検討材料の一つ
として耐震診断を

に関係課で編成する検討チームが立

問

く︑子供と手をつないで歩けないほ

ど狭くとても危険です︒耐震診断を

して︑耐震が無かったたら補強工事

へ︑有ればそのまま︑で安心安全な
園生活が送れるのでしょうか︒

今︑町がするべき事は︑一つ一つ

の施設の整備をする時ではなく︑未

来に向けての方向性を決め︑コスト

の削減を考慮し︑認定こども園にす

るか︑幼稚園と保育所にするのかな

ど︑様々な要望を聞き取り︑調査

14

答

答
︻増川 教育長︼
耐震診断と校舎の老朽化と津波浸
水は分けて考えていただき︑早急に
耐震診断を実施し︑その評価を基に
保護者や地域と熟議を重ねます︒保
護者の声を聞き取る場や方法は様々
にあると考えております︒尾白内小
学校PTAにおいて会員の信任を得
て選出された役員会の意見が保護者
全体の意見であり︑皆さんの総意で
あるとの意見は一定の責任あるもの
であることから︑保護者の声とした
ことは適切であったと考えておりま
す︒

2月25日
尾白内小学校視察時

41

尾白内小学校校舎・屋体耐震診断について

︻斉藤 優香 議員︼
令和2年3月に上程されました︑
尾白内小学校耐震診断料の予算は修
正案を賛成多数で可決し見送りとな
りました︒海抜6メートルに位置す
る尾白内小学校は︑津波浸水地区で
す︒小学校は避難所でもなく︑徒歩
で森か砂原の避難所まで避難しなく
てはなりません︒建物の耐用年数が
年と言われるなかで経過年数 〜
年である校舎を構造図の作成︑耐
震診断を５０００万円かけて調査を
し︑耐震補強のための設計︑工事を
しても︑本当に子供たちの命を守る
ことが出来るのでしょうか︒安心安
全と教育の方向性を保護者と地域の
方とよく話し合う事を要望しました
が︑学校とコミュニティースクール
の役員︑PTA役員のみの話し合い
が行われ︑他の保護者には 月のお
便りの片隅に記載されただけです︒
これで保護者やこれから通われる
地域の方々に説明したと言えるので
しょうか︑子供たちの安心︑安全を
どの様に考えているのか︑保護者の
声を聞くという事をどの様に考えて
いるのか︑教育長の所見をお伺いし
ます︒

11

問
55 60

（102号･R3.5）

25

10

ているので︑事業着手に向けて関係
機関へ要望しています︒しかし︑路
線整備には の踏切があり跨線橋の
設置が想定されることや︑多くの工
場や住宅が密接していることから多
くの移転費用等が発生するなど解決
すべき課題が多くあると認識してお
ります︒令和３年度︑津波ハザード
マップの改定が必要となり町全体の
避難経路︑避難場所等について再検
討していきます︒

高森山から東森・港町を望む

長期的な視点で更新︑長寿命化など
の方向性を示した﹁公共施設等総合
管理計画﹂を平成 年に策定してお
り︑統廃合についての考え方も整理
しています︒
個々の施設の方向性については︑
町民の利用の状況や距離といった利
便性の観点︑維持管理費といったコ
ストとのバランスなどから個別に判
断されるべきで︑各種調査や分析を
基に作成される個別施設計画におい
て検討していきます︒

28

他に
・
﹁ 地 域 おこし 協 力 隊について﹂
・
﹁ 森 町 広 報 等の多 言 語 化について﹂
・
﹁ 森 町の憲 章・宣 言の取 組について﹂
も質 問しています ︒

15

公共施設・組織等の統廃合計画作成について

︻松田 兼宗 議員︼
自治法第２条第 項には︑﹁地方
公共団体は︑その事務を処理するに
当つては︑住民の福祉の増進に努め
るとともに︑最小の経費で最大の効
果を挙げるようにしなければならな
い︒﹂と地方公共団体の事務処理に
ついての原則が規定されています︒
森町は︑平成 年４月に合併し︑
年を経過しようとしている現在︑
少子高齢化と人口減少などにより︑
今後増々財政状況は悪化していく事
が予想されています︒
そこで︑﹁最小の経費で最大の効
果を挙げる﹂ことが自治体に要請さ
れていることから各種の長寿命化計
画と合わせて公共施設・組織等の統
廃合計画の作成が早急に必要と考え
るが︑如何か︒
特に︑保育所・幼稚園︑小中学
校︑消防団など合併前に存在した重
複している公共施設・組織等につい
ての統廃合が︑能率的かつ効率的な
行政運営上必要だと考えるが︑如何
か︒

個別施設計画に
おいて検討

︻岡嶋 町長︼
公共施設等建替や改修等の更新費
用は今後も増加し︑人口減少による
利用や需要の減少が見込まれます︒

尾白内小学校全景

14

17

津 波 避 難 道 路 に つ い て

︻松田 兼宗 議員︼
平成 年３月 日の東日本大震災
の津波による甚大な被害が出たこと
で︑森町と関係5団体で平成 年７
月に﹁港町・東森町地区津波避難道
路︵仮称︶﹂の整備の要望を北海道
に提出しております︒
それは︑道道森砂原線から国道２
７８号までの﹁津波避難道路﹂で︑
港町・東森地区の災害発生時におけ
る避難・救助・応急対策等︑地元産
業にとっても大きな役割を果たすも
のとして大変重要な路線との認識の
上︑早期の事業着手に向けて︑北海
道に要望していくと︑町政執行方針
に記載されておりました︒
東日本大震災から 年目を迎え︑
２月 日に震度６強という 年前の
地震の余震とみられる地震が発生
し︑今後 年間余震は続くとも言わ
れている中︑この﹁津波避難道路﹂
の早期の整備が必要であると考えま
すが︑如何か︒

10

関係機関へ要望しています

11

問
16

答

23

10

︻岡嶋 町長︼
災害発生時における避難︑救助︑
応急対策等︑大変重要な路線となっ

JR

問
13

答

（102号･R3.5）

ルギービジョンの重要性は一段と高
まっています︒新エネルギー推進期
間の終盤に差し掛かり︑これまでの
ＰＤＣＡから蓄積された情報を持っ
て気候非常事態が宣言されて初の年
度を迎えるにあたり︑より効果的な
新たな取り組みが実践されると思わ
れますので各重点プロジェクトの進
捗状況と今後の展開︑道内自治体初
の気候非常事態を宣言したオピニオ
ンリーダーとしての行動について質
問します︒

様々可能性を
見い出しながら進める

︻岡嶋 町長︼
進捗状況としてクリーン自動車の
導入や新エネルギー普及啓発事業︑
太陽光発電補助金制度等は実績があ
る一方︑公共施設への新エネルギー
導入やバイオマス発電等は事例もな
いことから計画どおり進捗していな
いのが実情です︒今後は地域新エネ
ルギービジョン中間報告に基づいて
推進体制の見直しを行い︑これまで
以上に地域資源利用拡大への支援を
行うことで各項目の達成を目指しま
す︒また︑道内で初めて気候非常事
態を宣言した町としてこれまでの取
り組みを堅持し︑国や道の動向を注
視しながら町民一体となって温室効
果ガス削減に取り組みます︒

27

問

遅れを取り戻すためにも

化している保育施設に対しての今後
の展開について質問します︒

保育人材確保と保育所の今後について

︻河野 文彦 議員︼
全国的な傾向として少子高齢化︑
労働人口の減少が問題となっており
ます︒共働き世帯は増加傾向であ
り︑保育制度は福祉的側面に限らず
少子化対策や就労支援へと果たす役
割は大きくなっていると言えます︒
また︑子育て世代の生活環境の変
化︑世帯の経済状況︑女性の社会進
出等︑今後も保育制度の拡充は最重
要課題と言っても過言ではありませ
ん︒森町において公設保育所は尾白
内︑新川︑森保育所の３カ所があり
ますが︑新川︑森保育所の２カ所に
おいては現施設の狭さ︑老朽化が顕
著であると思われるなかで新た施設
への更新への期待が大きくなってい
ますが︑砂原幼稚園が認定こども園
として整備予定だった計画を急遽変
更されるほど人員確保が難しい状態
となっており︑人員が確保できない
以上現保育施設の建物更新すら不可
能と言われる中で人員確保を施設整
備よりも先行して取り組まなければ
なりません︒全国的に保育士が不足
している状況の中︑森町の現保育体
制においても人員不足となっている
のが現状であり︑人材確保︑増員を
実現するためには過去に前例のない
ような思い切った施策が早急に必要
ですので幼保連携型教育に対する町
長の見解︑現保育体制での人員不足
をどの様に解消していくのか︑老朽

︻岡嶋 町長︼
認定こども園は教育︑保育を一体
的に担うものであり︑多様な働き方
への対応や高いレベルでの幼児教育
環境の構築など魅力ある町へとさら
に進化させていくための大切な分野
であると認識しております︒人員不
足解消に向けては広報紙や各種新
聞︑ハローワークを通じて町内外へ
広く周知を図ることのほか︑保育関
係学校への訪問や民間保育所とは違
い町職員の身分を併せ持つことへの
魅力なども伝えながら継続して保育
士確保に取り組んでおります︒保育
施設の老朽化については今年２月に
幼児教育︑保育施設等検討チームを
設置し︑今まで積み上げてきた情報
や様々な課題︑問題点を洗い出し︑
運営形態も含めた協議を行ってお
り︑老朽化施設に関しては速度観を
持って整備に向けた取り組みを進め
ます︒今後は町民の方や見識者の方
も交えて様々な方向から議論を深め
ていけたらと考えております︒

しっかりと進めたい

答

森町新エネルギービジョンについ て

︻河野 文彦 議員︼
地球温暖化が起因と思われる様々
な問題が顕在化︑深刻化し︑今後も
異常気象増加や生態系へのダメージ
拡大︑食料生産への影響︑感染症被
害の拡大と︑私達の健康や経済活動
への影響が予測されます︒地球温暖
化は化石燃料の恩恵を享受している
私達の豊かで利便性の高い社会経済
活動が一因であり︑温暖化の被害者
である我々が加害者でもある複雑な
側面を含んだ深刻な問題でありま
す︒この様な状況を受けて平成 年
１月に森町新エネルギービジョンが
制定され地域資源の特性を活かす重
点プロジェクトが設定されました︒
全国的に見ると地域単位で取り組
める活動は小さなものですが︑持続
可能なエネルギー環境を創造するた
めにも身近な生活環境で取り組みを
始める事に大きな意義があり︑地方
公共団体が果たす役割を重要視して
おります︒また︑令和２年６月に北
海道内で初となる気候非常事態が宣
言され︑地球温暖化防止への行動の
必要性︑森町の産業にまで影響する
事象である事の自覚︑温室効果ガス
排出実質ゼロを目指す運動推進等が
強く求められています︒さらに岡嶋
町長の執行方針においても安心して
暮らし続けられる環境作りにも温室
効果ガス削減への取り組みが重要で
あると記載されており︑森町新エネ

16

答

問

（102号･R3.5）

︻岡嶋 町長︼
⑴既に多様な企業・団体において︑
ＳＤＧｓの理念に基づく活動を実施
しておられることは承知しておりま
すが︑町民全体の認知度︑理解度は
まだ高くないと感じております︒
町職員への周知についても充分に
行われておらず︑理解はまだ進んで
いないのが実情です︒まずは役場の

中で福祉︑環境保全︑産業振興︑教
育者など︑各施設においてＳＤＧｓ
の理念と通ずる事業の検討︑実施を
通じて職員の理解を深めることから
スタートしてまいりたいと考えま
す︒
⑵ ①ワクチン接種の開始時期は国が
ワクチンを配布する時期に合わせる
ことになります︒接種の順位は医療
従事者︑ 歳以上の高齢者︑基礎疾
患を有する方︑高齢者施設等の従事
者︑ 歳から 歳までの方︑それ以
外の方の順となっており︑現段階で
は︑ 歳以上の全住民が対象とされ
ております︒接種場所は個別接種と
して町の医療機関︑集団接接種とし
て保健センター等を予定しておりま
す︒
②希望する全住民に対して接種でき
るよう対応いたします︒医療機関で
の個別接種は月曜日から土曜日に︑
町が実施する集団接種は日曜日に行
う予定です︒集団接種に自力での来
場が困難な方の送迎を検討します︒
接種した方にはも〜り〜くんカード
の行政ポイントを付与することなど
も検討してまいります︒
65

64

益の悪化︑個人所得の減少等により町税
の減収が想定されますことから︑歳入予
算においては︑ふるさと応援寄附金のご
寄附いただける体制づくりと︑歳出予算
ではデジタルトランスフォーメーション
という様々な技術革新を利用した行政運
営など︑行政サービスの低下をさせるこ
となく行財政改革を推進したいと考えま
す︒
また︑公約の入学準備金に関し︑でき
る限り早急に制度設計を進め本年度︑入
学準備金を支給できるよう議会に上程さ
せていただきたいと考えております︒
②観光産業等について︑森町にある魅
力的なロケーションの発掘や情報発信を
充実させるなど︑交流人口の増加を目指
しており︑そのために観光ビジョンの策
定を進めます︒また︑道の駅について
は︑森町の食や特産品などの魅力を集
め︑その情報を発信するなど関係団体と
今以上に協議︑連携を強化することが必
要と考えております︒青葉ヶ丘公園など
の整備については︑現状では大きく予算
を投ずることができない中で︑道の駅と
併せてイベントのブラッシュアップを図
り︑利用者の増加を目指しております︒
③行政運営ですが︑今後様々なことを
決断する中で︑私の意思をしっかり職員
に示し動いていただくことも大切だと思
います︒これから色々な判断をしなけれ
ばならない機会がたくさんあると思いま
すが︑その中で︑﹁時にはボトムアッ
プ﹂で﹁時にはリーダーシップ﹂を持っ
て判断するなど︑しっかり行政運営に携
わっていきたいと思っております︒

町 政 執 行 行 政 等 に つ い て

︻伊藤 昇 議員︼

町政執行方針は︑町政に対する基本と
なる施策を述べておりますが次の主要な
施策についてお尋ねします︒
①自治体経営について︑
﹁新型コロナ
ウイルスの影響など︑財政は厳しさを増
すことが予測されます﹂との記述があ
り︑このことを踏まえ予算編成に当られ
たと思いますが︑産業︑経済をはじめ︑
各分野に対する支援策や町長の選挙にお
ける公約など︑町民満足度の高いまちづ
くりへの予算を盛り込んだのかお尋ねし
ます︒
②観光産業について︑
﹁観光ビジョン
の策定に着手する﹂との記述があり︑ま
た︑道の駅整備においては﹁関係団体と
協議︑連携し協力体制の強化に努める﹂
とありますが︑どのような支援なのか︒
さらに都市公園整備について︑今後どの
ように推進していこうと考えられており
ますか︒
③今後の行政運営について︑町長の議
会での発言の中で﹁各課と検討する﹂と
のお答えを多くいただく訳ですが︑政策
や各種の計画において色々な意見を聞い
てボトムアップで実施するものもあると
考えます︒しかし︑時には町長のトップ
ダウンで施策を進めなければと思います
が如何ですか︒

公約の入学準備金を
３年度予算で対応したい

︻岡嶋 町長︼

①自治体経営ですが︑新型コロナウイ
ルス感染症の影響による全体的な企業収

17

新型コロナ禍の対応について

︻宮本 秀逸 議員︼
⑴ＳＤＧｓとは︑２０１５年に国連
の持続可能な開発サミットで採択さ
れた 年までの行動計画に掲載され
ている の目標を示します︒コロナ
禍での健康と経済のように様々な課
題は相互に密接に関わりあっていま
す︒ＳＤＧｓは︑全体を俯瞰する視
点を提言してくれます︒行政も住民
も正面から向き合わなければならな
い時代です︒町として具体的にどの
ような周知を考えておられますか︒
⑵新型コロナウイルスに対するワク
チン接種が国内でも医療従事者から
始まりました︒
①森町における接種開始の時期︑年
代別︑場所等について伺います︒
②希望者を前提としておりますから
接種率の向上が重要です︒その対策
について町長の所見を伺います︒

個別接種は各医療機関︑
集団接種は
保健センターを予定
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広報広聴小委員会

﹁１月会議の運営について﹂

議会運営委員会

議 会 日 誌
１・
１・
﹁議会だより第１００号の編集について﹂
全員協議会
﹁議会運営委員会委員長報告
１月会議の運営について﹂
令和３年第１回１月会議

令和３年１月 日から４月 日までの
議会の主な活動について︑お知らせします︒

広報広聴小委員会

令和３年第１回森町議会４月会議

４月会議の運営について﹂

﹁議会運営委員会委員長報告

４・９ 全員協議会

４・

15

﹁４月会議の運営について﹂

４・６ 議会運営委員会

16

﹁議会だより第１０２号の編集について﹂

編 集 後 記

この度の３月議会の活発な議
論︑及び２日間︑９時間に及ぶ
全員協議会の活発な質疑は︑過
去 に 例 が 無 い 程 の も の で し た︒
議会中継の開始と新町長の初の
新年度予算を審議する議会だっ
たからなのか︒議会が活性化し
ていることは確かな事です︒議
会活動を町民に的確に伝えるこ
とができるかどうかが問われて
いるのが﹁議会だより﹂なので
す︒各議員の討論部分の会議録
全文を掲載しましたのでご一読
を︒合 せ て 詳 細 に つ い て は
﹁Y o u T u b e﹂議 会 中 継 も
ご覧ください︒
議会中継が開始され︑他の市
町と比べ異常なまでの視聴の多
さに驚いております︒一方誹謗
中傷ともとれる投書も匿名で寄
せられている事は︑町民の関心
の深さと議会の活性化の証左で
あると理解しております︒
４月 日松前で桜の開花宣言
が発表されました︒４月中に森
町の桜も満開になってしまうの
でしょうか︒早くコロナ禍を脱
出し︑花見客で賑う青葉ヶ丘公
園を見たいものです︒
広報広聴小委員会
委員長 松田 兼宗

18

全員協議会

みなさま、はじめまして。
本年４月１日付けで議会事務局へ配属となりました。初めて
の部署でとまどっておりますが、円滑な議会運営の手助けと
なれるよう、がんばってまいります。
よろしくお願いいたします。

１・

〜

﹁令和３年度新規事業等の説明について﹂
議会運営委員会
﹁３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
３月会議の運営について﹂
令和３年第１回森町議会３月会議

小田桐 克幸

１・
２・
２・
３・２

３・２〜

全員協議会

﹁３月会議追加議案について﹂

議会運営協議会

３・５︑
８︑
９ 令和３年度予算等審査特別委員会

３・９
３・

﹁議会運営委員会委員長報告
３月会議追加議案について﹂

※まちかど議会カフェ開催を見合わせます︒
新型コロナウィルス感染拡大防止のため︑
当分のあいだ開催を見合わせます︒
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新任事務局長紹介
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