令和２年度
「町民と議員との懇談会」
【実施報告書】
令和３年２月

～分かりやすく町民が参加する議会～

福島町議会

令和２年度「町民と議員との懇談会」
１ 「町民と議員との懇談会」説明資料について
令和３年２月１日発行 議会だより第１２９号

２ 班体制について
班編成

議 員（◎は班長）

事務局

Ａ班

◎佐藤 孝男・花田 勇・杉村 志朗 （欠席 木村 隆）

阿部 憲一

Ｂ班

◎平沼 昌平・小鹿 昭義・溝部 幸基

中島 和俊

Ｃ班

◎川村 明雄・藤山 大・平野 隆雄

福井 理央

開 催 日

２月２日（火）

２月３日（水）

２月４日（木）

２月５日（金）

２月８日（月）

２月９日（火）

町 内 会

会

場

班

松浦・吉野

松浦・吉野町内会館

Ａ

館崎１・２・３

吉岡総合センター

Ｂ

豊浜・宮歌

宮歌・豊浜町内会館

Ｃ

吉岡１・２・３

吉岡総合センター

Ａ

白符

白符ふれあいセンター

Ｂ

上町・本町・川原
役場１階（機能回復室）
町

Ｃ

日向１・２・３

日向生活館

Ａ

丸山団地

丸山コミュニティセンター

Ｂ

月崎１

浜中母と子の家

Ｃ

月崎２

月崎母と子の家

Ａ

吉田町・館古

役場１階（機能回復室）

Ｂ

塩釜

塩釜町内会館

Ｃ

緑町

緑町母と子の家

新栄町

新栄町集会所

Ａ・
Ｃ

三岳１

三岳母と子の家

Ａ

三岳２

三岳寿の家

Ｂ

千軒

千軒活性化センター

Ｃ
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Ａ・Ｂ

１．参加状況等
今年度の懇談会は、２月２日（火）から２月９日（火）まで延べ６日間開催し、
１７会場で９８人（男７２人、女２６人）の参加、１会場最大出席者数９人、最少
は１人、１会場の平均 5.7 人という参加状況となりました。
２．意見等の総括
各会場での意見を分類し、その件数と総括を、次のとおり整理しました。
全体 １７会場（１３６件）
議会では、議会基本条例第７条第８項の規定に基づき、全議員出席を基本に、町民
に対する説明責任を果たし、情報を共有するため「町民と議員との懇談会」を開催してお
ります。
「町民と議員との懇談会」は、全町内会（１７会場）を対象に、議員が３班に分かれ開催
しており、平成 24 年度から本年度で８回目の開催となりました。
今回の懇談会では、説明資料として「議会だより第 129 号」を用いましたが、岩部クル
ーズや新型コロナウイルス感染症対策、第２青函トンネル構想への意見が多く出された
ほか、福島商業高等学校の存続、新しい道の駅、陸上養殖アワビなど、多岐にわたる分
野で意見交換を実施した結果、懇談会に参加した町民と情報共有を図ることができまし
た。また、意見とは別に、町に対し、補助等を行った事業（がんばる地元企業応援・岩部
クルーズ等）の事業実績や効果など町民へ周知してほしいとの意見が出されました。
例年実施している「町民と議員との懇談会」の継続実施は、町民が議会活動を理解す
る上で必要不可欠な機会であるとともに、直接、町民に接することができる重要な場であ
ると実感しております。
今回出された意見をそれぞれの議員が活かし、議会活動に連動させ、政策提言へと
進展させる実践がさらに必要です。
議会としては、今回出された意見・要望を、一般質問、予算審議へ繋げ、あるいは、所
管事務調査を実施し政策提言へ連動するなど、点から線へと活動を展開させ、町民の負
託にこたえ、豊かなまちづくりのための糧としながら、今後とも不断の努力を続けてまいり
ます。
１．議会関係 ８会場（１６件）
８会場から、議会だより関係６件、懇談会関係３件、議員活動関係３件、タブレット導入
関係２件、議員定数・参画関係２件、計 16 件の意見が出されました。
意見が多かった「議会だより」については、「内容が難しいので、小学生や高齢者が見
てもわかるような文章になっているか注意すべき」との意見や、ホームページに情報を掲
載しているが、ホームページを利用できる町民は一部なので、議会だよりを分かりやすく
していくことが必要との意見が出されました。
２．産業関係 ９会場（１５件）
９会場から、陸上養殖アワビ６件、その他水産関係５件、農林関係２件、その他産業関
係２件、計 15 件の意見が出されました。
陸上養殖アワビについては、出荷サイズを５㎝以上にしないのかとの意見が多く出た
ほか、年末の大抽選会のやり方について高齢者からの評判が良かったとの意見が出まし
た。
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３．観光関係 １０会場（１９件）
10 会場から、岩部海岸クルーズ関係 15 件、道の駅関係３件、その他観光関係１件、
計 16 件の意見が出されました。
意見が多かった岩部海岸クルーズでは、運航中止の際の対策や、町からクルーズ船
の支援等について、乗船人数等の実績を、町広報で町民周知してほしいとの意見等が
出されました。
４． 福祉関係 ５会場（９件）
５会場から、社会福祉協議会への支援関係４件、やまゆりクリニック関係３件、その他
福祉関係２件、計９件の意見が出されました。
社会福祉協議会･やまゆりクリニックについては経営状況等について質問が出されまし
た。
５．衛生関係 ３会場（３件）
３会場から、野良猫への餌やり関係１件、ごみ不法投棄関係１件、その他衛生関係１
件、計３件の意見が出されました。
ごみ不法投棄関係については、不法投棄防止看板の設置や監視カメラの設置要望の
意見が出ておりました。
６．道路関係 ８会場（９件）
８会場から、除雪関係８件、その他道路関係１件、計９件の意見が出されました。
７．河川関係 なし。
８．防災関係 ３会場（３件）
３会場から、避難場所（トンネルメモリアルパーク）での駐車場確保に関し１件、防災無
線１件、防災備蓄品１件、計３件の意見が出されました。
９．教育関係 ６会場（７件）
６会場から、福島商業高等学校関係６件、小学校関係１件、計７件の意見が出されまし
た。
福島商業高等学校存続対策については、入学希望者の状況や、生徒が作った昆布
ラーメンに対する意見や激励がありました。
１０．住宅関係 なし
１１．水道関係 なし
１２．空家関係 ３会場（３件）
３会場から、空家の解体関係２件、空家の利用関係１件、計３件の意見が出されまし
た。

- 3 -

１３．会館関係 １会場（１件）
１会場から、町内会館の整備・再編に関する１件の意見が出されました。

１４．町内会要望・町内会活動 ６会場（８件）
６会場から、町に対する町内会要望４件、町内会役員のなり手不足３件、町内会の合
併１件、計８件の意見が出されました。
１５．第２青函トンネル関係 ８会場（１０件）
８会場から、第２青函トンネル構想７件、実現する会関係３件、計 10 件の意見が出され
ました。
第２青函トンネルを実現する会については、町民に対して大々的に情報を発信してほ
しいとの意見や激励がありました。
なお、第２青函トンネル構想については、議会としても、「第２青函トンネル構想を実現
する会」作成のパンフレットを用い、積極的に町民周知を図ってまいりましたが、更なる活
動の強化・展開の必要性を感じたところです。
１６．新型コロナウイルス関係 ８会場（１６件）
８会場から、ワクチン接種７件、対策事業関係７件、感染症対策関係２件、計 16 件の意
見が出されました。
ワクチン接種については接種のスケジュールや、町民に混乱が起きないように早めの
対応をしてほしいとの意見等出されました。
１７．その他 ９会場（１７件）
９会場から、ふるさと納税に関する意見が５件、光ファイバー敷設３件、役場窓口関係２
件、その他意見７件、計１７件の意見が出されました。
意見の最も多かったふるさと納税については、現在の状況や基金の使い道、また、役
場窓口については、「住民票発行等について、押印をやめてサインで済むようにできな
いか」との声が寄せられました。
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３．地区別懇談会の開催状況
〔凡例：○議会対応、◎町行政対応、☆説明済み〕
月日

意見等
■松浦・吉野（松浦・吉野町内会館）18:00～18:55 参加者：7 人（男 5 人、女 2 人）

２/２
（火）

【産業関係】
◎１月末の爆弾低気圧で昆布施設には被害が及ばなかったが、斜路を伝って波が上がって
きた。テトラポットの少ない場所がそういう状況になるようで、館崎の桜庭・三鹿宅辺りや松浦も
ひどい。長年町内会要望しても、町管理でないため、町からは上部機関に要望しかできない
ことは理解するが、何とかやってもらいたい。
【道路関係】
◎松浦の坂の奥（町道）の除雪がされておらず、住民から降雪が多くなると「除雪してもらいた
い」旨の要望が入る。地形の問題や業者の問題等もあると思うが、町でも見回りし対応をお願
いしたい。
☆２/３建設課へ情報伝達済み
【新型コロナ関係】
◎コロナ対策で漁組や漁業者に助成いただき感謝、浜一丸で今後努力していくが万が一の
場合はまたよろしくお願いします。（漁組松村副組合長）
◎コロナワクチン接種が報道されているが、福島町はどうなるのか？時期的な話はワクチンの
入手次第ということと思うが、優先順位やどこの会場でどのような手法で接種するかなどの情
報を早目に周知してほしい。
◎福島町で感染者が出た場合は、防災無線等でお知らせし、注意喚起が必要でないか？最
近、報道でも渡島地方としか出ないが、特定しなければ注意しようがない。（個人情報保護や
感染者バッシングのことも話し合った。）
【その他】
◎町（日赤）で配布した避難袋の乾パンが昨年１１月で賞味期限切れとなったが、自分たちで
用意するものなのか？それとも、また町から配布してくれるのか？

■館崎１・２・３（吉岡総合センター）18:00～19:10 参加者：2 人（男 2 人、女 0 人）

２/２
（火）

【議会関係】
○福島の議員にも、政務活動費はあるのか。領収書はつけるのか。
☆交付している政務活動費の額、領収書添付等を説明した。
○人口減少が進む中、議員定数について、今後検討しないのか。
☆現在の定数決定時の状況、常任委員会編成の考え方、議会諮問委員会審議、なり手対策
等について説明した。
【防災関係】
◎館崎地区の避難場所はメモリアルパークとなっているが、避難した車の駐車スペースがな
い。緊急時のＪＲ管理室駐車場利用を協議してほしい。
☆２/３総務課に連絡、総務課において直ちにＪＲと協議、ＪＲ管理室駐車場利用の許可を
得、町内会へ連絡した。
【第２青函トンネル関係】
◎第２青函トンネルをやるなら、車が走らなければ意味がない。問題は排気ガスだが、電気自
動車であれば問題はない。
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◎第２青函トンネルを作るとすれば、福島でなければ作業を進めることはできない。白符と三
岳にある作業用トンネルを活用できるからだ。
◎現在の青函トンネルには、列車が走る本坑のほか作業坑があり、その作業抗を第２青函ト
ンネル工事に使えば、工期も短縮でき、何でもできるのではないか。問題は、トンネルから出
る土砂の埋め立て地の確保だ。
☆現在の町・道内経済界等の活動状況を説明した。
【新型コロナ関係】
◎新型コロナウイルス感染症関係の町内経済対策、ワクチン接種等について意見交換した。
【その他】
◎人事院勧告の実施は、国の命令か。
☆命令ではない。人事院勧告と役場職員給与の関係を説明した。
◎ふるさと納税の状況を聞きたい。返礼品には養殖アワビ・塩水ウニ、スルメが最適、どんどん
使って欲しい。
☆１月現在のふるさと納税の状況、人気返礼品等を説明した。
◎今後、町村合併の動きはあるのか。合併しなくても、協働でやれることがあれば、それも良
いと思う。
☆渡島西部４町等の広域的事務処理の実情を説明した。

■豊浜・宮歌（宮歌・豊浜町内会館）17:55～19:00 参加者：9 人（男 8 人、女 1 人）

２/２
（火）

【観光関係】
◎岩部クルーズの乗船料金はいくらか？何人くらい乗っているのか？
☆１回 3,000 円で令和２年度は 1,207 人乗船している旨説明（議員）
◎船を造る時から町の支援を受けているのだから、何人乗船したかなどの詳細は町広報など
を使って町民に知らせるべき。
☆町側へ伝える旨説明。（議員）2/4 産業課へ報告。
◎新しい道の駅をつくる際に温泉施設も統合してはどうか。
☆以前そのことについて一般質問したが、町側では総合施設の考えはないようだ。（議員）
【福祉関係】
◎町内会から社協への負担金について、値上がりのお願いがあったが値上がりの幅が大き
い（年 360 円→年 500 円）。町内会費は赤十字など他の会費でほとんど使われてしまって、町
内会会計の蓄えから払っている。高齢者一人暮らし世帯も増えてきているため、今後も値上
がりするようだと厳しい。
☆社協の財政逼迫の経緯等と追加要望がきていることを説明（議員）
◎町で 800 万円支援して、町内会からも集めているのに更に町へ支援してほしいとは納得い
かない。町としても甘いのでないか。
☆社協としてなかなか利益を出せない旨説明。（議員）
◎町内会でボランティアとして高齢者の家の雪かきをしているが、ボランティアしている人たち
も高齢になってきている。町でボランティアしてくれる人たちにやりがいがあるような仕組みを
考えて貰えないだろうか。
☆社協で町内会ごとに登録しているボランティアの雪かき出動に対しての助成をしている。
（１回 500 円）。（町内会）
☆２/４町民課へ伝えた。雪かきのボランティアについては、屋根の雪下ろしや家周辺の雪か
きについての助成がある旨を確認した。
【教育関係】
◎福島と吉岡の小学校は合併しないのか。
☆全員がそういう考えであればいいが、なかなか話がまとまらないと聞いている。（議員）
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【その他】
◎町でいろいろ支援金を出しているが、町の基金はいくらくらいあるのか。
☆新型コロナの交付金を使用しての支援金であるのと財政調整基金の額について説明。
（議員）
◎以前手続きをしに役場の１階へ行った際、窓口が混んでいたため 座って待っていたの
だが、窓口がいなくなった後も誰も声をかけられずしばらく待たされた。
☆町側へ伝える旨説明。（議員）２/４総務課へ報告

■吉岡１・２・３（吉岡総合センター）17:55～18:50 参加者：8 人（男 8 人、女 0 人）

２/３
（水）

【道路関係】
◎町政懇談会で町長にも要望したが、流雪溝のシステムを変えていく必要性を感じる。流雪
溝設置当初は、若い人もおり世帯人数も多かったのでマメに流雪溝への雪の投げ込みがで
きていたが、高齢独居世帯が増え、世帯によっては全く除雪をしないところもあり、車の通行
等にも支障が出ている。（吉岡地区内でも流雪溝がある地域とない地域があり、不公平感も感
じているとの声もあった。）
【第２青函トンネル関係】
◎資料の議会だより２月号で第２青函トンネル構想のことについて取り上げているが、
実現性等についてどう考えているか？
☆この件に関しては、町で「実現する会」を立ち上げ動き出したが、動きが少し鈍いことから今
回の議会だよりＰ６で積極的な活動強化を望むとの意見書を付した。議会としても２/19
に予定している「渡島西部四町議会議員連絡協議会研修会」にＪＡＰＩＣの神尾先生を
お招きし、第２青函トンネル構想に係る講演会を開催し、実現に向けて連携・連動を図って
いきたい考えである。本来であれば、この機会に一般町民もお招きしたいところだが、コロナ
禍のなか、また首都圏での緊急事態宣言延長もあることから議員及び最低限の関係者で行う
ことをご理解願いたい。
【新型コロナ関係】
・新型コロナウィルス関係で、渡島の中では福島町と鹿部町だけ感染者が出ていないようで、
早く収束してほしいし、福島町での感染者第１号にはなりたくない。
・吉岡小学校では、コロナ禍の中だが小規模校の特色を生かし、ソーシャルディスタン
スを取りながら、児童たちは元気いっぱい過ごしている。また、福島町は児童生徒や先
生にまでタブレットＰＣが行き渡り、渡島としては先進的な地域として事例発表なども
行っている。ただ、３月・４月に控える卒業式・入学式は、まだ来賓をお招きし開催す
る時期ではないと考えている。
（吉岡小学校校長）
【町内会活動・要望】
・吉岡１町内会と吉岡２町内会を、１月の総会で統合することを決定、名称は「館崎２・
３町内会」と同じように、
「吉岡１・２町内会」とした。吉岡３町内会も統合のテーブ
ルに載っていたが、今回は種々の事情により統合に加わっていない。

■白符（白符ふれあいセンター）17:55～19:07 参加者：7 人（男 5 人、女 2 人）
２/３
（水）

【議会関係】
〇議会だよりの文章は、小学生や高齢者が理解できるような文章になっているか注意しなが
ら作っていかなければならない。
〇一般質問等の記事を見て、議員が頑張っていることが分かる。
☆字の大きさ・写真・専門用語の解説等の工夫をしているが、さらに工夫する旨説明した。
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〇「町民と議員との懇談会」の開催時期を変えてほしい。町政懇談会前に議員懇談会を
開催した方が、町の予算編成・一般質問に繋がるのではないか。
☆現在の時期設定の考え方を説明し、状況を見ていく旨説明した。
【観光関係】
◎「道の駅」駐車場は雪捨て場ではない。雪で車が利用できないので、早目に排雪してほし
い。
☆臨時堆雪場としており随時排雪しているが、大雪のため排雪が進まない旨説明した。
☆２/４産業課・建設課に連絡した。
【衛生関係】
◎野良猫に餌を与えている家があり、猫が増え、家の周辺や畑の糞等で困っている。役場で
も、渡島振興局職員と一緒に来て状況把握し、去勢等の手術を継続的に進めているが、他
町内会においても同様の事例があると聞いており、全町的取り組みとして、役場で回覧板・看
板設置等を進めてほしい。
☆2/4 町民課に報告、広報掲載・看板設置等を検討する旨、町内会に連絡した。
【町内会活動・要望】
◎白符墓地(坊主沢)の草刈りは町内会婦人部がしていたが、鎌で刈れないものもあり、
役場で草刈機を使って実施できないか。
☆２/４町民課に報告、鎌で草刈りできないものは役場で実施する旨、町内会に連絡した。
・町内会役員のなり手がおらず、困っている。どこの町内会でも同じだとは思うが、何とかなら
ないか。
☆町内の状況について意見交換した。
【その他】
◎２月号町公報から「今月の行事予定」が、半分の大きさになり、字が小さくて見えづらくなっ
た。他の記事を半分にしても、元の大きさにしてほしい。
☆２/４企画課に連絡した。

２/３
（水）

■上町･本町･川原町（役場 機能回復室）18:00～19:10 参加者：4 人
（男 4 人、女 0 人）
【議会関係】
○ペーパーレス会議システムのデモを行っているがタブレットの導入はいつなのか。ペーパ
ーレスはどこまで紙を削減するつもりなのか。
☆令和３年度導入予定である。紙は徐々に減らしていくつもりだが、議会内でもこれから本格
的な議論をしていく旨説明。（議員）
【産業関係】
◎がんばる地元企業等応援の助成金が令和元年度で終了となったが、３年間で財政調整基
金を取り崩ししながら４億５千万くらい助成しているが、この事業の効果を詳細に検証
したのか。一般町民はわからないので、ペーパーなどで周知しないのだろうか。
☆町側へ伝える旨説明。
（議員）
【第２青函トンネル関係】
◎第２青函トンネル構想実現に向けての進捗状況は。機運は高まってきているのか。夢
を持たせるために大々的に情報発信してほしい。横断幕作ってはどうか。
☆札幌のシンポジウムや２/19 の渡島西部四町議連協の研修会の内容を説明。２/19 研
修会の資料を回覧した。
☆横断幕については町側へ伝える旨説明。
（議員）
☆２/４企画課へ連絡し懸垂幕はある旨確認。
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【その他】
◎ふるさと応援基金がかなり貯まってきていると思われるが何に活用していくのか。
☆納税額が増えた経緯等を説明。まだ、議会で議論されてないのでこれから町側から出てく
るのではないか。（議員）

■日向１・２・３（日向生活館）18:00～19:10 参加者：4 人（男 4 人、女 0 人）

２/４
（木）

【議会関係】
○議会だよりを見ると一般質問は 1 回のやり取りで終わっているようだが、もう少し活
発な議論が必要ではないか？
☆福島町議会は回数・時間無制限であり、議会だよりは複数回のやり取りをまとめてい
る旨説明。
○議会のホームページは情報量が多いが、それを見ることができるのは町民の３割くら
いでないか？そのためにも、議会だよりをわかりやすくしていくことが必要。
☆予算・紙面の都合はあるが、できるだけわかりやすい議会だよりの編集に努める。
【観光関係】
◎議会だより２月号８ページに岩部クルーズ運航事業の調査結果が掲載されているが、
予算・実績など町民が評価できる数値的な資料を載せたほうが良い。
（一方で、
「詳細に
ついては町広報で載せるべき、一般社団法人という別組織だが、１千万円の出資をして
いる町の責務である。
」との意見あり。）
☆調査資料は議会ホームページに掲載。
【福祉関係】
◎議会論議の中で、町立診療所の分包機購入の議論を見た。町が誘致した訳ではないが、
町内に調剤薬局ができた中で、医薬分業の方向で育てていくことも必要でないかと思っ
た。
☆利用者（患者）の費用増の観点もあることを説明。
【道路関係】
◎今年は雪が多く除雪が大変だった。国道の除雪は２台の除雪車が時間差で来るので、
終わったと思ったらもう１回となる。また、除雪の雪が高く積まれ、見通しが全くきか
ない状況で危険を感じた。排雪の仕方についても車道だけを排雪し、一部残った雪でも
高さは変わらないので、自分たちで歩道の雪を排雪せざるを得ない。函館市のように、
小さな除雪機を貸し出しすることが有効ではないか？（ただ、借り手側の管理方法に課
題が残ると思うが…。
）
【第２青函トンネル関係】
◎第２青函トンネル構想はどのような構想で、どの程度の進捗状況となっているのか？
☆３団体の構想案があること、議員全員でＨ29 に東京（ＪＡＰＩＣ・・３団体のうちの
一つ）への視察を行ったこと、Ｈ31 に町で「実現する会」を立ち上げ専門家を招いて講
演会を行ったこと、地域から機運を盛り上げていかなければならない段階であること、
２/19 に４町議員の研修会で専門家を招いた講演会を行うことなどを説明。

■丸山団地（丸山コミュニティセンター）18:00～19:00 参加者：5 人（男 4 人、女 1 人）
２/４
（木）

【福祉関係】
◎やまゆりクリニックの経営状況は、どうか。
☆現在の状況、各種ＰＲや往診の回数を増やすなどの努力を続けている等説明した。
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【道路関係】
◎除雪について、町内会では苦情等はない。福島町は、全体的に除雪が行き届いていると
思う。大雪の時でも、除雪作業車の作業状況等の放送があり安心している。
☆降雪量や町内の除雪について、意見交換した。
【教育関係】
◎高校存続について、来年度入学予定者(願書提出者)は何人か。
◎生徒が作った昆布ラーメンが好評だったが、岩部クルーズのお客さんに売り込みすること
や、ふるさと納税の返礼品に使ってみてはどうか。
☆願書提出者数１１人、今後、全国募集・寄宿舎整備等について説明した。
【町内会活動・要望】
・丸山町内会でも、役員の成り手不足が問題となっている。
※町内の住民増加町内会や町内の状況等について、意見交換した。
【第２青函トンネル関係】
◎第２青函トンネル構想は実現するのか。完成後、通行する車は、有料か。
☆札幌の経済界・道南自治体の活動状況、想定される事業費や年間の経済効果、本州と四
国・九州のトンネル・橋との比較、構想の内容、福島町の優位性等を説明した。また、通行す
る自動車は有料である旨回答した。
【新型コロナ関係】
◎コロナワクチンは、地元で接種できるのか。
・町内のスーパーや商店に行くと、買い物する皆さんは、消毒・マスクをしっかりしており、安心
している。
◎新聞に出ていたが、国からコロナ関係の交付金が来るとのことだが、町では、次の経済対
策を予定しているのか。
☆町内のコロナ対策の状況やワクチン接種の諸準備、また、定例会２月会議でコロナ関係の
補正を予定している等、説明した。
【その他】
◎全町的に光ファイバーを整備するとのことだが、現状で届かない地域はあるのか。また、今
回の整備で全町をカバーできるのか。
☆光ファイバー網の現在の状況、整備後の町民活用・町外客の取り込、議会タブレット導入
の検討等について説明した。
◎ふるさと納税の状況はどうか。
☆返礼品としてスルメイカが好評、まちづくり工房作成の各種製品への反響、寄付額の状況
等を説明し、意見交換した。

■月崎１（浜中母と子の家）18:00～19:10 参加者：9 人（男 7 人、女 2 人）

２/４
（木）

【議会関係】
○町民と議員との懇談会について、少し前に町長がきて町政懇談会をやっている。町長には
町内会の要望等伝えるが、議員には何を話せばいいのか。議会だよりから質問といわれても
大まかすぎて何を質問していいのかわからない。報告会の結果が出てこない。
☆町民と議員との概要説明し、懇談会の中から出た意見を集約し報告書を町側へ伝えてい
る旨説明した。懇談会の結果報告書は町内会長へ送付している旨も説明した。（議員）
○議会だよりでは会議の状況等わかるが、議会独自の活動について報告してほしい。
☆新型コロナウイルスで研修会等も中止となり、全然活動できていない旨説明。（議員）
○町で飲食店に支援しているが、議会でも飲食店への支援活動をしてはどうか。会議時の昼
食に飲食店を活用する等。
◎〇町広報も議会だよりも内容が難しい。条例の改正や計画の変更等を何のためにするの
か出てこないので町民はわからない。
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☆限られた紙面で伝えなければならず難しいが、他の町内会でも事業の実績等掲載してほし
い等の意見も出ていた。次の議会だよりに向けて参考にします。（議員）
【福祉関係】
◎総合計画の変更に診療所の小型分包機の購入とあるが、診療所の稼働状況はどうなって
いるか。
☆１日の平均患者数などを説明。（議員）
◎社会福祉協議会の財政状態はどうなっているのか。事業者として継続していくために支援
しなければならないのであればしっかりテコ入れしてあげなければ、介護を受ける側が影響を
受ける。
☆常任委員会での議論の内容、社協からの要望の状況等を説明。（議員）
◎社協は老人クラブ連合会の会計を見てもずさんな気がするので不安を感じる。会計処理等
の問題もあったので、経営状態を分析・戦略を立てるため外部から税理士等を町で手当して
あげてはどうか。
【新型コロナ関係】
◎漁組安定化支援金は組合に対してだと思うが、利用して何かやるのか。
☆組合員の負担金を補填するものである旨説明。（議員）
◎新型コロナウイルスワクチン接種に向けて、町民が混乱を起こさないように早め早めの対応
をしてほしい。
■月崎２（月崎母と子の家）18:00～18:50 参加者：8 人（男 4 人、女 4 人）

２/５
（金）

【議会関係】
○議会のタブレット導入の進捗状況は？
☆松前町議会では昨年 12 月会議で補正予算を可決し３月には納品する予定、福島町議
会は総合計画に登載し、令和３年度補正予算で実施するよう現在検討中。
【産業関係】
◎月崎２でも鹿に植木のオンコを食べられる被害がある。皮や肉を活用して商売になら
ないか？
☆鹿の角を活用して、ふくしま工房で販売等しているが、食肉利用は難しく町ではハン
ターの解体処理等の負担軽減のため、残滓処理施設の建設を総合計画に登載した。
【観光関係】
◎クルーズの実績は？
☆Ｒ２.12.18 開催経済福祉委常任委員会資料に基づき実績数値を説明した。
【道路関係】
◎今年の除雪費はどのくらいになるか？雪が降っていないのに除雪をしていることや、
排雪をこれだけ頻繁にやらなければならないのか？
☆今年は雪が多く、２月会議での除雪費の補正も予定されており、１億円は超えるので
はないか？雪が降っていないが、道路状況により除雪が入ることもある。排雪は堆雪箇
所との関係もある。
【町内会活動・要望】
◎町にも要望したが、会館トイレ簡易水洗化を早めにお願いしたい。
☆町に伝えます。
◎月崎幹線の街路樹は落ち葉が排水に詰まるなど管理が大変、建設課に伐採してよいか
確認したが許可は出なかった。伐採が無理であれば管理を町でやってほしい。
☆町に伝えます。
【防災関係】
◎防災無線個別受信機の調子が時々悪く聞こえない時がある。
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☆消耗品であり、町に連絡してほしい。一時的な対応策で電源の入り切りを行えば回復
することがある旨説明した。
【その他】
◎議会だよりに光ファイバー敷設の件が掲載されているが、いつまでに敷設するのか？
☆令和３年度中に全町カバーできると聞いている。

■吉田町・館古（役場 機能回復室）18:00～19:08 参加者：7 人（男 4 人、女 3 人）

２/５
（金）

【議会関係】
○議会だよりの題字は、何故ひらがなか。
☆各小中学校に「ひらがな」での題字作品を依頼している。
☆積極的に議会を傍聴していただきたい旨ＰＲした。
【産業関係】
◎陸上養殖アワビを買ってお土産にしたが、小さいアワビで５千円もした。高すぎるのではな
いか。もっと大きなアワビにできないのか。
☆販売計画サイズ５㎝、ふるさと納税返礼品、今後、一部を試験的に大きくし市場調査する等
の説明し、意見交換した。
【観光関係】
◎岩部クルーズに乗船し、案内人が話す伝説や奇岩の説明に感動した。今後のクルーズの
見通しはどうか。
☆令和３年度からの事業財源・運行予定、また、まちづくり工房職員の積極的活動を紹介し、
議会としても応援している旨説明した。
【教育関係】
◎令和３年度福島高校入学予定者は、何人いるか。また、なぜ、知内高校に行くのか。
☆入学出願者数１１人、全国募集・寄宿舎建設計画、また、知内高校に行く生徒の目的は、
野球・吹奏楽である旨説明した。
【空家関係】
◎町内会の中に空き家があり、これを利用して町外の人を呼ぶことができないかと考えてい
る。そのためには、無償での畑利用、シイタケの原木提供等、組み合わせなければならない。
☆町でも早い段階から空き家紹介している旨を説明、また、インターネット環境の整備、災害
の少ない地域性について意見交換した。
【町内会活動・要望】
◎町にも要望し回答をいただいているが、館古裏山の杉の花粉で困っている。杉を伐採する
場合は、計画的に広葉樹を植林し、シイタケのホダ木確保を目的とすることも良いのではない
か。
☆現在の間伐材需要の伸び、次の山づくりは広葉樹等を説明した。
【新型コロナ関係】
◎なぜ、福島町の人はコロナに感染しないのか。ワクチンの接種予定は、どうなっているの
か。
☆町民のマスク・消毒等の感染症対策の徹底と、ワクチン接種の準備状況等を説明した。
【第２青函トンネル関係】
☆第２青函トンネル構想の内容、活動状況、福島町が他の自治体に先駆け活動を進めてい
ること等を、パンフレットを見ながら説明した。
◎出席者から、がんばってほしい旨の激励があった
【その他】
◎役場の窓口業務の中で、住民票発行など簡単な申請書発行に際しては、印鑑をやめて、
サインで済むようできないか。以前、印鑑を忘れたことがあり、「印鑑を持ってきてください」と
言われた。
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☆現在の国の脱印鑑、マイナンバーカードの状況を説明し、意見交換した。また、マイナンバ
ーカードの発行方法等ＰＲした。

■塩釜（塩釜町内会館）18:00～18:55 参加者：1 人（男 1 人、女 0 人）

２/５
（金）

【産業関係】
◎自然の問題なので仕方がないが、シカの問題はなかなか解決しない。
☆ハンターの現状等や捕獲の状況等を説明。（議員）
【観光関係】
◎岩部クルーズは天候によって左右され中止となることがあるが、中止で乗船できなかった人
は次年度の際に優遇されるのか。
☆町内の方だと時化で予約に空きがあれば声かけをできるかもしれないが、旅行で来ている
方については難しい。（議員）
◎地場産のものをクルーズの乗船者にもっと PR をしてはどうか。福島町のスルメはすごくいい
と聞く。
☆漁組がとれているものを売る体制ができていない旨説明。（議員）
【教育関係】
◎福島商業高等学校の定員割れの記事を見たがどういう状況か。道立を維持できなくなれば
廃校となってしまうのか。
☆願書の提出者は 11 人、道立を維持していくために全国募集と寮の建設をする予定で
ある旨説明。
（議員）
【新型コロナ関係】
◎コロナで漁組に 500 万円、商工会に 300 万円を補助しているがどういった内容なのか。
☆補助の内容について説明。（議員）
◎新型コロナウイルスワクチンは自治体にどのようにまわってくるのか。
☆国の状況や町の準備体制の状況について説明。（議員）
【その他】
◎空き家となっている家の小屋（物置）が去年からの雪で壊れて散乱している。
☆小屋だけだと空き家の解体補助は使えない。何かやるにしても家主の了解を取らなければ
ならない旨説明。（議員）

■緑町（緑町母と子の家）18:00～19:03 参加者：6 人（男 3 人、女 3 人）

２/８
（月）

【産業関係】
◎アカモク、ガゴメコンブの試験養殖をしていたと思うが、どういう状態か。
☆アカモクの食害による試験中断、ガゴメコンブの自生状況等を説明、商品化のためには、
売り出していくための生産量の確保が課題である等の意見交換をした。
【観光関係】
◎岩部クルーズは評判が良く、早く春になればと期待している。
☆コロナ関連事業による積極的ＰＲ、まちづくり工房の取り組み等を紹介し、意見交換した。
◎道の駅構想は進んでいるのか。作るなら、トンネル記念館横の国道沿いが良いと思うが、記
念館が見えづらくなるかもしれない。農産物を作る農家が少なく、道の駅で販売する農産物の
数が確保できないのではない。
☆現段階の状況を説明し、農産物・漁獲物の提供事情等について意見交換した。
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【道路関係】
◎町内会は、吹き溜まりにより雪が多くたまるが、通学路の関係上、町道はきれいに除雪され
ており、町内会では除雪について感謝している。１人暮らしの高齢者から除雪依頼はあるか。
☆除雪作業の状況、除雪費補正の予定、職員による除雪協力等を説明した。
【新型コロナ関係】
◎新型コロナウイルス感染症のワクチンは、地元の医者が接種するのか。コロナ対策のマスク
の効果か、風邪にかかったという声は聞こえない。
☆ワクチン保管庫等の準備状況、接種時期の見通し等を説明した。
◎福島のコロナ対策事業は、他町に比べ早い。
☆町の取り組み、定例会２月会議での補正見通し等を説明した。
☆ふるさと納税の寄付金額、返礼品の状況について、報告した。
【教育関係】
◎高校存続について、１１人の受験申し込みがあったとのことで安心しているが、これに喜び
すぎないで、さらに頑張ってほしい。また、コンブラーメン等の商品施策等も頑張っている。
☆受験申込者の町別内訳、今後の全国募集と寄宿舎建設計画等を説明、出席者からは、
「一度建物を建ててしまうと色々出てくるので、寄宿舎だけでなく下宿等も考えてみては」との
意見が出た。
【第２青函トンネル関係】
◎第２青函トンネル構想におけるトンネルの勾配予定、また、事業費・事業期間等は、どうなっ
ているか。
☆実現する会作成のパンフレットを用い、勾配、事業期間、総事業費、年間経済効果額等を
説明し、意見交換した。

■新栄町（新栄町集会所）18:00～19:05 参加者：8 人（男 5 人、女 3 人）

２/８
（月）

【産業関係】
◎マグロ漁師も取れていないので専門の職員を配置して原因を探ったりしなければならない
のではないか。
☆イカも取れていないのではえ縄のエサもなく、擬似エサで釣っている。また、20 ㎏以下の小
さいものばかりで出荷もできない。
◎陸上養殖アワビを東京の知り合いに送ったが、こんなに小さかったかといわれた。天然だと
もう少し大きいと思うがこれ以上大きくならないのか。
☆天然は、夏場は禁漁だが福島町の特産品として年中提供できるようにする。さらに大きくす
るとなると時間とコストがかかる。
◎どの段階で採算が取れるようになるのか。ＰＲ・数量・販売経路含めて今の施設でどこまで
利益を出せるのか。
☆まず福島町にアワビがあるというＰＲをしていかなければならない。
◎今まで色々な養殖をしたが全てやめてしまった。アワビもふるさと納税の返礼品で出ている
が、付加価値をつけれるように。
☆ふるさと納税の状況について説明した。（議員）
【観光関係】
◎岩部クルーズキャンセルはどれくらいか。クルーズ船の定員は。
☆令和元年度の状況を説明。（議員）
◎まちづくり工房の規模が小さく人数もギリギリでやっている。一般町民から寄付を募ってみ
ては？
☆窓口を広げることは町長も考えているようだ。（議員）
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◎クルーズ乗船の際に知内からのクルーズが先に洞窟に入っているため別なところを見学し
てから洞窟に入ったことがある。知内側と時間の調整はしてないのか。
☆連携しながらやっているわけではないので時間帯がぶつかることもある。（議員）
◎テレビで岩部クルーズを見て乗船したいと言っている人がいる。
◎岩部クルーズを宿泊場所とセットで出来れば朝の便の乗船が少なかったり時化だった際に
他の場所と連携できるのでは。知内町は民宿と連携している。
☆付加価値をつけていかなければない。（議員）
◎定員 11 人しか乗れないのであれば船を大きくしてみては。１隻いくらくらいするの
か。
☆大きいと青の洞窟に入れない。１隻 800 万円である旨説明した。（議員）
【道路関係】
◎総合体育館から盛川さん宅の細い歩道の除雪について、去年はロータリーでやっており、
今年はドーザーでやっているが、斜めになっており子どもたちも滑りながら歩いている。
☆２/10 建設課へ伝えた。
【教育関係】
◎福島商業高校の全国募集について通える距離の人はいいが、町外から来るために宿泊
先・受入れ先が無くて断念したという話も聞く。部屋を与えるだけでなく、住む環境・食べる場
所もしっかりしないと子供も来たがらないし親も行かせたくない。
☆全国募集に併せて寮の建設を今後道と協議していく旨説明。（議員）
☆現在でも下宿についての助成がある旨説明。（議員）

■三岳１（三岳母の子の家）18:00～18:55 参加者：1 人（男 1 人、女 0 人）

２/９
（火）

【衛生関係】
・三岳１地区では、空き缶ゼロの日に国道裏手のごみ拾いをボランティアで行っていたが、柳
の木が生い茂っていたので、土木現業所（現 渡島総合振興局建設管理部）に切っていいか
確認したところ、「賃金を出すよ」ということで、その後町内会事業として毎年実施し、貴重な財
源にもなっている。伐採後はごみの量が激減しており、事業実施の効果が出ていると自負す
る。
☆町内のごみの不法投棄対策に寄与しており、今後も頑張っていただきたい。
【町内会活動・要望】
・町内会体制の構築に苦労している。役員になってもなかなか会議や行事に出てこない。ま
た、町内会自体の加入についても、引っ越ししてきた人すべてが昔のようには町内会に加入
しない。一度、説得したことがあるが拒否された。役員の報酬的なものが必要な時代だが、役
員を引き受けても冒頭に記載したような状況で悩んでいる。
☆どこの町内会でも多かれ少なかれ直面している問題だと思うが、町内でも有数の世帯数を
誇る三岳１町内会の町内会長がその状況では大変だと思う。なかなか昔のような感覚では運
営が難しいと思うが、役員力を合わせていくしかないと思う、頑張っていただきたい。

■三岳２（三岳寿の家）17:45～18:59 参加者：7 人（男 3 人、女 4 人）
２/９
（火）

【議会関係】
○町民との懇談会の開催時期を、冬以外の日中に変更できないか。
変更できない場合、雪道で足下が危ないので、日中の開催にしてほしい。
☆開催時期決定に係る経緯を説明し、意見交換した。
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○以前、何回も議会傍聴に行ったが、足腰が悪くなり行かなくなった。直接、議会の話を聞く
ことは、良いことだ。
☆定例会３月会議の夜間議会、また、それ以外の議会にも来ていただくよう依頼した。
【産業関係】
◎陸上養殖アワビを買って食べたが、小さくて、天然と比べ味が落ちる。（美味いとの意見も
あり）ウニの塩水パックは、粒も大きくて美味い。
☆養殖アワビの生育状況やふるさと納税返礼品等について、説明した。
【観光関係】
◎岩部クルーズは、素晴らしい。まちづくり工房が売り出したサイダーは瓶がきれいだ。ペンを
買いに行ったが、予約製造とのことで買えなかった。
☆クルーズの状況を説明し、まちづくり工房の各種事業等を紹介した。
【福祉関係】
◎一人暮らし高齢者宅の雪かき助成金は、あるのか。
☆対象年齢等を説明し、町民課に相談するよう指導した。
【衛生関係】
◎三岳チェーン着脱所駐車場に、沢山の家庭ごみやパンパース・雑誌・空き缶等を捨てて行
く人がいる。町民ではないと思うが、不法投棄防止看板や監視カメラの設置等はできないか。
☆千軒駐車場峠の状況について、意見交換した。
☆２/10 担当課に連絡、看板設置済みとのこと。
【道路関係】
◎以前、建設課に話したが、国道から久末宅横を取っている町道(その先に林道)につい
て、個人宅(個人)の畑侵食により、軽自動車の通行しかできない状況になっている。現
在の所有者は札幌在住の外国人で、不動産業者から土地の状況を聞いているとのことで
あるが、町で測量をする必要があるのではないか。
☆２/10 建設課・農林課に連絡した。
◎国道除雪はありがたいが、その雪を玄関前等において行く。年寄りばかりの家なので、
その雪の処理に困っている。開発局に何とか伝えてほしい。
☆町内全体の除雪の状況について、意見交換した。
【空家関係】
◎空き家解体補助は、いつまであるのか。あらかじめ申し込まなければならないのか。
☆補助申請の流れ等を説明した。
【会館関係】
◎三岳第二町内会の会館は、いつ建て直すのか。
☆令和３年度新築予定について町内会長が説明した。
【その他】
◎役場正面玄関スロープについて、雪かきをしておいてほしい。この前の降雪時、車い
すで役場に入ろうとしたが、雪のため入れず苦労した。
☆２/10 総務課に連絡した。
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■千軒（千軒活性化センター）18:00～19:05 参加者：5 人（男 4 人、女 1 人）
【産業関係】
◎陸上養殖アワビなぜ 5 ㎝以上にしないのか。
☆エサ代がかかりコストが高くなる。天然物も夏場は禁漁であるし、数も少なくなって
きている。
（議員）
◎色々な物にチャレンジするけど、出来たものの販路がしっかりしていないように感じ
る。
☆陸上養殖アワビの販路の状況等について説明。
（議員）

２/９
（火）

◎スルメ等商売している人は個人で頑張っているが組織としての活動がない。団結すれ
ばもっと売り出せるようになると思う。
☆これから第２青函トンネルの話もあるので町として団結していければと思っている。
（議員）
◎この度の年末の抽選会のやり方がよかったと高齢者等からの評判が良かった。
【観光関係】
◎岩部クルーズをやるだけでなく食べ物も提供したほうがいいのでは。
☆２/９経済福祉常任委員会報告事項の「福島町元気プロジェクト」の内容を説明。
（議員）
◎地域資源を活用して、クルーズが時化で中止の際に代わる体験型のものがあればい
い。
【第２青函トンネル関係】
◎第２青函トンネルについてもっと情報を発信していかなければ。もっとＰＲしていか
なければ。
☆現在の北海道から物資を届ける際の運賃の状況や第２青函トンネル建設の波及効果
について説明。
（議員）
☆町作成のパンフレットを参加者へ配布した。
【その他】
◎インターネットは通じるようになったのか。
☆つながるようになった。
（議員）
◎新聞でふるさと納税が増えた記事を見たが、どうしてここまで増えたのか。
☆専門の業者と連携して返礼品も増やしている。スルメが一番人気である。（議員）
☆ふるさと納税のサイトを見てもらった。
◎スルメは東京方面の人には興味があるようだ。
◎道東でクマの爪をストラップにして売っているところがある。
◎工房にもクマの爪を提供して研究してもらっている。青森の歯科技工士からも欲しい
といわれ提供したことがあるが、１個 5,000 円くらいでも売れているようだ。（道下さん）
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