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提出案件及び議決結果一覧表

１．町長提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

７５ 令和元年度松前町一般会計補正予算（第７回） 元.12.12 原案可決

７６ 令和元年度松前町介護保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第４回）

７７ 令和元年度松前町水道事業会計補正予算（第３ 同 上 同 上

回）

７８ 令和元年度松前町病院事業会計補正予算（第２ 同 上 同 上

回）

７９ 教育委員会委員の任命について 同 上 同 意

８０ 固定資産評価委員会委員の選任について 同 上 同 上

８１ 固定資産評価委員会委員の選任について 同 上 同 上

８２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 同 上 原案可決

例制定について

８３ 町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例 同 上 同 上

の一部を改正する条例制定について

８４ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 同 上 同 上

例制定について

８５ 成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化 同 上 同 上

等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定に

ついて

８６ 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条 同 上 同 上

例制定について

８７ 松前町税条例の一部を改正する条例制定につい 同 上 同 上

て

８８ 指定管理者の指定について 同 上 同 上
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果
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閉会中の正副議長、議員の出張承認について 同 上 同 上
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（開会 午前１０時０５分）

◎議長あいさつ

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、令和元年松前町議会第４回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご多

忙のところご出席下さいまして、会議の運びに至りました事を厚く御礼申し上げます。

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から令和元年松前町議会第４回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎表彰伝達式

○議長(伊藤幸司君) 議事日程に入る前に、全国町村議会議長会会長から、斉藤勝君並び

に梶谷康介君に対しまして、創立７０周年記念永年功労の表彰がありましたので、これよ

り伝達式を行います。

（議長より斉藤議員、梶谷議員に伝達）

○議長(伊藤幸司君) 以上で表彰状の伝達を終わります。

◎諸般の報告・議事日程

○議長(伊藤幸司君) 議会に関する諸報告並びに本日の議事日程につきましては、お手元

に配布の通りであります。

議事日程調整のため、暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時０８分)

(再開 午前１０時２４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長により、４番宮本理恵子君、

５番福原英夫君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、沼山雄平君。
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○議会運営委員会委員長(沼山雄平君) １２月９日及び１１日開催された議会運営委員会

において、本定例会の会期は本日から１２月１２日までの２日間と致しまして、議事日程

については、お手元に配布のとおり進めることに決定致しました。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から１２月１２日ま

での２日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

令和元年松前町議会第４回定例会にあたり、行政報告を申し上げます。

１、職員の契約事務の失念に係る処分について。

職員の契約事務の失念に係る内容については、去る１１月１５日に招集しました第８回

臨時会で行政報告を行ったところであります。

この間、事実関係の詳細の確認、処分の可否を含めた処分量定の適正な審査を行うため、

副町長を委員長とする「職員懲戒審査委員会」を設置したところであります。担当職員が

契約事務を失念し、報告義務を怠るなど、また上司によるチェック機能が十分に果たされ

ていなかったことが確認されたところであります。

このため、職務を怠ったとして、１２月１日付けで担当職員を「戒告」、関係職員であ

る指揮監督する課長職を「訓告」、指導する主幹職を口頭による「厳重注意」とする処分

を行ったところであります。また、自らの監督責任を負うため、町長及び副町長の令和２

年１月分の給料月額１０分の１を減額する改正条例を別途提案しております。

再発防止策としまして、１１月２９日付けて「服務規律の確保を徹底し、公務員倫理の

確保に努める。」ことを目的に『綱紀の厳正な保持について』を職員に通知し、更には同

日付けで「全職員が全体の奉仕者として公益の利益のために、倫理保持及び公正な職務の

執行を図る。」ことを目的に『松前町職員不祥事防止行動指針』を策定したところであり

ます。

このたびの件を教訓に、法令遵守、服務規律の徹底を図り、職員一丸となり再発防止に

全力で取り組んでまいります。

２、海上自衛隊松前警備所白神支所の廃止に係る要望について。

去る、８月２９日に北海道防衛局基地対策室長及び海上自衛隊大湊地方総監部第３幕僚

室長の訪問を受け、海上自衛隊松前警備所白神支所を令和２年８月をもって廃止し、代替

業務は松前警備所と竜飛警備所が担う予定である旨の報告を受けました。
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町と致しましては、寝耳に水の報告であり、廃止の真意を確認したところ、防衛計画大

綱等による組織、業務の適正化及び国外任務等急増の一方で募集環境が厳しく、人員確保

がままならない現状であり、やむを得ない措置である旨の回答を受けました。

現在、松前警備所白神支所には隊員約２０名が従事しており、その家族を含めると町勢

に与える影響が大きいため、１１月１２日に海上自衛隊函館基地隊司令及び松前警備所長

へ、１１月１４日には大湊地方総監へ、町長、議会議長連盟での要望書を手渡し、海洋秩

序の維持や、他国船籍の往来による不安と脅威に対する抑止力としての海上自衛隊の重要

性を訴えるとともに、松前警備所全体における人員の確保を強く要望してきたところであ

ります。

３、東急不動産株式会社との協定の締結について。

去る、１１月１日に東急不動産株式会社（以下「東急不動産」という。）インフラ・イ

ンダストリー第一部統括本部長外１名が来庁し、現在稼働している「リエネ松前風力発電

所」及び今後予定している第２期陸上風力発電事業や洋上風力発電事業の展開を踏まえ、

「風力発電を活かした松前町の発展」を共に目指し、もって風力発電事業の円滑な推進を

図るため、松前町と協定を結びたい旨の提案を受けました。

町と致しましても、将来、人口の減少を起因とする産業の衰退や活力の減退が危惧され

ており、再生可能エネルギーという松前の強みを活かした新しい産業の風を取り入れるこ

とで、町の発展及び産業振興の活性化への協力が図られ、企業誘致の一環としても観光や

地域貢献が期待できるものと判断し、来る１２月１９日に協定締結調印式を挙行する運び

となっております。

協定の主な内容は、風力発電事業の円滑な推進と松前町総合計画の実現に向けた協力を

軸に、今後、災害に強いまちづくりの推進、地域貢献や地方再生及び地域活性化に資する

取り組みを誠意を持って進めることとしております。

東急不動産としても、松前町に大きな可能性を感じ、自治体との協定は初めてであると

のことであり、当町と致しましても、大企業との連携による地域振興策に大きな期待と意

気込みをもって取り組んでまいる所存であります。

４、年金生活者支援給付金に係る所得情報の誤りについて。

消費税の引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得が一定額以下の年金受給者の生

活を支援するために、年金生活者支援給付金制度が１０月１日より始まりました。

この制度の所得判定等につきましては、各市区町村から日本年金機構に平成３０年分の

所得情報を提供することになっておりましたが、当町から誤って平成２９年分の所得情報

を提供してしまいました。

このことにより、給付金の受給要件を満たさずに支給決定された方が７０件、新たに受

給できることになった方が９２件、決定した受給額が変更される方が２８８件と判明致し

ました。新たに受給できることとなった方には、町からはお詫びの文書、日本年金機構か

らは請求に係る関係書類をそれぞれ送付したところであります。

また、受給ができなくなる方、受給額が変更される方にはお詫びの文書を含め、日本年

金機構と町で対応を協議中であります。

このたびの件につきまして、多くの町民の皆さんに多大なるご迷惑をおかけしましたこ

とを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう事務処理に万全を

尽くしてまいります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済と致します。
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◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

６番近江武君。

○６番(近江武君) おはようございます。

３期目も、決意は何ら変わりなし、一意専心ふるさとのために、３期目も、決意は何ら

変わりなし、一意専心ふるさとのために。今年６月議員の選挙がありまして無投票ではあ

りましたけども、当選させていただきました。当選の際、皆さんの万歳の声の中で、私は

町民のために、松前町のために公僕としてなお一層精進をしなければならないとの心境を

したためて詠んだ歌であります。

今、町内の皆さんから、石山町長は町長選に出るのか、出ないのかとの声が多数聞こえ

てまいっております。町民の皆さんの関心事は、もう来年の町長選に及んでいるなという

関心の高まりを感じております。その意味においては、ちょうどタイムリーな一般質かと

思いますので、町長の存念をお尋ねしたいと思います。

４年前、病院問題の渦中、激しい選挙戦で町民の信任を得られて、就任されて間もなく、

その２期目の抱負を尋ねられました。町長は、土台をつくり上げなければならないという

ような抱負を述べてございます。２期８年の成果をどのように捉えているのか、そして、

３期に向けての表明はどうなのか。まず、お聞かせいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員から一般質問をいただきました。町長に就任致しまして、

１期と３年８ヶ月、残り４ヶ月というふうな状況になってきているところであります。こ

の２期８年の中で、町民の皆さん、更には議会の皆さんのご理解をいただきながら、町政

の運営をさせていただいたところであります。

特に選挙の公約でも申しておりますように、産業基盤の底上げを訴えて町政の運営をし

てきたところであります。例えば、漁船漁業の支援事業、更には商工事業者や経営改善等

の支援事業、スルメイカ加工雇用確保、更には地域材で育てる住宅支援、優良繁殖牛の購

入、更には肉牛改良センターの建設、現在も進んでいるところであります。加えて、松前

町の空き家除却の支援を行ってきたところであります。いろいろな分野、産業の裾野、本

当にこう広いわけでありまして、結果として力不足の点もあった、不十分な点もあったと

思いますし、更には、今後検討、検証しなければならない状況もあるというふうに認識し

ているところであります。水産業における環境、マグロの漁獲規制、更にはイカ漁の不振、

それから、全ての産業に共通しておりますが、後継者の育成等々、大きな課題を抱えてお

ります。商工業、更には観光業、林業、畜産業、水産加工業、建築業、土木業、町の経済

を支える産業の裾野は大変広いというふうに痛感しているところであります。

予算編成にあたっては、バランスの良い、バランスのとれた予算配分には十分配慮して

まいったつもりであります。経済の、町内の経済は確実に動いてるというふうにも思って

おりますし、今後も経済を押し上げる対策を講じなければならないというふうに思ってお

ります。

令和元年の第３回定例会終了から、いろいろ考えてまいりました。町民の、先ほど行政

報告でも申し上げましたが、町民の皆さんの信頼を失墜する案件が続いておりまして、責

任を感じているところであります。誠意を持って信頼の回復に努めたいというふうに思っ

ているところであります。松前町の課題、懸案事項の早期の解決、達成に道筋を付けるた
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めに、３期目に挑戦をしたいというふうに考えております。継続が松前町の力になるよう

にとの思いで、挑戦したいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(近江武君) ただ今の町長の３期目に挑戦するんだと、その意欲が静かな中にも捉

えることができました。

町長がさっき申しましたように、松前町を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。

基幹産業、漁業、水産加工の後退、高齢化、人口減少等々が山積みしております。私は、

平成２８年４月３日にね、町長が当選した後に、報道陣に対して人口減少への対策が大事

であると、歯止めをかけるには、産業の底上げが重要ですと。２期目で土台をつくります

というような抱負を述べておりまして、大変頼もしく感じていた次第です。

先ほど町長が申しましたように、土台づくりのためにいろんな努力をして政策をしてお

りました。畜産業の後継を育てたいと、大枚な資金を投入して牛に、肉牛の改良センター

の建設に着手しました。また、商工業において、経営改善などを支援し、観光においても

外国人観光客に対応見据えたＷｉ－Ｆｉの設置や、道の駅の展望テラスの増設、子どもの

誕生お祝い金、コミュニティ助成金、松前中学校の建設、人工芝の造成、また、病院にお

いても医師の確保など、大変だったろうなというふうに思っています。

漁業においても、町長は水産センターの建設、漁船漁業支援対策、スルメ加工雇用確保

緊急対策、コンブ、ナマコ生産拡大を目指した増殖振興や、港を利用したホッケの蓄養な

ど、いろんな漁業振興に力を入れてきました。しかしながら、松前町の基幹産業である水

産業を取り巻く環境が極めて厳しい現況にあります。以前私は、宗谷管内の猿払村の話を

しました。村の当時の村長が、村の大半を投入してホッケの、ホタテの稚貝放流を行って、

その成果を今見て、猿払村は日本一のホタテの生産地となって、漁業後継者、大変な賑わ

いを見せております。それを目前にして、やはり人口に歯止めをかけるには、地域の産業

の活性化が欠かせないと、その決意は、私の思いは変わりません。

水産業、特に漁業の底上げ、また、松前町の漁業の根幹をなす漁業協同組合の経営がぐ

らついてきております。町長は、どのように捉えて、どのように進めてまいるのか、お伺

いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員の質問にもありました、大変、水産業厳しい現状でありま

す。先ほども申し述べましたけども、想定のしなかったようなマグロの漁獲規制によりま

して、組合の経営も大変厳しい状況になってきてるところであります。しかしながら、町

内の経済を見た場合に、水産業の振興が、いろんな部分に影響が出てきているのも事実で

ありますので、何としても足腰の強い水産業を構築が喫緊の課題だというふうに思ってい

るところでありますので、引き続き、漁業者の意見を聞きながら、基幹産業であります強

い水産業の確立ができればなというふうに思っているところであります。

更には、漁業協同組合の話、経営のお話がございました。５単協が合併した際には、１

３億５千万の繰越欠損金を抱えた中で、組合も、組合員も、自ら大変な苦労をしてきたと

ころであります。出資金の減資等々、本当に苦労されて今まできたところであります。更

には、系統、経対協の今回組織の皆さんからも支援の要請をいただいたところでありまし

て、やっぱりこれからの松前町のさくら漁業協同組合は、今まで同様に系統各連と連携を

密にして、水産を振興していく立場であるというふうに思っておりますし、町長としては

しっかりと組合と話し合いをしながら、足腰の強い漁業協同組合があって、はじめて水産

振興の強化が図られるというふうな思いで、これからも漁業協同組合と話し合いをしてま
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いりますし、水産業の振興に努力をしてまいりたいというふうに思っているところであり

ます。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(近江武君) 今の町長のお話を聞いております。そうしてですね、やはり水産業の

復興に力を入れなければね、松前町の漁業消えるんですよ。そして、漁業協同組合がぐら

ついてですね、経営ができなくなった場合ね、海があっても漁師の方は漁に出られないこ

とになるんです。それはなぜかというと、漁業協同組合に漁業協同権、漁業権、あるいは

マグロ承認漁業権、いろんな漁業権がね、組合に与えられていることになります。仮に、

何らかの形でもってなくなった場合ね、海があってもただ自由漁業、一本釣り漁業だけな

んです。海、宝、山、宝なんです。ですから、そういうなことがないようにね、やっぱり

心を込めてね、漁業協同組合の再建なり、漁業者のためにね、私は大きな政策を転換する

べきだと思っております。

今まで、平成１９年に再建計画を立てました。その時に、まず職員６人の首を切りまし

た。そして、組合に対して出資金の圧縮をしました。圧縮というのは、出資金が４００万

ありましたら、半分は組合再建のためにあたりますよと。今、松前さくら組合は、日本一

高い手数料と付加金、組合に負わせています。また、職員も過去何十年も給料も上げない

で、そういうような労働条件の中で歩んでいるんです。私自身はね、あの１９年の繰り返

しはしたくないなと思ってます。出資金というのはですね、組合員が老後、漁に出れなく

なって、組合を辞めた場合に一般サラリーマンが退職金が出るように、退職金の意味合い

でもって出資金をコツコツコツコツと積み立てさせたという意味合いもあります。何より

も松前町に漁業を消滅させてほしくない、町長の政策を自信のある思い切った政策を期待

しておりますので、その辺の考え方をもう一度聞かせていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員とは、同じような気持ちで、思いでいるところであります。

本当に水産業の振興のためには、力強い、足腰の強い協同組合が必要だというふうに思っ

ておりますし、先ほど申しましたように、現在の状況になっておりますが、この間、系統

各連から大変なご支援、ご理解をいただいているところでもありますし、漁業協同組合と

致しまして、これからも強い組合になるために、この系統各連との連携、信頼性の確立、

いい関係づくりは、漁協として不可欠だというふうに思っておりますので、そういう思い

で水産業の振興に新たな可能性があるのであれば、チャレンジしていきたいなというふう

な思いをしているところでありますので、ご理解いただきたいなというふうに思っており

ます。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(近江武君) 町長の思いも、私の思いも同じだと思うんですね。３期目も挑戦する

ということを聞いて安心しておりますけども、やはり、更なる町長のご検討を祈りまして、

一つ目の質問を終わらせていただきます。

次に、災害に対応すべき新庁舎の考えは。副題として、このままの庁舎では危ない！に

ついて、町長にお尋ねしたいと思います。

今のね、松前町の財政運用を考えた場合、これからお城もつくらなきゃならない、ある

いは病院も直さなければならない、そして、松前中学校の起債の償還もしなければならな

い。そういう財政面を考えた場合に、新しい庁舎の建築についての質問はね、タブーでな

いかというふうに私自身も思っているんですよ。しかしながら、あえてお尋ねしたいと思

います。８年前の３月１１日、私が町会議員に出ますよということで各方面にあいさつ回
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りなりしておりましたところ、テレビで見た東日本大震災での宮城県の南三陸町の庁舎の

惨状がね、今でも脳裏から離れないんです。町民８千人が津波で犠牲になりました。防災

無線で、瀬戸際まで住民に避難を呼びかけていた若い職員の尊い命が犠牲となりました。

あの瓦礫の山と化した庁舎を見ましてですね、大変なショックを受けたことを覚えており

ます。

また、近年、異常気象により各地で災害や、大雨で河川の氾濫、河川の決壊、大変な東

北地方に被害をもたらしております。宮城県丸森町では、庁舎が浸水して、孤立した姿が

テレビで映し出されています。

松前町役場の庁舎は、ハザードマップ、耐震基準においても問題視されているんです。

特に津波の場合、また洪水、雨降って崖崩れ、川の氾濫、身動きがとれない状況です。そ

れを考えた場合ね。町民の命や安全、安心を守るための司令塔がね、地震、津波や土砂崩

れ、河川の氾濫などが及ぶ位置に存在する今の松前町役場の庁舎を、どのように考えてい

るのか、お尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今般の台風１９号の大雨で、姉妹都市の締結をしております福島県

の伊達市、大きな被害になっているところは、議員皆さんもご承知のことだというふうに

思っております。本当に見舞金を伊達市の方に持参して、被災の現場を見てきましたけど

も、本当に想定を超えるような被害でありました。伊達の市長さんにおかれましては、伊

達市の時間が進まないというふうに、涙目にしながら今現在、復興にあたっての指揮先頭

に立っている市長が、そのようなことをおっしゃっておりました。本当に、幸いにも松前、

大きな災害なかった一年でありました。安堵はしておりますけども、本当にあの現状を見

ますと、一日も早い復旧、復興を心から念じたいなというふうに思っているところであり

ます。

今、議員から役場庁舎の関係、ご指摘のとおりでありまして、平成３０年の第１回の定

例会におきましても、沼山議員からも同じような質問いただいているところであります。

本当にこのままの庁舎では危ない現状は、十分理解しているつもりであります。何かいい

考えがあればですね、いろいろ国の方も減災、防災で起債の関係、有利な起債もあります

よというふうな情報、職員みんな論じているわけでありますが、今の現状の財政状況を考

えた場合に、まだ優先する箇所があるというふうなことの認識をしておりますので、現状

は十分理解しますが、そういうふうな財政的な町の状況であるということも、議員にはご

理解いただければなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(近江武君) やはり、財政の問題が大きく躊躇しているという考え方でございます。

町長、防災上でね、新庁舎の建設については、北海道では浜中町、小清水町、ニセコ町、

新得町、芽室町、美幌町、岩見沢市、神恵内村、かなりあるんです。全国においてもかな

り市町村が、新庁舎に向けた考え方をしてるんですね。新庁舎建設基本構想、あるいは計

画、住民の意見を聞くパブリックコメント、これを各自治体がもう既に始めてるんですよ。

松前町においてもですね、やっぱり必要があると思いますがね、いかがでしょうか。

もしも、さっき述べたように財政運営の懸念でもって、躊躇されているのでしたら、総

務省が市町村役場機能緊急保全事業を活用した庁舎の建て替えについての基本的な考え方

を示しております。また、自治体施設インフラ老朽化対策、防災対策のための地方債活用

の手引き、あるいは庁舎機能想定規模延べ床面積等により、起債対象事業算定基準などを

示しているんですよ。これらの補助事業を、補助を対象としたならばね、今、言われるよ
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うに町民に重荷にならないような財政運営が可能になると思いますし、これから先ほど申

し上げましたパブリックコメント、各町民からね、庁舎の場所、庁舎の建て替えに対する

いろんな意見を集めてですね、もっともっと経済負担のならないような考え方も、皆さん

町民の方がお持ちしてる思うんですよ。その辺についても、私は基本的にやっておくべき

だというふうに思いますが、町長いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 庁舎の建設につきましては、総合計画にも位置付けをされていると

ころであります。その時期が、建設の時期が来るとするのであれば、議員おっしゃるよう

にパブリックコメントなども町民の皆さんから、いろんな意見を聞くことになるんだなと

いうふうに思っておりますし、職員共々、議員ご指摘の総務省からの財政支援のお話、起

債の関係も職員も十分承知しているところであります。本当に必要性は十分認識している

ものの、まだまだ優先課題があるんだというふうなことであります。生活基盤と生命、財

産を守る、安全な、安心なまちづくりのためには、本当に災害に強いまちづくりを目指す

ためには、議員おっしゃるように、きちんとした庁舎が必要だなというふうな認識はして

いるところでありますが、中期的な財政状況の推移を見ながら進めてまいりたいというふ

うに思っております。ここの部分につきましても、職員もきちんと勉強している状況はぜ

ひご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(近江武君) 認識はしているけどもというお話です。役場庁舎の職員は、１００名

ほどおります。あるいは、来庁者の数を考えれば、まだまだ多くなるんですよ。この危険

伴う庁舎の中で仕事をしてるんです。財政が伴うまでですね、待てるような状況でないと

私は思うんですよ。

基本構想なり、計画なり、あるいはパブリックコメントなりをね、やっぱり先行しても

のの考え方をしていかないと、私はいけないと思うんですよ、町長。皆さんの命がかかっ

てるんです。それだけ、危険な庁舎なんですよ。いつ、いかなる時にどんな災害に見舞わ

れるかわかりません。ですから、その辺を十分にもっとスピーディーに、基本構想なり、

だけでもやっぱり考えておく必要性があるんじゃないでしょうか、と私思います。

私の役場の庁舎に対する考え方はですね、職員や来庁者の命を守るためではなく、被災

直後からの素早く復旧対応にあたり、町民の普段の生活を一刻も早く取り戻すためには、

支援復旧活動するための人と物を備え、被害者や支援の情報を整理、集約する場所となる

のが庁舎の大切な役割だと考えます。

町民の安心安全を守り、町民が利用しやすいまちづくりの拠点、それが庁舎の重要な役

割だろうと考えますので、町長の考え方、いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に議員おっしゃるように、庁舎の役割は、正しくそのとおりだ

なというふうに思っているところであります。必要性は十分認識していることもご理解い

ただければと思います。繰り返しになりますけども、必要性は本当に認識しているところ

であります。財政状況の推移を見ながら、準備できるものはしていきたい、対策とれるも

のは対応していきたいというふうに思ってますので、ご理解いただきたいというふうに思

います。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(近江武君) 町長の考え方、よくわかりました。しかしながら、やっぱり前向きに

ね、捉えてほしいなということを希望しまして、私の一般質問終わります。ありがとうご
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ざいました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１番疋田清美君。

○１番(疋田清美君) おはようございます。

６月の選挙日に投票は無投票ということでございましたので、皆様方には大変お世話に

なったところでございます。本当にありがとうございました。

また、初めての一般質問ということでございまして、大変今緊張しておりますけれども、

何とか頑張ってやってみたいなと思っておりますので、よろしくお願い致します。

それでは、通告に基づき、順次質問さしてまいりたいと存じます。まず、求福山及び文

化財の保存整備、活用について、教育長に伺いたいと思います。

松前町の人口は、地域の経済の、松前町の減少は、地域の経済活動の原則や、地域の伝

統行事の消滅、更には地域の活力を低下させるなど、様々な影響を及ぼしているところで

ございます。我が町も少子高齢化により、各町内会で盛大に行われておりました祭典行事

の山車が運行できず、城下時代まつりの山車行列も中止となった次第でございます。この

ままでは、地域の伝統文化が消滅してしまうのではないかと心配しているところでござい

ます。

また、松前町には繁栄の象徴とも言える求福山があり、翁婆の人形と付属品は、北海道

有形民族文化財に指定されておりまして、松前町郷土資料館に保存、展示されているとこ

ろでございます。

また、江差町のように、山車会館のように山車を常設展示し、大型スクリーンやパネル

等で松前町の歴史や賑わいを紹介しながら、地域の伝統行事の、地域の伝統文化の伝承や

観光面などに活かすことはできないかと思っておりますけれども、教育長はどのように考

えているかお知らせください。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) おはようございます。

疋田議員の一般質問にご答弁を申し上げます。ご質問にございました求福山でございま

すけれども、昭和４８年頃までは町内の例祭等で練り歩いておりまして、その後、傷みが

激しく、修理他について協議がなされ、北海道有形民族文化財指定によりまして、現在は

町の展示施設であります郷土資料館に保存、管理に努めているところでございます。

当町では、ご存じのとおり、たくさんの国、道、町の指定文化財がございます。現在、

当町の文化財の保存整備活用については、北海道の発展や日本の時代変革に大きな影響を

与えた、国指定重要文化財であります松前氏城跡福山城跡の保存整備を重点事業として進

めているところでございます。疋田議員おっしゃるとおり、国、道等を含めた貴重な指定

文化財を活用し、町の観光産業等にも関連付けながら取り組む必要性については、私も同

じ思いでございます。町長部局と連携をとりながら、優先順位の検証、整理も含めまして

取り組んで行きたいと、そのように思っているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(疋田清美君) どうもありがとうございました。先ほど、文化財の保存、整備活用

についてということで、北海道の発展や日本の時代変革に大きな影響を与えたということ

で、国指定の福山城跡の保存整備などを重点事業として進めている姿には、大したもんで

ございます。本当にありがとうございました。引き続き、またよろしくお願い致します。

次に、人口減少に伴う地域の伝統行事への影響について、石山町長さんにご質問させて

いただきます。

松前町の人口は、１０月末現在で７千２４人でございます。また、平成３０年１２月に
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刊行されました社人研の報告書によりますと、松前町の将来人口は、１０年後の２０３０

年には４千９０人、２０年後の２０４０年には２千５５９人と、まで減少すると推計され

ております。人口減少は、地域の経済活動の原則、また地域の伝統行事への消滅、地域の

活力を低下させるなど、様々な影響を及ぼします。現に、町内の神社祭典の山車が、引き

手、踊り手の不足などで運休を余儀なくされております。城下時代まつりの山車行列も中

止となるなど、地域の活力が著しく低下しているところでございます。こうした現状を石

山町長はどのように感じているかをお聞かせください。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現状認識はどうなのかというふうなご質問でございます。人口減少

におきましては、地域社会の基盤、存立基盤に関わる大きな問題であるというふうに思っ

ておりまして、当町においては、平成２６年度に松前町創生総合戦略を策定し、人口減少

の対策を講じてきたところであります。現在は、子育て支援などの政策誘導によりまして、

今、議員おっしゃりました社人研の推計値をわずかに下回り、緩やかな減少に留まってい

る状況であります。

しかしながら、ご指摘のように、各町内会においては、少子高齢化による担い手不足は

深刻なものがありまして、町内の祭典行事にも影響が出ていることは十分承知をしており

まして、残念に思っているところであります。城下時代まつりの山車行列は、昭和４３年

に現在の城下時代まつりの前身となる第１回城下夏まつりが始まりでありまして、当時は

９町内会で山車を巡行しておりましたが、イカ漁の不振等で一時中止になるなどの変遷を

たどり、現在に至っているところであります。今年の城下時代まつりは、例年どおり３日

間の日程で開催されましたが、３２回目を迎えた山車行列は、山車の引き手、踊り手が集

まらないことなどから、残念ながら中止になったところであります。

時代まつりにお盆の時期と重なりまして、山車行列を楽しみにして帰省されてる方も多

いというふうに聞いておりまして、寂しいと言った声も聞かれるわけであります。

お祭りに対する私個人の思いでありますが、お祭りは大漁、更には商売繁盛、護国豊穣

を願うものでありまして、見せるっていう祭りよりも、自らが参加して楽しむのがお祭り

だというふうに、私個人は思っているところであります。そういうふうな思いがですね、

皆さん持っていただければ、復活できる可能性は十分あるんだろうなというふうに思って

いるところであります。山の現状、本当に伝統行事が衰退してきまして、活力の低下を招

いている現状は、本当に残念に思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(疋田清美君) 城下時代まつりの山車行列は、昭和４３年に現在の城下時代まつり

の前身となります第１回城下夏まつりとして始まりました。そして、その当時の山車の数

は９町内会でございました。今現在は８町内会っていうことでございます。その後、イカ

漁の不振などで一時中止になるなど、移り変わりで現在に至っているというお話でござい

ましたが、全くそのとおりでございます。また、残念ながら、今年度の山車行列も中止と

なっております。城下時代まつりは、お盆の時期と重なり、帰省客の皆さんが山車が見ら

れないということは、先ほど町長も言いましたけれども、非常に残念に思ってるところで

ございます。何とかして見せてあげたい、それが城下時代まつりであると思っております

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

次に、山車の常設展示及び観光活用についてでございますが、人口減少による地域の担

い手となる人材が不足しておりまして、このままでは地域の伝統、文化が消滅してしまう

のではないかと心配しているところでございます。一部の町内会からは、山車を解体処分
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するなどの話も聞こえてきております。そこで、江差町の姥神大神宮渡御祭の方では、３

７０年余りの歴史がございまして、松前町とは比較にはなりませんが松前町の山車は漁業

の繁栄と共に歴史を刻んだ、地域のコミュニティの象徴でありまして、なくなるのは非常

に残念でなりません。

私としては、江差町の山車会館のように、山車を常設展示し、大型スクリーンやパネル

などで松前町の歴史や賑わいを紹介するなど、観光面などに多いに活用はできないかとい

うことが１点です。

また、地域の伝統、文化を守るために、観光客などから引き手、踊り手を募集致しまし

て、体験型観光などに活用するなど、外部の人材を地域活性化に活かすことなどはできな

いかを伺いたいと思います。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町内の山車は、昭和初期の、今議員おっしゃるように、漁業が盛ん

だった頃につくられたものだというふうに聞いているところであります。当時は人口も多

く、子どもからお年寄りまで町内会総出で参加し、盛大に行われていたようであります。

しかし、少子高齢化が進み、平成の時代になってからは、山車の引き手、踊り手が確保で

きずに町内の祭典行事も徐々に縮小をしてきているところであります。人口減少により、

地域の担い手となる人材が不足して、このままでは地域の伝統文化が消滅してしまうので

はないかとの心配、いたく痛感するところであります。

江差町では、江差追分会館に山車会館を併設しながら、指定管理者が管理運営にあたっ

ております。山車会館には、姥神大神宮渡御祭で巡行している山車１３台の中から２台を

１年交代で常設展示し、大型スクリーンやパネル等を使い、３７０年余りの歴史を誇る姥

神大神宮祭典を紹介し、観光資源の一躍を担っているようであります。

松前町の場合も、求福山は、北海道有形民族文化財に指定されておりまして、適切な保

存環境、管理体制など、条件の整った施設が必要となりまして、山車会館の整備となると、

建設費及び管理運営費など、費用面において大きな負担が想定されるところであります。

現在、文化財の保存整備、活用につきましては、松前氏城跡福山城跡の保存整備を重点事

業として進めているところでありまして、城跡の保存整備に加えて、山車会館を整備する

ことは、タイミング的にも大変難しいことから、求福山につきましては、現状の管理の下

で観光活用を図ってまいりたいというふうに思っております。観光客など、外部人材の活

用については、数年前から城下時代まつりの山車行列において、山車を所有する町内会が

引き手、踊り手を町内の企業や団体、他の町内会にも募集するなど、参加者の確保に努め

ております。

町内会の山車は、町内会の関係者で巡行するといったこれまでの考え方から、伝統の山

車を守るためには町内会に限らず、外から参加者を集めて巡行するといった考えに変わり

つつあり、これらの取り組みこそが地域の伝統文化を守るための外部人材の活用にあたる

ものと考えております。町内会の山車の活用につきましては、１０の山車を所有している

町内会のご労苦は、大変なものがあり、相当のバックアップが必要だというふうに考えて

おります。山車を所有している町内会の皆さんの意見を聞きながら、町内の企業や団体、

学校、帰省客、観光客を対象に、山車巡行に必要な担い手の確保、体験型観光の可能性に

ついて、更には文化財を活用した歴史観光について、観光協会や教育委員会と協議をしな

がら模索をしてまいりたいというふうに思っております。ご理解お願いしたいというふう

に思います。

○議長(伊藤幸司君) １番。
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○１番(疋田清美君) 石山町長、そして宮島教育長、どうもありがとうございました。何

事にも口先だけではなく、実行してみるという、この有言実行という言葉が自分では大好

きでございますから、ぜひこれに則ってやっていただければ、非常にありがたいなと思っ

ておりますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 次に、９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 皆さんおはようございます。

町長、何となく元気ないんだけども、体調いかがですか、大丈夫ですか。今日は６人だ

から大変だと思いますけど、最後まで頑張ってください。首かしげなくたっていいから。

私の質問は、１点なんですよ。この少子高齢化時代に対応するために、国の政策で東京

一極集中を地方へ人口流出をという願いを込めて、創生総合戦略を各自治体に作成するよ

うに要請あったと。その趣旨を踏まえて、各自治体は、ある意味では国のやるべき仕事を

地方が一生懸命、非常に難しい問題ながらも取り組まざるを得ないと。これは自分達が生

きてくためにも絶対必要な取り組みですから、それは私も認識しております。

この課題は、５年間の限られた期間の中の計画です。じっくり計画を立て、そして最終

的には自分達でチェックして、つくった計画がどういう状態にあるかと。そういう形で確

認しながら、これは基本的には町の総合計画とリンクされた形の中で進めてきたものと認

識しております。

最初にお尋ねしますのはね、実際につくった計画が、どう進んでいるかという確認は、

当然されていると思います。こういう聞き方ってのは、私は本意じゃないんですよ。とい

うのは、次に言うんですけどね、この事業の進捗率、この進捗率ってのは曲者でね、ほん

とね、自分で質問していながらも疑問を感じてます。

例えばね、今例に挙げますと、実際に計画の中には移住、定住っていう項目があります

よね。これは、松前の地域の良さを知ってもらって、できれば松前に住んで、地域の人方

と一緒にまちづくりに取り組んでいただければなという願いを込めての計画だと思います。

その計画を見ますとね、目標は２０なんですよ。実際の数値は１４、進捗率からいけば７

０％。しかし、中身的にはどうかっていう話になるとね、最初に言ったように全く、質問

していながら、こんな言い方も慎まなければいけないんですけれども、この進捗率だけを

見てね、この事業を７０％もいってるんだっていう判断は、私は早計でないかなと。中身

を言えばね、皆さん理解してもらえると思います。実際にこの１４という数字が、どうい

うことを意味してるかと言いますと、結果的に清部にああいう特殊な住宅をつくって、移

住定住を希望される人方の宿泊施設という形で提供しておりますけれども、実情は、何の

ことはない、そこに宿泊して、ちょっと言い方きついかもしれませんけれども、地域の観

光してるような形で、願っている姿にはほど遠いと。これは、例なんですけどもね、そう

いう形で、形を認識しながら、この冒頭に進捗率がどうなのか、自己検証はいかがかと、

こういう質問するのもね、私も非常に複雑な気持ちでありますけれども、町長自身はこの

辺はどうお考えになってますか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前町の創生総合戦略についてのお尋ねがありました。梶谷議員か

らは、平成２７年の第１回定例会におきまして、一般質問の通告をいただいております。

表題は、今を考え、明日を思う、実のある松前版総合戦略策定のためにというふうな通告

をいただいておりまして、答弁させていただいたところであります。

今、この創生総合戦略、進捗率と自己検証はいかがというふうなご質問でございます。

松前町の創生総合戦略につきましては、議員おっしゃるように国の長期ビジョンと、国の
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総合戦略を勘案しつつ、町の人口の現状と将来の展望を提示する、松前町人口ビジョンを

策定し、これを踏まえて、以後５ヶ年の目標や施策の基本的方向と数値目標を設定してま

とめたものであります。平成２７年１２月に策定した第１期松前町創生総合戦略は、平成

２７年度から令和元年度までの５ヶ年を基本として策定されておりまして、現在５年目の

途中ということであります。進捗率で言うと、平成３０年度までの４ヶ年までの実績検証

が終わっておりますので、これは、進捗率というよりも、目標に対する達成率でお話をさ

せていただければというふうに思っております。

質問の中でございました移住定住につきまして、本当に数値は見えておりますが、実際

効果はどうなのかというふうな部分につきましては、我々も議員と同じように痛感してい

るところであります。ここの部分につきまして、後ほどまた答弁をさせていただきたいと

いうふうに思っております。

先ほど申しましたように、達成率でお話をさせていただきたいというふうに思っており

ます。まず、重点戦略として掲げている四つの項目別にお話をさせていただきたいという

ふうに思います。まず、働く場所の維持、創出。数値目標は、雇用の創出拡大、目標値は

５件であります。が、残念ながら達成率は０．０％でございます。次に、加工場従業員の

維持につきましては、目標は５３０人、達成率につきましては、７１．７％。次に、交流

人口の拡大。数値目標と致しまして、年間の観光客目標を５０万人というふうに設定致し

ました。達成率は９１．９％というふうになっております。次に、安心して暮らせる町に

というふうな重点項目でありますが、医療、福祉施設の維持、確保。１０施設を目標にし

ておりますが、達成率は１００％になってるというふうに聞いております。それから、次

世代への子ども達へというふうなことで、数値目標、松前高校の卒業生の地元就業者数の

向上、８人というふうな設定してますが、残念ながら達成率は２５％というふうなことで

あります。

今、いろいろ重点戦略に掲げてる四つの項目で言いましても、全くゼロの部分もありま

すし、１００％に達している部分もあるわけであります。質問の冒頭で移住定住にかかる

部分、数値目標、議員おっしゃるとおりでありまして、本当に数値には表れてきてますが、

抑え方と致しましては、議員と同じような抑え方しておりまして、まだまだ工夫が足りな

い、必要だというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 冒頭言いましたようにね、進捗率っていう話なると、今町長がおっ

しゃったような中身になるわけさ。だけども実際にこの計画がね、数字と合わせて実のあ

るものかどうかっていうものは、やっぱりこれは大事なことだと思います。私は、町長の

今おっしゃる数字は、これはビジョンをつくる時に３２名の人達が委員を委嘱して、この

制作にあたりましたよね。その人方が、この４年間、それぞれの時期に検証してるんです

よ。その結果の、この会議録私持っています。ですから、町長のおっしゃる数字はほとん

どここに書かれてますから、わかるんですけども、実際にこういう形が進められている中

身をどう考えるかっていうことが問題でないのかなと。

自分で質問してるんだから、そのような答えをいただくのは当然なんだけども、その中

身について、もう少し、できれば町長のお考えを聞かせていただきたいなということなん

です。

今の報告書を見ますとね、四つの大きく分けた事業は、全部自己検証して評価もしてま

す。委員の人方が集まって、この課題はどうだったのか、実際に数字見て、進捗率は何％、

しかし中身的には、結果的にはこの中では、事業はおおむね順調に進んでいると、そうい
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う検証しております、自己評価ですね。しかしながら、検討の余地だらけだと、表現は悪

いけどね。そういうことに対してさ、町長、これからこれを進めていく時にね、重点的に

この後の質問になりますけどもね、どういう面をこういうふうにしていかなければいけな

いかということもお尋ねしますが、結局、この計画をつくった精神を考えればね、私すご

く、まあ、すごくって言うか、格好のいいキャッチフレーズをつくってさ、何て書いてま

した、松前ｗａｙ、誇りと自信を持って松前の道を行く、これキャッチコピーですよね。

だから、そういう考え方でやっている姿を見ますと、もちろん期待もし、敬意も評し期待

もしてるんです。

ちょっと、くどい言い方になりますけども、こういう中身を見て、これから２期目、２

期目っていうのは町長の任期じゃなくてね、この計画の２期目の作成にこれかかりますよ

ね、来年度、来年かかりますよね。だから、そこに向かっていくためには、やはり町長、

リーダーシップとって、こういう面はこうだっていうものは強く主張して、皆さんの知恵

と力を貸していただくことに繋がっていかなければいけないかなと、そういうふうに思う

んで、町長、この辺のね、見直しをかけなければいけないって、これ言ってるんだから、

町長いかがお考えですかというお尋ねもしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今年の３月の１４日に開催されました総合戦略会議では、いろいろ

な意見が出されているところであります。人口減少対策に繋がっていないことから、見直

しが必要だというふうな意見も頂戴しておりますし、重点戦略の中の具体的な施策の達成

率は、ある程度達成しているが、個別の政策はっていうふうな意見もいただいております。

正しく、議員のご指摘のとおりだというふうに思っております。

その意見を十分聞きながら、次の２期の計画の策定に臨んでいくことになるわけであり

ますが、見直しを要すると。委員の皆様方の意見を拝聴致しまして、見直しを要する事業

とポイントにつきまして、お話をさせていただきたいというふうに思っております。

具体的にというよりも、目標に施策が反映されていないことがわかってきており、数値

目標自体の考え方に問題があるのか。更には具体的な施策に問題があるのかを分析しなが

ら、反映されやすくする必要性を感じておりますが、松前町において、人口減少に直結す

る、即効性のある施策は、現状大変厳しいものがあるものの、見直しをするポイントと致

しましては、理想は掲げながらも現実に即した内容とする必要があるというふうなポイン

トで抑えておりまして、今お話をさせていただいた部分を次の２次の計画策定に向けて、

十分参考にしてまいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) このつくった戦略、計画をね、４年間私は口を挟むこともしなくっ

て、ずっと眺めてきました、ある意味では反省してます。函館あたりではね、わざわざこ

の計画を検証する委員会までつくって取り組んでますよ。松前は、現状のとおり全く流れ

を黙って見てるだけ、責任感じてます。

ですからね、総合計画との整合性もありますから、そうしたものを見ながら、この限ら

れた時間の中で自分の意見を述べたり、あるいは町長のお考えを聞いたりっていうのは、

私は限られておると思うのでね、今の移住定住にちょっとこだわってみたいと思います。

冒頭述べましたように、目標値は２０、実績は１４、進捗率は７０％。しかし、中身的

には、その１４人の人方がどういう形で松前町に在住したか見てみますと、決して松前町

の移住定住には繋がる要素はないと、私ははっきり申し上げたいと思います。ですから、

本当にこの趣旨を踏まえてね、首都圏から人を引っ張ってくる、流失を防ぐんだっていう
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考え方であればね、このテーマ一つだって、今のままで継続ってわけにいかないでしょう。

もっと考え方を新たにして、ただ宿泊する場所を提供すればいいっていう政策では、私は

不十分だと思います。こういう面に対して町長、いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現実に移住定住を体験される方、本当に関西圏から来ているわけで

ありまして、いろいろご意見をお聞きするわけでありますけども、やっぱりこれが全てと

は言えないんでありますが、なかなか利用率が上がらない、達成率が上がらない、進捗率

が上がらない部分につきましては、やっぱり松前町のおける地理、地形的な条件、更には

交通、公共交通の条件等々があるようであります。本当に解消される方法があれば、本当

に利用できるために対応できればしたいというふうに思っておりますが、地理的な条件、

それから現状の公共交通が大きな阻害要因だというふうなことは、ぜひご理解いただきた

いというふうに思っております。

多くの人に、松前の良さを知っていただくためにも、もう少し工夫を凝らした移住定住

の対策を、職員の知恵を借りながら検討してみたいなというふうに思っているところであ

ります。本当に、現状の数値と問題、課題がマッチしてない部分もありますので、検討す

る余地があるだろうなというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 簡単な問題ではないということは、私認識しております。でも、今

のままではいけないと。そういう判断からすればね、やはり近くは知内町のように、地元

産業の林業と結びつけてね、働く場所を提供し、その人方が生活できる場をつくり、そし

てその人方がこれからもそこに住み続けれるような支援体制をつくってますよ。これは近

くの例ですよね。

それから、道内で言えば、上川管内の下川町が、これは国からも表彰されてますよ。あ

の取り組みってのはすごい。やはり、地域が一体となって移住してくれる人方の支援体制、

しかもその支援体制の中身はすごく濃いものがあります。更には、静岡の南伊豆の例を言

いますか、あすこは３段階のそういう移住定住政策をとってますよ、いわゆる短期、中期、

長期。その中身を言いますとね、短期は１泊から３泊、それから中期でいきますと１ヶ月

から１年間、更に長期で言いますと１年から５年間。そういうものに対して、地域ではど

う対応するかっていう計画をきちっと立ててる。これは、もう町は、例えばね、短期間で

あれば１泊２千５００円の補助だそうですよ。それで、町の大ざっぱな様子を知っていた

だくと。更に中期であれば、町の管理の物件、これは私実際に確認はしておりませんけど

も、少なくとも松前のああいう施設に類似したものだと私は思ってるんですけども、これ

に対しては月に４万なり５万の支援をしてるそうです。更に、長期であれば、民間の不動

産業者と提携しながら、町内の空き家だとか、店舗、空き店舗だとか、そういうものを提

供しながら、町で生活する体験をある程度の時間やっていただくと。これも、年間４万な

いし６万円の支援体制をつくってる、こういう形を続けていかなければいけないんでない

のかなと。金を出せば何でもできるってものじゃないと思いますけどね、それに伴う政策

ってのは、考えていかなければいけないと。

ちょっと表現悪いですけどね、泊まる場所をつくればいいんだっていって、不用になっ

た、ちょっと言いすぎかな、教員住宅をリフォームして、どうぞ使ってくださいって、こ

れだけじゃあ、移住定住の目的はなされないっていうことは言いたいですね。それに対す

る町長の考え方も、まずお尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 本当に大事なことにつきましては、今議員がおっしゃられたような

ことだろうなというふうに思っております。まず、政策をつくり上げまして、来ていただ

ける環境づくりも必要でしょうし、地域ぐるみで迎え入れる体制も必要だろうなというふ

うに思っているところであります。本当に職員の知恵を借りながら、少し特徴のある移住

定住の対策がとれればなというふうに思っているところであります。

現在、肉牛の改良センターを建設中であります。これにつきましても、委員の皆様方か

らの意見を拝聴しながら、それから行政報告でも申し上げましたけども、協定、風力との

協定の関係でありますが、その方々の意見も聞きながら、総合戦略、次の総合戦略の策定

に向けて、反映していきたいというふうに思っているところでありますので、ご理解いた

だきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 今、肉牛の改良センターの話、私も期待してますよ。ただ、問題は

ね、問題はあの施設が完成するに従ってね、心配が出てくるのは、何人の方があすこに目

を向けて、応募してくれるのかなっていう心配はしてます。でも、これは、本当に期待を

持ちながら推移を見たいなと思ってます。正にそういう形がね、大事かなと。

現在、今の移住定住の関係でね、一つテレワークの取り組みしてますよね。あれは、あ

る程度の時間、時間というか期間というかね、その間、あすこに定住しながら、いわゆる

テルを使った、今の時代にあった仕事の仕方してます。これは、私は大事にしていってい

いかな。

今回ね、行政報告に風力発電の話があったでしょう。だから、ああいう形もね、今のテ

レワークのような連携をとってやると、少しは形ができるんでないかな、そういう期待は

持ってるんで、やっぱり、おそらくこれからの取り組みになるんでしょうけども、進めて

いただきたいなと。

町長、こういう話知ってますか、ワーケーションっていう言葉。これはね、ワークとバ

ケーションを合わせた造語なんだそうですよ。いわゆる首都圏の会社が、社員の慰労だと

か、そういうことも兼ねながら仕事を続けるいい環境をつくりたいと、そういう趣旨でこ

の組織体つくってんですよ。自治体協議会っていうことでね、例を挙げますとね、和歌山

県の知事が会長だそうです。そこに関わってる人方の、人方って言うかメンバーは、７道

県５８市町村がそこに参加してる。町長、ご存じはないかな。それで、各県、あるいは各

町村で連携とりながら、正にワーケーション、仕事をしながらバケーションを楽しむと。

それは会社の方針で、社員の生活、健康、そうしたものを考えながらやっていくと。そう

すれば、そこに交流人口が生まれるだろうという発想なんですね。

ですから、この近辺でいきますと、例えば松前町でそういう組織に参加して、連携をし

なから各企業からの派遣、あるいは自治体からの派遣だとか、いろんなものをからめるた

めにはね、非常にいい環境だと私は思ってます。それは、今の函館あり、江差あり、更に

道に、道北、道東と、こういうものを考えればね、会社が賛同、あるいは参加、自治体が

賛同すればね、これも可能な状態かなと。そういうものはやっぱり、松前に何が合うかど

うかってのは、相当慎重に検討はしなければいけないことだと思いますけれども、そうい

うニュースだってやっぱりこの世の現状から考えればね、アンテナを広げて、どんどんニ

ュースを取り入れて、松前にどうそれをリンクさせて、成長させていくかっていうことは、

やっぱり担当者はじめ、関係の人方がね、真剣にこの移住定住を考えた場合には、取り組

まなければいけない形かなと。私は、あえてこの話を町長に伝えたいなと思います。ご存

じなかったですか、もしあったら何か。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正しくテレワーク、それとワーケーションの話がございました。テ

レビで見たと思うんですが、本当に和歌山県が先駆的な取り組みをしている話は聞いてお

ります。地理、地形的なものが優位にさせてるのかどうかという分析はしておりませんけ

ども、観光のスポットとしても、いい場所もあるというふうに聞いているところでありま

す。正しく、今議員おっしゃるように、いろんなヒントがあれば、我々どんどん勉強して

まいりたいというふうに思っておりますし、テレワークにつきましては、正しく協定結ば

せていただきます東急不動産につきましても、十分その辺も考慮しているように話は聞い

ておりますので、協定を結んだ後に、いろんな地域貢献、更には町の発展のためにもご意

見をいただきながら、次の総合戦略の２期目の作成にあたっていきたいと思いますし、大

事なのは、若い世代の意見を反映した戦略としていきたいというふうに思っておりますの

で、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) まだまだ通告した中身では、議論がちょっと足りないんだけどもね、

時間見るとちょうどいい時間かなと思ったりしてね。ただね、通告書には、３番新たに２

期計画策定に向けての課題はとか、そして４番に石山町政２期８年の成果と課題、５番総

合計画も創生総合戦略も町長としてつくった計画ですよね。ですから、そうしたものをき

ちっとまとめてものにしていく３期目は、当然町長として継続していくという認識で、私

は自己判断した。たまたま、６番議員からね、この３選に対する意思をきちっと確認して

いただきましたから、これはあえてこの３、４、５はね、省略して、午前中に終わらせた

いなと思ってます。

ただ、一つ言えることはね、町長、今６番議員との６、７、８、９、間違いないな、６

番議員とのやりとりの中でね、継続が松前町のためになるように３期目の挑戦を決意した

と。そういう表現されてますから、力強く押し進めていただきたい。あえて、ここで言い

たいことはね、６番議員とのやりとりの中でね、２期までに自分の土台を固めたんだから、

３期目はきっちりと実を結ぶ取り組みをしたいと。今申し上げたようなね、問題課題は十

分認識されて、頑張っていただきたいなと願いを込めながら、これでやめようかな。終わ

りたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時５８分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

次に、７番工藤松子君。

○７番(工藤松子君) こんにちわ。

このたびの台風１９号の甚大な被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。また、松

前町の姉妹都市である福島県伊達市へ災害支援に行って来られた職員の皆様、お疲れ様で

ございました。未だに、前の町の姿には復興できていないと聞きます。これからもご苦労

が続くことと思いますが、ただただ、一日も早い復興を願うばかりでございます。

さて、町長、私がここへ立てば、また松前病院のことかと思われるでしょうが、やっぱ

り言わないではいられないなと思って、質問申し上げます。どうしても高齢者のこととか、
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病院のこと、いつも気持ちに思ってるもんですから、また同じような質問になろうかと思

いますが、よろしくお願いします。

４月から、松前病院は事業管理者である山本和利先生の着任をいただき、八木田病院長

はじめ、６人の総合診療医体制の下、スタッフ一丸となって従来の医療と医学生や研修生

を受け入れるなど、地域医療研修センターの役割を果たして、重要な業務を続けておられ

ます。そのことに対して、本当に病院の皆様には感謝致しております。

町の医療の環境の確保、すごいみんな無理、無理重ねて来られていると思いますけども、

町長も度々松前病院は町民の命と健康を守る、決してなくしてはならない拠点病院である

と答弁でも語っておられますが、先に出された国の病院は統合せよとの大号令に対して、

町民は、本当に松前病院がなくなるんではないかっていう心配をしている方もいらっしゃ

います。

多分何々であろうとか、そういうことではなくて、町長として、はっきり、いや、松前

病院はこうだからこうですっちゅうような言葉をいただきたいと思って質問致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、工藤議員からご質問いただきました。町長と致しましても、４

月に着任致しました山本事業管理者、更には八木田病院長、またスタッフ、それを支える

スタッフの日頃のご苦労に対しまして、心から感謝を申し上げたいというふうに思ってい

るところであります。

今、国から示されました病院統合問題の対応につきまして、工藤議員からご質問もらい

ました。厚生労働省が、９月の２６日に全国１千４５５の公立、公的病院のうち、診療実

績が乏しい、近くに類似施設があるなど、全国一律の基準で再編統合を検討する必要があ

ると判断した４２４病院を初めて公表したところであります。このうち、道内につきまし

ては、１１１病院中、５４病院で、都道府県別では最も多い数となっているところであり

まして、渡島管内におきましても、１０の病院で道内の最多となっているところでありま

して、松前病院も公表された病院の一つとなっているところであります。

全くもって、突然の実名公表につきましては、町民に病院がなくなるというふうな不安

を抱かせてしまいまして、困惑をしておりました。また、公表された病院からは、意図不

明な決め方、地域の実情を無視したなど、疑問の声も多く上がっているところであります。

新聞で公表された当日に、私の家にも３件ほどの電話を頂戴致しました。病院どうなる

のっていうふうな、本当に不安を抱えての電話だったというふうに思っております。

人口減少、少子高齢化が顕著になっている松前町におきましても、松前病院の継続は、

町民が現在も、そして将来とも安心して暮らすためにはなくてはならないものだというふ

うに思っておりまして、また、松前病院は南渡島圏域の中核となる医療機関などから、遠

隔地にあり、へき地医療拠点として、松前町のみならず、隣接の福島町はじめ上ノ国町の

一部町民が利用する地域唯一の病院でもありまして、医療介護、保健予防活動の拠点施設

として大きな役割を担っていることから、町長と致しましても、各関係機関と連携しなが

ら、国に意見を申し上げているところであります。先月の１１月の２８日になりますが、

北海道、北海道市長会、北海道町村会、北海道国民健康保険団体連合会など道内６団体連

名によりまして、国の方に、国に対する地域医療構想に関する要望書を提出してきている

ところであります。たまたま、私は北海道第３班の班長と致しまして、北海道選出の国会

議員団、参議院の国会議員団の議員会館を訪ねまして、要望書を提出してきているところ

であります。

その要望の内容を、論点を整理してお話しますが、こういう内容の要望書であります。
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将来における地域医療のあり方は、決して国が強制的に再編統合を押しつけるものであ

ってはならない。国においては、地域が主体となって関係者で丁寧な議論を重ね、地域住

民の理解を深めながら取り組みを進めるなどの観点から、北海道各地域の実情を十分に踏

まえた柔軟な対応を強く要望するというふうな要望書の内容になっているところでありま

して、参議院の北海道選出の議員団、与野党全員にお会い致しまして、要望書を提出して

きたところであります。

更には、厚生労働省が、１０月２３日に札幌市で開催されました意見交換会では、松前

病院の職員の方も参加しておりまして、冒頭担当課長からは、厚生省の担当課長からは、

関係者に不安を招き、深く反省すると陳謝しておりまして、突然の発表で、事前に十分説

明ができなかったことが問題だというふうに強調されたというふうに聞いております。ま

た、今回の取り組みにつきましては、一定の条件を設定して、急性期機能等に関する医療

機能について分析をして、各医療機関が担う急性期機能やそのために必要な病床数等につ

いて、再検証をお願いするものであるというふうなことをおっしゃられていたそうでござ

います。

いずれに致しましても、今後の扱いと致しましては、今回の分析だけではなくて、だけ

では判断しえない診療領域や地域の実情に関する意見も補いながら、地域医療構想調整会

議という場で議論することになっているようであります。町長と致しましては、大変、国

の方にもお邪魔致しまして、議員団の方に要望書を提出する、その運動をしていることを

ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) どうしてもね、テレビで連日放映されたあの場面見てると、本当に

みんな、えっ、松前町あの中に入ってんで、いつ松前町出てくるんだろうっちゅうような

感じで、本当に不安を抱えておりました。

病院の統廃合っちゅう部分は、厚生労働省。でも、松前病院の方では、９月２０日でし

たっけ、総務大臣から賞をいただいて、うちの方は立派な仕事をしてる病院だ、自慢でき

るというふうに私は自負しておりました。ところが、省庁が違うとこんなに変なことがお

きるんだ、国はやってることが縦割りで、全然総務省で認めてるものを厚生労働省の方で

はいらんとふうに結論づけてしまう、とんでもない、縦割りの仕事っちゅうのは困ったも

んだっていうふうに感じておりました。それで、私は、いやあ、何かの間違いでないかと

言ってたんですけども、実際に松前町っていう名前も入ってしまうと、本当にみんな心配

していたわけです。これから、地域医療の構成会議っちゅうのがあって、国の方でももう

一回見直すっちゅう、そういう返事をいただいて、それから札幌で行われた方の会議では、

深く反省するっていうふうなお言葉もいただいてるっちゅうことで、本当に大丈夫かなっ

て、そういうふうに自分では今、町長の答弁で思いましたが、今一度、松前病院は大丈夫

だよっていうふうな言葉を町民は待ってると思います。ひとつよろしく。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前病院につきましては、やっぱりこの地域における役割、更には、

かつては北海道立病院を町が引き受けたと、移管を受けたというふうな歴史もあります。

そういう観点からして、身体を張って守っていかなければならない病院だというふうに思

っているところであります。

先ほども申し上げましたように、国には北海道の６団体、北海道、更には北海道市長会、

北海道町村会、北海道国民健康保険団体連合会、ほか２団体ありますが、６団体で国の動

向をきちんと注視しながら行きましょうというふうな意思を確認しておりますので、国の
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姿勢が、状況が見えてきましたら、また６団体、勉強する、対応をとる、そういうふうな

機会が出てくるんだろうなというふうに思っておりますので、何としても、国に地方の声

を届ける活動には参加していきたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) 町長が、国に替わって言葉を出すっていうことは、ちょっと無理と

は思いますが、我々は、本当に国が考え直して、きちんと現場を見て判断してくれるもの

と期待します。町長も同じ気持ちだと思います。

次に、松前病院の院内環境の問題です。９月議会で梶谷議員の答弁で、町長は病院内に

おいて、病院改築準備委員会を立ち上げて、ゼロベースから基本構想などを協議している

と答弁されておられましたが、その病院の建物の老朽化っちゅう問題は、私が１年生議員

の時に、病院の見学会など、町長も一緒に、局長として参加されてたことを思い出してみ

てください。ですから、あの当時からもう病院は直さなきゃなんない、ここは問題がある

っていう部分をずっと見て回ったわけですけども、あの当時からもう１０年も経ってるん

ですけども、老朽化、本当に進みました。

私が取り上げなきゃないと思ったのは、入院患者の冬の寒さだけでしたけども、実際は

施設設備、ボイラーもだましだまし使ってる状態、それからエレベーターも点検、点検で

何とかクリアーして、でもいつどうなるかわからない状態が現状だと思います。病院が改

築されることは、大体進む方向がはっきりしてると思いますけども、それまでの間、今の

冬、それからあと何年か、改築されるまでの入院患者さん方が、新しい病室に入られるま

での何年か、その間、その院内環境をどう保持し、そして改善していくのかっちゅう部分

について質問したいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院の改築と今の現状の医療環境のことについて、お尋ねございま

した。議員からご指摘ありましたように、９月の定例会におきまして、梶谷議員からご質

問いただきました。本当に今現在、病院の方でゼロベースというふうなことで検討を進め

ているところでありまして、将来の人口の推移、更には財政状況などの状況を的確に判断

して、更に町民の皆さんの声も聞きながら、松前に相応しい、持続可能な松前病院の建設

を目指していくことが大変大事だというふうに認識をしているところであります。

今、ご質問がございました。私も同時、道立病院だったと思います。今の西病棟になり

ますが、当時の道立病院、私の３ヶ月ほど入院した経験がございます。その病室と同じ病

室がまだあるわけでありまして、老朽化が進んでいる病院であります。従いまして、議員

ご指摘のとおり、病室の療養環境におかれまして、大変患者さんに不便をかけているとこ

ろでありますので、緊急性、今ある施設の故障する、あるいは故障が想定される部分につ

きましては、緊急性の高いものから、壊れる前に対応していけるような体制づくりをして

いきたいというふうに思っておりますし、改築までの間、当面修繕、あるいは取り替えで

対応していきまして、環境の改善を図ってまいりたいというふうに思っているところであ

ります。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) 院内環境については、以前にも質問しましたところ、修繕費用が病

院内の会計の中で賄われる、だから大したことはできない、ほんのちょっとずつしか充て

るお金がないっていうことを聞きました。それで、今の町長の言葉からは、何とかもう少

し町の方から支援して、新しい病室になるまで何とか病院の会計の中のやりくりだけでな

くて、見ていただけるんじゃないかなっちゅう淡い希望を持ったところなんですが、本当
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に患者さん方は、身体が弱ってるせいか、室内の温度、気温だけで何度だからいいとかっ

ちゅう感じではなくて、微妙な空気の流れだとか、隣の人は、いいよいいよって、このぐ

らいでちょうどいいよって言ってても、その人によっては足が冷たくて眠れないとか、い

ろんな一人一人のあれが違うもんですから、そういうのに対応して、湯たんぽ貸してやる

とか、毛布１枚多く出してやるとか、個人に応じた、そういう手立てが必要じゃないかな

と思っております。

ところが、何かスタッフの人数が限られていて、十分それに対応できていないんじゃな

いかな。呼んでも来てくれないっちゅう、そう訴える人もおりますし、いやあ、すぐ来て

くれるよっちゅう、そういう人もおりますし、いろいろ個人個人に差があるもんですから、

すごく難しいことだとは思いますけども、何とか患者個人の体力とか気力に応じて、本当

に大丈夫な人には、それ以上は手立ていらないでしょうけども、訴えてる人には、相談に

応じてもらえるような、そういう体制なんかが一番大事なんじゃないかなと思ってます。

夏の暑さは何とかしのげるけど、今年の夏は特に大変だったけども、普通であれば夏の

暑さは何とかしのげるけども、冬の寒さに対してはどうしようもないんだっていう話も聞

いております。そういうところで、町長からも考えをお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 医療環境の改善についてはですね、本当に配慮していかなければな

らないというふうに思っております。本当にいい環境で医療を受けられる状況になってく

れればなというふうに思っております。

繰り返しの答弁になるんだというふうに思います。緊急性のあるもの、例えば、例えば

です、１億かかったり、１億かけるような気持ちでおりますので、病院の会計と一般会計

と協議しながら、それは対応はできるというふうに思っておりますので、まずいずれに致

しましても、壊れる前に手立てがとれるんであれば、その繰り返しで改築に臨んでいかな

ければならないというふうに思ってますので、実情、一つよろしくご理解いただきたいと

いうふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) 我々としても、そういう部分の修理とか、そういうものに町の方で

対処していただければ幸いと思っております。

ただ、急にボイラーが故障したっつった場合なんかの患者さんをどう、そのまま病室に

置いとくわけにもいかないでしょうし、どういう手立てっちゅうんですか、外来は故障の

ため、今日からストップしますで済むかもしれませんが、そういう入院患者さん、特に人

工透析やってる人とか、いろんな、電気も大事だけど、暖かさも冬であれば必要だと思う

んですよ。そういう部分で、ボイラーストップした場合にどんな対処っちゅうことを考え

ておられるんでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 一昨年、ブラックアウトを経験致しまして、まずボイラーの関連に

なりますと、やっぱり発電装置だなというふうに思っているところでありまして、あのブ

ラックアウトの際も病院の透析、更には病院の発電をどうするのかということで、一番先

に病院に対応してきたということであります。まず、患者さんに支障にならないような対

応を考えてやっております。病院の方もきちんとそれは検討しながら、町長部局と発電機

の装置の確保等々、連携とって進んでおりますので、ご理解いただきたいなというふうに

思ってます。

○議長(伊藤幸司君) ７番。



- 26 -

○７番(工藤松子君) 町長さんまでは、患者さんをどこへ転院させるとか、どこで引き受

けてもらえるとか、そういう話は届いてはいないんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) その辺の判断は、やっぱり事業管理者、病院長、医療スタッフの方

が決定していただけるというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) それでは、次に、入院患者の受け入れについてです。現在、病床稼

働率７０％前後と聞いてますが、人口は減っても松前は高齢者、それから患者数、それは

ずっと、若い人の人口は減っていっても、高齢者や患者さんの数は減らないんじゃないか

と思います。そこで、本当に最後の命の砦である松前病院、そこで万が一の時に受け入れ

てもらえるかどうか。ベッドの稼働率どうこうの前に、看護師さんの数からお医者さんの

数がないと１００床あるベッドも１００床使えない、そういう状態であると聞いてます。

本当に高齢者にとっては、一番近場にある松前病院に入れてもらえる、それが安心の素だ

と思います。

医師不足、看護師不足への町の対応って言うんですか、何とかならないものかと思って

るんですが、いかがでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 医師、看護師不足への対策はというふうなお尋ねでございます。医

師につきましては、次年度に向けて、スタッフ、医師の更なる充実のために、病院のホー

ムページをはじめ、道内外の関係機関に医師確保についてのお願いをしているところです

が、まだまだお答えできるようなところまでは行っていない状況であります。今後も引き

続き山本事業管理者、八木田病院長をはじめ医療スタッフとも連携しながら、早く医師が

確保できるように、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。

看護師不足につきましても、八木田病院長、常日頃マンパワー不足のことを言っており

ます。永年の懸案事項でありまして、病院のホームページはじめ、修学資金の貸付制度の

ＰＲ、看護学校、近隣の高等学校などへの訪問などをして、看護師の確保に努めてまいり

ましたが、これも難しい状況となっております。不足分を補う手段と致しまして、人材派

遣会社に依頼し、応援看護師として一定期間勤務していただいておりますが、今年秋口頃

から、要望する人員が満たされていない状況が続いておりまして、入院患者の受け入れも

現有の病棟看護師数で、ヒューマンエラー等がおこらないように調整をしながら看護業務

を行っているというふうに聞いております。対策と致しましては、病院のホームページで

の募集ＰＲの他、職業安定所、町広報、新聞での募集記事、掲載及び新たな人材派遣会社

に人材紹介会社との基本契約を締結しながら、一日も早く看護師が確保できるように、努

力をしてまいりたいというふうに思っております。町も病院も、人材確保のために様々取

り組んでいるとご理解いただければなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) 医師派遣の要請っていうのは、本当に一生懸命やられていると思い

ます。ただ、ある先生に聞いたんですけども、勉強になる環境であれば、医師は行ってみ

ようかな、ここで研究してみようかなっちゅうふうに思うそうなんですが、松前病院は、

本当に地域医療研修センターで研修医の先生や医学生が来られていて、その人方が、ああ

もう一度松前に行ってみようかなっていう気になってくれれば幸いだな、いつも思ってお

ります。

ただ、看護師さんの方は、若い女の人が多いと思います。その人材派遣会社であっても、
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夏場の方は魅力ある町になってると思います、松前町は。ただ、冬場、それから年間通じ

て、看護師さん方がここは楽しいとこだっていうふうに思ってくれるようなまちづくりが

なされていれば、何とか来る人も増えるだろうし、今の時代ですからここ良かったよっち

ゅうふうにある看護師さんが流してくれれば、じゃあ、行ってみようかな、そういうふう

に繋がっていくんではないかなと思います。

町長は、そういう来てくれる人が楽しいところと思えるような環境づくりについて、ど

うお考えでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現実の、やっぱり病院長からお聞きしますと、夏、春から秋にかけ

ての松前病院の人気度は高いんだというふうに聞いておりまして、やっぱり寒い時期にな

ると、どうしても南に戻るというふうな習性があるそうでありまして、議員おっしゃるよ

うに、魅力のある病院になっていただければ、それは可能なんだというふうに思っており

ます。午前中の一般質問で、梶谷議員からも移住定住のご質問がございました。正しく、

病院も移住定住できるような環境づくりが求められているんだろうなというふうに思って

いるところであります。

来週になりますか、事業管理者と病院長、九州の方まで人材確保のために出かけるとい

うふうな噂を聞いております。何とか人材派遣のスタッフでも、十分戦力になっておりま

すので、期待をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) いいお便りを聞かせていただいて、本当にありがとうございます。

これ、町民の人にもぜひ宣伝してもらいたいと思います。そして、町民挙げていいまちづ

くりって言うんですか、いい環境になるような、来た人が、ああ、いたいなあと思うよう

な、そういう町にしたいものだと思います。

次、４番の、ちょっとこれも見ただけではピンと来ないかもしれませんけども、高齢者

でも受診しやすい環境づくりについてっちゅう表題に、表題っていうんですか、問題にし

ましたけども、実は、再来年から７５歳以上の医療費の窓口負担が２割になる、もう決ま

ったことなんですよね、確か。我々はずっと反対、反対って言ってきたんですけども、反

対だけでは国の医療費、それから介護、そういうものに対するこの財布の口がギュッと締

められ続けて、その恩恵を受けるものが負担しなさいっていう発想でなされてきているよ

うです。本当に困ったものだと思います。

その経費、どちらかっていうと、高齢者は年金暮らし、そしてその中で食べていかなき

ゃならない、そして、病院にもかからなきゃなんない、そういうやりくりの中で病院通い

をしている方が多いものですから、本当に何とかこれを減らしてくれっちゅうのは、松前

町に対しては、何とも手の施しようがないですって言われればそれまでなんですけども、

それにつけても、本当に高齢者は、どちらかというと老老介護状態で、なかなか病院の方

で、函館行って、これ調べてもらいなさいなど言われても、本当にもう困ってしまうんで

す。患者さんはもちろんですけども、ついていく側の年齢、体力考えると、患者は黙って

座ってればいいけども、車を運転して連れていかれる旦那さんの方であるとか、一緒に行

って世話をする方の奥さんの方であるとか、本当に患者さん一人ではなくて、高齢家族の

負担が本当に計り知れないものがあると思います。かえって、ついてった方が病人になっ

てしまったとか、もっと悪くなってしまったとか、そういう話はよく聞きます。何とか、

高齢の方も松前病院で診てもらえる、そして総合診療医ですから、手術や何かは市内の病

院にお願いするとしても、ずっとここで介護できるような、そういう環境をぜひつくって
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いただきたいと思いまして質問致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 医療費負担の軽減についてという質問でしょうか。それにつきまし

ては、やっぱり保険制度上のことでありますので、町と致しましてもどうしようもない部

分があるんだろうなというふうに思ってます。ただし、議員心配している部分は、最もだ

というふうに思っているところであります。

松前病院の基本理念でございます、地域医療の拠点病院として、より信頼されて愛され

る病院を目指して、住民の求める最良の医療が行われるように、頑張っているところであ

りますので、まずご理解いただきたいというふうに思いますし、患者様がより良い、快適

にサービスを受けられるよう、より便利、かつアクセスの良い病院を目指しての環境づく

りにも取り組んでいるところでありますので、ご理解いただきたいというふうに思ってお

ります。

高齢者が受診しやすい環境づくりに、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っ

ておりますし、以前も指摘されておりますが、患者送迎バスの運行につきましても、改善

等のご意見もいただいておりますので、それを基に見直しを行ってまいりたいというふう

に考えております。いずれに致しましても、安心して受診していただけるような病院づく

りに努力をしてまいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(工藤松子君) 移住定住の問題の時にもありましたけども、松前町は、お年寄りが

安心して暮らせる町だっていう宣伝ができたら、本当に介護施設の方々も頑張ってますし、

病院の方も頑張ってます。本当にここへ来たら、高齢であっても、病気になっても大丈夫

なんだよっていう宣伝ができるように、ぜひ頑張ってほしいと思います。以上で質問を終

わります。

○議長(伊藤幸司君) 次に、５番福原英夫君。

○５番(福原英夫君) 先ほど、午前中に６番議員が町長の、来年４月の立起について聞き

ましたので、頑張ってほしいなと、３期目頑張ってほしいなという気持ちでいっぱいでご

ざいます。

今日、私が質問する内容は、４人の方々が質問したことと関連があるんです。それで、

関連がありますけれども、質問致しますので、答弁願いたいなと。

それで、今回表題を「元気、笑顔あふれるまちづくりを目指して（流出人口歯止めの施

策とは）」ということで書いてみたんです。何でこういうテーマにしたかというと、この

頃、町内をいつものように駆け巡ってると、あれ、この人が松前から転出するのかってい

う、高齢で病気がちで、子どもさん方が来てくれっていう、私達のとこで最後の人生を終

えて頂戴よっていう人もいるかもしれない。それと、お母さんが体調悪いんで、松前から

転出する方もいる。それともう一つは、公共事業に伴って、建物の移転に伴い、松前町を

離れる方。すごく多くて、目に止まったもんですから、あれ、松前町っていうのは、この

人口の流出っていうのは、どのような現状なのかなと思って、自分なりに調べてみました。

それで、統計概要からこう見ると、１９年に５０６人も転出してあったんですね。これ

が、２０年もそうでした。ただし、出生率、死亡率、それで最終的には１９年は３１０人

減少したんです。それで、石山町長がなられてから、今日まで大体３千人減少かな。それ

と、この１９年から比べると約４千人減少しました。私は、この減少するっていう、何で

減少するのかっていうことで、ちょっと探ってみました。

先ほど言ったように、いろんな家庭の事情があって、高齢化でもう動けなくなって、子
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どもさん方が心配してだとか、公共事業の工事移転に伴って転出、この機会に松前から離

れるよだとか、将来、もう１、２年したら松前を離れるよだとか。そういう方々が多いも

んですからね、やはり、ここでどうにかしてみんなでいい町にしなきゃなんねえなあとい

う気持ちがある。私は、いつも言うんですけど、この松前っていうのは、海があり、歴史

があり、山があり、山菜をとり、それから、この４０キロの海岸線っていうの、すごくい

いんです。風を浴びながら、潮風を浴びながら走ったり、自転車に乗ったり、それといろ

んな方がバイクでツーリングしたりして、ああ、何でこんなに松前にくんのかな。それと

自転車のツーリングも多いです。この何年間か、ものすごく多いんです。それだけ松前っ

ていうのは魅力あるいい町なんですよ。それで、何でこんなに減って、転出者が多いのか

っていうことに疑問を持つ。

それで、道新の３０年の３月３１日に出た高齢化率、２０１５年と４５年、２０４５年、

２０１５年、ちょっとデータ古いですけどもね、勘弁してください、松前が４６％の高齢

化率、しかし、４５年後には６５．２、６５歳以上ですね、大変な時代が来るなと。そん

なことを思ってて、今回は質問してみました。

しかし、いい部分もあるんです。途中で退職して、うちらの町で原動力となって頑張っ

てくれてる人がいます。私が知ってるのは２人ですね。それと後継者として今一生懸命慣

れない仕事で頑張っている大工さんの卵でしょうかね。それと、出稼ぎをしていってて、

もう大体年齢が来たんで、松前で人生を閉じようという人方もいます。家を改築して、も

う住んでる方もいます。ですから、いい部分と、プラスの部分とマイナス部分が極端に現

れてしまったんです。それで、一番やはり僕は問題にしてるのは、この転出者が何でこん

なに多いのかっていう原因を、もう一回みんなで探ったらいいんでないかなと。それで、

町長には、この感想をまず聞いてから、この４項目をね、ちょっと質問してみたいなと思

ってました。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 流出人口の歯止めというふうな質問でございました。元気、笑顔あ

ふれるまちづくりを目指してというふうな表題の質問をいただきました。福原議員おっし

ゃるように、転出者につきましては、人口の減少スピードと言いますか、この過去の５年

間を見ますと、平均、年に２５０人が減っているのは事実でございます。本当に歯止めを

かけることも、いろいろと手立てはしてるんでありますが、なかなか歯止めもかからない

状況だということはご理解いただきたいというふうに思っておりますし、一方では、人材

の確保って言いますか、今質問にありましたけども、松前に戻って来られる方も優秀な人

がいるように聞いておりますし、私もこの方とお話をさせていただきました。本当にこれ

から、この松前にはいい協力してもらえる人材も帰ってきてもらってるなというふうなこ

とは認識しているところであります。

本当に人口の出入りありますけども、少しでも人口に歯止めをかけるというふうなこと

で、人口減少に歯止めをかけるというふうな施策をですね、これからも続けてきたという

ふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 転出する高齢者の方で、住宅に入っていて、安い住宅料で松前では

暮らせてたわけですけども、都会に出ると同居と同居でない方々が多いんです。同居して

ない方は何倍もお金がかかるんです。それでも松前から、体調が悪いということ、それと

子どもさん方が、お父さん、お母さん、最後は私達面倒見たい、見ますので来てください

っていう優しい言葉がけがあるんですよね。
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ですから、松前に住みたくても住めないけれども、実際松前に住んでいる方、自分は松

前で人生を終えるよっていう方が大多数なんですよ。ですから、そんなことを考えれば、

一概にその転出の理由にはならないなあと思ってたもんですからね。それで、この問題、

課題を解決するための、何か町長は考えてる、まあ、考えてるかなんて失礼ですよね。今

までやってきたんです、総合計画であり、先ほど質問の地方創生であり、病院であり、い

ろんな形でやられてきました。しかし、それでもなおかつ、これが機能してなかった。そ

れで、抜本的に私はね、総合計画と地方創生の進み方っていうのは、方向転換しなければ

ならないんでないかなという気持ちが強かったんですよ。それで、町長の気持ちを、この

施策っていう部分、これは総合計画と地方創生とダブルではございますんでね、そんな考

えをお持ちかどうかということをまずお聞きしたいんです。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) これまでの人口減少に対する町でとってきてる対策について、お話

をさせていただきます。

まず、福祉の充実という観点からはですね、高校生までの医療費の無料化、それから乳

幼児の予防接種等の費用の全額負担、それから妊産婦、健康診査の費用の助成、松前っ子

誕生祝い金、保育料の負担軽減、福祉灯油の助成、更には小中学校給食費の負担軽減をこ

れまで対策としてとってまいりました。更には、産業の支援にあたりましては、地域材で

建てる住宅に対する支援、それから商工事業者の経営改善等に対する支援、それから漁業

支援の総合補助、スルメ加工用雇用確保緊急の奨励等々でございます。それから、今議員

お尋ねの部分であります交流人口の拡大等では、各種イベントの開催をしながら、マグロ

祭り、さくらまつり、今青年部、商工会の青年部頑張っていただいてますが、ウインター

フェスティバル等々で人口交流を拡大する部分も補っているところであります。それから、

道の駅のパノラマ展望台テラスも、一つは人口交流の拡大に繋がってるというふうに思っ

ております。それから、前段、午前中に梶谷議員からありましたけども、ちょっと暮らし

事業についても行っております。移住フェアへの参加というふうな部分につきましても、

結果は出てませんけども、取り組みはさせていただいてるっていうことでございます。

それから、松前高等学校の進学の支援、これは教育に対する支援でありますが、高校の

就職、進学対策講座の助成、更には国際教育の助成、それから松前高校の通学生の交通費

の助成、それから各種資格取得に関する助成、それから高校生の見学旅行の費用の助成等

々行っているところであります。

いずれに致しましても、これでいいというふうなことにはならないんでしょうけども、

議員おっしゃるような大胆な方向があるんであれば、チャレンジしてみたいなというふう

に思っておりまして、何かそういう部分が、議員考えている部分があるんであれば、教え

ていただければ幸いだなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 私のようなものから、指導、助言するようなものは何もございませ

んけれども、ただ、町長、私も知っている施策については、ああ、やってるなと、余所の

町村よりも私はやってるなあと感じております。そして、実際にその効果を出している部

分もたくさんございます。しかし、現実的に目の当たりに、先ほど言った現象が見られる

と、やはり苦しいんですよね。

この間、道新の読書欄に、読者の声ですね、焼き銀杏の味、今年もって、竹田悦夫先生

の文章があったんですよ。好きで読んでるんですけど、小学校の頃、家の中に甘いものな

どなく、グミやコクワ、ヤマブドウなど探しに山へ出かけ、そして口が紫に染まるまで食



- 31 -

べたものだという。やはり、松前っていうのは、そういう町なんですよ。ですから、それ

を度外視して施策はなかなかつくられないかなっていう。どうしても、今の世の中の動き

の中でのプランニングするんですよね、高校の進学率が悪い、出生率が悪い、そして予防

接種をしたり、いろんなことでしなければならなくなる。オールラウンドにしなければな

らなくなる。しかし、なかなか焦点が絞まらなかったかなあという感じがしてたんです。

それで、次の段階に町長が３期目行くもんですからね、そこのところっていうのは、もう

一回見直しする、目線を変えてどうするんだということを考えられたらいいんでないかな

と思ってたんです。

それで、うちらの町の産業構造を分析してみました。私は、余所の町よりいいと思って

るんですよ。なぜかったら、加工、スルメ加工屋さんが頑張ってて、それでウニを入れる

と１２事業所があるんです。ここで何百人雇用されてますか。その次に、老人施設、膨大

な雇用がされて、そこに入所してます。町立病院、それと大型店舗、こう考えてみると、

それと町立病院の不動のこの大きさ、それとＭＨソーイング、そうすっとね、余所の町村

よりもうちらの町っていうのは、力はあるんです、あるんです。隣町を見てください、病

院はないですよ、ほとんど小さい診療所で、うちらは入退院、それと透析もできる、リハ

ビリもできる、こういうオールラウンドの病院っていうのは、この半島の町村としては珍

しいんでないかなと思いますよ。ですから、ベースが基本にあるんですよ、ベースが。で

すから、ベースがあるもんだから、ちょっと調味料の仕方を変えたらどうかなっていう感

じがしたもんですから。それで、そこのところを考えると、事業っていうのは、焦点絞っ

ていった方がいいなあっていう感じがしたもんですから、お話を。

それと、次に行きます。必要財源の確保。この事業を行うために必要財源が必要だなと

思ってるんです。今、松前町の財源の大体５億ですか、６億ですか、一般税収って法人税

含めて、そんなもんだと思います。そうすっと、これにプラスアルファするっていうこと

は、至難の業ですけども、何か方法論はお考えでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 前段、地域の松前の持っている特性、更には、松前の持っている力

を十分生かすような政策展開のお話をしていただきました。正しくそう思っておりますの

で、本当にこれからもその部分は検討をさせていただきたいなというふうに思っておりま

すし、少子、人口歯止め対策に必要財源の確保というふうなお尋ねでございます。まず、

今の町の置かれてる財政構造につきまして、お話させていただきたいというふうに思って

おります。

まず、歳入全体の５０％強が、歳入一般財源の８０％を占める地方交付税が主に、いわ

ゆる歳入構造になっているところでありまして、既存分野での財源を増やすことは、現状

の部分では、財源を増やすことは大変難しいというふうに思っておりますし、これにつき

ましては、議員もそう認識しているというふうに思っております。

しかしながら、今現在、小型風車や大型風車の建設によりまして、償却資産等の固定資

産税が増加する見込みであります。ただし、普通交付税は、町税の７５％が収入と見なし

控除されますので、比例はしませんけども、税が増える分、交付税が減るシステムになっ

ているところであります。現状において、松前町の強みを生かして、歳入の増収を図る策

とすれば、風力発電等の再生可能エネルギー施設の誘致については、可能性を感じている

ところであります。その他、企業版のふるさと納税につきましても、これまでより企業側

の減税効果が６割から９割に拡大されて、かつ５年間延長されました。要は企業側も寄附

をしやすくなってきていることから、町と致しましても、第２期の創生総合戦略の改定及



- 32 -

び更新と合わせまして、地域再生計画を策定しながら、企業版ふるさと納税受け入れの準

備事務を進めたいと、今考えているところであります。

当町は、近年幅広い分野へ積極的に予算配分を実施してきましたけども、地方交付税の

減少によりまして、財政状況が厳しくなってきております。令和２年度の予算査定から、

事業費等のマイナス査定を指示しているところでありまして、新しい財源の確保というよ

りも、現状を維持するために歳出の縮減は、将来に向けて喫緊の課題でありまして、実行

しなければならないというふうに思っているところであります。

これから、更に人口減少が続くと、普通交付税の算定基礎となる人口に影響を与え、交

付税自体が目減りすることは間違いない状況だというふうに思っております。交付税依存

度の高い松前町におきまして、一定程度の地方交付税を見据えた歳出構造を構築していく

ことが大事だというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５９分)

(再開 午後 ２時１４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

５番。

○５番(福原英夫君) この財源確保、何でこのことを二つ目の質問に入れたかと言うと、

私は歯止めの施策に、うちらの当初予算の３％を集中投資したらいいんでないか、３％、

本当は５％にしたいんですけどもね、３％にしたらどうかという、これずっと考えてたこ

となんです。

それで、３％の財源をどう捻出するかっていった時に、先ほど町長言われたように自然

エネルギー、これはもちろん入ってます、私の頭の中には。そして、自然エネルギー、特

にこの間、新聞に出てたの見たでしょうか。こんなことがあったんです。１２月３日の夕

刊に、今世界で騒がれてるデジタル課税、米国のグーグル、アップル、フェイスブック、

アマゾン、この企業から税金をとろうっていうのが、世界中で燃えてるんですよ。私は、

先日も何回も聞いて、法人税の関係で、固定資産税はいいよと、事業所がある場合におい

ては法人税として総合的に課税対象としてとれるよと。それで、この風力、自然エネルギ

ーの関係を、私は担当の、国の担当、道、振興局等々と話をしてね、この市町村っていう

の一番、いろんな意味でリスクを背負ってるんだよと。それで、東京だら東京で税をかけ

るっていうことおかしいんでないかっていう論法を展開してもらいたいんですよ。なぜか

って言うと、今のまんまだったら、松前町で設置をオッケーしたということだけに留まる

んでないかなと思ったもんですから、いろんな工夫がありますので、町長、そこのところ

を考えてもらえないかなと。

それと、企業版ふるさと納税、町長もお話しておりました。早く情報キャッチしてくれ

てたんだなと思ってました。この間、インターネットで見たら、内閣府の地方創生推進事

務局が、この担当をしてて、そしていろんな意味で１０万以上、そして見返りはないよう

だとか、参考例としては、１千万円までより参考例としては出てませんけども６０％、こ

の法人税の控除の６０％っていうのが寄附した額の、何か仕組みが難しいようです。それ

と、シナリオに沿った申請方法ですよね。それは、今年は８月で一応締め切ったようです

けども、何かそういうことをして、松前町を支援してくれる企業があるんでないかなと、

いっぱいあると。やはり、１千万円してもらうってことは膨大な価値があるもんですから



- 33 -

ね。

それと、先ほど町長は交付税の関係で、カットされるよということ、やはり自主財源の

方が大きいんでないかなと、自主財源を確保することがね。そんな意味で、やはりこの松

前町が今回、町長が協力提携を結んだ自然エネルギーの会社は、もう開業の方までターゲ

ットにして松前町と協定を結んだと。まあ、１社独占になるのはちょっと不安ですけども、

競争原理の中でやればいいなと思ったんで、もうそういうふうに入ってきてる企業がある

と。そうすっと、そこからが松前町、人口減っていても、そして、産業が衰退していって

も、やはりここで税収を確保できるんだと。

それと、先ほど一番大きいのを忘れてました、松前町の産業で、漁業でした。やはり漁

業っていうのは、これから永遠に大きい産業です。私達松前の産業基盤の柱だと、それち

ょっと付け加えておきます。

そんなことで、風力発電。それともう一つはふるさと納税です。これ古いデータよりな

かったんですよね、３０年の４月１４日、松前町５６８万円、去年はもっと大きかったん

でないだろうか、インターネットだとかね、あれ４千万だったか、２千万だったかね、大

きかったもんですから、ですから、努力すれば増えていくよっていう。目的があって、そ

こに積み立てしてますけど、やはりふるさと納税とこの企業版ふるさと納税、この２本。

もう一つは、やはり大きいのは事務事業の見直しです。町長も先ほどいみじくも言って

ました。それと、うちの議員も病院のことでどうにかして、改築がスタートするまで、そ

の間、病院の入院患者、通院患者の環境をどう整えるかということで言っておられました。

やはり、そのための投資についてでも、このふるさと納税、やはりそれと事務事業の見直

し、特に事務事業としては、私は交通のアクセスの問題を、膨大なお金をスクールバスで

あり病院であり、病院のものをうちらの町で物事すると、やはり病院でこれから報酬、給

与が負担になってくるはずですから、まあ、助けられるなあとか、いろんなことを考えて

いくと、そして効率的な運用ができる。それが、私に言わせれば、松前町の住む価値、値

が生まれてくるんでないかな。先ほど言ったように３％、それと歳入確保は、この３本立

てかなあと。もう一つは産業の立て直しだと思いますけども、やはり今厳しい現状ですか

ら、まずはこの３本を頑張ってもらいたいなと。町長のお気持ちをお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に財源の確保、厳しい財政状況だというふうに認識しておりま

すので、貴重な財源の確保に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますし、ただ

今の質問の中でございました風力の関係。決して誤解していただきたくないんですが、独

占ということにはあり得ないというふうに思っております。協定は結びますけども、皆さ

ん平等にチャンスはあるんだろうなというふうに思っておりますので、たまたま、協定に

向かっていく考え方が一緒だというふうなことで、協定を締結さしていただきたいという

ふうに思っておりますし、その中では、やはりふるさと納税の部分も可能性も秘めてます

し、それから固定資産税の方も可能性が秘めておりますので、そこの部分は、やっぱりこ

のまちづくりしていく中で、今までない環境ができつつあるというふうなことをご理解し

ていただきたいというふうに思います。決して独占ということにはあり得ないというふう

に理解していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 私の言葉が舌足らずであれば、それは訂正さしてください。企業原

理を導入して、いい産業確保の一歩になってくれればなと思いました。

それで、この間から、１１月に３回ほど道新の紙面で風が町を変えるということで、上
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中下と、長所と短所が出てましたのでね、やはりうちらの町も風が町を変えてくれるんで

ないかなという気持ちが強いもんですから、この原口までの５キロ未満であり、２０キロ

未満で、あの風力っていうのは、ものすごい勢いで陸上施設ができてます。あとはもう海

だなという気がしておりますのでね、海に設置してくれれば、私は魚礁であり、ハヤであ

り、いろんな意味で魚が集まってくる環境がつくられるな、タナゴとかが。そんな意味で

は海上での風力発電っていうのは、松前町としては大きい財産になんでないかなというふ

うに思ってました。

それで、この財源をしたらどういうふうに使うかというと、今日の新聞に福祉タクシー

助成１万円に、八雲町、来年度から増額。もう何年も前から、やはりこういうほんのちょ

っとした支え、ほんのちょっとした支えで。それと包括支援センター、今２人福祉協議会

におりますけど、これは、各支所に１人２人配置して、これから個別指導、戸別訪問より

ないなと思ってるんです、私は。集合学習であり、集合でのおたのし会っていうのは、松

前町ではちょっとハードルが高すぎると思ってました。昔であればいっぱいお年寄り達が

いて、俺が老人クラブの会長やるでやって、そういう闘いまでした時代がありますけど、

今そういう時代ではなくなりました。ですから、包括支援のスタッフをやはり支所の単位

で置いて、そして、それに対する支援を３％の中から出せないかなとか。それと、このタ

クシーの助成もやはり６５歳以上になったら２割町で負担するよ、７０歳になったら３割

負担してやるよ、７５歳以上になったら４割負担してやるよと、そういう支えなんです。

それが３％の私の根拠です。

それと、今度は町長、人材なんですよ、３番目に、後継者育成。これが一番悩んでると

思います。担当者も、町長も副町長も教育長もみんな悩んでる。でも、松前町こう見てみ

ますと、人材本当にいないかっていうことなんです。私は、いるなあと思ってる、まだ。

それと、この間、せたなでしょうか、ベトナムから介護福祉士を２人入れたとか、入れ

るとか言ってましたけど。ですから、介護施設の人達のところでも、介護福祉士であり、

ケースワーカーであり足りない、病院も看護師さんが足りないよと。これ総合的なプラン

ニングをしたらいいんでないかなと思ってんです。それで、この人材及び後継者育成って

いうのは、そういう個々にやるんでないっていうこと、総合的に松前町の人材確保のため

に窓口をつくったらいいんでないかな、そして個々に動くというストーリーなんです、私

は。ですから、そこのところをそれでうちらの町に、町立病院にも助産師の資格持ったり、

看護師さんで、それと養護教諭を持った人がいて、家庭の事情で帰ってきてますけども、

まだまだ人材としては活用できます。今回も農林畜産課に参事として呼んで優秀な人材が

来てくれました。それと町立病院にも、この間行ったら、事務局の方のスタッフとして入

ってきてました。ですから、人材確保っていうのは、きちっとした立場と、きちっとした

方向性を持って確保するっていうことが大事だと。そのためには、松前町として集中して

いけないかなというふうに思ったもんですから、いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に人材の確保につきましては、苦慮しているところであります。

行政サイドからも、我々の方も、例えば保育士さんを募集するとか、人材を確保のために

技術屋さんの、病院も含めて募集しますけども、なかなか応募していただけないっていう

状況、保健師さんもそうでありまして、役場の仕事すらもですね、人材の確保が難しい状

況である中で、産業の再生のためにも、やっぱり町の活力のためにも人材は必要でありま

すので、いろいろ手立てをしております。

水産課におきましても、農林畜産課におきましても、いろいろ手立てしてますけど、人
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材の確保は難しい状況でありますし、しかしながら、大事なことでありますので、産業の

維持、あるいは町の維持のためにも、人材の確保に努力をしていきたいなというふうに思

っております。

町内の経済団体を見ましても、例えば商工会、観光協会におきましても、やっぱり人材

の確保が上手く、募集しても来ない、今は足りてますけども、そういう時期もありました

ので、やっぱり人材の確保ってのは、この町を維持していく中では、大変重要な部分だと

いうふうに思ってますので、これからもいろいろ方策をとりながら、方法とりながら、人

材の確保に努力してまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 町長も同意見だということなんでね、それで、この人材の確保のた

めに、したらどうしたらいいのかなと。先ほどの助産師さんである資格を持った人も保健

師さんの資格も持ってますんでね、やはり年齢がいってきてますけれども、十分に活用で

きますのでね、参事クラスでもいいんでないかなと、私の私案ですよ、これはね。

それと、この人材を確保するために、先ほど言ったように、やはり集中した窓口が僕は

必要だなと思ってるんです。そして、そこを中心に全ての松前町の人材確保する、後継者

のことも、そして、後継者育成も含めて。そして、その３％というのは、そういうところ

に使われるということなんですよ。今やってる既存の事業費を減らせっていうことになる、

それはそのままで必要性があるから、計画は立ってると思います。しかし、それ以外のも

のが集中的に必要なものですからね、考えていただけないかなと。

それで、４番目、産業の芽が育つ環境づくり。これは、前に人づくり、ものづくり条例

の制定でお話したんですけども、私につくれということを言われたんですけども、やはり

その意識なんですよね。自分達の町を自分達が変えてやるんだと、そして、俺達の町を再

生してやるんだという、そういう強い気持ちがほしいんです。だから、町長が僕に何か考

えがありますかっていった時に、僕が言わなかったのはそういうことなんです。言っても

自分達がやるかやらないかっていう決断と行動がなければ、これは、全く進まないんです。

そんな意味で私は、一つ目で町長いみじくも言ってくれたから、私はそういうふうにした

んです。

だから、そのためのプランもこの集中した課でできないかな。そんな意味で、私は課と

いうものをもう一回見直ししてつくり上げたらいいんでないかなというのが、最後に言い

たかったんです、このために、この四つのために。そして、時代の流れとしては、事業も

変わってきます。方向性も変わってきます。それと、先ほどうちの６番議員も役場を建て

てほしいと、建ったらいいんでないかと、やはり公共事業は、建てることには意味があり

ますけれども、今は、やはり私も町長が答弁したように検討課題でいいと思ってた人だっ

たもんですから、ただ、しなければならない時代が来るんですよ。それと、私の後でする

質問に対してはあるんです。しかし、まず基盤づくりのための施策をきちっとして、そし

て余力があったら、あるからやりましょう、そして、これは絶対しなければならないから

っていうプランニングが大事じゃないかなと思うんですよね。

そんなことで町長、産業の芽が育つ環境づくり、どうでしょうかね。考え方ございます

でしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 人づくり、更には後継者づくりのために課の設置の話がございまし

た。現在、機構改革、職員も減ってくる状況の中で組織機構の見直しをしているところで

あります。時期がくれば、皆様方にご提案できるような状況になるんだというふうに思っ
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ておりますので、このことも含めまして、検討させていただきたいというふうに思ってお

りますし、時間を貸していただければなというふうに思っております。

それから、産業の芽が育つ環境づくりについて。本当に厳しい状況でありますが、本当

に産業の再生は簡単ではないというふうに思っておりますし、時間もかかってきましたし、

これからもかかるんだろうなというふうに思っておりますが、しかし、何もしないってこ

とにはなりませんので、この対応はしてまいりたいというふうに思っておりますが、一方

では人口減少を食い止めるのも容易ではないけども、一歩ずつ着実に前に進む努力が必要

だというふうに思っておりますので、今の松前に負わされた、これが覚悟だというふうに

私は認識しています。着実に前に進むことが大事だというふうに思っているところであり

ます。

それから、肉牛改良センターのお話をさせていただきますが、全国でも、このような自

治体が経営するケースは初めてではないかと言われているところであります。私自身も、

新たな一次産業の活性化に期待をかけておりますし、心配な部分もあります。後継者も育

たないという、ここをどういうふうに打破していくのか。松前の畜産の火を消さないため

に、この事業を進めておりますので、命がけでこれは成功させたいなというふうに思って

いるところであります。

漁業については、大変厳しい状況でありますし、イカ漁の不漁やマグロの漁獲規制など

厳しい一面があるものの、組合が経営改善に、今現状足踏みをしている状況も大きく影響

しておりますが、大胆な経営改善のために、組合も漁業法の改正と合わせまして、漁業改

革を進めるきっかけを今つくろうとして、努力しているところであります。

また、再生可能エネルギーにつきましては、議員もおっしゃっておりましたけども、風

力発電事業者との協定も進めいく中で、産業に新しい風を取り入れて、外部資本を活用し

ながら、町内産業との調和を図り、波及効果を与えられるように取り組みも進めたいとい

うふうに思っております。新しい産業の芽を育てるというよりは、今の産業を枯らさない

ように、今の産業が水を得て、再生、または復活できるように努力することが現在の課題

だというふうに認識しているところであります。産業の維持、再生に努力することで、人

口減少を少しでも緩やかに、穏やかに、産業にやる気を起こすことで活気が出てくれれば

いいなというふうに思っているところであります。

ご質問の答弁に、趣旨に合うかどうかわかりませんが、このような答弁をさせていただ

きたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 町長の気持ち、また３期目にかける気持ちが十分に理解致しますし、

そんな意味では頑張ってくれるものと思います。ただ、松前町の産業基盤は、弱くござい

ませんのでね、先ほど町長言われたように、この産業基盤を充実、発展させるためにどう

したらいいのかというテーマ。それと、人材をどう発掘し、活用するか。財源をどうする

か、事業プランはどうするのかっていう、もっとあるんですけども、そんなことを日々自

問自答しながら、管理職の皆様方とね、スタッフの皆様方と十分に協議していただいて、

松前町のこの暮らしやすいまちづくりを、元気、笑顔あふれるまちづくり、町長が言われ

る安心、安全安心なまちづくり、このテーマに向かって、もっと力強く歩んでもらいたい

なという気持ちがいっぱいでございますんで、まずは頑張ってください。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１０番斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) 大分時間がありますので、ゆっくり質問させていただきます。

町内会館、豊福のですね、町内会館を建てなきゃならない、それを急げと通告をしてお
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ります。昔は、豊岡と第二福山と言ったんですね、森さんから尾坂総務課長のところまで

は第二福山と、福山第二地区とも言いました。私がいるところは第一福山だったんです。

第二福山と豊岡が一緒に町内会を形成して豊福というふうに、この頃、１０年ぐらい、１

５年ぐらい前から言われるようになったんです。通告にも書いておきましたけれども、江

良の町内に続くマンモス町内会ですよね、町長も住んでたと思うからわかると思いますけ

ども。町内会館は、昔の馬門、馬門って言うんですね、馬門地区にあるんです。しかも、

民家を譲り受けて、狭い町内会館です。

この頃は、朝日豊岡線という道路ができました。できる前は、鍋谷塩飽線とか、鍋塩線

とかって言ってましたけども、できて、朝日豊岡線より上の方に所帯数が多くなってしま

った。したがって、様々な使い勝手があまり良くない、狭いということも心配している町

内会の役員の方もおります。更に６月には、福山、豊福、月島、朝日の４町内会から、災

害時の応急には、どうしても町内会館、豊福の町内会館が必要ですよという要望書も出て

いるはずです。７００人以上住んでる町内会ですから、町長が常に言っておりますね、住

民の助け合い、何よりも大事だと、住民同士が助け合わない町は成り立っていかないと、

住民の融和を図ることが一番大事なんだということを常に話しておりますので、その意識

に町長の心は変化があるのかどうか。あるいは、心は変わっておりませんと、こういうん

であれば、そのように答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、豊福町内会館について、答弁をさせていただきたいというふ

うに思います。議員ご指摘のように、令和２年度の町行政に対する要望書が、豊福、福山、

月島、朝日４町内会の連名で寄せられているところであります。その中には、豊福地区の

高台に避難可能な集会施設の建設を要望するというふうにあります。

議員おっしゃられるように、豊福町内会は、７００人以上の町民の方々が生活するマン

モス町内会でございます。現在、毎年のように８月には納涼祭が賑やかに開催されている

ところでありまして、最近は松前の町内のあちこちで夏祭りを開催しておりますが、正し

くその先駆的なイベントだというふうに思っておりまして、その企画力に対しましても、

敬意を表しているところであります。

その町内会の集会施設としての会館ということで考えた場合、確かに手狭なのかなと私

も感じております。私もかつて豊福町内会に在籍しておりました。また、老朽化も進んで

おりますので、本当に心配をしているところであります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) まず、町長、総務課長だとか税務課長の方を向いた答弁はいらない

んですよ。海を向いて、つまり前を向いて答弁してくださいという意味です。

本当に町内会の会員同士が融和を図る、これは大きい町内会です。ですから、この住民

同士が助け合うっていう、その意識なり、そういうものを持たせることが何よりも大事な

んです。

昨今、随分天候のいたずらによる被害、つまり洪水だとかそういうものが多く発生して

ますね。さっきもどなたかの質疑にありましたように、姉妹都市の伊達市が大きい範囲に

わたって水没したということも、町長自らが認めておりますし、あなたが現地行って見て

きたというふうにも聞いております。ですから、町内で、町民同士、町内会員同士が融和

を図る、助け合うという心は何よりも大事だと思うんですよ。この点についてですね、豊

福町内の皆さんと十分その心を開いて話し合いして、まずは融和を図ることを努めて行っ

てほしいなと思いますが、いかがでしょうか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、福島県伊達市のお話がございました。相当な被害を受けている

状況でありますけども、幸いにも市長さんいわく、人的な災害はなかったというふうなこ

とであります。２メートルも浸水する中で、平屋の住宅の高齢者の皆さんの被害がなかっ

た、人災ないということなんであります。それは、常日頃の町内会の声かけがあって、そ

ういう状況だったというふうなことで、日頃の隣人同士の声かけが、１人の人災もないよ

うな状況だったというふうなことは、市長は胸張っておっしゃられておりました。地域の

融和、そういうところから始まるんだなあというふうに思っております。

地域の憩いの場、融和を図る場所として、地域の会館が重要な役割を担っていることは、

本当に重々承知しているところであります。質問の趣旨は、十分理解できる状況でありま

すが、財政的なことも考えながら、総合計画の位置付け等々、大局的な議論を重ねていき

まして、積み重ねることが今大事だろうなというふうに思っております。豊福町内会の皆

さんと機会あれば、お話をさせていただきたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 松前という町は、川の側にへばりついた部落がたくさんあるんです

よね。この福山もそうですし、それから月島も伝治沢川があります。あすこにもへばりつ

いて家が建ってる。更には朝日、及部川ですね、あすこもあって、４０年ぐらい前には大

水が橋が、大きい橋が落ちたことがあるんですよ。大雨の際には、どこに避難したらいい

んだろうかという悩みが朝日から福山の人方には特にあるんだと思うんです。

かつては、福山の住民は、避難場所は松城小学校ですと、こうなっていたんです。その

前は、町民体育館ですと、こうなっていたの、今は豊岡のお寺２件が避難場所だというふ

うに指定されてるという記憶しておりますが、これに間違いありませんか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ２点目の、有事の際の大松前川から及部川までの住民避難はどうな

るのかっていうふうなご質問だというふうに思っております。

まず、町全体の避難場所について、答弁をさせていただきます。現在、使用可能な避難

所は、臨時的に協力をお願いしております豊福町内会館を含め、町全体で３１箇所ありま

すが、大津波などの場合、避難所として開設できるのは、ご承知のように高台にある１９

箇所になるわけであります。質問にありました大松前川から及部川までの避難先は、高台

にある、議員ご指摘のように法華寺さんと正行寺さんの２箇所、臨時的にお願いしており

ます豊福町内会館を含めると３箇所がエリア内での避難場所になるところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 説明してもらったとおりなんですよ。洪水が起きれば大変なことに

なる、更に今町長が言うように大津波でも来ればですね、うちの事務局長だとか総務課長

のうちが一番先にやられるんですよ。福山から朝日までの海岸沿い、あるいはその地域を

限定しないで、海岸沿いにある家の人もですね、どんな避難をしたらいいのかっていうこ

とを徹底して議論した方がいいと思うんですよ。

朝日から福山までは豊岡のお寺２箇所だと、これで十分だとお思いですか。私は、十分

ではないというふうに思ってるんですよ。今の豊福町内会館何人、一晩でも二晩でも寝れ

ると思ってます。そんなもので間に合うもんじゃないんですよ。ですから、朝日、上川も

含みますけども、朝日から福山までの間には、どうしても２日や３日、有事の際には正式

な学校の体育館なんかの避難所を開く前にですね、２日や３日避難してる場所が必要だと

いうふうに思っておりますけれども、この点について、町長どう思いますか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に町を守る、町民を守るという観点から致しますと、仰せのと

おりであります。しかしながら、現状大変苦しい答弁なりますけど、先ほどの答弁と同じ

ようにですね、大局的な議論を積み重ねるという要素があるんだろうなというふうに思っ

ておりますので、大変苦しい答弁でありますけども、ご理解いただきたいなというふうに

思っております。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) つまり、今、福山から朝日までのことを中心に話してますけどね、

あすこの町内会館とお寺２軒で津波の際、あるいは洪水の際は収容しきれるものではない

んですよ。あったかい時ならともかくとして、寒くなってからであれば、とてもじゃない

けど町民の避難先がなくなるというふうになるわけですよ。実際は、今町長答弁するよう

に、私も財政の状態、いろんなことを考えて、相当な無理をしなければ建てられないって

ことは承知してますよ。だけども、一朝有事、つまり大雨だとか大津波の時には、今すぐ

に来るかもしれないっていう実態ですから、これは緊急性をもってですね、部下、職員と

十分相談して、あるいは地域の住民と十分相談して、できるだけ早く計画を表明すべきだ

というふうに思いますので、ご答弁をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に質問の趣旨、十分理解をできるところであります。本当に課

題として、町の課題と致しまして、取り上げていくことを職員と相談させていただきまし

て、更には町内会の皆さんのご意見も拝聴したいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 議長に３時までと言われてましたけど、これで終わります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時５２分)

(再開 午後 ３時４９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎所管事務調査報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、所管事務調査報告についてを議題と致します。

総務経済常任委員会から、所管事務調査報告書の提出がありましたので、報告を求めま

す。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 所管事務調査報告について。本委員会は、令和

元年９月１１日、松前町議会第３回定例会において承認を得た所管事務調査、水産行政に

ついてを終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、所管事務調査報告を提

出致します。

所管事務調査年月日、調査の概要、視察調査の概要及び懇談会の概要については、記載

のとおりです。

所見。

組合の経営については、町内一単組とする漁協合併後の平成６年度から、繰越欠損の解

消を主とする財務の改善を図ることを目的に、町並びに国、道及び漁連等の系統機関にお
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いて、組合経営再建対策事業による支援に取り組んできた。その後、水産資源の減少など

厳しい漁業環境により、販売取扱額が落ち込むことなど繰越欠損金の解消が進まないこと

から、販売手数料の引き上げや信用事業の譲渡、荷受体制や各種業務の合理化、更には組

合員の出資金の減資などの実施により経営改善計画の見直しを行うなど、組合員をはじめ

組合の自助努力により欠損金の解消に努めた。

しかしながら、近年、スルメイカの全国的不漁や、マグロの国際的資源管理による漁獲

規制等により漁業環境の厳しさが増し、組合経営は逼迫した状況に置かれ、平成３０年度

においては単年度において経常赤字が発生するという状況から、平成３１年２月、組合と

北海道漁協経営強化推進本部は、町に対して、組合の経営に対する支援要請を行うととも

に、今般、危機的状況から脱却と欠損金解消後の組合経営を見据えた漁業振興対策事業や、

漁業経営対策を含めた令和４年３月までとする経営改善計画の見直しを行った。

組合には、現在まで様々な支援をしてきた経緯があるものの、それは、漁業振興と地域

産業の安定を図ることが目的であり、それぞれ必要な支援であったものと思われる。松前

町は、漁業を主産業とする町であり、その柱である組合の再建は漁業者のみならず、組合

に関連して携わる人々、更には町の経済の循環にも影響があると思慮される。

今後、見直しの重点事項である漁業者の所得向上を目的とした共同漁業権の改革、漁船

漁業のみならず、それを併用した養殖事業への転換の促進、欠損金の解消と組合員の自助

努力を投入した自立経営の確立に向け、組合、漁業者及び町の三位が一体となって、同じ

考えの下、将来的な展望を見据えて、また、町民の理解が得られるような経営改善計画に、

もとい、また、長期的ビジョンを確立し、職員の勤労意欲や希望ある漁業経営ができ、町

民の理解が得られるような経営改善計画に取り組むことを期待する。

同時に、各漁業者に対しては、現在の組合の経営状況等について、各種会議等を通じて

情報の共有を行うとともに、新たに組合に設置する「松前さくら漁協共同漁業権管理と運

用を考える検討委員会」の内容が理解され、今後の改革が進むことを望むものであり、こ

れら課題解決について楽観視することのによう意識の取り組みについて、指導していく必

要がある。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済と致します。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了致しました。よって、本日

はこれをもって散会致します。

なお、明日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ３時５５分)
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（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに、本日の会議を開きます。

◎議事日程

○議長(伊藤幸司君) 本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、６番近江武君、

７番工藤松子君、以上２名を指名致します。

◎議案第７９号 教育委員会委員の任命について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第７９号、教育委員会委員の任命についてを議題と

致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第７９号、教育委員会委員の任命につきまして、ご説明申

し上げます。

教育委員会委員木田雅仁氏は、令和元年１２月２５日をもって任期満了となりますこと

から、引き続き同氏を委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

木田氏につきましては、松前町字豊岡４２４番地４にお住まいで、昭和５２年９月１５

日生まれの４２歳でございます。また、委員歴でございますが、平成３０年４月１日から

委員をお願いし、現在１期目でございます。

以上が議案第７９号でございます。何卒議員の皆様方のご同意をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第７９号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第７９号は提案に同意することに決定しました。
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◎議案第８０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第８０号、固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第８０号、固定資産評価審査委員会委

員の選任につきまして、ご説明申し上げます。

固定資産評価審査委員会委員福島憲成氏は、令和元年１２月２５日をもって任期満了と

なりますことから、引き続き同氏を委員として選任したいので、地方税法第４２３条第３

項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

福島氏につきましては、松前町字唐津２６８番地にお住まいで、昭和２２年１月２３日

生まれの７２歳でございます。また、委員歴でございますが、平成１０年１２月２６日か

ら委員をお願いし、現在７期目でございます。

以上が議案第８０号でございます。何卒議員の皆様方のご同意をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第８０号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第８０号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第８１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第８１号、固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第８１号、固定資産評価審査委員会委

員の選任につきまして、ご説明申し上げます。

固定資産評価審査委員会委員木村清韶氏は、令和元年１２月２５日をもって任期満了と

なりますことから、引き続き同氏を委員として選任したいので、地方税法第４２３条第３

項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

木村氏につきましては、松前町字松城３０７番地にお住まいで、昭和２２年１０月２８

日生まれの６９歳でございます。また、委員歴でございますが、平成１３年９月、大変失

礼しました、木村氏につきましては、松前町字松城３０７番地にお住まいで、昭和２２年

１０月２８日生まれの７２歳でございます。また、委員歴でございますが、平成１３年９

月２５日から委員をお願いし、現在６期目でございます。

以上が議案第８１号でございます。何卒議員の皆様方のご同意をお願い申し上げます。
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○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第８１号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第８１号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第８２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第８２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第８２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例制定について、その内容をご説明申し上げます。説明資料として添付しております概要

の１ページをお開き願います。

１、改正の趣旨であります。国家公務員に対する給与改定に関する人事院の勧告を踏ま

え、職員の給与改定及び特別職等の期末手当支給率の改定に係る規定を整理するため、関

連する条例を改正しようとするものであります。

２、改正の主な内容であります。(１)は、職員の給与に関する条例の一部改正でありま

す。①は、給料月額で、平成３１年４月１日に遡及し、平均０．１％引き上げようとする

もので、行政職給料表は、１９ページから２２ページまでの別紙２を参照願います。②は、

期末勤勉手当であります。アとしまして、再任用職員以外の職員は、勤勉手当を０．０５

ヶ月分引き上げ、期末勤勉手当合計で、年間４．５ヶ月分に改めようとするもので、令和

元年度及び令和２年度以降の内訳は、それぞれ記載のとおりであります。イとしまして、

再任用職員は、制度改正はなく、現行どおり期末勤勉手当合計で、年間２．３５ヶ月分で

あります。③は住居手当であります。令和２年４月１日から減額となる職員に経過措置を

設けながら、家賃額の下限を現行１万２千円から１万６千円に、支給限度額を現行２万７

千円から２万８千円に、それぞれ改めようとするものであります。

次に、(２)松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例と、(３)松前町水道

事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正であります。それぞれ住居手当を

職員の給与に関する条例と同様に改めようとするものであります。

２ページをお開き願います。次に、(４)松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部改正であります。給料月額を引き上げようとするもので、給料表は２３

ページの別紙３をご参照願います。

次に、(５)一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正であります。①は、特

定任期付職員の給料月額であります。平成３１年４月１日に遡及し、１号俸を１千円引き

上げ、３７万５千円に改めようとするものであります。②は、期末手当で、０．０５ヶ月
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分引き上げ、年間３．４ヶ月分に改めようとするもので、令和元年度及び令和２年度以降

の内訳は、それぞれ記載のとおりであります。

次に、(６)町長等の諸手当額並びにその支給条例から、(８)議会の議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例までの一部改正であります。それぞれ期末手当を０．０５ヶ月分

引き上げ、年間４．５ヶ月分に改めようとするもので、令和元年度及び令和２年度以降の

内訳は、それぞれ記載のとおりであります。

次に、３、その他であります。(１)の新旧対照表は、別紙１として、３ページから１８

ページまでに、(２)の職員の給料表は別紙２として、１９ページから２２ページまでに、

(３)の会計年度任用職員の給料表は、別紙３として、２３ページにそれぞれ添付しており

ますのでご参照願います。

次に、附則でございます。１７ページをお開き願います。第１項と第２項は、施行期日

等の規定、第３項は給与の内払いの規定。

１８ページをお開き願います。第４項と第５項は、住居手当に関する経過措置の規定、

第６項は規則への委任の規定を、それぞれ記載のとおり定めようとするものであります。

今回の条例改正による給料表の改定、期末勤勉手当の制度改正による影響額は、特別職等

を含め、一般会計で２５５万４千円となります。

以上が、議案第８２号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８３号 町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部を

改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第８３号、町長等の給料額及び旅費額並びにその支

給条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第８３号、町長等の給料額及び旅

費額並びにその支給条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げ

ます。末尾に添付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。

下段の説明欄です。職員の契約事務の失念に係る監督責任として、町長及び副町長の給

料月額を令和２年１月１日から、同年１月３１日までの１ヶ月間、１０分の１を減額する

ため、条例を改正しようとするものであります。

改正案の内容であります。町長等の給料月額は、記載のとおり、条例第２条に規定され



- 48 -

ておりますが、この給料月額の特例を定めるため、改正案下線部分のとおり、附則に第９

項を加え、第２条に規定されております給料月額を読み替えしようとするものであります。

令和２年１月１日から同年１月３１日までの間に限り、給料月額を１０分の１減額し、町

長の給料月額を６６万９千６００円に、副町長の給料月額を５５万６千２００円に致そう

とするものであります。

附則としまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第８３号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７５号 令和元年度松前町一般会計補正予算(第７回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第７５号、令和元年度松前町一般会計補正予算（第

７回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) おはようございます。

ただ今議案となりました議案第７５号、令和元年度松前町一般会計補正予算(第７回)の

内容をご説明させていただきます。

令和元年度松前町の一般会計補正予算(第７回)は、次に定めるところによるものです。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４千

３７６万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億６００万円とす

るものです。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によるものです。

第２条、債務負担行為の補正です。既定の債務負担行為の補正は、「第２表債務負担行

為補正」によるものであります。

第３条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第３表地方債補正」によるもの

であります。

それでは、歳入歳出の詳細を事項別明細により説明させていただきます。１３ページを

ご覧願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費で、１３万３千円の追加計上です。３節議員期末手

当で１３万３千円の計上です。これは、先ほどの条例の一部改正でご審議いただきました

期末手当０．０５ヶ月増額費用の計上です。

１４ページです。２款１項１目一般管理費で、１２８万２千円の追加計上です。１１節、
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１２節、１８節でマイナンバーカード交付支援費用として、４０万７千円の計上です。こ

れは、全国でもマイナンバーカードの保有率が低く、国においてもカード保有拡大の支援

をしており、今回の追加予算分は、カードを申請する場合、インターネット申請と郵送申

請があり、便利なものはインターネット申請ですが、インターネットに馴染みのない方も

多いことから、備品購入費でタブレット及びプリンター５台等を購入し、役場、各支所、

イベント会場などで町の職員が申請のお手伝いをしながら、気軽にインターネット申請が

できるようにする費用の計上で、財源はほぼ全額国の補助金で実施するものです。続いて

１３節行政情報システム改修業務委託料で、８７万５千円の計上です。これは、健康管理

システムにおいて、マイナンバーに対応して、全国自治体が連携し、転入、転出の際に妊

産婦及び乳幼児の健康診査情報を共有できるようにするための改修費用の計上です。これ

も財源の３分の２を国の補助金で実施するものです。

１５ページです。４項６目町長選挙費で、４２０万７千円の追加計上です。１節から１

６ページの１９節までの町長選挙費用で、４２０万７千円の計上です。これは、来年の３

月２９日に予定されている町長選挙に係る費用の計上分です。

１７ページです。３款１項１目社会福祉総務費で、２千円の追加計上です。２３節平成

３０年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金で、２千円の計上です。これは、平成３０

年度補助金が確定したことに伴う精算返還金の計上です。次に、３目老人福祉費で、８６

万１千円の減額計上です。１９節北海道後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金で、２

８０万２千円の減額です。これは、広域連合のルールで、今年度負担金から前年度負担金

決算剰余分を相殺することとなっており、前年度負担金決算で２８０万２千１０２円の不

用額があったことから、本年度負担金から同額分を減額するものです。次に、２８節介護

保険特別会計に対する繰出金で、１９４万１千円の計上です。これは、事務費負担分１６

７万７千円、サービス事業勘定分２６万４千円の合わせて１９４万１千円で、人事院勧告

及び介護予防支援サービス計画作成に係る負担分の計上です。

１８ページです。２項１目児童福祉総務費で、２４万５千円の追加計上です。２３節平

成３０年度子どものための教育保育給付費道負担金返還金で、２４万５千円の計上です。

これは、平成３０年度負担金が確定したことに伴う、精算返還金の計上です。

１９ページです。４款２項１目清掃総務費で、２０９万４千円の減額計上です。１９節

渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)で、２０９万４千円の減額です。これは、広域事

務組合の９月補正分と１２月補正分による松前町負担分の計上です。

２０ページです。６款３項１目水産業振興費で、２千万３千円の追加計上です。１９節

漁業近代化資金利子補給金で、３千円の計上です。これは、信漁連函館支店から、新規で

貸し付けを受けた漁業近代化資金の２名分の本年度利子補給金に係る計上で、来年度以降

４ヶ年分は、債務負担行為により計上しているところであります。続いて、漁業協同組合

経営改善支援補助金で、２千万円の計上です。これは、さくら漁協が策定した経営改善計

画が、漁獲高の低迷などにより、思うように進められていない中、松前町とさくら漁協及

び経対協で協議を重ね、さくら漁協の経営改善を抜本的に進めることが将来の漁業振興に

欠かせないことから、町は年次計画の３年間で６千万円を限度に補助金を交付し、経対協

もこれまでの支援を維持し、さくら漁協は実効性の伴う改革と一層の自助努力により、繰

越欠損金の早期解消と経営改善をスピード感を持って進めることとした支援補助金の計上

で、来年度以降２ヶ年分は、債務負担行為により計上しているところであります。なお、

参考資料３７ページに漁業協同組合経営改善支援補助事業の概要を添付しておりますので、

ご参照願います。
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２１ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費で４５８万４千円の減額計上で

す。１９節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)で、４５８万４千円の減額です。これ

は、広域事務組合の９月補正分と１２月補正分による松前町負担分の計上です。次に、２

目災害対策費で、５万８千円の追加計上です。１１節防災無線管理光熱水費で、５万８千

円の計上です。これは、防災行政無線の電気料金が、年度末までの決算見込みに不足を生

じることからの計上分です。

２２ページです。１０款１項３目教育振興費で、２９３万７千円の追加計上です。１９

節松前学園補助金で、３万円の計上です。これは、来年度から完全施行となるプログラミ

ング教育に向けた、全教職員を対象にした研修が新たに必要とされ、その講師費用分に対

する補助金の計上です。続いて、松前高等学校教育振興会補助金、フランス国ブザンソン

市訪問事業分で、２９０万７千円の計上です。これは、平成２７年１１月にパリ市内で発

生したテロ事件の影響を考慮して中断していた訪問事業ですが、治安も落ち着き、高校か

ら申し入れがあったことから、２月６日から１５日までの日程で、教員２名と生徒３名の

計５名がブザンソン市へ訪問する費用に対する補助金の計上です。なお、参考資料３８ペ

ージに、フランス国ブザンソン市訪問事業の概要を添付しておりますので、ご参照願いま

す。

２３ページです。３項１目学校管理費で、７万７千円の追加計上です。１２節学校管理

手数料で、７万７千円の計上です。これは、松前中学校グラウンド横に併設してあるトイ

レは、グラウンド利用が予想以上に多く、サッカー場が人工芝であるため、利用期間も長

く、更には雪解けの３月頃からも使用可能なため、年度末までのし尿処理手数料に不足を

来す見込みがあることからの計上分です。

２４ページです。１２款１項１目元金で、３１万の減額計上です。２３節長期債償還元

金で、３１万の減額です。これは、３０年度過疎債ソフト分の借入予定分が、６４０万減

額となったため、令和元年度償還元金が、７１万１千円下がったことと、利率見直し方式

で、借り入れしている分の見直し時期が到来したことにより、利率が下がり、元利均等償

還方式の場合、利率が下がりますと初回の元金は増加しまして、その増加分が４０万１千

円となり、合わせて３１万円の減額となったものです。次に、２目利子で、２１３万６千

円の減額計上です。２３節長期債償還利子で、２１３万６千円の減額です。これは、３０

年度、平成３０年度借入地方債の確定と、借入利率の確定及び利率見直し方式で借り入れ

している分の見直し時期が到来したことにより、利率が下がったための減額です。

２５ページです。１３款１項１目職員給与費で、２千４８０万３千円の追加計上です。

２節町長給料７万４千円と副町長給料６万１千円の減額は、先ほど条例の一部改正で審議

いただきました給料１ヶ月分の１０％減額分の計上です。職員給料９３７万６千円につき

ましては、人事院勧告等による計上分です。次に、３節職員手当から住居手当まで、６０

１万５千円は、人事院勧告等による計上分で、時間外勤務手当３５０万円と、管理職員特

別勤務手当１８万円は、町長選挙に要する分の計上です。

次に、２６ページ、４節退職手当組合負担金２１２万９千円には、町長及び副町長の給

料減額分の影響額４万４千円の減額が含まれており、４節中、この減額分を除いた分は、

全て人事院勧告等による計上分です。なお、その内容は附表として２７ページから３５ペ

ージに給与費明細表を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が歳出です。次に歳入です。８ページをご覧願います。

２．歳入です。２款４項１目地方道路譲与税１節地方道路譲与税で、１千円の追加計上

です。これは、平成２１年度税制改正により、地方道路譲与税は、地方揮発油譲与税に改
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正され、原則廃止されましたが、経過措置として、旧法により課税された分は地方道路譲

与税として譲与され、今回１１月譲与分で対象課税分の譲与が少額ではありますが、５人

譲与されたことからの計上です。

９ページです。９款１項１目地方交付税１節地方交付税で、２千８５６万７千円の追加

計上です。これは、財源調整による歳出財源に対応する計上です。

１０ページです。１３款２項１目総務費国庫補助金１節総務管理費補助金通知カード個

人番号カード関連事務補助金で、４０万５千円の計上です。これは、歳出で計上しており

ますマイナンバーカード交付支援費に対する国庫補助金の計上です。次に、３目衛生費国

庫補助金１節保健衛生費補助金母子保健衛生費補助金で、５８万３千円の追加計上です。

これは、歳出で計上しております行政情報システム改修業務委託料に対する国庫補助金の

計上です。

１１ページです。１９款５項６目雑入１節雑入で、１千２９０万６千円の追加計上です。

渡島西部広域事務組合前年度決算剰余還付金で、１９１万６千円の計上です。これは、前

年度決算剰余金の各町の負担割合に伴う還付金です。続いて、渡島西部広域事務組合北海

道市町村職員退職手当組合負担金精算還付金で、１千６０万６千円の計上です。これは、

広域事務組合が負担する退職手当組合負担金の３年に１度の精算による松前町負担分に伴

う還付金です。続いて、渡島檜山地方税滞納整理機構負担金前年度決算剰余還付金で、３

８万４千円の計上です。これは、前年度決算剰余金の各町の負担割合に伴う還付金です。

１２ページです。２０款１項７目消防債１節消防債消防施設等整備事業負担債で、１３

０万円の追加計上です。これは、当初予算で計上していた当該地方債の対象経費の見直し

により増加したものです。

以上が歳入です。それでは、２ページから３ページをご覧願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入です。歳出合計が、補正前の額５５億６千２２３万８

千円に、補正額４千３７６万２千円を追加し、補正後の額を５６億６００万円にするもの

でございます。

３ページ、歳出です。歳出合計につきましても歳入同様、補正前の額に補正額４千３７

６万２千円を追加し、補正後の額を５６億６００万円にするものでございます。

４ページです。第２表債務負担行為補正です。追加の分として、記載のとおり２件分を

追加するものです。

５ページです。第３表地方債補正です。変更の分として、記載のとおり限度額を変更す

るものです。

以上で、議案第７５号、令和元年度松前町一般会計補正予算(第７回)の説明とさせてい

ただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

２番。

○２番(飯田幸仁君) 資料の２０ページ、６款農林水産費３項水産業費１目水産業振興費、

こちらの１９の漁業協同組合経営改善支援補助金、参考資料が３７ページですが、こちら

について、ちょっと質問したいと思います。

私は、厚生文教常任委員会なんですけども、今回のことにつきまして、常任委員会をま

たぎましてですね、総務経済の方の報告を受けまして、いろいろと説明を受けた次第でご

ざいます。その中で、この２千万円というものが、一応３年にわたって予算を組まれると

いうことでございまして、町長にお伺いしたいんですけども、昨日の議会で来期にまた出

馬されるということで認識しておりまして、これ、町長の任期がまたいで３年っていうこ
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となんですけども、これが、石山町長のままですと、また継続されるとは思うんですが、

もし町長が替わった場合にですね、スパッと切られたりした場合に、漁協さんの方で大変

困るんではないかなと、そのように思ってるんですけども、それであれば単年度で６千万

円補正予算組んでも良かったのかなと、そのような気持ちでおりまして。

それが、例えば補助金という形だけであるのか、それとも貸し出しで、いずれ返済して

もらうという方法もあったのではなかろうかと思いますが、こちらの補正予算の方で補助

金を２千万円にするという選択をした、その意図をちょっと教えていただきたいなと思い

ます。○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私の任期も残すところ４ヶ月でありまして、いろいろ、この２月か

らこの件につきましては漁業協同組合、更には経対協の皆さんといろいろ話を続いてきた

ところでありまして、この件につきましては、本当に水産業の振興のためには、足腰の強

い漁業協同組合が必要だというふうな思いで、将来の水産業を思う、その思いで今回補正

予算と債務負担行為を提案させていただいたところであります。

３年にした理由と致しましては、現在繰越欠損金残っている部分が６千５００万ぐらい

だというふうに認識しておりますが、それを３ヶ年で均等にしたと。それと一方では、組

合の経対協の方と経営改善計画、その年数合わせた中で３年という設定をしておりますの

で、ここの部分は、ぜひご理解いただきたいと思いますし、また、これは議案の提案権は

町長にありますので、次の選挙で当選させていただければ、引き続き債務負担行為を実施

してまいりたいと思いますし、町長が替われば、議案の提案権は町長にありますので、そ

の時の町長の提案権によって判断されるというふうに思っておりますので、何卒ご理解い

ただきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(飯田幸仁君) 今の説明でもわかりましたし、以前、役場の水産課長の方から説明

受けた内容でもある程度把握してたんですけども、そのもの返すということに対しては、

漁協さんの方では、その後２年ということなんですけども、例えば、役場の方でですね、

町の方でですね、その残債分の残りをですね、本来然るべき、支払うべきところに支払っ

てですね、漁組さんが最終的に役場から借りたっていうことで、もし済むんであれば、そ

ちらの方がよろしかったんではないかなというふうに考えたこともありましたんですけど

も、町としてはそういうことも考えられなかったのか、そこを教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) お答え申し上げたいと存じます。まず、この繰越欠損金の償還

になっていくその方法と言いますと、通常組合の単年度の計上予算がありまして、その中

で余剰金が発生した部分が、現状では全て欠損金の解消に充てられるというシステムであ

りまして、ご質問の、借りて、お金をこれ借りているわけではないんですよね。平成６年

度に旧５単協が合併して今のさくら組合になった、その時点で１３億５千万という欠損金

がありまして、２５年かかって償還、解消してきたわけでして、これが、もし貸し付ける

ような形でなったらどうなのかと、これは、欠損金の解消には充てられないというような

ことで、組合の貸し方、借り方の複式会計の中で、負債として残ってしまうというような

ことになりますので、欠損金の解消には繋がっていかないというふうなことでございまし

て、あくまでも単年度会計の中で黒字計上させていった中で、それが解消額に繋がってい

くというふうなシステムになっておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(飯田幸仁君) 地場産業でありますし、私も子どもの頃から漁師の父親にもって育
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った漁師の息子ではあるので、地元の漁業については大変危惧しておりますし、心配です。

やはり、一番いい方法を選択された予算、補正予算だと思っております。ですけども、や

はりこの先まだまだ不安があると思いますので、その辺は役場から補助金を出す側でござ

いますので、これからはやはり漁協と深く、密に連絡をとりあって、ちょっと軌道が外れ

そう、あるいは将来に対して時代が変わってきているのに、未だに旧制のままのままやら

れてて、またいずれお金がなくなったのでということになってしまわないように、そこら

辺はぜひきっちり、監視って言うんですかね、そういった連携をとってですね、やってい

ただきたいなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今般、ご提案を申し上げる、本当に貴重な町民の税金を投入するわ

けであります。しかしながら、先ほども申し上げましたように、水産業、本当に予期もし

ないマグロの漁獲規制等々で、大変厳しい環境にあるっていうことは、議員の皆さんもご

承知のことだと思います。何としても松前の基幹産業であります、ここで漁組に、漁業協

同組合が体力をつけてもらう。更には今まで大変お世話になってきておりました経対協と

系統各連のこれからもいい関係を漁協と系統と続けることがですね、いい関係づくりが水

産業の振興に繋がるというふうに思っておりましての、今回の支援でございます。

２千万、今回提案しましたけども、現状の町の財政も大変厳しい状況でありますが、今

２千万、本当に最大限の支援だというふうにご理解していただきたいと思いますし、漁業

協同組合も自助努力、これはもう条件付きで組合員の皆さんにも認識していただきたいと

思いますし、私も漁業協同組合の自助努力に対しましては、大きな期待をしているところ

であります。本当に時間かかりますが、推移を、行政側と致しましても推移を見てまいり

たいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番。

○５番(福原英夫君) 少し質問させてください。先ほど、町長は、足腰の強い漁業協同組

合にしたい、もちろん行政のトップとしては当たり前のことですよね。それと、２期８年

で膨大な投資を漁業にしてきました。それが、逆に生産性が上がらないで下がってきて、

そして赤字に陥ったと。それで、何で今回欠損金を系統がこういうふうに請求してきたの

かなあと思って。

ごめんなさいね、ページ２０ページでした、ごめんなさい。それと水産業振興費、それ

と補助金の関係、事業費補助のですね。それで、何でこの関係でしてきたのかな。私は松

前の漁業協同組合にもう将来性がないというふうな見極めをつけて、そうして、系統が早

急に欠損金を完済しなさいよというふうに来たんでないかなというふうに疑ってしまった

んです。そのこと、一つお願いします。

次に、欠損金の処理、法人でございますからね、自助努力でこれをしなければならない

と。それで、松前町の加工業を営んでる方々でも倒産をしていったり、赤字で倒産した加

工業もございますのでね、そうすっと松前町はそういうことまで支援しなければならない

という考え方が生まれてくるもんですからね。自助努力をこれから求めるのか、求めない

のか、今答弁がありましたけども。

その次に、漁協への欠損金の補助、行政が負担すること、法律的に問題がないのかとい

うことなんです、法人ですから。事業費補助です、これは。しかし、この間の説明資料、

総務常任委員会での説明では、これを欠損金のために迂回をすると、迂回をして欠損金を

支払うんだと。事業費補助っていうのは、従来まで漁業のいろんな設備のために補助した
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だとか、それとコンブ養殖であり、ウニであり、いろんな種苗であり、そんなことでの事

業費補助とは全然違う意味があるんでないかと。

それで、何でそういうことが、迂回補助っていうのが悪いのかっていうと、日産のゴー

ンＣＥＯの関係です。彼は、結婚式であり、自分が投資したものは損失を被って、それを

補填するために事業費補助に、名目的に事業費補助でもらって迂回したわけだ。今は、法

律的に問題があるんでないかということで、監収されてますけども。その法律的に本当に

問題があるのか、ないのかっていうこと、大事なことでございます。なぜかって言うと、

私達は議決権があるわけです。賛成する、反対する、賛成するっていうのは、そういう問

題が解決してるか解決してないか。してないとなったら反対しなければならないですよ、

同罪ですから。

その次、先ほどの議員が言ったように、経営が好転、貸し付けはできません、そうです

ね、法人であれば貸し付けはできないんです。しかし、経営が好転した場合には、この欠

損金に対する補助は取りやめるのか、取りやめるのかっていうことなんです。３年計画し

てますけども、好転したんですから名目が立ちません。

その次に、１０月２８日、総務常任委員会が開催されました。その時の説明を、資料見

てみました。今日も持ってきてます。ものすごく、この欠損金を支払うために組合で漁業

を営んでいる人達の出資金であり、手数料であり、それと組合職員にも負担を強いてまし

た。それでもなおかつ、それと信用部も閉鎖してしまいました。しかし、できなかったん

です、生産性が上がらなかったんです。この資料を見て、なぜここまでこういうふうにし

たのかっていう感じがしました。

その次に、漁業振興策、一番私はここを問題にしてました。欠損金は町長の判断でした

いと、どうしてもしたいという気持ちが、私も気持ちとしてはしていいと思ってる人です、

はっきり言って。しかし、このお金が次への繋がるステップになるような投資でなければ

ならないんです。松前町はいろんな意味で、いろんな土地を買ったり、それといろんな問

題、この間の今回町長も責任を負って１０分の１を給料をカットした備荒資金の関係もご

ざいます。今、年金の受給者の方々へのプレミア券の関係もございます。そんな中で膨大

なお金が必要になってきます。そんな中で、私は漁業振興策、この間、１１月１１日に提

示されてる振興策、これを見て、聞いて愕然としたんです。なぜかって言うと、回復する、

松前町の漁業で生活していく人達が夢と希望を持って、松前町の漁業で俺達は頑張んだ、

うちの息子、子ども達にも松前の漁業で生活できるようにしてやるんだという、そういう

メッセージが伝わらなかったんですよ、私は。ここの振興策が、私は一番のキーポイント

だと思ってるんです。そこのところまで、ご答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ６点ほどご質問をいただきました。順次、ご説明を申し上げた

く存じます。

まず、１点目の欠損金の関係で、これ経対協などが、もう松前さくら組合は駄目ですと、

諦めた経緯の中で、町に対して支援を要請したのかといった趣旨かと思います。決してそ

ういうわけではないわけでございまして、この経対協の資料も参考資料に添付しておりま

すけども、ちょっと長くなりますけども、北海道が合併組合に対して、５千万円以上の欠

損金を有して、解消に１０年以上かかる組合には、経営改善計画を充実しなきゃないです

よという決まりがあります。その漁協経営改善対策事業実施要項要領というのが、道の方

で定めておりまして、その中で北海道はじめ、信漁連、漁連、また共済組合ですとか、金

融機関も入った、８団体が入った中で経対協という組織が設けまして、その経対協が組合
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の欠損金の解消が計画どおり進んでいるのかといったことを中間検査、推進会議をしてい

ると、実績評価も含めて。次年度の事業計画全てに経対協が指導という立場で関わってき

ていると。

経営改善計画による、その欠損金が計画どおりに、計画を大きく下回るだとか、下回る

恐れがあるといった場合には、この要項の中で改善指導することになってるんです。今回

の経緯は、改善指導という位置付けの中で、経対協と組合が松前町に対して最終的な支援

要請ということで受け止めておりまして、これは、この改善指示に従わなかった場合どう

なるかと言いますと、これは系統各連の支援もいただけなくなりますし、一番危惧される

のは、例えば漁連が、ただ今、今、組合の販売物、販売先の代金回収を全て漁連が担って

いただいております。そこに１％手数料発生しますけど、そういう部分も、組合が自ら代

金回収しなきゃないと。これは現状の人員等でもう不可能なことでありまして、そういっ

たことが発生してくるとしましたら、即ち、漁業協同組合の崩壊に繋がると。漁業協同組

合がなくなった場合、協同漁業権は漁協に対して免許されるものであって、組合員の方々

がそこに海があったとしても、漁業権が行使できなくなるといったようなことなものです

から、大変な問題になってくると、地域産業の崩壊に繋がるというふうなことがありまし

て、経対協の支援要請があったという経緯は、反対の意味合いで、そういう経過があった

中でということでございます。

次に、漁業者負担、自助努力を求めるのかということで、当然組合の全体計画は平成１

９年から平成３２年度、令和２年度までの１４年計画、長期計画を立てた中で欠損金の回

収、解消計画を進めてきました。いろんな漁業環境の悪化等によりまして、この間、２回

の変更、見直しがあったという部分は、総務経済委員会等でもご説明をしてあるとおりで

ございまして、その中でも都度漁協は、事務事業の見直し、改善、圧縮、これはもう職員

の減少、職員給料のカットだとか、漁業者においては、自分方の出資金を半分に減資した

と。３億円です、これ、３億円という額面が漁業者の方々が場に出したというようなこと、

特別負担金の徴収ですとか、現在特別増資ともやっております。そういったことで、今回

の部分もですね、職員の退職給与の月数のカットですとか、やっぱり経対協から求められ

るのは、組合員のそういう自助努力の協力が得られることというようなことで、常に組合

の全体の経営、また漁業者負担をセットで求められるといったような内容になっておりま

して、今般、支援要請があった中では、やっぱり町民の方々にもそういう説明していかな

きゃない中で、海面の有効利用というような部分で、これ、後ほどまたご説明致したいと

思います。ということで、当然変更計画のたびに自助努力の部分謳っておりますし、今般

の部分でもそういう形で、内容として入っているというようなところでございます。

３点目でございますけども、法的に問題がないのかというご質問で、法的には問題はご

ざいません。ということは、これは、町としまして、漁協の全体の経営資金として補助し

ますよといったようなことで、一例を申し上げますと、経対協さんの方でもう全然そうい

うことは申し上げておりませんで、例えば、ひやま組合の例を申し上げますと、ひやま組

合も平成７年に合併しておりまして、上ノ国からせたな、奥尻町までの全ての漁協が合併

したということで、檜山の各町、町はどういう支援をやったかということを若干ご説明申

し上げますと、当時７町か８町あったんでしょうか、１町あたり１億円を拠出しまして基

金をつくったんです。その基金を、当時は利息まだ良かったわけですけども、その利ざや

を原資にしまして、原資にした利ざやでもって年間３千万から４千万ずつ、ひやま組合に

使い道は問わないといったようなことで、経営全般に対しての補助金という形で現在まで

支援してきたということで、結果的に利息もゼロ金利に近い形になってきた中で、平成２
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９年に基金を解消したということで、２８年ですか、各町に返ったお金が、２千万か３千

万ということで、ここで７千万か８千万の檜山各町はひやま組合に対して支援したという

経緯がありまして、もう全然法律的に問題あるというようなことではありません。

３点目、４点目かな、経営が、補填した場合どうなるのかと。今般、参考資料にも掲載

しておりますけども、補助金ですので、補助対象経費というのが出てきます。その中で前

年度の、補助対象経費として見なそうとするのは、前年度の組合の繰越欠損金を補助対象

としますよと。今年度２千万の根拠と致しますのは、３０年度、組合決算で６千、約６千

５００万の欠損金があると。６千５００万の補助対象経費に対して２千万補助しますよと。

今後２ヶ年については、その繰越欠損金の範囲内で予算として最高２千万ずつを支援する

と。これが、例えば３年目の、令和３年の際に、令和２年度の決算で欠損金が例えば１千

８００、上手く水揚げがあって思った以上に黒字が出たということで、例えば１千８００

万が残ったといった場合は、１千８００万を同額として補助しますよという考え方で設定

を致しております。ですから、最初からもう６千万全額補助しますよということでなくて、

そういった考え方でございます。

５点目の、今まで対策してきたが、努力してきたのになぜこうなったのかということで

ございまして、冒頭繰り返しになりますけども、旧５単協が合併しまして、平成６年、現

在のさくら組合としてスタートしたわけでござますけども、当時、各組合が抱えていた繰

越欠損金、１３億５千万という部分を、いろんな先ほどご説明したように、出資金の減収

をしたり、もう系統機関等の支援もいただいた中で、２５年かかって１３億円近い欠損金

を解消してきたと。３、４年前までは、ああ、あともう一歩のところまで来たなという思

いではおったんですけども、３、４年前からの長引く全国的なスルメイカの不漁、一番影

響受けておりますのが、クロマグロの国際的な資源管理の部分で、漁獲規制ということで、

前浜の海にマグロが来ても、枠の制限があってとれないといったようなことで、平成３０

年度の経対協の試算でも聞いておりますけども、マグロの漁獲規制の影響だけでも組合の

収支だけで、１千万円以上の影響があるという、そういう分析評価のお話も聞いておりま

す。

そういった中で、水揚げがどんどん伸びていって、毎年度２千万、３千万の黒字計上し

て、何年か前まではそういう年もありましたけども、ここに来て、そういう大変厳しい漁

業環境に至ったということで、あと２年残した中で、もうちょっと欠損金の解消が厳しく

なったということで、経対協は１年延長してもいいから、最終的に松前町行政支援をお願

いしながら、計画的な欠損金の解消を図りましょうということの、そういう指導内容でも

ありますので、ご理解いただいたいと思います。

最後、６点目の漁業振興、次に繋がるのかといったことで、総務経済常任委員会で出し

た漁業プランの部分の資料で、ちょっとがっかりしたというようなことで、残念な思いを

しておりますけども、要するに、今回支援要請された中で、経対協の方々も組合まで出向

いてきて、町長も副町長も含めて、我々も組合に何回か足を運んで、経対協の方々とも協

議してきた経緯があります。そういった中で、町、我々の思いとしては、町に支援するの

はいいけども、町民の人方が欠損金を解消した後、組合どうなるんだと、そういう心配当

然されると思いますよと。ですから、組合として、やっぱりこうしていくんだという組合

の姿勢を見せなきゃないでしょうねという、そういう話し合いも何度かしてきた内容でご

ざいます。そういった中で、漁業振興策として、合併以降旧単協の字境制、沖合の部分ま

で延長した形できましたけども、その共同漁業権の字境制を撤廃して、ウニ、アワビだと

かは別としまして、例えば刺し網をやるですとか、カゴ漁業やるですとか、ヤリイカ電光
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網をやるだとか、そういった部分は、隣で少し漁あるんだよなと、地元の人がついた後に、

じゃあ隣の地区の人も来て、漁ができるようにすると。ということは、海面を有効に使っ

て、水揚げを伸ばしていくしかないだろうといった考え方がその背景にありまして、その

ために組合では検討委員会を設けて、白神から原口まで１２地区ありますけども、そこか

ら１名ずつ推薦していただいた中で、検討委員会の中でそれを前に進めて行くと。

それから、我々の思いとしては、できるところからやって行きましょうという思いでお

ります。参考までに、今、時化てるものですから、第１回目の検討委員会が明日、組合で

開催されるということで、私もオブザーバー的な位置付けて参画することになっておりま

す。

ということで、本当に昨年１２月、国が水産業改革の方針を打ち出しましたけども、そ

の基本理念はやっぱり国内の海を有効に活用して、生産力を上げて行きましょうと。その

ためには、民間の方々にも海を開放するような、という方針を打ち出しまして、いわば、

字境制を廃止しながら、入会できるような改革をしていこうということで、松前町版漁業

改革を進めて行くといった部分、この見直し計画の柱とした考え方で、組合から考えをお

聞きしておりまして、当然本部経対協なり、また、道の方の了解も得られた中で、１１月

の９日ですか、変更計画にあたって、道の承認を受けなきゃないといった部分で、臨時総

代会でこれらの変更計画の考え方なり、償還計画が決議されたということの経緯でござい

ますので、ご理解を賜りたく存じます。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 全く理解できません。何を答弁しているのか、私わかりません、申

し訳ないですけど。

一つ目の松前の漁業の実態を十分に把握していないで、ただ合併した町村が欠損金がた

まって支払えない、そんな状況を早く解消するために経対協が回収に走ったんでしょう、

結論的には、私はそう見てますよ、その場面にいないから。それで、松前町もどうにかし

て支援してあげたいと、私、これはわかります、松前町の産業の柱です。担当課長の説明

でわかりませんので、町長、副町長してください。

欠損金の処理っていうの原則的には松前町がするんですか、私はここもわかりません、

違うんでないかなと思いますよ。法律的に問題がないと、ひやま漁協では基金をつくった

と。基金と事業費補助と、欠損金補助と一緒にできるんですかねえ、僕はできないと思い

ますよ、基金ですもん。僕は、今の答弁では町民が納得するでしょうか。

それと経営が好転すれば、欠損金はそんなことで減額すると。まあ、当然ですよね、私

はそれでいいと思いますよ。

それと漁業振興策、できるところからですよ、できるところからやるって、この間の組

合長さんも来ていただいて、ようやく字境のことを解消するだとか、組合の中で話し合っ

たのかわかりませんよ、私は。何十年も前から松前の漁業は字境が問題だと言われていた

のに、ようやくスタートしますよと、いろんな意味でもうスタートしてました。ヤリイカ

の場合ももう去年ぐらいからですか、私も浜に行ってお手伝いしてますけども、やはり良

かったなあと、ようやくグローバルにヤリイカにとれるようになって、格差のないヤリイ

カ漁ができるようになったなあというふうに思ってました。それは、具体的にようやく組

合長から聞きました、ようやくです。ですから、できるところからでなく、松前町は漁船

漁業ではもう駄目だんだよという時代に入ったんですよ、これ。なぜかってったら、マグ

ロがこれだけ規制入ってしまってその対応が後手に回った。いくら陳情しても割当が、そ

してとったものを離さなく、離さなければ、これぐらい漁師の人達苦しかったことはない
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と思う、私は。自分の釣って、せっかくお金になるものが捨てなければならないんだもん。

いやいや、だから、やはり漁業振興策っていうのは、今回のこの要だと私は思ってるんで

すよ。そこのところをもう一回答弁してください。あと、もう一回よりないですから。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から、福原議員の質疑、答弁させていただきます。

まず１点目、系統各連、経対協が早く回収をするために、回収に走ったというお話でご

ざいますけど、回収には入ってはおりません、まず。まず、経対協に入ってる団体は、ど

ちらかというと、はっきり言って組合の支援をしてるところです。ただ、計画的にこれま

で経営改善の計画をやってきた中で、期限が守られないだろうと、これは難しいと。そう

いった中で組合の経営方針をきっちりと改めて見直して、そして、自治体の方でも協力を

していただきたいということでございます。

要は、北海道も含めてでございますが、漁業協同組合は、松前町一つだけではございま

せん。いろいろなところに、道内各地ございます。そういった中で、経対協としても、松

前町だけ特別ということはできないんだと、これからこういう経営改善の見直しや、自治

体の支援がなければ、自分達の支援も継続していけないという、そういうようなお話でご

ざいますので、それに対して経営改善の見直し計画をつくって、今回取りかかろうとする

ところでございます。

そして、欠損金が増えたというお話もございましたが、確かに計画よりは増えてはござ

いますが、１０数億円の欠損金を先ほど水産課長のお話あったように、自助努力の中で１

０数億円を返してきたと。ただ、これが計画に間に合わなかったと、現段階では６千５０

０万ってものが残ってしまったということでございます。

そして、まず、先ほどもう一つ、違法性はないかということでございます。当然、先ほ

ど議員がおっしゃるとおり、議決する側にも責任ございます。当然、これは提案した町長

にも最高の責任がございます。違法性はないものという判断をしております。先ほどお話

しありましたけれど、これに関しては、私どもは違法性がないものとし、一番問われるの

は、違法性があれば町長の責任だと私は思っております。

そして、最後の４点目でございます。確かに、前々からいろんな、私も町民、漁業者の

間からのお話も聞いておりますが、その変化に対して、緒に就く計画を立てたと。これが、

まず第一報、一番最初に必要なことでございます。それが、やはりそれぞれ感じる方によ

っては、大分遅いという話もあるかもしれません。けど、緒に就くことが大事なことであ

って、それと今やろうとして、そして、明日またその会議も開かれるということでありま

すので、それは、ちょっと私とすればそこに期待をして、そしてオブザーバーとして水産

課長も入るわけでございます。

それと、あと一つ、漁船漁業は駄目なんだという発言でございますが、私は、決してそ

ういうふうには決まってるものとは思っておりません。いろんな漁法、漁業の仕方があっ

て、それを複合的にやっていかなければならないと。現実、ナマコの養殖とかもですね、

それが数値として上がってきております。

あとは、これは福原議員のおっしゃるとおり、後継者、若い漁業者が将来に夢を持てる

ような、そういう漁業振興策には、これからも取り組んでいかなければならないものと思

っております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 最後ですんで、まあ、違法性がないって言うんであれば、それは信

用して当たり前のことですからね。ただ、系統も、こういうふうに行政が支援してほしい



- 59 -

よと系統が言ってきたんですから、私も系統でも違法性がないという確約をもって系統が

来たんでないかなと、それはわかってるんです。しかし、顧問弁護士さんがおりますので

ね、俗に言う行政のね、そういう抱えているそういう諸問題についても得意な顧問さんを、

弁護士の顧問さんを雇っておりますんでね、私は前に佐藤課長にも弁護士さんとちょっと

ご相談したらいいんでないのと、本当にそれが違法性でないんであればそれでいいんでな

いのと、それは確かな根拠ですからね、それはそれでいいとして。

それと、一番重要にしている漁業振興策なんです。今まで組合の職員も、漁師の方々も

すごく努力して、１３億いくらの欠損金を払ってきてました、これも十分わかります、あ

ともう少しだから頼むぞと。ただ私がいろんな方、浜のまあ一部の人でしょうけどね、い

やあ、町に頼めば何でもやってくれるんだべやっていう言葉だとか、倒産すんでねえがと

か、また出資金を減額されるんでないかとか、資本増強するんでないかだとか、こんな、

何て言うんだろうね、一人歩きするようなことが漁業の従事している人達から聞かれると、

何でこんなに町が頑張ってて、議員も大した知識ないのに、俗に言う私のようにおぼえだ

ふりこいて質問してるわけですよね。その真剣さっていうのが、私は伝わらなかったもん

だから、それで最後の託してるのが、この漁業振興策なんですよ。

欠損金が、副町長が言われるようにオーケーだと。しかし、このお金を投資することに

よって、松前の漁協が変わると、変えるんだと。今回の、今日からもうスタートするんだ

という確約がなければ、私は苦しいんですよ。なぜかってったら、松前の町民、７千人い

ます。漁業従事者が準組合員入れて３００何人です。その人達のためだけではできない時

代が来たんですよ。だから、ここの漁業振興策が組合員一人一人が、こういう組合にしよ

うと、そして、うちらは名実ともに松前の産業の柱になるんだという気構えがほしいんで

すよ、私は。その中継役であり、リーダーであり、行政がその旗振りをどれだけ果敢にで

きるかっていうことを最後に質問して終わります。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から、前段でちょっと答弁させていただきます。先ほどお

話ありました、組合の方も町に頼めば何でもという考えは全くございません。私どもも最

初６千５００万の赤字とは言ったんですけれど、本当にいろいろな面で漁業者の人達も、

荷受けする職員が少なくなったりとか、いろんなところで不便をかけております。そうい

った中で、町長が先ほどお話したとおり、足腰の強いということを考えれば、やはりいく

らか、例えば２千万ずつ５年とか、ある程度きっちりしたものまでいったらどうなんだと

いうようなことをですね、私は前段の協議の中でお話したことがあります。６千５００万

あるのに６千万でいいのかとか、そういうお話もさせていただきました。

ただ、組合は、やはり自分達が頑張るべきところは頑張らなきゃならないんだと。だか

ら、全て出してほしいとは、そこまでは言わないし、自分達の努力できる部分をきちっと

積み上げていきたいと、そういう強い信念の基での今回協議してきた中での結果でござい

ますし、そして、先ほどからお話してるとおり、漁業振興策、確約と申しておりますが、

既にご存じのとおり、経営改善見直し計画書、これらの計画につきましては、１１月の９

日に総代会において原案で可決されております。これに向かって取り組むんだということ

で、特別なそういう委員会も立ち上げるということですので、これは、確約とはおっしゃ

られましたが、取り組むんだということで方向性を決めて、実際動いておりますので、そ

ういうことで前段ご理解いただきたいと思っております。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町と致しまして、漁協に対する支援、あり方にも限界があるという
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ふうに思っております。その思っている中で、今、最大限にできることを提案させていた

だいた、いただいているということはご理解いただきたいというふうに思います。

町を守る町長と致しまして、漁業協同組合のない、そんな実態はつくりたくありません

ので、ぜひ理解をしていただきたいなというふうに思っております。組合の自助努力には

大きな期待をしております。転換期になってほしいなというふうに思っておりますので、

ぜひご理解いただきたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

９番。

○９番(梶谷康介君) １点目はね、１２ページの消防債についてお尋ね致します。地方債

の上限変更ですよね、１３０万アップすると。これ、説明見ますと、消防施設の整備、そ

ういう説明ありますけれども、これだけ見たんではね、どういう施設をどんな形でっての

は理解できないんですよ。この中身をまず説明していただきたいなと思います。

それから、今、大分長々と説明もあったし、質問者も大分長い質問もしてましたけども、

この２０ページのね、漁業協同組合経営改善支援補助金、まあ、松前の漁業の状態、ある

いは組合員の所得の状態、いろんなものを考えるとね、やはり財政支援をして、いい方向

に進めてほしいという気持ちは、私はもちろん全く同感です。去年の１２月の一般質問で

も、この話は町長と財政支援しなければいけないんでないかっていう議論はしてます。た

だね、問題はさ、支援の仕方なんですよ。私は、支援の仕方には選択肢はいろいろあると

思います。そういう中で、なぜこの補助という道を選んだのか。他の議員の方からもそう

いう質問あったように受け止めましたけども、はっきり、他の財政支援策も検討したけれ

ども、最終的にはこの補助という形を選んだという、その話をわかりやすく説明していた

だきたいと思います。

私、質問も簡略にしてますんでね、説明も簡略にお願いしますよ、わかりやすく、長々

は嫌よ。お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時２０分)

(再開 午前１１時２０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) 申し訳ありません。１２ページの消防施設と整備事業債の

負担債の追加の分でございますが、当初、予算で計上していた消火栓、防火水槽、消防作

業車ということの記載の措置が、計算上対象なるものなんですけども、１０万以下切って

当初予算に計上してたみたいで、それをトータルすると１３０万ほど、言うなれば算定ミ

スなんですが、で、１３０万追加して出したという状況でございまして、別に何かやった

から増えたという分でなくて、当初予算的な段階での計算ミスがちょっと原因で、１３０

万増えたというものでございますので、ご理解願いたいと思います。申し訳ございません

でした。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 補助金という結果ですけども、別な方法がなかったのかという

ことで、私ども、経対協の方々も入ってもらった協議の中で、当初は貸し付けする形でど

うなんだろうということも協議した経緯がございます。町が組合に対して、欠損金解消の
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ために、まずその資金を貸し付けしますよと。組合は長い期間で、例えば１０年なのか２

０年なのかは別にしまして、その無利子にするだとかっちゅう部分も話の中で出したりし

た中で、という検討もさしていただいたという経過がございまして、結論としては、先ほ

ども説明しましたように、その組合が借りるということになりますと、負債計上になって

しまうということで、欠損金の解消には繋がらないんだという、そういう会計上の都合が

あって、経営支援補助金という形が協議の中で、一番組合としてはあたっているし、経対

協としてもそういう形の支援対策であれば、計画的な解消が図られるだろうというふうな

ことで、そういう協議経過はございました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) １点目は、了解しました。

２点目のね、この補助金がね、いわゆる財政支援は、いろいろ選択肢あるって私言いま

した。というのはね、やはり町長が先ほどお話の中で、町民の大事なお金を出すんだから、

町民が納得するような理由がなければいけないですよね。私、今までの説明聞いてると、

おそらく町民は納得できないんでないか。私ら聞いてもなかなかピンとこない説明なんで

すよ。

だから、かつて私、この財政支援の形をね、こういう形でって言ったことがあります。

まあ、厳しいんだから、今の厳しい状態から抜けるために、一時的に支援をして、そして

そういう支援の中で努力した結果、組合、あるいは漁業振興が進んで行ったら、少しずつ

返していけるような支援の仕方っていうのが、私は一番わかりやすいんでないかって言っ

た経緯があるんですよ。しかし、それができなくってね、今の表現悪いですけども、くれ

てやるような補助金っていうのはね、なかなか理解できないですよ、町民は。私も理解が

難しいなと思ってますんでね。今のような形が検討して、どうして駄目なのか、結果とし

て補助金なんだっていう説明は、もう一回わかりやすく説明いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 補助金を支出するにしても、いろんな方法があるんでないかと。

梶谷議員さんおっしゃられたことも、確かにあろうかとは思いますけども、ただ、経営改

善事業の中で、それをある期間が定められていると、期間が。本当は来年度で終わる中で、

１年延長してもいいから、やっぱりそれは解消しなさいよという、これは経対協、道の指

導的な部分のそういう背景がございまして、１年延長してもいいけども、ちゃんと計画的

に、３年なら３年で解消できるような、改善見直し計画をつくらなければ駄目ですよとい

った、そういう指導的な部分もありまして、そういった経過の中で、町としましては経営

支援補助金という形で対処したいというふうな考え方でございます。ちょっと、説明にな

ってないかもしれませんけども、そういう道、経対協等の指導なり、期間を何年も弁償で

きないといった背景もあるといったようなことでございます。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から、ちょっと細く説明させていただきます。まず、今回

経対協はじめ、漁業協同組合、それぞれのところから町の方に要請がありましたのは、繰

越欠損金の解消でございます。簡単に申しますと、Ａ社に３千万借金あります。そこに松

前町から３千万借りて返します。ここはなくなります。松前町に対する債務３千万は残り

ます。ですから立て替えて返すとなると、この債務は解消にはならないということです。

３千万の債務はそのまま残るということです、はい。

あとで返すということは、これが債務として残ります。そうすると、経対協で言ってる、

結局繰越欠損金の解消にはならない、イコールです。解消しない、返す先が変わっただけ
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です。こういう形になってしまうのが松前町の方に返せばという、単純な説明で申し訳な

いんですけど、こういうふうにご理解していただければわかりやすいかと思っております

ので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 私、あと１回しかないからね。副町長、今のね、話は私はわかるの、

ね。立て替えて、そしていい形になったら変換する。当然債務残りますよ、ね、それが何

でいけないの。もし、それがいけないとすればね、明らかにこの補助は累積欠損金の穴埋

めですよ。なんぼいい理屈つけてね、組合の健全経営だとか、あるいは漁業振興の、そし

て最終的には組合の所得の向上に繋げるっつったって、今の話、正に借金の穴埋めでしょ

う、そうじゃありませんか。

だから、そこに俺問題あるって言うのさ。財政支援がね、今肩代わりして、結果的には

債務は残る、これ当たり前の話なんですよ。それがいけないっていうのはね、正に、今こ

の際借金をチャラにしてしまえ、そのための欠損金の補助金だ、穴埋めの補助金という、

そういう受け止め方しかされませんよ、これは。そう思いません。私、あと言えないから、

これで終わりますけども、きちっと説明してください。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 梶谷議員の質疑にお答え致します。なぜそれが駄目なんだという

お話でございます。それに関しましては、はっきり言って、経対協がそういう目的ででき

あがっているということです。そして、この経営改善のためには、やはり単式でやってる

町の会計は現金主義ではございますので、入ってきたお金、出て行ったお金、これだけで

見ますが、組合は複式簿記ですから、やはり、そこに債務、債権、貸し方、借り方、様々

なものが成り立って、それでもって健全経営かどうかを判断せざるを得ないということで

ございます。

ただ、今の場面でありますから、その繰越欠損金に対するっておっしゃってます、正に

補助要項が繰越欠損金の額によって決定するということでございます。ただ、今のまんま

でいくと、様々な、組合自体が様々な漁業振興策、そういうものにも取り組むこともでき

なくなるということでございます。町長がお話しましたように、松前町で漁業を生業とす

る人が、このままであれば存在しえなくなるのかと。漁業権の許可はどこがやるんだと、

今は組合がやっております。この組合がなくなった時にはどうなるんだといった中で、や

はり町民の皆様にも何とかこの組合存続、組合、漁業者一体でございます。そのための支

援補助金であるということを、私どももやはりこれから町民の皆様にも十分理解されるよ

うに周知してまいりたいと思いますし、そういう方向で進めたいと思いますので、ご理解

いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時３０分)

(再開 午前１１時３３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います
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５番。

○５番(福原英夫君) 反対討論を致します。

このたび提案された補正予算について、反対するものです。このたび提案の漁業協同組

合への欠損金を公金をもって支援することは、従来の繰り返しで、漁業を中心にしたまち

づくりの振興に何らの解決にもならないと、多くの町民から声が寄せられる。欠損金が再

度発生したら、補助し続けなければならないと、それはもう許されないことであると。企

業の責任のもとで行うのが基本であると。

私達の町の漁業は、産業としては厳しい現状にあるが、我が町の海は豊かで、希望に満

ちた大切な産業であると。名実ともに町の産業の柱として、ブルドーザー役を担っていた

だかなければならない。このためには、漁業者の所得や暮らしの向上のためには、着実に

実現できる漁業振興策が必要であり、更に危機的状況を打開するためには、漁業協同組合

の組織体制の刷新が重要な役割を果たす。これは、町と漁業者自らが自覚し、自立のため

のスタートであると。振興策と体制の刷新が揃わなければ賛成することはできない。私は

松前町の漁業が再生するチャンスにしたいと思っている。このたびの案件は、議員一人一

人の考えが、判断が松前町の産業が再生するかどうかの分かれ道だと。私は松前町の漁業

に未来展望が開けるものと考える。このためには、今回提案された案件について、苦渋の

決断ですが、提案を反対するものです。

○議長(伊藤幸司君) 次に、賛成討論の発言を許します。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) 様々な議論がなされております。しかし、今、漁の実態、イカの大

不漁、マグロの規制、こういう松前町の漁業の大勢を占める漁が極めて不振になったわけ

であります。しかも、マグロについては国際的な、様々な問題で規制がかかって、松前町

のマグロの漁業がほとんどできなくなるような状態であります。

漁業者、それぞれの生活も相当困窮を極めているようにも伺っておりますし、先ほど答

弁があったように、漁業権は漁業組合が与えると。漁業組合がなくなれば北海道ですよ、

今度。いちいちいちいち、北海道に依頼にいかなければならない。漁業者は、もう一切生

活ができなくなるという気が致します。

先ほど、町長が答弁しておりましたけども、漁業は松前町の基幹産業です。そこから漁

組をなくするということについては、一切あってはならない。そういった意味から言って、

この予算を賛成する立場から申し上げておきます。

○議長(伊藤幸司君) 他に討論ございますか。

９番。

○９番(梶谷康介君) こういう形で反対討論しなければいけないっていうの、非常に残念

です。はっきり言いまして、財政支援しなければいけないって言ったの私なの。だから、

その形が理解できる形であれば一番最初に賛成しなければいけない、そういう立場でね、

あえて反対しなければいけない状態ってのは、本当に残念です。

ただ、立った以上はね、その理由をはっきりしないといけないから、まあ、申し上げま

すけども、一つはさ、誰が見たって借金の穴埋めだと、ね。この資料の中に書いてあるよ

うに、健全経営、組合の健全経営をこれから続けれるような形に、更には漁業振興、そう

いう形の中で漁業振興続けて、進めて、結果的には漁民の所得の向上に繋がれば、私は本

当にいい形だなという気持ちは持ってます。

だがしかし、だがしかしですよ、そういう形をとって借金をゼロにした。今のこの補助

金の形、３年間で２千万ずつ６千万を間違いなくこれは減っていきます、借金は。累積欠
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損金は減っていきますけれども、それに伴う今の漁業振興だとか、組合の健全経営がそこ

に生まれてくるって保証ないでしょう。まあ、これやってみなければわからないことです

から、ここで決めつけることは、まあ非常に私も心苦しいんですけども、まず一つはね、

この振興策の中に、字境の見直しだとか共同漁業権の見直しだとか、更には未利用海面を

活用しながら生産を上げていく。こういう形ってのはね、これ借金ゼロにしなければでき

ませんか。今までやろうと思ったら、この何年かでできたことでしょう。この補助金を申

請するために、こういう作文は、私はいただけないと。やるんだったら前からやればいい

んじゃねえの。それをやってないから、こういう今日の状態を招いた。

だからね、もっと言うと、こういう体質の中でね、ちょっと付け加えるとね、この未利

用海面を使って、新しい漁業始めようと意欲を持った漁業者がいたんですよ。そうした方

々が、結果的にその漁業やれない形に、やらせないって。言い方悪いかもしれませんけど

ね。だから、こういう補助金をもらうと、そういうことができるんですか、できるんだっ

たら前からやればいいんじゃないかと。だから、執行体制の中に私は問題あるよと、今ま

での財政を一生懸命建て直す努力ってのは認めますけども、その反面、それを更にカバー

していくためには、漁業振興策だってやらなければいけないんでしょう。今、例に挙げた

ような未利用海面だとか、字境なんてのは今やらなければいけないことじゃない、もっと

もっと先からやらなければいけないことだ、それをやってない。そういう執行体制がね、

これからこの補助金もらって、累積欠損金をゼロにして、そういう形が、ゼロにしたから

できるって保証ありますか。私はむしろ同じこと繰り返すんでないかなと思ってますよ。

ですから、補助、おそらく採決すれば賛成多数でしょう。状勢からいって賛成多数だと

思います。だから、そういう状態になった時に、組合の執行体制をきちっとして、今まで

のようなね、私の知る範囲では、やろうとするまでもやらせないっていう体質が残るんで

あればね、これ心配ですよ。本質的に変えなければ、これからの漁業振興はあり得ない、

組合の健全化もあり得ない、私はそう思います。よって、非常に残念ながら、反対せざる

を得ないと。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に討論ございますか。

ありませんか。

ありませんね。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、起立によって採決を行います。

議案第７５号、令和元年度松前町一般会計補正予算(第７回)について、原案のとおり可

決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立多数であります。

よって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。

昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時４４分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。
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◎議案第７６号 令和元年度松前町介護保険特別会計補正予算（第４回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第７６号、令和元年度松前町介護保険特別会計補正

予算(第４回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました議案第７６号、令和元年度松前町

介護保険特別会計補正予算(第４回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

令和元年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第４回)は、次に定めるところによろう

とするものです。

第１条、歳入歳出予算の補正です。第１項は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１６７万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１０億４千１５３万２千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２６万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千２８７万３

千円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、｢第１表歳入歳出予算補

正」によろうとするものです。今回の補正予算につきましては、給与改定等に伴う人件費

及び介護予防サービス計画作成等委託料の年度末までの支出見込みによる補正です。

それでは、歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。７ページをお開き願います。

３．歳出です。４款１項１目介護予防日常生活支援総合事業費では、３節職員手当等と

４節共済費で、１５万５千円の増額計上です。ケアマネージャー１名分の職員手当等の改

定及び支出見込額による増額補正です。同じく２目包括的支援事業(任意事業費)では、２

節給料から１３節委託料まで。１５２万２千円の増額計上です。２節給料から４節共済費

については、包括担当保健師１名、社会福祉士１名、計２名分の給料、職員手当等の改定

及び支出見込みによる増額補正であり、１３節委託料介護予防サービス計画作成等委託料

は、介護予防サービス計画の作成を担当するケアマネージャーを臨時職員として募集して

おりましたが、応募がなかったため、介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所

に委託する件数を増やしたことによる増額補正であります。

以上が保険事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。

６ページ、２．歳入です。７款１項１目一般会計繰入金３節事務費繰入金で、１６７万

７千円の増額計上です。全額一般会計からの事務費繰入金で対応しようとするものです。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(保険事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正前の額１０億３千

９８５万５千円に、今回１６７万７千円を追加し、補正後の額を１０億４千１５３万２千

円に致そうとするものです。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１０億４千１５３万

２千円に致そうとするものです。

次に、サービス事業勘定、歳出の事項別明細です。１３ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、３節職員手当等と４節共済費で２６万４

千円の増額計上です。これは町の居宅介護支援事業所主任ケアマネージャー１名分の職員

手当等の改定及び支出見込みによる増額補正です。

以上がサービス事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。

１２ページ、２．歳入です。２款１項１目一般会計繰入金で、２６万４千円の増額計上
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です。全額一般会計からの繰入金で対応しようとするものです。

以上がサービス事業勘定、歳入の事項別明細です。８ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(サービス事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正前の額１千２

６０万９千円に、２６万４千円を追加し、補正後の額を１千２８７万３千円に致そうとす

るものです。

次に９ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１千２８７万３千円に

致そうとするものです。

なお、附表と致しまして、１４ページから１６ページまで、給与費明細書を添付してお

りますので、ご参照願います。

以上が議案７６号、令和元年度松前町介護保険特別会計補正予算(第４回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７６号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７７号 令和元年度松前町水道事業会計補正予算（第３回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第７７号、令和元年度松前町水道事業会計補正予算

(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課主幹。

○水道課主幹(熊谷芳昭君) ただ今議題となりました議案第７７号、令和元年度松前町水

道事業会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、令和元年の人事院勧告による給料改定に伴う給料、支給率改定に

伴う勤勉手当の補正及び今後の支出見込み等による給料、手当、法定福利費の補正でござ

います。

それでは、予算書の１ページでございます。第１条は、総則です。令和元年度松前町水

道事業会計の補正予算(第３回)は、次に定めるところによろうとするものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。令和元年度松前町水道事業会計第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正致そうとするもので、支出で、第１款事業費

既決予定額１億７千３９２万２千円から３９万５千円を減額し、補正後の予定額を１億７

千３５２万７千円に致そうとするものです。内訳と致しまして、第１項営業費用で、既決

予定額１億６千５６９万１千円から３９万５千円を減額し、補正後の予定額を１億６千５

２９万６千円に致そうとするものであります。これは、今回の給料改定により、給与費は

本来増額となるところですが、昨年度賞与引当金繰越額として３名分の引当金を繰り越し

ていたものを、このたびの職員の減により、２名分の期末勤勉手当に充当したところから、
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期末勤勉手当の支出額が減額となったことと、職員の居住地の変更により、通勤手当が変

更となったこと、また、福利厚生に係る負担率の確定等により、全体としては減額になっ

たところであります。

次に、第３条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文の括弧書き中、不足する額

「９千４５４万５千円」を不足する額「９千４３３万９千円」に、当年度分損益勘定留保

資金「２千８７３万９千円」を当年度分損益勘定留保資金「２千８５３万３千円」に改め、

同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものです。

支出で、第１款資本的支出既決予定額２億１千７４万２千円から２０万６千円を減額し、

補正後の予定額を２億１千５３万６千円に致そうとするものです。内訳と致しまして、第

１項建設改良費では、既決予定額１億７千７３６万３千円から２０万６千円を減額し、補

正後の予定額を１億７千７１５万７千円に致そうとするものであります。これは、人事院

勧告に伴う給与改定に伴い増額となるところですが、先ほどの第３条同様に、勤勉手当の

決算見込みの変更や、職員の居住地の変更、福利厚生に係る負担率の確定等により、全体

としては減額になったところであります。

次に、第４条は、議会の議決を得なければ流用することのできない経費です。予算第７

条に定めた経費の金額を次のように改めようとするもので、第１号職員給与費で、既決予

定額４千２４９万８千円から６１万７千円を減額し、補正後の予定額を４千１８８万１千

円に致そうとするものです。給料で１万８千円の増額、手当で５０万６千円の減額、法定

福利費で１２万９千円の減額で、合計６１万７千円を減額しようとするものでございます。

３ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書、予定貸借対照表等を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が議案第７７号、令和元年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)の内容です。よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７８号 令和元年度松前町病院事業会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第７８号、令和元年度松前町病院事業会計補正予

算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました議案第７８号、令和元年度松前町

病院事業会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的支出で、人事院勧告に基づいた給料表の改定及び制
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度改正による増額と、決算見込みによる給与費の減額を合わせて補正しようとするもので

す。また、企業債確定による支払利息及び企業債取扱諸費を増額補正しようとするもので

す。更に、資本的収入及び支出として、企業債２次申請予定分及びリース資産購入費を増

額補正しようとするものです。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

第１条は、総則です。令和元年度松前町病院事業会計の補正予算(第２回)は、次に定め

るところによるものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。令和元年度松前町病院事業会計予算（以下｢予算｣

という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。

支出になります。第１款病院事業費用は、既決予定額１３億８千１１３万４千円から、今

回１千６２９万２千円を減額し、補正後の予定額を１３億６千４８４万２千円にするもの

です。その内訳と致しまして、第１項医業費用既決予定額１３億６千１４０万９千円から、

今回１千６２９万９千円を減額し、補正後の予定額を１３億４千５１１万円にするもので

す。これは、人事院勧告に基づく見直しに伴う分、年度途中で採用及び退職などの年度末

までの見込みによる給与費の減額をしようとするものです。次に第２項、医業外費用、既

決予定額４９１万１千円に、今回７千円を増額し、補正後の予定額を４９１万８千円にす

るものです。これは、平成３０年度借入分の企業債確定による、支払利息及び企業債取扱

諸費の増額をしようとするものです。

第３条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書き中、不足する額「２千１

１６万７千円」を不足する額「１千７３７万２千円」に、過年度分損益勘定留保資金「２

千１６万７千円」を過年度分損益勘定留保資金「１千６３７万２千円」に改め、同条に定

めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。収入です。第１款資本

的収入は、既決予定額３千８５５万２千円に、今回３８０万円を増額し、補正後の予定額

を４千２３５万２千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項企業債、既決予定

額８８０万円に、今回３８０万円を増額し、補正後の予定額を１千２６０万円にするもの

です。これは、患者送迎バス購入事業に係る企業債２次申請予定分として増額をしようと

するものです。第１号職員給与費の既決予定額８億６千３２４万２千円から、失礼しまし

た、飛ばしました、ページ飛ばしました。

患者送迎バス購入事業に係る企業債２次申請予定分として、増額しようとすものです。

そのあと飛ばした部分です、すみません。支出です。第１款資本的支出は、既決予定額５

千９７１万９千円に、今回５千万円、失礼しました、今回５千円を増額し、補正後の予定

額を５千９７２万４千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項建設改良費既決

予定額４千６００万４千円に、今回５千円を増額し、補正後の予定額を４千６００万９千

円にするものです。これは、年度末までの見込みによるリース資産購入費の増額をしよう

とするものです。

第４条は、企業債です。予算第５条に定めた企業債の目的、限度額、起債の方法、利率

の償還の方法について、次のとおり追加するものです。追加の分として、企業債患者送迎、

企業債の目的、患者送迎バス購入事業、限度額３８０万円、起債の方法、利率及び償還方

法については、記載のとおりとなっております。

第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。第１号職員給与

費の既決予定額８億６千８２４万６千円から、今回１千６２９万９千円を減額し、補正後

の予定額を８億５千１９４万３千円にするものです。

以上が、令和元年度松前町病院事業会計補正予算(第２回)の内容です。予算実施計画他
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関係書類につきましては、４ページ以降に添付しておりますので、ご参照を願います。ご

審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

２番。

○２番(飯田幸仁君) ３ページなんですけど、金額に間違いかどうか確認していただきた

いんですが、３ページですね、(１)科目職員給与費８億６千８２４万２千円でよろしいで

すか。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今の飯田議員の質問にお答えします。大変申し訳ござ

いませんでした。補正予算の方の資料の８億６千８２４万２千円で間違いがございません

ので、訂正の方よろしくお願いします。申し訳ありませんでした。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８４号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第８４号、職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第８４号、職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表３ページをお開き願います。下段の説明

欄です。地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２３条の２第１項の規定により実

施している人事評価を、同法第２３条の３の規定により、人事評価の結果に応じた措置を

講ずる必要があることから、令和２年度から勤勉手当を勤務成績による割合、成績率に応

じて支給するため、条例を改正しようとするものであります。

人事評価に基づく勤務成績による割合、成績率は、規則、病院事業及び水道事業は規定

で定めようとするものであります。

Ｂランク要綱を基準成績率とし、Ｓランク極めて良好を１０％増、Ａランク特に良好を

５％増、Ｃランクやや良好でないを５％減、Ｄランク良好でないを１０％減に致そうとす

るものであります。

１ページへお戻り願います。改正案の内容であります。第１条による改正は、職員の給

与に関する条例であります。第１９条は、勤勉手当の支給に関する規定で、第１項の現行

下線部分を改正案下線部分のとおり、人事評価の結果に応じた支給方法に改めようとする
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ものであります。第２項及び第３項は、勤勉手当基礎額及び勤勉手当の額の総額に関する

規定で、人事評価の結果に応じた支給を既に行っております国家公務員の取り扱いと同様

にするため、現行下線部分を改正案下線部分のとおり改めようとするものであります。

２ページをお開き願います。第２条による改正の松前町病院事業職員の給与の種類及び

基準に関する条例第３条による改正の松前町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の改正は、それぞれ現行下線部分を改正案下線部分のとおり、勤勉手当を人事評価の

結果に基づく支給方法に改めようとするものであります。

附則としまして、この条例は、令和２年４月１日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第８４号の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し

上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

５番。

○５番(福原英夫君) ちょっとだけ教えて。この人事評価のここの部分は、どなたがやる

んですか、っていうことは、町長なのか、それと水道事業であり、病院事業であり。そこ、

ちょっとだけ、その１点だけ。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) まず人事評価の中身っていうか、システムなんですけども、個

人が目標なり立てます。それをまず一番最初に基礎評価者ということで、その上司であり

ます主幹職がやります。その次に、一次評価者は、管理職になります。二次評価者が管理

職の上の副町長が行うと。最終的に調整者ということで町長というふうな流れになってお

ります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) そうすると、この流れで評価するけど、そうすると基準というもの

は、マニュアル化してるっていうことになるんですか、感覚ではなく、マニュアル化して

るって。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) マニュアル化と申しますか、パソコンの方でシステムを導入し

ております。その中で、本人の個人目標なり、いろいろな目標をＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとい

うふうな形で自己評価も含めながら、各評価者が最終的に行いまして、それを点数化して

おります。自動的に点数も計算されるんですけども、それがＢであれば標準という形で、

それぞれ上位、下位というふうな形で、点数によって評価を決めるというふうな形で行っ

ております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) そうすっとここに、説明に書いてあるように、再任用職員以外の職

員も、再任用職員も、そのようなマニュアルで物事をされると、判断されると。今までこ

ういう基準っていうことはなくて、定期昇給であり、わたりでありという、そういう形だ

ったけれども、今度はきちっとそういうふうになるんですね、はい。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) この人事評価につきましては、地方公務員法の改正になりまし

て、平成２８年から行っております。来年からやるのは、それを結果を踏まえた反映、人

事評価はもう数年前から行っております。反映させると、勤勉手当に。

今、福原議員おっしゃったように、昇級だとか、そういうものについても今後検討しな

がら行っていかなければならないというふうな考えでおります。
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○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８４号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８５号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第８５号、成年被後見人等の権利の制限に係る措

置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第８５号、成年被後見人等の権利

の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表８ページをお開き願います。下段の説明

欄です。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和元年法律第３７号）により、成年被後見人及び被保佐人（以下「成年

被後見人等」という。）の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差

別されないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等（欠格

条項等）を設けている各制度について改正されたため、関係する条例を改正しようとする

ものであります。

７ページへお戻り願います。始めに、関係法律等の一部改正の内容をご説明申し上げま

す。地方公務員法の一部改正は、第１６条欠格条項に規定されております、職員になるこ

とができない者、または試験を受けることができない者から、第１号の成年被後見人又は

被保佐人が削られたものであります。第２８条第４項は、職員が第１６条に規定している

欠格条項に該当した場合の失職規定で、改正後は成年被後見人又は被保佐人が欠格条項に

該当とならないことから、失職しないことになるものであります。

次に、児童福祉法第３４条の２０第１号の一部改正も、地方公務員法の一部改正と同様

に、養育里親及び養子縁組里親となることができないものから、成年被後見人又は被保佐

人が削られたものであります。

８ページをお開き願います。次に、総務省が定める印鑑登録証明事務処理要領の一部改

正は、印鑑登録を受けることができないものの規定を、現行下線部分、「成年被後見人」

を改正案下線部分「意思能力を有しない者」に改められたものであります。

１ページへお戻り願います。改正案の内容であります。１ページから２ページにかけて
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の第１条による改正、職員の給与に関する条例の一部改正、３ページの第２条による改正、

松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、前段の

説明のとおり、地方公務員法の改正により、成年被後見人又は被保佐人は、欠格条項に該

当せず、失職しないこととなったため、それぞれ現行下線部分の失職に係る規定を削ろう

とするものであります。

４ページをお開き願います。第３条による改正であります。職員の分限に関する条例の

一部改正は、第５条で引用しております現行下線部分が、地方公務員法の改正により１号

繰り上げされたため、改正案下線部分のとおり改めようとするものであります。

５ページをお開き願います。第４条による改正であります。松前町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正は、第２３条第２項第２号で引用して

おります現行下線部分が、児童福祉法の改正により１号繰り上げされたため、改正案下線

部分のとおり、改めようとするものであります。

６ページをお開き願います。第５条による改正であります。松前町印鑑条例の一部改正

は、印鑑の登録をすることができない者を総務省が定める印鑑登録証明事務処理要領の一

部改正との整合性を図るため、現行下線部分の「成年被後見人」を改正案下線部分の「意

思能力を有しない者（１５歳未満の者を除く。）」に改めようとするものであります。

附則としまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第８８号の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し

上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８６号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第８６号、松前町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第８６号、松前町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明申し上げます。

議案の３枚目、説明資料として添付しております松前町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の概要をお開き願います。

まず、改正の趣旨でございます。現行の地方税法施行令に規定されている国民健康保険

税の課税限度額に準ずるため、松前町国民健康保険税条例の規定の整理を行おうとするも

のでございます。
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次に、改正の内容であります。中段の表をご覧ください。各年度の課税限度額を示して

おります。３列目、令和元年度の欄をご覧願います。現在の松前町の課税限度額を示して

おります。上段から医療給付費分５８万円、後期高齢者支援金分１９万円、介護納付金分

１６万円、合計限度額９３万円となっております。またそれぞれ同じ欄の括弧内の数値が

法定額、つまり地方税法施行令で定められている課税限度額であります。

次に、４列目の欄をご覧願います。令和２年度から現行の法定限度額と同額とするため、

医療給付費分を６１万円に、後期高齢者支援金分を１９万円に、介護納付金分を１６万円

に、合計限度額を９６万円にしようとするものでございます。医療給付費分を３万円増額

するものであります。

この改正の施行期日等でありますが、令和２年４月１日から施行し、改正後の松前町国

民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、

令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によろうとするものであり

ます。

今回の課税限度額改正による影響額でございます。令和元年度課税ベースで、対象世帯

が１５世帯、４０万７千７００円の課税額の増額が見込まれるところでございます。

新旧対照表につきましては、２ページから別紙のとおり掲載しておりますので、ご参照

いただきたいと存じます。

以上が、議案第８６号、松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容でござ

います。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８６号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８７号 松前町税の納期等の特例に関する条例の一部を改正する

条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、議案第８７号、松前町税の納期等の特例に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第８７号、松前町税の納期等の特

例に関する条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。

始めに、改正する理由でございます。平成３０年度の町政執行方針におきまして、現行

の集合主税方式については、納税者に浸透しておりますが、国の示す標準方式でないこと

から、国の制度改正に伴うシステム改修等に多額の費用を要することとなるため、この方

式の見直しを慎重に検討してまいりますと、申し上げておりました。庁舎内において、ま
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た電算会社とも様々に協議、検討してまいりました。更には、納税貯蓄組合の組合長とも

いろいろと話し合いをさせていただきました。現在の集合主税方式から国の示す標準方式

である単税方式に見直しをした場合、納税者の混乱、納税貯蓄組合の対応など、数多くの

課題があることから、その方策として、システム内では機械的に集合主税方式から単税方

式に、標準方式なるものへの変更をしながらも、納税者や納税貯蓄組合は現状と変わるこ

となく納税、収納等できるようにするものでございます。

現行の集合主税方式の継続であります。集合主税方式とは、簡単に申しますと町道民税、

固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税の四つの税を一つに合算して、納付書を１枚も

のにして課税、徴収する方法でございます。国の方式は単税方式を基本としたものであり、

四つの税がそれぞれの時期に納付書が発布され、それぞれの金額をそれぞれの納期までに

納める方法であります。

また平成２０年度からは、６５歳以上の方で公的年金等の受給者で、要件を満たしてい

る方については、年金から町道民税が、また、国保資格者であれば国民健康保険税が介護

保険料と同様に年金天引き、特別徴収されることとなってございます。

松前町としては、国の標準方式を取り入れながらも、納税者が慣れ親しんだ現在の集合

主税方式を引き続き継続するために、条例を一部改正し、現行の年金から天引きされた時

の、松前町独自の普通徴収の納期を標準的な納期に改めるため、本条例の一部改正案を提

出したところでございます。

更には、消費税増税に伴う税制改正におきまして、軽自動車税が令和２年度課税分から、

「軽自動車税種別割」と名称が変わることから、合わせて改正しようとするものでござい

ます。

それでは、改正の内容について、説明資料によりご説明申し上げます。議案を２枚めく

っていただき、松前町税の納期等の特例に関する条例の一部改正(案）、期別納付額（現

行・改正案）比較表をお開き願います。実際に何がどのように改正になるのか、この表で

ご説明申し上げます。

まず、町道民税が３万１千円、固定資産税が５万９千９００円、国民健康保険税が１２

万５千６００円、軽自動車税種別割７千２００円、合計２２万３千７００円の場合の例で

ございます。まず、６月の当初発布の時点では、普通徴収ということで、集合主税の納付

額が上段の表のとおりとなります。第１期の６月が４万３千７００円、第２期以降、第１

０期まで２万円で、合計２２万３千７００円となってございます。税目ごとの内訳は記載

のとおりでございます。

次に、中段の表でございます。現行の１０月から町道民税と国民健康保険税が年金天引

き、特別徴収される事例を記載してございます。町道民税の場合は、基本的に６５歳以上

の年金受給者で、年額１８万円以上受給している方で、年金所得が課税される方、国民健

康保険税は６５歳以上７５歳未満の被保険者のみで構成されている世帯で、世帯主が年額

１８万円以上受給している方であります。町道民税、国民健康保険税が１０月、１２月、

２月と年金からも天引きになりますが、現行では１０月以降も普通徴収として、１０月か

ら３月までで、町道民税で月額１千円、国民健康保険税で月額５千円となっております。

年金天引きが開始となる１０月から、国の方式では普通徴収がされないというのが基本で

ございます。

次に、下段の表になります。改正案として、現行と同様に１０月から年金から天引きさ

れた場合でございます。年金から天引きされる金額は、現行と同様でありますが、１０月

以降の普通徴収分がなくなり、１０月の先月９月までに普通徴収されるという改正であり
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ます。町道民税で、１０月以降毎月１千円で３月までで６千円であったものが。９月まで

に普通徴収となるため、７月から５千５００円、８月は３千円、９月も３千円となるとこ

ろでございます。

国民健康保険税につきましても、１０月以降毎月５千円で、３月までで３万円であった

ものが、９月までに普通徴収となるため、７月が１万５千２００円、８月が１万５千円、

９月も１万５千円となるところでございます。現行と改正案との比較ですが、改正により

まして７月、８月、９月分の普通徴収が増加となり、１０月以降年金天引きが始まると、

普通徴収が減少となるところでございます。

納税者の慣れ親しんだ集合主税方式を継続しながら、標準的な方式に移行させ、国の制

度改正等に対応し、今後集合主税だからシステム改修費が多額になるなどないようにする

ため、改正するものでございます。

また、現在の軽自動車税を軽自動車税種別割と名称を変更する改正でございます。今後、

令和２年６月の発布までの間に町広報誌など様々な機会を通じ、周知を図ってまいりたい

と考えておりますので、ご理解願いたいと存じます。

次のページ、２ページをご覧願います。附則です。この条例は、令和２年４月１日から

施行し、改正後の松前町税の納期等に関する条例の規定は、令和２年度以後の年度分の町

税について適用し、令和元年度分までの町税については、なお従前の例によろうとするも

のでございます。

以上が議案第８７号、松前町税の納期等の特例に関する条例の一部を改正する条例制定

の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

５番。

○５番(福原英夫君) 単税と集合主税と、どっちが納税しやすいのかっていうと、松前町

であれば集合主税が納税しやすいと、管理、扱いのしやすいかなあと思いますけれど、や

はり時代の流れとしては単税だなあと思ってました。これは何年も前から私も言ってます

けども、それで、松前町で税を口座引き落としをしている方と、それと納税貯蓄組合を利

用している方の比率っていうのは、どうなってるのかなと。大分変化したんでないかなと

思うんですよ。ちょっとお答えください。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 松前町の納税者の口座引き落とし、あるいは納税組合に入って

る方々の割合という形でよろしいですね。

現在、納税貯蓄組合は、松前町の町税額の、集合主税の町税額の３割程度納めていただ

いている組織でありますが、納税義務者もだんだん減ってきている中で、納税組合の加入

者も減ってきている現状ではありますけども、現在３割５分程度の方が納税貯蓄組合に加

入していると。それに基づいて、口座引き落としの方も、現状増えてまいっております。

口座引き落としの方は、３割弱。あとの残りの４割強の方々については、窓口払いという

形で現在納税していただいている状況でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) わかりました、よく。やはり納税貯蓄組合の対象者、納めてる方が

随分減ったなあということは確かですよね。それと口座引き落としも逆言うと伸びてきて

るなあということ。現金で窓口で、その他で納める人も、まあ、支所でありね、納める方

もいるんだなあと。

それで、将来的には、やはり納税貯蓄組合っていうのは、国の指導の下に単税に変わっ
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ていくんでしょうか。それとも、今の課長が言われたように、納税貯蓄組合を利用した集

合主税と単税とずっと併用していった中で進めるのか。

それと、年金の受給している方々が、これから年金の引き落としっていうのが、時代の

流れでね、多くなっていくかなあと思うんですよね。松前町の現状、特に多くなっていく

かなと。そんなことで、そこのところ、集合主税と単税と併用した扱い方でずっと行くの

か。将来的には単税で一本化していくのか。そこの判断というのは、課長どのように考え

てますか。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 松前町の納税組合の現状を申し上げますと、現在町内に６８の

組合がございます。６月から３月まで、日々徴収をしていただいている、我々にとっては

大変大事な組織でございます。私としては、引き続き納税貯蓄組合には、松前町の納税に

関して応援していただいて、引き続き継続していただきたいと、このように思っていると

ころでございます。

また、集合主税と単税の関係でございますけども、国の基本は単税方式でございます。

それで、だんだん集合主税を止めてきている町も多くなっているのは確かでございます。

ほとんど単税に以降していってると言っても過言ではございません。ただ、単税になりま

すと、先ほど申し述べましたとおり、納税者が慣れ親しんで今いるもんですので、また納

税貯蓄組合も、これが単税になりますと大変な業務になるという形で、今回集合主税を継

続さしていただいておりますので、我々としては、引き続き集合主税で納税組合にお願い

したいというふうに考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(福原英夫君) 全道での集合主税方式とってんのは、１桁もいいところでないかな

あと。北斗がまだやってんのかな、２、３かなあと思っておりました。それで、集合主税

の納めてる方々っていうのはメリットがあるんです、メリットありますよね、集合主税で、

納税貯蓄組合に加盟してる方はメリットがあるんです。しかし、口座の引き落とし、持参

する人っていうのはメリットがないんですよ。それだけ業務をかけているからという考え

方。それと集めやすいっていう考え方。いろいろあるんでしょうけども、将来的には、や

はり単税と口座引き落としの時代はもう目の前に迫ったなあと思うもんですからね。その

見極めが大変かなあと課長はね、思いますんでね。やはりメリットが少しだけ、昔は膨大

にありましたけどね、今少しだけど、このメリットと、こっちの方メリットがない納税者

がいる。この引き落としの人達は１００％健全経営で、集合主税の方もきちっと納めてる

と。そんなことで、バランスっていうのかなあ、難しいかなあと思いますけども、慣れ親

しんでいるという言葉を借りれば、厳しいかなあと思いますけども、そこの判断きちっと

してあげてください。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 正に議員言われるとおり、時代の流れと申しますか、納税貯蓄

組合を止めている町もございます。そういう状況の中で、納税貯蓄組合の加入もそうです

けども、我々と致しましては、口座振替制度もお願いしますということで、広報等で啓発

してございます。今後、そういう流れに少しずつなっていくのは間違いないというふうに

思いますけども、現状の６８ある組合は、ぜひともその力をお借りして、松前の納税に寄

与していただきたいと、このように考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)
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○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８７号は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時００分)

(再開 午後 ２時１５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議案第８８号 指定管理者の指定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、議案第８８号、指定管理者の指定についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) ただ今議題となりました議案第８８号、指定管理者の指定

について、その内容をご説明申し上げます。

これは、地方自治法２４４条の２第６項の規定により、指定管理者の指定について、議

会の議決を求めようとするものでございます。詳細につきましては、別紙説明資料に基づ

き、説明させていただきます。

次のページの説明資料をご覧願います。まずは、１、指定管理者に管理を行わせようと

する公の施設の名称でございますが、松前町字唐津３７９番地にあります北前船記念公園

総合管理施設道の駅北前船松前でございます。

次に、２、指定管理者となる法人その他団体の名称でございます。指定管理候補者は、

松前町字館浜２７６番地に住所を有する一般社団法人海共舎、代表理事加藤輝和で、令和

元年６月２７日に設立した会社でございます。会社の沿革等でございますが、一般社団法

人海共舎は、東京都に本拠を置く株式会社三友フレッシュフーズを親会社とする三友グル

ープ傘下のグループ企業として設立し、松前町の水産物を中心に加工、卸、小売業などを

展開している会社で、三友グループ代表取締役社長加藤輝和氏が代表理事を勤めてござい

ます。三友グループは、飲食店経営及び惣菜製造販売、外食産業向け総合食品の材料卸業

務、コンビニエンス運営、システム開発や不動産管理を手がける東京、千葉、埼玉、札幌

に拠点を置く企業１０社で構成するグループ企業でございます。また、飲食店経営では、

有限会社三友コーポレーションが、居酒屋新宿美禄亭や喫茶店ルノアール等５店舗を運営

してございます。更に、札幌に拠点を置く有限会社溜屋北海道は、平成３０年から道の駅

北前船松前のメニュー開発、食材の提案など企画運営に携わってきた実績もございます。

３、指定の期間でございますが、指定期間を令和２年４月１日から、令和５年３月３１

日までの３年間としてございます。これまでは、新規参入者の初期投資等を踏まえ、安定
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した収支計画を達成するため、５年間としていましたが、この間の社会経済情勢の変化に

より、管理運営を継続できなくなることも想定されることから、３年間としたところでご

ざいます。

２ページをご覧願います。４、指定管理候補者の選定経過でございますが、現指定管理

者の株式会社大宇工業は、平成２７年４月１日から松前さくら漁業協同組合に代わって当

該施設の管理運営にあたっており、今期で５年目を迎え、令和２年３月３１日で指定期間

が満了になることから、令和２年度からの指定管理者を公募により選定したところでござ

います。公募及び選定方法については、公募スケジュールに記載のとおり、町広報９月号

及び町のホームページにおいて公募し、公募期間を９月２日から９月３０日までの１ヶ月

間としたところでございます。また、指定管理者公募要綱に応募条件として、公募説明会

に参加することの条件を付し、９月１７日に公募説明会を開催したところ、一般社団法人

海共舎の１社が参加され、申請受付期限内の１０月１７日に、同社から指定管理者指定申

請書が提出されたところでございます。選定にあたっては、１１月１５日に審査会を開催

し、申請者から提出された事業計画書などの書類審査並びに申請者による提案説明とヒア

リングを行い、総合的に審査し、選定したところでございます。

５、指定管理候補者の選定理由でございますが、次の点を評価し、選定したところでご

ざいます。１点目としまして、提案内容について、施設の性格や設置目的を十分に理解し

たうえで、その目的に沿った事業計画が提案されており、施設の効用を十分に発揮でき、

成果が得られるものであること。２点目としまして、グループ企業の様々なチャンネルを

生かした地域の活性化に繋がる事業提案が、具体的かつ豊富であり、施設の効用を発揮し、

利用者満足度の向上や、利用者数の増加が期待できること。３点目としまして、２年前か

ら道の駅北前船松前のメニュー開発と食材の提供に携わってきた実績があり、現指定管理

者との信頼も厚く、円滑な引き継ぎが可能であること。４点目としまして、現在の管理施

設の運営状況を十分に理解し、収支計画の達成に向けた経営戦略が明確に示されているこ

とから、安定した管理運営が期待できること。以上の点を評価し、一般社団法人海共舎を

指定管理候補者として選定したところでございます。

以上で、議案第８８号、指定管理者の指定についての説明とさせていただきます。よろ

しくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

２番。

○２番(飯田幸仁君) 今働いております従業員とか、駅長さん、あるいは中で雇用してる

と思うんですが、現在、多分大宇工業さんの方で雇用してるんじゃないかなと思うんです

が、これ４月１日から、例えば人がそっくり代わるのか、それとも今までどおりの従業員

の方がそのまま雇用先が変わって働くのか、ちょっとそこがもしわかりましたら、教えて

ください。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) ただ今の雇用面の引き継ぎについてかと思います。雇用さ

れてる方につきましては、現指定管理者が採用された方々になりますけども、現在の従業

員をそのまま新しい指定管理者が引き継ぐということを聞いておりますので、４月１日か

らの管理運営に支障を来さないものというふうに考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に、質疑ありませんか。

９番。

○９番(梶谷康介君) 契約期間が切れる時に、いつも心配することなんですね。今までの
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形見ますと、さくら漁協から大宇工業へと。大宇工業が５年間の契約期間の中で、自分達

の事業戦略って言うんでしょうか、計画って言うんでしょうか、そうしたものをきちっと

立てて、よーいドンから段数できる体制でないけれども、５年後に契約最終年までにはね、

きちっとした経営状態に持っていく、非常に意気込みがあったと、高くて。そして、我々

も期待して契約、指定管理者受けてもらったって経緯があるんですけどもね、そういうこ

の期待できた企業がね、なぜここで継続できなかったのかなと。そういう原因っていうの

はおさえておりますか。やっぱりやってみたけど、そろばん合わないと。随分投資もしま

したよね。今までなかったテイクアウトの施設もつくったし、それから更にシーズン、シ

ーズンでは、自分達独自のイベントも考えたり、そういうことをやってきたんだけれども、

なぜ契約継続できなかったのかなっていう心配があるんですけども、それはおさえてあり

ますか。単なる目標達成できなくって、これからの指定管理者継続するためには、ある意

味では重荷になると、そういう形で撤退をしたのか、それをお尋ね致します。

何点かありますんで、３回しかないから続けて言いますけどね。それから、新しい候補

に挙がってる会社についてなんですけれども、まだ誕生して浅い会社ですよね。体制的に

はある程度グループ化した中での新しい会社のように見受けられますけれども、その会社

の実績みたいなものは、この応募資料の中にきちっと示されているか。

更には、２ページにはね、いろいろ指定管理候補者の選定理由が書かれてますけれども、

この中で私ね、この資料見ただけでは理解のできない、例えば経営戦略が明確に示されて

いるって言われたって、私にはちょっと見えない部分だなと。できれば、こういうのって

のは、資料添付っていう形、いただけないものかなと。

それから、一番心配するのはね、やりたい人は私はあると思うのさ。しかし、あの施設

を使って、そろばんを合わせ、いわゆる収支バランスとるってのはね、私前々からこれ心

配していました。ところが残念ながら、補助の関係があるんでしょう、あの施設をどうす

るっていう制約のある施設なもんだから、食堂部門とそれから販売コーナーも取って付け

たようなコーナーに終わってしまう。よーいドンから、この件は私指摘しておりますよ、

この施設では、収支バランスのとれる施設ではないっていう話してましたよね。人が変わ

ってるから、これはいろいろ考え方も、それから経緯がわからなければ見えてこない部分

もあるだろうけれども、そういう心配をした施設なんですよ。

ですから、逆にこういうふうに契約が切れると、次の指定管理者を探さなければいけな

い。なぜ、継続していけるような管理者が生まれて来ないかなっていう原因がどこにある、

そういう分析はされていますか。

今申し上げた３点ぐらいなるかな、それ整理して、できれば経営戦略の資料についても

ご検討願いたいなと、そう思います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時２８分)

(再開 午後 ２時２９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) まず１点目の継続できなかった原因、その分析ができてい

るかという話でございます。今回更新を迎えるにあたりまして、現指定管理者大宇工業と

はいろんな話をさせていただきました。５年間、どういう経営状況だったのか、収支の実
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績はどうなったのか、そういったことをヒヤリングで聞いておりますので、そこでお話し

たいと思います。

まず、現指定管理者大宇工業につきましては、平成２７年度から松前さくら漁業協同組

合に代わって、当該施設の管理運営にあたってきました。食の、食材にこだわりながら、

自費による改修もしてございます。例えば小上がりの設置だとか、見学水槽だとか、そう

いった初期投資があったことから、初年度から経常損益で赤字になったという話を聞いて

ございます。また、２年目以降も管理費の節減等は図るものの、物販等の売上は伸びず、

毎年度の経常損益で赤字を重ねる結果になったと。そして昨年、４年度目には、展望テラ

スの設置、外売店の営業、ウニ、ワカメフェアの企画等で、収客は伸ばしたんですけれど

も、直営で物販と食堂の仕入れ業務を行ったおりました大宇工業、水産部門の髙々水産が

平成３０年３月に廃業となりました。このことによって、仕入れ業務を外注せざるを得な

い。更に経費がかさみ、５年度目の今年についてもですね、消費税１０％に伴う複数税率

のレジの導入だとか、そういった経費がかさみながら、赤字解消の見通しが立たない、継

続できないということで、本社の方から今期限りの撤退ということが表明されてございま

す。

また、実績についてなんですけれども、今年度の当初予算を含む５年間の収支見込みに

ついても聞いてございます。収入で、物販の売り上げが伸びず、結果として物産と飲食の

売上損益については、当初計画の７８．１％に留まっていると。支出におきましては、初

期投資の、その後の管理運営に影響を及ぼしまして、広告宣伝などの販売経費が増加し、

販売管理費は当初計画の１１１．５％にまで膨らんだと。結果、収支バランスが崩れ、計

上損益で赤字になったということをまずは聞いてございます。

次に、２点目の新会社の実績についてでありますが、こちらの方はいろいろと資料をも

らってはおるんですけれども、こちらの会社は６月に設立した会社ということで、資本金

が５００万円程度という部分で聞いております。業務内容につきましては、町内の水産物

の製造加工、道の駅の仕入れ業務を行っております。

ただ、関連会社に三友グループという大きな会社がついておりますので、こちらが経営

指導、支援なりをするということを確認してございます。

それと、経営戦略等のこと、資料でという話はあるんですけれども、資料も結構膨大な

ものですから、まず私の方で説明した上で、その中でまた資料要求ということであれば、

出したいと思いますんで、お願いしたいと思います。

収支なんですけれども、今回収支計画を挙げていただくときに収支計画の考え方を示し

ていただいております。これによりますと、基本的な考え方と致しまして、現指定管理者

の収入実績を調査検討した上で、実行可能な収支計画を策定すること。初年度は売り上げ

の推移と経費の削減、２年目は商品開発による販路の拡大、３年目は経営の安定化を目指

すという考え方をもってございます。

それで、経営の戦略についてなんですけれども、まず、収入につきましては、物産販売

コーナーを松前ならではの品揃えに特化した、観光客向けの商品にする。地元向けにも、

地元の方にも楽しんでいただけるような、全国的にも評判の商品を取り扱うなど、売り場

の見直しをまず行いたいと。レストランにつきましては、松前町の特性を生かしたメニュ

ー開発、Ｂ級グルメの開発等、地元の方と観光客両方の取り込みを推進していきたい。更

には、三友グループの直営店等に食材を供給することなどによって、売上拡大を目指して

いきたいということでの収入に関する戦略はいただいております。

支出についてなんですけれども、光熱水費の実態を調査したうえで、冷凍冷蔵庫など資



- 81 -

機材の利用を見直し、きめ細かな仕入れ業務により、売り場ロス、職場ロスを減らし、更

に冬場の閑散期には三友グループの飲食店、直営店の方に人を派遣して、これ研修目的で

派遣するんですけども、そういった形で管理費、または人件費の抑制を図っていきたいと

いうふうに考えてございます。

３点目の制約のある施設、収支バランスというようなことが挙げられてございます。大

宇工業さんも当初提案した時とまた違って、今説明したような収支状況になってございま

した。まず、これ分析するにあたっては、道の駅の利用状況について、大きな原因が一つ

あるのかなと思ってございます。ちょっと実績から申しますと、松前さくら漁業協同組合

が管理運営していました６年間の利用実績につきましては、３８万９千人、これ１年間に

直しますと約６万４千人の利用がありました。大宇工業が管理しております、今年度を除

く４年間の実績を見ますと、約２８万人、１年間に直しますと約７万人で、７．４ポイン

ト上がってると。大宇工業さんの、これは努力によるものだというふうに考えてございま

す。ちなみに、平成３０年度の利用実績は、７万４千２４８人だったんですけれども、最

も利用者が多い５月が１万３千人、８月１万２千人、１万人を超えるのはこの２ヶ月間の

みというふうになります。

道の駅の利用者は、おおむね観光客が全体の７割、８割の利用ということを考えますと、

なかなか閑散期の集客が見込めないというのが、これ現実的な問題というふうに捉えてお

ります。

それで、今回海共舎さんは、この閑散期においても三友グループの様々なチャンネルを

生かしながら、売り上げの増収に努めてまいりたいという考え方でありますので、よろし

くお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 説明を聞いただけで十分に理解できない部分があります。特に経営

戦略の中身がね、できれば、膨大な資料だっていうお話ですけども、そこから重要な項目

ぐらいは出して、例えばね、私、こういう言い方した方がいいかな、半年はね、結構プラ

スなってんですよ、私は見せてもらったんだけども。ところがあとの半年でパーなってし

まうと。それがあとの半年をね、前半のいい時に稼いだ分で補えればいいけども、それが

バランス崩れると、間違いなく最後は赤字になってしまう。

前の社長とお話した時もね、それが随分悩みの種だったと。たまたま東京に、東京って

川崎だったっけな、首都圏に本社を持っている会社だから、それを利用して首都圏に地元

の製品を販売して、冬期間のマイナスを埋めるような政策も立てたんですよ。ところがね、

従業員がその冬期間に首都圏に行って働くってことに協力してくれないんだって、松前の

人方ってのは。これが社長の悩みだって言ってました。

ですから、そういう経緯ってのはね、これバトンタッチする時にどういう形で話してる

か。今の話の中にはね、扱う商品の中身もね、十分検討したり、それから、更に閑散期に

どうするかっていうようなお話もありましたけども、そういうことが具体的に我々に伝わ

ってくるような何かほしいんだよね。だって、判断しようないもの。

あと一つはね、大宇さんの場合は、自分達の計画を達成させるためには、契約が３年で

は短すぎる５年って言った経緯があるでしょう。これは、記憶ある方いると思いますよ。

ところが今回はね、逆なんですよ。政情不安によって、経営に影響が来た場合には３年で

やめますよみたいなね、こう及び腰でかかってるような気がしてならないんだよね。いい

ばやる、ゆるぐねえばやめるみたいなね、この３年間で決断しようとするこの契約期間。

もっと言えばね、公募しましたが、１社しかありませんでした。選定理由いろいろ書いて
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ますけどね、比べるものがないね。だから、町としてはこれはすがるしかないでしょう、

この１社に。そんな表現したら私、本当にある意味では何言うんだって言われるかもしら

んけども、私はそんな受け止め方してるんですよ。

だからこれがね、今言うようにさくら漁協が一番最初に、ある意味では頼まれて引き受

けたでしょう。だけども補助金あったり、支援があったりしてるうちは何とかやってたけ

ども、それが切れる途端に万歳、そして大宇さんが出てきた。そして、大宇さんもこの５

年契約期間の中で、何とか自分達のこう、正に経営戦略を立ててね、最後の年まで、契約

終わる時までは継続の目標が立てられるような形にするって意気込んで来たの。にも関わ

らず、この時点でこんな形でバトンタッチしなければいけない。しかも、受ける側は１社

しかなかった、ね、選定理由はいろいろって、選定じゃないよ、選ぶ何もない、１社しか

ないんだもの。ただ、決める理由としてね、そういう理屈付けはしてるみたいだけども、

その辺も正直言って不安ですよね。

だから、今言ったように、このどこの道の駅に行っても私感ずることはね、地元の産物

が間違いなくそこにあると。それがあるゆえに地域の人方もお客さんなってんですよ。今

松前にはそれが感じられないと。感じられるのは、今の国道走って行ったり来たり、松前

に訪れた人、いわゆる外部から入って来た人方の購買力に頼ってるような形であればね、

正に冬場はアウトですよ。

だから、この経営戦略よくよく見てみないとわかんないけどね、閑散期の話してました

から、そういうものの中にね、やっぱり地域の人方との密着したお客さん対道の駅ってい

う形が、どんな形で考えられているのかなっていう心配もしてんです。通りすがりのお客

さんだけだら、絶対松前の、よーいドンから言ってるっしょ、交通量調べたら、江差の交

通量と松前の交通量、松前がどんと下がってんですよ。だから、そういう中でね、ああい

う道の駅スタートしてる。だから、いずれはこういう状態が来るだろうと。

私一番心配するのは、今回はね、３年でも引き受けてくれる人がいるから、この人方に

期待したいけども、もうそれこそ来年、再来年になったら次の人探さねばねえごと始まる

よ。最悪の場合は直営ってことになるでしょう、大変な経費ですよ。だから、その辺も考

えて、この場でご説明いただける部分だけでもいいですから、わかりやすく説明していた

だきたいなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時４４分)

(再開 午後 ２時４９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

ただ今、９番梶谷康介君から、収支計画書について、資料の要求がありましたが、議長

において要求することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認め、資料要求することに決定致しました。

暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時４９分)

(再開 午後 ２時５６分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

先ほど要求した資料については、配布のとおりです。

再度の資料要求については、答弁で対応できそうだということなので、まずは答弁させ

ます。

商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) まず、１点目の参考資料で提出致しました収支計画書の内

容についてです。こちらの収入の試算ということで、表の下段１、２、３、４行目に町委

託料ということで、１千６００万円を計上しております。この根拠について、まずご説明

致します。管理運営委託料につきましては、まず現指定管理者の実績、これをまず見てま

す。もう一つは、渡島檜山管内道の駅の管理運営委託料の状況も参考にしてございます。

更には、直営で行う場合の経費も算定をしながら、この上限額の１千６００万円を計上し

てございます。ちなみに、この収支の内容になりますけれども、この町の委託料、上限額

の１千６００万円を収入に計上致しまして、初年度につきましては、一番下段にあります

経常損益で２４０万円、２年目の令和３年度には２６０万円、３年目の令和４年度には４

０７万５千円、いずれも経常損益で黒字を見込んでいるということになります。ただし、

管理委託料の上限につきましては、利益等が生じた場合、翌年度の指定管理料を見直すな

ど、指定期間中に縮減することを目指してございますので、今後、その目安となる基準額

をいくらかにするかは、町と指定管理者との間で協議し、決定してまいりたいというふう

に考えております。

まず収支計画の内容について、これでよろしいでしょうか。

引き続き、二つ目の、続いて二つ目、取扱商品の検証ということでよろしいでしょうか。

取扱商品につきましては、道の駅は現状委託販売を主なものとしてございます。この委託

販売につきましては、町内の製造加工業者、お菓子屋さん、こういった方が道の駅の物産

コーナーに置いていると。どちらかというと、松前町の特産品、お菓子、そういったもの、

松前漬け、そういった定番商品になりますけれども、アンテナショップ的に置かれている

といった状況にございます。これは、新しい指定管理者になってからも、この点について

は継続ささることになります。ただ、他に商品開発して、新たなものも置きたいというこ

とも聞いておりますけれども、実際どのようなものになるかは、今後の提案になるという

ことでお願いしたいと思います。

３番目の地元町民を対象にした事業が何かできないかという話だと思いますが、これに

つきましては、提案、自主事業の提案書というのもいただいてございます。これによりま

すと、海風テラスを活用したイベントの開催、例えば町内介護施設の招待、子どもの割引

等を対象にした飲食の展開、また、先般道の駅でバンドのイベントなんかも開催しており

ます。こういったイベントを行うことで、町内顧客向けの事業展開もしていきたいという

ふうに聞いてございます。

４点目の閑散期の対応になります。こちらについては、三友グループの様々なチャンネ

ルがあるという、何度かお話しましたけれども、こういったところに物販で販売するとい

う方法と、先ほど指摘はありましたけれども、研修目的で三友グループ直販店に研修に出

すだとか、そういった部分で、人件費の抑制を図っていきたいというふうに考えてござい

ます。

それと５点目、決め手となったポイントということになるかと思います。まず、選定に

あたっては、審査のポイント、これ条例に沿ったものですけれども、ちゃんとポイントを

おさえながら採点しております。また、１社ということで採点の基準もすごく高くはもっ
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てございます。もし、その採点の基準を下回った場合は、町外業者も含めて、再募集する

という前提の中で審査したということになります。

それで、今回大きな決め手となった部分なんですけれども、何度も話して恐縮なんです

けれども、三友グループの様々なチャンネルがある。これにつきましては、直接的には、

まずは東京の新宿駅に直結しました、好立地にある、居酒屋新宿美禄亭というところがあ

ります。これは、客席数２００を超える大型の居酒屋です。こちらに松前町の食材を提供

し、メニュー化をしたり、またはそごう千葉百貨店、こちらにテナントショップがありま

して、松前町の特産品を置いたり、観光ＰＲを置くといった食と観光に寄与する提案をい

ただいておりまして、こちらが決め手の大きなポイントとなりましたので、よろしくお願

い致します。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) さっそく、この収支計画書をいただきましたんで、これからちょっ

と質問さしていただきます。この道の駅がね、よーいドンする時に、私試算表を要求した

んですよ、提案者側に。そしたら、いただいたものには、１億２千万下支え、これは、組

合だったもんだから、直販収入の扱いの一番いい時の数字だと思うんだけどね、１億２千

万出したの。そして、それプラス委託料だから、最低でも１億２千万円は売り上げあるん

だっていう試算だったんだよね。それが、今までの私が受け止めていたね、いわゆる最低

線のラインかなと思ってたら、これ見るとね、９千万ですよ、売り上げ、ね。もう最初か

ら赤覚悟でやってんじゃないの。

それから更にね、ここに営業外収益、これはどういうものかってこともちょっとわから

ない。できれば、この内容も、下から２番目、下から２番目営業外収益の合計、そういう

中身もわからない。

それから、私書き出した質問の中でね、扱い商品の検討の話で、本来競争する時にはね、

これプレゼンで当然やることなんですよ、やらなかければいけないこと。だけど今回はプ

レゼンやったかどうかはわかんないよ、たまたま１社だったから、自分の考え方はプレゼ

ンっていう形でやったか、書類で出したかわかりませんけれども、そういうものを基にし

て、私は選択じゃなくってね、町が決めるポイントっていうのは、ああ、これなら大丈夫

だよという、いわゆる信頼の形で決めるしかないでしょう、選択できないんだもの。だっ

たら、これでオーケーだっていう決断を下すポイントってのは何だったんですか。そうい

う面をご説明いただければなと思います。

それから、冬場、特に観光客の減少する時期にね、どう対応していくかってのは、少な

くともこれとやりとりだけでは、ちょっとわかんないんでね、わかる範囲でもう少し具体

的な、例えば、イベントをやって人を集めるとかさ、ね。それから松前にない、松前にな

い商品を持ってきて地元の人方来てもらうとかさ、そういう話ってのは経営戦略の中には

書いてるんですか。

何だって３回しか質問回数ないから、何から言って、どういうふうに答えいただいてい

いか、私も正直言って迷ってんだけども、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) まず、始めの方にありました１千６００万、営業外収益でござい

ますが、これは、下から２段目はこの営業外収益の合計欄でございまして、その上にある

町からの委託料１千６００万、これを表しておりますんで、二つではなくて、１千６００

万一つだけでございます。

それと、先ほどお話しましたが、１社だからといって、そこがありきではなくて、先ほ
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ど課長の方からお話ありましたように、それぞれの項目を決めて、それで最低ラインのポ

イントを決めて、それぞれお話を聞いたものがそれを評価して、そのポイントでごちらの

方ということになったということで、決して１社だからといって、選定を甘くしたわけで

はございません。

それと、この今回指定管理者となる海共舎でございますが、そのまま現在の大宇工業の

方々が入ってございますんで、道の駅の経営の中は精通してございます、今までのものも。

ですから、いろんなイベントのことも、今やってることを伝えましたけれど、結局同じよ

うな形で継続するものは継続するということですので、経営そのものに関しては、私達は

心配はしておりません。ただ、その他に東京都の方にある、そういう居酒屋とか、そうい

う様々なデパートとか、自分達の、三友フレッシュフーズ、三友グループの持ってる力を

更に加えて売り上げも伸ばしていこうというような考えでの提案でございました。きちっ

とこれは提案を受けて、説明を受けて、私も長々とちょっと余計なことまで質問したりし

ながら、興味を持って聞かしていただきました。そういった中で安心して預けれるのかな

と。

ちょっと心配な部分もありましたので、本当にこういう美禄亭ってあるんだろうかって

いうことで、東京行った時に行ってきましたら、本当に大きい居酒屋でございました。た

だ、グループの居酒屋ではないんで、そこ１箇所単独ですので、やりやすいという話も、

松前の旬のものを売り切れごめんで出せるっていうような、そういう場所でございました。

私の方から以上で、抜けてる部分、担当課長の方から説明させます。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) 私の方から冬場の対応について、ご説明したいと思います。

観光客の動態考えますと、１０月、３月、これは閑散期ということで、観光客の入り込み

は下がる。そうなると、やはり地元の顧客を増やして行かなきゃ駄目だといったことにな

ります。今回提案の中には、レストランのメニューを充実させようといったことがありま

す。その内容も、松前にいて松前のものを食べるというのは、ちょっと魅力に欠けますの

で、全国、日本全国の一度は食べてみたいメニューを取り入れというような記載がありま

す。こういったもので地元のお客さんも食堂に呼び込めるような、そんな販売戦略を持っ

ております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ３時１１分)

(再開 午後 ３時１２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

他に。

７番。

○７番(工藤松子君) これは希望的観測じゃないかなと思うんですけども、売上高がだん

だん右肩上がりなってるんですけども、どんなもんかなって、そこのとこが疑問です。

それから、売上高合計が９千万からだんだん上がってってるんだけども、現在の人方が

やってる道の駅の売上高は現在でどのぐらいなんでしょうか。それとかけ離れてたら、は

じめっからうんってことになるし、現在より下がってるとかであれば、ああ、じゃあ大丈

夫、右肩上がってくのかなってふうに思うんですけども、その辺、はい。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。
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(休憩 午後 ３時１３分)

(再開 午後 ３時１３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) 現指定管理者の平成３０年度の売上高は、物販、食堂合わ

せまして、８千７７０万あります。これに近い数字で、徐々に経営を改善しながら売上高

を伸ばしていこうという考えでございますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですね。

他に。ありませんね。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８８号は原案のとおり可決されました。

◎発議案第５号 議会改革に関する視察調査について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、発議案第５号、議会改革に関する視察調査についてを

議題と致します。

提出者の説明を求めます。議会改革に関する調査特別委員会委員長堺繁光君。

○議会改革に関する調査特別委員会委員長(堺繁光君) 発議案第５号、議会改革に関する

視察調査について、提案説明を致します。

調査事項は、議会におけるＩＣＴの活用についてということで、議会におけるペーパー

レス会議システムやタブレットを活用した議会運営について、先進地である函館市を１日

以内の予定で視察調査するものであります。ご審議のほど、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

発議案第５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第５号は原案のとおり可決されました。
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◎所管事務視察調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、所管事務視察調査報告についてを議題と致します。

議会運営委員会から、所管事務視察調査報告書の提出がありましたので、報告を求めま

す。議会運営委員会委員長沼山雄平君。

○議会運営委員会委員長(沼山雄平君) 所管事務視察調査報告について。

本委員会は、閉会中の所管事務視察調査を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の

規定により、別紙のとおり所管事務視察調査報告書を提出致します。

１の調査事項、調査年月日、視察先、視察参加者及び２の視察調査内容については、記

載のとおりです。

３、所見。

１、議会運営について。

那賀町議会において、平成２４年に議会改革特別委員会を設置して以降、通年会議制の

導入や、車座会議の実施、ＩＣＴの活用など、様々な議会改革に取り組んでおり、特に議

会モニターの設置や新成人に対するアンケート調査などは、町民が議会に関心を持ち、将

来的には議員に立候補するなど、なり手不足対策について、積極的に貢献されている。

なお、平成２９年１１月に施行した議会基本条例については、今まで検討、実施してき

た議会改革の内容を明らかにしたほか、反問権や反論権の付与や任期中の活動目標の設定

など、他市町村での事例を参考にして作成していた。

中土佐町議会においては、議会基本条例は、議員の意識改革にはなると思うが、会議規

則や運営基準等で規定すれば足りるという意見があり、基本条例を制定せず、議員出張懇

談会の開催など、議会の活動や町政に関心を持ってもらうための活動を行っている。

今後、当町議会においても、令和元年９月に設置した議会改革に対する調査特別委員会

で議会改革の取り組みとして、両町議会の取り組みを参考としながら検討していく必要が

ある。

２、議会だよりの編集について。

中土佐町議会においては、住民が手にとって読みたくなる紙面を目標として、編集を行

っている。内容については、町民に行ったアンケート調査結果を基に、写真の多数掲載や

文章の簡潔化、オールカラー印刷など改善を行っており、町民の声や一般質問の追跡調査、

議員の出欠状況など、新しい取り組みについて掲載するなど、様々な工夫を重ねている。

那賀町議会においては、町村合併以前より、町内全世帯でケーブルテレビにより議会等

を中継しており、自宅で議会の様子がいつでも視聴できることから、議会だよりを発行し

ていないが、毎月発行の町広報誌に一般質問や議決結果などを掲載している。

当町議会においても、特に中土佐町議会の取り組みを参考としながら、町民にわかりや

すく、親しみやすい議会だよりの編集について検討していく必要がある。以上でございま

す。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。
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お諮り致します。

総務経済常任委員会委員長から閉会中の所管事務調査の申し出がありましたが、委員長

からの申し出のとおり、これを承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、総務経済常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を承認する

ことに決定しました。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問に関する事項について、閉会中所管

事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長からの申し出のとおり、これを承認す

ることにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を承認することに決定し

ました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上を持ちまして、今期定例会に付議されました案件は全て議了致

しました。

これをもって令和元年松前町議会第４回定例会を閉会致します。
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どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ３時２２分)
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