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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

３５ 令和２年度松前町一般会計補正予算（第４回） 2. 6.10 原案可決

３６ 令和２年度松前町国民健康保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第２回）

３７ 令和２年度松前町水道事業会計補正予算 第１回 同 上 同 上（ ）

３８ 松前町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 2. 6.11 同 上

改正する条例制定について

３９ 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定に 同 上 同 上

ついて

４０ 松前町手数料条例の一部を改正する条例制定につ 同 上 同 上

いて

４１ 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に 同 上 同 上

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について

４２ 松前町辺地総合整備計画の策定について 同 上 同 上

４３ 財産の無償貸付について 同 上 同 上

報告２ 債権の放棄について 2. 6.10 報 告 済

報告３ 令和元年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書 同 上 同 上

について
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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

意見書案 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批 2. 6.11 原案可決

４ 准を求める意見書について

意見書案 国による全国学力調査を全員参加型から抽出 同 上 同 上

５ 型に改めることを求める意見書について

意見書案 公立学校教員に１年単位の変形労働時間制を 同 上 同 上

６ 適用しないことを求める意見書について

意見書案 令和３年度地方財政の充実・強化を求める意 同 上 同 上

７ 見書について

意見書案 子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と 同 上 同 上

８ 就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率２分の１への復元・教職員の超勤・多忙

化解消・３０人以下学級の実現に向けた意見

書について

意見書案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の 同 上 同 上

９ 充実・強化を求める意見書について

閉会中の所管事務調査の申し出について（議 同 上 承 認

会運営委員会）

閉会中の正副議長、議員の出張承認について 同 上 同 上



令和２年 ６月１０日（水曜日）第１号
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（開会 午前 ９時５９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２年松前町議会第２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２年松前町議会第２回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎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

に配布のとおりであります。

◎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、９番梶谷康介君、１０番斉藤勝

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。

○議会運営委員会委員長(沼山雄平君) ６月８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６月１０日から６月１２日までの３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６月１２日まで

の３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。
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◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、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２年松前町議会第２回定例会にあたりまして、行政報告を申し上げます。

令和元年度各会計の決算概要について。

令和元年度各会計の決算概要について、ご報告申し上げます。

はじめに、一般会計でございますが、歳入総額５８億４千２１０万１千９７４円、歳出

総額５６億８千３０１万４千３９７円で、歳入歳出差引残額が１億５千９０８万７千５７

７円となり、令和２年度への繰越明許費繰越財源分９万８千８００円を除いた１億５千８

９８万８千７７７円が実質収支となり、このうち５千万円につきましては翌年度へ繰り越

しし、残額につきましては、全額財政調整基金に編入したところでございます。

次に、特別会計について申し上げます。

国民健康保険特別会計につきましては、歳入総額１１億１千４２万９千９２６円、歳出

総額１１億３１９万１千７１９円で、歳入歳出差引残額が７２３万８千２０７円のとなり、

翌年度へ全額繰り越ししております。

次に、介護保険特別会計につきましては、保険事業勘定で、歳入総額１０億２千２８５

万２千１３８円、歳出総額９億８千８２７万３千２６７円で、歳入歳出差引残額が３千４

５７万８千８７１円、サービス事業勘定では、歳入総額１千３１６万９４５円、歳出総額

１千２７２万８１１円で、歳入歳出差引残額が４４万１３４円となり、それぞれ翌年度へ

全額繰り越ししております。

次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入総額１億１千７５９万９５８円、

歳出総額１億１千６９３万１千９２７円で、歳入歳出差引残額が６５万９千３１円となり、

翌年度へ全額繰り越しております。

次に、水道事業会計につきましては、令和２年３月３１日をもって事業を終了致しまし

た。この期間における収益的収入は、消費税込みで１億９千２５８万４千１８５円、収益

的支出は、消費税込みで１億６千６３万４千９８２円となり、利益は３千１９４万９千２

０３円となるところですが、資本的収支勘定等における消費税の支出が１千１１９万６千

３３６円となるため、当年度の純利益は、２千７５万２千８６７円となります。

また、資本的収入は、消費税込みで１億１千２５８万６千円、資本的支出は、消費税込

みで１億９千３５２万２千２６６円となり、差し引き８千９３万６千２６６円の不足を生

じましたが、この措置につきましては、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留保資

金５千２５９万１千３５６円、当年度分損益勘定留保資金１千７７６万７千４６９円、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９５７万７千４４１円で補てんし、決算を

終了致しました。

最後に、病院事業会計でございますが、令和２年３月３１日をもって事業を終了致しま

した。この期間における収益的収入は、消費税込みで１２億９千５８９万９千５４９円、

収益的支出は、消費税込みで１３億５０万１千３４８円となり、損失は、４６０万１千７

９９円となるところですが、資本的収支勘定における消費税の支出が３４０万４千９７５

円となるため、当年度の純損失は、８００万６千７７４円となります。

また、資本的収入は、消費税込みで３千８５９万９千６６８円、資本的支出は、消費税
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込みで５千５９２万５千４１３円となり、差し引き１千７３２万５千７４５円の不足を生

じましたが、この措置につきましては、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留保資

金１千６３２万５千７４５円で補てんし、決算を終了致しました。

令和元年度各会計事務、事業の推進にあたり、議員の皆様並びに町民の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済みと致します。

◎報告第２号 債権の放棄について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第２号、債権の放棄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) おはようございます。

ただ今議題となりました報告第２号、債権の放棄について、その内容をご説明申し上げ

ます。本件につきましては、令和元年度において、松前町債権の管理に関する条例第１３

条の規定により放棄した債権について、同条例第１４条の規定により、ご報告申し上げる

ものでございます。

それでは、放棄した債権の名称、件数、金額及び事由でございます。学校給食費は１０

件１名、２９万９千５００円、債務者死亡によるものです。国民健康保険診療報酬等返納

金は１件２名、１３１万８千７２３円、時効によるものです。国民健康保険診療報酬と返

納金加算金は１件２名、１３２万３千８２２円、時効によるものです。水道料金は１件１

名、４千１０４円、破産によるものです。同じく水道料金で１件１名、２千７５４円、債

務者死亡によるものです。水道料金小計で２件２名、６千８５８円でございます。休栓料

金は２件１名、１万４千５８０円で、債務者死亡によるものです。病院診療費は８件４名、

５１万１千５１８円、生活困窮によるもの、２３件１５名、３９万４千４１７円、債務者

死亡によるもの、４３件３０名、５８万９千５３７円、所在不明によるもの、病院診療費

小計で７４件４９名、１４９万５千４７２円でございます。合計で９０件５７名、４４５

万８千９５５円の債権を放棄したところでございます。

次に、放棄した時期でございますが、いずれも令和２年３月３１日でございます。

以上が報告第２号、債権の放棄についてでございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎報告第３号 令和元年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、報告第３号、令和元年度松前町一般会計繰越明許費繰越

計算書についてを議題と致します。

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。

ただ今議題となりました報告第３号、令和元年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書

について、その内容をご説明申し上げます。

令和元年度松前町一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り越したので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費繰越計算書を調製し、これ

をご報告申し上げます。

計算書の内容でございます。次のページをお開き願います。令和元年度松前町一般会計
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繰越明許費繰越計算書でございます。繰越明許費として繰り越す事業は１事業となってお

ります。８款２項橋りょう維持事業は、令和元年度国の補正予算第１号の社会資本整備総

合交付金の採択を受けたことにより、令和元年度繰越事業としての対応となったところで

す。

事業の内訳は、江良の手向橋にかかる工事と、松城の湯殿沢１号橋にかかる工事の２件

です。繰越明許費金額は、９１９万８千８００円で、この内、翌年度繰越額は同額の９１

９万８千８００円としたところであります。

財源内訳につきましては、既収入特定財源はなく、未収入特定財源では９１０万円で、

予定される国庫補助金及び町債となっており、その内訳については記載のとおりでありま

す。次に、一般財源９万８千８００円につきましては、繰越明許費繰越財源として、令和

２年度歳入へ繰り越してございます。

以上が報告第３号の内容です。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎所信表明

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、町長より所信表明の申し出がありましたので、これを許

します。

町長。

○町長(石山英雄君) 所信表明。本年３月２４日告示の松前町長選挙において、町民の皆

様をはじめ、関係各位からの力強いご支援と心温まるご厚情を賜り、無投票で３期目の町

政を担わせていただくことになりました。

この間、パンデミックスを引き起こした新型コロナウイルス感染症という大きな危機に

立ち向かう中で、町民の命と財産、更には経済活動を守っていく、その難しさと責任の重

さを強く感じているところであります。

平成２４年４月１１日の町長就任以来、安全で安心な町民生活を守り、愛する松前町の

ため、活力のある心豊かなまちづくり、そして、生活満足度を実感できるまちづくりを基

本姿勢として町政運営に取り組んでまいりました。これからも町民の皆様の声に耳を傾け、

継続が松前の力となるよう、松前に住んでいることに誇りと自信を持って前進してまいり

ます。引き続き、町議会議員並びに町民の皆様の一層のご協力とご助言を賜りますよう、

心からお願いを申し上げます。

ここに、今後４年間にわたって町政を推進するにあたり、私の所信を申し上げます。

平成３０年度から１０ヶ年を期間とする松前町総合計画、令和２年度から５年間を期間

とする第２期松前町創生総合戦略が策定され、新しい総合計画と総合戦略が整合性をもっ

てスタートしました。

総合計画の着実な推進と人口減少の鈍化を目指しながら、常に人口減少を見据えた変化

に対応できるまちづくりを念頭に地域産業を支援して人財(材)の育成を図り、総合戦略に

掲げる七つの重点戦略の具現化を今後４年間の基本方針とし、次の３点を喫緊の重点課題

として取り組んでまいります。

１、新型コロナウイルス感染症拡大防止と町経済及び産業への影響に対する対策。

２、老朽化の進む町立松前病院の改築と相応しい病院づくり。

３、肉牛改良センターの運営体制の充実。

最初に、新型コロナウイルス感染症拡大防止と町経済及び産業への影響に対する対策に
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ついてです。

世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスの感染症は、数ヶ月で経済に大きな混乱をも

たらし、多くの犠牲者もだしました。幸いにも当町からは感染者はでておりませんが、第

７３回松前さくらまつりが中止になるなど、町内における経済的打撃は大きく、観光産業

はこれまで経験のしたことのない影響を受けております。町としては、緊急経済対策とし

て、国と連携しながら町独自の経済支援を実施し、今後も冷え込んだ経済の復旧対策を進

めていく所存です。

しかし、この新型コロナウイルス感染症の拡大は収束の兆しが見えつつあるものの、ま

だまだ予断を許す状況には至っていないと認識しております。一人一人に呼びかけ、自覚

を促し、国や北海道が示している新しい生活様式の実践や、事業活動においても徐々に通

常時へ戻れるよう、町としては、国と連携した支援を長期戦も視野に入れて取り組んでま

いります。

次に、老朽化の進む町立松前病院の改築と相応しい病院づくりについてです。

病院は、町民が健康で安心した生活を送るために欠かすことのできないものと強く認識

しております。医師並びに医療スタッフの確保に全力を尽くすとともに、医療サービス向

上のため松前町に相応しい、より良い病院改築のため、山本病院事業管理者並びに八木田

病院長と力を携え邁進してまいります。

次に、肉牛改良センターの運営体制の充実についてです。

昨年完成し、１２月から稼働したところですが、町内畜産農家への子牛の供給により、

安定した経営ができるよう支援するとともに、研修生の受け入れや、賃貸型牛舎の建設を

行い、町内で新規就農を開始できるよう支援してまいります。また、牛の飼養頭数が増え

る見込みがあり、町営牧場の草地の更新も検討してまいります。

次に、産業基盤の整備についてです。

水産業については、漁船漁業からコンブ潜水器漁業への転換や共同で養殖コンブ漁業へ

挑戦するなど、着実に漁業者の意識が変わってきていることを実感しております。今後も

漁業経営の安定化へ向けた取り組みへの支援、また、ナマコを中心とした種苗放流等によ

る持続可能な漁業を目指して取り組んでまいります。

水産加工業については、原料不足が続き、従業員不足も解消されず、大変厳しい経営状

況となっております。スルメの主生産地であります当町の水産加工業を持続していくため、

関係者と協議を重ね、安定経営が図られるよう取り組んでまいります。

林業については、広大な森林資源の循環利用のため、間伐や皆伐等の適正管理に努め、

地域材の公共施設での利用を積極的に行うとともに、住宅への利用促進を引き続き取り組

んでまいります。

観光業については、松前城を核とする歴史観光と日本有数の桜観光を主軸に、食や自然

環境など豊富な資源を活かした滞在、交流型の観光を推進してまいります。また、観光の

あり方の変化に対応できるよう、各団体等と連携を図りながら対応策を講じてまいります。

商工業については、地域の経済や雇用を支える商工事業者の経営改善等への支援や商店

街の賑わいを創出するイベント、町内における消費喚起対策など、地域経済の下支えとな

る取り組みを支援してまいります。

また、観光情報の強化とイベントの充実、更には魅力あふれる松前公園の整備などで、

周年集客を目指します。

風力発電の推進については、洋上風力発電を含めた大型風力発電事業の検討も進め、新

しい風を取り入れた既存産業の活性化や税収の確保と町の振興発展に繋げてまいります。
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次に、福祉、健康の推進についてです。

子育て支援については、引き続き子ども医療費の無償化や松前っ子誕生祝金の支給によ

り、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、子ども子育て支援事業の一層の充実

を図ってまいります。

高齢者支援については、本町における高齢化率は、５０％台に突入し、２人に１人が高

齢者という現状の中で、ひとり暮らしの高齢者等の割合も高くなっております。全国的に

も高齢者等の孤立死が社会問題となっており、松前町としては、地域全体での高齢者等見

守りネットワークの普及、推進を図ってまいります。また、高齢者の方が住み慣れた地域

で安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの推進を図り、介護予防、介護

サービスの充実に取り組んでまいります。

健康づくりと予防については、各種健診等の受診勧奨による疾病の早期発見と早期治療、

健康教育や保健指導の充実により、誰もが健康でいられることの喜びを分かち合える環境

づくりを目指してまいります。

次に、教育、文化の推進についてです。

学校施設については、学校施設長寿命化計画を策定し、計画的な改修を進めて施設の長

寿命化を図り、また、ＩＣＴ教育の確実な前進に向け、必要機材の新たな導入や更新に意

を配してまいります。

書道教育については、対外的にも大いに誇れる小中高一貫の書道教育を継続するととも

に、ふるさとに誇りを持ち、生きる意欲を育むふるさと学習の充実を図ってまいります。

また、松前高校存続のための学校、保護者、地域住民による魅力ある学校づくりや、生

徒の希望する進路実現のための資格取得等を引き続き支援し、入学者の維持確保を図って

まいります。

福山城天守の整備については、日本最北の天守を有する国指定史跡・福山城跡は、北海

道においても貴重な歴史的財産であり、松前町のシンボルであるため、木造復元による天

守整備を目指してまいります。

次に、安心安全な生活と防災の充実についてです。

地域公共交通の維持確保については、年々利用者が減少しているところではありますが、

買い物や通院等に利用される高齢者や交通弱者のため、町内を運行する大漁くんバス及び

ハイヤーの持続的な運行を支援してまいります。また、町外への接続バスの運行につきま

しても、関係町と連携を図り、持続的な運行に支障がでないよう支援を含めて検討してま

いります。

松前半島道路については、当該期成会を中心に関係機関へ早期着工の要望を継続してお

り、今後も関係町と連携して要望活動の強化を図りながら、命、暮らし、産業を繋げる道

路としての重要性を強く訴えてまいります。

町道については、計画的な改良や維持補修を継続するとともに、老朽化した橋につきま

しても、長寿命化計画に基づき、確実な整備を図ってまいります。

道道松前港線については、唐津地区が平成２９年度から事業化されております。今後は

早期完成を目指して北海道に対する要望を各団体とともに継続してまいります。

安全で安心な水道水の安定供給については、昨年度策定致しました松前町水道事業経営

戦略を柱に、水道料金の見直しの検討も含め、水道施設の効率的、効果的な維持管理、更

新等に務めてまいります。

防災については、町民の生命と財産を災害から守るため、北海道が行う土砂災害警戒区

域の指定が本年度で完了する見込みとなったことから、各種ハザードマップを含めた総合
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的な防災情報を網羅した「防災のしおり」の改訂など、防災対策に万全を期してまいりま

す。また、防災対策の拠点となる役場庁舎が「津波災害警戒区域」の中に位置することか

ら、高台への移転改築の検討も進めてまいります。

次に、地方分権についてです。

本格的な地方分権社会を迎え、人口減少に伴い職員数も減少する中で、簡素で効率的な

組織機構の見直しや支所のあり方など、住民サービスの低下に繋がらないような組織の再

編を検討してまいります。また、ワークライフバランスの推進及び新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため、事業者に対して人との接触を低減する取り組みを要請された経緯

を踏まえ、テレワーク（在宅勤務や役場庁舎以外の施設を活用した分散勤務）の方策を模

索し、あわせて企業によるサテライト型テレワークを推進し、移住定住に係る人口交流の

増加を目指します。

我が町の財政基盤は脆弱であり、地方交付税に頼った財源構造にあります。

人口減少は、地方交付税の算定及び交付額に影響を及ぼします。本年１０月１日に国勢

調査が実施され、更なる人口減は避けられない状況にあります。次年度以降における地方

交付税の推計を踏まえ、重点課題に取り組みながらも規律ある財政運営に心がけ、着実に

歩を進めてまいります。

結びに、基本姿勢については、２期８年間の繋がりを継続し、「町民の声を丁寧に聞き、

町民に優しい職場づくり」を基に、町民との信頼関係を築き、町民とともに、こころ豊か

なまちづくりと安定した町政運営を目指すとともに、若い世代が中心となって活躍できる

土台づくりも検討してまいります。

課題は常にございますが、真摯に向き合い、一つずつ前に進めるため努力をしてまいり

ます。

町議会議員並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の所信表明

と致します。

○議長(伊藤幸司君) これより所信表明に対する質疑を行います。

２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) ３ページになりますね、右下の観光業について、ちょっとお伺いし

たいんですけども、今回新型コロナウイルスの影響で観光の方も打撃を受けました。ちょ

っと皮肉なんですけども、桜が非常にいい状態だったので、私もゴールデンウイーク期間

中、パトロールをさせていただきまして、公園に観光客の人が来てないかどうか、ちょっ

と見回ったんですが、非常に桜がいい、ましてや観光客がいない、桜がいい状態となると、

考え方をちょっと変えると、プロモーションビデオをつくるには大変好都合だったような

気がします。今となっては結果論になってしまいますので、当時はやはり危険だというこ

とで入らないようにっていうことだったと思うんですね。

この松前の観光、これから復活する際には、今までどおりのやり方だと、全国の観光地

に当然先を越されてしまうということで、夏のやはり海っていうのは、全国のお客様が来

てもらった中でも、非常に松前は海がきれいだね、海がきれいだねって言っていただけま

す。なので、これからはですね、ちょっと例えば予算をとってもらって、プロモーション

ビデオ、それも、今までだと札幌から業者の人に来ていただいてつくってもらった高額な

プロモーションビデオっていうのが大変多かったんですが、実は町内の中でも運動会その

他でビデオで撮られてるお父さん方っていうのは、結構いいセンスしてると思います。

なので、町内の人方が主体となったプロモーションビデオ、あるいは先般テレビなんか

でも放送しておりました四国から山陰にかけての有料オンラインバスツアー、あれは３千
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９００円でツアーを募ったところ、割と早く完売して、実際に現地の人達がその場所を案

内したり、あるいは、お土産品をその参加費の中に組み込んだりっていうことがありまし

た。こういった具体例をぜひ挙げていただきたいっていうか、これから計画を立てていた

だきたいと思いますが、町長に関しましては、この３ページの食や自然や豊富な資源を活

かした交流型っていう形の内容のものを提示してるんですが、ちょっと具体的に、じゃあ

実際どういうふうにされるのかなあということを、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今年の桜が大変良かったというふうな状況で、本当に皮肉に私も感

じているわけでありまして、桜の良さも町内を散策致しまして、私もそんな感じを受けて

いるところであります。海を利用したプロモーション、あるいは、町内観光といろんなプ

ロモーションビデオのようなものを町民主体でできないかというふうなお話もございまし

た。実は、本当にこう手作りの、町民が手作りでそういうふうなプロモーションビデオつ

くっていうのは、大変重要なことであって、価値のあることだなというふうに思っており

ますので、いろいろ、これから町を観光売り込むためにも、これは一つ避けて通られない

状況にあるんだというふうなことを強く認識しているところでありますので、職員ととも

にご意見を、ご提言をいただきながら進めてまいりたいなというふうに思っております。

実は、今年コロナウイルスが発生する前なんですが、この春、松前の桜を、東京の方な

んですが、全国各地の桜を、ドローンを利用しながらビデオ撮影するというふうなお話が

ございました。ぜひ、私も松前のいい桜を撮影していただきたいというふうなことでお願

いして、計画は進めておったんですが、残念ながらこのコロナの状況だということで、東

京から来ることが適わなかったというふうなことであります。機会があれば、そういう皆

様の力も借りながら取り組んでまいりたいというふうに思っているところであります。

いずれに致しましても、松前の観光、桜から始まりましてマグロまつり、更には商工会

の青年部の冬の祭りも、イベントも計画しておりますので、町内外にＰＲしながら誘客を

してまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解いただければと思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) その桜の、北上しながら撮影をして、ドローンで撮影するっていう

話は、私もちょっと聞かせていただきました。非常にいいことだなあとは思ったんですが、

残念ながら東京からやってくる方だったそうなので、ゴールデンウイークは、できること

であれば避けてほしいっていう話も、私もお話させていただいたんですが。

それって思った時に、実は町内の建設業の方でドローン持ってらっしゃる方、多分いら

っしゃるかなと思うんです。あと個人で所有されてる方。そういう方々って、実は撮りた

いのではないのかなと、ちょっと思ったりしました。なので、例えば町としては、そうい

った個人で撮られたものを集めて、あるいは何て言うんですか、地元の熱を全国に発信で

きるようなビデオなんかを、例えば撮っていただいたものを、例えば高校生に編集しても

らうとか、あるいはそんな町内でもやっぱり得意な方いらっしゃると思うので、それを町

として一般公募して、何でしたっけ、ＮＨＫかなんかで面白ビデオっていって、１５秒と

か３０秒のビデオ募集してたのがあるんですが、ああいうの観ると結構楽しいし、非常に

地元の熱というものを感じるので、そういったものをぜひ観光としてはやっていただきた

いなというふうに思うんですが、それについて、ちょっとご意見お聞かせ願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 貴重なお話をいただいたというふうに思っております。参考にしな

がら検討してまいりたいというふうに思います。
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それと、本当に春の桜の撮影、私も期待はしてたんでありますが、残念ながらこちらの

方から来ていただくないような話をせざるを得ない状況なったことは、大変残念だったと

いうふうに思っております。しかしながら、松前の桜は、これからまだまだ素晴らしい花

がいっぱい咲いてくれると思いますので、機会がありましたらチャレンジしてみたいなと

いうふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 今回、桜については非常に残念でございました。私も、やはり公園

の中に入っちゃいけないっていう状況だったので、発想としては、やはり入らないってい

う頭でずっといたもんですが、今となっては、結果論ではありますが、非常に残念だった

なと思います。この残念な気持ちを今度夏、今のこの２月から今までかかってきた、この

新型コロナウイルスに対する感染予防のノウハウっていうものもできてきたので、ぜひこ

の夏の松前の海の素晴らしさと海産物の美味しさを合わせた、とにかく地元発信。例えば

できることであれば、恥ずかしくてやりたくないような漁師の方もいらっしゃるかと思い

ますが、ぜひそういう方々も仲間に入れて、自分達の自慢の逸品をですね、紹介したり、

食べてるところをぜひ映像にして、その熱を全国に発信していただきたいと思いますが、

その夏のことについて、ちょっと町長お伺い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 夏の、最初の質問でもございましたけどもプロモーションビデオ、

海をっていうふうなことであります。いろんな手法があるんだろうなというふうに思って

おります。提言をいただいたというふうに捉えております。検討してまいりたいというふ

うに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ２点伺いたいと思います。１点目はですね、４ページの地域包括ケ

アシステムの推進について、もう１点はですね、６ページの防災上の高台への役場庁舎、

高台への移転の検討を進めると。この２点伺いたいと思います。

４ページの地域包括ケアシステムについてはですね、もう既に７期の計画ということで、

もう後半に入っていると思います。あと残すところ１年切ったわけです。これから８期目

入っていくかと思いますけども、７期の方ではですね、地域包括ケアシステムの深化、推

進に努めると。それから、松前町の長寿社会を支える大きなことであるということからし

て、この深化、推進をどこまで進んできたのか、あるいはこの１年切った７期の中でどこ

まで進めようとしてるか伺いたいと思います。これ１点目です。

次に、役場庁舎の移転ですが、高台への移転改築の検討を進めてまいりますというふう

な、今回町長においては強い語句で言いきっております。これまでは検討を考えたいとか、

様々な直球ではない表現でいたんですが、今回検討進めてまいりたいというふうな強い語

句で表現してます。こうした強い語句で進めたいということは、町長の中で相当強い思い

があったのかなというふうに思いますので、そのところを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) 地域包括ケアシステム７期の関係でお尋ねがございました。いろい

ろ各団体でも取り組んでいる状況があるわけでありまして、家族や若い元気な世帯が高齢

者を支えるというシステムは、現在通用しなくなってきているようにも思うところであり

まして、高齢者が元気で自立して弱っても、地域社会で支え続けるシステムが必要になっ
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てくるというふうに言われているところであります。町と致しましては、高齢者が介護状

態となっても、可能な限り住み慣れた地域で必要なサービスを受けながら、自分らしい暮

らしを続けられるためのシステムが必要だというふうに、強く思っているところでありま

して、これを目指すべき姿と致しまして、ケアシステム、地域単位の底力、地域力を借り

ながら、地域包括ケアシステムを推進してまいりたいというふうに思っております。それ

から、いろんな団体で活動しております。目指す将来の姿を模索しながら進めて行きたい

なというふうに思っております。

それから、高台への庁舎の移設、移転であります。今すぐにというふうなことではない

ってことをご理解いただきたいなというふうに思ってます。まず、議論をしていくという

ふうな考え方でおります。総合計画等の整合性をとりながら、今回提案を、提案って言う

か、所信表明の中に盛り込ませていただいたことをご理解いただきたいというふうに思っ

ております。

具体的なお話をできない状況であることを、まずご理解いただきたいなというふうに思

っております。スタートしたというふうに思っていただければと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) １点目の地域包括ケアシステムに関しては、町長おっしゃるように

地域の底力をバックにして進めたいと。確かに、地域包括ケアシステム、専門職だけでは

無理な話でありまして、これやっぱり地域の力を借りなければできないことなんですね。

そういうことを考えると、もう少し地域包括ケアシステムっていうのは何なのかっていう

ことを、町民に広く知らしめる必要があるのではないかというふうな気がします。この件

に関してはお答えいただきたい。

それから、２点目のですね、役場高台への移転の話ですが、今々すぐの話でないと町長

おしゃっていましたけれども、様々な災害が脅威を増してきているということを考えると、

おそらく町内会でも、相当川のすぐ側にある、それも海抜が５．５メートルほどと、非常

に危険を感じていると。はたしてそれが防災の拠点となるのかということを考えると、い

ついつというよりも、可能な限り早く移りたいということで進めるべきだなというふうな

思いありますが、その点に関してもお答え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) 地域包括ケアシステムにつきましては、町民の皆さんに理解しづら

い部分もあるやに聞いておりますので、わかりやすいＰＲを進めていきたいなというふう

に思っているところであります。

それから、庁舎につきましても、再々の答弁で、再度の答弁になりますけども、その重

要性、必要性は十分認識しておりまして、今までの議会の議論の中でもご指摘いただいた

とおりであります。

残念ながら、河川、川に一番近いの町長でありまして、町長が一番先に、２番目に副町

長がというふうな状態であります。ご指摘十分ご理解していての中でのご答弁だというこ

とをご理解していただきたいなというふうに思っております。いずれに致しましても、将

来は必ずそのような状況にはなるだろうというふうなことは、職員もみんな認識しており

ますので、ご理解いただきたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) それでは、地域包括ケアシステムだけ、最後お聞きしたいと思いま

す。来年、第８期の計画始まります。３年ごとに更新されているわけですけれども、看板

だけは、毎回毎回同じ看板ぶら下げるということでなくって、この地域包括ケアシステム
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が高齢化社会を支えるものすごい大事なシステムだということをですね、認識したうえで、

本当に実効性あるスローガンを掲げて走ってもらいたいと思います。これに関してご答弁

いただいて終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今の私どもが考えていることにつきましては、３０分以内で駆けつ

けられるような、圏域内において住まいや医療、介護、予防、生活支援を一体に提供でき

るような体制づくりが望ましいというふうに思っておりまして、そのためのシステムを２

０２５年度までに構築していかなければならないというふうな、強い思いをしております

ので、そのように取り組んでまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

７番工藤君。

○７番(工藤松子君) ３点ほどお願いしたいと思います。１点目は、新型コロナウイルス

感染症対策の問題、それから２点目が病院の問題、それから３点目は、５ページにある高

齢者や交通弱者のための部分の問題です。

１点目、新型コロナウイルス感染症対策として、対策本部で防災無線でいつも呼びかけ

て、どういうふうな町民が心構えで行動しなければならないかってこと、しょっちゅう放

送されております。でも、新しい生活様式っちゅう部分を、若い人方は１回２回聞いただ

けで、ああこうだなって行動できると思うんですが、私が考えるのは、いつも高齢者の側

に立ってもの考えるもんですから、なかなか離れて話をするとか、マスクは一生懸命、き

ちんとかけると思います。それからうちから出て歩かない、いつまでもうちから出て歩か

ない状態では、お年寄りの足腰も弱くなってしまいますし、ちゃんと受けなければならな

い病院での治療も、何かこう行くの自粛してしまうっていうんですか、二の足踏んでしま

う、そういう状態で暮らしているお年寄り達に対して、防災無線でこういうふうにすれば

大丈夫ですってことは呼びかけてはいるんですけども、なかなか１回出て歩けば駄目だよ

っちゅうことが頭に入っちゃうと、なかなかそこが気持ちがほぐれて、今度出ても大丈夫

だっていう気持ちになれない、そういう部分があります。

それで、それに対して、私は町の活性化っちゅうんですか、そういう部分で早く食堂に

も入れるように、それからお店にも安心して行けるように、そういうことで丸適マークを

掲げてはどうかなと思って飯田君とはしゃべってたんですけども、このたび、飯田君の話

によると、何かそれを全部のお店をチェックして、シールっちゅうんですが、そういう掲

げるものを配って歩いてはいるっちゅうことですが、そういうものに対して、丸適マーク

のあるところには入っていいんですよ。ただし、何スタンスっていうんですか、１メータ

ーとか２メーター離れた、そういう形で利用してくださいっていうような呼びかけも防災

無線で言ってはどうかなって、そういうふうに考えております。

続けて、２番３番と一つずつ聞いた方がいいですか。それから２番の方の病院の問題な

んですけども、３ページにも書かれておりますけど、医師並びに医療スタッフの確保に全

力を尽くすっちゅう書き方ですが、本当は何か新しい手立て、対策。今までもずっと頑張

って来られてましたけども、何か新しい手立てが考えられているのかなって部分でお尋ね

したいと思います。

それから、５ページの交通弱者のための大漁くんバスだとか、それからハイヤーに対す

る支援、それが今までと違った何か具体的な手立てが考えられているのかな、もうハイヤ

ーの運転手さん達も随分高齢化してるもんですし、社長も大変だと思います。そういうの

に対して何か、ただ、お金の援助は町の方で予算組んで、ここで可決されれば援助はでき



- 16 -

るんですけども、人的支援だとか、何か新しい交通ルールっちゅうんですか、車を回す形

を何か新たなものを考えておられるのか。そうでもしないと、もう何か新しい人が入って

来ない限りは行き詰まってしまうんでないかなっちゅうふうに、私は心配しております。

その点についても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) 工藤議員から、新しい生活様式についてのお尋ねがあったところで

あります。本当に６回を数える本部、対策本部会議を重ねてまいりました。本当に緊張感

を持った中で、職員にいろいろ頑張っていただいたっていうふうに思っているところであ

ります。いずれに致しましても、国の考えていること、更には北海道が考えていることを

まず町民の皆さんに承知していただきたくて、理解していただきたくて防災行政無線によ

りまして、情報の提供を続けてきたところであります。

残念ながら、ソーシャル、２メートルを離れてくださいとか、いろんな情報を町民の皆

さんに提供しているわけでありますが、高齢者の方の理解が不十分だというふうにご指摘

されれば、なるほどなというふうに思われるケースもあるように思います。今後このよう

なことに十分配慮して、高齢者の方にわかりやすいような方法があるんであれば、検討し

ながら対応してまいりたいなというふうに思っております。

それから、病院の医師、あるいは医療従事者の確保について、万全を期すというふうな

ことであります。なかなか山本病院事業管理者も、八木田病院長も戦力の確保については

ですね、大変ご苦労をされております。本当に恐縮に思うところであります。そういうふ

うな中で、お話をしながら、例えばナースパワー、看護師の皆さんが来るんですが、冬期

間になると帰るというふうな実態もありますし、更には住環境って言うんですか、松前に

来て住むところの環境にも大変気をつかわれているようでありますので、まず住環境を整

えるべく、今事業管理者、更には病院長といろいろ相談をしております。いい環境で生活

していただいて、町民の医療に従事していただくというふうな形をつくり上げたいという

ふうに思っておりまして、今その相談をしている最中であります。

それから、医師の確保につきましても大変苦労しております。なかなか潤沢になるよう

な状況にはなってきておりませんけども、情報共有しながら、北海道にも医師の確保に向

けた取り組み、要望も続けてまいりたいなというふうに思っております。

それから、公共交通であります。いろいろ、工藤議員も現状をご理解されているように

思っているところであります。本当に交通弱者の方が、タクシーなかったらどうすんだろ

う、バスがなかったらどうすんだろうというふうなことを考えると、大変な状況になるん

だなというふうに思っておりました。交通弱者を守るためにも、この公共交通機関をしっ

かりと守ることが重要だというふうにおもっているところであります。本当に、今回コロ

ナの関係でバスもタクシーも大変影響を受けているというふうに聞いておりますので、そ

のことも含めまして、地域の足を守る、交通弱者を助けると、守るというふうな観点で、

公共交通を守っていくための支援をしてまいりたいというふうに考えているところであり

ます。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) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 感染症対策の本部の方では、本当にご苦労されてると思います。た

だ、本当に新しい生活様式っていうんですか、今までずっと身について、そば行っておっ

きな声で耳遠い人にはしゃべって、それから励ましてっていうようなやり方が、今とれな

い状況です。本当に新しい生活様式に切り替わっていかない限りは、今新型コロナウイル

ス感染症っていうことで右往左往してますけども、コロナだけでなくて、まだまだ新しい
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感染症がどんな形でまた出てくるかわかりません。

第３次の、北海道では第３次の爆発的なことを何とか防ごうとして頑張ってるんですけ

ども、コロナだけでなくて、次々と、災害やなんかの時もそうでしたけども、始まったな

と思ったら、３年、５年で次々と新しいことがおきて、今までになかったことが何百年に

一度だか、何十年に一度とかっちゅう言葉が、もう何かありきたりな古いものになって、

次々と何て言うんですか、年数経たないでまた新たな脅威が襲ってくる、そんな感じがし

ている昨今ですが、新しい生活様式をどうやって、これから高齢になっていく人達はだん

だん身について高齢化に向かうと思いますが、今まで高齢で、耳が遠かった人方にどうや

って動いてもらうか、身につけて活動してもらうか。もう松前町は半分が高齢者なもんで

すから、その高齢者が元気になって、そして町へ出て行かないと町も活気が戻りません。

インバウンドであるとか、他からの旅行者、そういう人方を対象とはするかもしれません

が、本当に地元の人方がそういう気持ちで応援してくれるようにならないと、町内の各お

店の人方も元気がつかないんじゃないかな、そう思うんです。何とかそういう高齢者に行

動が身につくように対策を練って、それから防災無線で聞き飽きて、耳がスッと飛んでい

っていまうかもしれないので、それ以外の方法とか、何かしら手段を講じていただきたい

ものだと思います。

それから、病院の方も、今お医者さんや看護師さん方の住環境を整えるっちゅうことで

町長からは努力しているっちゅうお話ありましたけども、もし具体的に何か、今年からで

もこれからでも、それから去年あたりからでも、住環境に対して何か手立てがありました

ら、お知らせ願えればと思います。

それから、交通弱者に関する地域の足を守るっちゅうことだけでなくて、何か新しい対

策、大きなバスじゃなくって、本当に小型ハイヤーっちゅう格好じゃなくて、もう５、６

人乗れるような、そういう車で細かく動くとか、そんな、まんぱんになる時は大漁くんバ

ス１台で動かせるかもしれませんが、もうちょっと人数が少ない時間帯とか、もっとこう

こまめにっちゅうんですか、そういうふうに動けるような交通のシステムを考えていただ

きたいなと思います、はい。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、１点目のコロナの関係でございます。我々も町民の皆さんが

理解していただけるように、国の状況、あるいは北海道からの情報を防災無線で流してい

るところであります。本当に、こうわかってもらわないとどうしようもないなというふう

な部分もありますので、いろいろいきいき教室であるとか、それから高齢者の集まる場所

など、更には、老人クラブなどを通じまして周知をしていきたいというふうに思いますの

で、ご理解いただきたいと思います。

病院の住環境の話であります。まず、本当にそういういい環境をつくらないと、利用者

が来ないような状況になっておりますので、早く手を打つために、お話し合いをさせてい

ただいているところでありますが、今、どういうふうになる予定ですというふうな話をで

きる状況でありません。従いまして、その時期が来ましたら、議会の皆様にもお知らせを

していただいて、ご理解をいただくことになるんだろうなというふうに思っておりますの

で、ご理解をお願いします。

それから、公共交通、弱者に対する公共交通についての話がございました。本当にいろ

いろ議会の中でも議論しております。町全体の公共交通の方にも影響があるんだというふ

うに思っておりますので、大局的な考えを持ちながら検討してまいりたいなというふうに

思っておりました。
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○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 町長の施政方針の中でですね、役場庁舎の高台への移転の検証。それ

と洋上風力発電について述べているんです。大変期待をしておるところですが、役場庁舎

については、沼山議員が先ほど質問しておりますので、割愛させていただいて、洋上風力

発電について、どのような構想で、いつまでの洋上風力発電推進のための協議会などを立

ち上げようとしているのか、まず１点、お聞きしたいと思います。

また、洋上風力発電の建設の場合は、漁業協同組合が管理する共同漁業権が大きな課題

になろうと思います。建設場所と漁業権の滅失に伴う漁業補償等をどのようにお考えなの

か、お尋ねしたいと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 洋上風力についてのお尋ねがございました。現状申し上げますと、

洋上風力につきましては、現在は様々な大手の事業者などから話は受けているところであ

りまして、町と致しましても利害関係のある漁業協同組合と本格的な話し合いを設けなが

ら、お互いに合意形成されるのであれば、国の方の認定に向けて手を挙げていきたいなと

いうふうに思っているところでありますが、今の議員ご指摘のように、現状から言わせて

もらうと、協議会を立ち上げるような、タイムスケジュールを築けるような状況にはなっ

ていないっていうことを、前段ご理解いただきたいなというふうに思っております。

質問の中にもございましたけども、保障の関係等々、我々洋上風力、相当メリットがあ

るというふうに理解しているところであります。固定資産税、償却資産の税収増にもなり

ますし、例えば洋上で作業するようなことになりますと、船も必要となり、雇用も生まれ

る。更には、議員おっしゃるように漁場を失うことによる漁業補償等々、漁業振興策も見

込める状況にはな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。ですから、合

意形成されたら、大きな町の起爆剤になるんだろうなというふうに思っているところであ

りまして、このビジネスチャンスがあれば、積極的に取り組んでまいりたいなというふう

に思っているところであります。

いずれに致しましても、これから、今回コロナの関係でちょっとストップしている、東

京の方から来る人方がストップされている状況にもありますので、今後、このような状況

が解消されると、少し話が進んでくるのかなというふうな思いをしているところでありま

す。本当に漁業協同組合にとりましても、大変大きなチャンスにもなるというふうに認識

しているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) やっぱり、町長も言われておりますけど町の財源的な問題、それから

漁業不評に関する漁業の環境の改善の問題、非常に大きなこれ、期待される課題だと思う

んですね。

日本には、洋上風力の行っている場所がですね、６箇所か７箇所あるんですよ。しかし

ながら、先ほど言いましたように共同漁業権の問題に対してですね、いろんな問題が起き

てる箇所もあるんです。それで、平成２５年ですね、海上風力発電等の漁業調整のあり方

に関する提言という事項があるんです。もしですね、話が進んでその状況下になったらね、

発電事業者も漁業者もＷｉｎ－Ｗｉｎな関係、有効な関係でもってね、進めるような仕方。

次に、地域社会が全体的に活性化に貢献できるような進め方。透明性の問題が結構クロー

ズアップされてるんです。ですから、その辺の合議の形成の問題等がね、やっぱり重要だ

と思っております。これを踏まえましてですね、洋上風力の発電について、積極的にです

ね、やっぱり対応してほしいなというふうにお願いしているところです。町長のお考えを。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほどいろんなメリットがあるお話をさせていただきました。本当

に洋上風力やることになりますと、いろんな漁場が喪失する、それによって何らかの形で

保障的なものもあるというふうに聞いておりますし、更には、新たな漁業振興策も盛り込

まれるというふうな情報を聞いておりますので、本当に積極的に組合との合意形成がとれ

るのであれば、積極的に進めて行きたいなというふうに思っております。

それから、令和２年度の固定資産税であります。大型風力の関係で、１億１千万程度を

見込んでいるところでありますので、税収の増収にもなるというふうなことでもあります

ので、これから、さくら漁業協同組合と昨年の末に組合長とお会い致しまして、この洋上

風力の話もさせていただきました。組合員の皆さんも大分洋上風力に興味をお持ちだとい

うふうに聞いておりますので、町と漁協と連携しながら、合意形成いただければ一緒に推

進していくということでは意見は一致しておりますので、漁業協同組合と勉強会も含めま

して事業の理解も深めてまいりたい、漁業者にも理解していただけるような努力を続ける

ようになるんだろうなというふうに思っておりますので、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) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１１時１２分)

(再開 午前１１時２６分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

他に質疑ございませんか。

１１番堺君。

○１１番(堺繁光君) ６ページの災害についてを、少し聞きたいなと思ってます。今年度

をもって土砂災害警戒区域の指定が完了する見込みだという、町長の先ほどのお話ですけ

ども、松前町にはまだ危険箇所たくさんあるんですよね、急傾斜地です。それもこの中の

一つなのかなあって感じました。それであれば、まだまだ事業を継続していってほしいな

と思ってるもんですから、北海道に対しての要望も、これに本当は盛り込んでもらえれば

こんな話しなくてもよかったのかなと思ってましたけど、町長の考え方を。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 土砂災害の警戒区域の指定が、本年度北海道において指定されると

いうふうな見込みになってます。というふうなことを記載しましたけども、本当に危険な

箇所、まだまだあるように思っておりますので、要望する、できる箇所があれば、積極的

に要望活動していきたい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) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 各地区において、この危険箇所の事業の進行とか、これからの予定

っていうのは、確か説明会あったと思うんですよね、各地区に行って。私、その場所には

行ってましたけども、その時の話だと、まだ継続でやってくれるような話もされていたも

んですから、たまたま今ここ見ますと本年度で完了するという見込みだということだもん

ですから、今聞いたわけです。

とにかく、これからはですね、温暖化のために豪雨がまぎれもなく多くなってくると思

うんですよ。そうなると、やっぱり危険箇所の崩落ですか、そういうのが増えてくるかな

と。特に松前町はそういう場所が多いもんですから、何とか継続して道の方に要望してい



- 20 -

ただければと思っております。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 堺議員にご理解していただきたい部分があります。北海道に指定さ

れる部分と、実際の急傾斜の工事は全く別のようになってるようでありますので、急傾斜

の工事も北海道が施工しますけども、指定されたからすぐやるというふうなことにはなか

なかなってないうような状況もあるようでございますので、指摘された部分を十分に留意

しながら、北海道の方に要望をしてまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他にありませんか。

８番西川君。

○８番(西川敏郎君) 町長、３期目当選本当におめでとうございます。本当にこの大変な

ご時世ですけど、４年間、本当に頑張っていただきたいなというふうに思います。

本当にコロナのおかげで我々も生活が今までと違った初めての体験なもんでね、何て言

いますか、不安でどうしようもないけれども、また別な角度から見れば、ああ、ちょっと

世の中変わっていい方向もあるかなというふうに強く感じたところでございます。

それでですね、まず第１点目に、第２回松前町の創生総合戦略についてをちょっと伺い

たいと思います。それと、このコロナの感染症の今後の取組方について、ちょっと聞かし

ていただければなというふうに思っております。

３点目が、ページ５ページなんですけど、教育、学校教育のですね、ＩＣＴの教育の推

進について、どういうふうな今ポジションで進めているのかということを、ちょっと聞き

たいなというふうに思っております。

まず、第２期の創生総合戦略の件なんですが、今年３月、２月だったっけな、ちょっと

概略、素案も見させてもらってあれなんですけど、その中のは大変いいことだなというふ

うに思ったんですが、要するに持続可能な開発目標を入れたということで、それに関連づ

けた総合戦略をこれからどういうふうに進めて、関連づけて進めて行くのかということを

一つ伺いたい。先ほどからいろいろ自然災害のことから、コロナの対策の長引くことから

言われてますけれど、その防災の面も含めて本当にＳＤＧｓって言いますか、これをまち

づくりに活かしていかなければならないような事態となっておりますんで、その辺を一つ

お知らせいただきたいと思います。

それと、このコロナのこれ、町長もここで本当に長期戦を覚悟してっていうことなんで

すが、本当にウイルスの面倒さって言いますか、本当によく言われているインフルエンザ

ウイルスの耐薬、薬剤の耐性って言いますか、そういうのがインフルエンザウイルスの１

５倍もあるというふうな報道もされておりました。本当に収束するには１年、最低でも１

年、３年はかかるんじゃないかなあっていうことも報道されておりますが、正に町長の言

うところの長期戦を覚悟のうえですね、今後本当に何て言いますか、三密から新しい生活

様式って言いますか、一般ではニューノーマルっていう言い方してますけど、今までの常

識と全く違ったような展開も出てくるのかなというふうに思っております。そういった意

味では、このコロナの対策ですか、そういったものを今後どういう形で、経済と両立させ

ていくにはどうしたらいいかっていうことも、やはり町長だけでなくてですね、やはり皆

さんで考えていかなければならないのかなというふうに思っております。

それとですね、関連しまして、本当にこのコロナの対策については、職員の方々にも随

分苦労させたと思います。しかしながらですね、本当に先ほどある議員からも出ていまし

たけれども、なかなか我々高齢者、デジタル難民と言いますか、なかなか、これから急速

にデジタル化が進むと思うんですが、それに対することをもう一度、何て言いますか、職
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員の皆さんには、本当に我々みたいなデジタル難民にですね、本当に手を、指導していた

だければなというふうに思っておりますが、また本当にご苦労かけると思いますが、そう

いった対策も必要でなかろうかなというふうに思うんですが、町長いかがでしょうか。こ

の辺を一つご考慮いただければありがたいなというふうに思っております。

６ページのＩＣＴ教育の件なんですが、これも国の推薦でＧＩＧＡスクール構想って言

いますか、そういうので小中高に１人１台の端末を４万５千円の補助でっていうことなん

ですが、これは松前町においてはどの程度進めていくのか。最近何ですか、これについて

は２３年度までの予定であったものが、今年度中に前倒しっていうことで、文科省は最近

の話なんですが、早いとこでは７月、遅くても年度末、令和３年の３月までにはというふ

うな言い方もしておるんですが、その辺の対応をこれからどうしていくのか、この３点、

お聞きしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の総合戦略の関係であります。持続可能な対策と総合戦略、

どのようにからめながら進めていくのかというふうなお尋ねだったというふうに思ってお

ります。まず、前段でありますが、まずもって役場でできることからやっていかなければ

ならないなというふうに思っておりまして、いろいろ職員との意見も取り入れながら検討

している状況でございます。

それからＳＤＧｓを入れるというふうなことに期待しておりますが、まず、本当に役場

でできることをやっていくんだと。それから、先ほども言いましたけども職員の考えも十

分考慮しながら進めて、総合戦略と持続可能な対策をからめていくというふうなことにな

るんだなというふうに思っております。詳しく説明できないんでありますが、申し訳なく

思っております。

それから、コロナの関係であります。本当下火になってきているようにも思いますけど

も、ウイルス自体が休息したわけではありません。いつどんな時にどこかでクラスターが

発生するかもしれない、ましてや町内での発生もあるかもしれないというふうな危機感を

持ちながら、行政運営を進めていきたいというふうに思っているところであります。備え

あって憂い無しのように、万全を図ってまいりたいというふうに思っておりますので、ま

たその中で経済との兼ね合いも十分考慮しながら、進めてまいりたいというふうに思って

おります。

今、国の方も第２次の補正予算、今週には通るのかなっていうふうな状況になっている

ようであります。６月の末に町独自の対策も含めまして、議会の皆さんにご提案をしてま

いりたいというふうに思っております。町の単独の経済対策も盛り込みながら、進めてま

いりたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただければなというふうに思って

おります。

それから、ＧＩＧＡスクール構想につきましてお尋ねがございました。国の方は、令和

２年度までに全ての小中高、特別支援学校等で高速大容量の通信ネットワークを整備し、

令和５年度までに小中全学年で、児童生徒１人１台コンピューターを実現させるというふ

うな政策をとっております。これが、ＧＩＧＡスクール構想だというふうにご理解してい

ただければなというふうに思ってます。

それから、今般のコロナウイルスの感染によりまして、災害や感染症の発生による学校

の臨時休業等の緊急時においても、ＩＣＴの活用により、全ての子ども達の学びを保障で

きる環境を早急に実現させるために、令和５年度に達成するとされている端末の整備を令

和２年度中に前倒ししながら、実現をさせていきたいというふうに思っているところであ
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ります。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) ８番西川君。

○８番(西川敏郎君) 本当に大変難しい問題ばっかり出てくるわけなんですが、このまち

づくりに対しても先ほど申し上げたようにですね、かなり変化が出てくると思うんですよ

ね。例えば、私の身近なところでもですね、やはり何て言いますか、とても都会に住んで

いられないということで松前に帰ってくるのも若干、何人か耳に聞いてます。そういった

悪いことばっかりでなくてね、受入体制も、今までと違った受入体制も必要なのかなと思

っております。本当に何で今ＳＤＧｓなんだということなんですが、先ほどからいろいろ

な方から話ありましたけど、これからコロナウイルスばかりじゃなくて、本当に今朝もね、

天候異常事態宣言とか出されるような世の中ですから、自然災害とセットになってどんど

ん出てくる可能性もなきにしもあらずということで、先ほど町長も言いましたけどもです

ね、コロナに対しても万全の準備、整えあれば憂い無し、本当に何にも整えなくて慌てふ

ためくよりは、本当に町長の言うとおり、万端とまではいきませんけれど、準備していく

必要が本当にあると思います。

本当にこれはまあね、本当に何でも我々も役場、役場って役場職員におんぶにだっこみ

たいな形なんですけれども、これから本当に我々、地域住民も一緒になってですね、危機

感を持ってやって、なんだかんだ言ったっていろんなこの対策は、もう生き延びるための

対策なんですから、その辺をやはり一人ずつ認識して進んで行けば、今度これからは何と

か逆にいい方向に向かっていくのかなというふうに感じております。

それから学校教育の話になるんですが、このＧＩＧＡスクール構想前倒しで年度内って

いうことなんですが、先日小学校のね、校長、学校だよりにも触れてましたけど、まだ問

題があるということでね。オンライン学習については、家庭でも繋がる通信網の環境整備、

これがまず第一、そして、情報モラルの徹底などまだ重要課題があるというふうな話が載

ってましたけれど、これからはタブレットの内容ですか、コンテンツの構成に努力してい

くというふうなことを言ってますが、本当にぜひそういった学習環境を即急にですね、整

えてやって、松前の、本当に子育ても大事ですけど、そういったものにも力を入れていた

だければなというふうに思っております。いかがでしょうか、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、ＳＤＧｓについてであります。本当に時代の流れなんだろう

なというふうに思っておりまして、これに乗り遅れることにはならないというふうに思っ

ておりますので、職員共々勉強しながら、この流れに乗って進めて行きたいなというふう

に思っております。

それから、学校の関係でございます。ＧＩＧＡスクール構想につきましては、先ほど説

明致しました。いい環境で教育を提供したいというふうな思いは同じに持っているわけで

ありますが、町内全域を考えるとまだまだデジタル難民と言いますか、そういう地域もあ

ります。今般のコロナの関係でございまして、コロナの関係で国の方から何か光回線の控

除もあるような状況、情報が入ってきておりますので、これに乗れれば乗って行きまして、

デジタル難民っていう地域の解消、格差の解消できるような方向を考えられるというふう

な情報を今いただいておりますので、前向きに情報をもらいながら、整備を全町にできる

ような体制づくりができればいいなというふうなことを、今職員と検討しているところで

ありますし、国からの情報もいただきながら、進めてまいりたいというふうに思っており

ます。Ｗｉ－Ｆｉの環境もきちんと整備されるというふうに思っておりますので、地域で

の格差の解消になるというふうに思っておりますので、進めてまいりたいというふうに思
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っております。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) 今回、町長、３期目おめでとうございます。頑張っていただきたい

なと思ってました。

それで、この所信表明７ページ、３回か４回読まさしてもらいました。それで、特に胸

を打ったって言うんでしょうかね、ああ、いい文章書いたなあっちゅうところは、愛する

松前町のため、活力のある心豊かなまちづくり、そして、生活満足度を実感できるまちづ

くり。この三つのキャッチフレーズっていうのは、町民全てが願っていることをこういう

文章でキャッチフレーズ化したんでないかなというふうに私は思ったんです。この基本姿

勢っていうのを大事にして、４年間取り組むもんだなあと、取り組んでいただけるんだな

あというふうに捉えましたんで、まず、ここのところを頑張っていただきたい。

その次に、１ページの下から３段目、この人口減少の鈍化を目指しながらっていう、こ

の鈍化っていうのを、何回も書いてたのかなあと思うんですけども、この３、４回読み返

してた中で、特に松前町の町長として、３期目のスタートの時にこの部分をもう一度明記

したっていうのは、私は良かったなあというふうに思うんです。なぜかと言うと、先日４

町の、木古内から松前含めて４町でちょっと支部長の会議がありまして、その時に人口を

聞いてみたら、私が４７年に松前町にお世話になった時の１万９千、４町で１万９千でし

た、合計しますと、すごい４町とも減少率だったなと。それをあえて明記したっていうこ

とは、これをどうにか解決したいという思いがあったのかなと。それで、人口減少に見据

えた変化に対応できるまちづくりを念頭に、地域産業を支援して、人財、ここで財を使っ

たもんですから、ああ、それだけ大事にしたんだなと。それで、まずここの鈍化と、それ

と人財、ここのところをどういうふうに考えて進めるのかなと、それをちょっと町長にね、

２点目としてお聞きしたいもんだなと。

次に、重点、２ページ目です、具現化を、今後４年間の基本として、次の３点を喫緊の

重点、この３点。今年はコロナで振り回されました。町長が３期目になっても、その時点

でこのコロナで振り回されました。それを一番の課題にコロナを挙げてきたということな

んですね。それで、コロナを挙げたということは、町民の不安をどのように取り除こうと

しているのかと。その次に、今までやってきてる支援、今後どのような支援策を考えてい

るのかと。それと松前町の産業基盤が、この何十年間で弱体化してきてました。それで、

コロナがこれに追い打ちをかけてます。それで、このコロナが沈静化した後の松前町の産

業基盤をどのように考えているのかなあというの、この三本柱をちょっとこう難しいかも

しれないですけど、町長が考えている範囲内でご答弁いただきたい。

それと、二番目に老朽化の進む町立病院の改築。今日、町長が前年度の決算の大まかな

部分をお話しました。その中で松前町が去年赤字になったと、これは大変な事態が、やは

り恐れていたことが来たなというふうに思ったもんですから、その対策もありますでしょ

うし、先ほど町長は看護師さんをどうにか確保したいというふうなことで言われたもんで

すから、それのための改築。それと看護師さんが不足することによって、入院患者をどう

しても受け入れられないというジレンマがあったようでございますけども、このこと。

それと町立病院の改築をここに入れたっていうことは、どこまで話し合いが進んでて、

今後の計画をどういうふうにしていくのかなあということで入れてみました、質問しまし

た。

それと肉牛改良センター、ようやくスタートしました。第１ステップは行ったなと。第
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２ステップ、第３ステップ、それで特に第２ステップでは、生産の目標頭数、もう随分考

えられて、素牛も準備しているかなと思います。第２ステップは、この頭数をある程度ま

で持っていくっていう。それと松前町としてこのための人材をどのように確保、今後して

いくのかなあと。担当者と随分お話していると思うものですから、今把握してる範囲内で

ここの部分も答弁いただきたいと思います。

それで、最後にページ３ページに産業基盤。町長は、松前町の漁業、このことに随分こ

だわりをもって、漁協の負債を補助という形で３年間で今補填して、そして松前町の漁業

を建て直そうとしておりますけども、ここの部分で、特に３ページの中で、ああ、そうい

う考えかなあと思って、着実に漁業者の意識が変わってきていることを実感している。変

わってきていってて、そして、どういうふうな方向で松前町の漁業を町長は考えているの

かなということをご答弁いただきたい。

その次に、水産加工なんですけども、今年は幸いなことに松前の加工業者さんは操業が

早くからしてました。冷凍物を中心でございます。前浜のスルメイカは生産量は激減して

おりますけれども。しかし、冷凍物の価格が安かったんでしょうか、僕もちょっとそこわ

からないですけど、すごい勢いで冷凍物を入れて、そして加工。それが松前町の働いてる、

加工屋さんで働いてるお母さん方の生活の大きな支えでございます。先ほども言われて、

ある方が言ってましたけど、漁業生産落ち込んでる、畜産生産が、加工が落ち込んでると

いう、十分な支えになるんです。

また、私のすぐ向かえでやってる小川商店も今日も４０人ぐらいの方々が来て、安定し

て今、コロナが安定してきてるもんですから作業が始まってる。そんなことで、この加工

に対して、松前町のスルメ加工産業が永続的に持続していくためにどうしたらいいのかっ

ていうことを、きっともって町長は考えてるんでないかなと思ってんですよ、担当課と。

そのことがもし具体的に示すことができるんであれば、町長が考えている範囲内でお示し

いただきたいなと。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず１点目、冒頭、所信表明の１ページ目に愛する松前町のために、

活力のある心豊かなまちづくり、そして、生活満足度を実感できるまちづくりを基本姿勢

に。これは、平成２４年、町長に就任して以来、この思いで現在まで進めてきていること

をまず、基本にしてるっていうことをご理解していただきたいなというふうに思っており

ます。

それから、人口の鈍化と人財についてのお尋ねがございました。人口の減少、なかなか

ストップかけれない、人口を増やすっていうことが不可能な状況だというふうには認識し

ているところであります。いろんな手立てを過去にも講じてきましたけども、地理的な条

件もあるんでしょうが、いろいろ、人口が増えない、仕事が、働く場がつくれないという

ふうな状況で今まで、現在続いている中で、人口を減らすスピードを少しでも伸ばすこと

によって、何て言いますか、町の力も残るというふうな捉え方をしているところでありま

す。いろんな政策、人を呼ぶのも一つの方法でありますし、町の中で人を育てていくって

いうふうなことも一つの方法かなというふうに思っております。まずもって、持続可能松

前町をですね、本当に人口のスピードを落とすための、減少のスピードを落とすための施

策を、これから施策を講じてまいりたいというふうに思っております。

それから、人財の財っていう部分につきましては、あえてこのはかる、財産の財という

ふうに表現したわけでありますが、町内いろんな経済団体を見ましても、役場自体もそう

なんでありますが、職員の数が少なくなってきている。それから、経済団体も人材が不足
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してきている傾向にあるわけでありますので、この松前町を将来も存続するためにも、き

ちんと人財、二つの表現してますが、本当に町を支えてくれる人の人材確保に向けた施策

をこれから取り組んでいきたいなというふうに思っているところでありますので、難しい

ことかもしれませんけども、今回、先ほど肉牛のお話もしていただきましたけども、質問

もされましたけども、現在、後でお答えしますけども、獣医の資格持ってる方が研修とし

て今実際働いておりますので、その辺は後でお話をさせていただきたいというふうに思っ

ています。そういうふうな人材を、きちんと育てる環境づくりをつくっていきたいなとい

うふうに思っております。

それから、重点課題の一番にコロナを挙げました。私の選挙、３月２４日の告示だった

んでありますが、もう真っただ中であります。経済も本当に、例えば宿泊業者も毎年来て

いる大学生、高校生の野球の合宿もキャンセルになりましたし、少年サッカーもキャンセ

ルっていうふうな状況が最中の選挙戦だったんであります。まず１点目にですね、この影

響計り知れない部分があるというふうなことで、重点課題の１点目にさせていただいて、

早く経済が立ち直れるよう、それに町がどう対応していくのかという、それを課題をです

ね、１点目に挙げさせていただいたということをご理解をいただきたいなと思っておりま

す。

それから、まず町民の皆さんの不安を解消するためにも、やっぱり現在新しい生活様式

っていうところまで進んできていますが、北海道の新北海道スタイルっていうふうなこと

も、昨日鈴木知事も記者会見でお話されておりますが、きちんとその内容を理解して、松

前町から感染者を出さないような対応を、これからは行政として進めてまいりたいなとい

うふうに思っております。一方では、経済、消費の喚起含めまして経済対策も講じてまい

りたいなというふうに思っているところであります。

それから、病院の改築、喫緊の課題であることは議員の皆さんも承知のことだろいうふ

うに思っております。大変大きな課題でありますが、いい医療環境を患者の皆さんに提供

できるためにも、改築に向けた取り組みをしていきたいなというふうに思っております。

３月の議会でもお話しましたけども、基本構想、今院内で練っているところであります。

一生懸命病院の中でも進めているところでありますので、ご理解いただければなというふ

うに思っております。

それから、赤字の話がございました。１２月、３月の議会ですか、本当に大きな赤字に

なるような予算を提案させていただきました。その間にコロナもありまして、病院側とす

れば感染症、院内感染を防ぐためにベッドをわざわざ空けて、入院患者をとらないという

ふうな状況下にありながら、結果として８００万の赤字に抑えていただいたというふうな

部分に対しましては、病院のスタッフの皆さんに大変感謝をしているところであります。

そういうふうなコロナの状況で、大変厳しい状況下にありながら赤字を圧縮していただい

たっていうふうな部分については、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。

それから、肉用牛につきましては、先ほど言ったように、牛も順調に入ってきておりま

すし、２名の方が今研修されております。獣医の資格もった方がもう現場で動いているわ

けでありまして、来月早々にはフィアンセの方も松前に来ていただけるような、その方も

獣医の資格があるようでありますので、そういう方々を大事にしていきたいなというふう

に思っております。本当に肉牛については順調に今推移しておりますので、何とかいい環

境で進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、漁業についてもいろいろ漁業者、変わってきているというふうな表現をさせ
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ていただきました。本当に、例えばイカ、マグロから、イカ、マグロ漁船漁業から離島小

島の潜水器によるコンブの採取をされる方も去年２名おりまして、約１千万ずつの生産を

揚げているような状況であります。それから、今年は小島のコンブの潜水器、新規の着業

者２名予定しているようであります。どんどん若い漁業者の方々の意識も変わってきてい

るというふうに思っておりますので、そういうふうな部分では、いろいろ支援をしていき

たいなというふうに思っております。

それから、養殖コンブの新しい挑戦する方も静浦地区においては出てきております。６

名の方が共同で養殖コンブをやりたいというふうなことで、今進めているようであります

ので、きちんと応援をしていきたいなというふうに思っております。

それから。水産加工であります。本当に大変厳しい状況にあるんだと思いますが、日本

で消費されるスルメの約６０％程度は福島と松前なんだというふうな、生産地となってお

りますので、町経済にとりましても重要な産業であることは間違いないわけであります。

食の安心安全からスルメ加工業へは、加工施設の管理衛生の徹底が求められておりまして、

それに伴う施設の改修や設備の投資、またはスルメイカの漁業不振等による原料不足に対

応した新たな加工業種に転換する人がおるんであれば、きちんと設備投資を含めながら、

応援できることも考えていかなければならないなというふうに思っているところでありま

す。業界の皆さんがどういうふうな支援を求めているのか、協議を重ねてまいりたいとい

うふうに思います。

答弁長くなりました、申し訳ございません。

○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 午後 ０時０４分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) １ページ目の人財とからめて、三つの４年間の大きい柱。この中で

新型コロナウイルスの関係で、一回まとめたことがあるんですけども、それはどんなこと

かというと、先ほど言ったように町民の不安と支援と、それと将来に向かってっていう三

本柱で、一回自分なりにまとめてみたんですよ。それで、今支援、不安の中で、広報活動

で手洗い、うがい、マスク、これ十分に浸透したなあと思ってます、はっきり言うと、あ

れだけ町民に。それで、町民の不安が何かということでたまたま町の人と会うと、万が一

コロナに感染、二次感染でもいいです、した時に、松前町のそこにある町立病院は、どの

ように対応するのかなあということをよく聞かれました。先ほど町長も言われました、二

つベッドを確保してるよと。それで、そんなことでどういうふうに、函館市の市立函館病

院では、１日３０人の検体はできると、こう言ってましたんで、今は余裕がございます。

昨日の新聞だったでしょうか、１３人ほど、１日に今あるようですけども。そんなことで

考えますと、松前町の町民は自主規制で自分なりのことはやってます。やはり万が一発生

した時にどうしたらいいかな、町立病院はどういうふうな対応してくれるかなっていう心

配があるんです。そこのところを町長、町立病院とどういうふうに話してるのかなと。

それと、支援なんですけども、この間もいろいろ縷々お話しました、各町村でいろんな

支援をしてます。それで、この町民の方々、おい、福原、お前松前町として、余所の町み
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たいに５千円でも１万円でも、そういうクーポンなり１人あたりやってくれないの、出し

てくれないのかと。松前町としては独自で頑張ってます、しかし、隣近所の町村からそう

いう話題が入ってくるもんですから、肩身の狭い思いしてるんだそうですよ。それで、き

っともって町長もそういう話題を聞いてて考えていると思うんですよ。それで、もし考え

があればお聞かせいただければなと。

それと、先ほど三つ目にこのコロナが治まった、そして松前の産業基盤が、弱い基盤を

今の状況でいろいろ見直してると思うんですよ。それでどういうふうに進めるのかなあと

いう方向性が、今回も出てます、この他に七柱でね、七つの柱で出てんですけども、具体

的にいや、こういうことを考えてるよっていうことがあれば、お聞かせ願いたいなと。

その次に、もう一度病院の関係で、先ほど病院の関係でいって改築の関係は、ちょっと

答弁漏れがあったかなと思うんですけども、改築の方向では、もう町長自身は気持ちの中

で進めたいなと、進めようという気持ちがあるんでないかなと。

それで、人材確保なんです。この下の畜産の方の関係ですけども、住宅の確保がやはり

要かなあと。それで町住、公営住宅を解体して新しく建ってますけども、これの他に松前

町から人材の産む、育つっていう環境はなかなか厳しいかなと。外部から呼んだ時に、そ

ういうところをどう考えてこの畜産の関係を、やはり人材確保っていうの考えてんのかな

あと。やはり住宅っていうのは、将来、この産業厳しい中で人材確保するの中では大事か

なあと思ったもんですから。いや、それは違うよというふうなことであれば、それでいい

かなと思うんですけども、やはり人材確保のために住居を町として考えてみないですかと

いうことを質問のポイントでございます。

それと、最後になりますけども漁業者。先日、昨日ですけどもちょっと北斗へ行って、

不幸があった時に北斗でちょっと葬儀に出たんですけど、その中で話題になったのが、北

斗市、木古内、知内が広域連携で組合を一つにして、そして今運営してるっていうことを

聞きました。ああ、松前町の漁業も福島町と広域連携をして、新しい時代に向かったらい

いんでないかなっていう気持ちがあったもんですから、そういう考え方があるかどうかな

んです、なければないでいいです。今の現状で組合の振興をするというふうなことであれ

ば、私はそれでいいと思います。それと、それは町長の考え方でございますんでね、私の

考え方でございます。

それで最後に畜産でなく、スルメ加工の業者さん、すごく頑張ってくれてます。それで、

今のままで行くと資源っていうのが、スルメの資源というの厳しいよというふうなことが

何年も前から言われてますんでね、これに変わる新しい加工業にチャレンジする方がいれ

ば、支援してあげてほしいなということなんです。きっともって町長もその考え方がよぎ

ってるなあと思うんですけども、なかなか具体的にしたらどうするんだよというふうなこ

とになると、また、これも一歩踏み出すのに今躊躇してるんでないかなと。もし、このこ

とで考え方があるんであれば、ちょっと、なければ、今検討中であれば検討中でよろしい

ですけど、あればお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ２回目の質問いただきました。まずコロナの関係で、町立で感染者

が出たらどうするんですかっていうふうなお尋ねだったと思います。感染症だもんですか

ら、常に病院の方では、保健所の方からの指示を受けながら進めているのが実態でありま

す。ですから、疑わしい患者さんがいると保健所の方に相談して、保健所の指示によって

動いているというふうな実態でありますので、まずそれはご理解いただきたいなと思って

ます。幸いにも感染者が出てない状況でありまして、本当に安堵はしておりますけども、
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病院の医療スタッフの皆さんは、本当に緊張感を持って対応していただいております。本

当に感謝を申し上げたいな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、町

から感染者を出さないような手立ても、今の新しい生活様式を始め、新北海道スタイルが

きちんと町民の皆さんに浸透、定着するようにＰＲを進めてまいりたいなというふうに思

っているところであります。いずれにしても、感染者が出ると、保健所の方の指示になる

というふうなことをご理解いただきたいなというふうに思っております。

それから、支援、経済の支援対策の関係でございます。今、国の方も二次補正、国会で

議論している最中であります。その結果を見まして、我々も国の経済支援はじめ、町単独

の経済支援も考えているところであります。国の、国会の方で成立しますと、議会の皆さ

んに、新たな２次の我々の考え方もお示しし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っておりますし、町長と致しましては、やっぱ

り消費喚起、町内の消費喚起するための、例えばクーポン券のことも選択肢にあるという

ふうなことは、本席からもって答弁させていただきたいなというふうに思っております。

それから、人財の関係であります。病院の改築の関係ですね、改築の関係につきまして

は、先ほど申しましたように院内構想を固めておりました。それと、いろんな財源のこと

も職員も、今いろいろ検討している状況だというふうなことでご理解いただきたいという

ふうに思ってます。

それから、消費喚起についてじゃなくって、住宅ですね、住環境の整備、これは病院も

そうなんですが、いろいろ院長もお話しながら、来る医療従事者の皆さんの住環境をきち

んと整わないとなかなか来てもらえませんよっていうふうな話を日々しておりますので、

いろんな業界からも情報をもらいながら取り組んでいることも、ご理解いただきたいなと

思います。

それから、医師の住宅についても大分古くなってきておりますので、これだって病院改

築するから、したら住宅も一緒にやれるかったら、そういうことにもなりませんので、そ

ういうふうな、この大局的な見方しながら、住環境の方も見ていきたいなというふうに思

っております。

それから、畜産の関係で、肉牛センターの改良センターの関係であります。幸いにも人

材が今獣医師の方、資格をもった方が今現在研修しております。さっきも答弁しましたけ

ども、７月の１０日には、フィアンセの方を広島県まで迎えに行くというふうな状況にな

っているようでありますので、きちんと迎えてあげたいなあというふうに思っております

し、肉牛の賃貸型牛舎含めまして、住宅、住む部分も含めた中で迎えてあげたいなという

ふうに思ってますので、ご理解をいただきたいなと思ってます。

それから、漁業の協同組合の関係であります。北斗、木古内、知内の漁協の話、本当に

函館出張する際に、福島の海を見るとうらやましいと思うんであります。私、個人的には

漁協が一つなったら、また大きな力なんだろうなというふうな思いはありますけど、やっ

ぱりそこは協同組合の判断によるんだろうなというふうに思っております。協同組合がそ

ういう思いで一つになるんであれば、行政として止める理由はどこにもないなというふう

に思っておりますが、今現在で、町の方から一緒になりなさいっていうことにもなり得な

いなあというふうに思っておりますので、それは、推移を見てそういう状況になるんであ

れば、我々も応援はさせていただきたいなというふうに思ってございます。

水産加工の方であります。先ほども新たな加工品をチャレンジする方には、きちんと相

談にのって応援をしていく覚悟はしているところであります。設備投資など大きな課題に

なるんだろうとは思いますが、きちんと応援できるものは応援できる体制で、水産加工業
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を助けていきたい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) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 最後でございますんでね、建物をつくるつくらないっていうことで

はなく、人材をどう確保するかっていうことでの一つのポイントでございます。それで、

もう一つは、どうすれば企業がこれから松前町の土台となっていけるのか、いうこの二つ

のポイント大きいわけです、最後に。

それで、やはり人材が松前ではなかなか育ちにくいけれども、いろいろ個性、全国には

個性のもった、そしてやってみたいと。松前町はこういう素晴らしい資源があり、基盤が

あるんだよというふうなことになれば、やはり畜産であり、病院であり、やはり人材が来

てくれるものというふうに思うんです。その他プラスアルファは、各担当課の管理職がそ

のことで町長とお話して、方向性を出していただければなと思うんです。

やはり、もう一つは、どうすれば松前町でチャレンジ精神を育てるかというふなことに

なれば、外部から来た人材と、松前町でそういう、顕在化しない、潜在化している人材を

どう育てるかというふうなことに尽きるんでないかなと思うんですよ。そのために支援を

してあげる。その支援もお金であり、学ぶ環境をつくるための支援もあるというようなこ

とで考えておりますのでね、この二つを最後に、そして、私達の上川で永年シイタケをや

っていた人は、先日ハウスを解体してしまいました。すごく心苦しかったです。やはり松

前を去るということで、緊急に解体しました。そんなことのないようにするためには、や

はり育つ育てる、そういう環境づくりのために何が必要なのかなということを、今回の所

信表明の中でちょっと見えなかったもんですから、もし町長が考えている、これから進め

たいなあという、この２本の柱をね、ございましたら答弁いただいて、私の質問を終わり

ます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今般、所信表明で人財の財を「たから」というふうに表現をさせて

いただきました。本当に先ほども申しましたけども、町を支え、将来を支えていただく人

を育てるという、一つのスタート地点になってくれればいいなというふうに思っておりま

す。それで、あえて財という字は使わせていただきました。議員の指摘すること、十分理

解できておりますので、職員ともども人材を育てるための施策を講じてまいりたいなとい

うふうに思っております。

それから、シイタケの関係がございましたけども、本当にこう強い産業には人材は育つ

というふうな思いはきております。ただ、なかなか水産業はじめ、結果が出ない状況であ

りますが、きちんと足腰の強い産業を構築することによって、人材も育つだろうし、少子、

人口減少も少しはスピード、減少のスピードが鈍化されるというふうな思いでありますの

で、強い強い産業構造をつくっていくことがですね、町の将来のためにも大変大事なこと

だなというふうに思っているところでありますので、その思いでこの４年間町政を執行し

てまいりたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 私も、こういう状況の中で、コロナに触れないわけにはいかないよ

うな気がして、町長の見解をお尋ねしたいと思います。

町長の所信表明の中でね、コロナをあえて言うまでもなく、目の前にあるこの状態を切

り抜けるためには、何としてもできるだけのことはしなければいけない状態だということ

は、これ町長、石山町長でなくったって、そこに座る人誰でも考えなければいけないこと



- 30 -

ですから、本来ならばね、そういう状態ですから、あえて触れなくてもいいのかなと思い

ましたけれども、松前町の場合は、幸い感染者も今のところゼロです。そして、これから

に対しても、行政の声がけ、更には町民の努力でね、何とかこの状態を維持して、１日も

早く日常を戻していくと、そういうことに尽きるのかなと思っております。

これからのことなんですけどね、おそらく明日にこのコロナの問題がきれいになるって

いうことは、絶対ありえないと、しばらくはこの状態が続いて行く。そのためには松前が

何をしなければいけないか。国の動向、あるいは近隣町村の対応の仕方など、もちろん参

考にしながらやっていくことになるでしょうけれども、町長はっきり言ってね、今回この

コロナ騒ぎって言っていいのかどうかわかんないですけども、松前町が受けた打撃っての

はどう捉えてるんですか。

まず、さくらまつりが中心になったことによって、これはもう誰が見ても大きな打撃を

受けたことははっきりしてます。それの関連もたどっていけば、それなりに整理ができま

す。そういう整理をしていった時に、松前町ってのは本当に全体的にどれだけ打撃を受け

てるかっていうことは、どういう受け止め方しておりますか。例えば金額的にこれぐらい

の損害にあるだろうとか、こういう業界はこうだろうとかまとめはしてんですか。何とし

てもこの状態が落ち着くまでは頑張らなければいけないと、その一途の気持ちで取り組ん

でいることだけなのでしょうか。お尋ねしたいのはね、本当に松前町どんな打撃を受けて、

その打撃に対しては、町としてはどうやっていかなければいけないっていう方向は、今ま

でのやり方はもちろん評価しますけれども、これからだって黙って見てるわけに行かない

でしょう。経済の再生考えたってね、黙って見てて、みんなの努力に期待しますよでは終

わらないはずですよ。だから、その辺からまずお尋ねしたいと思います。

これは、いいですよ、３回しかないんだからちゃんとやりますから、町長、所信表明の

中身を見ますと、町長は立場上ゆりかごから墓場まで、いわゆる経済、福祉、教育全ての

面に目を光らせて、そして自分の考え方をまとめて、ここに所信表明をされてるわけです

よ。これはもう何回も私こういう場面経験してますから、この所信表明をこの場で全て納

得のいく形の議論はあり得ないと思うんですよ、議論っていうか質疑ですね。特に質疑で

すから、自分の考え述べるわけにもいかない、原則的にね。ですから、そういう観点から

いくとね、今日のお尋ねは、そういう各分野の個々の問題、課題をどうのっていうことじ

ゃなくってね、町長が一番始めに言ってほしかったなと思うことがね、今回は結びに言っ

てるんですよ。結びになりますけれども、私の基本的姿勢という表現されてます、正にそ

うだと思いますよ、町民の声を丁寧に聞いてね、そこに自分として何をやればいいのかと。

そのためには、町民の声がどういう状態であるかということをきっちりと捉えるという考

え方は、私は当然の話であって、ぜひ進めてほしいなと思ってます。

ただ問題はね、過去にもそういう考え方でやってきたというふうに受け止めているんで

すけども、前回のね、方法として、移動町長室ありましたでしょう。町長自ら足を運んで

町民の声を聞いて、それを基にしてまちづくりの政策を考えたと、私は評価してたんです

よ。だけれども、４年、４年すぎて振り返ってみるとね、何人の人と話し合ったのかなと。

最近は町長の移動町長室っていう話も聞いたこともないですけども、そういうことを踏ま

えて、今回はどういう方法でこの町民の声を聞こうとしてますか。まず、それを１点お尋

ねします。

それから、町長自分で町民の声を受け止めてね、これから政策を推し進めていくために、

問題は次は人ですよね。この中には書いてあります、組織、機構の見直し、そして簡素で

効率的なという考え方を示しておりますよね。もちろんどんな素晴らしい考え方持ったっ
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て、町長一人ではできないですよね。ですから、有能な職員の皆さんの力を借りて、これ

から政策を進めて行くためには、正に表現されているように、組織、機構の改革って言う

んですか、これをきちっとしていかなければいけない、これも謳ってます。謳ってます。

それを基にして、おそらく町長の考え方を理解すれば、職員の方々もその政策執行にあた

っては、全力投球をしてくれるものと期待しますんでね、その辺の組織、機構の考え方も

お尋ねしたいと思います。

次に来るのはね、そういう体制できたと、だけどお金がない。松前町の財政状況っての

は、極めて脆弱だって、町長そういう表現されてますよね。そういう中でね、特に町の財

政の大宗部分である地方交付税に関わる話なんですけども、今年の１０月国勢調査ありま

すよね、間違いなく今までの基本的の人口から減ること見えてますよね。どれぐらいの減

少という推定をされておりますか。１０月の調査の結果を見なければ、これはわからない

ことですけれども、でも、これからの町政執行にはね、この数字がずっとつきまとうんで

すよ、次の国勢まで、国勢調査までね、つきまとうんですから、それぐらいの推計を立て

て、まあ、ピタッといけば、あるいは少しぐらい狂ってプラスの方にいけばね、それに越

したことはないんですけれども、そういう財源見通しはどう立てておりますか。

今申し上げましたように、１点目はコロナの現状と、それから続いて町長の基本的な考

え方で、町民との対話、声を聞くっていう形がどうなのか。その結果、町政執行には当然

職員の力を貸して、理解を協力を得られなければいけない、そのために機構の改革もやり

ますと。どういう形でやるのか、私にはちょっと今のとこ推測できないんですけども、そ

ういう体制ができた、さあこれからだっていう時にお金がない、お金をどうしようって話

になった時に、今年は特に国勢調査の年でもあるから、間違いなく地方交付税を大きな減

額になると思います。ですから、重ねてお尋ねしますのは、減額の見込み、そして、それ

に対してどう対応していくか。こういう観点から、町長のお考えをお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) コロナが与えた町への打撃を、どう抑えているかというふうなご質

問いただきました。本当にさくらまつりのみならず、大学生、高校生の春の合宿の中止に

なりましたし、キャンセルです。それから、サッカーの、スポーツ少年団のサッカーの関

係でもキャンセルが続いておりまして、特に宿泊業の方々には大変大きな打撃があったと

いうふうに抑えているところであります。

そういう中で、町としていろんな分野で影響を受けてるという状況が、日に日に発生し

てきたところでありました。漁業者、当初想定していなかった漁業者の皆さんにも影響が

出てきているというふうな実態になってきたところであります。町に与えた大きな影響、

数字で言うということになると大変難しい状況でありますが、観光で抑えている数字を引

用させていただきますと、過去５年間のさくらまつりの松前に来てくる観光客の平均であ

りますが、１４万６千２４０人という、１４万６千２４０人、これ５年間のさくらまつり

期間中に松前に訪れてくれた方々の人数を５年間で割返してみますと、１４万６千２４０

人という数字になるところであります。この数字を北海道の観光局が抑えている平成２９

年の観光消費額という部分での単価が、１人あたりの単価が示されているところでありま

す。商工観光課の方では、このまつり期間中に１４万６千２４０人、それと北海道観光局

が抑えている北海道の消費、観光客の消費額の単価を掛け合わせしますと、６億４千２４

３万２千円という数字が出てくるわけであります。これは、さくらまつりの観光客の影響

額というふうにおさえていただきたいんでありますが、６億４千２４３万２千円の消費の

減に繋がってるというふうな、データ的にはそういうおさえはしているところであります。
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しかしながら、コロナの与えた影響は、先ほども言いましたように漁業の方にも畜産業の

方にも、いろいろ影響していることでありますので、町全体とすると、相当大きい打撃に

なってるというふうに思っているところであります。

それから、町民の声を聞く。移動町長室のご指摘がございました。平成２４年に町長に

就任して、移動町長室も重ねてきました。いろいろな病院の問題等もありまして、いろん

な厳しい時期もあったわけでありますが、２期目に入りまして町民の意見箱という部分も

設置しながら、町民の声を聞いてきたんでありますが、いろいろ取り組んでる中で、議員

から町民の声を聞く場所がなくなってるっていうふうなご指摘もありましたので、率直に

これは私も感じているところであります。この３期目の選挙の段階では、本当にそれは感

じておりましたけども、選挙前にやるとまたパフォーマンスというふうにとられるのかな

というふうな思いもあります。この反省を込めまして、この３期目は、もう一度町民の声

を聞くために、移動町長室には挑戦してみたいなというふうな思いでいるところでありま

す。この３期目の改選前には、その思いはありましたけども、そういうふうなパフォーマ

ンスととられる十分あるもんですから、あえてそれはやめさせていただきました。３期目

には、きちんと声を聞く時間を設けたいなあというふうに思っているところであります。

それと機構改革の関係です。本当に人口も減って、職員の数も減っておりまして、人材

もなかなか育たないというふうな状況であります。本当に職員が減少する中で、平成３１

年の４月の管理職会議にこの機構改革の検討を指示したところであります。いろいろ産業

系、更には窓口系、更には教育委員会、その他の部署というふうなところで、どういう、

行政サービスの低下にならないような機構の改革の仕方を、みんなで検討しようというふ

うなことでスタートしたところであります。

この１月２７日の管理職会議では、各班からの、各検討した班からのまとめもいただい

ているところであります。いよいよ機構改革をする、スタートをしているわけであります

が、考え方としましては、来年の４月の１日に機構の改革をして、簡素化をすると。組織

のスリム化をしていくというふうなことを考えているところでありました。議会の皆さん

には、９月の定例会には骨子を示せる状況にしたいなというふうに思っております。いず

れに致しましても、４月の１日には機構改革。新しい体制で進みたいなというふうに思っ

ているところであります。

それから、財政状況のお尋ねがございました。議員ご指摘のとおりでありまして、所信

表明にも記載しましたけども、交付税、国勢調査であります。本当に人口の数が、国勢調

査の数が交付税の基礎、数値になるのは皆さんご承知のとおりであります。しかしながら

減少に歯止めがかからない状況で、この８月には、昨年でありますが、海上自衛隊の白神

支所も廃止になるというふうな状況下の中で、一挙に人口を減らすようなことはしないで

くださいというふうなことを思って、堺副議長と大湊総監部の方までお願いに行った経緯

もございました。人口減少が町に与える影響は大変大きい状況になるわけであります。

しかしながら、この国勢調査は間違いなく１０月の１日には始まるわけでありまして、

今の状況でありますと、２月には調査の数値が公表される、例年であればそういう状況に

なるんでありますが、どうも国の状況を見ますと、国勢調査の調査員の確保が、このコロ

ナの関係で大変な状況になるんじゃないかというふうなことで、調査員の確保もあります

し、そういう状況の中で公表する時期が少し遅れるっていうふうな情報も、今ちょっと入

ってきているところでありますので、その辺の情報、今もうちょっととってみたいなとい

うふうに思います。

いずれにしても、議員ご指摘のように、人口増える要素は全くありませんので、ただ、
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減るにしてでも、例年そうなんでありますが、激変緩和、大きく減るっていうふうな部分

に対応する国の考え方もありますので、その辺の情報も地方財政計画との兼ね合いもあり

ますけども、見極めながら進めていきたいというふうに思っている、財政の見通しは立て

ていきたいなというふうに思っております。どれくらいの数字が落ちるのかっていうふう

な部分については、現段階では推計はしておりません。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 縷々答弁をいただきましたコロナのね、影響の程度、これなかなか

算定難しいと思います。はっきり提示していただきました数字に関してはね、さくらまつ

りのね、これまでの経緯を踏まえると、大体これぐらい、６億４千万某かっていう数字は

出していただきましたけども、これは、考えれば一番影響のある部分だと。だけれども、

各分野にわたって支えていかなければいけないっていう形で手をうった分野があるでしょ

う。そういうところは、出すことは基準をつくって出したけれども、一体全体どれだけ影

響受けてるのかってのはつかんでないの。私が聞いた限りでは、説明が必ずしもいただけ

なかったのかなと、そういうふうに思ってます。

これからの松前経済のね、再生を願うならば、１日も早い再生を願うならば、そういう

数字は、ある程度はつかんでなければいけないんでないのかなと。そう思ってお尋ねした

わけなんですよ。ですから、現時点はちょっと難しいっていうんであれば、それでもいい

ですけども、これからそれは確認しながら、再生の支援はこんな考え方ですっていうもの

があるんであれば、説明していただければなと思います。

それから、町長の基本姿勢のね、町民の声を聞いて、それを基にしてどう行政を進めて

いくかという話に対しては、まあ、声を聞くってのはね、今までの移動町長室みたいなこ

とをやっても、これ私は実績それなりに見聞きしてますから、そんなにそんなに町民の方

も集まって、自分達の声を町長に直接聞かせてくれるっていうことは、なかなかできない

よね、正直言って。

だからといって、この基本姿勢に示したものは、現実はそうだからこれからも特別やり

ませんよって話はならないでしょう。これだけをね、基本姿勢で示したんですから。町長、

今町民の声を聞くための箱の話しましたよね、投書箱ね。これ私２０代の頃ね、町の広報

に対して、町民の声として、いわゆる目安箱っていう投書したことあるんですよ。やっぱ

り町民の声を聞いて行政を進めるべき、これ昔のね、徳川時代に目安箱っていう制度をや

った、これはもう皆さんご承知のとおりなんだけれども、それと同じような話なんですけ

どもね、これだって最近広報にね、これまでの町民の声は中身こうでしたよっての、載ら

なくなったよね。私見てないだけなのかな、あまり載ってないような気がします。

それは、現実としてあまり町民の声が出てこなくなったのか、箱はそのままあるから、

書いた人入れれば、これは間違いなくね、町民の声ってのは出てくるんだけども、この効

果ってのもあまり期待できないとすれば、今町長お話あったように、この町民の声を聞く

ための箱を用意してますよだけじゃ、これもう行かないでしょう。やっぱりきちっと町民

の声を聞きながら、町をつくるための政策を考えていくってんであったら、これ基本の基

本なんだから、それは何らかの形で町民の声を聞く機会をつくらないといけない。箱もい

いでしょう、それから移動町長室もいいでしょう、それから、たまに町長皆さんのところ

に行ってね、町長室っていう固い話じゃなくっても、現場の声を聞くとかっていう話はね、

やっぱり大事なことかなと。

それを基にして町長は政策を立てます、実際に町政執行する段階で有能な職員の力を結

集してね、このまちづくりに臨むことになるんですけども、そのためには機構改革の話、
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令和３年の４月を目処にして、方向付けをしたいというお話ありましたけれども、できれ

ばね、もっと早めにそういう姿をつくって、ある程度構想固まっているんでしたらね、こ

こでご披露してもらったっていいんじゃないですか。

例えばね、これはあくまでも例えばの話で、町職員の労働のバランスをとるために、こ

っちの人は忙しい、こっちの部署の人はそんなに忙しくない。そういうバランスをとるた

めに、かっては大課制ってのやったことありますよね。これのいい面、悪い面は当然経験

されているんですから、それは、町長、おそらく参考にされておると思うんでね、その辺

との関連でどんな構想を考えてるんですか。例えばね、私支所のことで質問したことあり

ます。松前の大島、小島、そして大沢支所。そして、支所の体制もこうだと、それで住民

サービス低下しませんかっていう質問したこともあるんですよ。だから、そういう話もこ

こにはちらっと出てますよね、支所の体制の話もね。だから、極端に言うと、行政効率上

げるために、結果的に上がるかどうかわかんないけども、支所を廃止しますよみたいな話

もあるんですか。

ちょっと言いすぎな、行き過ぎな質問になってしまいましたけどね、ある程度、町長考

え方示してもいいんじゃないの。４月まで絶対マル秘ですよっていう話でもないと思うん

だけどな。話聞いた結果によっては、場合によっては意見も出せますし、力が貸せるかど

うかわかんないけども、そんなことだって、できれば開かれた町政を考えたらね、あまり

秘密裏にことを進めるよりも、自分の考え方をある程度披露してさ、そして皆さんの知恵

を貸してくださいっていう方法だって、私はとっていいんじゃないかなと思うんですけど

も、いかがですか。まとめてご答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目のコロナの関係であります。先ほど、北海道観光局の示した

さくらまつり期間の６億の話をさせていただきました。その前段で、全部っていう、町全

体の打撃を受けた金額がどうのこうのっていう数字では表せないんでありますけども、例

えば宿泊、今、旅館が４軒、それから民宿が１軒、現在存在してますけど、その皆さんが

キャンセルを受けた件数、更にはそれによる影響額はおさえてはありますが、その他の数

字については、おさえていない状況をまずご理解いただきたいなというふうに思っており

ます。本当に宿泊業者の方がキャンセルされて、どれくらいの宿泊料の影響はあるのかと

いうふうな数字はおさえているところであります。今、手元にはないんですが、必要であ

れば。

それと、行政懇談会、移動町長室の関係であります。正しく今広報の住民意見箱に記載

がないというふうな部分あります。いろいろな意見があるんですね、意見が入るんですが、

ちょっとこう、何て言うんですかね、紹介できないような意見もこの頃多岐に多くなって

きている状況がありまして、少し様子を見ている状況を、まずご理解いただきたいなとい

うふうに思ってます。

それから、移動町長室の話、先ほどしました。前もやってましたし、声を聞く機会は必

要だなと思ってますので、移動町長室がいいのか、行政懇談会、今議員おっしゃるように

私が自ら地域の皆さんに集まってもらって、行政懇談会っていう手法もあるんだなという

ふうに思っております。いずれにしても、その対応は進めて、体制はとっていきたいなと

いうふうに思っております。

それから、機構改革の話であります。大課制を、平成１７年から大課制をしいておりま

して、グループ制を導入したところでありまして、平成２２年の４月には大課制とグルー

プ制を廃止したというふうな経緯がございまして、現在の状況になってきています。この
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間、議会事務局が監査委員室を兼ねる部分もありましたし、全く別の監査員室も単独の事

務局職員を置いたというふうなケースもございます。この５月には、前のように議会事務

局が兼ねるというふうな状況に戻してきているところでありまして、いろんなセクション

の皆さんの意見をまとめながら、この９月の議会には、議員の皆さんにお示ししたいなと

いうふうに思っておりますし、ご意見もいただければなというふうに思っております。

それから、支所のあり方につきましても、所信表明の方には記載しておりますが、支所、

今テレワークがどんどん普及してきている状況の中で、支所の存在は必要なのかというふ

うな思いもあるんだろうなと思います。私は、絶対必要であるというふうに思っておりま

す。支所を残して、どんな効率のいい仕事ができるのか、職員の意見も聞きながら、また

議会の皆さんの意見も聞きながら、機構の改革、住民のサービスの低下にならないような

機構改革をし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

うふうに思ってます。

それから、２回目の質問になかったんですが、人口、国勢調査の関係で、佐藤隆信政策

財政課長は、推計であると１億は落ちるというふうな見通しを立てているようであります

が、それは実際地財計画、それと生の国勢調査の数字によって計算できるような状況にな

るんだなというふうに思っておりますが、又聞きは、おそらく交付税は下がるというふう

な状況は、議員と同じ認識でいるところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番福原君、ごめんなさい、梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、気つかってね、私２問目で質問忘れたの、ちゃんと憶えてて

話してくれました、ありがとうございます。

ただね、正確な数字ってのは、なかなかはじき出せないでしょうけれども、ここでもう

一回確認させてください。国勢調査で、おそらく減になるだろう数字ってのは何人ですか。

その結果、地方交付税に影響のある数字は何億ですか、何千万円ですか。オーダーだけで

もいいです。

それから、そういう財源の減に対して、どういう考え方を持って、例えば財産処分だと

か、手数料の改正だとか。いろんな方法あると思いますけれども、その辺の考え方ははっ

きり示すことができる範囲内で示していただいて。

そして、もう一つは、職員の定数は現時点では目標は１００でそのまま行くんですか。

その件、再度お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 国勢調査による、平成２７年の国勢調査と５月末現在、平成２７年

の国調が７千３３７人、それが平成２７年の国勢調査であります。現在の住基が、５月末

現在の住民基本台帳の人口が６千８６４人、そういう数字になります。それから社人研が

表した数値もあるんでけど、社人研の数値は、この６千８６４人じゃなくて、まだ少なく

なるような社人研の人口推移なんです。社人研で言ってる数字が６千１１２人、社人研で

言ってる増田さんの言ってる数字がそういう数字なんです。ただ、現状は６千８６４人で

ありますので、社人研で言ってるような大きな人口の減りはないだろうなというふうな、

佐藤政策財政課長は、それくらいになるかもしれないって話になってますので答弁を撤回

させていただきたいと思います。

そういう数値を整理すると、１億くらいの交付税の減額は予想されるというふうなとこ

ろはおさえているようであります。

それから、今現在職員の定数の関係でありますが、定員の適正化計画の見直しになる年

でありますので、現在検討中であります。
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それから、定年延長等々、いろんな状況が変わってきているところも含めて、定数の定

員管理の方は進めてまいりたいというふうに思っております。今、基本的にはどんどん職

員も再任用でなってる状況の動きもありますので、この辺も見極めながら、進めてまいり

たいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 以上で所信表明に対する質疑を終わります。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 １時５５分)

(再開 午後 ２時１３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際、議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれ

を議題とすることに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、議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに

決定致しました。

◎議案第３５号 令和２年度松前町一般会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第３５号、令和２年度松前町一般会計補正予算（第

４回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今議題となりました議案第３５号、令和２年度松前町

一般会計補正予算(第４回)の内容をご説明させていただきます。

本補正予算は、骨格予算であった当初予算の肉付け予算を主として編成されたものでご

ざいます。

それでは、内容を説明致します。令和２年度松前町の一般会計補正予算(第８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４億

４千２６０万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９億３８２万９

千円とするものでございます。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」

によるものでございます。

第２条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第２表地方債補正」によるもの

でございます。

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。まずは、歳出
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からです。１３ページをご覧願います。

３．歳出です。２款１項１目一般管理費で、３８万７千円の追加計上です。１２節行政

情報システム改修業務委託料として、３８万７千円の計上です。これは、児童手当システ

ムをマイナンバーに対応するための改修経費です。次に、３目財産管理費で、２７３万円

の追加計上です。１０節庁舎管理修繕料として、７１万７千円の計上です。これは、新型

コロナウイルス感染症拡大防止対策として、窓口に飛沫防止のパーティションを設置する

経費を急を要したため、既存の予算で実施したことから、今後の執行に不足を生ずる見込

み分を補正するものです。

次に、２４節財政調整基金積立金として、２０１万３千円の計上です。これは、旧朝日

保育所を借り入れし、デイサービスとして活用しているハイム介護計画株式会社が、当該

建物と土地を購入したことから、土地の売払代金を松前町財政調整基金の設置管理及び処

分に関する条例第２条第１項第１号の規定により、財政調整基金へ積み立てするものです。

次に、５目地域振興費で、２６０万円の追加計上です。１８節タクシー・ハイヤー運営

事業補助金として、２６０万円の計上です。これは、当初予算で１８０万円を計上してい

たところですが、令和元年度実績で、ハイヤー運賃収入が前年度比１６２万７千円程度減

少したことで赤字が拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響で、外出の自粛やさくらま

つりが中止となり、今年度４月も３０％を超える減少と、５月は５０％以上の減少したと

聞いております。反面、令和元年度での利用実績は、利用人数は１万２千８４２人を数え、

公共交通としての交通弱者等の利用度は比較的高く、補助金を増額して、ハイヤー事業の

運営の維持を図ろうとするものです。

１４ページです。４款１項２目母子保健費で１７万３千円の追加計上です。１２節及び

１９節で新生児に係る聴覚検査に係る経費として、１７万３千円の計上です。これは、聴

覚の障害は早期に発見され、適切な支援を実施された場合は、影響を最小限に抑えられる

ことから、全ての新生児に町負担で検査を受けられるようにするための計上です。６目健

康センター費で、２５万５千円の追加計上です。１０節修繕料として、２５万５千円の計

上です。これは、施設の老朽化が進み、外壁サッシ枠からの雨漏りなどが判明し、それら

の修繕に要する経費の計上です。

１５ページです。２項１目清掃総務費で、１８０万５千円の追加計上です。１８節渡島

西部広域事務組合負担金(衛生部門)として、１８０万５千円の計上です。これは、渡島西

部広域事務組合の補正分に係る松前町負担分で、内容はリサイクルプラザ設備の故障に伴

う経費等の計上です。

１６ページです。３項１目上水道施設費で、５００万円の追加計上です。１８節水道事

業会計に対する補助金として、５００万円の計上です。これは、当初骨格予算だったこと

による政策的経費に係る分で、水道事業に対する運営費分の追加補助金です。

１７ページです。７款１項１目商工振興費で、１千１００万円の追加計上です。１８節

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策飲食店等応援クーポン券発行事業補助金として、

１千１００万円の計上です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響が大

きかった飲食店や土産店を対象に、対象店舗で買い物すると１千円ごとに５００円のクー

ポン券が返ってきて、そのクーポン券は、他の対象店舗で使えるといった振興策を実施す

るための計上です。本事業費は、国の臨時交付金の対象となるものですが、国の補正を待

っていては事業効果に影響があることから、一時一般財源で対応するものです。なお、参

考資料として、２７ページに添付しております新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事

業の概要を、そして別紙でお配りされた飲食店等応援クーポン券対象店舗一覧をご参照願
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います。

１８ページです。８款２項１目道路橋りょう維持費で、５千４３１万８千円の追加計上

です。１２節橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料５９９万５千円は、町内の６４橋

の修繕計画で、１４節橋りょう維持工事請負費４千３９７万８千円は、白神１号橋と江良

の大澗橋の工事で、２１節橋りょう維持水道管布設替補償費４３４万５千円は、大澗橋に

かかるものです。なお、参考資料として、２８ページに橋りょう長寿命化事業の詳細を添

付しておりますので、ご参照願います。２目道路新設改良費で、３千６９６万円の追加計

上です。１４節町道改良工事請負費で、３千６９６万円の計上です。町内５路線の改良工

事です。なお、参考資料として、２８ページに町道改良事業の詳細を添付しておりますの

で、ご参照願います。３目橋りょう新設改良費で、８１１万８千円の追加計上です。１４

節月島橋改良工事請負費で、８１１万８千円の計上です。なお、参考資料として、２９ペ

ージに橋りょう新設改良事業の詳細を添付しておりますので、ご参照願います。

１９ページです。３項２目河川改良費で、８９１万円の追加計上です。１４節河川改良

工事請負費で、８９１万円の計上です。これは、原口川と白神川の改良工事で、参考資料

として、２９ページに河川改良費事業の詳細を添付しておりますので、ご参照願います。

２０ページです。５項１目住宅管理費で、２万６千円の追加計上です。１１節町営住宅

管理火災保険料として、２万６千円の計上です。これは、本予算で計上している建設予定

の豊岡第６団地２棟分の火災保険料です。２目住宅建設費で、２億６千６５２万４千円の

追加計上です。１２節町営住宅建設工事管理業務委託料として、２３８万７千円の計上で

す。建設しようとする豊岡第６団地２棟分の工事管理委託の分です。１４節町営住宅建設

工事請負費として、２億４千４１４万１千円の計上です。これは、豊岡第６団地のＥ棟及

びＦ棟の建て替えにかかる費用の計上です。なお、参考資料として、３０ページに町営住

宅建設工事の概要を添付しておりますので、ご参照願います。

続いて、町営住宅整備長寿命化改善工事請負費として、１千９３１万６千円の計上です。

これは、既存町営住宅の改善によって、長寿命化を図るもので、今回は大磯団地の２棟を

予定しています。なお、参考資料として、３１ページに町営住宅整備長寿命化改善工事の

概要を添付しておりますので、ご参照願います。

次に、２１節町営住宅建設町営住宅建替事業移転補償費として、６８万円の計上です。

これは、豊岡第６団地２棟分の建て替えに伴う移転補償費８戸分です。

２１ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費で、６２万８千円の追加計上で

す。１８節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)として、６２万８千円の計上です。こ

れは、渡島西部広域事務組合の補正分にかかる松前町負担分で、内容は職員手当等にかか

る補正予算の計上です。

２２ページです。１０款２項１目学校管理費で、２千２１１万５千円の追加計上です。

１２節ＩＣＴ教育推進情報通信ネットワーク等環境更新業務委託料として、２千２１１万

５千円の計上です。これは、いわゆる国のギガスクール構想で、学校内ネットワークの強

化と、１人１台端末を整備し、ＩＣＴを活用した教育の推進を図るため、全小学校のネッ

トワーク環境等を整備するための経費です。なお、参考資料として、３２ページに情報通

信ネットワーク等環境更新事業の概要を添付しておりますので。ご参照願います。また、

端末の整備については、今後の補正で対応する予定です。

２３ページです。３項１目学校管理費で、１千９７万４千円の追加計上です。１２節Ｉ

ＣＴ教育推進情報通信ネットワーク等環境更新業務委託料として、１千９７万４千円の計

上です。これは、先ほど説明した小学校のネットワーク等の環境更新と一緒であります。
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参考資料についても、同じく３２ページに添付しておりますので、ご参照願います。

２４ページです。４項５目文化財費で、８万３千円の追加計上です。１３節文化財保護

管理車両借上料として、８万３千円の計上です。これは、小型風力発電施設設置場所に係

る遺跡の試掘調査が必要となり、試掘のための重機の借り上げにかかる経費の計上です。

試掘場所は、館浜から原口までの間の８箇所を予定しています。

次に、６目史跡保存整備費で、１千万２千円の追加計上です。１節から１２節まで、史

跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業費として、１千万２千円の計上です。これは、史跡整

備検討委員会の開催や本丸地区周辺の支障木等の伐採や剪定と、石垣の現状を把握するた

めの経費の計上です。なお、参考資料として、３３ページに史跡松前氏城跡福山城跡保存

整備事業の概要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。７ページをご覧願います。

２．歳入です。１款２項１目１節固定資産税で、１億１千２３２万円の追加計上です。

これは、昨年４月から稼働している松前ウインドファーム合同会社、いわゆる東急不動産

と日本風力開発の合同会社です。それの大型風車１２基等の風力発電施設の償却資産にか

かる固定資産税が確定したことによる計上です。

８ページです。９款１項１目１節地方交付税で、１億２千４００万円の減額計上です。

これは、歳出額に対しての財源調整による減額です。

９ページです。１３款２項２目２節子ども子育て支援事業費補助金、２５万７千円の追

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。４目土木費国庫補助金で、１億５千１７万７千円の追加計上です。

１節社会資本整備総合交付金合計で、１億１千９９３万４千円の計上です。これは、歳出

で計上している町営住宅建設等に対する国庫補助金の計上です。２節道路更新防災等対策

事業費補助金で、３千２４万３千円の計上です。これは、歳出で計上しております橋りょ

う維持等経費に対する国庫補助金の計上です。５目教育費国庫補助金で、１千８３１万１

千円の追加計上です。１節公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金で、１千

４０万３千円の計上です。２節公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金で、

２９０万８千円の計上です。これらは、歳出で計上しております小中学校の情報通信ネッ

トワーク等環境更新業務委託料に対する国庫補助金の計上です。３節国宝重要文化財等保

存整備費補助金で、５００万円の計上です。これは、括弧書きで記載のとおり、歳出で計

上している事業に対する国庫補助金の計上です。

１０ページです。１５款２項１目１節土地売払代金で２０１万３千円、建物売払代金で

１３３万１千円の追加計上です。これは、旧朝日保育所をハイム介護計画株式会社へ貸し

付けしておりましたが、このたび土地及び建物の売買契約が締結されたため、それらの売

払代金の計上です。

１１ページです。１８款１項１目１節前年度繰越金で、４千９９９万９千円の追加計上

です。これは、令和元年度決算が確定し、実質収支額１億５千８９８万８千７７７円のう

ち、５千万円を翌年度に繰り越し、その残額１億８９８万８千７７７円については、財政

調整基金へ編入したことによる繰越分の補正の分です。

１２ページです。２０款１項３目衛生債から９目土木債までで、合計２億３千２２０万

円の追加計上です。これは、各節歳出事業に対する各種記載の計上分です。

以上が歳入です。２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。歳入合計が、補正前の額５４億６千１２２万１

千円に補正額４億４千２６０万８千円を追加し、補正後の額を５９億３８２万９千円にす
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るものでございます。

３ページです。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４億

４千２６０万８千円を追加し、補正後の額を５９億３８２万９千円にするものでございま

す。

４ページです。第２表地方債補正です。(１)追加の分として、４事業を記載のとおり追

加し、(２)変更の分として、３事業の限度額を記載のとおり変更しようとするものでござ

います。

以上で議案第３５号、令和２年度松前町一般会計補正予算(第４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。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) いくつか質問さしてください。ページ７ページの歳入、固定資産税

１款町税２項固定資産税１目固定資産税１節現年課税分、この関係は当初でなぜ計上しな

かったか。ルールどおりはやってると思うんですよ、どうなのかなあ。それともう一つ、

あとの風力発電５キロ、２０キロ、それとソーラーパネルについては、当初の令和２年度

の第１回定例の当初予算で計上しているのかなあ。そこのちょっとご説明してください。

それと、ページ１３ページ、歳出２款総務費１８節負担金補助金及び交付金、タクシー

・ハイヤー運営事業補助金２６０万円。コロナ対策のような説明を受けたんですけれども、

もう少しちょっと詳しく教えていただければなと思います。

次に、ページ１７ページ、７款商工費１８節負担金補助金及び交付金、コロナ対策の応

援クーポン券発行。この参考資料もいただきましたけども、どのように利用するのかな、

１人で何回も利用できるのかなと思ったり。そして、これのＰＲをどういうふうにしてい

くのかなあと。それともし利用がおおければ、補正でも対応していくのかなあと思ったり

して、一番ダメージ受けている方々だったもんですからね、どういうふうに今後の展開で、

国の補助もあるだろうけども、また基金を切り崩さなければならないとか、いろいろ考え

方があると思って、まずどういうふうに利用しやすくしてくれてるのかなということ、何

回もできんのかなあと思ったりして。

その次に、ページ２４ページ、教育費、１０款教育費史跡松前氏城跡福山城保存整備、

木材の樹木伐採、剪定。それで、ここに書いてある印のある資料を見て、松前城の、松前

城趾の周辺っていうのは、昔樹木、桜がなかったなあと。はっきり言って何にも桜がなか

ったんですよ。そんなことで今回は周辺の伐採と剪定をしますけれども、第２段階、第３

段階があるのかなあと思っておりますけれども、そのことをご説明いただきます。以上。

○議長(伊藤幸司君) １点目、税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) それでは、まず今回の１億１千某の大型風力に係る補正でござ

いますが、なぜ当初予算で計上しなかったのかということでございます。このものに対し

ましては、令和２年の１月３１日が申告期限でございます。その前段から業者とはやりと

りしておりまして、ある程度の数字の詰めはしておりましたけども、当初予算を１２月中

に提出する段階で、まだ確定しないということで補正をもって対応したいということで、

このたび補正をさせていただきました。

それと、小型風力の関係でございます。小型風力につきましては、当初予算で４３基分

計上させていただいております。金額にして約５２０万円でございます。また、太陽光発

電につきましても１施設分、当初予算で計上してございます。小型風力につきましては、

現在６月１日で調査した段階では７４基設置されておりますので、今後令和２年度に課税
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になるのか、令和３年度から課税になるのか、そこら辺を調査したうえで補正をもって対

応していきたいというふうに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) ２点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) それでは、福原議員からご質問ありましたタクシー・ハイ

ヤー補助金の内容を、もう少し詳しく説明してほしいということでございますので、ご説

明させてもらいます。

実は、本補助金は、令和２年度当初予算で１８０万円の予算を計上してございます。こ

の補助金は、令和元年度から始まりまして、その時も１８０万計上してます。この計上し

た経緯が、令和じゃなくて平成の３０年にかなり運賃乗車人数が落ち込みまして、ある程

度１８０万程度、運賃収入が落ちるだろうということありまして、ハイヤー業者といろい

ろお話して、１８０万の補助金を決定したところだったんですが、フタ開けて見ましたら、

２１１万９千円ほど、１８０万以上落ちました。その後も、令和元年度もそのまま１８０

万を根拠として補助を決定いただいたんですけども、４月にハイヤー業者が持ってきまし

た実績を見たところ、更に１８０万補助をしたんですが、乗車人数が２千８００人ほど落

ちまして、運賃としてまた１６２万７千円の運賃が減少なりましたと。結果的に２６０万

程度の、令和元年度はハイヤー事業だけでの赤字が出てしまいました。

この赤字はどうされてるかと言うと、そこの事業者が持っているということになるんで

すが、ある程度こういう見込みはもってたんですけど、これほど早いうちに２千何百人規

模で落ちる想定をしてなかったもんですから、こんなに減収がなるとやっぱりハイヤー事

業も自分らでやっていくのは大変きついということで、今回増額を検討したのが筋でござ

います。

それにプラスアルファでこのコロナ騒ぎによりまして、４月は３０％、そして５月、こ

の間聞きましたら、５０％以上の減収ということで、これが今後も盛り返せるのかという

と、かなり厳しい状況だというのがありまして、その分も加味して考えて、補助の交付要

綱の中で算定方法を検討致しまして、２６０万を追加して、トータルで４４０万の補助金

を今出そうとしているところでございます。

しかし、今年度の状況を踏まえると、これだけ出しても多分赤になる可能性がちょっと

高い状況ではありますが、そこは我々もいくら公共交通といえども、何て言いますか、民

間事業でございますので、全額補填するとってわけでにはまいりませんので、その辺は検

討してこういう補助金を算定したということでございます。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) 飲食店等応援クーポン券発行事業補助金、まず１点目、ど

のように利用するのか、１人で何回もできるのかという質問です。参考資料２７ページご

参照いただきたいと思います。こちらに仕組みがございます。まず、１点目、こちらは対

象店舗にクーポン券が割当られます。それぞれの店舗がクーポン券の発行元ということに

なります。

２点目、クーポン券は、対象店舗で買い物、または飲食した場合に利用金額１千円ごと

に１枚が交付されます。利用の制限はございませんので、１人で何回もご利用になれます。

３点目、クーポン券には発行元の店舗名が表示されますので、同じ店で使用することは

できません。他の店舗で使ってもらうことで経済を回すことを狙いとしてございます。

４点目、クーポン券は５００円以上の買い物、または飲食に使用でき、クーポン券を使

った他に現金の支払いがあれば、更に１千円ごとにクーポン券が交付され、これを繰り返

すことによって、経済を回そうとするものでございます。
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５点目、使用済みのクーポン券につきましては、クーポン券が使われた店舗が商工会で

現金に換金するといったクーポン券の仕組みとなってございます。

また、２点目のＰＲの方法、周知の方法でありますけれども、広報７月号の折込チラシ、

またポスターを作成しまして店舗等に提出し、ＰＲしたいと考えてございます。

３点目、利用が多ければ補正での対応を考えているのかの質問でございます。こちらに

つきましては、参考資料２７ページ、目的の末尾の方に書かれてございますけれども、一

連の経済対策につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の推移を見ながら影響を受

ける業種への支援、更には消費喚起事業を段階的に実施する予定であるということですの

で、まずは一旦クーポン券の利用をやったうえで、または状況を見ながら、先ほど町長が

言った給付型の商品券だとか、そういったものがあれば、そちらに対応したいというふう

に考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) ４点目、文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(堀川昭彦君) 私の方から、２４ページ、史跡保存整備費事業等々に

ついて、ご質問にお答えしたいと思います。まず、今回の事業につきましては、国庫補助

事業で実施するものでございます。

それと、今回の事業については、保存活用計画に則り、本丸地区周辺の整備を行うもの

を目的としてございます。ご質問のありました樹木の種類ということで、桜の木がなかっ

たと思われるというお話でしたけれども、今回の提案する中には、樹木について桜は１本

もございません。目的としては遺構に影響のあるものを抜粋して伐採するというような形

で、専門等の検討委員会の協議を得て実施するものです。

検討委員会の段階では、今のところ総体で７９本の支障木があると、これらが遺構に支

障を来すというような協議を現在してございます。今回はそのうちの一部を国庫補助の事

業予算内の中で実施していこうとするもので、今後の部分ですが、今後も引き続き、トー

タルの事業と合わせて、これらを引き続き実施していきたいと思っているところです。以

上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) まず１点目、先ほど国民審査の関係で減額が１億というふうなこと

を言われましたので、それらも合わせて考えると、この自然エネルギーっていうのが、で

の歳入っていうの、これからますます大きい比重を、エリア占めてくるなと思ったもんで

すから。

それで、このソーラーパネルについては、ちょっといくらぐらいの固定資産税の償却資

産がなるのかなあと思ったりしてました。それでどんどんどんどん松前町は、先ほど同僚

議員も質問しましたけれども、海洋発電もこれから入ってくる。それで、この間、全道の

方で講演会があって、月刊の方でもありましたけども、地方が一番風力発電での恩恵と負

担が大きいなということで、売電益についても考えなさいよということで言われてますの

で、これから多くなる固定資産税の償却資産、頑張っていっぱいあげてほしいなという気

持ちで質問しました。

２番目、このタクシーの関係なんです。コロナ対策っていうの、一時の通過的な問題、

課題なんですけれども、恒久的に松前町でタクシーというのは、公共の足として確保して

いかなければならないとなると、今回は４４０万になりますけども、コロナが落ち着くと

また減るかもしれません。でも、福祉という施策で考えてくれれば、こういうことで確保

できるなとずっと思ってたもんですから、６５歳以上は２割負担で使えるよと。そうすっ

とこれに２割アップなっていくんです、それと身体の不自由な人は１割負担でいいですと
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か。そういうふうにすると、それでもアップしていくわけです。ですから、４００万が５

００万、６００万になるっていうことなるんです、利用しやすくなるからです。そういう

観点から、今回はこのことでわかりましたけれども、そういう視点も大事でないかなと。

地方のこういう過疎で、大漁くんバスも動かしてる松前町でございますんでね、一つのこ

とが二つ三つというふうに考えて運営してもらえれば、活用してくれればいいなと。そん

なことでお考え方が少し聞きたいです。

それと、１７ページのこのコロナウイルス、わかりました。７月１日の予定ですね。そ

れで、何回も使えるということでいいですか、店を変えると。そういうことでいいですよ

ね。それで、補正もこれからの段階で、国の補助があって町単独で考えた場合あるかもし

れないっていうことでクイッションっていいですね。あるかもしれないですもんね、ない

かもしれないけど。

それで、先ほども所信表明の時に言ったんですけども、町民が大きく痛手を受けてるん

ですよ。やはり、身体的にも心でも、その他いっぱい受けてるもんですから、何かこう町

民の元気になる、松前町でこういうふうなことで頑張ろうやというふうな話題性を持って

くれるような支援の方法っていうのは、あるだろうと思ってたもんですからね、いい試み

ですのでね、頑張ってくれれば。７月１日なんで、本当は今日可決したら今日からにして

くれれば、僕は利用しやすかったんですけども、ちょっと施行日をちょっとこうしてくれ

れば、来週大きいのを送ろうと思ったもんですからね、考えてみてください。

それと、伐採の関係、わかりました。それで、これでいくと３分の２ありますよね。そ

れ順次計画的に行うっていうことでよろしいでしょうか。答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) それでは、まず１点目、太陽光パネルの固定資産税はいくらか

という質問でございます。現在、館浜地区に大型の太陽光発電施設がございます。これに

つきましては、令和２年度課税額が６３０万でございます。

それと、海上風力とか洋上施設の関係、更には今後ますます小型風力は増加するものと

考えておりますので、我々税務課と致しましては、適正に、課税漏れのないように課税し

てまいりたいと、このように考えております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) それでは、福原議員さんの方から、利用促進する考え方な

いのかということと、いろいろ福祉の観点からハイヤーを見ていただいて、本当にありが

たいと思っております。町と致しましても、このハイヤー事業につきましては、バスと一

緒で地域公共交通の一部と考えてございます。先ほどもちらっと説明しましたが、令和元

年度では、２台あるんですけども、ハイヤーが２台あるんですが、回数で９千２９７回、

乗車人数で１万１千８４２人乗せてまして、これ１日で平均すると、日曜日休みになるん

で３１０ぐらいで割るんですけども、１日３８人の利用ということで、決して、２９年度

から見ると２ヶ年連続で２千８００人ずつくらい落ちてるんですが、この１万１千８００

人利用してるっていう人数がですね、我々は決して低くないと思っております。

このため、これらのおかげで運賃を減らす事業者に対しては、町も支援しつつ、いい方

法を模索していこうということでの今回の補助金でございまして、次の、今回は急だった

ものですから、この補助金の上乗せで対応させていただきますが、福原議員おっしゃった

ように、今後、っていうか来年度に向けて２割までいかないかもしれませんが、高齢者の

方、障害をお持ちの方、または免許返納の方だとかに使えるように、よく使ってる何千円

とかのタクシーのチケットって言うんですか、ああいうのをお配りして、利用度を更に上



- 44 -

げていきたいと考えてございますので、今後ともよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) まず１点目の何回も使えるかという再確認でございます。

クーポン券につきましては、割当られたクーポン券がなくなるまで、何回も使えます。た

だし、発行した店舗では使えませんので、他の店舗をご利用いただくということになりま

す。

また、補正についてでありますけれども、他の支援も考えてございます。こうした実施

状況なども見ながら、また判断させていただければなというふうに思ってございます。

また、三つ目、町民が大きく痛手を受けている、町民の元気になる話題という話がござ

いました。実は、このクーポン券事業につきましては、商工会青年部からの提案を事業化

したものになってございます。商工会青年部につきましては、ビアガーデン、青年部まつ

り、ウインターフェスティバルなど、地域振興事業に精力的に取り組んでおりますけれど

も、地域経済を考えた消費喚起策に関する勉強会も開催してございます。私も参加させて

いただきましたけれども、コロナ禍で冷え込んだまちの経済をどうするか、真剣が議論が

なされ、その中で今回新たな消費喚起策として、このたびのクーポン券発行事業が提案が

あったということで、青年部が中心となってこの事業を進めるということでは、大きな話

題と町民の方にも元気を与えれるのかなというふうに思ってございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(堀川昭彦君) 史跡整備事業の樹木伐採でございますけれども、今後

継続して実施していくのだろうかというご質問でしたけれど、今のところ継続して、計画

的に実施していくことと考えております。ただし、当課では史跡整備について、国庫補助

事業で財源確保しながらやってるものですから、それ以外の史跡整備事業も合わせて検討

しながら、それらとの優先順位を考えながら実施していこうというふうに思ってございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) ソーラーパネル６３０万円、これから小型が７４基、約９００万、

大きい。それと今現在しております関係の、それはまた１億４千万ぐらいでしょうか。や

はり一般財源がない中で、相当重要な位置を占めます。それで、売電益がどうにかならな

いのかなと、事務所がなければならないという一つの基本が、ルールがございますけれど

もね、そのことで何とか町長を筆頭にして、道と国とかけあってもらって、松前町はこれ

だけあってて、いろんな意味で騒音であり低周波であり影響を受けてるんでね、どうにか

売電益っていうのが、町の一般財源に組み入れられないかという交渉もやはり大事でない

かなと。やはり一般財源としての、財源としては自然エネルギー大きいものですから、検

討してください。

それと２番目のタクシーの関係。まず、福祉政策とダブルでやってみてくださいよ。そ

して、個人が１割であり、２割負担でありっていう形であれば、もっともっとこうなりま

すんでね、頑張ってもらいたい。

それと、３番目のカードでの支払いでも使えるんでしょうか。カード払い、ｄ払い、Ｐ

ａｙＰａｙ、いろいろありますけども。ちょっとそこ、４番目はいいです。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時５９分)

(再開 午後 ２時５９分)



- 45 -

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

１点目、税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 福原議員から、売電益等々のご質問いただきました。また、国

なりへの陳情と言いますか、松前に更にこの風力発電等を誘致する活動も必要でないかと

いう趣旨かと思いますので、これは、町長等の方にもお願いしながら、また今大型風力１

２基やっている東急さんの方にも、更に松前町で稼働していただけないかというような話

をしていただきながら、我々としてはそこにかかる固定資産税を、大切な一般財源でござ

いますので、課税できるように頑張っていきたいと考えてございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) あとはないですよね。答弁もれはないですよね、失礼しました。

商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) クレジットカード、電子決済での利用はできるのかとの質

問でございます。現金のみでの利用となりますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) ページ１０ページ、財産収入、この土地の売り払い、建物の売り払

い、これだけの中身だと判断できないんですよ。中身、もう少し説明していただけません

か。できればね、この売買実例があるのか、あるいは鑑定士の鑑定なのか、そうしたこと

も合わせて説明いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 財産収入の土地売払代金と建物売払代金の関係でございます。

まず土地売払代金につきましては、土地の面積が６６５．５０平方メートルです。これの

金額につきましては、実は朝日保育所開設する時に国有地ありました。それを購入して進

めた経緯があります。その時の単価、坪あたり１万円で購入しております。今回売例等調

べました。更に、ハイム介護計画さんは近所の土地だとかも買ってるもんですから、参考

までにお知らせ願いたいと、お聞きしたいってことをお願いしたんですけども、それはち

ょっと断られまして、あくまでも今回売り払いした単価につきましては、国から先ほども

うしました購入した単価、坪大体１万円、これの単価を使用しているところであります。

建物につきましては、昭和５０年建築した建物で、補強コンクリートブロック造平屋建

ての３１１．０４平方メートル、２千２１８万で建てております。これを残存価格、現在

の残存価格で基本的に売り払いの価格にしようというふうなことで、この予算計上してお

ります１３３万１千円というふうな形で契約したところであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、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３５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３５号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第３６号 令和２年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第３６号、令和２年度松前町国民健康保険特別会計

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。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、ただ今議題となりました議案第３６号、令和２年度

松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)について、その内容をご説明致します。

令和２年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第２回)は、次に定めるところによ

ろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ２０２万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１

億２千３６１万８千円に致そうとするものであります。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あります。

今回の補正予算につきましては、歳出では、特定健診受診率向上支援等共同事業に係る

保健事業費の追加計上。歳入においては、前年度国保会計における決算剰余金に伴う繰越

金の計上が主な内容でございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。８ページをお開き願います。

８ページ、３．歳出です。３款１項国民健康保険事業費納付金１目医療給付費分は、財

源更正であります。

次に９ページです。６款１項１目保健衛生普及費で、特定健診受診率向上支援等共同事

業負担金とし、２０２万８千円の追加計上です。なお、この負担金につきましては、特定

健診の結果データ及びレセプトデータの分析結果を基に、生活習慣病の重症化のリスクの

高い方に対しまして、医療機関への受診勧奨をして、重症化を予防するとともに、不必要

な重複の疑われる医薬品を処方されてる方に対して、適正な服薬及びお薬手帳の活用を促

し、医療費の抑制や薬害による病気を予防するため、北海道国民健康保険団体連合会と共

同で行うための負担金であります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入です。６ページへお戻

り願います。

２．歳入です。３款１項１目保険給付費等交付金２節保険給付費等交付金特別交付金で、

５２０万９千円の減額計上です。これは、先ほどの歳出の特定健診受診率向上支援等共同

事業負担金にかかる補助金と、前年度国保会計決算剰余金との相殺による財源調整による

減額であります。。

次に７ページです。６款１項１目繰越金では、７２３万７千円の追加計上です。これは、

前年度国保会計による決算剰余金を繰越金として計上するものであります。

以上が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(事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正前の額１１億２千１５

９万円に、今回２０２万８千円を追加し、補正後の額を１１億２千３６１万８千円に致そ

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、補正後の額を１１億２千３６１万８

千円に致そうとするものでございます。

以上が議案第３６号、令和２年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２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。
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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。

お諮り致します。

議案第３６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３６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３７号 令和２年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第３７号、令和２年度松前町水道事業会計補正予

算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(高橋光二君) ただ今議題となりました、議案第３７号、令和２年度松前町水

道事業会計補正予算(第１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、収益的収支の３条予算におきまして、一般会計からの補助金の追

加を決定していただいたことによる増額補正と、資本的収支の４条予算におきまして、建

設改良事業１件を追加するための増額補正であります。いずれも当初予算が骨格予算であ

ったことから、このたび補正予算にて増額致そうとするものです。

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２年度松前町水道事業会計の補正予算(第１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、業務の予定量です。令和２年度松前町水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正しようとするものです。(４)主な建

設改良事業におきまして、既決予定量上川地内配水管改良工事他１３件、１億３千９７９

万１千円に、１件６２０万円を加え、補正後の予定量を１４件、１億４千５９９万１千円

に致そうとするものです。

次に、第３条は収益的収入及び支出です。予算第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す。収入です。第１款事業収益で、既決予定額

１億８千５万８千円に５００万円を増額し、補正後の予定額を１億８千５０５万８千円に

致そうとするものです。第２項営業外収益で、他会計補助金として一般会計からの補助金

５００万円を増額補正し、補正後の予定額を３千２３７万２千円にしようとするものです。

支出です。第１款事業費で、既決予定額１億７千２０１万円に５０１万５千円を増額し、

補正後の予定額を１億７千７０２万５千円に致そうとするものです。第１項営業費用で、

１目原水及び浄水費で、修繕料と道路除雪費合わせて２７５万円を、また、２目配水及び

給水費では、修繕費及び修理用材料費合わせて２２６万５千円をそれぞれ増額しようとす

うものです。

２ページをお開き願います。

第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書中不足する額９千７１４万
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円を９千８９９万５千円に、当年度分損益勘定留保資金３千２６３万４千円を３千３９２

万６千円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１千２７４万円を１千３３

０万３千円に改め、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に補正致そう

とするものです。

収入です。第１款資本的収入で、既決予定額１億６１１万８千円に４３４万５千円を増

額し、補正後の予定額を１億１千４６万３千円に致そうとするものです。第４項工事負担

金におきまして、江良地区大間橋改良工事に伴います橋りょう添架管の改良工事にかかる

一般会計からの補償金４３４万５千円を増額補正しようとするものです。

支出です。第１款資本的支出で、既決予定額２億３２５万８千円に６２０万円を増額し、

補正後の予定額を２億９４５万８千円に致そうとするものです。第１項建設改良費３目簡

水改良費におきまして、江良地区大間橋橋りょう添架管の改良工事費６２０万円を増額補

正致そうとするものです。この結果、令和２年度の補正予算(第１回)における当年度純利

益については、９６万６千円を予定しているところでございます。

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、令和２年度末における予定貸借対照表を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第３７号、令和２年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)の内容です。ご

審議賜りますよう、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番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) ちょっとお伺いしたいんですけども、資料の２ページ目なんですが、

上から２行目の金額なんですが、「千円」の「千」抜けてませんでしょうか。３万３千９

２６円になってますけど、千円ですか、でよろしいでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 水道課長。

○水道課長(高橋光二君) ご指摘のとおり、「千円」が抜けておりました。

○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３７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３７号は原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもっと本日の議事日程は全て議了しました。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１６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) 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

に配布のとおりであります。

◎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、１番疋田清美君、２番飯田幸仁

君、以上２名を指名致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、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。

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。

令和２年５月２５日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が解除されまし

た。昨日も申し上げましたけれども、それがこのコロナ感染症が解決したってことじゃな

くって、確かに解除されましたけれども、まだまだ心配、不安、そうしたものが依然とし

て残っているわけです。我々がまず何をやるべきか、正にこのコロナ感染症が収束して、

日常に戻るまでの努力は最優先としてやらなければいけないと、私もそう自覚しておりま

す。町民一人一人が自分達がやるべきことをしっかりと守って、幸い町内発生ゼロのこの

状態を、このままきちっとして維持していけるのが願いとして持っております。

ただ、そういう状態がいつ収束するという目処、見通し、そうしたものが全く見えてお

りません。おそらく、ある識者によりますと１年以上もかかるんでないかと、この状態が

繰り返し繰り返し。できることならば、早い時期に治療薬が、そしてワクチンが開発され

て、発症者に対する対応が完全な形になるまでは、この不安は続くんでないかなと、この

ように思っております。

ただ、そういう状態の中で、我々が収束するまで、それが重荷になって何もできないっ

ていうことであれば、この松前町を支えていくためには大変な事態、言われてきたように

消滅可能都市の道をたどっていくばかりじゃないかなと、このように思っております。

ですから、そういうタイミングで一般質問も非常に慎重に考えて、今回は特にそういう

形の中でも我々の町松前町を維持していくためには、どうあらなければいけないかと、こ

んな考え方で、今回提出を致しました。持続可能なまちづくりに向かってと、そういう表

題で一般質問を提出致しました。町長、大変でしょうけどもお付き合いのほどよろしくお
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願いします。

去年のね、１２月、第４回定例会において、町長の行政報告の中に、この松前町の風力

発電事業者と、まちづくりに関してお互いに力を出し合い協力しましょうって協定を結び

ましたよね。その時に町長は、風力発電を生かした松前町の発展を願って、これからいろ

んな事業を進めていきたいと、このようにお話されておりました。あれから今日まで、あ

まり時間ないわけですけれども、こういう考え方で町長は任期満了、そして３選目に向か

って、しかも無投票で絶大な信頼を得て当選されたんでないかなと私は認識しております

けれども、それに対して期待に応えていかなければいけない責任も、大きなものが町長に

は課せられていると思います。

そんな観点からね、このまちづくりの一つに、なぜこれを選んだかと言いますと、この

コロナ感染症の事態の中でね、私なりに見えてきたものがあるんですよ。例えば仕事の仕

方が、あるいは人の流れが、いろんな形で見えてきてるもんですから、あえてこのタイミ

ングこそ、町長と意見を交わしながらまちづくりに向かうべきタイミングだなと、こう強

く考えております。

それで、冒頭いろいろ申し述べましたけれども、一番最初にこの風力発電、その関連を

活かしてね、まちづくりできる可能性ってのは、町長どう考えておりますか。私はね、こ

の風力発電事業そのものがね、例えば、地元の人の雇用の場になるというふうな面は考え

られないんですよね、事業の中からいってね。

それが一つと、それから、もしあるとすればね、財政面で、昨日の補正予算でも出てま

したけどね、いわゆる固定資産税の収入の面で財政的なメリットがある、これは理解でき

ますよね。ただ、今言ったように風力発電事業に関連した形で、松前の人達がそこで働く

場がはたして可能かどうか。町長はまちづくりにこれを利用してくって言うんだから、こ

ういう状況の中で、具体的にこんな事業を考えておりますっていうものがありましたら、

説明願いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

ただ今梶谷委員から、持続可能なまちづくりに向かってというふうな表題のご質問、一

般質問いただきました。冒頭、町長はどんな部分に期待をしてるのかというふうなお尋ね

だったというふうに思っております。

梶谷議員もおっしゃっておりましたが、松前町における風、本当に全国的にも価値のあ

る風が吹いてるというふうな部分につきましては、各専門業界の皆さんも注目しているよ

うであります。一つとすれば、大きな財産が松前にあるんだと、「風」という財産がある

んだというふうな認識をしているところであります。この風をどういうふうに利用して、

地域の発展のために利用する、していけるのかっていう部分につきましても、いろいろ職

員と検討を重ねてきているところでありました。いろんな角度で効果が期待できるという

ふうに思っているところであります。

今梶谷議員おっしゃるように、そしたら雇用の場にはどうなのかというふうな部分、大

きな雇用のかたまりにはならないと思いますけども、きちんとした経済的な影響が隅々ま

で渡るような状況は見通せるというふうな認識をしているところであります。

また、昨日の補正予算、一般会計の補正予算でも今議員おっしゃっていましたとおり、

固定資産税も償却資産として１億あまりの収入が見込めるというふうな意味では、財政的

にも脆弱な松前の財政でありますけども、少しは力になっていただけるというふうに認識

をしているところでありました。大きな期待を示しながら、慎重に向かい合っていきたい
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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番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) なかなかね、具体的にどんな事業っていう質問をしても、こんな事

業ですよって、ストレートで具体的なものは正直言って期待できない、そんな気持ちで質

問に立ってるんです。ですから、結局逆に協力してくれるという事業者側は、東急不動産

ね、そうした人方が、そうしたら、松前町に東急不動産としてはこんな事業を考えている

んだけどもどうだろうっていうことは、私は正直言って期待できないと思います。いわゆ

る待っていても、待っていてもそれは降りてこないと思うんですよ。ですから、逆に言う

と待ってる姿勢じゃなくって、自分達でこういう事業を考えているんだけれども、協力い

ただけませんかと、こういう流れになるのが、私は利用してこのまちづくりに活かしてい

くんだっていう考え方とすればね、つくっていかなければいけない、自分達でつくってい

かなければいけないっていう考え方でね、今回こういう提言をしたわけなんです。

特に前段で申し上げましたように、このコロナの状態の中で首都圏、あるいはいろいろ

なところの事業者がね、どんなやり方をしてるかっていうことをね、逐一報道されてます

よね。一番はっきりわかるのは、いわゆる出社して、会社に出て仕事をするってことのリ

スクをいろいろ考えた場合には、こういう状態の中では、いわゆる在宅の形で仕事を続け

ると。

例を挙げますとね、資生堂が２千人の社員全員出社しないですよ。それから今問題にな

ってる電通、６千人から８千人の社員がね、これも出社してないんです、在宅勤務です。

更に言うと東芝、電気メーカーの東芝さんはね、やっぱり７万５千人のうち、最低でも１

万人はこれからテレワーク体制に入ると。日立製作所もやっぱり５０％の人、やっぱり製

造部門持ってるところはね、全員テレワークっていうわけにはいかないんですよね。だか

ら、そういう状況の中でも、なおかつテレワークを活かしていくやり方を模索してる会社

が、現実にそこにあるんですよ。しかも、何日でしたでしょうか、この６月の５日でなか

ったかな、全国の知事会で、知事会ね、集まって何を話し合ったかと言うと、国に対して

要請した中身は、人口の地方分散、これ道新の切り抜きなんですけどね、人口の地方分散、

正にこういう事態を利用するって言うと変ですけど、きっかけにしてね、都市部から地方

へ人を移す最大のチャンスだと、こう言ってるんですよ。

ですから、そういう観点からいけば松前もね、幸い首都圏の東急不動産というきちっと

した会社が。まちづくりのために協力しましょうよって言って協力締結してるんですから、

本当に渡りに船ですよね。ですから、最初に言ったように待ってんじゃなくって、こちら

からこういうものをつくって、計画して、力を貸してくださいっていう形をつくっていか

なければいけない、このように考えております。

ですから、これからこの具体的に私も考え述べますけども、このサブテーマとしてテレ

ワーク活用で人口減少に歯止めをと、働く人を、地元の働く場所をつくるってことは不可

能であっても、今のような状態であれば、現実に仕事をしてる人方を松前に来ていただく

と。この地方創生の事業の中にも位置されて、位置付けされております移住定住っていう

ものありますよね。松前だって戦略計画の中で、戦略の中でこの移住定住をきちっと位置

付けしてるんですよ、ね。１期目も、今度新しい２期目も位置付けしてるでしょう、現実

どうですか、取り組みの状況。清部の教員住宅、それをリフォームして二つの住宅を用意

しました。結果的に移住定住、体験って言うのかな、それをするために、人数はともかく

と２件の希望者があって、この事業は進められてきた経緯があります。しかし、ほとんど

のこの申込者の形を見ると、言葉悪いですけれども、ある意味では観光の拠点にしたよう
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なものしか形に残ってないですよ。それでも松前に来て、松前を体験して、松前を見て行

ってくれたってことではね、私は全くゼロだとは思いませんけれども、実態はそうです。

もう１件は、いわゆるテレワークという形でね、この松前で今の移住定住の制度を利用

ながら、そこに居を構えて仕事をしていたと。それだって今の実態どうですか、ゼロです

よ。だから、そういうものを見てるとね、形だけをつくっても私はもう継続するってこと

は無理でした。本当に、やる気がないなんて言ったら失礼になるかもしらんけど、本当に

やる気であればね、もっとやっぱり何ですか、創生会議でもよく言ってるでしょ、計画つ

くって、ＰＤＣＡですか、そういうサイクルを利用してね、きちっとプランを立てて、最

終的にアクションを起こすまでのこの流れを利用してったら、こんな形っては、何らかの

形で変わってなければいけないでしょう。

それが、現実をあえて批判めいた話をしましたけども、現実がそうですから、私はこれ

からやろうとする、このテレワーク活用で人口減少に歯止めをっていうものはね、私なり

にある程度きちっとした計画を立てながら、それに臨んだ時にね、何としてもそれを成し

遂げるような形をつくっていきたいわけ。今回こういう通告をして、これからのお話をさ

していただくわけなんですけどもね、この松前のね、持ってる良さですよ。私は一番大事

にしなければ、町長お話にありました大事な資源、風力、それを活かすという形ができた

と。それを元にして更に事業展開が２期計画なのか、新しい洋上発電なのか、風力発電な

のか、そうしたものが具体的にはまだ見えてないですけども、こういう形ができた以上は

ね、この事業者はそこで終わりじゃないですよ。少なくとも例の契約の中身見るとね、２

０年は施設はこの町で生き続けるんですから、その中でそれを利用したまちづくりってい

うのは、もう何回も言うように、相手が協力しましょうって言ってんだから、最高でしょ

う。

今のテレワークの実態も話ました。それから、世の流れですか、世の流れも都市部から

地方へと。これは本来地方創生の一番の目指すところだったんだと私は思ってんですよ、

目玉がね、目玉がそこにあったんだと。しかしながら、国がそう唱えていながら、実際に

国はその行為はしてないでしょう。例えば官庁の分室を地方に持っていくとか、そういう

ことすらしてないのさ。だから、国を待ってても、これは松前町がその制度の中で生きて

いくってことは、私は実現はまず不可能かなと。ですから、自分達の形でつくっていこう

と。

ちょっとくどい話になりました。松前町の良さをね、ちょっと言いかけてたんですけれ

ども、この一番最初に挙げたいのはね、この風力発電そのものがね、どういう状況にある

かっていうことを考えたいわけなんですよ。これは既に皆さんご承知のとおり、１２基の

大型発電を基にしてお話すれば、４万８００キロワット。これ１世帯あたり３千５３０キ

ロワットアワーを、これ一年間の使用量で行くとね、この発電量だけで３万所帯分賄える

んですよね。

それから、もっと松前町にとっていいことはね、蓄電施設を持ってるんですよ、ね。あ

の蓄電施設ってのはね、私はもうこの風力発電、全国にいろいろあるようですけれども、

こんな立派な蓄電施設を持ってるの、そんなにないんですよ。だから、これも松前にとっ

ては大きな強みだ、この蓄電容量は１万８千キロワット、発電量の約４４％ですけどもね、

これだって世帯数からいくとね、１万３千所帯の電力を賄う能力を持ってる、松前の今の

状況から言ったら倍以上のものに対応するものを持ってると。だから、こういう松前にと

ってはね、もう願ってもない条件が東急さんのおかげでここに実現したんだから、まして

協力してくれるって言うんですからね、これをまず売り物にしたいと。その売り物にする
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ことは、一番の目玉とすればね、どっかの企業さんがこちらに来てくださるというような

ものが実現したとすればね、ブラックアウトの心配ないでしょう、ね。

ですから、こういう発電能力、発電容量、更には蓄電容量を持った施設がここにあると

いうことは、これはまず一つ売り物にできるんじゃないですか。

それから、次に考えたいのはね、松前町、幸か不幸か、まあ幸でしょうね、災害の、自

然災害の被害が極めて低い。これは、何と言ったってね、これからどうなるか自然だから

わかりませんけれども、現実は自然災害のリスクは極めて低いと。これは率で言うしかな

いんですけどね。いつどういう形で何が起きるかわかりませんから、現実、あるいは過去

を踏まえて言うしかないんですけれども、松前の現実、非常に自然災害リスクが低いと。

今盛んに皆さん耳にするように、首都圏で地震が５月から今日まで３５回起きてるんで

すよ、首都圏で。その地震の中身言いますとね、マグニチュード５以上の地震が３回起き

てる。心配されている直下型の地震がこれから、いつ発生するかわかりませんけど、それ

十分考えられると、専門家がはっきり言っております。だから、これだってね、これから

セールスに歩くことになると思いますけども、松前にぜひ来てっていうポイントになりま

せんか、私はなると思うんですよね。

だから、そういうものを考えますと、やっぱり町長、今の状況の中でね、今の話がある

程度、これまだまだ先あるんですけどね、煮詰まって、実際に町長筆頭にして、これトッ

プセールスから始まってね、松前の売り込みしないといけないでしょう。だけど、この状

況ではね、簡単に動くこともできないし、状況を判断しながら、方法を考えながら、ある

いはタイミングを見ながら行動を移していかなければいけないことになるんですけれども、

でも、こういう考え方に対して、まず町長、どう考えになりますか。そんな話ったって、

言うほど面白くないし、また上手くいくわけないじゃないかっていう感覚で受け止めてお

りますか。その辺の考え方、ちょっと聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) このコロナの関係で、議員からもテレワーク、更にはリモート会議

などなど、働く、仕事する環境が大きく変わってくるということが予想される状況になっ

てきてるというふうには、私も議員同様に感じているところであります。

チャンスを、ピンチをチャンスに変える機会も来るというふうに考えているところであ

ります。松前の良さをセールスしながら取り組んでいくということも大事だなというふう

に思っておりますし、せっかく東京から東急不動産という風が吹いてきてるわけですから、

きちんと受け止めていきたいなというふうに思っているところであります。まず、町長と

しては、この東急不動産との関係を、どういうふうに活かしていきたいかというふうなこ

とを話させていただきたいなというふうに思っているところであります。

まずもって議員もおっしゃっておりました東急不動産日本風力開発による、松前ファン

ドファーム株式会社が建設致しました１２基の大型風車。更には、他にあまり例のない蓄

電施設を一式備えているというふうな施設が完成したところであります。この工事にあた

りましては、完成に至るまでに、町内には大変大きな経済の潤いをいただいたというふう

に思っておりました。目を見張るものがあるんだなというふうに認識をしているところで

あります。また、固定資産税につきましても、議員おっしゃるとおりであります。多額の

税収が見込まれるというふうな状況になってきてます。１２月の１９日に協定を締結致し

ました。その大きな目的と致しましては、風力発電の円滑な推進と地域貢献等における町

の活性化を進めるために、お互いに協力することとした内容で協定を結んでいるところで

あります。
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ご承知のように、東急不動産は日本屈指の総合不動産会社でありまして、不動産はもと

より、都市開発、商業施設、ホテルやリゾート、更には海外事業など幅広く事業展開して

おります。松前町としても、この縁をきちんとチャンスと捉えるべきというふうに考えて

いるところであります。先ほども申しましたが、松前町は風に、風況に恵まれまして、日

本有数の地域だというふうに言われているところであります。その強みを活かす大型風車

発電、陸上はもとより、今洋上風力発電につきましても多くの事業者が松前を訪れており

まして、可能性も感じている、洋上風力の可能性も感じているところでありました。世界

的にも再生可能エネルギーによる電力供給につきましても、日本でも大きく発展するとい

うふうに考えているところであります。

松前の人口減少の大きな要因につきましては、産業の衰退による雇用の減少でありまし

て、これまで産業のすう勢を変える大きな変革がなく、今日に至っている現状においては、

なかなか一足飛びでの産業の活性化には結びつかないと、難しいというふうな思いもして

ございますけども、企業誘致までとは言えませんが、東急不動産との協定によりまして、

今議員おっしゃるブラックアウトの対策であります、大規模停電の際のマイクログリッド

構想の実現に向けた取り組みや、都市と地方との繋がりを強化する食材との流通強化によ

る第１次産業の底上げ、都市間、都市圏企業による研修合宿、あるいはテレワークの実現

による交流人口の増加等々。松前にはなかった新しい風を取り入れて産業や観光の活性化

などを進める中で、人口減少の鈍化を、スピードを、鈍化に繋げてまいりたいというふう

に考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長もね、松前を考えていく最高責任の立場にあって、当然松前の

将来、子々孫々まで生き続けていくためにはどうしたらいいかっていうことは、日夜問わ

ず考えておることだと思います。今、粗々の考え聞かせていただきましたけれどもね、こ

の通告書の冒頭に、私こんな感覚、こんな表現しました、従来感覚の企業誘致で町民の働

く場所の確保は極めて困難な松前であると、そういう書き方しました。

これはどういうことかと言いますとね、私もかつて企業誘致で走り回ったことがありま

す。その願いは、松前町に働く場所をつくって、町民がそこで暮らせるようなことを願っ

ていてやったことなんですよ。当時の企業側が言うには、松前の置かれている位置は、企

業にとってはへき地だって言われてた。ですから、そういう考え方で今のような状態から

松前を抜け出そうとしても、私はなかなか大変だという考え方から、なら、松前町の在住

の人方がね、そういう形で働く場所をストレートでつくることができないのであれば、人

口がどんどんどんどん減っていく状態を何らかの形で食い止めなければいけないと。とす

れば、今のような形で働く人方をそっくりこう、松前に移住してもらうことが人口減少の

歯止めの一つにはなるんでないかと、そういう考え方なんですよ。

当時ね、私、今思い出すとね、自分の将来を見る目がなかったのか、あるいは知識がな

かったのか、反省してます。そん時に言われたことは、日立の重役の方に、今松前町にそ

ういう工場をつくるったって、言ったようにへき地なんだから、工場の進出はあり得ない

と。むしろ将来考えて、テレワークの考え方でそこに基盤をつくったらどうかと、そん時

に言われてんです、２０何年前の話ですよ。ですから、話として、その当時は私はなかな

か理解できなかったんですけど、今となれば正に現実の話ですよね。

ですから、具体的にこれから町長、東急不動産を基にしてね、力を借りて、実際に企業

を誘致、形は違いますけれどもね、そういうテレワーク拠点を松前にどんどんこう引っ張

ってくるというような考え方でやっていけば、私ははっきりして、言えることは１人や２
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人じゃないでしょう。やっぱり東急関連の関連の企業体言ったらね、おそらく１社から仮

に５人松前にっていうようなことで整理して話がまとまった場合にはね、５０、１００人

という単位で私は可能でないのかなと思うんですよ。そういうふうにしていかなければい

けないでしょう、チャンスなんだから。だから、そういう観点からいけばね。今の言った

ような形で、５０、あるいは１００という単位で松前町に働く人方移住してもらうってい

う考え方は、私は企業にとってもいわゆる企業災害リスクだとか、そういうものを整理し

てもメリットのある話だし、今回のこのコロナ感染症の形の中でね、働いてる人だって、

地方に来たい、親元に戻りたい、ふるさとに戻りたいみたいな考え方がどんどん出てきて

る。その背景にあるのは、いわゆる聞いた、この言葉聞いたことあると思います、ＱＯＬ

っていう話でわかりますか、ＱＵＡＬＩＴＹ ＯＦ ＬＩＦＥですよ、ね。自分の人生を

この質の高い充実した人生にするためには、表現適切でないかもしれませんけど、いろん

なリスクを背負う、持っている都市部にいるよりも、地方に行ってこのＱＯＬのね、形を

推進していくことを望んでる人方ってすごく増えてるの。

ですから、前にも言ったように、何つったっけな、私、ワーケーションっていう言葉使

ったよね、そういう言葉もありました。働きながら楽しむっていうね、正にこれからの生

き方としてはね、こういう考え方が強くなってくる可能性も十分に含んでいる。ですから、

企業がそういう考え方で、もし社員を派遣するとすれば、私は案外社員の中でも俺が行き

たいっていうような形ってのは、可能性としてはあると、そういうふうに見ております。

場合によっては、松前出身の方がＩターン、Ｕターンっていうような形で来るかもしれな

いと。本当に願ってもない形になるんでないかなと、こんな気持ちでおります。

町長、さっきああいうお話してね、お考えを聞かせていただきましたけども、本当に松

前にステーションつくりませんか。私執行者でないからね、やりますなんて言えないし、

執行者に対して考え方述べて、理解を得て執行者が決断すれば、私はできることだと思い

ますよ。そういう観点から行くとね、松前には利用可能なものがあるんですよね。

例えば、実際にものをね、見て使えるものなのか、金のかかるものなのか、そういうこ

とは確認はしておりませんけれどもね、例えば廃校になった松前小学校、素晴らしい環境

でしょう。津波は心配ないだろうし、自然は豊かでしょうし、ああいう環境にもし今のテ

レワークのステーションつくったとすれば、私は最高かなと思ってます。

話、飛び飛びになってしまいますけれどもね、このテレワークの形がね、全てでないん

ですよ、問題もあるんです。例えばね、仕事の、テレワークっていう形、いわゆる在宅で

職場との関連の中で仕事をする時に、欠点があるんですよ。仕事と生活のオンオフが切り

替えなかなか難しいと。家庭そのものが仕事場になるもんだから、本人はそりゃあ仕事す

るためには特別、家族のいろんな影響があって、全く問題ないとは言いませんけれども、

家族に負担がかかるんですね。

だから、そういうこともね、欠点の中にあるんですけれども、松前の場合はね、今の松

前小学校例に挙げた施設は、精査そのものもそのとおりなんだけども、その他に空家があ

るんですよ、空家が。いろいろ、この空家対策でも問題になってるそういう建物は別にし

て、まだまだ利用可能な空家っていうのは点在しております。話に聞きますと、そのもの

を処分して松前から子ども達のとこに行きたい、だけどもなかなか不動産は処分されない、

そういう現実もあるよね。具体的に例挙げてもいいんですけどもね、ちょっと控えますけ

どもね。

本当にね、きちっとした一軒家で、もう４０坪以上の土地についた家でもね、２００万で

も１５０万でも引き取ってくれる人がいないかなっていう、そういう松前の状況なんです
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よ。これ、すごく魅力あるでしょう、都会の人にしたら。仕事場は環境のいい場所でやれ

るだろうし、そして、家族共々松前に移住した時に、家族一緒に一軒家にきちっとした形

で生活できるとすれば、非常に私は都会の人方が自分の家を持つために努力している姿か

らいけば、本当に私は魅力たっぷりな話じゃないかなと、そう思ってます。ですから、そ

うしたものも含めてね、会社のいわゆる社宅みたいなね、形もあり得るだろうし、いやい

や、松前に、これからの人生を快適にすごすために自分の家を持ちたいって人もいるかも

しれない。そういう可能性を十分に私は秘めているという状況だというふうに認識してお

ります。どうですか、この考え方、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) テレワークによる人口交流の増加等々、いろんなメリットが見えて

きてるわけでありますが、そこにたどり着くまでの間に、梶谷議員の通告にもございまし

たが、まず議員おっしゃるように、人脈をつくることが大変重要であるというふうに認識

をしているところであります。テレワークをやるためにも、まず率先して人脈の構築をす

ることが大事だというふうに思っているところでありまして、東急不動産とは、お互いに

人脈を大事にしていこうという話もしておりまして、町内の様々な業種の方々との交流も

ですね、今まで少し進めてきたところでもあります。

東急不動産からも、東京の方で昨年渋谷に建設したばかりの渋谷ソラスタビル内の会社

にも、ぜひ町長来てくださいというふうなご案内もいただいたところでありますし、互い

に人脈を築くことで何かビジネスチャンスになるかもしれませんので、交流は実施してい

きたいなというふうに思っておりますし、今般この感染症のおかげっていうことになるん

でしょうか、東京からも松前に来れない状況。更に私も上京できない状況になったために、

現在は進められない状況でありますが、そういう経緯もありますので、チャンスがあれば

その交流も進めて行きたいなというふうに思っております。

それから、職員の派遣についても、議員から東京の方から来てもらうような状況づくり

も、これは可能性はあるんだというふうに思っております。職員の、私どもの職員の資質

の向上にも、大変有意義な内容になるんだろうなというふうに思っているところでもあり

ます。ここでテレワークをやる事業の誘致を積極的に進めていくわけでありますが、議員

おっしゃるようにテレワークにつきましては、ＩＣＴを活用して、場所や時間にとらわれ

ない柔軟な働き方で在宅勤務型、モバイルワーク、サテライトオフィス型の三つがあると

ころでありまして、議員も先ほどおっしゃっておりましたワーケーションいうお話も前に

議員から聞いたところもあるわけであります。

現在わかっているのは、協定を締結している東急不動産では、第２期目の大型、陸上の

大型風力発電を計画しているようでありまして、４名の社員が松前事務所に常駐すること

を考えてるようであります。本来は、この５月に事務所を設置したい意向があったわけで

ありまして、物件もほとんど決めてたようでありますが、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のために往来を中止しているということから、このまま早く収束、コロナが収束し

ていただければ、近いうちに再開は間違いなくするというふうな状況であります。

先ほど議員もおっしゃっておりましたけども、町の創生総合戦略の中にも町外企業との

テレワーク等の研究実現っていう項目で挙げているところでありますので、東急不動産と

地域貢献事業でも、いち早くテレワークの可能性があるというふうに東急不動産との間で、

その可能性はあるというふうに思っているところであります。

昨年、東急不動産の福岡県福岡市に事務所を置く、株式会社スマートデザインアソシエ

ーション、通称ＳＤＡの社長他１名が１月ですね、１月の下旬に松前においでいただきま
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して、松前の状況等を調査して、どのような地域振興策が適当か検討するための一時の調

査に来ていただいたところであります。この会社は、全国の各地における働き方や、暮ら

し方の新しい形を創造する、正しく移住やテレワーク等のコンサルの会社でありまして、

企業が求める人材育成のために、研修や企業合宿などをプロデュースをしているというふ

うに聞いております。松前の土地や人柄も大変気に入られているようでありまして、ぜひ

テレワークの実現、いわゆる企業と松前の橋渡しをプロデュースしてみたいというふうに

話もしておられました。しかし、コロナの関係でこれも今止まっているというふうな状況

であります。この機会を積極的に収束されれば、この機会を積極的に取り組んでいきたい

というふうに思っているところであります。

更には、廃校、それから空家、テレワークのステーションづくり、町長しないかってい

うふうなお話であります。テレワークにつきましては、実現するためには、拠点となる施

設が必要であることは確かであります。しかしながら、廃校、空家と言っても現状みます

と、学校、相当古い廃校もありますし、まだ可能性のある廃校も、使える状況もあります

ので、改修などをいろいろ方向を検討してまいりたいなあというふうに思っております。

いずれに致しましても、東急不動産と協議しながら、専門家の意見を聞きながら、その施

設の活用につきましては、調査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) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) ようやく明るい話を聞かせてもらいました。なかなかそういう話っ

っていうのはね、町長もいつでも言えることでないだろうし、ある程度温めながら、そし

て肉付けしながら、そして実現へ向かっていくっていう、そういう形かなと思っておりま

す。

やっぱり町長、東急不動産をなぜこの頼りのするかと言えばね、正に町長おっしゃるよ

うにね、人脈づくりなんですよ、ね。だから、東急不動産だけにいって、松前のこういう

形を応援してくれって言ったって、人ってことなるとね、今のおっしゃるように新しい事

業を始めるのに４人なり５人なりの人で、ある程度の話は進められるわけだ。それであれ

ば、我々も願ってる形がまだまだそういう形ですから、それはもちろん大事にして中心に

しながら関連の事業者、前段で言いましたように製造部門をこちらに引っ張るってことは、

私は無理だと思うんでね。企画だとか、あるいは開発だとか、そういう部門ってのは十分

にテレワークで対応できる職種なんです、仕事の分野なんですよ。

ですから、東急不動産との繋がりの中で、できるだけ多くの人脈をつくって、そういう

人方の松前で仕事をしてくれることによって、あなた方にもこういういい面がありますよ

と。最初に言ったように、災害リスクが少ないとか、あるいは自然環境がいいとか、更に

は地価が安いとか、そういう関係の形だとか。これからやっぱり町長、そういう方々とお

会いする時にはね、やっぱり松前をセールスしていかないといけないです。多いに売って

いただかなければいけない。これは、何としても町長の話聞いたら、松前に居を構えてね、

そういう自分達の大事な従業員も、いい環境の中で働かせたいなっていう考え方にも持っ

て行くような、やっぱり条件づくりしていかんといけないんじゃないですかね。

今の段階では、おっしゃったような範囲の中の話ですけども、正確に私何件かオファー

のあった人方の名前まで正確に聞き取れなかったんですけどもね、そういう人方だって大

事につかんでいかないといけないでしょう。

そういうことを考えたら、今の松前町にテレワークのね、ステーションをつくるために

は、こういう条件ですよというような松前の売りの部分をある程度まとめておかないとい
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けないんでない、ね。いきなり行ってね、いや、松前いいとこだよと、北海道の最南端で

雪も少ないし災害もたいした頻度があるわけでもないし、地震なんてのは目に感ずるもの

ってのは、本当に数えるしかないんだと。そういう形でいうこともさることながら、松前

町に来ていただけるんであれば、自治体としては、こういう条件で、これはどこにもある

話なんですけどもね、例えば固定資産税の減免だとか、あるいはある程度猶予だとかね、

そういう話ってのは、これは常識ですよ。だから、そういう条件をある程度、町長まとめ

てね、話できるような体制をつくらないといけないの。

どうですか、町長、このね、プロジェクトをさ、町長一人で走り回って、今の考え方を

述べてって言うよりも、チームをつくってやる考え方ないですか。これから機構改革の話

を昨日はね、しましたけども、その中にどういう位置付けするか、これはわかりませんけ

ども、いずれにしても町長一人の力ではできないですよ。やっぱり優秀な職員の知恵と力

を貸していただきながらね、こういう話ってのは、できればまとめていきたいと私は思う

んですけれども、この考え方に対しては、これからの望む形はどうあったらいいかなって

いう考えをお聞かせしていただけませんか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員おっしゃるように、町のきちんとした考え方、方向付けを固め

ていかないと、なかなかお話もできないという状況にあるんだというふうに思っておりま

す。本当に職員の知恵、更には東急不動産を介する専門業者との具体的な話し合いも必要

だというふうに思っておりまして、地域の振興策を一緒に検討できるような体制づくりが

必要だというふうに思っております。

本当に、ステーションとなる場所がないと進めづらい部分もあります。その条件につき

ましても、きちんと我々は整理を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。

費用もかかるかもしれませんけども、町の発展のために、町の考え方をきちんと方向を定

めながら進んでまいりたいというふうに思っております。

事業が進むことによりまして、議員がおっしゃるようにプロジェクトチームが必要にな

るような要素もあるんだというふうに思っております。職員の皆さんの知恵、意見も聞き

ながら、更には議会の皆さんのご助言もいただきながら、取り組んでいきたいというふう

に思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) さっきね、思いもかけない、私には想像のつかない形の中でね、東

急以外の事業体からもオファーがあったというお話聞いて、本当にいい形に進みつつある

なと、そういうふうに思っております。できれば町長、そういう形でね、可能性のある、

いわゆる松前でテレワークの拠点に社員が来てくださる可能性もある企業体を、もう少し

こうきれいにまとめられませんか。

今の段階ではね、こういう話もありましたよっていう話は、それはそれで受け止めます

けどもね。計画ですから、大ざっぱなものよりもできるだけ緻密な計画の方が、私はこと

を進めるうえにおいては大事なことかなと思っております。ですからそれは、おそらく町

の機構の中で中心になるのは、政策財政課あたりがね、佐藤課長あたりが敏腕を振るって

くれるんでないですか。ですから、その辺を大事にしながら、チームづくりと。それから

できれば、今言ったような可能性のある企業のリストアップすると。そういうことが、私

は大事かなと。

それと同時に、松前町は、ある意味で企業誘致条例みたいなものを、つくるつくらない

は別にしてね、そうしたものもまとめていって、そして一人の力じゃなくって、何人もの
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力でこれから進めて行くって方向に行ってほしいと思いますけど、どうですかね。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員と一般質問の議論をする中で、町としての姿が少し見えて

きたような感じは、私は受けております。本当にご助言を大事にしたいなというふうに思

っております。このチャンスをきちんと残すってことが、今我々が対応できる最大の仕事

だというふうに思っているところでありますので、このチャンスを有効にしたいというふ

うに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 昨日の所信表明で、松前町のこれからの４年間、町長はこんな考え

方でっていうようなお話ありました。正にゆりかごから墓場まで、町長、すみからすみま

で気を配らなければいけない、そしていい方向に持って行かなければいけない、ご苦労は

大変だと思います。だから、だから、一人で何事もやるってことではなくってね、今のよ

うな前段でお話したように職員の力を借りながら、議会と協力を得てね、これからのこの

持続可能な松前町づくりに、一歩でも近付くようなね、形で取り組んでいただきたいと思

います。

こまいこといろいろありますけれども、おおよそはそういう考え方で今日の一般質問し

ましたんで、きちっと心のすみにじゃなくて、真ん中に入れておいて、これからも取り組

んでいただきたいと思います。ありがとうございます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に人口の減少を食い止めるには、大変至難のわざであるという

ふうに思っております。今回のこのせっかくの縁で、ご縁をいただきまして締結した協定

をきちっと活かして、人口減少の中でもこの変化に対応できるまちづくりを念頭に、この

新しい企業の風を取り入れて、その風を利用しながら、産業の活性化が図られるよう、第

２期地方創生総合戦略にも掲載しておりますが、新しい時代の流れを力にできるように、

前向きに努力していきたいなというふうに思っております。

今回、吹いております東京からの新しい風を的確に、的確に捉えて対応してまいりたい

というふうに思います。どうもありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) いろいろ言わせていただきました。正に、松前町にとってはチャン

スですよ、このタイミングです。世の中もそういう風が吹いておりますから、頑張ってい

ただきたいと思います。終わります、ありがとうございます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１１時０２分)

(再開 午前１１時１７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に、１０番斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) それでは、早速通告に従って発言をさせていただきます。

通告は、町内の落ち込んだ景気回復をどうするのかということが主でありますけれども、

このコロナウイルスによる外出できませんよ、しない方いいですよ、不要不急の外出はし

ないでと、こういう要請、自粛要請が大きい影響を与えています。

昨日、町長さくらまつりだけで６０数億円の減収に、６億数千万の減収になってると。
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そんなもんで治まらないんですよね。なぜかって言えば年度末でもあり、歓迎会だとか送

別会だとかもやれない。更には、各業界が書面による総会をやってます。こんなところま

でえらい影響もしてきてるわけです。おそらく、この回復するったら、大変な思いをしな

ければならないなというふうには思っています。

この景気回復をどうすんのかなあと思いながら、まず第１点はですね、この新型のコロ

ナ対策の特別措置法って言うんですか、あんた方は特措法とこう言います。これで私、ち

ょっと疑義を持っているんです。特措法の権限と言いますかね、国の権限はどこまでなの

か、北海道の権限はどこまでなのか、市区町村の権限はどこまでなのかということが、特

措法の中で具体的な明記がなかったというふうな記憶をしているわけですよね。ですから、

これは法律が専門ですから、総務課長にまず１点、この特措法について教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 斉藤議員からの質問にありました、特措法の権限の関係でござ

います。まず、内閣総理大臣が務めます政府対策本部長というふうな形の権限につきまし

ては、大きく分けて何点かあるんですけども、緊急事態宣言、これを行うというふうなこ

とで、これは特措法の第３２条第１項に決まっておりまして、国民生活及び国民経済に甚

大な影響を及ぼし、またはその恐れがあると認められた時は、緊急事態宣言をし、緊急事

態措置を実施すべき期間、実施すべき区域、緊急事態の概要を定めるというふうなものに

なっております。これに基づきまして、各都道府県知事なり、更に権限が付与されており

ます。

まず、都道府県の対策本部長としての権限、これは特措法の２４条第９項に決まってお

りまして、行使の団体、または個人に対し、対策の実施に関し必要な協力の要請をするこ

とができると。これが２４条、よく報道機関では２４条と４５条の要請というふうな形で

表現されておりますが、この２４条は、あくまでも都道府県対策本部長としての権限でご

ざいます。更に、緊急事態宣言の区域にあたった知事につきましては、特定都道府県知事

の権限というふうなことで、これは第４５条に規定されおりまして外出自粛の要請、これ

は第１項。休業要請、これについては施設の使用制限や停止、催し物の開催の制限、停止、

これが第２項に決まっております。この今言った第１項と第２項の要請に従わない場合は、

第３項によりまして指示を出せると、休業要請に応じない場合は指示を出せるというふう

なルールになっております。

更に第４項では、指示を守らない事業者につきましては公表するというふうなことで、

北海道だとか東京だとか、パチンコ店に要請従わない場合は公表してるというふうなこと

が、大きな権限であります。市町村の対策本部長の権限としましては、同じような形には

なるんですけども、協力の要請、町民に対しての協力の要請、これはきちんとした特措法

に明示されてるものではないですが、当然知事から受けた協力要請と同じような形で、町

長としても防災無線なりで周知してるというふうなところであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) これ総務課長、いずれも強制力はなんですよね、総理大臣にも知事

んも市区町村長にもない。例えば、最終的には前回あったようにパチンコの店などでは、

店名を公表しますと、これで終わりですよね。これ従わなかったら処罰しますったら、処

罰法も何にもないと。従わなくても何も問題ない、こういう受け止め方でいいのかどうか、

１点だけ教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 斉藤議員おっしゃるとおりで、あくまでも協力の要請にしかす
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ぎないというふうな法律になっておりますので、要請に従わない場合でも罰則規定等は設

けられていないのが、今現行の特措法の内容となっております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 町長、今総務課長から答弁もらったようになります。北海道でも、

昨日の夕方限りでは、１千１３７人、全道で感染者が出て。さっきも言いましたけども、

国の外出の自粛要請が大きい区域に影響を及ぼしているわけですよ。日本人は、ある人は

律儀だから、あるいは衛生観念がしっかりして、国民がしっかりしてるからこれで治まっ

てるんだと。こうなりますけども、そちらこちらで道内でもクラスター、集団感染が発生

してますね。昨日も昼カラ、昼のカラオケで１３人なんて報道されてます。つまり、北海

道は相当広いわけですよ。だから、私は知事の権限はいかがなものかということを問い質

しているわけですけれども。

札幌市を含む石狩管内だけで９００人ですよ、約、感染者、１千１００人のうちの、８

５％ぐらい石狩管内でないですか。ここには町村会を動かしてですよ、知事に他のところ

はいいけども、ここだけはとりあえず要請を続けますというぐらいの権限を与えるような

方法を考えなければならない、思うんですよ。さっきもいうように外出の自粛要請が日本

の経済をメタメタに壊したと、１００年に１回だと、こうまで言われているわけですよね。

ですから、特に松前町の場合は、自粛要請で景気が本当に落ち込んでしまっている。この

浮揚策はどうあるべきかなというふうに思っています。

この点について、今回の補正予算でも７款８款中心に約４億円ぐらいの景気対策だなあ

と思えるような予算が補正されています、計上されています。これだけでは、私は治まら

ないような気がします。７款８款の補正だけで治まらない。しからば、昨日衆議院を通過

した二次補正で地方創生交付金が２兆円、衆議院を通過したということも承知してますけ

ども、これで２兆円の補正で松前町にはどの程度歳入を見込んでいるのかなというところ

をちょっと教えてほしいと思って、財政政策課長、ちょっとお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 財政政策課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今、斉藤議員のご質問にありました、２兆円の財源の

見込みなんですが、あくまで見込みとして捉えていただきたいと思ってます。

第１次補正の１兆円分が、松前配分７千７００万程度が配分されました。これが１兆円

の配分であります。雑ぱくに考えますと、２兆円は倍になりますので、私達は最低で１億

５千万はくるだろう、いや、皆さんお笑いになりますが、この見込みの算定というのは、

リーマンショックの時に同じ規模の交付金が来てました。その時は、１兆円規模で松前町

に３億６千万来てます。それなのに、今回は１兆円規模で７千万ということで、かなり私

達は低く見て１億５千万としてますが、今回出た内容によりますと、二つに分けられてき

ております。新生活様式に対応する分と、感染拡大等の防止によるような家賃等々の支援

だとか、雇用の維持の分と二つに分けられてきますので、その一番の家賃支援の方は都会

風と言いますか、都会の方にちょっと行くような雰囲気が出てます。２番目の１兆円が市

町村って言うか、地方に行くような方向で出てますので、我々としましては、２次補正の

分は最低額１億５千万程度、最高額とすれば前回のリーマンショック並み、３億６千万き

ていましたので、それから１次でもらった７千万引くと、２億４、５千万程度を見込んで

るということでございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) とらぬ狸の皮算用にならないようにですね、積極的な行動お願いし

たいと思います。
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町長、今の知事の権限の関係で、札幌へ今出入りできないということで、町村会もいろ

いろ会議をできないでいるということですね、ですから、できるだけ早くですね、知事の

権限を広大な北海道は別だという発想に立って、知事の権限を広げるように要請すべきと

思いますが、いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭に総務課長、更には政策財政課長の方から答弁致しました。私

の持ち分の半分も答弁さしていただき、本当にありがとうございました。

いろいろ経過をお話させていただきます。この４月の７日に議員おっしゃるように、内

閣総理大臣が務める政府対策本部長が、全国的かつ急速なまん延による国民経済に甚大な

影響を及ぼす恐れがあるとして、新型インフルエンザ等対策特別措置法、特措法に基づく

緊急事態宣言を７都府県に発令して、４月の１６日にはこの対象区域が全都道府県に拡大

されたところであります。外出の自粛が休業要請などが特措法に基づき、都道府県知事の

権限で行われるものであり、北海道的には４月１７日の緊急事態措置が発表され、その内

容につきましては、感染防止の徹底、外出自粛、催し、イベントの開催自粛等の協力要請

が行われまして、４月の２０日には緊急事態措置が改訂され、飲食店等の休業要請が追加

されたところであります。

まず、振興局管内におきましても、直近１週間の平均値の新規患者数が１０人以下、濃

厚接触者等以外での新規患者数が３人以下となった石狩振興局管内を除く他の振興局管内

の休業要請等が５月の１６日に一部解除されたところであります。６月１日現在の感染者

の状況では、先ほど議員からもご指摘ありましたが、全体で８０％を超えている札幌市を

含む石狩管内でありました。

このような状況を踏まえると、議員おっしゃるように振興局単位での休業要請等が望ま

しいと考えるところでもありまして、今回の特措法に基づく休業要請にかかる保障の問題、

更には要請の効力などを含めて、町村会を通じて国、北海道に対して要望できれば良かっ

たのかなというふうな思いをしているところであります。

個別の自治体の首長とは、電話では何回もお話をさせていただきましたが、町村会での

会議、札幌へ行くっていうことにはなかなかならないことも、ぜひご理解いただきたいな

と思っております。

令和２年の、今年６月４日、北海道新聞の朝刊でございます。見出しが「道、コロナ対

策で町村長と協議」というふうな記事が載ってございました。この６月中にも振興局、更

には市町村長と意見交換の場を設けますと、経済への影響、地域で異なる、影響は地域で

異なるために、意見を聞きながら道の施策に活かすのが目的だというふうなことでありま

す。一方では感染の第３波への備え等、取り組む、地域が取り組む活性化策が議題となる

というふうに聞いております、記事になっておりました。この件につきましては、北海道

町村会の会長でございます。釧路管内の白糠町長棚野会長さんが、札幌圏と他の地方の感

染状況が大きく異なるために、地域の実情に合わせたきめ細かな対応を北海道に求めてい

ったというふうな記事が載っております。今月中にこのような意見交換会が設けられるも

のというふうに承知しているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 通告では１点目、２点目、３点目にしてましたけども、２点目、３

点目一緒に、同じようなことですから質問さしてもらいますけれども、さっきも言うよう

に、外出自粛で相当な経済に影響が来ているということは、町長も先ほども話しておりま

したけれども、松前の商工会の業者は本当に極めて困窮しているって実態ですよ。それは
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何回も言いますけども、さくらまつりだけじゃなくて、各団体が自粛をしているもんだか

ら、スナックにも行かない、あるいは歓送迎会も送別会もできない、すべからくそういう

ところにも影響行くわけですよね。さっきも言いましたけども、７款８款で４億近い予算

を議決しましたよ。１日も早い執行を求めたいと思います。

更にですね、これから提案される辺地総合整備計画なんかでも５年間で、今年から５年

間で１０億近い予算を計上してますね。これらも少しでも早く発注して、松前の経済を潤

していただきたい。飲食店やホテルだけじゃなくてですね、たくさんの業界にお金が回ら

ない、つまり金がないわけですから、松前町から少しでも払って回してもらう。こういう

ことが何よりも大事だというふうに思うもんですから、これについてもご答弁をいただき

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にコロナの影響で、町に大きな経済的な影響があるわけであり

ます。昨日も申しましたけども、さくらまつりのみならず、２月３月の高校生の野球の合

宿等々、大変な経済効果に影響のあるようなキャンセルが続いておりまして、本当に１日

も早い経済の立て直しが必要だというふうに思っているところであります。

国の１次補正によりまして、先般臨時会におきまして議決をいただきました。早急に対

応していくところであります。先ほど政策財政課長からもございましたけども、昨日衆議

院を通過致しましたので、第２次の補正予算、それに向けた対応も今現在進めているとこ

ろであります。

隅々まで、配慮できるような体制を構築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) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) これが、予定してるのが今月の１９日に全道で解除になるのではな

いか、こういう予想はされていますけれども、解除されたからってすぐ現実に戻ることに

はならないと思いますね。それは、町長がそのように受け止めてるだろうと思います。

しかし、コロナによって失った町の収入と言いますかね、これはもう返ってこないわけ

ですよ。ならばどうするかと言ったら、やっぱり町で景気対策をどんどん打ってくれると

いう方法しかないんですよね。さっきも言いました、商工会、観光協会が書面で総会を開

いてると。人が集まれば困るということからの配慮だと思いますけれども、所信表明の中

でもちょっと触れておりましたけれども、商店街の活性化のことですね。様々なイベント

やって賑わいを取り戻したい、あるいは賑わいを創出したいと、こういう表現をされてお

りましたけれども、現実は夏の城下時代まつりは、どうも中止になりそうだとか、こうい

う噂も聞いてます。そして、花火大会もできないんじゃないかなと、こういうような情報

も入ってきます。

しかし、何もかにも中止にしていたらですね、町の、町民の心はなえてしまいますよ、

何もかにも中止だから。一定の行事は行っていかなければならないというふうに、私は思

っているんです。ですから、この２次補正が通りましたんでね、少なくとも商工や観光協

会の幹部達と町長自ら声をかけて、ちょっと集まってくださいと、相談のってくださいと

いうぐらいの姿勢を示さなきゃいけないと思う。明日にでもすぐです、私が言うのは。そ

の人方から一定のアイディアなり、考えなり、悩みなりを聞いたうえで、ぜひそれを２次

補正で通過した２兆円の中に組み込む必要があると思うもんですから、この点についても

ご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 実は定例会前に、商工会の幹部の方が町長室においでいただきまし

て、今年のこれからのイベント等を含めてお話をさせていただいたところであります。商

工会の方も議員と同じような考えを持っているようでありまして、何らかの事業展開も考

えているようであります。２次の補正の中で、取り組めるものは取り組んでいけるように

進めていきたいなというふうに思っているところであります。

いずれに致しましても、さくらまつりがなくなりまして、城下時代まつりも花火大会も

マグロまつりもというふうになると、やっぱり空白の１年になるのかなというふうな気も

しております。職員の意見、それから各経済団体のご意見もいただきながら、進めて取り

組んでいけるものは取り組んでいきたい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) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 町長ね、あなたのところに訪ねて来て陳情したり何だりっていうこ

とはあるのかもしらんけども、これは、あなたが自ら集まっていろんな話しませんか、い

ろんなアイディア出してください、いろんな悩みを言ってくださいという、あなたの方か

ら声をかけて集めてやっぱりやるべきでないかなと、私はそう思うんです、私が町長であ

ればそうします。

どっちにしても落ち込んでしまった経済、もう返ってこないわけですから。何としても

町長のリーダーシップによって、松前町の景気を少しでも回復さしていかなければならな

いっていうのが、あなたの使命でもあります。つまり、東京周辺、あるいは全国で居酒屋

やホテルや旅館や、そんなもう閉まってる。松前町の魚も例年の４０％ぐらいの値段だっ

たそうです、承知してることと思いますけども。これらも含めてですね、やっぱり相手を

呼ぶんじゃなくて、あんたから、自らこれをかけて集まってもらって、あるいはあんたが

飛び込んで行って、いろんな悩みなり、アイディアなりを聞くべきでないのかなと、こう

思っておりますので、その点を教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にこの町を守る、健康を守る、町の経済を守る、本当に大変な

難しさを感じているところであります。何とか町民の皆さんの先頭に立って、１日も早く

兆しが、回復の兆しが見えるような状況になれるように、頑張ってまいりたいというふう

に思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 今言いましたようにね、あんたから声かけて集まってもらって、い

ろんな悩みなりなんなり聞いてみるって姿勢が必要だと思うんですよ。相手から来てもら

っていろんなこと、なかなか言いにくいこともあると思うんですよ。あなたから胸襟を開

いて、どうなってるんですかこれは、どんな悩みあるんですかっていうぐらいの気持ちが

なければですね、町民の中に入って話合いするなんてなりません。あなたの姿勢が疑われ

ます。ですから、やっぱり自ら各団体のところに入って行って、あるいは呼んで、きちん

とその悩みや考え方を聞いて、アイディアを聞いてやっぱり進めるべきだと思いますが、

前向きな答弁をもらえれば、これで止めます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほども申しましたけども、国の２次の補正予算が明日にも可決さ

れる見通しになってきているところでありまして、それが終わりますと、町としての２回

目の実施計画書が提出を求められるというふうな状況になるんだろいうふうに思います。

早急に取り組んでまいりたいなというふうに思っているところであります。

今月の月末に、６月の末には議会の皆様にお願いを申し上げまして、臨時会の開催をお
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願いしたいなというふうに思っております。臨時交付金がらみの経済対策等々、予算を計

上していきたいというふうに考えております。現段階では具体的な施策をお知らせできま

せんけども、昨日議決をいただきました商工会青年部が要望しておりましたクーポン券の

発行事業や、今現在町としては、町民向けに１人、各一人一人に給付型の商品券の発行も

考えております。それから、大打撃を受けております宿泊施設、それから公共交通機関へ

の支援。更には感染拡大を防止する、予防するための経費など、多岐にわたる補正予算に

なるんだろうなというふうに思っております。

いずれに致しましても、町のスタンスと致しましては、国からの臨時交付金が合計で、

最低でも２億４千万、多ければとらぬ狸の皮算用、３億６千万。町単独分で１億円を上乗

せした額で感染防止、更には経済対策を打っていきたいというふうに思います。

議員ご指摘のように、私の方から各経済団体の方に胸襟を広げながら話を進めてまいり

たいというふうに思っております。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) ぜひそういうふうに、あなたの方から心を開いて、みんなに集まっ

てもらって、悩みを聞く、アイディアを聞くという姿勢をとっていただきたい。

先ほど、どなたかも言ってましたけれども、さくらまつりに関連して厳しい人方には随

分手当てをしてるけども、町民一人一人には何にもないもんね、他の町のようにやってく

れないんだねっていう声が、結構私のとこにも届いてるんですよ。ですから、今言うよう

に町民一人一人にも一定の額の何らかの方策を講じるべきでないかなと思って今、町長の

答弁を聞いて良かったなと思っています。

それと、商工会なり観光協会の幹部は、おそらくお祭りが止めざるを得なくなってるっ

ていう悩みも持ってるんじゃないかなと思いますからね、その辺も十分意思を聞いていく

べきでないかなとこう思っておりますので、今一度ご答弁を。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 経済団体等の皆さんとは、本当にこの花火が、例えば、例えばです

ね、できないんであれば、何か代わるものがないのか。そんな話合いもですね、してまい

りたいなというふうに思っているところであります。

それから、町の、コロナに対する町の考え方でありますが、発生、緊急事態発生した段

階で、自粛規制が変わりました。そういう状況の中で、まず困ってる人に給付を優先させ

て、その段階では個別の給付型の商品券のことも考えてましたけども、自粛要請してる最

中に物買いに行きなさいっていうことにはならないでしょうと。ですから、まず困ってる

人にお金を届けて、それから落ち着きましたら消費喚起の、町民全ての皆さんにあたるよ

うな消費喚起をしていくというふうなことを、職員のみんなと確認しながら進めてきてい

ることをぜひご理解していただきたいなというふうに思っております。

１日も早く、町民の皆さんの手に届くような支援をしていきたいなというふうに思って

おりますので、議会の皆さんのご理解一つよろしくお願い申し上げたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 今、町長の答弁にあったように、そういう方向でいち早く、スピー

ド感って言うか、早く町民に知れ渡るような、そういう方法を講じながらね、やってほし

いと。更には、今言うように産業団体の幹部とは、ぜひ一日も早く会って、胸襟を開いて

話し合いをしてほしいということを強く望んで、質問を終わります。

○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。
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(休憩 午前１１時４９分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

次に、６番近江武君。

○６番(近江武君) 新型コロナウイルス影響下における基幹産業への支援対策は。副題と

して、市場価格下落により松前町の産業が危うい、という題でもって一般質問させていた

だきます。

新型コロナウイルスの発生は、全世界を混乱と恐怖に陥れております。政府は４月７日

に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言をしました。松前町においても、４月の８日、

松前町新型ウイルス感染症対策本部を設置して対応にあたってまいりました。幸い松前町

では新型コロナウイルスの感染者は出ておりませんが、感染予防のため、休業の自粛、イ

ベントの中止を余儀なくされました。特に松前さくらまつりの中止は、松前町の経済に大

きな打撃を与えております。

政府の緊急経済対策により、事業者支援金、経営支援金として持続化給付金の支給、休

業支援、国民１人あたり１０万の給付などの対策を講じられましたが、５月２１日、緊急

事態宣言は解除されましたが、特に経済活動の停滞は回復の気配さえありません。コロナ

の影響を受けた生産物の価格の下落が随所に出ております。特に、５月２４日、札幌中央

市場で行われた高級品の代名詞である夕張メロンの競りは、昨年１箱２玉で５００万円と

いう驚愕の高値でしたが、今年は１箱２玉で１２万円の安値で、コロナの影響をまざまざ

と感じさせられました。

また、コロナの影響は、魚や牛肉など、様々な生産価格の下落に及ぼしております。松

前町の基幹産業にもその影響が出ており、計り知れないものがあります。漁業においては

例年５月からホッケを主とした刺し網漁が盛んですが、昨年市況１６０円から１００円の

価格で推移されましたが、今年は５８円という価格に下落しており、出漁しても採算が合

わずにやむなく休業してる状況です。将来松前町の漁業の有望と期待されるウニ、ナマコ

などの価格の推移を見ると、ウニは昨年度水揚げ１１７トンで１億４千２００万円ありま

したが、昨年の５月の平均価格は１千８３円でありましたが、今年は７００円台となり、

今後も更に価格の下落が予想されております。昨年離島大島のウニ漁は２０トンの水揚げ

があり、２千万の漁獲がありましたが、今年は価格が安く折り合いがつかないため、採算

が合わないために中止と聞いております。ナマコについても、昨年１４トンで５千４００

万円の水揚げがなされ、昨年の５月はキロ６千円の価格で推移されましたが、今年は４千

円と下落しております。また、漁業枠を制限され、生産減少を余儀なくされたマグロにつ

いても、旧築地市場から移転した豊洲市場においては、マグロは前年に比べて価格が暴落

しております。入荷は半減しており、魚の値段が下がり、客も来ない。ほぼ頓死の状態だ

と、仲卸業者は嘆いているということです。松前町のマグロも漁獲枠と価格の下落が続け

ば、かなり打撃が被ること必至です。

更に畜産においても、コロナの影響は計り知れないものがあります。昨年１頭あたり年

間の平均価格で全国トップになった但馬の畜産市場では、前年対比４３％安の５６万円と

大きく下げ、子牛価格も一気に下がっているので、高齢農家には、これを機に離農しかね

ないと、市場関係者は生産基盤対策が必要と訴えております。松前町の畜産においても、

対前年度５月対比では、１頭あたり２０万円も下落しており、今後もかなりの影響が出る
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ものと懸念されております。

このような状況をどのように考えておるのか、町長に伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員から、新型コロナウイルス影響下における基幹産業への支

援対策はというふうな一般質問の通告をいただきました。

冒頭、現状の漁協の生産状況につきまして、お話をさせていただきたいというふうに思

います。この令和の２年、１月から５月までの漁協の合計生産量、生産額につきましては、

約５１２トン、２億６千９８７万７千円となっております。令和元年同期合計に比較しま

すと、生産量で１８％の減、生産額で１５％の減となっております。原因と致しましては、

魚価の落ち込みが大きいものでありまして、魚種につきましてはタラ、エビ、ソイ類、タ

コ等で、２割から４割安となっているというふうに聞いてございます。

これから本格的に始まるウニ、ナマコ、スルメイカ、マグロの漁獲は、今後、今これか

ら始まりますけども、昨年と比較しましても２から３割程度の安、魚価安という部分では

懸念をされているところであります。現在スルメイカ漁につきましては、北陸の金沢沖で

豊漁見えているようでありますが、これからの北上するイカにも期待はするものの、大変

厳しい状況下にあるというふうに思っているところであります。

また、肉用子牛の市場価格につきましても、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。特に飲食店等の消費が減少致しまして、肉用、牛肉も全国的な価格の低迷

に陥っているところであります。特に、消費市場で直接向けられる肥育農家への影響は大

変大きくなっているようであります。当町では、主に肥育向けの子牛を生産する繁殖農家

となりますけども、前年同期と比較致しますと、今年２月以降では、今議員ご指摘のよう

に２０万ほどの減少になっているところであります。今年５月６月の当町で生産された牛

の市場価格につきましては、１頭あたりの平均が５７万程度となっているところでありま

す。

いずれに致しましても、基幹産業であります漁業、更には畜産業に与えるコロナウイル

スの影響はあると、大きな影響あるというふうに認識をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 次に、政府は、新型コロナウイルス感染症第２次補正予算を閣議決定

し、現在参議院でもって通過しております。その中で感染症拡大防止、地域経済、住民生

活の支援に加えて、感染症収束後において、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細や

かな必要な事業が実施できるような、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を創設し、地方産業の中核である農林水産業について、新型コロナウイルス感染症による、

直面した急激な人手不足への対応する即戦力人材などの確保の支援、育成、人材育成のた

めの機械、設備の導入の支援するとともに、農林水産業の経営不安に対する支援策を口実

としております。

特に、当松前町で当てはまるものである感じられるのは、漁業収入安定事業対策事業、

肥育牛経営等緊急支援特別対策事業、更に肉牛用子牛流通円滑緊急対策事業などが該当す

るものと思われます。

先ほど話しましたように、漁業においては大変な影響があります。私なりにコロナウイ

ルスの影響による漁獲減の試算をしてみました。それによるとウニは１１トンで、価格が

３００円下がると３千５００万になります。ナマコは１４トンで２千円下がると２千８０

０万なります。マグロについては、昨年平均単価１千８９０円の３０％としても、１千３

２３円、６千７４７万の減になるんです。また、先ほど言いましたように、ホッケ主体の
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刺し網については、ホッケとソイ合わせて大体昨年は７２トンぐらいありましたけども、

今年はそんなに漁獲が見込めません。換算しますと６千１００万円減になるというふうに

予想を立て、トータルしますと１億９千１４７万３千円という、２億円に近い収入の減と

なりました。先ほども言いましたけど、ただこれが、とらぬ狸の皮算用で終わらなければ

いいなと思ってます。

巨額な生産の落ち込みを強いられてる中で、対策として考えられるのは、第一に生産の

調整であろうと思います。昨年のマグロの価格の推移を見ますと、７月平均価格９９０円、

８トン、８月平均価格１千４６６円、３２トンの漁獲があります。これを１０月、１１月、

１２月と価格の高い時に出漁したならば、まだまだ生産単価が上がり、漁獲が上がるもの

と思います。

次に、ウニでございますが、ウニについても昨年視察しました神恵内村の１１月、１２

月の価格高い時に出荷可能するために、蓄養への模索も考えなければならない。また、大

分県で、大分ウニファームが、ノルウェーで捨てられている実の入っていないウニを輸入

して、そしてコンブを砕いて、なるべくウニの食欲が貪欲でございますので、飼料がもつ

ようにということで、そういうような蓄養もしております。

ナマコについても、価格が３千円を下りますと、乾燥ナマコの加工も考える必要がある

のと思われます。ピンチをチャンスに果敢な挑戦を仕向けるために、漁協と協議して、行

政指導を発揮して、松前町の基幹産業の漁業を守る必要があると思いますが、町長の考え

をお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員が漁獲の推計を紹介していただきました。組合の事業計画

が約１０億ということであります。現状の１月から５月までの、先ほど答弁致しましたけ

ども、２割から３割の魚価安が懸念されているというふうに答弁させていただきました。

全体１０億の２割３割ということになると、近江議員が推計するような数値にはなるんだ

ろうなというふうに認識をしているところであります。いずれに致しましても、厳しい漁

業経営になるというふうに思っているところであります。

現在、議会の皆様にもご協力いただきまして、漁業者への支援対策と致しましては、町

独自の対策として、漁業者を含む町内事業者に対して、一律１０万円を支給しておりまし

て、漁業者２５０名が対象になって今更に進めているところであります。

また、国が実施致しました持続化給付金につきましても、漁業者を対象に個人事業主の

上限は１００万円でありますけども、漁協への確認を行いながら、６月２日現在で６４名

の方が申請済みとなっているところであります。持続化給付金につきましては、電子請求

が基本となっているために、事情により電子請求できない漁業者に対しましては、町で申

請の支援を行っているところであります。６月２日現在で役場で取り扱いしてました支援

数につきましては、３３件を応援しているということになります。６４と３３ということ

なると９７件の申請がされているというところになります。

また、国の持続化給付金の給付条件が、前年同月比対比の５０％以上減少となっている

ことから、対象外となっている事業者、当然漁業者も含むわけでありますが、町独自の対

策と致しましては、４０％、５０％未満の減少事業者へ３０万、３０％から４０％未満減

少事業者につきましても２０万を支給する経営支援を、支援金も実施中であります。いず

れに致しましても、漁協とともにコロナウイルスの影響による漁業者が大変困っておりま

す。魚価低迷対策は、いろいろ手段をとって進めているところでありますが、何よりも大

きな課題としておさえられるのは、魚価低迷で生産額減少に伴い、漁協の販売手数料の減
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少による漁協の経営が大きく懸念されるところであります。

いろいろこれから国の２次補正もさることならが、漁協、今後の対策と致しましては、

漁協販売手数料の減少によりまして、漁協運営がますます厳しくなることが懸念されるこ

とから、地方創生臨時交付金、今回の補正にも載っておりますが、この中で、これを活用

した対策の検討を今現在進めているところであります。現状の松前町の漁業支援総合補助

金の町の補助率の上乗せによる漁協負担の軽減なども、一つの選択肢だというふうに思っ

ているところであります。

今後、感染症がどういうふうになっていくのか、予測は大変難しい状況でありまして、

想定外の案件も懸念されるところであります。都度関係者の声を聞きながら、漁協と連携

しながら柔軟に対応していく考えで対応してまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 先に述べた政府の第２次補正の中の地方創生交付金の中ですね、政策

財政課長から１億８千万という額が予想されておるということで、それが適正に松前町の

産業の振興なり、そういう方に使われるであればいいなと思ってます。

特に、この中で取扱要綱見てますと、優良肉用子牛生産推進緊急対策事業です。その中

身はどうかと言うと、畜舎の環境整備、例えば猛暑、寒冷地対策。それと経営分析、経営

管理者の研修会の開催。子牛の疾病予防、下痢防止剤だの投与。繁殖用雌牛、子牛の栄養

状態の改善等で、松前町の畜産においても適用されるものではないかと考えております。

松前町においては、今後は何より肉牛改良センターの運営を充実させ、更なる後継者を育

てなければなりません。そのために、後継者に貸与する牛舎の増設、外部からの実習生を

受け入れるための生活基盤の環境整備。例で言えば、寮の建設などを着手する必要があろ

うと思います。政府の地方創生臨時支給金の要綱に沿った補助事業の活用を、積極的に行

うべきと考えますが、町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほど、漁業者に対する支援の関係もお話させていただきました。

畜産農家につきましても、同じような支援を今現在してきているところであります。

畜産農家には、従来から行っております事業でありますけれども、優良繁殖牛の導入に

かかる補助、更には牧草、安い値段で提供するなどの支援を行って、畜産農家の経費節減

によりまして、経営の安定をまだまだ支援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。

一般質問の通告にもございました、漁業者に対する今回の国の補正の内容でありますが、

漁業収入安定対策事業、更には肥育牛経営等緊急支援特別対策事業、更には肉用子牛流通

円滑化緊急対策事業、該当するかしないか、いろいろ精査しながら進めてまいりたいなと

いうふうに思っているところであります。もう少し勉強させていただきたいと思いますし、

国の骨子が、制度設計がはっきりしてない部分もありますので、現在情報の収集中であり

ます。利用できるものは積極的に利用を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。

それから、肉牛改良センターに伴う賃貸型の牛舎の建設、更には研修される人の環境づ

くりにつきましては、議員ご指摘のとおりだというふうに思っておりますので、意を持っ

て対応をさせていただきたいなというふうに思っております。

いずれに致しましても、早いコロナの収束を望みながら、基幹産業が１日も早く回復の

兆しが見える状況を望みながら、我々も支援をきちんとしてまいりたいというふうに思っ

ておりますので、ご理解いただければなと思います。
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○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 政府の要綱等がわかりましたらですね、より早い対応をお願いしたい

と思います。

終わりに、１日も早く新型コロナウイルスの収束を願い、質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１番疋田清美君。

○１番(疋田清美君) 早速ですが、このたびの新型コロナウイルスの件でございますが、

松前町は、感染者の１人も出ていないということでございまして、本当に素晴らしい町な

んだなあと思っているところでございます。ですが、第２波が今ようやく何となく動き出

してきておりますので、感染させられるかどうかわかりませんが、皆さんで気をつけてま

いりたいなあと思っているところでございます。

また、このたびの新型コロナウイルスの感染症につきましても、お亡くなりになられた

方々に対し、謹んで哀悼の意を称しますとともに、感染された方々や、その家族、また不

安の中におられる方々に対して、心からお見舞いを申し上げる次第でございます。

それでは、まず石山町長に、ドローンを使ったまちづくりについてを伺います。

小型無線機のドローンは、ラジコンを操作する無人飛行機の総称でございます。プロペ

ラの風を切る音が蜂の飛ぶ時のブーンという羽音に似ていることから、ドローンと名付け

られたと聞いております。

そのドローン元年と呼ばれました平成２７年から、新たな飛行ルールや罰則が織り込ま

れました航空法が改正されたところでございます。全国の各自治体におきましても幅広く

活用されているところでございまして、そういった面から致しますと、まずドローンにつ

いて、どう認識しているか、町長伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ドローンの導入についてという表題の一般質問を頂戴致しました。

まず、１点目のお答えをさせていただきたいというふうに思います。ドローン元年と呼ば

れました平成２７年に航空法が改正されたところであります。航空法の改正につきまして

は、無人航空機ドローンが急速に普及し、様々な分野で利用が広がっているものの、その

一方では、落下事案が発生するなど、安全面における課題に直面した背景によりまして、

飛行する空域の制限、飛行の方法などを定めるために、平成２７年に改正されたものであ

ります。

議員おっしゃるように、様々な分野で利用可能であります。自治体と致しましても、大

変注目をしているというふうに認識をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) ただ今、注目されてるということでございましたけれども、本当に

そういうことでございまして。

次に、ドローンにつきまして、安倍晋三首相が掲げる成長戦略の一つと致しまして挙げ

られております。また、地方創生特区に指定されている地域においても、ドローンを活用

した産業発展などを主体と致しまして、先進的な活用が検討されてるなど、撮影、防災、

そして宅配、測量など、幅広い分野での活用が期待されてるところでございます。

一方では、ドローンを購入してる自治体は多くはございませんが、ドローンの捜索や活

用の可能性を学んでいただくことが、ドローン活用の領域が広がっていくものと考えてお

ります。町長、町でドローンを導入したことはありますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町の方で、ドローンの導入を検討したことあるのかというふうなご
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質問でございます。議員ご指摘のように、全国の都道府県市町村の防災部局、消防本部な

どの関係機関においては、ドローンの導入が進んでいる状況であります。平成３０年度に、

当町と致しましても、平成３０年度に各課において、ドローンを導入した場合、どのよう

な業務に使用ができるのか、アンケートを調査し、その結果を基に検討会を開催している

ところであります。

昨日の所信表明にも飯田議員からもございました。この頃、テレビを見ましても、ドロ

ーンを使ったテレビの番組が多く放送されるようになってきているようでありまして、本

当に松前公園の関係でも、ちょっとドローン、機械持ってる方の力を借りながら、ちょっ

と今制度をいろいろ確認している状況であります。

いずれに致しましても、これからいろんな分野で利用できるこのドローンにつきまして

は、整備は必須になるというふうに思っているところであります。検討会で、アンケート

を基に検討会を開いておりますので、その内容をつぶさに整理しながら、検討してまいり

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) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) ただ今、ドローンの購入につきまして、いろいろとお話いただきま

した。そういう面でうまくいけばいいかなと思ってますけども。

次に、ゴミの不法投棄の件でございますけれども、これ、林野火災や、また台風や集中

豪雨、地震などの地震災害等につきましては、様々な調査に幅広く活用できるものと期待

しておりまして、更には、行方不明者の捜索にも活用できるのではないかなと考えておる

ところでございます。

また、松前町は約４０キロもある国道沿いにおきまして集落が建っておりますけれども、

特に災害面での活用につきましてはその発生時に素早く現場を確認していただき、収集し

た情報を災害対策本部で反映させるという、ドローンだからこそできるメリットもござい

ます。このことについて、町長の見解を伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) いろんな活用、いろんな分野で活用されるドローンについてという

考えを、見解を持ってるのかというふうな質問でございます。

いろいろ、ゴミの不法投棄、更には林野火災、松前の地理地形的な部分である状況の中

での災害にあった場合の、対策本部での対応等々、メリットもございますというふうな指

摘でございます。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。

ドローンの活用につきましては、議員おっしゃるように自然災害における被災状況の把

握、行方不明者の捜索などの防災分野のみならず、ゴミの不法投棄の調査、観光振興分野

等々、様々な活用が考えられているところでありまして、特に総務省の消防庁で、消防防

災分野におけるドローン活用の先進事例と致しまして示されているものにつきましては、

建物、林野火災発生時の拡大状況や、部隊展開状況の確認などの火災対応、更には山間部、

水難救助における要救助者捜索の救助活動、更には救助活動に関する周辺状況把握の情報

収集、更には大規模災害時、地震、風水害などにおける被害状況把握の広域的な災害対応、

この４点が消防庁から示されているところであります。

現実に、平成２８年の熊本地震、更には平成２９年の九州北部豪雨等における捜索救助

活動において運用された他に、北海道でも平成３０年９月に最大震度７を記録致しました

胆振東部地震でも被災地調査に活用され、既に複数の自治体で運用が行われている状況で

あります。当町におきましても、山間部や海岸線における行方不明者の捜索、災害時の状

況把握、孤立した場合の物資の運搬などで活用できるものというふうに考えているところ
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であります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) ただ今消防のことも聞きましたけれども、そういう面で活用される

という方向性であれば、本当に素晴らしいことなんだなあと思っておるところでございま

す。

次に、観光面でございますけれども、今はコロナ低迷しまして、全国的に旅行が控えら

れております。そして、イベントも中止されております。大変ではありますが、収束した

後の対策も今から検討していくということが必要ではないでしょうか。そこで、コロナ収

束後、観光振興につきましては、ドローンを使ったＰＲ動画や撮影を行うことによりまし

て、多くの観光客に来ていただき、また、地域の振興、経済の活性化に期待されるところ

でありますが、このことについて、町長の見解を伺いたいと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 観光分野における活用の関係であります。観光分野においては、現

在町のホームページにおいて、松前観光ＰＲ動画を配信しておりますが、桜の風景につい

ては、専門の製作会社が撮影したものを現在は使用しているものであります。ドローンを

活用して観光ＰＲ動画を配信するようなものは、高度な撮影技術と編集技術を持ち合わせ

ている空撮を専門とする会社にお願いすることが望ましいというふうに考えております。

なお、自前でもドローンを使っての撮影は十分できるというふうな状況にありますので、

職員の技術の向上も含めながら、もし導入されましたら、撮影技術の向上にも役に立って

いただけるのか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) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) ドローンの導入につきまして、なかなかはっきりは言えませんけれ

ども、そういう形で本当に使えるんであれば使ってみたいなと思っております。観光面で

ございました。

そして、松前町でも観光面や防災、捜索、救助面などにおきましてもドローンの導入に

ついては、絶対に必要ではないかなと思ってるところでございます。

そして、町長、防災面でも観光面でも同じ考えでありますが、すぐに導入すべきだと思

っておりますが、これからを見据えた松前町づくりにつきましては、必要なものと思いま

す。早期の導入の検討をしていただけないでしょうか、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) 現在のドローンの性能につきましては、日進月歩で進化しておりま

す。特に、行方不明者などの災害救助に求められる目視外飛行ができる自立飛行能力、多

少の雨でも使用できる防水性能、夜間でも状況が確認できる赤外線カメラ、赤外線の温度

判定による生態検出など、技術開発も進めて、スピード感を持って進められているようで

あります。以上の状況を踏まえて、ドローンの導入については、様々な分野に活用でき、

特に緊急を要する人命救助など、防災、消防防災分野に大きな成果を挙げることができま

すので、渡島西部広域事務組合との中でも議論を重ねているところであります。連携しな

がら、協議を含め、購入に、導入に向けた検討を進めてまいりたいなというふうに思って

おります。

これから町政を運営する中では、ドローンは必要なものだというふうな認識を、今して

いるところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) いろいろどうもありがとうございました。ぜひドローンにつきまし
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て、購入するよう、よろしくお願い致します。以上で終わります。

○議長(伊藤幸司君) 次に、３番沼山雄平君。

○３番(沼山雄平君) それでは、通告に従いまして、新型コロナウイルス、今後の感染防

止対策についてを質問させていただきます。

昨年１２月、中国武漢から感染が広がったとされる新型コロナウイルスは、驚くほど短

期間で世界各地に感染が広がり、日本国内においても２月頃から全国へと感染が拡大する

ことになりました。

政府は、４月７日、７都道府県を対象に緊急事態宣言が発令され、同月１６日には対象

全国に拡大されております。５月２５日には全国的に収束傾向にあることから、緊急事態

を全面解除されたところであります。緊迫した医療現場で働く医療従事者の方々には、心

から感謝申し上げたいと思います。

緊急事態が全面解除されてからは、経済活動の段階的再開と、新しい生活様式新北海道

スタイルでの感染防止と両立てで社会は少しずつ動き出したところであります。現状では、

感染者数は抑えられているとはいえ、いつまた感染拡大が起こるかわからない状況にある

と思われます。最新の医療研究の中にあっても、新型コロナウイルスの治療薬も決めてを

欠いており、ワクチンも開発段階にあることから、今後は感染の第２波、第３波にどう備

えるかが重要な課題と言われております。有効な治療薬、ワクチンの開発が待たれる今、

検査体制の拡充が急がれることは明らかであります。

さて、北海道では４月から５月にかけて、第２波と言われる感染が札幌市、石狩市など

で多数発生しています。感染拡大の主な特徴として、医療機関や高齢者施設での感染が確

認されております。加藤厚生労働大臣によると、５月１０日時点で全国の新型コロナウイ

ルスのクラスターについて、２５０件あるのではないかと述べられています。クラスター

の生じている主な場所として、医療機関が８５件、福祉施設が５７件、飲食店２３件挙げ

られております。更にその後も北海道、東京、北九州で医療機関のクラスター、院内感染

が発生しております。このように、クラスター発生は医療機関が多く占めているわけでご

ざいます。したがって、ここが最重点機関であり、主戦場と捉えるのが自然のことではな

いかと思います。町長におかれましては、松前病院も公的医療機関として、こうした現実

を重く受け止めるべきであると思われます。

そこで伺いたいと思います。松前病院においても、未知のウイルスとの闘いであること

から、その対応環境を整えるには、大変なご苦労があったと思われます。どんな対策の中

でＰＣＲ検査、発熱接触者外来等に対応していたのか、ＰＣＲ検査数も含めてお答えをい

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) 沼山議員から、新型コロナウイルス今後の感染防止対策という表題

の一般質問をいただきました。冒頭新型コロナウイルス感染症に日々ご奮闘いただいてお

ります山本病院事業管理者、八木田病院長始め、病院スタッフのご苦労に対しまして、心

から感謝を申し上げているところであります。今後もきめの細かい利用の提供をいただき、

町民の命と健康を守っていただきますように、更なるご尽力もお願いしているところあり

ます。

今、一般質問いただきました、八木田病院長の思いも加えながら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。北海道で流行しつつありました、令和２年２月中旬以

降、院内におきまして定期的に週１回、対策会議を開催して議論を重ねてまいりました。

特に院内感染対策、病院でのクラスター発生対策に重きをおいて対応をしてきたところで
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あります。具体的には、職員の自主的健康観察、マスク装着、手指衛生、これは手、指の

衛生であります。体調不良時の忌憚ない報告、流行地への外出自粛を周知徹底し、また、

病院入口に警告板設置、玄関と受付、再来機横に手指消毒用アルコールを設置し、入院患

者様への原則面会禁止を行ってきたところであります。

外来対応におきましては、厚生省が指示しておりました帰国者接触者相談センターへの

相談基準に準じて、渡島保健所から最寄りの医療機関への受診を進められた患者様には、

事前に病院へ電話していただいたうえで時間を調整して来院していただき、マスク着用、

アルコール手指消毒を実施していただいた後に、発熱接触者外来として、同日使用してい

ない耳鼻科診察室、もしくは眼科診察室で待機をしていただき、防護服を着用した医師、

看護師が対応し、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、渡島保健所に電話相談の

うえで了解が得られた際に、検体の採取し、ＰＣＲ検査を実施依頼をしている状況であり

ます。

６月８日現在で、新型コロナウイルス感染症疑いとして実施致しましたＰＣＲ検査は、

１６例ございますが、幸いいずれも陰性の結果でありました。なお、１６例のうち、疑い

症例として松前病院に入院を要した患者様は８例ありました。ＰＣＲ検査のための検体採

取から陰性結果判明までの４８時間から７２時間は、新型コロナウイルス感染症疑いの患

者様として個室隔離、個人防護服着用での感染対策を徹底したうえで対応をしてまいった

ところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 今、町長から答弁をいただいたわけでありますが、新型コロナウイ

ルス発生以来、病院では緊迫の中で、非常に細やかな対策を講じてくださったと思ってお

ります。改めて、医療従事者の方々、またその従事者を支えるご家族の方々に対し、心か

ら御礼申し上げたいと思います。どうか、これからも医療従事者の方々には力を貸してい

ただきたいと思います。

松前町は、これまで感染者が出なかったわけでありますが、全国的にも減少傾向にある

今こそ、感染の次のために備えた体制を整えることが重要だと考えます。４月８日から始

まった松前町新型コロナウイルス感染症対策本部会議は、５月２６日まで６回開催されて

おりますが、全国のクラスター感染が、医療機関が最も多いということ報じられた以降も、

５回目、６回目とも松前町の取り組みについて、医療機関や高齢者施設の対策等について

の議題が見当たらなかったわけであります。他で協議があるかもしれませんが、目に見え

るものがなかったわけです。

続けて伺います。全国のクラスターが、医療機関で最も多く発生している、また院内感

染も発生してるということ踏まえると、医療現場との緊密な連携こそ不可欠と思われます。

医療環境のバックアップや、医療従事者の安全確保にも不安要素を見逃さず、一つ一つつ

ぶしていく、町ができることは躊躇なく進める、そのことが体制の強化へと繋がると思わ

れますが、町長はどのように考えておりますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 緊急事態宣言など、状況が変わる都度に対策本部会議を重ねまして、

６回を数えてきたところであります。国、北海道からの情報収集、町立松前病院と連携し

ながら、経験したことのないような大きな緊張感を持った中で、松前町としてとるべき対

応をいろいろ想定しながら進めてきたところであります。

しかしながら、議員からご指摘されるような介護施設との連携の不足、情報の収集には

努めておりますけど、ちょっと連携不足もあったのかあというふうな反省もあるところで
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あります。今後も病院と緊密な連携をとるとともに、病院で今何が必要なのか、医療現場

の意見にしっかりと対応して、今後の医療体制強化を図るために全面的にサポート、バッ

クアップをしてまいりたと考えているところであります。

また万が一、ＰＣＲ検査陽性の場合があっても、個人情報にはしっかりと配慮しつつ、

すぐに情報共有できる体制となっておりますことを報告させていただきたいというふうに

思っております。現行のＰＣＲ検査と抗原検査では、結果判明まで４８時間から７２時間

を要し、検査結果判明までに入院対応を要する患者様への介護においても多くの場合で接

触が必要となりますので、感染予防としてサージカルマスク、Ｎ９５マスク、サージカル

ガウン、フェイスシールド等の個人防護服着用が不足しないよう準備をしておく必要があ

ります。ただ、病院ではＮ９５マスク、フェイスシールド、サージカルガウンにつきまし

て、在庫が限られておりますので、今後予測される第３波や冬期間への対応として準備を

要する状況であることから、確保に努めてまいります。議員ご指摘のように、医療現場と

の緊密な連携は不可欠であり、体制の強化に繋がっていくものと認識をしているところで

あります。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ひとたびですね、クラスターによる感染が発生すると、その影響は

相当大きいと思われます。マンパワーの不足による現場ひっ迫、医療サービスの著しい低

下、また医療崩壊にも繋がりかねないわけです。

松前病院においては様々な対策を進めていると思いますが、今一度全国のクラスター発

生は、医療機関が最も多いことを鑑み、一層の体制強化をお願いしたいと思います。命を

脅かし、経済を破壊する、これを国難と呼ばれています。新型コロナウイルスとの攻防戦

を繰り広げているわけでございます。陣頭指揮にあたる町長には、死角をつくらないこと

が対策の一番目と強く申し上げたいわけでございます。町長は、この点どう考えますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院及び関係機関との緊密な連携のもとに体制強化を図りながら、

新型コロナウイルス感染拡大を食い止めることに、全力で取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

病院におけるクラスター発生を少しでも抑制するためには、新型コロナウイルス感染症

が疑われる患者様に対して、実施される検査結果がいち早く判明することが必要であると

考えております。即ち、疑い症例に対して実施されます現行のＰＣＲ検査や抗原検査が、

担当医の判断によって、院内で迅速検査を実施できる体制が望ましいと考えているところ

であります。それにより、疑い症例を入院対応からする必要がなくなり、結果として院内

クラスター発生の確率が非常に低くなるというふうに考えております。

第３波も予想される、予断を許す状況にはなく、引き続きの対策が必要と思っておりま

す。医療従事者の安全確保もさることながら、院内感染やクラスター発生を抑制すること

こそが重要だというふうに思っております。現状の医療現場で最大限の医療提供ができる

ようにしたいというふうに思っておりますし、必要な機材は備えて、町民が安心して受診

できる環境づくりに努力をしてまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 今、町長の答弁では最大限の対策をしてまいりたいということでご

ざいました。この新型コロナウイルスによる死亡率ですが、全国平均５％台、北海道では

８％台と非常に高く推移しています。季節型のインフルエンザとは比較にならないほど死

亡率が高いことがわかります。全国の年代別でみますと、３０代から５０代は０．１％か
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ら０．４％であるのに対し、６０代が１．７％、７０代が５．２％、８０代は一気に上昇

して１１．１％と、７０代からは急激に高くなっています。このように高齢者は重傷化し

やする、死亡率も高くなっています。こうしたコロナ禍の中にあって、高齢者には厳しく

重くのしかかっていることと思います。高齢者やひとり暮らしの方への心配り、手助けも

これまで以上の配慮が必要と思われます。高齢化率の高い、ひとり暮らしの多い松前町に

あっては、高齢者向けの対策としてどのように強化を図ろうとされているのか、その方向

を示し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) 新型コロナウイルス感染症は、罹患して約８割の方は軽症で経過し、

治癒する例も多いことが報告されています。一方で重症度は季節性インフルエンザと比べ

て死亡リスクが高く、特に高齢者や基礎疾患のある方で重症化するリスクが高いことが報

告されいるところであります。当町の高齢化率は６月１日現在、５０．１％であります。

今朝の北海道新聞朝刊に、記事に載っておりました。感染した場合の重症化リスクが高い

ものと認識しているところであります。高齢者の方にお願いするのは、お一人お一人の手

洗い、咳エチケットの実施、３密、密閉空間、密集場所、密接場面を避けてくださいとの

いうことであります。

とはいえ、日々の健康維持するためには、運動が必要であります。動かない状況、状態

が続くことによりまして、心身の機能が低下して動けなくなることが懸念されます。この

間、ガンバルーン体操の参加者には、電話で健康確認や自宅でも簡単にできる体操などを

ペーパーにして配布したところであり、住民主体のサロンへの参加者にも社会福祉協議会

の生活支援コーディネーターにおいて、同様の対応をしております。いずれに致しまして

も、町としてできることを模索しながら、その対応にあたってまいりたいというふうに考

えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) できることをですね、対応していきたいということでありましたが、

特にひとり暮らしの方には、積極的に高齢者緊急通報システムの設置の促進を考えてもよ

いのではないかと思います。もう既に４５軒ほどのこのシステム設置されているようです

が、これは、本人も心強いし、ひとり暮らしを案ずる離れて暮らす家族の不安も軽減でき

るのではないかと考えますが、町長の考え方を伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正に議員ご指摘のとおりというふうに思っております。当町のひと

り暮らしの６５歳以上の数は、民生委員さんの調査で４月１日現在で７７６名であります。

高齢者の見守りの対策と致しまして、高齢者等見守りネットワークによるさり気ない見守

りや、高齢者緊急通報システムの設置による緊急時への対応を図っているところでありま

す。高齢者緊急通報システムは、４月１日現在、議員ご指摘のように４５世帯に設置して

いるところであります。希望のある世帯には滞りなく設置しておりますが、今後におきま

してもＰＲをしながら、積極的に対応をしてまいりたいというふうに考えているところで

あります。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) これは非常にいいシステムなんですが、まだまだ知らない方はたく

さんいると思いますので、ぜひ町内会長さん、あるいは民生委員さんのともよく連携をと

っていただいて、ぜひ積極的に進めていただきたいなというふうに思います。

次に、今日特に強く申し上げたいところでございます。それは、今後の感染の波に備え
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る対策でありますが、秋から冬にかけて季節性インフルエンザが流行してくることが予測

されます。専門家などは新型コロナウイルスとの見分けが難しく、重複流行を非常に懸念

しているということであります。減少傾向にある今こそ実施できる検査体制を整えること

が、最も大事だとも言われています。

また、無症状の患者が感染を拡大していることもわかってきたことからも、検査体制の

拡充が図られていることは、町長もよくご存じのことと思います。医師が検査を必要と診

断したにも関わらず、保健所が認めないと実施できなかったＰＣＲ検査も、医師の判断で

実施できるようになっています。院内感染を防ぐため、厚生労働省は症状がない患者への

ＰＣＲ検査にも保険適用を決めております。また、５月１３日には抗原検査を承認してい

ます。

この抗原検査は、検査キットで１５分から３０分で検出可能と言われています。更に、

６月２日には発症から９日以内であれば唾液による検査も可能になりました。この唾液に

よる検査、加藤厚労相は、このように話されております。患者や医療従事者らの感染防御

の負担も大幅に軽減される、と紹介しています。これはどういうことかと言いますと、こ

れまでのＰＣ検査は、鼻から綿棒入れてずっと喉の奥まで入れて、その段階で患者さんの

くしゃみ、あるいは咳を浴びることによって飛沫を浴びる、感染のリスクが大きいと指摘

が多かったわけですが、こうして加藤厚労大臣もそれが大幅に軽減されるということで紹

介しています。

こうして、検査ツールがどんどん出てきて承認されております。さて、とは言っても実

施するのは、それぞれの医療機関であり、最前線の医師、医療従事者です。松前病院にお

いては、こうした検査環境を整えることが可能なのか。毎年流行する季節性インフルエン

ザは国内で１千万人以上が感染し、致死率０．１％と言われています。季節性インフルエ

ンザ流行期に新型コロナが混在してくることも懸念されていますが、こうした状況にも対

応できることが求められるわけです。次の感染の波における発熱外来、接触者及び無症状

の感染患者の検査体制や医療体制など、感染防止対策をどのように進めようとしてるのか、

町長の考えを伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ウイルスの感染症の診断、検査につきましては、議員ご指摘のとお

り、現状では確定診断のためにＰＣＲ検査、または抗原検査が必要となります。ＰＣＲ検

査は３月６日より、抗原検査は５月１３日より保険適用となり、発症９日以内の有症状者

に対する唾液を検体とするＰＣＲ検査が６月２日より可能となりましたが、現行ではいず

れも行政検査の位置付けであり、現在松前病院で実施可能なＰＣＲ検査の詳細と致しまし

ては、渡島保健所の了解を得たうえで、病院にて採取した検体を、渡島保健所経由で道立

衛生研究所で持ち込んで検査していただいている状況であります。

また、抗原検査は、帰国者、接触者外来、これは新型コロナ外来であります、及び感染

症指定医療機関でのみ検査可能な状況であり、松前病院では、検査キットを購入すること

ができないために実施できていない、できない状況にあります。今後は、松前病院におい

ても検査可能な環境が整った際には、いち早く診断対応ができるように、検査体制を構築

してまいりたいというふうに考えております。

季節性インフルエンザ流行期の新型コロナを見分ける検査体制、発熱、接触者外来、無

症状感染患者の対策につきましては、両者を臨床症状のみで区分することは不可能であり

ますので、発熱や倦怠感などの疾患が疑われる患者様の疾患を確定するためには、検査が

必要となります。そのため、診察と検査を実施する際には、一般外来の患者様と導線が重
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ならないよう、発熱、接触者外来として別室での対応となります。なお、季節性インフル

エンザに関しましては、松前病院には既にインフルエンザ迅速検査キットが常備されてお

りますので、同疾患が疑われる場合には、松前病院でも検査、診断確定が可能な体制とな

っておりますが、臨床症状のみでの両者の識別ができないことから、インフルエンザ検査

と新型コロナウイルス感染症検査の両方を実施することになるというふうに考えておりま

す。町民のために、安心できる医療サービスの提供のためには、継続して院内感染対策を

徹底図るとともに、少しでも早く、松前病院において検査可能な体制を構築することがで

きるように取り組んでまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ただ今答弁を聞いておりますと、おそらくドクターの見解でありま

しょうというふうに受け止めております。新型コロナと季節性インフルエンザの見分け方

は非常に難しい、そして、両方の検査を考えているということでございました。また、診

察、または検査には一般外来と患者様の導線が重ならないようにということでございます

が、これは相当難しいのではないかと思います。現行の体制で見えない敵との戦いである

ことから、どこかで限界を感じます。限界がありますよと感ずるわけです。限界を前にし

た時、病院、そして町行政、お互いの役割の中で何ができるか、町行政は何を提供できる

かということではないかと思います。必要とあれば予算も投入し、医療環境の強化を図る

べきと考えます。

例えば、対策の進んでいるところは、次のように考えているところもあるようです。プ

レハブ仮設等の検査ブースの設置とか、それから人材不足にあっては看護師の復職を募る。

ただ復職を募ってもなかなか来ないので、住宅サポート付期間限定のそういった対策をす

るなど、また、松前町にあっては、教員住宅の空いてる場所だとか、それから建石にある

自衛隊の官舎、使わないところ、これを期間限定として、住宅サポート付としてサポート

するということも考えられるのではないかと思います。そういった意味では、これからは

医療従事者にとっても、患者様にとっても感染リスクの軽減に繋がる、そういった対策と

ることによって軽減に繋がると思われます。

町民の中には、この新型コロナ発生以来、病院に行くのが億劫だとか、危ないのではな

いかとか、ためらう方もいると言われています。これは、町長もおそらく耳に入られると

思います。こうしたことを考えると、持病のある方や他の病気の重症化を招かないか危惧

されるわけです。日頃から通院されている患者さんのためにも、また町民のためにも、安

心できる医療サービスの提供に努めなければならないと考えます。

松前病院の基本方針には、患者様がより快適に医療受けられる病院、患者様がより良い

サービスを受けられるようにと示されているとおりです。季節性インフルエンザ流行期の

新型コロナとの混在流行、本当に心配しています。最悪のシナリオだって想定しておかな

ければなりません。国においても、検査体制から病院経営など、幅広い議論が続いている

ようです。その動向を見極めつつ、最善の対応をお願いしたいと思います。政府の専門家

会議でも感染の次の波に備えて、検査体制や診療体制、それぞれの地域で、それぞれの都

市でないんです、地域と言ってるんですね、ここではね、それぞれの地域で強化するよう

求めています。備えができるかどうかが勝負のような気がします、ぜひ先手を打って進め

ていただきたいと思います。町長、答弁を求めます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 国の動向をきちんと見極めながら、病院の目指すところの、町民に

愛される、信頼される病院づくりに、山本事業管理者、更には八木田病院長を先頭に致し
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まして、連携をとりながら体制づくりをしていきたいなというふうに思っております。町

民の皆さんが安心して受診できるような、そんな医療環境を提供できればなというふうに

思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 当然のことでありますが、コロナとの闘いは、医療機関ばかりに頼

るわけではありません。町民一人一人も感染予防を進めるわけですから、両者の対策強化

があって、初めて乗り越えて行かれると思います。

本年１月末、ダイヤモンド・プリンセス号の乗客の新型コロナウイルス感染が報じられ

てから、毎日コロナ関連のニュースを聞かない日がないほどの報道が溢れていました。町

内にもマスク姿が一気に目立つようになりました。手洗い、うがい、手指消毒、外出を控

えるなど、個人個人の予防対策が始まったわけです。

先日、病院事務局長から松前病院における今年のインフルエンザ感染状況と、過去２年

分の感染状況の集計を示していただきました。それによると、２０１８年２月の感染は２

４７件、そして同月２０１９年の２月が１１２件、本年２０２０年２月は１１件と大幅に

減少しています。３月で見ますと２０１８年が６９件、２０１９年が５件、本年２０２０

年３月は０件となっております。４月で見ますと、２０１８年は８件、２０１９年は１１

件、本年は０件となっております。今年は３月４月とも０件です、５月も０件です。この

３年間の２月から４月までの３ヶ月の累計で見ますと、２０１８年は３２４件、２０１９

年は１２８件、２０２０年の本年は２月の１１件だけとなっております。

その年その年の流行の形もあるとは思いますが、インフルエンザの感染者数は大幅な減

少にあることが確認できます。この数字は、町民が感染予防に取り組んだ、言うなれば闘

った結果ではないかと感動さえ覚えるわけです。町民一人一人の予防対策が効果として表

れているのではないかと思います。このような結果をこの先の感染予防対策への力に変え

ていただきたい。

町長は、このような結果表れていること、どのように受け止めていますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今期、令和元年から令和２年シーズンの全国でインフルエンザにか

かった患者は、推計約７３０万人で、昨シーズンの約６割程度であり、過去１２年款で最

も少なったとの調査結果が、国立感染症研究所報告をされているところであります。新型

コロナウイルス感染症が広がり、手洗い、マスクの着用など徹底され、そのことがインフ

ルエンザの患者にも影響したとの専門家の声もあるところであります。

松前町におきましても、町立病院の統計によりますと、今議員おっしゃっておりました

けども、今シーズン病院で確認された患者さんの数は、例年と比較すると大幅に減少して

いる状況であります。ひとえに町民一人一人の皆さんが感染予防対策の効果の表れである

と、八木田病院長も申しておりました。私も同じく感じているところであります。

しかしながら、一方では、病院の医業収益も伸びなかった要素もあるわけでありますが、

何よりも感染者を出さないことが重要だというふうに考えているところであります。今後

におきましても、手洗い、咳エチケットの実施、３密を避けるなどを推奨しながら、感染

症対策に万全に取り組んでまりたいというふうに考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ぜひですね、何かの機会にこうした予防結果が表れていると、この

先も頑張ろうということをですね、紹介されても良いのではないかと思います。

最後になります。この度のコロナとの闘い、長丁場になると予想されています。先ほど
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も申し上げましたが、国難と言われています。町長におかれましては、町民を断固新型コ

ロナから守って見せるという強い信念と覚悟で、コロナ禍を乗り越える闘いに雄渾の指揮

をとっていただきたいと申し上げ、最後答弁を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) 町長として、町民の皆さんには、感染予防対策と致しました新しい

生活様式、新北海道スタイルの取り組みをしっかりとお願いして、松前町から感染者を発

生させないように、コロナに負けないように、松前病院と連携して万全を尽くしていきた

いというふうに思っております。

安心して受診できる環境づくりを町民の皆さんに提供して、議員から言われました、遅

れをとることのないように、このコロナ禍に正面向かい合っていきたいというふうに思っ

ております。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 以上で終わります。どうもありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時２０分)

(再開 午後 ２時３８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを

議題とすることに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、議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに

決定致しました。

◎議案第３８号 松前町職員の特殊勤務手当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３、議案第３８号、松前町職員の特殊勤務手当に関する条例

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。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３８号、松前町職員の特殊勤務

手当に関する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２ページをお開き願います。下段の説明

欄です。特殊勤務手当のうち、防疫等業務手当は、条例第３条第１号に定める感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第２

項及び第３項に規定する感染症の処理作業に従事した場合に、当該手当を支給することと

しておりますが、新型コロナウイルス感染症は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症
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として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条により、指定感染症と規定され、

国家公務員も当該感染症の処理作業に従事した場合に、特殊勤務手当を新たに支給するこ

ととしたため、当町においても国家公務員と同様に当該手当を新たに支給することができ

るようにするため、条例を改正しよ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。現行の附則を改正案下線部分の

とおり附則第１項とし、附則第１項の次に、改正案下線部分のとおり、新たに附則第２項

を加えようとするもので、その内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の定義と

防疫等業務手当の額を現行の第３条第１号の規定を読み替えるもので、当該手当の額を３

千円、接触した場合又は長時間にわたり接して行う作業の場合は４千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、公布の日から施行し、令和２年６月１日から適用致そう

とするものであります。

２ページをお開き願います。前段で説明しました附則第２項の規定による読み替え後の

第３条の新旧対照表を記載しておりますので、ご参照願います。

以上が、議案第３８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３８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３８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３９号 松前町介護保険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４、議案第３９号、松前町介護保険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。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３９号、松前町介護保険条

例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。

お手元の議案の３枚目、説明資料１ページの松前町介護保険条例の一部改正に係る新旧

対照表下段説明欄をご覧願います。

まず、今定例会に本議案を提案し、ご審議いただきます理由でございますが、令和元年

１０月に消費税率及び地方消費税率が１０％に引き上げられ、令和２年度において増収分

が満年度化されることから、低所得者の第１号保険料の更なる軽減強化を目的とした介護

保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令（令

和２年政令第９８号）が令和２年３月３０日に公布されたことに伴い、第１段階、第２段

階、第３段階の保険料の減額幅を引き上げるため、本条例の一部を改正しようとするもの
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です。

次のページの松前町介護保険条例の一部改正の概要をご覧願います。改正前と改正後の

比較表となっております。本改正により、第１段階については負担割合が改正前の基準額

の０．３７５倍から、改正後は０．３０倍となり、保険料の年額が２万２千５００円から

１万８千円に。第２段階においては、負担割合が改正前の基準額の０．６２５倍から、改

正後は０．５０倍となり、保険料の年額が３万７千５００円から３万円に。第３段階にお

いては、負担割合が改正前の基準額の０．７２５倍から、改正後は０．７０倍となり、保

険料の年額を４万３千５００円から４万２千円に改正しようとするものです。

今回の改正による影響額でございますが、当初予算ベースで２千１７０人分、１千１６

万円程度の減収となりますが、その補填措置として、国２分の１、道４分の１、町の一般

会計４分の１の負担となり、ルール分として、全額一般会計から繰り入れすることとなり

ますので、介護保険特別会計保健事業勘定の歳入予算総額には影響がないところでありま

す。当該改正に係る歳入予算の補正につきましては、歳出予算を伴わないことから、今定

例会では補正予算を提案しておりませんが、今後の歳出予算の補正時に合わせて予算補正

させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

以上が改正の内容であります。なお、附則と致しまして、この条例は公布の日から施行

し、令和２年４月１日から適用致そうとするものであり、改正後の松前町介護保険条例第

３条の規定は、令和２年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料につ

いては、なお従前の例によろうとするものです。また、新旧対照表につきましては、説明

資料１ページに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３９号、松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定の内容でありま

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。

(「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３９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３９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４０号 松前町手数料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５、議案第４０号、松前町手数料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。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今議題となりました議案第４０号、松前町手数料条例

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。

今回の改正は、マイナンバーカードをつくる前の個人番号を通知した紙のカード、いわ

ゆる通知カードの廃止と再交付等の手続も廃止されることによる手数料の改正と、北海道
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から権限移譲を受けている都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する手数料の

改正の２点でございます。

それでは、説明資料によりその内容を説明させていただきます。末尾の説明資料の９ペ

ージをお開き願います。下段の説明欄です。①情報通信技術の活用による行政手続等に係

る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の公布に伴い、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正によって、通

知カードの廃止及び通知カードに係る手続等の廃止が行われたため、条例の一部を改正し

ようとするものです。②番です。平成２３年４月１日から都市計画法の規定に基づく開発

行為の許可等に関する事務が、北海道から松前町に権限移譲され、北海道に準じて同額で

設定している手数料について、北海道において令和２年４月１日からコストに応じた適切

な手数料とするよう、北海道建設部手数料条例が改正されたことにより、同条例に準じて

手数料が同額になるよう条例の一部を改正しようとするものです。

次に、改正の内容でありますが、説明資料の１ページをお開き願います。松前町手数料

条例が改正別表第２条関係の２９の項で、通知カードの手続等が廃止されたため、現行下

線部を改正案下線部のとおり改め、更に３７の項から最終９ページです、４３の項までの

都市計画法の規定も基づく手数料の金額を現行下線部金額から、改正案下線部金額に改め

ようとするものです。

以上が、改正の内容でございます。そして、附則でございます。この条例は、公布の日

から施行しようとするものでございます。

以上が、議案第４０号、松前町手数料条例の一部を改正する条例制定についての説明と

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。

(「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４０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４０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４１号 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例の

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６、議案第４１号、松前町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第４１号、松前町放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、

その内容をご説明申し上げます。
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なお、ここで言います松前町放課後児童健全育成事業とは、松前町においては松城小学

校と清部保育所で行われております一般的に学童保育と呼ばれるものでありますので、ご

理解願います。

それでは、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

明欄をご覧願います。今回の改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号、以下「設備運営基準」という。）に

おいて、放課後児童支援員は保育士の資格を有する者など、設備運営基準第９条第３項各

号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事又は指定都市の町が行う放課後児童

支援員認定資格研修を終了したものでなければならないとされておりましたが、放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省

令第２１号）の公布に伴い、この研修の受講機会の拡充を図るため、中核市の長も実施で

きることになったことから、この設備基準と同様の内容に改めるため、条例を改正しよう

とするものであります。

表の右側、改正案をご覧願います。第１０条第３項中、「指定都市」の次に下線部分、

「もしくは同法第２５２条の２２第１項の中核市」を加えようとするものです。なお、こ

の中核市とは、全国では６０市があります。北海道では、旭川市と函館市が該当致します。

今回の改正によりまして、この認定資格研修が北海道、そして指定都市の札幌市に加えま

して、旭川市と函館市が行う研修も対象となるものであります。

次に、附則であります。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４１号の内容でございます。よろしくご審議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４１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４１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４２号 松前町辺地総合整備計画の策定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第４２号、松前町辺地総合整備計画の策定について

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) ただ今議題となりました議案第４２号、松前町辺地総合整

備計画の策定について、ご説明申し上げます。

この総合整備計画につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、原口辺地、江良辺地、清部辺地、

小島辺地の４地域の辺地に関わる公共的総合整備計画の施設整備において、辺地対策事業

債の適用を受けようとするため、策定するものでございます。
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なお、当該四つの辺地については、以前より計画を作成しており、継続更新の扱いとな

っており、今後５年間の予定事業を掲載しております。また、辺地対策事業債は、地方交

付税の算定に用いる基準財政需要枠に元利償還金の８０％が参入されることとなっており、

過疎対策事業債の参入率７０％と比べても、過疎債より有利な地方債となっております。

それでは、説明資料によりその概要を説明致します。末尾に添付しております松前町辺

地総合整備計画の概要をご覧願います。各辺地の総合計画書の概要を掲載しております。

各辺地の総合整備計画には、辺地の概況、公共的施設の整備を必要とする事情。この事情

については、本文をご参照いただき、説明資料では事情は書ききれないので、施設の数を

表しています。最後に、公共的施設の整備計画の３点が必要となります。そして、この辺

地総合整備計画書は、法律に基づき、あらかじめ北海道と協議することとなっており、令

和２年４月３０日付で北海道知事から異議のない旨、回答をいただいております。

それでは、中身の話に移ります。まずは、原口辺地です。辺地を構成する町村又は字の

名称は、字原口と神山です。地域の中心の位置は字原口１０６番地の１です。これは、地

価評価額が最も高い地点が中心位置となるものです。次に、辺地度点数は１６１点です。

これは、中心部からバス停や小中学校の距離、高校、郵便局、医療機関、役場などの距離。

更には交通機関の運行回数などにより、積算されるものでございます。この辺地度点数が

１００点を超えた場合、辺地としての対象となります。現在松前町において、辺地の基準

に該当する地区は、原口から札前地区の住民が居住してる地区ということになります。

次に、公共的施設の整備を必要とする施設は、道路１件、飲用水供給施設３件の合計４

件で、公共的施設の整備計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間です。４件分の

事業費は４千１３０万円で、全て一般財源であり、そのうち辺地対策事業債の予定額は、

３千４０万円であります。主な事業としては、記載のとおりとなっております。

次に、江良辺地です。辺地を構成する町村又は字の名称は、字江良と二越、大津です。

地域の中心の位置、字江良２９０番地１です。辺地度点数は、１０３点です。公共的施設

整備を必要とする施設は道路５件、飲用水供給施設１件、教員住宅１軒 、消防施設３件

の合計１０件で、公共的施設の整備計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間です。

１０件分の事業費は、３億９千２７０万５千円で、全て一般財源であり、そのうち辺地対

策事業債の予定額は１億７千８００万円であります。主な事業としては、記載のとおりと

なっております。

次に、清部辺地です。辺地を構成する町村又は字の名称は、字清部と小浜です。地域の

中心の位置は字清部２０９番地です。辺地度点数は１０９点です。公共的施設の整備を必

要とする施設は、道路１件、飲用水供給施設１件、消防施設１件の合計３件で、公共的施

設の整備計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間です。３件分の事業費は、７千

７０万６千円で、全て一般財源であり、そのうち辺地対策事業債の予定額は、５千７０万

円であります。主要な事業としては、記載のとおりとなっております。

最後に小島辺地です。辺地を構成する町村又は字の名称は、字茂草と静浦、赤神、札前

です。地域の中心の位置は、字静浦２４８番地１です。辺地度点数は、１１１点です。公

共的施設の整備を必要とする施設は、道路３件、飲用水供給施設４件、教員住宅１件、消

防施設４件、経営近代化施設１件の合計１３件で、公共的施設の整備計画は、令和２年度

から令和６年度までの５年間です。１３件分の事業費は、４億７千４８３万３千円で、全

て一般財源であり、そのうち辺地対策事業債の予定額は、４億５千２０万円であります。

主な事業としては、記載のとおりとなっております。

法律で定められておりますとおり、辺地総合整備計画の策定には、議会の議決を要し、
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議決をいただきました後、当該計画書を総務大臣へ提出して、辺地対策事業債の適用を受

けたいと考えているところでござます。

以上が、議案第４２号、松前町辺地総合整備計画の内容でございます。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。

(「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４２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４２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４３号 財産の無償貸付について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第４３号、財産の無償貸付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４３号、財産の無償貸付につい

て、その内容をご説明申し上げます。本議案は、地方自治法第９６条第１項第６号の規定

に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。

無償貸付する財産は、土地及び建物で、土地については株式会社エム・エッチソーイン

グ松前工場用地として、松前町字建石２１６番１８６の原野４千５５８平方メートルの土

地で、建物については、株式会社エム・エッチソーイング松前工場用として、松前町字建

石２１６番地１８６に所在する鉄骨造平屋建て１千２７２．２８平方メートルの建物でご

ざいます。

次に、無償貸付の目的であります。無償貸付の相手方は、松前町が企業誘致を促進し、

町内で昭和６３年から現在まで縫製工場を経営している事業者であり、令和２年８月３１

日で当該建物に係る償還相当分の使用料の納入が終了し、貸し付けの契約期間が満了する

ことから、引き続き貸し付けを行うものとし、町の経済の発展と雇用機会の拡大を図り、

もって地域活性化を推進することを目的として無償貸付しようとするものであります。

無償貸付の期間は、令和２年９月１日から令和７年８月３１日までの５年間にしようと

するものであります。無償貸付の相手方は、松前町字建石２１６番地１８６に住所を有し

ます株式会社エム・エッチソーイング代表取締役佐藤美代子でございます。

以上が、議案第４３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。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) １点だけ、お尋ね致します。説明でおおよそ理解できるんですが、

建物自体がね、６３年に建てております。これから５年の無償貸付なるんですけども、こ
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の維持補修に関わる費用はどのように位置付けられておりますか。説明いただきたいと思

います。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 維持補修の関係につきましては、大きな補修が係る分、例えば

屋根の葺き替えだとか、構造的な部分を補修する場合においては、町が負担するというふ

うな契約をしております。今後もそのように考えております。

軽微なものについては、エム・エッチソーイングさんの方でお願いしているというとこ

ろであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 大きな場合と軽微なものの表現なんですけどもね、どういう基準が

あるんですか。ありますか、ないんですか。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) きちんとした基準というのは設けてはおりませんが、数年前も

屋根の関係だとか直して、ある程度エム・エッチさんの方との話し合いで行っているとい

うのが現状でございますので、ご理解願います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 関係から言うとね、やっぱり企業誘致、そういうものを経て今日が

あるんだから、あまりこちら側でどうのこうのっていうのも、ちょっと考えものなんです

けども、でも、でも、しかしながらね、やっぱりけじめだけはきちっとして、維持補修に

関しては、こっからここまでは町で持ちますけれども、それ以外はあなた方責任持ってく

ださいっていうようなものは、あって然るべきじゃないですか。感情だけで、まあまあい

いやいいやで済まされる問題じゃないでしょう。見解を求めます。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 今、この議決をいただいた場合、これから実際の契約事務を行

うわけですが、梶谷議員おっしゃるとおり、きちっとした明確なものを契約書の中に入れ

込んでいきたいと思います。その際にあたりましては、当然エム・エッチソーイングさん

の方とも協議して進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解願います。

○議長(伊藤幸司君) 質疑ございませんか。

１１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 契約期間が５年間ということですけども、この契約満了した後です

ね、再契約ということはあり得るんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 今回の５年間の契約というふうな形にしたのは、これもエム・

エッチソーイングさんの方から申し出っていうか、期限が満了するもんだから、引き続き

貸してくださいよというふうな申し出があります。それが５年間ということでしたので、

５年というふうな形で提唱させていただきました。

ただ今後５年後、また同じような形で継続の申し出があれば、同じような形で無償貸付

の方でいきたいなというふうに考えておりますので、ご理解願います。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) このエム・エッチソーイングの建物、工場はですね、私内装の方、

下請けでやらせてもらった経緯もありますので、やっぱりできればずっと契約を続けてあ

げてほしいなという気持ちでいっぱいです。

○議長(伊藤幸司君) 他に。
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５番福原君。

○５番(福原英夫君) 私も貴重な企業誘致で、３３年ですか、もう、きてるもんですから

ね、大事にしてあげてほしいなと。そして、４０人ぐらいいるんですか、ベトナムからも

１０人ほど来ておられるんでね。やはり、これから永続的に松前町で縫製工場を営んでも

らいたいっていう気持ちが私は強いもんですから、そんな意味では補修には最大限配慮し

て、ルールの中でも最大限配慮して、利便性を図ってもらいたいなという気持ちが強かっ

たもんですから、一言だけ。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 今現在の従業員の数につきましては、先日確認したところ、日

本人の方が１４人、外国人の方が２０人で、合計３４人というふうな形で聞いております。

前段梶谷議員の答弁にも申し上げたとおり、補修についてはきちんとした形で考えていき

たいというふうな形で思っておりますので、ご理解願います。

○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４３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４３号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第４号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める

意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、意見書案第４号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調

印・批准を求める意見書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) 意見書案第４号、日本政府に核兵器禁止条約の

参加・調印・批准を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条

第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については、記載のとおりであり

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。

意見書案第４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。
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(「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、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第５号 国による全国学力調査を全員参加型から抽出型に改めること

を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、意見書案第５号、国による全国学力調査を全員参加型

から抽出型に改めることを求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第５号、国による全国学力調査を全

員参加型から抽出型に改めることを求める意見書についてを説明致します。別紙のとおり、

松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容につ

いては、記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願いします。

○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。

意見書案第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、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第６号 公立学校教員に１年単位の変形労働時間制を適用しないこと

を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、意見書案第６号、公立学校教員に１年単位の変形労働

時間制を適用しないことを求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第６号、公立学校教員に１年単位の

変形労働時間制を適用しないことを求める意見書について。別紙のとおり、松前町議会会

議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については、記載

のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願いします。

○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)
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○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。

意見書案第６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、意見書案第６号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第７号 令和３年度地方財政の充実・強化を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、意見書案第７号、令和３年度地方財政の充実・強化を

求める意見書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) 意見書案第７号、令和３年度地方財政の充実・

強化を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定

により提出するものであり、意見書の内容については、記載のとおりであります。

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。

意見書案第７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、意見書案第７号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第８号 子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務

教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元・教職員

の超勤・多忙化解消・３０人以下学級の実現に向けた意見書

について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、意見書案第８号、子どもの貧困解消など教育予算確保

・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元・教職員の超

勤・多忙化解消・３０人以下学級の実現に向けた意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第８号、子どもの貧困解消など教育

予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元・教

職員の超勤・多忙化解消・３０人以下学級の実現に向けた意見書について、別紙のとおり、

松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容につ

いては、記載のとおりでございます。

ご審議のほどよろしくお願いします。
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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。

お諮り致します。

意見書案第８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、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第９号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化

を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、意見書案第９号、林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書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) 意見書案第９号、林業・木材産業の成長産業化

に向けた施策の充実・強化を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則

第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については、記載のとお

りであります。

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。

意見書案第９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、意見書案第９号は原案のとおり可決されました。

◎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１５、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事項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、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。
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(「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、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり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１６、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、そのように決定致しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は６月１２日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了

致しましたので、これをもって閉会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、令和２年度松前町議会第２回定例

会は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって令和２年松前町議会第２回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ３時１９分)
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