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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意しておりますが、
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致します。

伊 藤 幸 司松前町議会議長
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定について

１５ 介護保険条例の一部を改正する条例制定について 同 上 同 上

１６ 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営 同 上 同 上

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

１７ 公有水面埋立てについて 同 上 同 上

１８ 松前町財政調整基金の支消について 同 上 同 上
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１９ 令和３年度松前町一般会計補正予算(第１回) 3. 3.11 原案可決
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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３年松前町議会第１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３年松前町議会第１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、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。

◎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) ３月４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３月８日から３月１５日までの８日間と致しまして、議事日程につき

ましては、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３月１５日まで

の８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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◎令和３年度町政執行方針及び令和３年度教育行政執行方針

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、令和３年度町政執行方針及び令和３年度教育行政執行方

針を議題と致します。

町長の発言を許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

令和３年第１回定例会の開会にあたり、町政執行への所信を申し上げます。

令和２年３月２９日に執行されました松前町長選挙におきまして、町民の皆様から町政

継続のご支持をいただきました。この間、町民の皆様の安心、安全な生活を守っていく使

命を担うことの責任の重さを痛感しながら町政運営に向き合い、松前町総合計画及び松前

町創生総合戦略に掲げる「こころ豊かなまちづくりを町民とともに」を基本理念として、

その実現のために取り組んでまいりました。町議会議員の皆様並びに町民の皆様の深いご

理解とご協力をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。

我が国の経済状況は、内閣府が公表した１月の月例経済報告によると、「景気は、新型

コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きが

みられる。」とされ、先行きについては、「感染拡大の防止策を講じる中で、各種政策の

効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されるが、内外の感染

拡大による下振れリスクの高まりに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動

等の影響を注視する必要がある。」となっております。

こうした状況のもと、「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」では、第１に「新型

コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて」、第２に「国民の生命・

生活・雇用・事業を守り抜く」、第３に「新たな日常の実現」について重点が置かれてお

り、松前町においても、刻々と変化する新型コロナウイルス感染症の影響に関し、国等の

動向に注視しながら、迅速な対応が図られるよう、全力で取り組む覚悟であります。

なお、令和２年度国の補正予算第３号により措置された新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策予算は、一部、国の本省繰越という手続きにより令和３年度での執行が可能とな

り、新型コロナウイルスワクチン接種事業では、円滑かつ速やかに接種できる体制を整備

し、高齢者をはじめ順次接種を実施する予定でおり、会場等の詳細については、関係機関

と連携を図りながら速やかな情報提供に努めてまいります。

また、新たに増額された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とし

た感染症拡大防止及び経済対策事業等を早急に検討し、実施してまいります。

新型コロナウイルス感染症に関連する予算につきましては、早い時期での予算補正で対

応し、町民の命と健康を守るため、万全を期してまいります。

総合計画及び創生総合戦略に掲げるまちづくりについては、引き続き民間の活力を活か

し、地域の実情に応じた自主性、主体性を最大限に発揮し、「こころ豊かなまちづくりを

町民とともに」を基本理念とした予算編成に配慮したところであります。

ここに、令和３年度の予算編成にあたり、主な施策の内容について、総合計画に掲げる

基本構想に沿って申し上げます。

なお、教育委員会が所管する「生涯の学びを通してこころ豊かに地域文化が育つまち」

を目指す取り組みについては、総合教育会議において協議を済ませておりますので、教育

行政執行方針において申し上げます。

一つ目は、「力を合わせて産業を育てる活力のあるまち」を目指す取り組みについてで
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す。

水産業については、スルメイカ資源の激減による全国的な不漁、クロマグロの国際的な

漁獲規制、更には新型コロナウイルス感染症の影響による魚価の低迷など、漁業を取り巻

く環境は厳しい状況が続いております。このような中、つくり育てる漁業の推進のため、

新規コンブ養殖漁業参入への施設整備等の支援、ナマコ増殖のため人工種苗の継続放流及

び各地区簡易採苗の取り組みを水産センターも活用しながら進めるとともに、静穏域を利

用した増養殖事業の推進を支援してまいります。また、コンブ養殖及び潜水器漁業による

コンブ生産の増加により、天日乾燥加工作業に支障を来さないよう、海産干場の維持補修

も進めてまいります。

漁港漁場整備については、大型魚礁の設置による漁場造成を松前小島周辺海域と静浦沖

海域に、また、漁港整備については、各漁港において機能保全対策事業等により計画的に

進められており、引き続き北海道などに要請してまいります。

漁業協同組合については、コロナ禍により影響を受け、以前にも増して厳しい運営が続

いておりますが、繰越欠損金を早期解消し、経営改善が図られるよう支援してまいります。

水産加工業については、全国的にスルメイカの不漁が続いておりますが、原料の調達が

以前より確保可能な状況となってきていることから、安定した稼働ができるよう、引き続

き関係者と連携を図ってまいります。

畜産業については、肉牛改良センターの運営により生産される子牛を畜産農家へ供給す

ることにより、安定した畜産経営ができるよう支援をしてまいります。また、肉牛改良セ

ンターの研修生が就農する場として、賃貸型牛舎等の整備を行い、町内での新規就農が促

進されるよう支援してまいります。

肉牛改良センターの運営及び今後において研修生が就農することにより、肉牛の飼養頭

数の増加が想定されるため、その飼料となる牧草が必要となることから、採草放牧地の更

新を行い、牧草の増産を図ってまいります。

林業については、積極的な森林資源の循環利用を行うため、地域の森林整備の促進と、

林業及び木材産業の活性化を図ってまいります。また、地域材については、公共施設の建

設に積極的に利用するとともに、地域材で建てる住宅支援事業についても、引き続き取り

組んでまいります。

次に、商工及び労働についてです。

商工業の振興については、松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例に基づき、

本年度から松前商工会に職員を派遣し、商工会運営の支援をしてまいります。また、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響で落ち込んだ景気の下支えに万全を期す構えであること

から、新型コロナウイルス感染症対策に関連する国の動向に十分留意し、予算補正などの

必要が生じた場合は適切に対応をしてまいります。

労働については、松前町就職サポートセンターによる求人情報の提供と就職相談を継続

して実施し、通年雇用の促進と雇用先の確保に努めてまいります。

次に観光についてです。

本年のさくらまつりは、コロナ禍により、まだ実施の可否を検討している状況でありま

す。町の一大イベントであり、経済への影響も大きいことから、その判断は極めて難しい

ものとなりますが、町としては万全な支援体制を図ってまいります。

また、昨年度開設した松前町公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳを活用し、いち早い観光情報や観

光需要の喚起、広報宣伝の強化に努めてまいります。

本年度は、松前藩屋敷がオープンして３０周年を迎えることから、昨年、人気を呼んだ
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浮き紫陽花の見ごろに合わせて、記念イベントを実施し、更なる認知度のアップを図りま

す。

また、北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使の関連事業を通じて、町民に元気と

パワーを与え、観光ＰＲにもつなげてまいります。

二つ目は、「豊かな美しい自然と調和し共生するまち」を目指す取り組みについてです。

ごみの減量化については、引き続き古紙等の集団回収を推進するとともに、ごみ資源と

して再利用することが重要であります。資源ごみの分別を推進することが、ごみ処理費用

の削減に繋がることから、各町内会及び町民の皆様のご協力を得ながら、分別の徹底につ

いて広報活動を進めてまいります。

また、各町内会等と連携しながら、クリーン作戦、不法投棄防止対策に引き続き取り組

んでまいります。

松前公園は、当町における一番の観光名所です。本年度は、松前公園の整備方針を示す

「松前公園整備実施計画」を、多様な関係者とコンセンサスをとりながら策定に取り組ん

でまいります。

また、公園管理にあたっては、引き続き、松前観光協会に管理を委託し、桜の保護、保

存及び管理はもとより、花木の管理や草刈りなど公園の環境整備に努めてまいります。

三つ目は、「子どもが元気に誰もが健康で快適に暮らせるまち」を目指す取り組みにつ

いてです。

子育て支援については、松前町子ども・子育て支援事業計画に基づき、安心して妊娠・

出産・子育てまでの切れ目のない支援を行ってまいります。このため、引き続き次世代を

担う子どもの出産を奨励、祝福し、松前っ子誕生祝金を支給するとともに、高校生までの

医療費の無料化を行い、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ってまいります。また、保育

等については、町立清部保育所と民間の松前認定こども園とで、保育、幼児教育の質の向

上に努めるほか、学童保育や児童デイサービス事業を推進し、子どもが健やかに育ち、安

心して保育できる環境整備に努めてまいります。

地域福祉については、少子高齢化や核家族化の影響により、家族機能や共に支え合う地

域機能が低下していることから、地域福祉推進の中核としての役割を担う、社会福祉協議

会への支援を行い、町民一人一人が住み慣れた地域で安心、安全に生活できる環境づくり

や、互いに協力し支え合う共助意識の高揚に努めてまいります。

また、要支援者につきましては、民生委員児童委員及び関係機関と連携を図りながら対

応をしてまいります。

国民健康保険については、被保険者数の減少などにより税収が減少する一方、医療の高

度化や被保険者の高齢化などにより、医療費は増加傾向にあります。こうした状況におい

て、引き続き医療費の適正化と税収等の財源確保に努めるとともに、財政運営の責任主体

である北海道と連携しながら、健全な事業運営に努めてまいります。

後期高齢者医療については、北海道内の全市町村で構成する広域連合により運営されて

いますが、市町村が行う事務の円滑な実施に努め、引き続き広域連合と連携を図り、被保

険者が安心して医療を受けられるよう、本医療保険制度の適正な運営に努めてまいります。

介護保険については、本年度から第８期松前町介護保険事業計画がスタートします。高

齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目指し、

これまでの成果や課題、新たな国の動向を踏まえ、松前町らしい地域包括ケアシステムの

深化、推進を目指してまいります。

また、６５歳以上の方に負担していただく第１号介護保険料については、第８期計画３
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年間の事業量及び介護給付費の見込に対応するため、新たな介護保険料設定のための条例

改正案を提案しております。

介護予防・日常生活支援総合事業については、地域住民による高齢者等が身近に集える

通いの場づくりを支援する「住民主体生活支援サービス事業補助金」の補助団体が９団体

となり、新たに４団体の立ち上げを見込んでおります。引き続き、社会福祉協議会に委託

しております「生活支援コーディネーター」と協力しながら活動を支援してまいります。

高齢者福祉については、当町の高齢化率が５０％を超えている状況において、一人暮ら

しの高齢者の割合も高くなっており、孤立死が懸念されることから、高齢者の異変等を発

見した際に町や地域住民及び協力事業者、関係機関等が連携して迅速に対応できるよう、

高齢者等見守りネットワークを通して、地域で高齢者を見守る活動を推進してまいります。

また、高齢者に関する相談件数の増加及び内容も多岐にわたっていることから、地域包

括支援センター並びに介護関連事業者や医療機関等と連携・協力し、その支援に努めてま

いります。

このほか、高齢者の方々の能力や経験を生かし、積極的に社会参加ができるよう、引き

続き高齢者事業団や老人クラブの運営を支援してまいります。

障がい者福祉については、松前町障がい福祉計画及び松前町障がい児福祉計画に基づき、

個々の障がいの程度に応じた障がい福祉サービスの提供や、地域生活支援事業などを行う

とともに、障害者差別解消法に基づき、障がいに対する正しい理解の普及と障がいを理由

とする差別の解消に努めてまいります。

また、社会福祉協議会に委託しております地域活動支援センターにおいて、創作活動や

生産活動機会を提供するとともに、地域社会との交流等の便宜を供与し、障がい者の生活

等を支援してまいります。

健康づくりと予防については、定期的に健診やがん検診を受けることが疾病の予防や早

期発見、早期治療につながります。コロナ禍であっても、まずは自分の体をきちんと知る

ことが健康維持の第一歩であることに変わりありません。

乳幼児健診、がん検診、特定健診等の健康増進にかかわる保健事業は、国の指針に沿っ

て、感染防止対策に万全を期し、実施可能な方法を検討し、町民へ健康管理に必要な機会

を提供できるよう取り組んでまいります。

また、高齢者社会においては、健康寿命を延ばすことが重要な目標となります。現在、

医療費の抑制や介護予防、更には生きがい対策など高齢者に対する健康づくりを分野ごと

に実施しておりますが、これらの複数の事業を一本化した取り組みで成功している姉妹都

市の福島県伊達市で実施する「元気づくりシステム」を導入し、健康づくりを推進してま

いります。「元気づくりシステム」とは、高齢者等の参加者自らの自主性を育みながら元

気な町づくりの構築を目指すもので、関連する予算につきましては、予算補正で対応して

まいります。

町民の健康づくり意識の高揚を図るため実施しております「健康ポイント事業」につい

ては、年々参加者が増えており、今後も、若い世代からの健康に対する関心や、健康づく

りへの意欲を高める施策として取り組んでまいります。

次に、町立松前病院についてです。

当町は、人口減少や高齢化が大きな課題となっているところであり、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。病院

を取り巻く環境は、依然として厳しい状況にあることから、山本病院事業管理者並びに八

木田病院長と連携を密にし、総合診療の病院として、地域医療の更なる充実に向けて取り
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組んでまいります。また、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、病院

の改築にあっては、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に向け

邁進してまいります。

四つ目は、「生活基盤と生命財産を守る安全で安心なまち」を目指す取り組みについて

です。

はじめに、道路、橋りょうの整備についてです。

町道については、町道江良線、町道茂草線、町道唐津線、町道白神山の上線など８路線、

橋りょうについては、富元橋、鳥井橋２橋の長寿命化改良工事を予定しております。町道

や橋りょうの改良工事については、地域の皆様及び関係機関との連携を密にし、事故のな

いように万全を期してまいります。

歴史を生かすまちづくりの一環として取り組んでいる道道松前港線の整備については、

本年度は松城小学校入口付近の用地購入と物件補償を行い、次年度に道路工事を実施する

計画で進められております。また、唐津内橋の改良についても、本年度は用地購入と物件

補償が予定されております。町として、残された唐津地区の早期完成を目指し、歴まち商

店街組合や各関係機関と連携しながら、北海道への要望活動を継続してまいります。

町営住宅については、松前町公営住宅等長寿命化計画と松前町住生活基本計画が１０年

目の最終年となることから、計画の見直しを予定しており、令和４年度からの事業推進に

向け、それぞれ新しい計画を策定してまいります。

水道事業については、安全で安心な水道水の安定供給に向けて、令和２年度からの松前

町水道事業経営戦略を柱に、水道料金の見直しの具体的な検討も含め、水道施設の効率的、

効果的な維持管理、更新等に努めてまいります。

情報化社会への対応については、本年度中にＮＴＴ東日本により地域全域に光ファイバ

が整備される予定であり、高速ブロードバンドを活用した「新しい生活様式」の実践を推

進し、家庭内Ｗｉ－Ｆｉ等の設置拡大を町民へお願いしながら、ＧＩＧＡスクール構想な

どＩＣＴ環境の向上と強化に取り組んでまいります。

マイナンバーカードの普及促進については、国は令和４年度末までにほとんどの国民が

所有するよう取り組みを進めており、当町においても広報紙等を通じ、普及促進に努めて

まいります。

小島地区の地上デジタル放送共聴設備については、平成１６年度に整備され運用されて

おりますが、近年、経年劣化による同軸ケーブル空中線の断線が頻繁に起こることから、

設置者の新小島地区連合テレビ共同視聴組合が、令和４年度に光ケーブル化の設備更新を

計画し、本年度は実施設計が予定されているため、予算補正により支援してまいります。

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ありますが、買い

物や通院等に公共交通を利用されてい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。

松前半島道路については、松前半島道路建設促進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、関係市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。

次に防災についてです。

地域で安心して暮らすことが町民の願いであり、生命や財産を災害から守るためには、

日頃からの心構えや備えが重要であります。このため、感染症対策に配慮した避難所開設

方法など町主催の総合防災訓練を実施するほか、各町内会主催の避難訓練に対して支援を

行ってまいります。
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また、北海道が行う土砂災害警戒区域の指定が令和２年度に完了したことから、各種ハ

ザードマップを含めた総合的な防災情報を網羅した「防災のしおり」の改訂を行い、防災

対策に万全を期してまいります。

五つ目は、「人権が尊重され思いやりにあふれるまち」を目指す取り組みについてです。

移住定住推進の取り組みについては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する

観点から、オンラインなどを利用して、移住を検討している方へのＰＲを行うほか、当町

の実情にあった移住定住に係る新たな施策や企業によるサテライト型テレワーク等を推進

する施策を模索し、観光客のような一度その町を訪れるだけの「交流人口」とは異なる、

繰り返し松前町を訪れ、地域や地域の方々と多様な関わりを持つ個人や企業などの「関係

人口」の増加を目指してまいります。

町内会活動については、人口減少等による担い手不足により、町内会組織の運営と組織

の弱体化が懸念されていますが、町内会連合会を通じて、地域コミュニティの維持、活性

化を支援してまいります。

また、４年目を迎える｢空家等除却支援事業｣については、昨年までの３年間で９１棟の

除却を行ってまいりました。本年度も放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進

し、町民の安全で安心な住環境の向上に引き続き取り組んでまいります。

六つ目は、「分権時代にふさわしい自立と協働のまち」を目指す取り組みについてです。

本格的な地方分権社会を迎え、令和２年第３回定例会において議決されました、町民か

ら見て担当分野を理解しやすくするための係制の導入も含めた、新たな組織機構での体制

が本年４月１日からスタートしますが、今後に向けて、新たな組織機構の検証も含め、支

所のあり方も検討してまいります。

産学官連携については、「スマイル応援補助金」で町民が主体となって取り組む「まち

づくり」や「ものづくり」への支援と、町内で就労するために必要な各種資格取得を支援

しながら、町民参加型のまちづくりに努めてまいります。

以上、歳出予算に関する主な施策について申し上げました。次に歳入について申し上げ

ます。

町税については、風力発電施設の建設により固定資産税の増収が見込まれる一方、人口

減や高齢化による就業人口の減少、更には水産物の水揚げの減少などにより、総所得金額

の増加が見込めず大変厳しい状況にあります。

収入未済額については、渡島・檜山地方税滞納整理機構と連携し、積極的に滞納処分を

実施しながら、歳入の確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。なお、納付されてい

る方との公平性を保つ観点から、延滞金徴収のために本年度において、滞納管理システム

を導入し、令和４年度からの徴収に向けて取り組んでまいります。

税外収入の収入未済額については、債権の管理に関する条例や、行政サービス等の制限

措置に関する条例の規定を適用し、歳入の確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

歳入の大宗を占める地方交付税については、国の地方財政計画の総枠では５．１％の増

額となった一方、令和２年度において国勢調査が実施され、人口については、大きく減少

することが予想されており、前年度並みの一般財源の確保が大変厳しい状況にあることか

ら、財政収支の均衡を図るため、財政調整基金を編入し、予算を編成したところでありま

す。

町債の発行については、便益を受けることとなる将来世代と現役世代の世代間の負担の

公平性を図る観点から行われることとなりますが、基本的に地方交付税で元利償還金の多

くが措置される、有利な過疎対策事業債等を活用をしてまいります。また、町債発行の数
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年後から元金償還が発生し、公債費が増嵩することを十分認識のうえ、推計を精査しなが

ら将来に過度の負担にかからないよう留意してまいります。

以上、歳入予算に関する主な施策について申し上げました。

最後に、松前藩復領２００年記念事業並びに脱炭素社会の実現に向けた取り組みについ

て申し上げます。

本年は、松前藩が移封地福島県伊達市梁川からの復領が認められて２００年の節目の年

となります。本来であれば、復領２００年を町民とともに祝う記念事業に取り組む予定で

おりましたが、コロナ禍による影響も考慮し、また、藩主の章広公が松前に帰られたのも

復領決定の翌年であったことから、復領記念事業は、令和４年度において実施してまいり

ます。本年度においては、開催に向けての協議を、姉妹都市福島県伊達市や各関係団体と

進めてまいります。

国が進める脱炭素社会に向けた取り組みについては、再生可能エネルギーの推進のため、

リエネ松前風力発電所を活用する松前町地域マイクログリッド構築マスタープランを令和

２年度に作成し、本年度は、その実現に向けた調査等を東急不動産株式会社と共同で進め

る予定でおります。

また、洋上風力発電誘致に係る「国の促進区域の指定」を受けるための情報提供を去る

２月１８日に北海道へ提出したところであります。円滑に国の指定が受けられるよう関係

機関と連携して進めてまいります。

結びに、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況の中にあって、総合計画で

掲げる「生活満足度の高いまち」の実現に向けて、様々な行政課題に適切に対応し、着実

に歩みを進めて行かなければならないと認識しておりますが、地方財政を取り巻く環境は

一段と厳しく、極めて不透明であることから、規律ある財政運営に意を尽くしてまいりま

す。

また、コロナ禍での行政運営となりますが、国の経済対策等の動向を注視し、機動的に

対応してまいりますので、町議会議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力を

お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長の発言を許します。

教育長。

○教育長(宮島武司君) おはようございます。

令和３年松前町議会第１回定例会の開会にあたり、教育行政執行に関する主要な方針に

ついて申し上げます。

人口減少や少子高齢化という課題に直面する松前町に、更に追い打ちをかけるように世

界に蔓延した新型コロナウイルス感染症が大きく影響を及ぼしています。こうした中、ウ

イズコロナ、ポストコロナを見据え持続的に発展していくためには、生きる力を身に着け、

地域の発展を支える人材育成を担う教育の役割が益々重要となっています。

ここに、総合計画に掲げる基本構想の「生涯の学びを通してこころ豊かに地域文化が育

つまち」を目指す取り組みについて申し上げます。

先人への感謝の心を持ち、ふるさと松前に誇りと愛着を育む学びの推進は、「学力向

上」「書道教育」「ふるさと学習」を柱に着実な歩みを続けています。教育は、人づくり、

地域づくりの基本であり、地域発展の礎であるという理念を踏まえ、五つの教育指針の実

現に向け、総合計画並びに教育大綱の下に、鋭意取り組みを進めるとともに、松前町の将

来を担う子ども達に良好な教育環境と学習環境を確保し、提供してまいります。

はじめに、学校教育について申し上げます。
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子ども達には、ふるさとに誇りを持ち、互いに支え合いながら、生涯にわたって、生き

抜く力を身につけさせることが教育の使命であり、教育に携わる全ての関係者が、それぞ

れの果たすべき役割と責務を自覚し、子ども達が新たな時代に対応できる、「知・徳・

体」の調和のとれた成長を遂げていけるよう、子ども達の生きる力を地域全体で育んでい

かなければなりません。そのために、３小学校と１中学校を維持したまま導入した、小中

一貫教育制度と学校運営協議会（コミュニティ・スクール）は４年目を迎え、町内全小中

学校、地域住民と保護者が一体となって学校運営に取り組み、小中９年間の一貫した教育

活動を行っています。

「学力向上」については、学力向上対策委員会が策定したアクションプランに基づき、

「教師の授業力向上」と生活リズムの改善による「松前っ子３リズム」の完全定着を柱に

基礎学力の向上に取り組んでまいります。あわせて、習熟度の低い子どもへの個別支援の

ための学習支援員や、障がいのある子どもの学習や学校生活をサポートする特別支援教育

支援員を引き続き学校に配置してまいります。学習支援員については、３名体制から４名

体制とし、習熟度の低い子どもへ手厚い支援を図ってまいります。

また、小学校５、６年生の外国語科、３、４年生の外国語活動に対応するため、ＡＬＴ

（外国語指導助手）の２名体制を維持し、中学校英語への円滑な移行を図ってまいります。

あわせて、小中学校で実施している漢字能力検定、実用英語技能検定、更に昨年度からは

実用数学技能検定を加え、検定料の無料を継続し、子ども達の学びの習慣と学習意欲の向

上を図ってまいります。

更に、ＩＣＴを活用したＧＩＧＡスクール構想実現のため、昨年度１人１台のタブレッ

トを高性能のものに更新し、校内における高速大容量の通信ネットワーク環境の整備や、

緊急時における遠隔授業を可能とするカメラ機器等の整備を行いました。本年度において

は、ＩＣＴ機器を活用したプログラミング学習と、町内全域に光ファイバが整備されるこ

とによる家庭学習の充実を図るため、専門的知見を持ったＩＣＴ支援員による教職員への

教育研修の充実を図ってまいります。

「書道教育」については、全道、全国書道展で北海道知事賞や文化庁長官賞を受賞する

など、着実に成果を上げており、小中一貫教育制度の下、書道教育推進会議や松前高校と

連携し、小、中、高を通した書の日常化を進め、その取り組みを広く町内外に発信してま

いります。

スタートから９年目となる「ふるさと学習」については、ふるさと読本を活用した授業

を推進するとともに、ふるさと学習応援団の方々のご協力をいただきながら、町の自然や

歴史の学習及び産業などの体験や町民との交流を実践し、郷土を愛する心を育てることの

できる町独自の学習を進めてまいります。

また、児童生徒の「体力向上」では、学校毎に目標を設定し、体育授業のほか、休み時

間などを利用したなわとびなどの定着を図り、体力及び運動能力の向上を図ってまいりま

す。

あわせて、現在実施している生徒の各種検診のうち、引き続きピロリ菌検査を２次検査

まで無料とし、生徒の健康増進と保護者の負担軽減を図ってまいります。

学校施設は、子ども達の学習、生活の場であることから、安全、安心な教育環境の整備

に努めてまいります。

ことさら新型コロナウイルス感染症防止対策のため、「３密」回避の徹底の指導を行い、

消毒液等の確保等、衛生環境整備に努めてまいります。

施設整備については、「学校施設長寿命化計画」による松城小学校の電気設備、昇降機
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の改修や松前中学校の外壁塗装を実施し、学校施設の長寿命化を図り、老朽化している教

職員住宅は、計画性を持って維持、管理に努めてまいります。

また、子ども達が自然災害から身を守るための防災教育や、教職員へのＡＥＤの研修会

の充実など、子ども達をはじめ利用者の安全を確保してまいります。

要保護・準要保護児童生徒の就学援助では、入学準備に必要な学用品費を前年度中に支

給し、子ども達が安心して入学できるよう、持続的な保護者の負担軽減を図ってまいりま

す。

松前高校は、「書道教育」「松前学」「国際理解教育」の三つを柱とする教育を進め、

地域連携特例校として、協力校からの遠隔授業や生徒間の交流、教員間の研修などのほか、

都市部の大規模校から進学者向けの授業の配信により、学力の地域間格差の解消に取り組

み、魅力ある高校づくりを推進しております。この取り組みに対し、日本に留学している

高校生を松前高校に招聘しての国際交流教育活動事業への支援、通学定期券購入費、下宿

費及び見学研修旅行費に対する補助を継続してまいります。

また、生徒が希望の進路を実現するための対策として、公務員対策講座や看護講座の開

設、進学のためのスタディサプリ高校講座の利用経費及び、受験する全ての生徒を対象に

した各種資格取得や模擬試験に要する経費に対する補助を継続し、保護者の負担軽減と松

前高校の魅力ある学校づくりを支援してまいります。これらの事業を広くＰＲするため、

パンフレットの増刷とポスター作成に対して引き続き補助してまいります。

奨学資金の貸付けについては、貸付金額や償還債務の免除規定など、保護者等に対して

貸付内容の説明と周知に努めてまいります。

松前高校生のフランス国ブザンソン市ルイ・パスツール高校への研修派遣事業について

は、令和元年度に再開し、昨年度においては新型コロナウイルス感染症拡大により中止を

余儀なくされましたが、松前高校の魅力の一つである大切な事業であり、感染状況を注視

しながら実施してまいります。

子ども達のいじめの問題は、子ども達のささいな変化や兆候であっても、いじめとの関

連を常に意識し、緊張感をもって取り組むことが求められています。当町では、子どもの

いじめ防止条例を基本に、子どもたちが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくる

ため、学校、家庭、地域、行政が連携し、いじめが許されない行為であることを理解させ

るとともに、いじめの早期発見、早期解決に努めてまいります。

教職員の働き方改革については、「学校における働き方改革松前町アクションプラン」

に基づき、引き続き長期休業期間中に学校閉庁日を設けるなど、学校現場における教職員

の時間外勤務等の縮減を図り、教職員が本来担うべき業務に専念できる環境整備に努めて

まいります。

次に、学校給食について申し上げます。

学校給食は、子どもの健全な発達を促すうえで、大きな役割を担っており、食に関する

正しい理解と適切な判断力を養い、規則正しい食生活に重要な役割を果たしております。

今後とも安全、安心な給食の提供に努めるとともに、学校や家庭との連携を図りながら、

食育の推進に努めてまいります。また、地元を含めた道南食材の利用や給食試食会でのア

ンケート結果などを参考にした献立の見直し等を行い、児童生徒に栄養バランスのとれた

美味しい給食が提供できるように努めてまいります。給食費の未納対策については、就学

援助制度の活用などについて、保護者への周知を徹底するとともに、学校との連携を更に

図りながら、着実に取り組みを進めてまいります。

次に、社会教育について申し上げます。
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近年、生活環境や家庭環境が大きく変わり、各種団体やサークルにおける活動者の減少

が課題となっています。更に、家庭や地域の教育力の低下が指摘される中、地域全体とし

ての子育てと学びの環境づくりが求められていることから、平成２９年度に策定した「第

６次松前町社会教育中期計画（５ヶ年）」に基づき、新型コロナウイルス感染症防止対策

をしっかりととりながら、松前町の社会教育事業を推進してまいります。

家庭の教育力を高めるためには、子育てや家庭教育をサポートする必要がありますので、

松前町ＰＴＡ連合会やスポーツ少年団等と連携をとりながら、保護者を対象とした研修会

の開催や児童生徒を対象としたスポーツ教室、未就学児の親子が集える場所の環境整備に

取り組んでまいります。

地域の自然を生かした自然体験学習については、海や山とのふれあい事業等を推進し、

豊かな心や郷土愛を育むための貴重な事業として、多様化した社会へ対応できる人づくり

を目指し、強く、やさしく、大きな心を育むことを目標に取り組んでまいります。小学校

６年生を対象に愛媛県松前（まさき）町、中学生を対象に福島県伊達市梁川中学校と実施

している姉妹都市児童生徒交流事業については、それぞれのまちの特色や、風土の違い、

歴史的な背景を学習するとともに、姉妹都市のより一層の結びつきや自己の見識を高める

ため、引き続き実施してまいります。

情報通信技術の発展により、インターネットやＳＮＳによる個人情報の漏洩等、人権に

関わる事案が社会問題になっていることから、青少年の心と体の健全な発展を促し、自主

性、社会性、正義感、倫理観を持った豊かな人間性を育むため、松前町青少年健全育成連

絡協議会など関係団体と連携を密にしながら、「少年の主張大会」や「あいさつ運動」を

実施してまいります。

また、高齢者の方々に学びと交流の場を提供する「いきいき教室」は、豊かで健やかな

生活をおくれるよう、楽しく集まることができる健康づくりの場として、多くの方々に参

加していただけるように創意工夫をしながら、引き続き開催してまいります。

町立図書館については、乳幼児の親子のためのブックスタート事業、学校図書連携事業、

四季毎にテーマを設けた推薦図書の紹介や各種新規イベントを実施しています。本年２月

からは新たにインターネットを活用した図書検索システムを導入し、幅広く多くの方々に

楽しんでいただけるよう、利用者の趣向に配慮した図書館運営を目指してまいります。

次に、文化、スポーツについて申し上げます。

豊かで潤いのある生活を送るためには、文化活動への自主的な参加の支援や鑑賞機会を

積極的に提供するなど、文化に親しむ環境づくりを進めることが大切です。町民の方々か

ら発表や交流の場として親しまれている町民文化祭や地区芸能祭等については、一日でも

早く町民の方々や子ども達が各種文化活動を実施できるように、引き続き支援してまいり

ます。

松前町出身で文化勲章を受章された書家金子鷗亭氏の偉大な功績を讃え、文化の香り漂

う書のまちづくりを推進するため、書のまちづくり推進協議会や関係者と連携し、書道パ

フォーマンスをはじめ各種事業に取り組むとともに、「書のまち松前」の一層の推進と情

報発信に努めてまいります。

スポーツの推進は、町民の体力向上や健康の保持増進に欠かせない事業であり、地域づ

くりやまちづくりに大きな役割を果たしております。子ども達の体力や運動能力の向上、

メンタル面やスキル面の成長による人づくりに向けて、各少年団活動を引き続き支援する

とともに、プロスポーツ選手を招聘した教室開催や、スポーツに親しむ機会の充実や夢を

描ける環境整備に努めてまいります。
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また、現役世代においては生きがいや健康づくり、指導者としての夢や人づくりのため、

高齢者においては楽しみや健康づくりのための軽スポーツとして、コロナ禍の状況下でも

実施出来る事業の検討等を含め、関係団体や町長部局との連携を図ってまいります。更に

誰もが参加しやすい環境づくりに努めるとともに、町内のスポーツ各種団体等の活動のサ

ポートや他町とのスポーツ交流などを通して、スポーツの推進に努めてまいります。

最後に、文化財の保存・活用について申し上げます。

国指定史跡松前氏城跡福山城跡については、平成２８年度に策定した保存活用計画（１

０ヶ年）に基づき、整備を進めておりますが、本年度は、現存の遺構であります石垣の調

査を実施し、専門家の意見をいただきながら、今後の保護、保存、活用の方針を検討して

まいります。

また、福山城天守整備については、平成３０年１２月の松前町議会第４回定例会におい

て、行政報告をさせていただいたとおり、木造復元による天守整備を進めているところで

すが、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、全国の権威ある専門家の方々との会議

の開催や、文化庁等関係機関との協議等に支障を来している状況となっております。コロ

ナ禍の状況を見据え、町民の皆様をはじめ、北海道及び全国の方々のご理解とご支援をい

ただきながら事業推進を目指してまいります。

なお、本年度においては、引き続き福山城天守を含む全体計画となる「本丸地区整備基

本計画（仮称）」を策定するため、史跡福山城保存整備審議会の立ち上げを検討してまい

ります。

松前城資料館は、年間約４万人が訪れる、松前町と北海道の江戸時代の歴史を象徴する

施設となっており、来館者のほとんどが町外の方々であるため、新型コロナウイルス感染

症防止対策をしっかりととりながら、福山城の城郭がわかる縄張り図や天守木造復元の歴

史的資料となる写真等の展示をはじめ、郷土資料館も含め、来館者に更に興味を持ってい

ただけるような企画展等を開催し、松前町の歴史の発信に努めてまいります。

平成３０年３月に国の重要無形民俗文化財に指定された松前神楽については、町内保存

団体の保存、継承者育成事業の成果も着々と見えはじめてきており、その他無形民俗文化

財等の各種保存団体とも連携し、ふるさと学習の場も活用しながら保存伝承及び周知に取

り組んでまいります。また、日本遺産である「北前船寄港地・船主集落」の認定自治体と

しても、活用、周知に取り組んでまいります。

以上、令和３年度の松前町教育行政執行方針について申し上げましたが、教育委員会と

致しましては、子ども達がふるさと松前への誇りと愛着を持って、新しい生活様式等、社

会の変化に対応した生き抜く力を身につけ、全町民が生涯にわたって心豊かに生活してい

けるよう、各教育委員ともども全力を尽くしてまいりますので、町議会議員の皆様並びに

町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時５６分)

(再開 午前１１時１１分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

これより令和３年度町政執行方針及び令和３年度教育行政執行方針に対する質疑を行い

ます。

質疑ありませんか。
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２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 町政執行方針の３ページ目です。一つ目の力を合わせて産業を育て

る活力のある町を目指す取り組みについてという部分の、下の水産業とかいろいろなもの

が３ページ、４ページ、５ページに続いてるんですけども、過去に、例えば水産業につい

てはサケ、マスをやったりだとか、いろいろな漁業に関する対策をとってきた時に、なぜ、

何十年経ってもなかなか発展していかないというふうな部分についてなんですけども、実

際にこちらの文章を拝見しますと、いろんな、すごく積極的にいろいろなものに対してや

ろうとしているし、実際にやってるものもあるんですけども、いかんせん、会社設立まで

っていうか、これの事業が拡大していく部分までに、なかなかたどり着いてないのが現状

じゃないかと思うんですけど、これについて、例えば後々人口が減少していくのを食い止

めるための方策でもあるし、非常に手をかけてやってることにつきましては、すごく積極

的だなというふうに感じてます。

ですが、これを例えば予算化していく時に、このやってる業種に対しての予算、例えば

種苗だとか、設備だとか、そういったものには予算は組めるんですけども、いざ実際にそ

れをやる漁業者に対して予算の支援、あるいは補助金だけではなくて、アドバイス的なも

のっていうものが、もう一つ予算に必要なのではないかなというふうに考えておりますが、

町長の行政執行の中で、この中に事業拡大するための方法っていうもの、何かお考えがあ

りましたら教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の質問にお答え致します。議員ご指摘のとおり、過去にいろ

んな作業を育成するために対策を講じて来ているところであります。結果の出ない部分も

議員承知のとおりあるようでありますので、これから少しでも町が元気になれるような産

業構造を目指しまして、日夜頑張っているところでありますけども、なかなか結果が出て

いない状況は、我々も素直に認めてまいりたいというふうに思っております。

しかしながら、そういう状況を少しでも打開、打破するためにいろんな、毎年関係団体

と連携をとりながら進めて来ているところであります。基本的には、議員ご指摘のように

着業者がいて、いろんな経緯があるんでしょうけど、一つの土台が、その後はですね、や

っぱり関係者と我々と情報共有しながら、アドバイスも含めまして進めていけることが大

事だなというふうに思っておるところであります。

なかなか形として見えないことが残念なんでありますが、これは継続していくことが大

きな力になるというふうに思っておりますので、これからも意欲のある人にはどんどん支

援をしてまいりたいというふうに思いますし、我々から提案できるアドバイス的なものに

ついても、情報提供してまいりたいというふうに思っております。いずれに致しましても、

やっぱり基幹産業をきちんと守っていくことが大事だろうなというふうに思っているとこ

ろであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 支援については、やはり業種、例えば漁協さんの組合員ですとか、

あるいは商工観光の会員ですとか、自助努力ってのは必ず必要で、必ず自分達が商売をす

るうえで、自分達が努力してやらなきゃいけないものっていうのがあるんですが、いかん

せん、例えば漁業者の場合だったら、ものをつくる、あるいはとることについては得意だ

けども、実際に売るルートですとか、そういった流通関係に関しては、多分あんまり知識

がないものと思われます。

役場におきましては、各課、あるいは款項目によって、事項別明細によって予算は立て



- 19 -

られると思うんですが、例えば、漁業者がものをとった場合は水産ですけども、それを流

通に乗せて物運ぶとなりますと、今度別な課の方に行くわけですね。物は一つなんですけ

ど、今国でもそうですけどもも、物は一つなんだけもそれが移動したり、消費者にわたる

ってなると課をまたがることになりますし、いろいろと縦ではなくって横の流れっていう

のが、連携がすごく必要になってくるんですね。それについて、例えば町長は一つのもの

が流れる時に予算立てをする、あるいは行政執行する際にどういった横の連携をとったら

いいのかっていう、もしお考えがありましたら、そこをちょっと教えていただきたいなと

思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 例えば、販売に至ってもいろんな構造があるわけであります。私ど

もは、一つの課で方針を決める、それによってどんな効果が現れるのか、その効果をどう

いうふうに利用するべきかというふうなことは、日頃の町の重点事業のヒヤリング等々を

通じまして、各担当者と連携とりながら、お互いに情報共有するような、一つでも有効に

利用できるような体制の構築が可能であれば、それを目指すというふうな思いでヒヤリン

グをさせていただいております。職員の皆さんの知恵を借りながら、更には業界の皆さん

のご指導もいただきながらというふうな思いでいるところであります。

本当に横の連携、縦割りじゃなくて横の連携を、一つのものに付加価値をつけるってい

うふうなことが、可能性はあるんだろうなというふうに思っておりますので、これからも

そういう思いで予算の編成、更には町政の産業の育成に向けて努力してまいりたいという

ふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 去年から、やはり新型コロナウイルスの感染予防にっていう理由っ

ていうわけではないんですけども、何かとこう連絡がちょっと不足になりがちな部分もあ

りますし、面倒だなと思う気持ちもわからないでもないと思います。ですが、やはりこう

いう時だからこそ、やはり横の連携、あるいはオンラインによる連絡、電話による連絡な

ども思いついたらすぐ連絡する、あるいは全く畑違いの人の話を聞いて、それで、何て言

うんですか、知識やら、あるいは他の業種のことも、やはり認識をしていくといううえで

は行政執行方針の中にも、特に重要課題として載せていただければと思います。最後、そ

こお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に議員ご指摘のとおり、大変大事なことだというふうに思って

おります。オンラインでのお話がございました。このような状況の中でリモート等々、い

ろんな生活様式も大きく変わってきているようでありますので、情報収集のために、いろ

いろ活用しながら運用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。以上で

ございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ３点お聞きしたいと思います。ページ数進みまして１３ページ、防

災対策について。２点目に１４ページ、空家除却支援事業に関して。３点目に、同じく１

４ページの分権時代に相応しい自立と協働のまち。この３点について、お聞きしたいと思

います。

まず、始めに防災対策でありますが、感染症に配慮した避難所の開設方法とあります。

ここには既に、その続きにすぐ避難所運営も考えなければならないと思いますが、この防
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災対策の強化に関しては、やはり人的支援の確保、やはり欠かせないと考えるが、昨年開

催予定の北海道地域防災マスターの認定の研修会、これはコロナ感染防止対策で中止とな

ったわけですが、今後その計画は考えているのかということを、まず１点目。

次に、２点目は空家除却支援事業に対してですが、この事業、ここにあるとおり４年目

を迎えるわけでありますが、ここで示されているとおり、町民の安全で安心な住環境の向

上に取り組むとあるわけでありますが、一般的な空家では、町民の住環境には深刻な影響

を与えるものではないと思っておりまして、４年目を迎えるにあたっては、危険な状況の

まま放置されている、いわゆる危険家屋と言われる建物が残っているわけでありますが、

強風なると一番先に気にかかる。もはや「空家」というカテゴリーと、「危険家屋」って

いうカテゴリーと、二つのカテゴリーで考えるべきではないかなと思っております。

こうした危険な状況を取り除くことこそ、行政で行う安全で安心な住環境の向上に繋が

るというふうに思うわけですが、それは行政の使命ではないかと思いますが、その辺の考

え方を伺います。

次に、３点目の分権時代に相応しい自立と協働のまち、このページの中に今後に向けて、

新たな組織機構の検証も含め、支所の在り方も検討してまいります。というふうにあるん

ですが、ここでこの支所の在り方検討するということは、目指すところが既にあるから検

討するんだというふうに受け止めております。どのような方向を描いているのか、教えて

いただきたいと思います。この３点お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の防災マスターについてのお尋ねでございます。議員ご指摘

のように、残念ながら令和２年度におきましては、コロナの関係で中止となったところで

あります。我々は、町と致しましては、ぜひ参加したいというふうな思いで取り組みをし

てきたところでありまして、本当に残念に思っているところであります。むかえました３

年度につきましては、今の情報であれば、申し込みは続けておりますが、今の情報であれ

ば、優先的に松前町の方で参加できるような体制だというふうな情報は入っているところ

でありますので、それに向けて進めてまいりたいというふうに思っております。大変大事

なことだなというふうに思っております。

それから、空家の除却の関係でございます。従来希望があると、予算に合わせた中で、

状況によっては補正した時代もありましたけども、希望があれば対応をしてきたところで

ありますが、今議員ご指摘のようにやっぱり大変危険な家屋がある、しかしながら除却が

厳しいというふうな状況も想定されております、過去にもありましたけど。

３年度につきましては、全体予算の中で線引きをさせていただきました。それは、件数

でありますけども、本当に優先、危険な家屋を優先させるというふうな意味で線引きをし

まして、一般的に申請される方、更には本当に急を要するような部分もですね、少しの枠

でありますけども、優先的に除去できるような体制づくりで３年度は予算編成をしたつも

りでございます。

それから、支所についてのお尋ねがございました。議員ご承知のようにコロナ禍でいろ

んな社会形態が変わってきているところであります。リモートによる会議だとか、いろい

ろ状況が変わってきている中で、ここで支所の見直しをというふうなことでありますけど

も、機構改革を４月の１日からさせていただきますが、どういうふうな支所の在り方がい

いのか。目指す姿はまだ決めているわけではありませんけども、コロナによって経験した

部分をどういうふうに町の方で取り入れれるものは取り入れていきたいというふうに思っ

ているところであります。
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いずれに致しましても、支所の機能は大変大事だなというふうに思っておりますので、

特に方向を決めているわけでありませんけど、これを機に、コロナを機に支所３箇所あり

ますので、しっかりと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) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) １点目の防災に関しては、優先的に地域北海道防災マスターの研修

受けるように、お願いをしたいと思います。また、そのうえで今の感染症、あるいはまた

多様性に配慮した避難所運営というのが求められているんだと思います。そのことを考え

ると、昨年災害対策用の備品たくさん購入しております。これも含めて、単なる備品の説

明でなくて、実際に物に触って、そして避難所運営を進めてはどうかなということに関し

て、ちょっとそれはお聞きしたいと思います。

次に、２点目の回答でございましたが、危険、最も危険なところ優先で解体するという

ことは、これは、あるいは所有者が見つからない、あるいはいないところもその優先の枠

に入るのか、はいないのかっていうことを、ちょっと確認をしたいと思っております。

やはりですね、もう既に所有者が亡くなっていないという家屋も残っているわけですね。

その家屋は既に危険な状況になっている、これ以上、このまま残しておくということは、

やはり町民にとっても好ましいことではないと。どっかのタイミングで行政代執行なり、

やらなければならないんではないかなと。一歩踏み込んだ町の対策として、町長の考えを

いただきたいと思います。

次に、３点目の回答でございましたが、支所の在り方に関して、三つの支所あるけれど

も、今後また様々なことを考えながら支所の在り方を検討する。マイナンバーカードも普

及していて、デジタル化が一気に進んだというふうな思いから、支所の在り方も変わって

行くのかなというふうに受け止めたものですから、町長に聞いたわけですが、やはりデジ

タル化が進んでも、地域に残っている高齢者に配慮した支所の在り方をですね、お願いを

したいと思います。その件に関して、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) １点目の防災の関係でございます、備蓄品の関係であります。多岐

にわたって、毎年備蓄をしてきているところでありまして、耐用年数切れた部分の、とに

かく町民の皆さんに還元するようなことも続けてきているところでありますので、備蓄、

防災備蓄品がどういうふうなものなのかというふうなものを、きちんと町民の人にご理解

していただくためにも、議員のご指摘のとおりにできればい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、空家の関係であります。特に別枠でというふうなお話させていただきました

けども、基本的には、町民の所有者が明確であるっていうことが基本的には考えていると

ころでありますけども、ただ、その物件物件によりまして、状況はかなり違ってくるんだ

ろうなというふうに思っております。

過去にもどうしようもない物件につきましては、町内会の皆さんと相談しながら、解体

とは、除却とはいきませんでしたけども、二次災害にならないような体制づくりをしてき

ているところであります。行政代執行等々手法はいろいろあるんだろうなというふうに思

っておりますけども、まずもって予算の配分の関係で、本当に危険な部分については所有

者が希望するのであれば、優先的に解体除去できるような体制をつくってまいりたいなと

いうふうに思っております。

それから、支所についてであります。今般、マイナンバーカード、まだまだ交付件数、

町内少ないわけでありまして、税金の出張申告の中でも申請できるような体制をしてきて
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いるところであります。支所においてもほとんどそういうふうな状況が変わってくる、町

民の皆さんに不便をかけないようなことを大優先としながら、いろんな今のデジタル化に

向けた対応を含めて、支所の在り方をもう一回見直すと、方向をというふうな考えでおり

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) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ３点目に関してはわかりました。１点目、２点目なんですが、やは

り昨年たくさんの備品購入している。このものはこういうふうに使うんだというふうなこ

とを机上でやっても、いざという時には、やはり役に立たないということはありますので、

どの備品はどうやって使うんだと、地域の人にもそれを教えながら、防災対策の強化に努

めてもらいたいなというふうに思います。

それから、２点目の空家の除去に関しては、特に注目するのは危険家屋なんです。もは

や家屋と言うよりも、廃材の塊と化したものに関しては、やはりですね、手をつけるしか

ないと思うんですね。所有者も亡くなっている、あるいはいてもどこにいるかわからない

って状況の中では、地域の住民の保護のために、これはどっかで進めるべきでないかなと

思います。さっき言ったように、もはや空家と言うよりも廃材の塊、これを除去してほし

いんだという声は、常日頃から徐々に町民の声は強くなっているっていうことを、町長ぜ

ひ受け止めていただきたいと思います。そのうえで、もう一回答弁をお願いします。この

２点お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 確かに、防災用の備蓄品であります。町民の方々が要させるって言

いますか、こういうものだっていうふうに、利用するんだというふうなことがわかれるよ

うな配慮をしてまいりたいというふうに思っております。

それから、空家の関係であります。廃材っていうふうなご指摘でございましたけれども、

その物件物件によって状況が違っているところでありますので、先ほども述べましたけど

も、その状況によって、少しでも地域の皆さんの不安解消できるような方策があれば、取

り組んでまいり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。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

６番近江君。

○６番(近江武君) １６ページですけども、洋上風力発電に関しまして、お聞きしたいな

と思います。私は、昨年の６月１０日の町長の所信表明、９月７日の一般質問において洋

上風力発電について、町長に伺いを致しております。今回、３度目の質問になるわけです

が、よろしくお願いしたいと思います。

国の促進区域の指定を受けるために、２月の１８日、北海道へ情報を提供したとしてい

ます。また、２月１３日の北海道新聞には、影響を受ける町内の各種団体に計画の概要を

説明するために、連絡協議会を開催し、６種団体、１０人の出席されて様々な意見があっ

たということでございます。

洋上風力を誘致するのに一番懸念されるのは、共同漁業権の滅失に伴う漁業環境と漁業

補償の問題だと思っております。それを伺いますが、さくら漁業協同組合も含めまして、

各種団体からどのような意見が出ておるのか、まず伺いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 洋上風力発電誘致に関するご質問いただきました。議員ご指摘のよ

うに、いろいろ報道関係でも周知されておりますけども、２月の９日に連絡会議を開催さ

せていただきました。出席者につきましては、さくら漁業協同組合、更には松前商工会、
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町内会連合会、更には商工会、建設協会、更には管工事協会、更には議会の方、松前町議

会から議長にも参加をしていただきました、その中で漁業権などの密接な問題等々、今議

員ご指摘でありますけども、どういう意見が出たのかというふうなお尋ねでございます。

その中で、まずさくら漁業協同組合、本当に漁業権で直面している団体でありますけど

も、漁協さんの方では既に理事会でありますけども、理事会の中では積極的に誘致をした

いというふうな決定をされているようでありますし、各地域、地区にあります実行組合へ

の代表者に対しても、理事会の考え方を説明しているようであります、説明していただい

ているようであります。いろいろこれから、更に丁寧に組合員にも説明していきますとい

うふうなことを、組合長からお話されてございます。

更には町内の経済団体の方からは、町の総合的将来の施策の観点からみましても、経済

効果は大変大きいと思うので、ぜひ実現してほしいという意見もござました。しかしなが

らデメリット、これは騒音だとか低周波の関係だと思うんですが、そういうデメリットな

どにも十分考慮したうえで、実現に向けて努力してほしいというふうな意見も経済団体か

らはいただいたところであります。

総じまして、会議の中では積極的に進めて行ってほしいというご意見が大半、大半って

いうか、ほとんどそういうふうな意見だったということを答弁させていただきたいという

ふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 今の質問につきましては、大体理解しました。次にですね、新聞によ

りますと、洋上風力発電実現には、７年から１０年かかるということが載っております。

今の漁業の状態、町の財源等を考えた場合ね、１０年先ということは、大変長いと思いま

すね。これは、できるだけ早期に実現する必要があると思っております。国に対して、地

元が一丸となって進めているという状況を私は、やっぱりアピールする必要があるんじゃ

ないかなと思います。より早く促進するためには、やはりそのようなことが一番大事では

ないのかなという、思っております。

例えば、松前町洋上風力発電推進協議会とか、そういう組織をね、挙げて松前町全体の

課題として、やっぱりやる必要があると思います。町長の意見はどうでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まずもって、国の方に促進区域の指定を国から受けるというふうな

ことが、最前提でありますので、現在北海道に対しましてその辺の情報をどんどん発信し

ている、町から発信している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。

それから早い時期に、７年から１０年というスパンがというふうなご指摘もございまし

た。確かに時間は要するんだというふうに思っておりますけども、しっかりと早期に形が

見える、着工できるような体制づくりを目指して進めて行きたいというふうに思っており

ます。一日も早い実現に向けた取り組みが必要だというふうに思っております。

それから、そのためにも町の意気込みを証明するためにも、そういうふうな、今議員か

らは協議会の設立の話がございました。私どもも基本的には先ほど、２月の９日に開催さ

れたような構成員、まだ増えるんだろうと思いますが、洋上風力発電の促進協議会的なも

のを立ち上げまして、町の気運づくりも進めてまいりたいというふうに思っております。

いろいろ洋上風力進めるにあたっては、本当に松前の風が大きな財産になってくれてると

いうふうな実態を、きちんと捉えながら進めてまいりたいというふうに思いますし、経済

的な効果も多岐にわたってあるというふうに思っているところであります。

更に、人口減少に特効薬はないというふうなことでありますけども、いろんな関係で、
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いろんなビジネスチャンスが生まれてくる要素も十分あるんだろうなというふうに思って

おりますので、まちづくりの一つの核になっていくというふうな捉え方をしているところ

であります。しかしながら時間もかかる、いろんなハードルを、高いハードルを越えなけ

ればならない状況もあるわけであります。更には、先ほど申しましたように低周波、騒音

等々、町民の皆様からいろんな、多様な意見が寄せられるということも十分承知しており

ますので、町と致しましては丁寧に対応していきたいというふうに思っておりますので、

ご理解いただきたいというふうに思っております。

先ほど、協議会のお話をさせていただきましたけど、正しく洋上風力発電の実現に向け

た、業界各位の皆様方の、気運の盛り上がりが大事だというふうに思っているところであ

ります。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 気運の盛り上がり、やっぱりそれをつくらないと、私は駄目だと思い

ますね。全国的に見ても、各地区において洋上風力の発電の誘致が繰り広げられているん

ですよ。ですから、やはりそういう気運を盛り上げて、早期に風力発電の実現をさせて、

そして町の起爆剤としてほしいなという願いを込めまして、質疑を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に実現に向けまして、丁寧に、更には積極的に取り組んでまい

りたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

７番工藤君。

○７番(工藤松子君) ５ページの観光について、それと７ページの地域福祉について、そ

れから１０ページの町立松前病院について、それから１４ページ歳入について、ちょっと

お尋ねしたいと思います。

最初の観光についての部分ですが、町の方で公式ＬＩＮＥ開設されたっていうことで、

松前町を離れた者が一生懸命チェックしているらしくて、見ているようです。更に、発信

を広げていただきたいな、そう思っております。

次々言うんですか、それとも一つずつやるんでしょうか、質問の仕方、はい、了解。

それから、地域福祉についてですが、社会福祉協議会の方で活動して、町の方でもそれ

に支援しながら、そこで回して行ってるっていう形だと思いますが、要支援者をしっかり

拾っていただきたいなと考えております。

それから、町立松前病院についてですが、３月から医師が２名減っちゅうことで、本当

に残った先生方が倒れるんじゃないかっちゅうんで、心配の声が挙がっております。それ

から、診療内容っちゅうんですか、診察時間帯っちゅうんですか、そういうのも午後から

の部分が削られてたり、町民にとっては本当に頼りにしている病院が、だんだん縮小され

るんじゃないか、そういう不安が募っております。

歳入についての部分ですが、本当に私、全国的な平均が町の平均かと思って、所得を見

ておりました、過去。ですが、もう非常に全国レベルには達しない、ものすごい所得が低

い町であるっちゅうことが身に染みて感じているところです。そして、人口も減る中で、

それから地方交付税も今年はあれですけども、このコロナの影響もあって、これから先は

もっともっと減るんじゃないかと思われます。そういう人口減る、それから交付税も減る

っちゅう中で、町債の発行について、町長は将来過度の負担がかからないように留意する

っていうふうにおっしゃってますが、若者人口が減っていく、働ける人口が減っていく、

そういう中でどのぐらい程度、何をもって将来的に負担が重くならない、そういう言い方
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をしてるのかな、どこを基準に軽重を言ってるのかな。ますます重くなるんではないかな

っちゅう危惧がありましたので、質問さしていただきます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の観光にかかる部分で、ＬＩＮＥの関係のご質問がございま

した。昨年の１１月に松前町のファンづくりを目的に、スマートフォンの通信アプリを使

った公式ＬＩＮＥを開設したところであります。１月末現在のＬＩＮＥの登録者数は９０

０人を超えております。既存のＦａｃｅｂｏｏｋ、更には松前ガイド協会が運営するＩｎ

ｓｔａｇｒａｍとの連携を図りながら、本当にイベントの告知等々いち早い観光情報を提

供したいというふうに思っておりまして、それを観光需要の喚起、広報宣伝の強化に努め

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。

それから、福祉の関係であります。いろいろ社協、社会福祉協議会の皆さんの協力を得

ながら、福祉政策を進めているところであります。議員ご指摘のように、見逃すことのな

いようなことを、きちんと連携をとりながらサービスを受けれる人を見逃さないような状

況をつくってまいりたいというふうに思っております。

それから、病院の医師の関係でございます。ご承知のように４月から体制が、退職する

医師が２名いるというふうなことでありまして、コロナのワクチン接種がこれから想定さ

れる中で、大変危惧を、ドクターが減るっていうことにつきましては、大変危惧をしてい

るところであります。現状の体制で山本管理者、更には八木田病院長とお話をさせていた

だきました。現状の体制で頑張るというふうな判断もしておるところでありますけども、

しかしながら我々と致しましては、一日も早い医師の体制改善されるように、医師確保に

向けまして頑張っ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、町債について、ご指摘がございました。過度の負担にならないにつきまして

は、町の財政構造を図るいろんな関係指数が、公債費比率かと制限比率とかとか、いろん

な比率があります。我々は、この比率を見ながら財政運営をしてきているところでありま

す。

しかしながら、執行方針でも申しましたように、町と致しましては、町債、お金を借り

ても財政負担の、将来負担の少ない、有利な起債を優先的にというふうな思いで起債を発

行させていただいるところであります。過疎債、更には辺地債等々、町の所管金額の交付

税が参入されるような起債を、優先的にあけていき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、将来の財政推計をきちんとおさえながら、町債の発行

をしてまいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 観光の方ですが、ＬＩＮＥ９００人、イベント中心っていうことで

したが、自分の出身地を函館の近くってしか説明できなかった人達が、最近松前町と言っ

て通じたってんですごい喜んでおりました。ですから、松前と言って、全国どこに言って

も松前と言ってみんなにわかってもらえるような、そういう町に、知名度を高めていけれ

ばなと。本当にそれ聞いて、こっちも嬉しくなりました。

でも、まだ９００人っちゅうのは、すごい低い、今は９００じゃなくて、１千超えた、

そうですか、それでもあまり。もっともっと広がってくれればいいなと思っておりますの

で、ただイベントだけでなくて、もっと細かいことでもじゃんじゃん宣伝していただけた

らと考えております。

それから、地域福祉の方の部分ですが、要支援者が見落とされているんじゃないかなっ

て。社会福祉協議会の方でも大分入り込んで頑張っておられると思いますが、もっと、な
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んちゅうんですか、地域のお節介、地域にいるお節介、お節介っちゅったらあれかもしれ

ませんが、比較的動き回ってるような人達、いろんな意味で、声かけても動けない人がた

くさんの松前ですけども、比較的動いているなっちゅう人方も巻き込んで、拾っていって

はどうかなと考えてます。

実は、このコロナの騒ぎになってからも、東京から月一で息子さんが通って来て世話し

てる、大丈夫かな。とにかく地域の人方に頼ってくれれば一番いいんですけども、頑固な

もんでとかっていう話で、なかなか難しいとは思いますけども、本当にそういう、せっか

く要支援者とみて、担当が声かけてても応じない人とか、そういう人も結構いるんじゃな

いかな。特に頑固って言われるような高齢の方は、そういう人がいるんじゃないかなって。

それで、地域でそういうどこのばあさんがどうだとか、どこのじいさんがどうだとかっ

てわかるような、何かの係とか担当になってなくても、知ってる人方は結構周りにいるん

じゃないかと思います。そういう人方の声を拾い上げるやなんかしてやっていただきたい

なと思います。

それから、病院の方ですが、本当に先生が倒れるんじゃないか。病院側では頑張ると言

ってくれると思いますが、何とかして町の方でも応援してちゅうか、余所から先生を引っ

張ってくるような働きかけをもっともっと続けてほしいと思います。入院するために町を

離れなきゃならない、そういう高齢な患者さんが出てはならないと思いますし、特に介護

施設の方は病院があって成り立ってる。私がお手伝いに行ってて、入退院の激しいこと。

入ったと思えば帰ってくるんで、ああ、良かったと思ってると、また別の人が。だから、

今日は救急車来るのかな、大丈夫かな、そういう感じでずっとお手伝いしておりました。

ですから、まだまだ病院の方には頑張ってもらいたいし、病室も確保しておいてもらい

たいと思います。本当に病院が頼れなくなって、町外に出ていかなければならないなんて、

そういう高齢者が出てくるのは、本当に悲しいことだと思います。

それから、歳入の町債について、詳しく学習会でも教わりましたけども、後へ後へ返済

が繰り越されていく、そういうやり方とか、それから、交付税で補ってもらえるっちゅう

のもあるのは、学習会で勉強させていただきましたけども、何か将来的に、自分がもし中

学生、小学生、そしてこれから松前で暮らすとしたら、そんなに先輩が借金してくれたん

だなんて思われたら嫌だな、自分もそういう町だったら、頑張る気起きるんんだろうか、

そういうことを考えたもんで、質問しました。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目のＬＩＮＥの関係でございます。近江議員から１千１００人

だというふうなご答弁をいただいたようでありますけども、どんどん増えてほしいなとい

うふうに思っております。

それから、大漁くんのＬＩＮＥのスタンプも大変好評でありまして、大分私の同級生、

東京方面も大分利用されているようでありますので、日に日に拡大はされてきているんだ

というふうな思いをしているところでありますけども、更に拡大できるような取り組みが

できればいいなというふうに思っております。

それから、福祉の関係でございます。実態が、頑固な人のお話もございました。事情い

ろいろあるんだろうなと思いますけれども、その実態を確認するためにも、そんな声があ

るよというふうなことを、社会福祉協議会の皆さんともお話をさせていただきたいなと思

ってます。

それから、医師の確保についてであります。松前病院はなくできませんので、何として

も医師の確保ができるように連携を深めてまいりたいというふうに思っておりますし、管
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理者の目指す医療、更には病院長の目指す医療も、十分声を聞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。

多少、４月から診療で不便かけますけども、病院の方は、これから大きな事業、コロナ

のワクチン接種というものがありますので、町民の皆さんで、病院のスタッフ頑張ってく

ださいというふうな思いを届け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。

それから、歳入、町債の関係でありますけども、本当に将来の財政負担が少なくなるよ

うに、推計を、将来推計きちんとおさえながら、我々起債を発行しておりますので、ぜひ

ご理解いただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午後 ０時０１分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 何と言っても、この我々の住む松前町は高齢化率、すごいスピード

アップしております。それから、ただ年齢だけではなくて、高齢者の体力、運動能力、い

ろいろの施策を講じて町としては頑張ってるんですが、全体を見回してみると、本当に体

力落ちてるな。

それから、返って介護の方が手厚くなってるせいか、個人の頑張りが少し見えないんで

ないかと。施設を利用する人方の動きを見てると、何かもう頼り切ってる、ここへ来れば

安心だってな感じの、そういう人が多いように見受けられます。もう少し頑張ってたんで

ないのって思うような人が、本当にもう車椅子乗っちゃったり、歩行器使ったり。前だっ

たら手引いたら歩けたのにっちゅう感じの人が、そういうふうにジャンジャン能力が落ち

て来てる。それ見ると、いくら一生懸命運動さしても、体操一緒にやらしても何か体力つ

いてるような感じがしないんですよね。それで町の人々の動きを見ていると、本当に我々

の目指す生活満足度の高いまち、満足しちゃって元気が反って削がれてる、えっ、ちゅう

な感じ。それから、安心して病院にかかれる、そういうまち。それから何か遠ざかって行

くような感じがしております。

洋上風力の発電、それは全国的な働きかけがあるんで、そればっかし頼りにして、一企

業で支えるまちをつくってはならないと思います。畜産や漁業、これからも活発に、自然

相手のものだけでなくて、頑張っていかないと、本当に自分達がやったんだ、頑張ったん

だっていう気持ちのおきる町にならないんでないかなと思っております。今一度、町長の

町政執行方針、立ち返って、もう一回見てみなきゃならないと考えております。

それから、文末でちょっと気になったんですけども、取り組んでまいりますっちゅうの

は、これからやろうとするのか。努めてまいりますって言ったら、一歩下がってるんじゃ

ないか。目指してまいりますちゅうったら、ただそっち向いてるだけじゃないか。そんな

感じに受け取れて、何かすみません、気になりました。支援してまいりますっちゅうった

ら、ああ、がっちり予算つけてほしいなあ、そういうふうに思います。ひとつよろしく。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町の全体に向けた、元気になるためにというふうにお受け致しまし
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た。本当に高齢者の方が元気に生活できるようにというふうに思っているところでありま

すし、産業も全体にかさ上げ、底上げができればいいなというふうに思っておりまして、

日々そういう思いで町政執行させていただいていることを、ぜひご理解いただきたいとい

うふうに思っております。

執行方針で申し上げました、本当に高齢者の方が元気になれると。そのためにもぜひ健

康づくりシステム、福島県の伊達市で全国的に先頭、トップに立って展開しているところ

であります。狙いは正しく健康寿命延ばすんだというふうなことでありますので、まずそ

ういう観点からも、高齢者の方が元気になり、長寿社会ができるような、そういうシステ

ム、取り組みを予算補正の中で後日提案があると思います。事業の詳細はその際に皆様に

周知しますけども、そんな取り組みも、新しい取り組みも取り入れながら進めてまいりた

いというふうに思っております。

それから、対応してまいります、取り組んでまいりますというふうな表現、邁進してま

いりますというのもありますけども、全て前向きに考えていることでありますので、一歩

は一歩、小さくても一歩になるかもしれませんけども、前に進むという意味だというふう

に捉えていただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

１番疋田君。

○１番(疋田清美君) 初めてでございますけれども、この質疑っていう内容ですけれども、

一応勉強方々させてください、よろしくお願い致します。

それで、まず１３ページの中段あたりにあります五つ目は、人権が尊重され、思いやり

にあふれる町を目指すとありますが、ここのことなんですけれども、先般、自分も一般質

問した内容と若干似てるなあと思ってました。それで、どこがどうなんだべってなります

けれども、まずオンラインなどを利用して移住を検討してる方々へのＰＲであります。こ

のＰＲの仕方がまず１点と、それと当町の実情にあった移住定住にかかる新たな施策や企

業によるサテライト型テレワークを推進するとありますが、これもこの内容をちらっと教

えていただければありがたいなと思っておりましたので、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) 移住定住の関係でご質疑をいただきました。オンラインを利用して

移住を検討している方へのＰＲを行うというふうなことであります。本当に移住定住に対

しまして、いろいろ取り組みをしてきたところでありまして、当町における移住定住に向

けての弱点の部分も、私ども承知してきているところであります。どうしたら移住を迎え

入れれるのか、そのために環境整備をどうすればいいのかっていうふうなこと種々取り組

んでまいりましたけども、諸般の原因があって上手くいってない状況であります。

しかしながら、これはまたまたきちんと、これからもオンラインなどいろんな手段ある

んだと思いますけども、きちんと利用して対応していきたいなというふうに思ってござい

ます。

それから、正しく我々が今考えている部分につきましては、風力発電を利用した中で、

テレワークなどの状況、風力発電を利用して軌道に乗せると、マイクログリッド構想、地

域マイクログリッド構想と一緒に、企業側と一緒に進んで行くというふうなところで、い

ろんなビジョンを策定、勉強する機会もでき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。どんどん町をＰＲして、移住者を受け入れる体制づくりを今後も進めて行き

たいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。
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○１番(疋田清美君) 何となくわかりました。それで、もう一つですが、空家対策、これ

らを利用して来る方々に住まわせるっていうような方法論ってのは、どうなんでしょうか

ね。

それと、福島町で高校生の寮をつくるとかってお話も新聞で見ました。ですから、こち

らもそういう寮を、万が一予算があるんであれば、寮をつくってで、それから来るお客さ

んに対して対応してったらいいだろうなと。そう思ってますけれども、いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 我々も移住定住のための空家の利用については今までもいろいろ調

査もしながら、可能であれば情報提供するというふうなスタンスで取り組んできていると

ころでありますので、その空家の情報をこれからも希望する方に提供、情報提供できるよ

うな体制で進めたいというふうに思ってます。

それから福島町の寮の話がありました。福島も町の課題として、高校を抱えている状況

の中で、いろんな政策をとっているところであります。地域の実情は違うとは言いますけ

ども、福島で取り組んでいる内容につきましても、我々も勉強していきたいなというふう

に思っております。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) 教育長と町長の執行方針、今年１年の考え方を、町長と教育長の考

え方をまとめて執行方針としたと思います。

それで、執行方針を見て、それじゃあこの執行方針に沿って、どれだけ今年の予算が事

業費として組み込まれているのかというふうなことを、ちょっと視点として思ってました。

詳細についての質問は、予算審査特別委員会の方でさしていただく、大ざっぱな部分で質

問さしてください。

それと、議長にお願いがございます。私がもし、質疑応答でそぐわない部分がございま

したら、厳しく指摘してください、よろしいでしょうか。

町の方の執行方針に７項目、それと教育長の方にも、私あんまりしたことなかったんで

すけども４項目。前段で町の方の執行方針に質問さしていただきたいと思います。２問目

から、２回目から教育執行方針も入れて質問さしてください。

まず一つ目、ページ２ページ、今回一般質問が私を入れて３人でございますんでね、な

るべくそれと重複を避けて質問さしていただきます。まず１点目、ページ２ページの新型

コロナ感染拡大防止策について。ちょっと担当とこの間話しましたら、相談窓口が三つに

分かれてるよと。町民とすれば、やはり一つにまとめていただいて、そしてそれに対応し

ていただく、そして情報をリサーチしてその方に情報を伝達するという方が、私はいいん

でないかなと思う、町長のお考えをお聞きしたい。

それと経済支援事業、いろいろ考えてると思います。私は、ここに書いてますけども、

寂しいこと言う、先日ある旅館がお店を閉めたというふうなことでございました。そんな

ことを考えると、松前町の産業、町を、暮らしを支えてくれた人達が、どのようにこのこ

とによって大きい影響あるのかなあと思ったもんですから、経済対策を今後どのように考

えてるのかな、大ざっぱでいいです、何点か。

それと、情報の提供。コロナウイルスに感染した方がおりましたけども、十分に情報が

伝わってないんでないかなあという気がしましたんでね。ちょっとそこのところ、今後ど

のように情報提供していくのかなあという気がしました。

それと、感染予防。玄関入って体温測る機能がなかったですよね、松前町の役場。玄関
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入って来て、余所の市庁舎であり、いろんなところでは感染防止のために体温のセンサー

置いて調べてました。それで、不特定多数が入ってきますんでね。何かそんなことで、も

う一回感染予防対策を見直す考えがないのかなあというふうに思ったもんですから、この

コロナではそういうことを聞きたいです。答弁してください。

それと、ページ１１ページ、町営住宅の松前町公営住宅長寿命化計画の見直し。人口が

減っていって、公営住宅が老朽化して余ってる、そして解体して住宅を造る。何も悪いっ

て言ってるんではないんです、いいことなんですけど、入る方が少なくなってきてるもの

ですからね。長寿化の、予算の時にお聞きしますけども、長寿化ということよりも違う方

法論があるんでないかなと思ったもんですから、町長としてはどうなのかなあというふう

に思ってました。私にすれば、やはり公営住宅も民間もリフォームの方であり、解体と同

じ、空家対策と同じく、そういうふうなことで松前町の起債を多くしないで、そういう方

法論もあるのかなと思ったもんですから。やはりこの考え方、なんでまた継続するために

今年提案してたのかなあと。

それと、ページ１２ページ、公共交通の維持確保について。私は毎年やってますけれど

も、人口が減ってる、町長が先ほど乗車率も落ちてる、そんな公共交通バスを見直す時期

に入ったんでないかなと思ってんですよ。

今回、函バスさんへの委託料もプラスアルファになってます。それと、松前小型運輸の

方にもプラスアルファになってます、やはり補助金を出すことによって経営が安定するで

しょうけれども、それにしてどういうふうに町民の足が確保できるのかっていう視点が、

ちょっとわかんなかったもんで、町長の考えていることを、そのことを私に答弁願います。

ページ１４ページ、歳入。町長も厳しいというふうに、私も質問の中で前も言いました

けども、国勢調査で１千人以上の人が減少して、交付税が５年間で緩和措置を入れながら

減少していくわけでございます。そうすっと、何で歳入を確保するのかなっていうのが疑

問に思ってました。そんなことで、町長の今考えている歳入の考えをお聞かせください。

それと、ページ１５ページ、収入未済額の対応、税収、税の関係です。渡島檜山の滞納

整理機構に年間１０件か２０件を出してますけど、松前町として、やはりここにもうメス

を入れなければならないんでないかなと思ってるんです。そのメスというのは、競売であ

り、差し押さえであり、差し押さえたものを競売にかけたり。そして、一般町民は９２％

ぐらいきちっと税を納めてるんです、町税であり、それと国保税であり、介護であり、後

期高齢者であり、きちっと納めてます。その残りの方々に対して、やはり厳しい対応って

いうのは大事でないかなと。町長がどういう考えなのかなということをそこで教えてくだ

さい。

その次、ページ１６ページ、再生エネルギーについて。前も、１２月の時も言いました

が、本当に東急不動産との連携、共同で、１社でいいのかなあっていうのが、まだ持って

るんです、この文章として執行方針に書かれてあったものですからね。それで、なぜそこ

までしつこいかっていうと、松前町で前に自然エネルギーで、何十年も前にああいう企業

が進出してきたけれども、結果的には形にならなかったんですよ。しかし、エコパワーで

すか、ですから、そんなことで１社でなく数社で、やはり提携した方がいいんでないかな、

そして、連携プレーでやられたらいいんでないかなっていう考えがあったもんですから、

町長が東急不動産との共同でというふうなことを述べておりました。

そして、もう一つ、先ほど同僚議員も言いましたけども、私も一部の団体であり組織の

方々と、代表者と話しをして、この海上風力を進めるということをしない方がいいんでな

いかなあと。町民皆さんにね、やはり問いかけたらいいんでないかなあと思ったんです。
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なぜかって言うと、乙部町が先に檜山管内で連携でやろうとしたのに組合、それと町民が

反対したことによって、町長が断念しました。やはり、そのこのところの十分な話し合い

っていうのが大事かなと思ったもんですから。町長の進め方を、やはり私達の町としては

やらなければならない大きな事業です。これをどう達成するかっていうのは、町民の賛同

でないかなと思ったもんですからね。そこを慎重にするために、町長のお考えをお聞かせ

ください。

私は、議員としてでも、この自然エネルギーの関係の、海洋風力の特別委員会をしても

いいなあという気持ちがあります、まだ言っておりませんけどもね。やはりそういうふう

なことで、議員もそんなにきちっと把握してるわけではないんですよ。ですから、町長と

しては町民にそのようなことを、松前町としては町ぐるみで取り組もうやっていう強い姿

勢、そしてこれが実現さしてく、７年も１０年もかかる。区域設定ですよね、それをスピ

ード感を持ってやるとなれば大変かなと思ったもんですから、まず１回目、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 質問いただきました、コロナ対策であります。役場の担当する窓口

が３箇所にわたってるというふうなことであります。不便じゃないのかっていうふうな、

不便って言いますか、合理的でないというふうな質問だというふうに思っています。まず

３箇所っていうのは、経済的には商工観光課、福祉、健康推進課ですか、対策の方は。そ

れから、総務課の方で対策本部を設けてるというふうなことで３箇所になるんでしょうけ

ども、ご指摘十分理解できます。町民の方々に分かりづらいんだろうなと思いますけども、

何せ初めて取り組む状況の中で、我々もいろいろ想定しながら取り組んできてるのが現状

であります。

しかしながら、今ご指摘されるように、最終的には対策本部で全部の皆さんの意見をま

とめながら、町の進む方向を決めてきてるんですけど、どっちがいいのかっていうふうな、

町民のためにわかりやすいのかなって言いますとね、今のやり方の方が町民がわかりやす

いんじゃないかなというふうに私は思っているところであります。

それから、経済、町のコロナにおける経済の対策であります。いろいろこの間、補正予

算対応等々議員の皆さんにはご理解いただいているところでありまして、感謝を申し上げ

るところであります。２年度の予算の中で、町単独で事業者を支援している部分について

は、おおむね１億円の財源を投入して今やってきて、進めてきているところであります。

しかしながら、効果の検証もこの先は必要だというふうには思っておりますので、その辺

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。

それから、情報の提供であります。本当に町民の皆さんが不安を抱かないように、情報

の発信は早めに、早めにしてきているつもりでありますけども、状況によってはちょっと

遅れてる部分もあったかのように認識はしております。正しい情報を正しく、早く町民の

皆さんに周知するというふうな考え方で、今後も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、役場の中での体温、入口で体温測定がないというふうなことであります。ご

指摘されましたけども、現実、教育委員会の方ではセンサーって言いますか、画面で確認

できるような、測定できるような体制なっておりましたけども、役場の方は、その体制は

とっておりませんでした。必要であれば、これから検討してまいりたいというふうに思い

ます。

それから、公住の関係であります。人口が減ってる中で公住の建て替えっていうのは、

というふうなご指摘だと思いますけども、やっぱり国の補助制度を使わなければ新しい、
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例えば今既存の住宅も改築できない、更には解体して新しく建てれないというふうな状況、

正しく国の方針で、これに計画に乗せて補助金をもらうというふうなシステムになってお

ります。ただ、人口減少によって壊すから同じものを建てるんではなくて、いろんなメリ

ハリをつけた展開が必要だなというふうに思っているところであります。

それから、公共交通、福原議員とは常に公共交通、スクールバスの関係含めていろいろ

議論をさせていただいているところであります。本当に公共交通とは何なんだというふう

なことに立ち返ると、やっぱり高齢者、更には交通弱者の方々をどう救うのかと、それは

行政の仕事だなというふうに思っております。あとは、手法の問題だというふうに思って

おりますので、福原議員のご指摘の部分も十分参考にしながら、これから取り組んでまい

りたい、公共交通をきちんと守っ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、歳入の関係でございます。自主財源、どのように町長考えているのかってい

うふなことであります。先ほど、洋上風力、要は風力発電による償却資産税につきまして

は、２年度で１億円を超えているような状況でありますので、ですから、きちんと自主財

源を確保するという意味でも、風力発電は貴重な財源になるんだというふうに認識してい

るところであります。

一方では、漁業所得もコロナの原因等もあって、町内の消費がいろいろ経済停滞してお

りますので、所得の減少にも繋がっているというふうに思います。財源イコール所得、町

内の所得になりますので、自主財源は町内の所得になりますので、少しでも所得が上げら

れるような状況を考えてまいりたいというふうに思っております。

それから、収入未済額の関係であります。税の滞納の関係であります。本当に厳しい滞

納整理、渡島檜山地方滞納整理機構では、福原議員よく承知だとは思うんですが、大変厳

しい対応をとっているようであります。本当に厳しく、競売も含めまして差し押さえもき

ちんとやっている状況であります。私も今般渡島檜山地方の滞納整理機構の管理者になり

ました。４月から管理者につくような状況になります。いろんな機構として取り組んでい

る内容、これからつぶさに、私も承知していけ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。各自治体が抱えている、滞納に向けた努力している部分もわかってくるの

かなっていうふうに思っております。

それから再生エネルギー、本当に誤解していただきたくないんですが、何回も申し上げ

ております。決して東急不動産ありきというふうなことではない、ということは何回も申

し上げております。ただ、今現状としては私どもに情報もらえるようなアドバイザーとし

て、アドバイザーとしていいパートナーだというふうに思っておりますので、その辺は誤

解のないように。確かに東急不動産はアドバンテージはあるんだろうなというふうに思っ

てますけども、しかしながら、やっぱりそのためにも競争してもらわないと駄目だという

ふうなことを、常日頃事務方の方からも話させておりますので、まず情報をもらうという

ふうなことでのパートナーだというふうに理解していただければというふうに思っており

ます。決して東急不動産ありきで進めている内容でありませんので、その辺は誤解のない

ようにお願いしたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) １点目の方で、移住定住推進の取り組みについて、ちょっともらし

てました。

やはり、移住定住があれだけ頑張ってスタートしたもんですからね、その後は全く見え

ないんです。予算の事業費も見ましたが見えないですよね。実績が見えなかったもんです

からね、やはり町長の考え方をお聞きしたいと。
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それで、ページ２ページの１点目から、相談窓口というのは、各領域の担当者のことで

はなくて、今コロナのワクチンが打たれます。そうすと私はいつなんだべが、私は対象な

のか、私達足が悪いからどうなんだがとか、そういう住民側に即した質問が多くなるんで

ないかなというふうに想定したもんですからね、相談窓口っていうのは、今町長言われる

とおり、３ポジションでやった方がいいって言うんであれば、私はそれでいいと思います。

住民側とすればどうなのかなと思ったもんですから、聞いてみました。

経済対策、この経済対策は折りに触れてこまく、そしてしてきました。それで、事業者

もダメージ受けてますけども、町民も自分達の行動っていうのが、やはり自粛という形で

厳しい状況になってますんでね。そんなことで経済対策っていうのは、やはり町内をどう

いう状況なのかというのを調べていただいて、予算化してもらえないかなと、これからま

だあるでしょうから。ですから、旅館でも飲食店でも住民個々の人達も、母子家庭、父子

家庭、独居老人、老人世帯、いっぱいあるんですよ。そんなことで考えていただけないか

なと。

情報提供については、私は何て言うんでしょうか、今は３密とうがいだとか、そういう

個人でやることがほとんどです。そうでなく、私は前も言いましたけど、松前町立病院で

はこんなもう体制ができてるから、万が一熱が出たり、こうなった場合には遠慮なく町立

病院にってことなんですよ。それがないもんだから、この間もリサーチして歩きました、

町民がほとんど知らなかったんですよ。私達はこの間資料をもらって、シミュレーション

わかりました。しかし、ほとんどわからなかったんです。そんなもんで、防災無線できち

っと伝えてあげたらいいんでないかなあという感じがします、そういう情報です。

それと感染防止。私は役場に入って来た時に、公民館と同じセンサーがないもんですか

ら、随分安心してるのかなあと思いましたけれども、やはり感染、発症しないようにする

のが、今松前町の最大の武器ですよ、発症させないのが。それが感染防止でないかなと思

ったもんですから、そういう考え方があるのであれば、予算の方も見てないので、きっと

もって補正か何かで取り組むのかも。それと、各施設、そういうところを事前調査したら

いいんでないでしょうか、もう一回。エム・エッチ・ソーイングも加工屋さんも老人施設

にしてても、もう一回見られたいいんでないでしょうか。そうすると、こんな小さな町で

も発症するということですよ。釧路でクラスターが、一気に２０人クラスターになりまし

た。だから、防衛っていう感染防止っていうのは、それぐらい詳細に、緻密にやらなかっ

たら駄目かなあと思ったもんですから、こういうフレーズを入れました。

それで、歳入の関係で、私はこの間もちらっと言ったかなあ、企業版のふるさと納税。

この間、町が１０億、そしてあと３０億だとかこう入ってましたけど、９０％が控除にな

るはずですよね。僕もきちっと理解してるわけじゃないですけど。ふるさと版の、企業版

のふるさと納税、これが大きい意味があるかなあと思ってました。取り組みやいろんな意

味で歳入ですからね、考えがあるかなあ、ないかなあっていうふうに思ってましたんで、

そのことを答弁願います。

東急不動産との連携、私が危惧しているようなことにならないということで捉えておき

ます。それと、やはり固有名詞、私もよく使いますけども、やはり執行方針に企業名って

いうのは、やはり誤解を招くかなあというふうに思いました。Ａ企業と連携だとかさ、は

っきり言いましてね、ちょっと違和感ありました。後で答弁してください。それと移住促

進についても。

それと、教育について。ページ２ページに、小中一貫教育制度の充実、発展について。

今後の展開について、現状のままでいくのか、今後新しくなんか加えていくのかっていう。
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予算であまり見えなかったんです。

ページ３ページ、書道教育について。私は着実に成果を上げているなと思います。しか

し、この他に体力づくりであり、感性であり、そして才能を引き出すためのいろんな方法

論がありますけども、体験学習をするのか、第２弾っていうのは何か考えているのかなあ

と思ってました。

その次、ページ５ページ、松前高校三つの柱、魅力づくり、定員確保に必要な施策、今

後どのように展開すんのかなあと。今年は２８名ですか、２７名ですか。しかし、小学校

も入学者、中学校も入学者が減少している中で、このままの状況では厳しいなあと思うも

んですからね。松前高校は、どのようにこれから進めていくのか。

ページ７ページ、社会教育について。各種団体やサークルにおける活動者の減少につい、

教育長としては担当者とどのように話を、協議しているのかなあというふうなことで、教

育は４問お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目のコロナ対応の窓口の関係であります。議員ご指摘のように

これからコロナのワクチン接種始まると、いろんなお話があるんだろうなというふうなこ

とは想定しているところであります。現在４月の上旬にも、松前町でも４月の上旬に専用

の回線を確保致しまして、町民に対する相談の窓口を開設する予定だということで、ご理

解をいただきたいというふうに思ってます。

それから、町内の経済支援対策のお話がございました。今般この後、３年度の補正予算

の関係で追加補正予算を提案させていただきますけども、まずもって、それで春の予防対

策をきちんとやろうじゃないかというふうなことであります。それから、その後に再度補

正予算対応を考えているのが、町内の消費喚起対策。更には町民全員に生活応援のための

対策も、補正予算で対応したいというふうな状況を考えているところであります。

それから、財源の関係でございます。企業版のふるさと納税のお話がございました。正

しく我々今東急不動産と企業版のふるさと納税、いろいろと東急不動産の方でも対応して

いただいておりまして、歳入もいただいているところであります。これは、これからも進

んで行くんだろうなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいというふうに

思っております。

それから、東急不動産との関係の話がございました。本当に執行方針の中に会社の名前

を出すのはいかがなものかというふうな質問でありますけど、町民の皆さんにこういうふ

うな協定結んでますというふうなことをきちんと周知しておりますので、隠すような、伏

せるような状況ではないということは、ぜひ理解していただきたいなというふうに思って

います。

それから、風力、洋上風力がですね、正しく東急不動産というふうなことではなくて、

理解してほしいのは、地域マイクログリッド構想を、全国に先駆けて東急さんと松前町が

取り組んでるっていう状況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、情報の提供はいろんな賛否両論あるんだろうなと思いますし、乙部

町の話もしておりますけども、乙部町は私ども聞いてる範囲では、漁業協同組合は反対し

てないっていうことは、私どもは確認しておりますけど、町民の方が、少し反対の方がい

ると。しかしながら、どういう現実で、どういう理由があって反対しているのかっていう

のが、全くわからない状況だというふうなことは聞いております。漁業協同組合は決して

反対していないというふうな状況でありますので、理解いただきたいなというふうに思っ

ております。
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いろんな情報あると思います、意見もあると思います。しかしながら、町を皆さんの意

見を聞きながら、その方向をきちんと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。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 福原議員の方から４問いただきました。１点目は、小中一貫教育

の今後の展開について。２問目については、書道教育、素晴らしい展開ですけれども、今

後の体力、また体験学習を含めて、展開どう考えているのか。３点目は、松前高校の三つ

の柱を含めて、子ども達が減少する中で高校に対する考え方はどうなのか。４点目は、社

会教育の関係で、各種団体が減少する中でどう考えているのかと。４問のご質問をいただ

いたと思います。順次ご答弁を申し上げたいと思います。

まず、小中一貫教育制度でございますけれども、議員ご存じのように書道教育、平成２

０年７月に教育指針条例ができてから、書道教育を含めて小学校、中学校、そして高校へ

の書道教育の一貫教育制度を行ってまいりました。中学校においても書道教育の文科省か

らの指定を受けながら、小学校においては２クール、３年間が１クールでございます。中

学校は２５年に指定を受けまして、１クール。２７年の時に文科省からお話がございまし

て、中学校の１クール終わった時点で、小中一貫教育への移行はどうなのかと。いわゆる、

今その時の時代にやはり中１ギャップと言いますか、小学校は担任制、また中学校は教科

担任制ということで、環境が大きく変わるというような状況から、松前町としてはこの管

内でも早くに小中一貫教育を導入した経緯がございます。

合わせて、学校の中に地域の方々に入っていただきたい。簡単に申し上げますと、開か

れた学校教育を目指して行きたい。小中一貫教育と一緒に地域の方々にも学校運営に参画

していただきたいということで、学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクールを設

けさせていただいた経緯がございます。そういう中で現在丸３年、令和３年度は４年目に

入ってくるところでございます。これからは、大分地域の方々もいろんなふるさと教育の

中で、新聞、更には町広報でもって活動を目にすることがあると思いますけれども、大変

ありがたいことだと。いろんな面で、郷土芸能含めて、料理教室も含めて、あとは今縄文

土器の時代でございますんで、いろんなものを含めて今、地域の方々に入っていただいて

学校運営をしている段階でございます。

それで、次の本年度って言いますか、令和３年度の流れでございますけれども、高校と

も今、更に連携を深めていきたいという考えを持っているところでございます。具体的に

言いますと、前校長竹内校長との時代から、今の濱名校長に移りましたけれども、高校に

おいても学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクールを導入する。これも管内の道

立高校では早いと思いますけれども、今その立ち上げを考えているところでございます。

また、文科省の方の情報でございますけれども、現在普通高校というのは全国にかなり

数多くあります。７割以上が普通高校でございます。その普通高校を改革しようとする案

が出されておりまして、その案に乗って行こうというふうに思っているところもございま

すけれど、まだまだ国の方の情報が来ておりませんけれども、北海道の中でもキャリア教

育も進めながら、普通高校の改革を考えているというふうな状況に今なっているところで

ございますので、いわゆる特色ある学校、松前学、書道教育、国際理解教育の三本柱でご

ざいますけれども、更に地域の経済界と結び付いた学校運営を考えているというふうな状

況でございまして、これはこれから、新年度の中ででもって情報を得ながら、そのように

進めて行きたいなあということで、濱名校長とも話をしているところでございます。

それから、２点目の書道教育でございますけれども、本当に１クールと言いますか、小
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学校、中学校、高校への教育が１２年、１０年過ぎて、本当に素晴らしい成果が表れてお

ります。松前高校の安藤麗さんの作品については、文化庁長官賞、いわゆる全国２位とい

うふうな賞状いただいておりまして、現在渡島振興局のロビーの方に本物飾っております

んで、今月末まで展示しておりますので、ご覧いただきたいなあと、そういうふうに思っ

ております。

書道教育を中心としながら、他の学力、国語、数学含めて、子ども達にはしっかりとし

た、やはり学力を身につけていただいて、生きる力を身につけながら高校へ、松前高校へ

できるだけ進学していただいて、その上を目指す、就職をする、そしてより良い大学に進

むというふうな形で連携しながら進めて行きたいなと、そういうふうに思っているところ

でございます。

３点目の松前高校でございます。先週松前高校、道立の高校ですね、１日順延しまして

試験が行われました。翌日に濱名校長とお話しましたけれども、２８名の願書がございま

したけど、実際２７名の受験ということでございます。校長が来て初めての試験なもんで

すから、面接も行ったそうでございますけれども、立派な生徒だということで、即中学校

の校長の方に感激したということで電話をされているということでございますけれども、

松前高校のこれから、先ほど１問目の回答でもお話したように、いろんな形でもって魅力

ある学校、更に進めて行きたい。濱名校長も今のまま含めて、しっかりと松前高校の魅力

を地元の方々に、いわゆる現在行っているのは、知内、福島町への説明の他に小学校での

家庭訪問の段階でもって、家庭訪問でないです、公開授業の段階でもって、高校からも入

ってしっかり説明しているという状況でございますので、今の推移の中で高校への進学率

を確保しながら対応してまいりたい、そういうふうに考えているところでございます。

それから、４点目の社会教育でございますけれども、年々やはり人口減少と一緒に町内

の活動しているスポーツ団体、減少している傾向にございます。現在は、いろんな団体ご

ざいますけれども、スポーツ団体含めて、いろんな団体の中でもって、逆に言うと総合セ

ンターを拠点としていろいろ活動しているところでございます。我々も今の支援というも

のをしながら、あらゆる分野で文化、更にはスポーツ活動、更に支援していきたいなあと、

そういうふうに思っているところでございますので、ご理解をいただいたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 先ほどコロナの関係で、経済対策、これから十分に考えて補正等で

対応すると、そのことを十分に配慮していただければなと。いろんな角度から配慮してい

ただければなと。

それと、先ほど感染防止、やはりクラスター発生させないためにも、各老人施設であり、

いろんな施設の消毒液であり、いろんなものを、マスクであり、今まで必要でなかった、

かからなかったものまでかかっております。そんなことで、感染防止には、もう一段階き

ちっと地域の各施設を調査していただいて、必要な支援、感染防止を図っていただきたい

なと思ってました。

それと、町営住宅。国の補助を活用したいということはわかります。でも、松前町の現

状は、これからは厳しいかなあと思いますんでね、どうしても新築になると所得割でいっ

てても、結構な住宅料を納めなければなりませんのでね、そういうこともいろいろ諸々考

えていただければなと思ってました。

その次に、公共交通。守りたいということはわかります、私も守りたいです。しかし、

必要以上な、どうしても多いお金になってしまっています。しかし、バスを見ると皆さん

方もよくご存じでしょう、僕はジョギングしながら、ウォーキングしながら見るとほとん
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ど２、３人、多くて５人ぐらいのもんですからね、心苦しいんです。そして、今度は玄関

前でうろうろ足が悪い、こううろうろしているお年寄りが病院だとか、買い物に行く時待

ってるんです。そうした時に、このままの公共交通の考え方でいいのかなと。入口から入

口までという、そういう考え方がこれから導入されればなと思ったもんですからね。今年

にも予算の時にも、ちょっと質問さしてください。

それと、この再生エネルギー、十分に期待をしておりますし、やはり住民に十分に認知

してもらうことを考えながら、両輪だと思ってますよ、それは町長であり担当者の役割の

ように思います。

それと、移住定住の推進の取り組みについて。やはり、このことは根本的に、今テレワ

ークであり、それと都会にいないで地方に来てのテレワークしたり、いろいろしてますん

でね。やはり松前の魅力ってのはいっぱいあると思うんですよ、そんな意味で、この移住

定住っていうのは最大の今チャンスが到来してきてますんでね、もう一回、町長も担当者

と十分に協議しながらね、進めてほしいという願いなんです、ここは。

それと、教育については、小中に今度高校、僕は高校入れてもらいたかったのさ、本当

は、小中高の一貫教育。お姉ちゃん方が小さい子ども達と一緒に、２００人なら２００人

の子ども達一つのグループをつくって、体験学習であり、そうしてコミュニケーションを

したり、そして一緒に活動するようなプログラムをほしかったもんですからね。何か、よ

うやくそこに来たのかなあと思って、まずそこは頑張ってください。書道教育の他に第２

弾、何かあったらね、この小中高一貫教育がそうだって言うんであれば、私はそれでいい

んです。

それと、松前高校、やはり、このままではやはり厳しいと。今年は２７人ですか、入学

してくれたけども、ある子ども達が、ある子どもが、少年の主張で松前高校いいよと、大

上段に言ってくれたもんですからね。私はそこのところを大事にして、松前高校、お金は

１千万円以上奨学金入れると投資してますけれどもね、何かもう一つあるんじゃないかな

と、松前高校らしいものがね。そんなことで考えてみてください。

社会教育団体については、やはり町のエネルギー、活気っていうのは、社会教育関係団

体、サークル団体なんですよ。体育館の方に走っていくと、ミニバレーだとかね、いろん

なやってる声、卓球の声も聞こえますんでね、やはり活気があるっていうのはいいもんで

すよ。そんな意味で、このサークル団体づくりっていうのは、やはり担当課の、担当者の

使命だと思います。いい人材がいたら、その人を中心にという、そういう教育長はお考え

があるでしょうか。答弁よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) コロナの関係であります。経済支援対策については、きちんとやっ

ていただきたいというふうなお話だったというふうに思います。

それから、予防対策についてであります。各施設等の予防対策もというふうなご質問で

ございました。本当にコロナ発生以来、国の方から、例えば介護施設、介護サービス施設

などの方には、国の方から随時必要に応じてマスク、使い捨て手袋などが支給されており

まして、それから団体や個人の方からもマスクや消毒液などの支援物資、寄贈を受けて今

まで来ているところであります。町の対応と致しましては、国の地方創生臨時交付金を活

用致しまして、昨年の１１月にマスク、フェイスシールドなど、更には使い捨て手袋、消

毒液、医療用ガウン、センサー式体温計などを３月４日に事業所の方に交付をして、要望

の多かった事業所の方に配布したところでありますので、ご理解いただきたいというふう

に思います。
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それから１回目の質問で、役場の窓口にセンサーがないというふうに言ってますけど、

ちょっと私どもも、今担当課長から聞いたんですけども、例えば、住民票、印鑑証明など

急いで利用していきたい方にですね、体温が高いからというふうなことで、ということも

想定されるというふうなことなんですよ。ですから、ここ大変難しい判断が必要になるの

かなというふうに思っております。社会教育施設とは、ちょっと違う状況もあるというこ

とを理解していただきたいと思いますし、我々はやっぱり急ぐ人には配慮しながらも、感

染予防をしていただきながら、きちんと証明書を交付できるような体制づくりをさせてい

ただいたというふうなことを、理解していただきたいというふうに思っております。

それから、公住についてであります。本当にこう人口がどんどん減る中で、いろいろ検

討しなければならない課題だというふうにおさえておりますけど、新築ばかりでなくて、

改修につきましても、長寿命化計画をつくらないと国の支援いただけないという情報もあ

りますので、計画だけはきちんとつくっていかなければならないということを、ご理解を

していただきたいなというふうに思ってます。

それから、公共交通の関係であります。本当に弱者の方々に助けてあげたいっていうた

めにも、きちんと公共交通守ってあげたいなというふうに思っております。議員おっしゃ

るように、あと手法だというふうに思いますので、これからもまた議論重ねていただけれ

ばなというふうに思っております。

それから、再生エネルギーの関係でございます。先ほど申しましたように、東急さんと

はマイクログリッドで共同でやってるっていうふうな実態もありますし、再生可能エネル

ギーについては、推進につきましては、他にもチャンスがあるんだというふうなことを、

ぜひ理解してほしいなというふうに思っているところであります。町民の皆さんには、情

報はきちんと提供したいと思いますし、まずもって町長がやるからやるんじゃなくて、町

内の気運が高まるということが大前提でありますので、その気運が高まった時には、きち

んと推進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と思いま

す。

移住定住、すみません、本当に今現状、コロナ禍によりまして大分生活様式が変わって

きています。企業相手にしたリモートでもいろいろ仕事はでき、テレワークもありますの

で、いろいろな移住定住できるような環境をきちんと整えて、上げて行く努力はさせてい

ただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ４問について、順次ご答弁申し上げたいと思います。まず、高校

の関係でございますけれども、小中一貫教育、私もこれ検討してる最中なんですけども、

実は小中一貫教育を進めてきました。次に、中高一貫教育はどうなのかなというふうな、

この仕組みを一つの学校として運営する場合、更には学校別で運営する場合、それから、

町立と道立で連携する場合と、いろんな連携の方法がございますけれども、メリットデメ

リットがございまして、このデメリットの一つとしては、試験がなくなると。これが、は

たして子ども達に挑戦する意識がどうなのかなというふうなことがございまして、実は今、

濱名校長とも検討してる、勉強してるというふうな状況でございます。いずれに致しまし

ても、小学校から中学校、そして高校にしっかりと送り込んで行きたいというふうな考え

持っておりますので、その辺については、これから各校長会、松前町の校長会の中で議論

していきたいと思ってますし、また教育委員会職員ともどういうふうな方法でもって、こ

の連携を組んで行ったらいいのかなと。

ただ現在、形はできておりませんけど、しっかりとした連携をとれてるというふうに意



- 39 -

識してるところでございますので、その形を維持しながら、子ども達の生きる力をしっか

りと育んで行くためには、どういう形がいいのかは、ちょっとこれからも検討していきた

いなと、そういうふうに考えているところでございます。

それから、もう一つは松前町の教育の三本柱でございます学力、書道教育、ふるさと学

習でございます。書道教育、今進んでおりますけれども、学力につきましても、本年度は

コロナ禍でもってちょっとできませんでしたけれども、平成２８年度頃までは大変、こう

言っては何ですけれども、全国、全道に比べてちょっと低い状況が続いてまいりました。

しかしながら、議会の議員の皆さんからのご支援をいただきながら予算確保して、現在の

段階ではある程度、国、道と比較して、学力についてはある程度のレベルまで上がってき

ていると。

更には、ふるさと学習については、小中学校含めて、高校も今松前学、この前全道版の

道新で載せていただきましたけれども、大変素晴らしいふるさと学習って言いますか、松

前学が進んでいるところございますので、この三本柱、書道含めてこれからも推進してま

いりたいなと。子ども達には、学力だけでなく、いろんな面で今グローバル世界でござい

ますので、体験学習を含めて道内、道外の多くの方々と接していただきながら、国際的に

活躍できる人をつくっていきたいなと、そういうふうに思っておりまして、日頃濱名校長

とも議論を交わしているところでございます。いずれに致しましても、書道教育中心とし

た形で、他の教科も含めて元気の良い、社会に出て立派に活躍できるような子ども達を育

んでいきたいなあと、そういうふうに思っているところでございます。

それから、松前高校の関係でございます。毎年松前高校再編対策協議会というふうなの

を開催しているところでございます。今年も先月開催致しましたけれども、松前高校の現

状、更には将来的なもの、更には現在の支援はどうなのかというふうなものを議論してい

るところでございます。私はその中で、いつも思ってるのは、やはり地元の子ども達にし

っかりとした教育を築いていくのが基本だろうと。町外からお子さん来てもらって学校経

営をする、これも合わせて力を入れていきたいと思うんですが、まずは地元の子ども達に

しっかりと進学に、松前高校に進んで行きたい、そのためにも松前高校の魅力をアップし

って、きちんとしたやはり進学のできる学校、更には就職できる学校をつくりあげていか

なきゃいけないというふうなことで、今いろんな支援をいただいているとこでございます

けども、そういうふうな意味では、濱名校長とも、なかなかこういう高校はないんだよと

いうふうなことを言っていただいておりますので、これからもその辺十分協議しながら、

高校の魅力アップに努めていきながら、将来の姿を見据えた対策も合わせて検討を進めて

いきたいなあと、そういうふうに思っているところでございます。

それから、社会教育の各種団体の関係でございます。先ほど、途中で終わってしまいま

した。現在、スポーツ団体、バスケットボール協会含めて、一般で１５団体が今活動して

いるところでございます。更には、野球少年団、サッカー少年団と、少年団が６団体ござ

います。また、その他文化団体は、北鷗書道会、絵手紙等２０団体というふうに数多くの

団体抱えながら、今この生涯学習を行っているところでございます。原口から白神の方々

まで、各地域でもって活動しているところでございますけれども、今年度はコロナ禍でな

かなか活動ができない部分ございますけれども、これからもこのコロナ禍、ウィズ、また

はポストコロナを見据えて、世代間、いわゆる子どもから大人、高齢者まで含めて、各世

代の方々が、やはり元気になっていただかなきゃいけないというふうに思っておりますん

で、スポーツ、文化を含めて、いきいき教室も形を変えていきながら、やはり生きがいと

いうふうなものを持っていくための施策を検討しているところでございますので、ご理解
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いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時０３分)

(再開 午後 ２時１７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

他に質疑ありませんか。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 何点か質問致します。始めに、町長の予算編成にあたっての姿勢を

お尋ね致します。就任された時は、政策決定は町民の声を十分聞いて取り組みたいと、こ

のようなお話されてました。昨今のこのコロナ禍の状態からいけば、気持ちがあってもな

かなか町民とともに席を交えて声を聞くと、そういう機会もなかったんでないのかなと、

そう見てるんですけども、そういう中で、これだけの予算組んだっていうことは、政策決

定の根拠ってのはどういうところに求めてされたのかなと。その考え方をまず聞かせてく

ださい。

それから、順次執行方針についてお尋ね致します。まず、３ページの漁業関係でござい

ます。松前町の基幹産業でございますこの漁業の状態が極めて厳しいと、そういう中で、

そうですね、３点お尋ね致します。まずね、この３ページの中段に静穏域を利用した増養

殖事業の推進を支援すると、こうありますね。これは、水産の状況を考えますと、今まで

もね、手を変え品を変え、いろいろ一般質問でも町長のお考えを聞かせていただいたり、

また、自分の考え方を述べさせていただきしながら経緯してまいったわけですけれども、

その中でもね、やはり常にこうゆう漁業の状態を考えれば、つくり育てる漁業を押し進め

なければいけないと。その話の中心は、松前に１３港抱えております。貴重な財産ですか

ら、これを利用して育てる、つくり育てる漁業をすべきだという議論はしてまいったわけ

ですが、今回こういう静穏域を利用した増養殖事業の推進と、こう書いてありますんです。

でも、過去の議論の経緯を考えますとね、なかなかそれぞれの地域の実情があって、漁港

を利用したこういう事業ってのはまとまりがたいと、こんな話をされてきた経緯があると、

私は記憶してるんですけれど、現状はどうですか。このような表現されてますから、そう

いう目処でもついたのかなと。できれば、お聞かせください。

それから、少し下がった下段の方に、大型魚礁の設置と書いてありますよね。過去にも

魚礁の設置っていうのは、いろんな形で目的を持ってやってきました。例を挙げますと、

例えばヤリイカの産卵礁だとか、そういうものを考えた時にね、今回のこの大型魚礁の設

置っていうのは、何かこう魚種、こんな魚種の漁業関係でというようなものがありますか。

と同時に、過去にヤリイカ産卵礁を設置して、相当効果があるという認識をした経緯があ

りますけれども、現状はどうなっているか、そうしたものは調べておりますか。

次に、一番最後のページにね、これ非常に議論を呼んだ件なんです。いわゆる漁業協同

組合の繰越欠損金の早期解消、そのために３年間２千万かける３、合計６千万の資金手当

をしましたよね。この令和３年ってのはちょうど３年目にあたりますから、これは債務負

担行為で流れて行くから、特別議論する何物もないんですけれども、現状を見た時にね、

繰り出し、いわゆる支援策ってのはどうだったんだろうと。おそらく、私も関心持ちまし

て２月末のね、生産高の一覧表見せてもらって調べた限りでは、前年度同期比対比で１億

９千万のマイナスですよね。しかもそれは、９億まで届いてないと、だとすればどうなの
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かなと。よくよく中見れば、この繰越欠損金もこのままでいくと１千５００万から２千万

の繰り越しになるんでないかと。

計画どおりにいけばね、６千５００万の繰越欠損金、２千万かける３年間６千万、残り

は５００万なるはずですよね、計画どおりにいけば。それが残念ながらこういう状況から

いって、単年度赤字は当然積み上げられます。結果として、正確ではないですけれども、

現時点はおそらく２千万までいかないかもしれませんけれども、それ近くの繰越欠損金が

残ると。だとすれば、町民の大事な町税をああいう形で支援事業したにも関わらず、目的

を達成されないで、目的っていうのは組合の経営健全化、漁民の、漁業の振興策、その結

果として漁民の所得の向上を願ってこれやった事業ですよね。残念ながらこういう状況に

なってました。

これに対して、この令和３年やってみないとわかんないですけども、このままでいけば

そういう状況になりかねないと思いますけれども、なら最初に願っていたような組合の経

営健全化なり、振興、漁業振興、そして組合員の所得の向上っていうものは諦めますか、

それともまた見直しして、何としてもその目的を達成するっている考え方になりますか。

ちょっと先走った質問なって恐縮ですけどね、極めて厳しい状況だもんですから、考え方

をお尋ね致します。

それから、４ページの畜産業でございます。今、町の重点事業の一つとして、この肉牛

の改良センター取り組んでますね。極めて、知る限りでは順調に行ってるやに受け止めて

おります。

ただ、今回の予算の中に飼養頭数の増加が想定されるために、草地、これ手を加えない

といけないというような予算が計上されております。この道営草地改良事業ってのは、１

千頭飼育目標にしてやった事業のはずですよ。ですから、現在の３００、４００、あるい

は５００足らずの頭数ですと、私なりには十分対応できる牧場でないのかなと、こんな受

け止め方してるけど、その辺の兼ね合いを説明していただきたいなと思います。

それから、三つ目は、５ページの観光についてでございます。こういうコロナの状況を

考えますと、極めて難しい作業です。ですから、去年も松前町の最大イベントであります

さくらまつりも、あんな形で残念ながら中止せざるを得なかったと。今回の執行方針の中

でも、判断は極めて難しいものとなります、町としては万全な支援体制を図ってまいりま

すと、こう表現されていますけど、未だにこれはさくらまつりのやる、やらないの決断は

できていない状況だというふうに受け止めました。

ただ、松前のさくらまつりっていうのは、執行方針の中にも書いてありますように、松

前町の経済に及ぼす影響力ってのは極めて大きいと。そういう観点からいくとね、この判

断難しいのはよくわかります。ただ、それと反面ね、この観光事業の推進ってのは、さく

らまつりだけじゃなくって、各所にありますよね。ただ問題は、このさくらまつりを中止

することによっての町に及ぼす影響なんですよ。

直接の原因になったかどうかわかりませんけれども、去年さくらまつりを中止したこと

によって、原因はわかりませんよ、１宿泊業者は廃業に至りました。それから、売店組合、

あるいはふるさと物産フェアですか、そうしたものの中止による物産の動き、いろんなも

のに影響あります。考えてみますとね、このさくらまつり、前段の漁業、それから畜産、

そしてこの関係含めて、松前の経済を左右する大きな産業ですから、その辺がやる、やら

ないことによって、松前の経済がらっと変わってきますから、その辺を考えてるかどうか

と。今言うように、旅館１業者が廃業しなければいけなかったと、廃業しましたと。松前

町の観光の面から考えますと、収容施設がその分だけまず減りますよね。そうすっと観光
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事業全体から考えれば、この件だって極めて大きな問題になるんでないのかなと。

それから、去年も止めました、今年も止めましたってことになると、売店組合も雲散霧

消なってしまって、これから継続の可能性があるかないかって。そうすれば、さくらまつ

りをやることによっての町に及ぼす影響、メリットですよね。金の落ちるところがないん

だ、せっかくさくらまつりやっても、極端に言えばさくらまつりの意義があるのかなと。

もちろん経済だけでないですから、さくらまつりの意義ってのは、まあ、私は今経済だけ

の話をしてますけども、それだけでないですから、これも慎重に考えなければいけないな

あと。

ですから、この１点、２点、３点、これは全部松前町の経済に関わるものばかりですか

ら、その辺を町長はどのように考えて、こういう執行方針を述べられましたか、お尋ね致

します。

予算委員会もありますから、ところどころ予定したものを整理しながら進めさせていた

だきますけどね、１０ページの町立松前病院、これ、私一般質問通告しております。正直

言って今回の第一定で一般質問は別なものを考えていましたけれども、急遽入れ替えて、

この町立病院に変えた、そういう私の立場での話ですけれども、これは変えました。と言

いますのはね、令和２年の３定でしたっけ、４定でしたっけ。３定かな、私、病院のこと

で一般質問しております、いわゆる改築の話でね。だから、ここがミソなんですよ。あの

時点では改築の話で町長のご意見を伺うことができたのさ。だけども、今回なぜこういう

一般質問になったかという経緯を、ちょっと話させていただきますとね、町の広報に町立

松前病院の診療体制はこうなりますよってお知らせきますよね。あの中見ますとね、院長

先生は一週間びっしりです、保脇先生も一週間びっしり、事業管理者が中三日、それ以外

に先生の名前が見えないんですよ。前回改築の件で一般質問した時にはね、そういう病院

の体制を心配しないで、患者さんが快適な病院での治療に専念できるような施設、あるい

はドクターはじめ医療スタッフの人方が快適に仕事のできるような職場環境、そして、町

民にとっては命と健康を守る大事な施設だと言うことで、松前病院の改築をどうするんだ

って理由になったでしょう。

ところが、それ以前の問題考えないといけなくなったと。そうでしょう、肝心のドクタ

ーの体制がね、今言ったような形になってしまった、常勤４人でしょ。予算資料には常勤

５って書いてます、確か５って書いてますよ。だけど、実際には４ですよ。しかも、あの

診療体制考えますと、午後からの診療は、しばらく町民の皆さん我慢してくださいってい

うような中身なんですよね。これ本当にね、冗談じゃなく、病院の改築以前に、この病院

を守っていくためにはどうしたらいいのかなっていう、心配の方が先に立ちますから、そ

の経緯経過をはっきりさせて、町民には心配と不安を与えないように。それから先生方に

は、あるいは医療スタッフの人方には、あまり心の負担をかけないで頑張っていただける

ように、やっぱり現状を明らかにして、それに対してみんなで力を合わせていい方向にも

っていきたいなという願いを込めての、この一般質問なんですよ。

ですから、この場所でね、もし町長のお話を聞かせてもらえるとすれば、そういう状態

がありながら、こういう表現、執行方針のように、どこにも心配する材料ねえですよ、こ

れだけ見れば、しかし、中身は極めて厳しい。なぜ、そういう状態をね、はっきりさせて、

そして町立病院にはこういうふうに臨むんですよっていう話にならなかったのかなと、そ

んな疑問を持ってこの件はお尋ねします。詳細については、一般質問でやりたいと思いま

す。

それから、１１ページの水道の件なんです。これはもう、いろんな場面でいろんなお話
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をさせていただいております。特に、考えなければいけないことはね、やはり松前町の水

道事業、これ松前町ばかりじゃない、全国的にね、かつての水道施設に対する投資と、そ

れから世の中の変化によって、そういう施設がどういう状態になってるか。これは見直し

して、将来計画をきちっと立てていかなければいけない、改善計画つくったでしょう。で

すから、表現では経営戦略って表現してますけども、これはできました、松前町の経営戦

略、できたんですよ。ところが、確かに時間は少し先まであるかもしらんけども、その経

営戦略を着々と進めて行って、実のあるものにするためには、いつから始めたらいいかっ

ちゅったら、今すぐやらなければ私はいけない問題だと思います。

一番肝心なことは、町民が松前町の水道の状態がこうですよと、自分達のライフライン

である水道がこういう状態におかれております、これからこんな形で料金の見直しから始

まって、施設の維持管理までいくってものが、せっかく戦略、経営戦略ができたんだから、

やはりきちっとした、これからの時間の中で積み重ねていかなければいけない状況だとい

うふうに、私は判断してるんだけれども、今回の機構改革で水道改革と建設課一体になり

ました、なります、４月１日から。どうなりますか、この辺の考え方もお聞かせください。

それから、移住定住も少しやりたいんだけど、これはパスします。

１４ページのね、歳入についてお尋ね致します。これは令和２年の第４定で一般質問し

ております。いわゆる町税収入の件で、町民税はなかなか伸びないけども、何とか固定資

産税、いわゆる償却資産の、風力発電のね、関係で償却資産が伸びているということでの

町税の伸びはありますけれども、中身的には、その中の一番肝心な自主財源、町民税が伸

びないと。この１５ページの上段にも書いてますよ、１４ページの下からね、総所得金額

の増加が見込めず、大変厳しい状況にありますと。だから、私もああいう一般質問で償却

資産もちろん大事にしますけども、町民税の収入の道をみんなで考えていかなければいけ

ないんでないかっていった、一般質問の後のこういう表現だから、その辺はどうお考えに

なっているかお尋ね致します。

それから、教育方針の方で教育長お願いします。１ページ目でね、教育は人づくり、地

域づくりの基本であり、地域発展の礎であると、こういう基本的な考え方をきちっと示さ

れております。正にそのとおりでね、教育でなければ人づくりはまずできないだろうし、

一番肝心なところだと思います。

ただ、松前町はじめ、日本全国でね、それぞれの地域で大事にして教育進めております

けれども、人づくりという面では、間違いなく全国くまなく松前町もその一角を担ってい

るんですけども、ちょっとエゴ的な発想でいくとね、それだけ人づくりに努力してね、松

前町、この次の時代を担って行ってくれる人はどうかなって心配なんですよ。国を、全体

を担う人づくりですから、これは大事なことだけれども、せっかくつくった人がみんなそ

れぞれの分野に飛び出て行ってしまって、肝心の松前町の時代を担ってくれる人が、そこ

に誰もいないっていう表現は、ちょっと端的な言い方なってしまいますけれどもね、その

辺は、まあ読んで行くとね、ふるさと学習だとか、いろんな形で郷土愛を盛り上げてるっ

ていうようなものはあるんだけども、現実として我々の目に、我々っちゅったらちょっと

言いすぎかな、私の目にはね、松前の次代を担ってくれる人が何となく心細いんだよね。

その辺の考え、教育長どう整理されていますか、説明していただきたいなと思います。

それから、松前高校でございます。松前高校は、児童生徒の減少だとか、そういうこと

が基本的に減ってるということで、この間口を確保する状況が極めて厳しくなったと。昨

年度に比べて今年は、それよりも少しいい方向に行ってますよね。

だけれども、それは決して右肩上がりで行く数字ではありません。どっかでまたこので
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こぼこがくるはずですよ。そういう中でこういう松前町の大事な高等教育の施設、松前高

校が守っていくためにはどうしたらいいか、正に間口の確保と、それからもう一つ言わせ

てもらうとね、教育によって地域おこしできないかっていうこと、教育によってね。

私もいろいろ調べてみますとね、これはもう皆さんご承知かと思います、まず島根県の

隠岐島前高校の実例ね、本当にいい例だと思います。それから、北海道にはね、羽幌町立

天売高校ってのあるんですね。それから、更に長野県立の白馬高校、それから広島県立大

崎海星高校、こうしたところがね、非常にユニークな教育方針を持って、それが間口確保

どころかね、地域おこしに繋がってるんですよ。ですから、松前の場合は、先だってこれ

はまあ間口を確保しなければいけないという、極めて厳しい状況だけれども、その間口を

確保するためのテクニックって言うか、取り組みって言うか、そうしたものがこちらに松

前高校の特色ある教育も位置付けてますけどね、それプラス地域おこしってのは考えたこ

とありますか、考えていかなければいけないんじゃないのかなと、こんな気持ちで私質問

させていただきます。

それから、この町政執行方針に対しては、質問は最後になりますけれども、１０ページ

のね、福山城天守整備。これは、１０ページにきちっと位置付けされて、木造復元による

天守整備ってのは、方向付けは決まりましたよね。そういう方向は決まりました、しかし

っていう状況なんですよ。ですから、これだけの大事業ですから、やろうと言ってすぐで

きるわけじゃないし、また進めるために相当な計画なり、準備なり積み重ねていかなけれ

ばいけない中身だと思うんですけれども、残念ながら執行方針見てると毎年この程度で終

わってるわけさ。ちょっと半歩でも前進した表現ってのはないんだよね、ないって言うよ

りも、ちょっと言いすぎました、ごめんなさい、受け止められないんだ、感じとしてね。

その辺どう受け止めたらいいのかなと、時間がかかる大事業であればあるほど、準備も丹

念にしなければいけない、そのためには時間もかかる、だから、一歩一歩の積み重ねが必

要でないのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。以上、お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 質問いただきました。まず、執行方針の作成にあたって、町長は施

策決定するたびに、町民の声を聞くんだというふうなご指摘がございました。正しく町民

の声を聞くことが一番大事だろうなというふうに思っております。議員ご指摘のように、

昨年度、令和２年度におきましては、やっぱりコロナ禍におきまして行政懇談会もできな

い状況でありました。その辺については、やむを得ない状況もあるわけでありますが、し

かしながら３年度に向けた予算の、町の体制づくりっていうのはきちんとやらなきゃなり

ませんので、前に進むというふうな意味もあります。町民の意見はちょっとこうコロナ禍

の影響がありますけども、前進していかなければならないというふうな思いから、今回の

執行方針をつくらせていただいたところであります。政策決定にあたっての思いは変わっ

ておりませんので、ご理解いただいたいなというふうに思っております。

それから、水産関連でご質問ございました。まず、静穏域を利用したつくり育てる漁業

についての記載があるというふうなことであります。これにつきましては、ずっと取り組

んできているところでありまして、取り組んでいるわりには結果が出てない状況もありま

す。その時、その時の状況で波を追ってるっていうふうな状況だと思っております。

ですが、この１、２年見ますと、やっぱり静穏域を利用した、例えばコンブの養殖です

ね、そこの部分についても新規の参入者が出てきておりますので、ぜひこれは推進してい

ただきたいし、頑張ってもらいたいというふうな思いで、今回執行方針に記載させていた

だきました。



- 45 -

それから、大型魚礁の関係でございます。小島と静浦沖の魚礁の関係でございます。大

型魚礁につきましては、メバル、ホッケ、ソイなどの根魚を対象にした大型魚礁の投入を

しているところであります。

それから、ヤリイカの産卵礁は調査は行ってるのかというふうなお尋ねだったと思いま

す。４年に１回、５年に１回大漁するようなヤリイカの状況が続いておりましたけども、

今の状況みますとちょっと厳しい、漁模様があんまり芳しくない状況であります。ご指摘

の産卵礁の効果調査については、実施をしてるということで、実施はしてますので、ご理

解をいただきたいなというふうに思っております。

それから、漁業協同組合の経営支援の関係でございます。議員ご指摘のように、さくら

漁業協同組合の繰越欠損金の早期解消と経営改善を図るために、令和元年度から３ヶ年計

画で実施をしているところであります。令和元年度、２年度においてそれぞれ２千万の支

援をしてきているところであります。実施前の平成３０年度の決算時には、議員ご指摘の

ように、繰越欠損金は６千５６４万３千円ございました。令和２年度の決算時に繰越欠損

額は、３千３０２万７千円まで圧縮をされたところであります。令和２年度はコロナの感

染症の影響もありまして、販売実績が大きく下回る見込みである。これは、議員ご指摘の

ように１億９千万ほど比較して下がってるというふうな状況でありまして、大変厳しい状

況だというふうに思っております。

現状の令和２年度の決算見込みを見ますと、現状では１千８００万程度の黒字決算と見

込んでおりますけども、あくまでも見込みであります。議員おっしゃるように、大変厳し

い状況、今の浜の状況も大変厳しい状況が目に見えてきているところであります。我々と

致しましては、今後のヤリイカ、更には紅ズワイガニの漁も始まっておりますので、少し

期待はしているものの、状況によっては変動もあるというふうなおさえ方をしております。

何としても３年度、令和３年度で繰越欠損金を解消できるようになれればいいなというふ

うにおもっているところでありますけども、じっくり推移を見ながら進めていきたいなあ

というふうに思っているところであります。

それから、畜産の関係でございます。本当に皆さんのご理解いただきながら、肉牛改良

センターも稼働しておりまして、現在１１頭目の子牛が産まれているところでありまして、

順調に育っております。先週ですか、現場を見てまいりました、昨年１２月に産まれた第

１号の子牛に私が名前をつけさせていただきました。１１頭目を数えております、２頭目

は副町長がつけましたけども。子牛の名前は、後ほど聞いていただければなというふうに

思っております。

順調に推移をしているところであります。その中で、今般草地のことを執行方針に記載

させていただきました。本当に議員おっしゃるように、当時は１千頭を超える草地を、１

千頭で可能になるような面積を計算して、カウントして牧草を生産していたようでありま

すけども、その後黒牛に転換致しまして、当時は褐毛主体だったらしいんですが、現在は

黒牛に転換して牛舎で飼う期間が少し延びているというふうな状況もありながら、更には

ガンビダイの草地も草が売れない状況が続きまして、大分荒れている状況にもなるところ

であります。そういうところで、この肉牛改良センターが頭数増えることによって牧草が

確実に減少する、不足するというふうなこともありますので、職員と相談しながら、ガン

ビダイのところを少しでも復活できるような手法を今考えているところでありまして、何

としてでも将来増えるはずの頭数に、育った牛の数に牧草を提供していけるような体制づ

くりを、令和３年度から取り組んでまいりたいというふうに思っております。

それから、さくらまつり、本当に町内に与える、経済に与える状況は、大変厳しい状況
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になると思います。中止にしても、実施にしても、いずれにしても影響は出てくるという

ふうに思っておりますので、まずもって、３月の上旬に向けまして、もう３月の上旬なん

でありますが、協会の方では実施の可否を決めるような状況になっているように聞いてお

ります。現状の状況を聞いている範囲であれば、前向きに感染対策をきちんとしながらさ

くらまつりを開催したい、というふうな雰囲気があるというふうには聞いているところで

ありますが、正式な決定はまだのようであります。いずれに致しましても、経済に与える

影響、止めるにしても実施するにしても、いろんな、経済ばかりじゃなくていろんな影響

があるんだろうなというふうに思っておりますので、そういう部分については想定をして

いる、いながら、今回の執行方針に記載させていただいた、書かせていただいたところで

あります。先ほども申しましたように３年度の予算で、補正予算できちんと対応できるよ

うな体制づくりを今進めているところでありますので、ご理解いただきたいと思います。

また、実施にあたっては、もしまつりを実施するっていうことなると、ここはやっぱり

感染対策をきちんと、要は松前スタイルと、これは私個人の考えなんですが、感染予防の

ために松前はこういう体制をとりました。正しく、松前スタイルをきちんと確立した中で

実施できるんであれば実施していただきたいと思いますし、実施にあたっては万全の体制

で応援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、病院のお話ございます。本当に医師がそういう状況になる現状の中で、やっ

ぱり病院事業管理者、それと病院長といろいろ苦慮しながら、４月からの診療の体制をつ

くってきたところでございます。本当に心配はしておりますけども、町民の皆さんに不安

を与えないように、きちんと取り組んでまいりたいというふうに思いますし、今回の執行

方針案については、きちんと病院事業管理者、更には病院長の意見を聞きながら作成した

ということは、ご理解をいただきたいというふうに思っております。

それから、水道の関係でございます。本当に水道事業経営戦略策定に関する調査特別委

員会の報告書もいただいております。経営戦略、令和７年度までにというふうなことで示

されているところであります。委員会のご意見をしっかり参考にしながら、十分検討して、

丁寧に対応しなければならないというふうに思っているところであります。早い時期に手

をつけていかなければならないというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたい

なというふうに思っております。

それから、歳入の関係でございます。町税の収入、本当に財政運営の根幹となす、やっ

ぱり町税であります。残念ながら経済疲弊している、漁業所得も上がらない状況の中で、

所得の向上には繋がっていないというふうなところであります。何としても町税、自主財

源確保のために、所得を向上するための施策もこれからも続けてまいりたいというふうに

思っております。所得向上に向けた各産業団体の支援についても、継続して行ってまいり

たいというふうに思ってますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 梶谷議員の方から、３問のご質問いただきました。１問目から順

次ご答弁を申し上げたいと思います。

まず、１点目でございます。教育も基本と言いますか、人づくり、地域づくりの基本と

いう形からご質問いただいたところでございます。私ども教育委員会と致しましては、や

はり力強い人と言いますか、生きる力をしっかりと育んだ子ども達を育成して、確かに梶

谷議員おっしゃるように地元に残る方が少ないように見えますけれども、将来的に松前だ

けではなくて、道内、道外、そして国際的に活躍して、そこから松前町を見てもらう。ま

た、ご意見をいただく、そういうふうな強い人間に育っていただきたいというふうな思い
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を、強い思いを持ちながら、子ども達の学習をしっかりと支えていきたいと、そういうふ

うに考えているところでございます。

確かに、現状厳しい状況でございますけれども、将来きっと松前町に帰って来るんだと

いうふうな強い意識を持って、これからも職員と一緒に、また教職員、更には関係する方

々と力をいただきながら、元気な、そして立派な生きる力を持った子ども達を育んでいき

たいと。そういうふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

２問目、松前高校の在り方についてご質問いただきました。確かに分母が少なくなって

きております。今、小学校、中学校の１年生から３年生まで見ても、３０人前後で推移し

ているところでございます。一時、２７、８人になる年もございますけれども、先ほども

ご答弁申し上げましたように、まずは基本は地元の小学校、中学校しっかりして松高に送

り出すんだというふうな、まず気持ちを持っております。

私、教職員と、毎年全員と面談を実施させていただいて、丸５年経ちます。最近は特に

教員一人一人と５分から３０分と、間にお話をさせていただいてるんですけれども、松前

町の教育方針をしっかりとお話をさせていただきながら、先生の悩みを聞きながら、その

対応をしていると。その中にはしっかりとした、やはり松前町の教育の課題、問題も提示

しながら先生方にお願いをしているというふうな状況でございます。

確かに、全国的に島根県の話からいろんな話ございました。町立でいいのか、道立でそ

のままいくのか、また普通科から職業と言いますか、いろんな総合学科含めていろんな学

科があります。それも含めて、先ほどもお話しましたけれども、松前高校再編対策協議会

の中で、どういうふうな高校があるのかというふうなものを事例を含めながら、近隣であ

れば福島町の今の状況、更には奥尻の状況、それぞれ課題が実はあります。町の大きな予

算をどれほど効果的に使っていくのかというふうなこともございます。しかしながら、私

はやはり、まずは松前町の子ども達のために、しっかりとした予算編成を組みながら、先

生の力をいただきながら、力強い子ども達を育んで行くというのが基本でございます。

ただし、今梶谷議員おっしゃるように、これからこの推移がだんだん、１０年過ぎると

また更に減少してきます。でも、その段階には、これ松前町だけの問題ではない。北海道

全体、もう３、４年経ったら２０校、３０校というふうな学校がそういうふうな状態に落

ちています。落ちていくとは語弊でございますけれども、少なくなっていくと。そういう

ふうな形で、やはりこれからは北海道教育委員会とも十分意見を交わしながら、国との、

これは折衝というふうなことになると思うんですけども、道だけの問題でなく、全国的な

課題の中で、高校がどうあるべきかっていうふうな課題に入っていくのかなと、そう思っ

ているところでございます。

そのためには、まず松前町は地元の進学率がしっかりとあるんだよと。松前高校からし

っかりとした魅力がある中で、小学校、中学校の子ども達が高校に上がってるんだという

ふうなものは、やはり必要になってくるんではないかなと。いわゆる生きるための施策っ

てのは、そこは基本でないかなと私は思っているところでございます。

それから、３点目の福山城天守整備について、ちょっと姿が見えないと言いますか、事

業進捗が見えないというふうなお話でございました。実は、私どもも本当これは困ってる

というのが現状でございます。今年度、コロナ禍でもって計画している事業が全て立ちゆ

かなくなってるっていうのが、実は現状でございまして。

しかしながら、令和元年度において検討委員会、福山城の検討委員会の専門家の先生方、

実は４名しかいなかったんですが、補充してですね、この天守整備の前段としてのアクシ

ョン確保と言いますか、それはできたところでございますけれども、実はそれ以降、今審
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議会の立ち上げを考えてるんです。

実は、町長からの諮問いただいて、具体的に福山城の天守、木造天守をどう進めていく

かと、そのためのまた計画書をつくらなきゃいけないと。この計画書をつくるために当然

福山城の木造天守だけではなく、本丸表御殿、４棟のうちの１棟を復元をして、そこを資

料館にしながら、天守の木造復元も兼ねて復元していきたいというふうな思いもございま

す。効率、効果的な予算を投入しながら、町外から多くの方々に来てもらうためにも、ど

のような復元方法がいいのかというふうな計画書づくりが、まず基本でございます。その

ためには先生方が来てもらう、更には町内の方々にも協議会の、審議会の中に参画してい

ただいて会議を重ねながら計画をつくっていくと。普通であれば２年、遅ければ３年ぐら

いかかるんですけれども、この立ち上げを、今年はコロナ禍の今の状況見据えながら立ち

上げていきたい。

それと並行して、膨大な予算が必要でございますので、庁内、役場庁舎内の各セクショ

ンの方々にも集まっていただきながら、前段、その辺の打ち合わせをしながら検討委員会、

更に審議会、そして庁内部会の中で連携した形で計画書をつくっていきたいと。今年は、

その姿を見せることができるんではないかなというふうに思っているところでございます

ので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 予算委員会もありますから、詳細はそちらに譲りまして、ただ、松

前町で育った子ども達が大きく、一回りも二回りも大きくなって帰ってきて、松前町背負

ってくださることを願いながら、終わります。

○議長(伊藤幸司君) ８番西川君。

○８番(西川敏郎君) 町長、長い時間、論客を相手にお疲れのところ、今しばらく、簡単

に説明致しますので、よろしくお願いします。

まず、２ページの新型コロナ感染症対策の地方創生臨時交付金なんですけども、この中

での経済対策事業について、ちょっとお伺い致します。松前町においてはですね、この何

て言いますか、この経済対策の上手くって言えば変だけど、上手くやっているの十分わか

るんですけれども、やはり待ちきれずにですね、廃業、あるいは閉店に追い込まれてると

ころもちらほら見えてきております。

その中で、今回政府の方で第３次の補正予算でもってですね、初めて、将来は、これは

政府の分科会のメンバーで経済学者の、名前言えばぴんとくるんですけども、名前は言い

ませんけども、今回のコロナ禍での３分の１の旅行業関係及びその周辺は、いずれは潰れ

るか消滅するでしょうっていうような話が出てましてですね。その中でも今回は３次の補

正予算の中には、早期の方向転換をさせるような、そういう業態を替えていくような策を、

それを国が支援すると。そういった今までの支援策と違ったものが出てきてるように聞い

ております。

また、新年度予算の中にもそういったものが含まれているというふうに聞いております

が、そういったのをやはりチャンスとして捉えてですね、やはり更なるテレワークとか、

ワーケーションかい。松前町のこの自然の豊かさ、あるいは海、山隣接しておりまして、

こういう地の利を活かした、今までの違った、要するに経済支援体制を何とかつくれない

ものかというふうに考えますが、まずそれをお伺いしておきます。

それに関連して、やはり水産から林業も変わっていかなけれならないというふうに考え

ております。今回のこのコロナ禍は、何て言いますか、元には戻らないだろう、あるいは

また元に戻るには少なくとも３年はかかるでしょうと、これが常識になってますよね。そ
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ういった意味では、教育執行行政にもありますように、人材育成、コロナ禍を、ポストコ

ロナを見据えた人材育成ってのは、本当に教育ばかりでなくてね、全てに影響してくるの

ではないかなあというふうに思っております。

町長、そこでですね、やはりなかなか若い、本当に私みたいに後期高齢者にはとてもじ

ゃないが、そんな偉そうなこと言えないんですけども、やはり役場職員の若い人でも、本

当に地元の中にいるんであれば、地元の人の人材を発掘して、もしそれでもいなかったら、

専門技術者みたいなものを、木古内町みたいにですね、漁業の担い手に最低保障、保障し

まして地域おこしの協力隊みたいなああいうとこもあります。ところによっては、ＩＴ技

術者がなかなかいないということで入れてるとこもありますけれども、そういったものも

踏まえて、町長これから何て言いますかね、松前の経済の体制をどういうふうにつくって

いくのか、お伺いしたいと思います。

それと、１２ページのマイナンバーカードの普及促進。これも、何て言いますか、日本

が今回のコロナ禍で給付金とかああいうの遅れた原因っていうのは、強制的な、国民のも

とにすんなり入っていくようなシステムには全くできてないと。これは、何も私から言う

までもなく、よく報道でもありますし、世界的に振り込みに成功した台湾のオードリー・

タン、デジタル省、あの人も日本については完全にそういったシステムが遅れてるってい

うことを言ってました。

ということでですね、これは町長、広報誌でも、もちろん今回の確定申告の際にも一生

懸命役場でやってあげますよということで行ったんですが、私も大沢の地域でちょっとあ

きれ返ったって言いますか、それでも面倒くさくてしてこなかったって、こう言うんです

よね。その辺の工夫を、やはり令和４年度末まで待たずにですね、できれば３年度中に松

前の町民はほとんどマイナンバーカードは用意しましたというくらいの意気込みで、何と

かやってもらいたいです。実は、私もまだ７５過ぎてますんで、全然申請書も届いてませ

んけど、その辺のことも働きかけていただきたいなあというふうに思います。

また、先日福島町で第２青函トンネルの会議の時、若佐副町長の方から、松前半島道路、

また一旦諦めたけれども、また復活した、これを継続して、早期着工へ行くんだというこ

とをここでも書いておりますけれども、町長、ここには書いてないんですけれども、第２

青函トンネルと一緒に、この前の講演会でもそういうようなことを講師先生が言ってまし

たけども、やはり二つ一緒に、やりやすいのは一緒に進めて行くって言いますか、再三言

ってましたけどね、地元の熱意が鍵だって言ってました。

やはり、先ほど７番議員ですか、７番議員の方から洋上風力の話もありましたけれど、

やはり優先順位と言いますか、これ夢のある事業ですので、ぜひ４町がっちり、それから

道南がっちり、道もがっちりしていけば、案外技術的にはもう十分可能だっていうことで。

また、工期も大幅な短縮ができるってことでありますので、本当にぜひこの辺も町長音頭

をとってですね、隣の町長と力を合わせて頑張っていただきたいなあというふうに思いま

す。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目のコロナ対策でございます。コロナ禍での経済対策でござい

ます。今回、第３次の国の補正予算が決定致しまして、私どもの方にも地方創生の臨時交

付金の内示をいただいているところであります。それを見ながら、新年度において、経済

対策、更には予防対策、更には経済対策と予防対策を合わせた中で計画書をつくっていく

ような状況になりますので、メニューを見て優先できるものは優先、対応できるものは対

応できるようなメニューづくり、計画づくりをしていきたいなというふうに思っていると
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ころであります。

いずれに致しましても、地方創生の臨時交付金につきましては、貴重な財源であります

ので、有効に使えるような体制をつくってまいりたいというふうに思ってます。

それから、人材育成の関係でございます。本当にどんどん人口が減る中でも、職員の数

も減ってきている状況の中であります。この人材の確保に向けては、将来この町を支える

人材をきちんと今から育てていくことが大事だなというふうに思っておりますので、人材

の確保、育成には意を持って対応してまいりたいというふうに思っております。

社会人枠で、この数年何人か職員を採用しているところであります。社会にもまれてい

る分もですね、やっぱりこう強さがあると、芯があるというふうな状況もあるようであり

ますので、人材の確保に向けて、更に検討してまいりたいというふうに思ってます。

それから、マイナンバーカード。２月末現在で、町内の申請件数は２千３２１件申請さ

れております。その中で交付された方が１千７２０件というふうなことであります。本当

に少ないんであります。何が要因かは、どこに原因あるのかっていうのは、担当者はつぶ

さに調べているっていうか、意見を聞いているようであります。やっぱり高齢者の方には

複雑性があるっていう、わかりづらい。たまに役場の職員、我々が言う言葉も理解できな

いような、そんな例がいっぱいあるんですね。そういう中で、やっぱり我々も何としても

高齢者の方に早くカードをつくってもらって、いろいろ国の流れもありますから、保険証

になるとか、病院でも診察券のようなことになるような状況もレールひかれておりますの

で、ぜひ高齢者の方にも早くカードをつくっていただけるように、そんな思いで対応をし

てきているところであります。

２月末現在で、今回確定申告、税務課の職員一生懸命頑張っていただきました。確定申

告を、出張申告受ける中で、２月末現在で８４件の交付をされている状況であります。何

としても多くの人にマイナンバーカード、早く届くように、私どもも進めて行きたいなあ

というふうに思っておりますが、町独自での対応、なかなか難しい部分ありまして、苦慮

をしているということをご理解いただきたいなあというふうに思っております。

それから、第２青函と半島道路のセットでというふうなお尋ねでございます。正しくそ

のとおりでありまして、今般の西部４町の町長、副町長、議長でお話をさせていただきま

した。向かう方向は一緒なんであります。ですから４町が結束して、渡島が結束して、道

南が結束して、北海道にっていうふうな流れは、誰も否定していないところでありますの

で、ぜひ私どもとすれば、第２青函と半島道路セットすることによって、半島道路の方が

先に手をつけられる可能性は十分あるというふうに認識しておりますので、ここの部分に

ついては、道南一丸となって取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、ご

理解をお願いしたいというふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) ８番西川君。

○８番(西川敏郎君) 大変わかりやすい答弁ありがとうございます。今回のコロナ禍では

ですね、本当に大変みんな落ち込んでますけれど、反面かなり我々今まで見たことのない

ような世界も広がってきてるのは、これは確かだと思います。本当に、私、例えば松前町

を例にとってもですね、足下に、ああ、これも宝だ、これも宝でいうものがいっぱいあり

ますんで、ぜひですね、そういったものを利用して活気づけていけたらなあというふうに

私も思っております。

また、本当に今まで考えも及ばなかったような現象もそちこち出てきております。例え

ば、今回のこのコロナ禍であれですね、首都圏に住む方がテレワークでもって全然東京に

住む必要ないということで、不動産が、不動産バブルって言うか、不動産がどんどんどん
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どん安くなっておりまして、今不動産メルカリって、メルカリって私よくわかんないんで

すけど、交換したり、やりとりしたり、そういったのにどんどんどんどん目敏いところは

首都圏とバーターしてやるとか。そんな新しいビジネスもそちこち出てきておりますんで

ね、何て言いますか、やる気さえあれば、本当に様々な事業も田舎にいてもできるってい

うことが証明されておりますんで、ぜひその辺も視野に入れて町長には、これから本当に

町長大変だと思いますよね。いろんな、何でもリセットリセットって、リセットしていか

なければやっていけないような、そういう時代になっておりますんで、町長も難しい決断

迫られるかと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいなあというふうに思います。以上で

終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、西川議員から激励をいただきました。本当に迎える令和３年度

がどんな状況になるのか、今現状は想定もつきませんけども、確実に前に進まなければな

らない、これが事実だろうなというふうに思っております。議員の意を十分理解しながら、

町政の執行運営に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願

い申し上げ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。

１０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) ほとんどが、他の議員方が質疑しましたので、私は３点だけ確認し

たと思います。

執行方針の２ページに、私初めて見る言葉が出てるもんですから、感染拡大防止対策予

算は、一部国の本省繰越とあるんですが、これはどんな意味なのか。あるいは、この本省

繰越と議会はどういう、松前町の議会はどういう立場に置かれているのかというところ。

これは町長よりも、政策財政課長の方がわかると思いますので、説明をお願いしたいと思

います。

それからですね、公園の整備計画、実施計画なんですね。我々総務委員会でもかなり議

論しましたけども、これは、いつ頃立ち上げて、いつ頃までにまとめようとしているのか、

この点だけ教えていただきたい。

更に３点目はですね、道で土砂災害警戒区域の発表しましたけども、これ防災のしおり

をつくると、こういう載せ方してありますけども、これは発行するとすればいつなのか、

発行予定はいつなのか、わかりましたか。これも課長で結構です。

それから、教育行政執行方針で、先ほど梶谷議員も質問しましたけども、この史跡福山

城保存整備審議会、これはコロナもあるから大変だと思いますけれども、いつ頃立ち上げ

る予定なのか、あるいは何年ぐらいかけてまとめようとするのか。この辺を教えてくださ

い。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今斉藤議員の方から、国の本省繰越のお話の質問がご

ざいました。国の本省繰越というのは、事実上国では二つの繰り越しがございまして、市

町村と一緒に繰り越す通常の繰越の分と、本省繰越をかけますと国だけの予算が繰り越さ

れて、実際使用する市町村等は翌年度、言うなれば令和３年度に執行できるいうようなも

のでございまして、今回のここに書かれた分は、本省繰越を国が実施されましたので、う

ちの方のこれに対応する予算は、令和３年度の予算で執行するというような繰越の内容で

ございます。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 次に、商工観光課長。
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○商工観光課長(田中建一君) 私の方から公園整備実施計画について、お答えを致します。

総務経済常任委員会の方に、公園整備計画実施計画案を挙げておりますが、これを叩き台

に６月を目処に策定委員会を立ち上げます。こちらで議論しまして、９月予定でコンサル

にかける予算を挙げようかという日程でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 防災のしおりの改定の関係でございます。これから、予算の通

った後にこまい内容だとかももう一度精査しまして、それからの発注というふうなことに

なりますので、年度末までには間違いなく執行できるような形で進めてまいりたいという

ふうな形で考えております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長。

○教育長(宮島武司君) 史跡福山城保存整備審議会の関係でご質問いただきました。いつ

頃立ち上げて、何年かぐらいの期間、この審議会が活動するのかというふうなご質問でご

ざいました。

実は、この整備審議会につきましては、委員に検討委員会と重複致しますけれども、東

京都周辺の大学の教授も実は入っているところでございまして、我々としてでも要は１日

でも早く活動させたいんですけれども、今のコロナ禍の状況見ながら、更にはその先生方

との日程調整、更には文化庁の審議官の方々にも入っている経緯がございます。そういう

ふうな状況で、秋頃にはなってしまうのかなと思いますけれども、１日でも早く立ち上げ

てまいりたい。

ただ、その前に先ほどお話したように、庁舎内の各ブロックの課長方との会議の立ち上

げもございますのでその状況を見ながら、なるべく早めに立ち上げていきたいと。

更には、これ諮問機関でございます。計画書ができあがった時点で町長の方に計画書を

出すというふうな状況でございます。現在のコロナ禍が２、３年続くというふうなお話も

ございます。２年ないし３年を要するものと考えているところでございます。よろしくお

願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) ２点目、３点目、４点目は了解しました。１点目のその本省繰越の

中身なんですけどね、これ後で予算で出てくるんでしょうけども、病院へ３千いくら出す

んですよね、委託料で、この中身は、そうじゃないですか、違います。その予算の内容、

補助金なのか、交付金なのか、その辺をちょっと説明してください。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) 今回、本省繰越で実施するやつですが、皆さんのお手元に

届いた令和３年度当初予算の終わった後に補正を回してる、ワクチン接種事業ですとか、

あれが基本的に本省繰越、国がかけまして、国の交付金、負担金、どちらもそうなんです

が、補助金が国だけが繰り越されて、町は３年度で執行できるというような制度になって

ますので、今回の補正予算はそのとおりだと思います。

制度的に何でこういうことをするかは、国の方の考え方一つになってまして、今回、総

理大臣とかも言ってました１５ヶ月予算とか、いう表現をしてたので、これは本省繰越か

けて、本来１２ヶ月予算が３ヶ月足して１５ヶ月になったら本省繰越かけて１年間の分を

するのかなあという思いはありましたが、通常は市町村と国と一緒に２年度に措置して、

繰越明許かけて繰り越すっていうのが通常でありますが、手続き上、こういうことが国の

方でもできるという手続きの中で、国だけが繰り越して町村が翌年度の予算で執行できる

っていうのは言葉上、本省繰越という言葉であります。今回新型コロナウイルスだとか、
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町長もおっしゃいました、今後臨時交付金、これも本省繰越かけてもらったので、今後の

補正で出てくるというような内容でございます。

しっかりした細かい詳細を上手くしゃべれなくて申し訳ないですが、２種類あるうちの

繰り越しのやり方の一つということのご理解をしていただければと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) よく理解できませんので、補正予算案でやらしていただきます。終

わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) まず、町政執行方針の方の５ページ、今までハードな質問ばっか

り続いたように思いますんで、もしかしたらちょっとソフトすぎるかもしれません。

北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使の関連事業を通じて、町民に元気とパワー

を与え、観光ＰＲにも繋げてまいりますとあります。まいりますとあるのは、先ほど町長

おっしゃったように前向きな姿勢だと思います。

それで、今コロナ禍で大分閉塞感続いておりますけども、町民に、にって言うか、私達

も含めて楽しみを与えるって言ったら、ちょっと上から目線になるかもしれませんけども、

バスを貸し切って日本ハムファイターズの試合を町民みんなで見に行きませんか、みたい

のあってもいいと思うんですけど、どうでしょうか。

それと、もう１点なんですけど、教育の方なんですけど、すみません、８ページ、町立

図書館についてなんですけど、私が前社会教育委員やってた時に、図書館の読書の通帳を

つくりませんかって言った時に、それ財政的に無理っていう形で言われた経緯があります。

それで、例えばそういう機械を買うとしたら、財政的に無理であっても、通帳だけはつく

れるんでないかなあと思いまして、自分の読んだ本の、希望者に通帳みたいの与えて、借

りた人が、自分の読んだ本を借りていくとなれば、ある程度読書の歴史みたいなものがで

きるんでないかと思いまして、どうかなと。どういうふうに考えてらっしゃるか、聞きた

いと思います。以上、２点です。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使に関連でご質問がござ

いました。３月号の広報でも紹介しております、上沢投手と河野投手が松前の担当という

ふうなことで任命されているところであります。町民の皆さんにもぜひ札幌ドームに行っ

て応援していただけるような、そんな体制づくりを今考えているところであります。６月

の試合になるんだというふうに思っております。募集も進めたいというふうに思っており

ますし、パブリックビューイングとか、それからいろんなイベントを通じた中で、松前町

のＰＲにもさせていただきたいなというふうに思っております。本当に、コロナ禍で落ち

込んでいる状況でありますけども、一つの元気もらえるような、そんな日本ハムとお付き

合いをしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいというふうに

思っております。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 図書館の管理運営の関係でご質問いただきました。通帳方式とい

うふうなお話でございました。今回の執行方針の中でいろいろと改めて、図書検索システ

ムの導入も検討しておりますけれども、今お話ありました、図書館から町民の方々がいか

に借りやすいように、また逆に言うと通帳方式でもって、そのようにすることによって町

民の方々に有効に図書が活用できると、そういうふうな状況もございますので、ちょっと



- 54 -

この仕組みについては、検討させていただきたいと言いますか、勉強させていただきたい

なあと、そういうふうに思っております。

ただ、今年度導入の検索システム、これは、インターネットを使って町立図書館にどう

いうふうな本があるかというふうなものが見やすくなっておりますので、図書館に来て本

を見る前に、自宅でもって図書館の在庫と言いますか、新刊含めていろんな本があること

を確認しながら、貸出中とか、まだありますよというふうなものを見ながら、町民の方々

の図書館への思いを少しずつ強めていただきたいという思いから導入しておりますので、

今ご提案ありました通帳方式については、今しばらくちょっと勉強させていただきたいな

と、そういうふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

１１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 確認程度だと思うんですけど、畜産業についてちょっとお伺いした

いと思います。

肉牛改良センターの運営は着々と進んでいるようにも、先ほどからの町長の意見でもわ

かりましたんですけですけども、当初、研修生制度ですか、地元の人方が研修して、地元

で就農してくれればいいのかなって私は理解してあったんですけども、なかなか地元の人

では研修をしない。おそらく、新たに職業を変えて、漁業者の方が新たに農業を、畜産を

やるって方々が研修を受けて、これやるのかなって私自身はそう思ってあったんですけど

も、その辺はいかがなんでしょうか。そういう方々はおられるんですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 肉牛改良センターの研修生の受け入れについて、お尋ねがございま

した。現在は２名の、令和２年度から２名を受け入れをしているところでありまして、本

当に一生懸命今勉強されています。それから、３年度には新たに１名の研修生を受け入れ

る見込みになっておりまして、３人で研修を受けるようになります。

町外、町内というふうなお尋ねでございます。将来松前町で就農を目指す、畜産をやり

たいというふうに思う人があれば、町内外問わずに受け入れをしていきたいなというふう

に思っております。これは、本当にいい人材育成の場所も、獣医さんも確保できましたの

で、人材育成、更には勉強する農家の方々が獣医さんと一緒に勉強することも可能になる

と思いますし、将来は肥育の部分も、獣医さんも結構興味持っておりますので、農家の皆

さんと一緒に、研修生も一緒に勉強できる体制づくりを私どもは望んでいるところであり

ますので、この町で畜産を営みたい、経営したいという人材があれば、研修生として受け

入れをしていきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 今の話を聞きますと、町外の方々だなってことは理解できるんです

けども、せっかく賃貸型の牛舎等の整備も行って、これから着々と進んで行くのかなって

思った中で、残念ながら町内の人がいない、まことに残念ですね。

ただ、やっぱりできればですね、やっぱり町内の人にも参画できるような情報提供をや

っぱりしてもら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) 大変失礼しました。町内の方も研修を受けております。今２名のう

ち１名は松前町内の人であります。町内から、本当に漁業の方も目を向けれるようなチャ

ンスもありますので、新規就農、漁業から切り替える人が出てきてほしいなというふうな

思いもしているところでありますので、ご理解いただきたいと思います。
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○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

以上で、令和３年度町政執行方針及び令和３年度教育行政執行方針に対する質疑を終わ

ります。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれ

で散会致します。

なお、明日３月９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４１分)
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(開会 午前 ９時５９分)

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎議事日程

○議長(伊藤幸司君) 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりですのでご

了承願います。

◎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、３番沼山雄平君、４番宮本理恵

子君、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。

５番福原英夫君。

○５番(福原英夫君) どうもおはようございます。よろしくお願い致します。

漁業の関係については、今まで何回も繰り返し質問さしていただきましたけども、ずっ

と漁業を勉強してきてて、やはり松前の漁業は、今の漁船漁業を補完するような漁業へ転

換して、それが将来の松前の漁業の主になるような形に転換していかない限りは、松前の

漁業厳しいなあというふうに思っておりました。そんな意味で、将来には厳しい漁業の現

状を乗り越える、海を耕す施策をということで、将来を考えてみました。

質問の内容に厳しい漁業生産、昨日も先日来から資料をいただいて、１億８千万で、９

千万ほどの水揚げ、生産量が不足しているということ。また、今回も期待していたヤリイ

カがほとんど海が荒れて、またせっかくとれたなあと、とれるなあと思った矢先にこのよ

うな荒れ模様で、ほとんど海に出ることができない現状。これを何とか打開しなければな

らないなあというふうに思っております。生産量、生産額、それと減少が続く漁業従事者。

今回国勢調査で、松前の人口が１千人以上減少すると。１千人以上の、住民票はあるけ

れども、国勢で調査した場合１千人以上が減少していると。出稼ぎ等々で町外に出てると。

そういうことを考えると、漁業従事者もこの国勢調査で見るとどれぐらいの人数になっ

てるのかなと。現状として稼働している方です。やはりここが一番不安でございました。

なぜかと言うと、統計概要からいくと３００人弱の漁業従事者、正職員ですね。準組合員

も入れてもう少し多いんでしょうか。そんな現状の中で、国勢調査が示す数字というのは、

やはり将来の松前町の漁業が厳しい現状を迎えるというふうなことが、如実に示されるん

でないかなと。もし把握していれば、その中で答弁をしていただきたいと。

そんなことで、漁業の将来にやはり私は厳しいシグナルが、やはり響いてるなあと。ま
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すます響いてきてるなあというふうに思ってました。

昨日町長は、畜産の関係で研修生が２人、今年は１人と言って、漁業従事者もやはり研

修生として参加してもらえればいいなあというふうなことおっしゃいましたけども、きっ

ともって半農半漁をイメージして、漁業従事者も研修生として参加してくれればいいなあ

という思いがあったんでないかなあと思うんですよ。やはり昔の松前町の漁業は、農業と

漁業、出稼ぎ、この三本柱でございました。そういうふうにして永年動いてきたわけです

から、きっともって町長もそういう思いがあったんでないかなということで、昨日は理解

しました。

それと、例の補助を導入して負担をしようと、３ヶ年で約６千万の補助をして、その中

で漁協から示されたことがございます。こういうふうな考え方で漁協としては取り組むよ

というふうなことを述べて、私あの時反対討論したんでないかなあと思いますけども、や

はり現実的には絵に描いた餅のように感じました。そんな私の気持ちが、それは福原違う

よと、組合としてこれだけ一生懸命書かれた文書、５項目にわたって書かれていることは、

こういうふうに着実にやっているよと、やって来たよというふうに強いメッセージが町長

からいただければなと。

それと、担当者もそのように今日まで動いてるよと。今年は２ヶ年目の補助でございま

す。私は、漁協が立ち直ることは、やはり松前町で生活してる漁業者が、自立して生活が

安定しているというふうなことに繋がるんでないかなと思います。

漁業生産額に合わせて、個々人がかけている共済、この水揚げに応じて共済、水揚げが

減少した場合に共済が補填してくれるわけでございますけれども、そういうふうなことも

大事でございますけれども、農業もそのようなことでしております。しかし、私は本来の

自立と、自分達の生活は自分達で守る、そのためにどのような漁業に取り組むのがいいの

か。どのような漁業に取り組まなければならないのかという考え方のメッセージが、私は

伝わって来なかったわけですよ。そんな中で、この書かれている、これは令和元年１０月

２８日にいただいた資料でございます。

そんなことで、その現状はどうなのかということもお聞きしなければなりません。やは

り産業の柱として、漁業は、私は最大の可能性を秘めていると思ってます、最大のです。

それは、松前町が成り立っている、成り立ってきたその源が漁業だったからです。町長も

３期目挑戦した時にも、やはり漁業は松前の産業の柱だというふうにおっしゃっておりま

した。私もその当時、私も漁業以外ないと思っています。

それと、新しく畜産に約、今回も補正があるでしょうけども、１０億ほどの投資をして、

松前町で松前の牛、松前のべこをもう一回、今まで資源投資したものと、新しく投資する

もの、新しい人材を入れる、そして優秀な人材をその要として招致して、今着実にその成

果が現れようとしております。そんなことを考えると、やはり漁業は松前町の産業の柱だ

と。そこのところを私は、希望が見えないもんですから、どうしたらいいのかなというふ

うなことを考えて、ずっといろんな調査したデータ、取り組んでいるデータをインターネ

ットであり、新聞であり、スマホであり、いろんなものからその内容をお借りして私はま

とめてみました。

そんな中で、まずいくつかお聞きしたいと思います。まず１点目、漁協が提示した振興

策がどの峰まで到達したのか。松前町と漁協と連携した漁業振興策の道筋が見えない、見

えるようにしていただければ、町民も漁業で暮らす人も安心するので、まず１点目、お答

え願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長
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○町長(石山英雄君) おはようございます。

冒頭、国勢調査のお話がございました。国勢調査の速報値につきましては、今年の５月

６月に発表される見込みになっているところでありまして、従いまして、産業別の人口に

つきましても、その後になるというふうな予定であるって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。

１点目のお尋ねでございます。これまで取り組んできた漁業振興策、具体的にというふ

うな質問でよろしいでしょうか。

これまでに取り組んできました、漁業協同組合とともに取り組んできているわけであり

ますが、具体的に取り組んできた内容について、お話をさせていただきたいというふうに

思っております。

まず、コンブ養殖につきましては、現在６名と１企業、更には静浦地区に１グループが

着業しているところでありまして、新規着業による施設整備支援、係留ブロック等の老朽

化対策等の支援も現状を実施しているところであります。

次に、ウニの深浅移殖事業についてであります。これは、各実行組合で取り組みをされ

ておりまして、未利用海域から移殖し、給餌管理を行い、出荷をしているところでありま

す。

次に、ホッケの畜養については、現在７漁港１３経営体で取り組んでいるところであり

ます。

アワビの養殖については、３港４経営体で取り組んでいるところであります。

また、ナマコの放流については、各実行組合が漁港、港湾で１地区１万個を継続放流し

ているところでありまして、その他に自ら種苗を生産し、放流する取り組みも７地区の実

行組合で現在行われているところであります。

それから、海藻についても、アオノリの加工生産、製品化について。これは漁協の婦人

部を中心に今取り組んでいただいているところでありまして。

それから、エゾバフンウニの放流、更にはサザエの放流、これにつきましては、昭和６

０年代だったというふうに聞いております。千葉県の千倉産の天然種苗を試験放流したけ

ども、しかし放流による効果は確認できなかったというふうな結果が出ているようであり

ます。現状、種苗を放流する場合は、他の県から種苗を購入し放流するっていうことにつ

きましては、遺伝子のかく乱等の懸念があり、現在認められていないというふうに聞いて

いるところであります。

全てではありませんけども、こんな取り組みを漁業協同組合と進めてきているというこ

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。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 多岐にわたって取り組んでいるっていう姿勢はわかりますけれども、

このことによって生産、生産額がどう変わったのでしょうか。いろいろ放流、アワビでも

ウニでも、特に、アワビの関係でも、あれだけスタートでは着業した業者が多かったので

はないでしょうか。しかし、現実はどうでしょうか。漁協と連携してやっているわりには

継続性が見られないし、そこから漁業をリタイヤしていく人がいかに多かったかというこ

とですよ。なぜ、こうなってしまったのかということが、一つ疑問に残りました。次で答

弁してください。

次に、その前に欠損金の補助をこうしておりますけれども、６千万ほどですけども、３

ヶ年で。今回、昨日のお話では、１千５００万ほど黒字になるということでしょうけれど

も、ヤリイカがこのような状況では、必ず赤字になるでしょう。しかし、そうでないとい
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う確信があって、そしてもう一つは、これからも赤字補填を続けるのかということです。

国民の税であり、町民の税です、やはり、そこは考えなければならないなと思っておりま

す。

私は、投資をしては駄目だって言うんでない、もっと投資していいって人なんです、漁

業には。しかし、無駄な、それと責任のない、漁業者が自ら、ここに書いてますけども、

漁業者自らこれからの赤字補填しますよって言ってんですから。そんなことを考えると補

填はできないということですよね。しかし、新しく産業をやって、それが成長軌道に乗る

事業であれば、漁業に１億でも２億でも、町長が思うように投資したらいいというふうに

思ってる人ですから、私は。そこは誤解しないでくださいね。

それで、いつも言ってましたけども、何回も言ってましたけども、二つ目としては港、

沿岸の静穏域を活用した漁業への転換。これ以外、松前町の漁業が生き延びる道はないと

いうふうに私は思ったんです、皆さん方はわかりませんよ。なぜかって言うと、白神から

ずっとこう歩いていって、今港に、白神に３隻、大沢も浮かんでるのは３隻、朝日はゼロ、

松前港は何隻ですか、今一番漁船が横付けですよね、横付けして一番多いのは、札前と静

浦と茂草でしょうか、こう歩いて見て。

そうすると、漁船漁業がなくなっていくけれども、船外機船があるんですよ。ものすご

い数の船外機船が斜路に上がってますよ。この人達が静穏域で、近場でウニ、アワビ、そ

れと小釣でタコ、餌やったりして生産性上げてます。この人達の人数が、６５歳以上が８

０％以上なんですよ、松前町の漁業は。そうすると、そこへ転換して、その人達が支えて、

将来そこに入ってこれる土壌をつくるということなんですよ。そのために漁港は、二つ目

でやりますけども、漁港は何をつくるのかと。静穏域はどんな部類をつくるのかっていう

ことなんですよ。そこも、なかなか答えを出せなかったんです、思い切った施策ができな

かったんですよ。そんなことを考えると、港と沿岸の静穏域を活用した漁業への振興策な

どを考えたでしょうか。考えてなければ考えてないでいいんです、私は、考えているよと、

今着実に取り組んでるよというふうなことであれば、私は。２回目質問します、まず１点

目の追加と２点目。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業協同組合の支援の繰越欠損金の関係でのご質問がございました。

昨日の執行方針の中でお答えさせていただきました。令和元年、２年、今度３年目なりま

す。令和元年度の決算で、数値今ちょっと持ってないんですけど、３千３００万ほどの欠

損金が残るような状況、今議員ご指摘のように本年度、大変厳しい状況だというふうに思

っております。

今、漁業協同組合が見込んでいる決算状況になるのかどうか。正しくこのヤリイカ漁、

この時期のベニズワイ含めまして、この時期の生産高が、本当に重要になるわけでありま

す。現状言いますと、本当に議員おっしゃるように海が時化て、海象条件が悪くて出漁で

きない状況もあるというふうなことを考えると、大変厳しい状況になるんだろうなという

ふうに思っております。私どもは、何としても令和３年度の支援補助で繰越欠損金がゼロ

になる、していただいて、更には組合の体力強化に繋がるようなことを今念じているとこ

ろであります、そういうふうになっていってほしいというふうに思っておるところであり

ます。

それから、漁港、静穏域を利用した漁業への転換というふうなお尋ねでございます。本

当に大事なことだろうというふうに思います。磯舟、和船を利用して、やり方によっては

生計を維持している漁業者の模範となるような漁業者もいるわけでありますので、そうい
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うパターンの取り組みについても、きちんと支援していきたいなあと思っておりますし、

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。

それから、漁港の中で、港湾も含めましてですけど、いろんな取り組みをしてきている

というふうに認識をしているところであります。ナマコの放流、更にはホッケの蓄養、ア

ワビの養殖、それからウニの深浅移殖等々集中管理、養殖漁業を取り組んできているとこ

ろでありますし、これからも積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。

また、漁港内の静穏域を利用したコンブの養殖試験、先ほども申しましたけど、静浦地

区でグループができまして、６名の方が取り組みを開始したというふうなことであります。

大いに期待をし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) 今年、ヤリイカがこういうふうな状況で、それで漁業者が、それで

は高齢になった漁業者は何で食べているかとことを、ずっとこう追跡してみました。そう

するとノリでした。商工観光課であり、水産課でありが一生懸命ＰＲして、組合もＰＲし

て、その結果、漁師の方から買うノリの１帖の値段が４千円まで跳ね上がってました。４

千円ですよ、私が買い始めた頃１千５００円、２千円のノリが、この間木古内の道の駅に

行きましたら、松前町の某お土産店さんが、５枚で４千円です。それにプラス消費税です。

デパートで販売した場合は、１万下りませんね。そのノリで今年金を受給した方々が、細

々と暮らしてるわけです。

ですから、昨日どなたかが言いましたけども、松前町の所得が低いよと、低いよと、全

国平均からも。要になるのは、私は海藻だと思ってるんですよ。そんな意味で何度も何度

も話してきたこの漁港、港と沿岸の静穏域を活用したというプランが、具体的に進められ

ていなかったということが、やはりわかるわけです。

やはり、町長が先ほど言ったことは規模が小さすぎるんですよ、規模。ナマコを１万プ

ラスアルファしたったって、どこに見えます、この６０キロもある海岸線に。一番いい、

漁場として一番いい漁場に投資したとして、１万や２万入れたってどうもならないでしょ

う。猿払がホタテやった時、１万２万でしたか、放流した時、八尺とりの、違うでしょう、

投資の規模が小さいんですよ。

次に、これまで取り組んできた漁業振興の充実と具体的な取り組みについてお聞きしま

す。私はコンブ養殖、１億を超えた時のコンブ養殖、ウニのタンクでの蓄養と言ったらい

いんでしょうかね、養殖と言ったらいいんでしょうか。この時、組合も水産課もまちぐる

みで餌となるコンブ、それと知内からシャケを、ほっちゃれのシャケを買ってきて、そし

て投入した時代。ホッケも何か鹿部でやってますね。アワビの養殖、ウニ、それでサザエ

の放流もしました。やはり、全て付加価値の高い、価格の安定したものがいっぱい松前町

の海には眠ってるんですよ。ウニでもアワビでもホタテでも、ナマコでも、サザエも。

特に私は海藻だと思ってます。北斗市であり、木古内であり、あっちの人達はフノリ、

フノリですよ、今生で出してるの、何十グラムで何百円ですよ。デパート行って見てくだ

さい、マーケット行って見てくださいよ。それに吉岡の漁協では、組合員が自主的に養殖

コンブに付着するワカメを１袋、うちらの町でもやればいいんでないですか。今、フノリ、

一升枡で６００円ですよ、ずっと値段変わりません。それを予約制でやったっていいんで

ないですか。もう海藻類はホトケノミミでも、テングサでもマツボでもいろんなものがあ

る。そして、とれるとれないがあります、ランダムなんです。しかし、松前の漁業ってい

うのは、そういうので暮らしてたんです、生計を立ててたんです。ウニとって、アワビと

って。
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しかし、磯焼けで海が崩壊してしまいました。海に養分がなくて、餌がなくて海藻も育

たない、魚もいなくなる。それで、ホッケにゴロを与え、きっともってカドミウムを除去

してゴロを餌としてるんだなあと思ってました。やはり、よくそこまで近付いたもんだな

と。後でそのことも言いますけど、私達は漁業のこのどう今まで培ってきた、積み重ねて

きた漁業の施策をもう一回やるかっていうことなんです。それには、もっと投資しなけれ

ばならない。そこのところをどういうふうに考えてますか、今までの投資について。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 振興策の取り組みについてというふうなことであります。議員は小

規模じゃなくて、大規模な通しをというふうなご意見のようでありますけど。ですから、

漁業協同組合の体力の強化が必要になるんだというふうに思っております。振興策には、

漁業協同組合の負担もあるわけですから。その負担を大規模にできるように、早く組合の

体力をつけていただくということが、漁業協同組合の支援の大きな目的だというふうなこ

とはご理解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。

先ほど、コンブ養殖からいろいろ取り組んでいる内容について、お話させていただきま

した。まず、養殖コンブにつきましては、最近の生産量になりますけども、養殖コンブに

つきましては、年間３０トンで５千万の実績。

それから、ウニの深浅移殖は、毎年３０トンから４０トンを出荷をしているというとこ

ろであります。生産額につきましては、３２トンで３千万程度になっているところであり

ます。

それから、ホッケの蓄養につきましては、年間１８トン、１千４００万程度の実績にな

っています。

それから、アワビの養殖についても議員からご指摘ありました。本当にこれは、大変少

ない量でありまして、年間１８０キロで１２０万程度だというふうに実績が出ているとこ

ろであります。これは、販売価格の低迷が大きな理由でありますし、更には流通に乗せる

というふうなところにも課題があるように思っているところであります。

それから、ナマコの放流につきましては、年間１．５トン、１千万の実績になります。

それから、私もノリ、海藻については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。やっぱり松前のノリは特殊だなというふうな思いをしているところであります。

従って高くなるんだというふうに思っているところであります。このノリが安定的に供給

できるような前浜になっていただければ、本当に磯舟で生計を立てれる道筋も見えてくる

し、今現実的には頑張ってる漁師もいるって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、いろいろサザエのこともお話させていただきましたけども、これからも継続

して、着実に推進、振興させるような施策をとっ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) 私が言いたいことは、付加価値が高くて、価格が安定したものをや

はりこれからも継続して行かなければならないと。それで、この中に通年通して生産性を

上げれるものがあるんですよ、それはウニですよ。私達も神恵内村で勉強してきましたけ

ども、松前の海にはバフンウニが着実に増えてきてました。やはり、ムラサキウニとバフ

ンウニで１年間操業させるんですよ、カゴです、カゴ。これは、浜中でやってる方法です

けどもね。その他いろんなとこで、道東の方でやってますけども、カゴで、その人達はホ

タテだとかやっててもウニをやってる、バフンウニをやってる。バフンウニは、１１月か
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ら４月まで、それ以降ムラサキウニ。そんなふうにして通年回すんです、そのためにが次

のことでやりますけども。

そうすると、共同で入れるタンクと個人でやるウニの生産、連動させるんです。種苗の

販売、ウニの、ムラサキウニの種苗の販売はなし。そして、大事な資源を回していくんで

す。そして、ムラサキウニは種苗施設をつくるんですよ、ムラサキウニの。そのための投

資をしなさいってことなんですよ。何も、空いてる校舎でもいいんです、今の漁協の倉庫

でもいいんでないですか。そういうふうにして種苗供給してやってほしいんです。そうす

っと、今ウニが、バフンウニがどれだけの値段か、びっくりしますよ、聞いて。

やはり、そういう日常そんなに負担がかからないものに投資をしていくっていう形なん

です。生き残るために、松前の漁業が生き残るために。そこのところをちょっと頭に入れ

ていただいて、ウニの通年生産を試みる考えがないかっていうのが、ここのポイントなん

です。いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ウニの通年への取り組みというふうなお尋ねでございます。私も子

どもの頃に海で泳ぎますとエゾ、それこそガンゼですね、ガンゼ、それからウニというふ

うなことでたくさん泳いでも足にトゲが刺さるような状況だったというふうに思っており

ます。その中でガンゼとウニ、どっち食べるって言ったらガンゼの方を食べたっていうふ

うな記憶にあるところであります。

あれほどいっぱいいたエゾバフンウニが、現在いないというふうな状況が現実だという

ふうに思っております。担当の方々から、職員からいろいろ話を聞く、それから学者の方

々からの話を聞きますと、温暖化現象に伴いまして、松前の沿岸も夏から秋にかけて水温

がかなり高くなるというふうな状況が、大変厳しいと認識をされているようであります。

この温暖化が、少し気温下がる、水温が下がるような状況であれば、やっぱり昔のように

エゾバフンウニも生産できる可能性はあるんだろうなというふうに思っているところであ

りますけれども、現状は、水温の関係でいなくなっているのが実情だというふうに聞いて

いるところであります。

いろいろ取り組みするってことは大事だなというふうに思っておりますけれども、そう

いう状況もぜひご理解いただきたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 古いデータですけども、道新さんの資料使わしてもらいますけど、

新聞記事使わしてもらいますけども、エゾバフンウニが１キロ１万５００円、キタムラサ

キウニが１キロ５千８００円。いかがでございましょうか、それぐらい冬場の１１月から

４月までのバフンウニの貴重性。小川商店さんでは、今ロシアですとかカナダですとか、

あっちから輸入しておりますけど、松前で通年生産できたら喜んで買ってくれますよね、

今実行組合からの随契でおりますけれどもね。考えてみてください、私、今答え出さなく

てもいいです、それぐらい魅力あるもんです、これは。

それと、乙部漁協が北大の水産学部と連携してやったの、３月、いえ２月の１８日の新

聞。ウニとエゾバフンウニを海中のカゴに１３週間入れて、週１回飼料与えて、４から５

％の歩留まりが、平均１３％まで餌を与えたことによって。それとエゾバフンウニは８％

から１８％の改善したんですよ。それと、バフンウニは２５℃以上になると死にます、こ

れで書いてるのはね。ムラサキウニは２１℃で産卵が開始されるそうです。書いてる資料

は正しいと思いますけどもね。

ですから、できないということではなく、できるんですよ、いくらでも。うちらは食べ



- 65 -

てたんだからね、町長も。僕も潜ればバフンウニを夏でも食べてたんだから。だから、実

証的に、だから検討してみてください。

次に、漁場づくり、イカゴロ等の産業廃棄物を利用し、町独自の餌づくり。更に磯焼け

対策に取り組む考えがないかということなんです。

私の今回の柱はここなんです。何でイカって言うと、松前に全部揃ってるからです、ゴ

ロ、加工屋さんのゴロ、今は外に出してないけど、出さないけどお金かかってるはず。

それとウニの殻。ウニの殻が何でいいかと言うと、濾過剤になるし、養殖用の濾過剤に

んるんです、これ。それと粉末、ミールにすると餌になるんですよ。それとイカゴロ、イ

カゴロは函館の業者がカドミウムを除去することに成功して、八戸でも去年から餌づくり

に。そして、このものがすごい成果を挙げているっていうことを聞いていました。

それと、俗に言う磯焼け対策で、消波ブロックで海藻をつくるという、日建工学という

会社が行って、私は古い資料ですけども、２５年の９月の夕刊ですけれども、これにイン

ターネット見ると出てます、写真が、すごい藻場、俗に言う海藻が生えているっていう状

況。今、うちらで産卵礁であり、消波ブロックであり、コンクリートあれしてます。そこ

に道と国と調整して、このコンクリート使ってもらえばいいんですよ。それと、天然石に

このコンクリートを塗るだけで藻場が生えてきます。

そんなことを考えて、それと、これ積丹の方ではウニをどうにか増やしたいということ

で、ウニの殻をゴム、天然ゴムで固めたブロックをつくって投棄してますよ、藻場造成で。

そんな町もあります。それと大豆。私は、豆腐のおからだと思ってます。松前町発祥で、

この間夕刊に出てた、七飯で創業しているところの方とちょっとお話してみました。９０

％のおからが産業廃棄物だそうです、９０％、１０％が農家の人であり、畜産の人達が取

りに来て、１０％より、そういうふうな人達に分けてあげれないと。あとの９０％が、高

いコストをかけて廃棄処分、産業廃棄物にしてましたので。

それで、何でいいかというと、大豆がイソフラボンというウナギの、というのはオスで

なくメスがウナギとして商品が高いんです。この大豆を入れるとほとんどメスになるんっ

だそうです、メスとして成長するんです。それで、陸上のタンパク質で最高のタンパク質

で、それを餌としてこの三つを、その他でもいいんですよ、入れて、産業廃棄物を循環型

の餌として活用したらいいんでないか。このウニであり、アワビであり、いろんなことを

するために。

それで、そのために小規模な施設をつくって、今の試験センターでいいんです、あすこ

でミールにした方がいいのか、粉末にした方がいいのか、１年間かけて取り組んでみたら

どうでしょう、画期的に変わるはず。

この餌は、陸上でもいいです、畑でもいいです、天然物ですもん。牧草にまいたってい

いんですよ。昔、うちらはゴロであり、ウニの殻であり、残飯であり、全て畑の肥やしに

しました、畑の肥やし。ですから、それを全く出さないで餌に加工する。松前町の産業と

して、人が働けるような場所をそこで考えたらいいんでないでしょう。そして、水産課に

もそういうスタッフがおりますのでね、もし技術を身につけてないんであれば、１年間で

も２年間でも研修出したっていいんでないですか、このために。北大の水産学部と提携し

てるし、こういう業者もはっきりわかってるんですから。どうでしょうか、餌をつくるっ

ていうこと、一言。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭、エゾバフンウニの関係の質問がございました。本当にバフン

ウニの、高価に取引されている、うらやましく思っているところであります。議員のお話



- 66 -

を聞くと、陸上で水温管理しながら、ウニを通年やるっていうふうな発想だというふうに

受け止めよろしいでしょうか。

２５℃っていう水温以上なると死んじゃうっていうふうなことなんで、水温管理しない

となかなか松前の現状からいくと厳しいのかなというふうな思いでいましたので、陸上で

の養殖っていうふうなことなのかなというふうに、今考えたところであります。

それで、質問であります。漁場づくり、イカゴロ等の産業廃棄物を利用した町独自の餌

づくり、更に磯焼け対策についてというふうな質問いただきました。その中でイカゴロの

話、更にはおからの話がございました。我々も不勉強な部分ありますので、おからの利用

につきましては、イソフラボンって言いましたかね、イソフラボンっていうふうな成分も

含めまして勉強させていただきたいなと思っております。北大の先生のご意見も聞くのも

一考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) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 私の質問している内容っていうのは、ちょっと変わっているかもし

れません。しかし、松前の漁業者が生きる道はもう、私の知る範囲内ですよ、これよりな

いなあと思って質問したわけでございます。

それで、水温が２５℃で陸上でなんて、そんなレベルでないんですよ、私は。種苗をつ

くる時は陸上でつくって、全て放流、カゴですよ、水温を調整しながら沈下させたり浮遊

させたりするんですよ。大規模につくれっていうことそういうことで、投資なんです。ど

こに投資するかってことを私は質問したわけでございます。まあ、わかりました、答弁は

いいです。

次に、私、松前町でとれるいい品物が、そんなに安定して、価格が安定して取り引きさ

れているっていうふうには、あまり思ってないんです、失礼ですけどもね。マグロは高い

時期もありましたけども、今はコロナ別にして、少し低迷してました。マグロの価値を上

げるために、銀座の久兵衛に漁業者が行って、そしてお墨付きをもらって、そしてマグロ

の価値を一気に上げたっていう時代もございます。そうでなく、地産地消だということな

んです。

私達の町でホッケのすり身やった時、水産課が取り組んで、そしてホッケのすり身をこ

こまで。ウニの瓶詰め、ここまでもってきました。いやあ、ホッケのすり身はやはりブラ

ンドですよ。やはり美味しいんです、はっきり言って美味しい。そして、加工屋さんがそ

れを地元でつくって地元で販売してました。それがずっといろんなところに波及していき

ました。ウニの瓶詰め、水産課も苦労したと思いますよ。今ほとんどの加工屋さんでウニ

の瓶詰めやってますよ。

ですから、そういうことがまだあるんでないかなあと思って。それで、いろんな町にリ

サーチに行きます。そうした時に、マグロのサクをつくりたいんだと。そして、去年マグ

ロのサクが不足してしまったと、売れて売れて。松前町がいろんなことで支援して、そう

したことの結果、やはり最高の人気だったということなんです。それで、ある方が私にう

ちの冷凍庫、漁協の冷凍庫改修して、マグロの急速冷凍かけてほしいと。そうして、それ

でサクをつくってほしいということ一つ。うちら、その１本冷凍してくれれば自分達がサ

クづくりをするよと。それで、急速冷凍の施設がどれぐらいかかるか、私計算してません

けれども、そういう思いのある業者さんも何軒かいました。ですから、マグロのサクをつ

くる、マグロを通年販売できる、そういう施策も考えてほしいなと。

その次に、マダラ。マダラが韓国で、例の原発の関係でああいうふうになって、韓国に

タラが売れなくなりましたよね、マダラが。そんな意味で、私はマダラのすり身を考えな
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いかなと。それで、最初の時は苦労すると思う。それで、あれだけ魚体が大きいし、中の

ものは中のもので販売して、やはりマダラのすり身っていうのも、やはりあれだけ揚がる

生産ですから、刺し網でも一本釣りでも揚がるんですから、価格の変動の少ないマダラは、

二次加工をもう少し取り組まないかなと思ったんです。答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町内で生産される水産物の二次加工等の取り組みについてというふ

うなお尋ねでございます。

現在、町内ではウニの塩水パック、更には瓶詰め、更にはホッケのすり身、お尋ねでご

ざいましたマグロのサクについても取り組んでいる業者がおります。それから、マダラに

ついてのご指摘がございました。

まず、マグロのサクについては、私と致しましては、松前町マグロの生産あるわけです

から、通年供給できるような体制づくりが必要だというふうには思っているところであり

ます。しかしながら、議員おっしゃるように急速冷凍にする、マイナス、まあワクチンじ

ゃないですけど、マイナス６０℃とかですね、そんな急速冷凍機があれば、もう２年もマ

グロ一本まんま入れても大丈夫だというふうな状況もあるような話も聞いておりますので、

できたら、そういう整備も検討する価値はあるというふうには、常日頃から職員と話をさ

せていただいているところであります。維持する経費、更には流通販売等々、いろんな課

題もあるんだろうなというふうに思っておりますけども、少し情報を収集してみたいなと

いうふうに思っております。

それから、マダラについては、本当に資源がありますので、また漁師の方が自家消費、

やっぱりマダラのすり身をつくって食べていることも聞いておりますので、資源はあるし、

製品化の可能性もある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) ホッケのすり身ですとかいろいろありますけども、去年、ちょっと

知り合いがホヤの袋詰めをつくって販売しました、ホヤです。ホヤが松前町にそんなに外

部に出さないで、ほとんど自家消費のような感じだと思ってます。外部にもいくらか出す

んでしょうけど、ほとんど箱売りで２千円ですとかね、２千なんぼとかっていう形で売っ

て、買いませんかとよく来ます。ホヤがむき身でパック詰めでした。ですから、漁業者で

も、そういうふうに取り組んでいる漁業者もいるんですから、そういうのを後押ししてあ

げるような施策も大事だなと思ってます。

ですから加工する場合、漁業者自らが加工する、そして価値が上がっていく。そして、

それを冷凍しておいたりする大きなものが、やはりどうしても必要になってきますんでね。

十分検討していただいて、補正でもいいですから、プランニングしたものを上げていただ

ければ、私はやはり松前の人達が地産地消でね。

それともう一つは、旅館でも、飲食店に行ってても、松前のマグロ食べられないんです

よ、なくて。大抵バチマグロが多いですよ。時期的に生産性が上がってる時は食べれます

よ、ほとんど今の時期いつも、去年私、今年か、１月からＧｏＴｏトラベルで何回か行っ

たんですけど、ほとんどマグロ食べれませんでした、食べたくても、違うマグロだったか

ら。そんな意味ではマグロを地産地消、地元に来たらマグロがあるんだという、やはり漁

船漁業でマグロを主体にしている人達のためには、叶えてあげてほしいなと思ってます。

その次に、最後ですけども、漁業従事者の人材、この間木古内町の、昨日もちょっとお

話した議員、ある議員がおりましたので。木古内町がコンブ養殖に特化した地域協力隊を

募集してました。松前町もそういうふうに漁業に特化した地域協力隊、畜産に特化した地
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域協力隊受け入れる考えがないかなと思って。そして、やはり最低限、昨日ちょっと下に

下がった時言ったんですけど、やはり今の畜産の研修生１６万かよ、ボーナスが出ても、

独身だったら食えるけど、国保税であり、町民税であり、介護保険料であり、社会保険払

ったら１０万、そして住宅料払ったら１０万残るかよと。

だから、そういうふうな部分を考えて地域協力隊のプラスアルファ支援しながら、やは

り今の世の中いろんな個性の人間が多いんです。テレワークで、ただテレワークするんで

なく、自分達が一番自分の性格にあったような、そしてこういうこと体験してみたいよう

な地域のテレワークで入っていくんですよ。そして、ラインで物事してますよ。ですから、

そういう個性の時代です。そういう人達が、よししたら３年間頑張って、そして俺は漁業

で自立していくんだと、松前町に定職して、奥さん迎えて子どもを育てるんだと。そうい

うシナリオができないかなと思ってるんです。そして、人口減は止めることはできないで

すけども、少しずつ少しずつ増えるような施策を、それと合わせて国の制度、道の制度を

活用して、そこのところで進めてみたらいいんでないかなあと思ったもんだから、考え方

ありますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) マグロのサクの関係でございます。先ほども申しましたけども、や

はり急速冷凍施設は必要だと、それがあれば通年供給できるんだということは間違いない

と思うんです。しかしながら、民間でそういうふうな施設を整備してくれるっていう方法

もあるだろうし、今現状でいくとやっぱり漁業協同組合が施設を構えるというふうなこと

になると、やっぱり漁業協同組合が建設となると、相当な財力も必要になるというふうな

こともあります。いずれに致しましても、建てた急速冷凍施設が誰が管理して、誰が維持

管理をするのかというふうなところも踏まえまして、課題は大きくあるんだろうなという

ふうに思っております。しかしながら、必要な施設だというふうな認識はしておりますの

で、いろんな情報をもらいながら、検討してみたいなというふうに思っております。

それから、木古内町の取り組みについてであります。水産業でないんですが、当町では

肉牛改良センターを直営で経営しております。全国にも例がないというふうな状況であり

まして、更に新規着業者の初期投資を軽減させるために、これから建築しますけども、賃

貸型の牛舎を建築して、利用してもらうというふうな取り組みもしているところでありま

す。そういうことをすることによって、新規着業、産業も発展できるし、人口も増えて、

少しでもいいから増えてくる可能性はあるんだなとういうふうに思っているところであり

ます。

お尋ねの木古内町での取り組みにつきましてはですね、いろいろ私どもも注目をしてい

るところであります。経過を注視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) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 問題であり、課題。問題っていうのは現状が厳しいよっていう課題、

それを整理するために、それに取り組むためにどんな課題があるのかっていうのを整理す

る、そして実行に移すということでございますけども、問題、課題のない施策なんてあり

得ません、全くないです、何ら。課題があるから取り組むんですよ、投資するんですよ。

組合に問題、課題があったから、組合に６千万補助するんですよ。組合が力がないから町

が応援したんでしょ。その考え方からいったら、組合に力がなかったら先行投資でしたら

いいんじゃないですか、町長。

検討します、考えますだったら駄目ですよ、時間がないですよ。何がないかと言うと、
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何でないかと言うと高齢化です、漁業者の高齢化です、後継者が産まれないことです。そ

して、生産性がないから、新しく自分達で投資しようとした時に、船も新しくできなかっ

た。カニをやってる人は投資しましたけど。

だから、町長だけが考えるんでない、いつも言ってますけど町長だけが考えることでは

ないですよ。担当者、職員みんなで、町ぐるみで取り組まなければならない。私は最後に

書いてるのは、町ぐるみで取り組まなければ漁業が再生しません。今遊漁の人達がマグロ

釣りにきてますよ、何本も持っていきますよ。私は遊漁の人達、遊びに来る人達に遊漁料

をとるんですよ、許可制です。お金１回１万だら１万、そして１本だら１本に限定する、

そして多く取ったら全て組合に出荷ですよ。手数料２、３０％とって、あと返してやった

らいいんでないですか。考え方っていうのは、考えれば考えるほどたくさん出てきますん

でね。やはり、遊漁の人達は自由にそのことはできますんでね、やはり規制が必要かなと

思ってました、いつも。

そんなことで、町長、ちょっと言葉が強かったかもしれませんけども、まず頑張って、

松前の漁師のためにいろんなことを考えてみてください。最後の答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にこう組合への体力強化というふうなお話をさせていただきま

したけども、いろんな経営する中で、漁業協同組合には規制がかかっている状況なんであ

ります。いろんな、今の組合の体力の範囲の中で、町と組合と連携していろんな振興策を

取り組んできているということは、ぜひご理解をし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。

今、議員から激励ともとれるお言葉いただきました。町の産業、水産業のためにこれか

らも頑張ってまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時０４分)

(再開 午前１１時１８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に、４番宮本理恵子君。

○４番(宮本理恵子君) 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種についてという表題で質

問させていただきます。

昨年より、新型コロナウイルス感染という言葉が世界中を駆け巡っております。以前と

は全く違った生活となっている現状で不安な日々を過ごしている時に、今救世主となるで

あろうワクチンが、ワクチンの接種が叫ばれております。その実施について、町長に問い

たいと思います。

ワクチン接種のシミュレーションの実施時期と、そこから見えてくる課題ということな

んですが、シミュレーションの実施はされたんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ワクチン接種のシミュレーションの実施時期と、それから見えてく

る課題というふうな一般質問を頂戴致しました。

シミュレーションにつきましては、２月の２６日に２会場、これは職員だけでの実施で

あります。それから、３月の５日は１会場。これは、職員と町内のノルディック同好会の

皆様方の協力、参加もいただきながら実施をしてきました。様々な来場者のパターンを想
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定しながら実施をしてみたところであります。結果と致しまして、実際に接種者をスムー

ズに流すために、想定以上の人員が、人の数が必要であるということ。更には、もし体調

不良者が発生した場合、迅速に対処するためには、医師と看護師が情報共有する体制を整

えておく必要があること等々、確認されたところであります。

また、プライバシーの配慮、それから物品の配置、接種者に渡す配布物の様式、連絡体

制など、細部にわたって担当部門ごとの改善点は、ある程度集約できたというふうに聞い

ているところであります。受診者がスムーズに接種を受けるために、今回確認された点を

改良しながら、実際の接種に向けての体制を整え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) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) テレビなどではですね、問診票って言うんですか、予診票って言

うんですか、それですごい時間がかかって、接種する時間そのものは短いんですけども、

問診票持ってきた方に内容を聞くとか、そういうふうに時間がかかって、例えば１日の予

定が２０人で済まそうとしている予定だったのが、結局時間もかかる、そういうことでお

医者さんとか看護師さんの方にも結局は迷惑かけてしまうみたいな状態で、予診票の在り

方も、問診票って言うんですか、そういう在り方をもうちょっと研究すべきでないかとか

っていう、もやってましたけど、今想定以上の人員がかかるって、１日何人くらいの方を

予定しているんでしょうか。それとも、平日なのか、土日なのか、その辺のところも教え

てください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) いろいろ、私も２回目のシミュレーションの時に会場に立ち会わせ

ていただいました。これは、会場は町民体育館、神明の町民体育館でやったんですが、本

当に密にならないようにっていうふうなことに配慮すると、広い場所が必要だなというふ

うなことを確認してきたところであります。

今、１日に何人程度の接種を予定しているのかというふうなお尋ねでございます。まず、

接種は平日を考えております。１日２００人を想定しているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(宮本理恵子君) 平日２００人って言いましたけど、そもそもワクチン接種が何日

に、何日って言うか、３月から医療従事者、一応４月から６５歳以上の高齢者っていうふ

うになってますけども、テレビとか新聞欄を見ると、何個って言うか何人分届くかは、以

前不明ということなんですよね。だから、あくまでも予定で１日２００人を予定している

っていうことで受けてよろしいでしょうか。

それから、２番目なんですけども、６５歳以上の高齢者が一度に受けられるだけの数量

が届くのか。また届かない場合、その時の優先順位などありましたら、お考えを聞きたい

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６５歳以上の高齢者が一度に受けられるだけの数量が届く

のか。また、届かない場合の優先順位はっていうふうなお尋ねでございます。ワクチンの

確保については、今議員ご指摘のように日々状況が変わってるような状況でございます。

それから、そういうことを受けましてワクチンの供給につきましては、現在は国が各都道

府県のワクチン配分量を決定し、北海道が各市町村の配分量を決定するために、松前町の

希望する高齢者全員が受けられる量が一度に届くかどうかは、全くわからない状況であり

ます。また、希望どおりにワクチンが届かなかった場合には、やっぱり年齢及びリスクの
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高い方からの接種をするというふうなことを想定をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 札幌市とかでも、やはり高齢者が結構いるんですけれども、届く

ワクチンが、例えば１００人分とか、そういうのしか入ってないと。そして、そのワクチ

ンの届くのが、結局感染者が多い地域に先に配布、配布って言うか送付っていうことを聞

いてるんですけども、松前町の場合、今までっていうか感染者、この１週間のうちでもや

っぱり渡島管内ゼロになってるのが多いんですよね。その中で、大体いつ頃から接種でき

るものか、わかってる範囲内でよろしいですので、教えていただければと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) いろいろ想定しながら、タイムスケジュールは立てているところで

ありますけども、現状でいくと、なかなかいつになったら接種できるかというふうなこと

は、まだ話できない状況になるんだろうなというふうに思っております。日々の、国の方

から流れてくる情報をきちんとキャッチしてまいりたいと、おさえてまいりたいというふ

うに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ４番福原君。宮本君。失礼しました。

○４番(宮本理恵子君) 一応、最初に医師と医療従事者の方、６５歳以上の高齢者、基礎

疾患の有するもの、高齢者施設らの従事者、次、６０歳から６４歳、そして、最後が１か

ら５以外の人となってますけど、例えば基礎疾患の方とかっていうのは、本人が例えばわ

からないで、自分がどういう病気持ってるかわからない方の場合とかは、例えばかかりつ

け医の証明がいるとか、そういうことは必要なんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 調べてなくて申し訳ございません、今課長から聞きましたけども、

あくまでも本人からの申告になるというふうなことであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 今朝の道新の読者の声なんですけども、一応若い人方が６番で、

１から５以外の人が最後って言うんですけども、今朝の道新の読者の声です。高齢者より

も若者優先に接種してもらいたいと。松前町の現状を考えた場合、高齢者っていうのは、

私も一応高齢者の中に入るんですけども、ある程度こういうふうになると家にいる方が多

い、施設にいる方が多い、入院してる方が多い。またコロナになると家から出ようとしな

い、そういう方々の中で、やはり若い方は仕事の関係上、またいろんなことで外を出たり、

それこそ出張とかって他町村に行ったりする場合もあると思いますので、多分この方は８

８歳の方なんですけども、自分方は戦争を経験してきて、食べ物もなく苦しい思いした、

それでも戦後は少しずつよくなり、楽しい思いもしたし、美味しいものもいただきました。

それなりに人生を享受してきました。若い人がいち早くワクチンを接種して、元気に行動

できれば社会も再び繁栄し、みんなが幸せに暮らせるようになると思うのです。それで、

若い人を優先してもらいたいと。自分方は後でいいっていうことなんでしょうけども、す

ごく胸に刺さりましたので、そういう考えも有りだなと。私もそう思っております。今現

在自分はワクチンを必要とは思ってますけども、やはり若い方々が優先にすべきじゃない

かと。

それと、６５歳以上の高齢者の次が、次の次、４番目ですけども、高齢者施設らの従事

者に一応松前町で４番目に入ってるんですけど、施設の従事者の方々、これ私は優先にす

べきでないかなと思うんですよね。施設に入ってる高齢者の方はその施設から動きません

けど、やはり従事者の方々は、出入りがすごく激しいと思うので、そういう面で優先させ
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るべきでないかなと思っております。一応、私の意見ですけども。

それで、例えば、次なんですけど、接種会場、今のところ総合センターと江良地区のパ

ートナーシップランドとなってますけど、例えば町内会館、真ん中でやるったら小島地区

なんですけども、そこがすぽっと空いてるって言うか。例えば町内会館単位とか、学校単

位とか、先ほど平日を利用してるっていうお返事でしたので、接種日は平日を利用してる

っていうお返事でしたので学校は無理かなと思いますけども、結局心配してるの、バスで

送り迎えしますよということなんですけども、ちょっと例えば寝たきりとか、足の悪い人

とか、そういう方々のために、新聞で見ると自宅にね、先生が行って自宅で接種しますよ

ということなんですけども、松前町はそれができるのかどうか、その辺のところも伺いた

いと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の高齢者が若者に譲るというふうなお話をされてました。現

実言いますと、高齢者を優先しなさいというのは国からの指示なんでありますので、ぜひ

ご理解をいただきたいなというふうに思ってます。

それから、接種会場についてであります。松前町と致しましては、ワクチンを無駄にし

ないためにも、また短時間で多数の接種を行わなければならないこと。更には、感染予防

や送迎バスの運行、受付時間帯等々、様々な条件を検討してきたところであります。結果

として、密にならない場所の選定などもありまして、総合センター、体育館とパートナー

シップランドの２箇所としたところであります。

学校についても、正直検討はさせていただきました。しかしながら、授業時間や生徒の

安全性の確保などから調整が大変難しかったというふうなことは、ご理解いただきたいな

あというふうに思っているところであります。

それから、会場にいけない人の対応でございますけど、訪問診療を現在利用している方

につきましては、医師の訪問診療時に接種できるように、できるように現在町立病院と調

整中であります。病院と致しましては、前向きに検討させてくださいというふうな状況で

あります。

その他、送迎バスの利用が困難な身体の状態の方などの対応につきましては、送迎方法

等について、どうして送迎して接種していただくかについては、今現在検討をしていると

いうところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) それで、例えば町長もちょっとお話ありましたけど、そこの会場

に行く、そして例えば希望してきた、希望した方が当日都合で来られないとかいうふうな

方がいると思うんです。その場合のキャンセル時の無駄をなくするために、どういうふう

な方法を考えてらっしゃいますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ワクチンの有効な活用方法というふうなお尋ねだったと思います。

本当にワクチンは無駄にできません。無駄にしない対策につきましては、私どもは会場内

に予備に予備人員を配置する、更には、会場内にいる高齢者以外の者に接種するなどの方

法を現在検討しているところであります。いずれに致しましても、ワクチンは無駄にしな

い対策を講じてまいりたいというふうに考えております。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 今、キャンセルの、接種の無駄にしないために、例えば会場内に

付き添われて来た方にも打つ可能性もある、その付き添われて来た方が、例えば６５歳以
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下であっても、そういうふうに接種するということでよろしいんですね。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在は、そういう考えでおります。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 最後になりますけども、ワクチン接種推奨のために、他の町村と

か自治体で、一緒ですね、他の自治体などでは、例えば地元の商店街を潤すために商品券

配布とか、飲み物をサービスとかいうことを考えているみたいです、１人でも多くワクチ

ン接種してもらいたいということで。それで、松前町は何か考えていることがありますで

しょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご指摘のように、他の町ではワクチンを接種していただくため

にいろんな対策を講じているというふうなお話は聞いているところであります。町と致し

ましては、新型コロナワクチンの接種につきまして、町民がリスクとベネフィット、これ

は利益を総合的に勘案して接種の判断ができるように、予防接種の有効性及び安全性、副

反応のリスク等の情報を踏まえまして、最終的には個人の判断で接種されるものというふ

うに思っております。

町と致しましては、町広報等で必要な情報提供を行い、１６歳以上の方全員に接種券と

ともに個別の案内を送りまして、接種の勧奨を行いたいというふうに思っております。

また、町民からの接種に関する相談の窓口も体制を整える予定であります。従いまして、

議員お尋ねの、特に商品券交付するとか、そういうふうな方策は考えていないところであ

ります。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 最後になりますが、例えば後遺症って言うか、ワクチンで具合悪

くなった方とかの入院とかそういうふうになった場合で、ワクチン接種は無料なんですけ

ども、そういう場合は個人負担でしょうか。入院しても、例えば注射の後、それが結果的

にワクチンを打ってから例えば具合悪くなったとか、そういう場合は。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在、接種会場で副反応が出るような状況、救急でっていうふうな

状況になると、やっぱり公費負担になるんだというふうに聞いているところであります。

副反応に対する保障は公費負担だというふうに考えてください。

それから、町内、私どもでは会場、今消防の方にいろいろお願いもしております。接種

会場に副反応が出るような状況も想定されますので、できれば救急救命士の方を、消防の

配置していただけるかどうかっていうことも、町民の皆さんが安心感を持って接種できる

ような体制づくりも今検討をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) ありがとうございます。これで終わりたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) なぜ、こういうタイミングで町立病院の一般質問に至ったか。この

件に関しましては、昨日の町政執行方針の段階で申し述べさせていただきました。非常に

町長の執行方針の町立病院に対する考え方が、私から見ればね、町民に不安と心配を与え

ないような、与えないような非常にやわらかい形で表現されてて。

しかしながら、先日広報に一緒に配布された外来診療体制の中身を見た時に、極めて病

院の状況は厳しいと。だから、町長が表現されてるようなやわらかい表現で、もし本当に
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町長がそういうふうにね、病院の状態に危機感を感じてないとしたら大変だなと思ってね、

私自身はこんなタイミングで病院の中身を明らかにして、願えるならば町民に不安と心配

を与えない、そういう町の取り組みだとか、あるいは病院のこれからだとか、そういう表

現をしたいなと。そういう願いを持って、私今回やっております。

自分自身のね、この通告文面も、そういう町長の配慮を私なりに受け止めて、あまり危

機感を感じないようなやわらかい表現さしていただきました。しかし、現状は町長厳しい

ですよね。そういう観点から、一番最初にね、病院のお医者さんの体制がね、どのように

町民は受け止めているのか。現実はどうなのかという点から、まずお尋ねしていきたいな

と。

一つ一つ、外来診療の中身は書いてあるとおり、八木田先生、保脇先生、八木田先生、

保脇先生、八木田先生、そして中川先生、山本先生、山本先生、山本先生、中川先生と。

こういうような体制で取り組んで、結果的には午後からの診療は中止せざるを得ないと、

こういう中身でございます。

そういう中身を考えますとね、予算書、病院の関係見ますと、医師体制は６名になって

んですよ。その辺のね、違いは、現実はどうなのかという説明をまずいただきたいなと思

います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院について、質問をいただきました。常日頃、院長、更には管理

者とお話をする際には、本当にマンパワー不足が解消できない状況がずっと続いていると

いうふうなところで、大変苦慮をしているところであります。医師並びに医療スタッフの

現状については、大変厳しい状況にあるんだなというふうに、私も認識しているところで

あります。

今議員おっしゃるように、４月からの外来の診療体制につきましては、３月の町広報に

入れさせていただきました。それで、執行方針、更には予算書とのタイムラグにつきまし

ては、やっぱり２月の２５日の病院の運営協議会での開催、更には予算編成の過程の中で

少しのタイムラグを、ぜひご理解いただきたいなあというふうに思っております。予算書

につきましては、医師６人体制というふうな表示になってますけども、外来の体制とは違

うような状況もあるとも、ご理解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。

いずれに致しましても、大変な状況になってきている、このマンパワー不足を４月の診

療体制、外来の、本当に苦渋の決断と言いますか、管理者と病院長が決断してくれたとい

うふうなことだったというふうに思っております。

更にはワクチンの接種についても、病院として大きな課題になるわけでありますので、

その辺の想定もしながら、病院としては外来の診療体制は可能であるというふうな判断を

したところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 現実、厳しさ十分伝わってくるわけですけども、ならこれからどう

するって話なりますよね、町長ね。このまま黙って見てるわけにいかないと、何としても

医師の体制は少しでもいい方向に持って行かないといけないと。これはもう松前に限らず、

公立病院、あるいはいろんな病院では、大きな課題の一つになってます。

現実見ますとね、やっぱり医師の確保は簡単でないですよね。ずっと振り返ってみます

と、過去にはね、医大だとか医局に行って、毎度お願いして何としても医師の派遣ってい

うものは、そりゃあ簡単ではないけれども可能性はあったと。しかし、今の医局の体制っ
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てのは、まるっきり変わってますよね。

ですから、今言ったように、お医者さん大変だから何とかお願いしてくださいっていう

形を、医局にお願いしてできる形ではないと。これは、いわゆる臨床研修制の変化によっ

て、医局の対応は全く昔と変わった、極端に言えば対応力がないと。例えば研修医の派遣

一つ考えたって、医局の力ではどうにもならないような状態。

ですから、これからこの医師の確保についてどう臨むかということになればね、まず一

番始めに考えられるのは、管理者なり、院長なり、そういう立場の人方のいわゆる人脈っ

て言うんですかね、そういうものを頼りにすると。それから更に加えるならば、町長とし

てできる範囲は何かってことを考えた時にね、医局に行ってもどうにもならないけれども、

北海道の医療をいろいろ考えている部署がありますね。今、何て言いますか、保健福祉部

って言いますか、そちらにおそらく町長は行って、松前病院の現状を訴えて、そして何と

か力を貸してくださいという形は、おそらくとられているだろうと。

だから、そういう形で考えていけばね、いつの日か今の状態から脱却する日が来るのか

なという期待は、少しは持ってんですよ。町長、その辺の感触って言うか、相手の状況っ

てのはどうなんですかね。こういう日本のね、医療体制からいけば極めて厳しいことは理

解できますけれども、感ずるところ、あるいは思っているところを伝えていただけません

か。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町長として、医師確保、マンパワー不足に対してどういう取り組み

をしてるのかというふうに受け止めました。私、実は北海道国保連合会の理事もさせてい

ただいております。国保連合会ですから、医師の確保、それから看護師の確保、更には保

健師の確保等々、いろいろ席上で要請は、どこの町も一緒なんですよ、人材が足りないと

いうふうなことを病院の町立、公立の病院持ってる自治体は同じ共通の悩みを持ってます

ので、本当に要請はしている、国の方にも要請活動には参加させていただいております。

それから、北海道保健福祉部であります。医師対策、医師確保課長さんがですね、実は

松前に縁のある方でありまして、いろんな情報をもらいながらお願いはしております。札

幌に、道庁に行った時は、努めて保健福祉部にも顔出すようなことはしてきていることは

ご理解いただきたいなというふうに思っております。

町長として、どういう感触を持ってるかというふうなお尋ねでございます。昨日も答弁

させていただきました、山本管理者の医療に対する思い、更には八木田院長の医療に対す

る思い。本当に管理者、院長の求める医師の姿っていうのは、やっぱり総合診療医なんで

あります。更に、若くて教育にも思いのある人であるということが、管理者と院長の共通

している思いだというふうに私は捉えております。従いまして、医師であれば誰でもいい

ということではない。これもかなりハードルの高いものなんであります。総合診療医の数

が少ないということもあるんでしょうけども、そういうふうな状況であります。

そういう状況下の中で病院のホームページはじめ、医師求人ウェブサイトにも掲載しな

がら募集をしているところでございます。先ほども申しましたけども、北海道、更には北

海道医師会などにも働きかけをしているところでありますが、まだまだお答えできるよう

なところまでは来てないというのが状況であります。しかしながら、やっぱり管理者の人

脈、更には八木田院長を慕う若い先生方、ぜひ１人でも２人でも来ていただけるように、

一緒に医師の確保できるように。更には、看護師の確保できるように一緒に取り組んでま

いりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。
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○９番(梶谷康介君) 松前町で求めるお医者さんが、若くて意欲があって、極めてハード

ルの高い条件だとすればね、ますますもってこれは求めることは難しいのかなと、そう思

います。

町長、どうなんですか、そういうね、病院として求めてる人材が極めて高いとすればね、

それもまた頻度としてはなかなか難しいっていう考え方は、誰でもわかることなんですけ

ども、しかもこの窮状を打破するためには、ハードルを下げてももし可能性があるならば

お医者さんをっていう考え方は、病院側にはないんですか。町長は、場合によってはね、

多少ハードル下げてもこの窮状を打破するためには何とかっていう考え方、私はどっかに

あると思うんですよ、全くないと思います。私自身だって、この状況を打破するためには、

ちょっと生意気な言い方かもしれませんけどね、ハードルを下げてもお医者さんを確保す

ることが、この状態を少しでも打破することになるんでないかなっていう考え方持ってん

ですけど。管理者にしても、院長先生にしても、その辺はなかなか妥協できないような状

況なんですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に医療現場の状況はつぶさに把握してございませんけども、私、

技術者でないもんですから。ただ、先ほどおっしゃるように、すごくハードルの高い部分

があると。しかしながら、並行して病院の経営を考えて行くっていうふうなことも大事で

しょうから、そこの部分につきましては、私とすればそういう時期が来るんだろうなとい

うふうに思っております。経営をどうするのかですね、そういうふうな時期は来るんだろ

うなというふうに思っております。しかしながら、今の現状は、先ほども申したように誰

でもいいと言うふうな状況ではないということは、ぜひご理解し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。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時５７分)

(再開 午後 ０時５８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 午前中に続きまして、一般質問続けたいと思います。

お医者さんの求め方でね、前段少し過去の状況、そして現状含めて話させていただいま

したけれども、やっぱり病院を預かってる管理者なり、院長先生がそういう高いハードル

を掲げながら求めているは、それはそれとして頑張っていただくしかないのかなと私は思

います。

ただ、町長に期待することがあるんですよ。というのはね、やっぱり過去においてもそ

うだったんですけども、医師を確保するために医局参りってのはしましたよね。大学に行

って何としても医師の派遣をお願いしたい、やっぱり足なんですよ。５度来る者、１０度

来る者、その回数によっていわゆる医局を預かってる医局長も、その上にいるプロフェッ

サー、いわゆる教授のね、教授の力で医師の派遣ってのは過去にもありました。だからそ

れを今考えますと、やっぱり可能性のあるのは保健福祉部かなと。

ですから、あすこでは地域枠っての持ってるでしょ、地域枠ね。だから、松前にもかつ

て黒田先生でしたよね、この地域割りで平成３０年かな、松前に来てくださった先生。そ
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の先生は、松前にまだいてもいい、あるいはこれからも縁あってもいいっていうような話

もしてたしね。

それから更に、これ飛び飛びの話になりますけれども、福祉部、保健福祉部の松前病院

に対する見方、極めて高いですよね、評価は高いです。例えば研修センターの話であって

も、それからプライマリーケアの話であっても。そして、１０年、１１年かな、結果的に

１１年で黒字決算続けてきたって。いろんなものを考えていくと、松前病院に対する評価

は高い。それを使えないかなっていう気はするんですよ。それだけ評価してくれるんだっ

たら、もっともっと力貸してください、もっといい形にするんだから。例えば研修センタ

ーにしたって、今のような形から更にグレードアップ、スキルアップって言うかね、そう

いう形にしたいし、何としても北海道全体の医師の確保っていう面から考えたって、松前

の病院はある意味ではモデルになるような形にっていう話でもね、していくと展開もまた

開けるんじゃないかなと。

ましてや、口ではっきりね、松前の病院に対する評価をしてくれてるんだから、そこは

３回のもの５回行ったりしてさ。どんどんどんどん、町長の力で、あるいは場合によって

は心くすぐってね、そして何としても松前に道が一番手っ取り早い、表現悪いですけどね、

やり方としては地域枠っての持ってるんですから。そうしたものを松前に向けてもらえな

いのかなという、これ淡い期待でね、私申し上げてるんです。やっぱりそれは町長の力を

信じて、期待しながら頑張ってもらうしかないのかなと。こんな気持ちでおりますけれど

も、町長いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に今議員おっしゃるように、松前病院につきましては北海道に

おいても大変優秀に位置付けは、高い位置付けで評価されていることは事実だというふう

に私も認識しているところであります。

２年度はいろいろ、毎年医大、そして保健福祉部、北海道医師会に院長と管理者と表敬

訪問させていただいて、要請活動して来たところでありますけど、２年度においてはご覧

のようにコロナ禍というふうなところで、この要請活動もしてない状況であります。今般

はコロナの状況を見ながら、３年度については早い時期に管理者と院長と札幌に行く、要

請に行く話は現在進めているところでありますので、これは実現させていきたいなという

ふうに思っております。

それから、お尋ねの、本当に松前病院の道南の位置付けはモデルになるようにというふ

うなことでは、保健福祉部の方には行って言って来ている、お話をしてきているところで

ありますが、やっぱり松前と双璧って言うんですか、道南の拠点病院としては江差、道立

江差病院があるんですよ。それがちょっとこう、北海道の出先でありますので、そういう

部分ではちょっと松前の特長が上手く利用できるような状況にありながら、その段階に行

けないっていうもどかしさもあるの事実なんですね。ですから、それはぜひ理解していた

だきたいと思います。

今般、森町で町長さん変わりましたけども、前の梶谷町長さんは今の札幌医大病院の院

長先生と函館ラ・サール高校の時の同級生なんですね。それで、たまたま札幌で梶谷町長

と一緒になりまして、町長朝早いんだけど、９時になったら医大に一緒に行きませんかっ

ていう誘いをいただきました。そして、行ってきました、梶谷町長と。院長と話をさせて

いただいて、松前病院も大変苦労しましたねっていうふうな話はいただいておりまして、

それで何とか医師の確保に向けてのお願いもいろいろしてきているところでありますし、

情報ももらえるようにしてきて、お願いしてきたんですが、たまたま今回梶谷さんが退任
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されたというふうな状況もありまして、しかしながら梶谷町長がつくってくれた人脈って

いうものをきちんと考えながら、医大に行ったら顔出せる予定だったんですが、２年度は

できなかったというふうなこと。３年度はぜひ実施してみたいなというふうに思って、今

調整していますので、ご理解をしていただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) どうしても、こういう状態を何とかして打破して行かなければいけ

ないとすればね、それこそあの手この手考えますよね。その中の一つにね、人間の関わり

ってのあるでしょう、いわゆる縁、縁（えにし）って言うかね。そういうものもやっぱり

大事にして。歴代の松前病院に関わった先生方ってのは、これ名簿ありますよ、現在どう

いう形でどういう位置にいるかっていうのもわかります。

それから、更に今の臨床研修制を利用して、制度を利用して松前で育って行った先生方

います。先ほど言いましたような、黒田先生はここで育つよりも、向こうから派遣された

先生ですけれども。そういう先生方もいますよね。だから、今の保脇先生もそうかな、確

か松前で育った先生かなと。そういう先生方も未だにまだまだ活躍してる先生いっぱいい

ますから、そういう先生方も頼っていって、何とかお願いするっていう手もあるんじゃな

いかなと思いますがね。

噂に聞いてる限りでは、極最近では女の曳田先生っていましたよね。あの先生も確かア

メリカから間もなく帰ってくるとかって言ってましたから、当然松前に、じゃなくって日

本に落ち着くだろうから、その際どうなのかなっていう、ある種の期待も持ったりして。

あの先生、間違いなく松前で育った先生ですからね。そういうことも、こういろいろやっ

ぱりワラをもつかむ状態なんですから、可能性があるんであればね、やっぱり努力として

当然やらなければいけないのかなと思ってます。

おそらく病院に行ったら、今言ったような歴代の関係した先生方の名簿ありますよ。だ

から、そういうものも利用しながら、本当に町長に頑張ってもらうしかないのかなという、

ちょっと負担をかけすぎてるようで申し訳ないですけども、やっぱりこういう状態ですか

ら、何とかしてほしいっていう願いもあります。

それから、あと一つはね、きちっとした常勤の先生方の体制づくりはもちろん基本です

けれども、しかしながら、こういう状態で午後の休診あったり、更には今は大体病院は７

５％、ベッドの稼働率７５％ぐらいですよね。そういう入院患者に対する先生方の対応だ

って３人でやってるでしょ、１人２２、これ平均ですけどね。八木田先生なんかもっとも

っと多くの患者さんを診てくださってますから、そういうものの負担も軽くする手立ても

ね、考えていかなければいけない。例えば、研修医の応援をいただくとか、そういうもの

もやっぱり完全な形にしていくまでのつなぎとしては、やりくりをしなければいけないん

でないか。

特に私この、話飛び飛びになって申し訳ないんですけどもね、最終的にはこの病院の経

営の話にまでなるけど、この７５％のベッドの稼働率っていうのは、極めて大事だと私思

ってんですよ。ですから、それを維持していくことによって、病院の経営にも比較的安定

性をそこに生み出すってことから考えればね、やっぱり先生方の負担が今のままであれば、

いずれかの機会にありましたようにね、入院患者が、これは表現適切でないかもしれませ

んけど、スタッフの対応の姿が不十分だということで、私なりに受け止めるのはね、入院

制限をしたんでないのかなっていう状態まであるんですから。そういうことだってあっち

ゃいけないと思いますしね、これは病院の経営のサイドから見たって、入院の制限なんて

あっちゃいけないし、そういうものを含めたら、今の医師の体制ってのは、いろいろ言い
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ましたけれども、町長頑張ってもらうしかないんですけどもね、気持ち聞かせてください

よ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご指摘のように、かつて町立松前病院で勤務された方、医師の

動向につきましては、院長はきちんとおさえているようであります。私も今の曳田医師の

情報につきましては、お聞きをしているところであります、実現してほしいなというふう

に思っているところであります。院長は院長でいろんなネットワークも持ってますので、

お話を聞きながら進めてまいりたい。

それと、今般この２月に私も北海道医療対策協議会の構成員にさせていただきました。

先般初めて北海道医療対策協議会の医師確保分会に所属させていただきまして、リモート

で会議を役場の町長室でやったんですが、構成員は、北海道が主催ですので北海道保健福

祉部なんですが、札幌医大、北大、更には旭川医大の学長さん方とか、北海道医師会の会

長さんとかが構成員でありまして、その中で、今に正しく地域枠の２年度はどこの病院に

どこの大学から行ったというふうな状況の、なかなか手に入らない資料ももらえましたの

で、それは院長、病院の方と共有しながら情報をキャッチできる一つの手立てもできまし

たので、ですから、それは有効に利用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、病院、医師の確保大変な状況を迎える状況なりますけども、し

っかりと連携しながら医師の確保に向けて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) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長今のね、地域枠の話なんですけども、北海道としては、道全体

を考えながら当然やられてると思います。だがしかしですよ、この際地域エゴを発揮して

さ、地域エゴを発揮して、前段で言いましたように、まあ、謹んで言わないといけないん

だけど、この際他の人どうでもいい。ちょっと言い過ぎだけどもね、松前のことの状態を

打破するためには、何としても松前にっていうこの働きかけってのはね、町長、場合によ

っては恨まれるかもしらんけどもね、そのぐらいの熱意で頑張っていただきたいなと思い

ます。

お医者さんの確保については、なかなか簡単にね、ここで結論出せる問題でないし、い

い方向が見つけ出すこともできないけれども、今まで行ってきたいろんなものを整理して、

管理者のできる範囲、あるいは院長先生方に頑張ってもらうところ、あるいは町長でなけ

ればできない部分、合わせてやらなければいけない部分、それからもしできるならば、我

々議会だって、あるいは地域だってやらなければいけない部分ってのは当然出てくると思

いますんでね。そうしたものを含めて、何としてもね、厳しい状態ですけれども、町民の

皆さんに対しては、町立松前病院は心配も、あるいは不安も与えないで済むことならば済

ませたいし、もし、それが簡単にできないとすれば、それを取り除くために、これだけみ

んなで頑張っているんだよっていうものを、やっぱり示していかんといけないんでないで

すか。

医師の確保に関しては、この程度に留めます。次の病院改築へ向けての現状と課題、過

ぎた３定だったと思います、私の記憶の中では。その時点での改築の話をさせていただき

ました、一般質問でね。そう言いながら、あの時点では今言ったような考え方で改築に取

り組むべきじゃないのか、取り組むためには何が課題なのか、今どういう状態にあるかっ

ていう話させてもらいましたけどね。正直言ってね、私ここに２番目として、病院改築へ

向けての現状と課題というものを挙げてみたものの、その前にやらなかければいけないこ

とがね、前段で言いましたように医師確保、体制づくりかなと思ってますんで、この２番
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目の項は、挙げましたけど私パスしますんで。いずれまたそういう課題に取り組む場面が

来るかなと思いますんで、これはパスします。

それから、３番目のね、この３年度のこれから予算委員会もあって、いろいろ議論があ

るわけですけれども、いただいた予算書を見る限りではね、非常に経営に不安を感じてま

す、正直言って。ただ、病院のこの企業会計の性格上、当初から歳入見込みのできないも

のもありますから、そういう中で予算書をつくるとすれば、赤字もやむを得ないのなかな

と、予算書としては赤字もやむを得ないのかなと。そういう見方はしてますけれども、そ

れにしてもちょっと幅が大きいんだよね。

だから、こういう、いわゆる医業収益でね、収支バランスなんて、これは不可能なんで

す。医業収益と医業費用と、それだけで病院のバランスをとるなんて、私は不可能だと思

っています。そのためにどうするかって言ったら、やっぱり国の制度を利用したり、ある

いはもっと町長の思いがそこにあって、今までのようにね、年間３千万なら３千万、病院

維持するために町はこれだけ出しますから、頑張ってくださいよというような形のものは

当然、私はこういう予算であればあるほどやらなければいけないことかなと思ってますけ

れども、町長の考え方で、この３年度に関して、あるいはそれから以降に関してね、自分

は病院を維持していくためにどんな考え方を持っているか。繰り出しは年間これぐらい考

えてます、その根拠はこうですよっていうものがありましたら、披瀝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) ３年度の病院事業会計の予算であります。ご指摘のとおりでありま

して、予算の編成の大原則であります、歳入は過大見積もりしない、更には支出は、歳出

は少し余裕もつような状況でというふうなことを考えると、予算の組み方はいろいろ手法

があったんだろうなというふうに思っております。しかしながら、２年度のコロナ禍の状

況などを考慮しますと、やっぱり最悪の、事務方と、病院の局長といろいろ話をさせてい

ただいて、原則に戻って、歳入は過大見積もりしない、かかるものは少し余裕を持つとい

うふうな結果が、こういうふうな予算の編成になったところでありますので、ぜひご理解

いただきたいなと。

ただ、状況は変わって行くというふうに思っております。院長ともお話をさせていただ

いておりますけど、４月からは４人体制だというふうなことも考えると、医業収益も上げ

れない状況もぜひ理解していただきたいなと思っておりますけども、これから補正予算を

重ねながら、この赤字の幅を狭めていけるような状況は、ある程度見通しが立てるという

ふうに思っておりますので、ぜひご理解いただいたいなと思っています。

それから、政策的な予算でありまして、２期目に、病院の方に３千万某の補助をして運

営をしてきたところであります。３期目に入りましても、管理者と院長からはぜひ引き続

きというふうな話はされておりますけども、我々一般会計の財政事情もございます。その

状況、状況下において、きちんと支援できるものは支援していくことは、自分の政策的に

は考えているところでありますが、どれくらいの規模でどうのこうのっていう議論につき

ましては、もう少し時間をいただきたいなというふうに思っております。

思いとすれば、院長の思いも管理者の思いも少しでも応えてあげたいなというふうな思

いはありますので、理解していただきたい。３年度の予算につきましては、そういう内容

もご理解いただきたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、大変恐縮です。私年のせいなのか、ちょっと聞きにくいんだ
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よね。ですから、端的に言います、お尋ねします。繰り出しは考えていますか、考えてい

るとすればどれぐらいの額を考えていますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ルールで、当然ルール分は出さないといけないなと思っております。

しかしながら今、２年度においては３千万くらいは出すことに、補正予算で出てくると思

いますけども、そういう思いでおりますし、来年の３年度の決算の状況みながら、一般会

計の財政状況も見ながら判断をさせていただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) まあ、いいでしょう。４番目に移します。

病院現場とね、町長との連携という見出しで質問させていただいております。町長は常

日頃、やっぱり松前病院をいい形で維持していくためには、ドクター始めスタッフの人方

が快適に仕事ができるような環境整備をしたいとか。あるいは意志を、意志っていうのは

心の方のね、意思の疎通を図りながらそういう面に臨んでいくっていうお話、何度か私聞

いておりますけれども、どうですか、実際に今のね、管理者なり、あるいは院長先生なり

との松前の医療現場と、そして担当されてる管理者、あるいは院長先生方の気持ちとして

は、例えば町にもう少しこうしてやっていただきたいとか、こういう面で考えてもらえな

いかなみたいな話ってのは、されてるんですか。

その辺は、もしどれぐらいの交流があってどんな話っていうのは、差し支えない範囲内

でお話できませんか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 常に病院に行けるような、私の状況でもありませんので、機会ごと

に、チャンスがあるたびに病院は訪問しているような状況でございまして、ただやっぱり

情報は共有しなければなりませんので、さっきも言いましたけども、今回北海道医療対策

協議会の委員になったということも含めまして、持てる情報はどんどん伝えたいなあとい

うふうに思っております。

それと、今般コロナのワクチンの関係で、接種の関係で松前町の方にそのワクチン接種

のための国からの交付金がありました。いろいろ感染、接種するのに使ってくださいとい

うふうなことなんですが、その部分につきましても、病院も大変な状況でありますので、

管理者、病院で院長、病院で必要とする物、物品、対策については優先的にやれるような

状況もつくっていることは、ご理解いただいたいなというふうに思っております。今は少

しでもいい環境で医療に従事していただきたいというふうな思いがありますので、そうい

うふうな情報のやりとりは事務局長通してさせていただいてるということは、ご理解いた

だいたいなというふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 現状は、決して平常な状態でないですよね、医療現場はね。このコ

ロナワクチンのお話、宮本議員も前段でお話してありましたけれども、そういう状況を考

えたって、普段のこれから松前病院をどうするっていう話以前に、今のこの状態をいかに

して切り抜けるかっていう話の方が、私は当然大事な場面だというふうに認識しておりま

す。

それだって、おそらく町長はじめ関係者の人方と、病院スタッフの中で宮本さんに答弁

あったような形でね、いろんな連携とりながらやってると思いますけれども、それは当面

何としてもこの状態を切り抜けていくために必要な状況ですから、それを言っているんじ

ゃないんです、私はね。常日頃病院の在り方で、やっぱり今の管理者、院長先生、更には
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できるならばスタッフの皆さんとね、場合によっては意見交換したり、町長として何をや

らなければいけないのかなというような話などをされているかどうかということの心配な

んですよね。

やっぱり何と言ったって、町長が医療の果てまでね、全部全て対応できるわけじゃない

んですから、そういう立場の人方のできるだけの力を借りながら、この町政全般を考えて

いかなければいけないことを考えればね、今言ったような連携プレーってのは、病院に限

らず、私は必要だと思っていますんで、特に病院に関してはそういう特殊っていう表現が

適切でないかもしれませんけれども、なかなか難しい場面ですから、頑張っていただくし

かないのかなと。

病院のスタッフにしたって、町長のところに出向いてね、話のできるような局面っての

は早々あるわけじゃないし、だとすれば、町長だってもちろん忙しいから、全般を見る立

場からすれば、病院だけでって話にはならないから、なかなか機会をつくるのは難しいか

もしれませんけれども、これからの松前病院、あるいは松前の医療を考えた場合には、何

としても避けられない状況であるということを認識して、町長の考え方を聞かせていただ

いて、それから今後に向ける決意を、合わせて聞かせていただきたいなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、町民の命と健康を預かる大事な町立病院であります。本当

に道南の特徴のある病院でありますから、大事にしてまいりたいというふうに思っており

ますし、町民の皆さんの不安にならないように、不安にならないような体制づくりに留意

して頑張りたいというふうに思っております。

信頼関係は、連携を強化するというふうに常日頃考えているところでありますので、そ

ういう方向で、これからも進めてまいりたいというふうに思っております。今般は、本当

に何回か管理者、院長とお会いしましたけども、ワクチンの接種で大変緊張感を持ってお

りまして、初めて取り組む状況もあるんでしょうけども、その緊張感を持った中できちん

と対応していただいてくれています。訪問診療もやっていただけるというふうなことも、

前向きに考えていただいておりますので、そのことは十分大事にしてまいりたいなという

ふうに思っております。頑張ってワクチンの接種、乗り切っていただきたいなあというふ

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) いろいろとお話させていただきました。ある意味では、町長に相当

プレッシャーになる部分もあったかもしれません。また、重荷を背負わせたことになりか

ねないような発言もあったかもしれません。いずれにしましても、今の松前病院の状態が、

決してこのままではないと、町民の心配と不安を何としても早い時期にぬぐい去るように

努力する姿がね、みんなに伝わってくれればいいなと思ってます。あんまりプレッシャー

に感じないで頑張ってください、健康に気をつけて頑張ってください。ありがとうござい

ました、終わります。

○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 １時３２分)

(再開 午後 １時４９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。
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◎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、そのように決定致しました。

◎議案第８号 令和２年度松前町一般会計補正予算(第１０回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第８号、令和２年度松前町一般会計補正予算（第１

０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８号、令和２年度松前町一

般会計補正予算(第１０回)の内容をご説明させていただきます。

令和２年度松前町の一般会計補正予算(第１０回)は、次に定めるところによるものでご

ざいます。

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から歳入歳出それぞれ１

億５千１１３万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億８千６０

０万５千円とするものでございます。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」によるものでございます。

第２条、繰越明許費の補正です。既定の繰越明許費の補正は、｢第２表繰越明許費補正｣

によるものでございます。

第３条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第３表地方債補正」によるもの

でございます。

それでは、歳入歳出詳細を事項別明細により説明させていただきますが、今回の補正予

算については、年度末までの決算見込みや入札及び実績確定等による減額補正がほとんど

であります。よって、補正額の説明は、款項ごとにさせていただき、その中でも増額分と

主な減額の補正を中心に説明いただき、その他は年度末までの決算見込み等による減額分

とご理解いただきたいと存じます。また、読み上げる款項の補正金額は、各款の項におけ

る補正分の最後のページの下段の計に表示されています。少し見づらいですが、よろしく

お願い致します。それでは、４７ページをご覧願います。

３．歳出です。４７ページから４８ページの１款１項議会費では、３９９万４千円の減

額計上です。４７ページ、１目８節旅費で、３２２万９千円の減額は、コロナ禍における

出張等の減少によるものです。

４９ページです。４９ページから５５ページの２款１項総務管理費では、２千８６５万

５千円の減額計上です。４９ページ、１目８節旅費で、５８２万５千円の減額は、共通旅

費以下、コロナ禍における出張等の減少によるものです。９節交際費で、１００万円の減

額は、年度末までの決算見込みによるものです。

５１ページです。３目１０節公用車管理燃費で、１４０万円の減額は、コロナ禍におけ

る出張等の減少で公用車の使用が減少したことによるものです。
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５４ページです。５目１１節ふるさと松前応援寄附受入手数料で８千円、１２節同事業

特産品取扱委託料で１１９万６千円、５５ページ、２４節ふるさと松前応援基金積立金で

７３万６千円の、合計１９４万円の追加計上です。これは、２月５日の第１回臨時会で、

昨年の１２月末までのふるさと納税が好調により、追加補正を可決いただいたところです

が、その後の１月から２月分も例年を上回るふるさと納税があり、３月までの見込みを算

定し、追加計上するものです。

また、５４ページ、１１節特別定額給付金給付通信運搬費及び手数料で、３３８万３千

円の減額と５５ページ１８節特別定額給付金で、２００万円の減額は、コロナ禍における

国の特別定額給付金給付事業が完了したことによる減額です。

また、５５ページ、１８節松前物産協会補助金及び新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策松前物産協会補助金で、合計３５万８千円の減額です。これは、コロナ禍における物

産協会関連事業の中止等による補助金の減額と、緊急経済対策におけるお盆と年末の２回

にわたる物産販売が好評で、その補助金の増加によるものです。なお、地方創生臨時交付

金の参考資料として、１２８ページから１３３ページに新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の各事業への充当状況を添付しておりますので、ご参照をお願い致しま

す。戻りまして、５５ページ、１８節地域生活バス運行事業補助金で、３００万円の減額

は、大漁くんバスに対する補助金でありますが、バス事業者が申請する国庫補助金が予定

した額より３００万円増加したことにより、町補助金の額が減少したことによるものです。

また、同節の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業者支援金及び休業支援金で、５

８０万円の減額は、各支援金事業の完了に伴う減額です。

５６ページです。２項徴税費で、３８万２千円の減額計上です。２目１１節郵便振替手

数料で、１０万２千円の追加計上です。これは、当初見込んでいた件数の増加によるもの

です。

５７ページです。３項戸籍住民基本台帳費で、８万２千円の追加計上です。１目１０節

戸籍住民基本台帳事務印刷製本費で、１５万９千円の追加計上です。これは、今年の日本

ハムファイターズの市町村応援大使に、松前町では今季活躍が期待される上沢投手と河野

投手が選出され、住民票の台紙に当該選手の透かし入りの印刷を施し、町内外のファン層

の記念住民票の発行と松前のＰＲを兼ねて、来る４月１日から任期の１２月末まで使用す

る住民票台紙の印刷代の計上です。

５８ページです。４項選挙費で、３０万３千円の減額計上です。

５９ページです。５項統計調査費で、２５万９千円の減額計上です。

６０ページです。６項監査委員費で、２５万６千円の減額計上です。

６１ページです。６１ページから６４ページの３款１項社会福祉費で、２千２３７万５

千円の減額計上です。６２ページ、１目１９節障がい者自立支援更正医療給付費で、３９

５万２千円の追加計上です。これは、当初見込んでいた対象者が増加したことによるもの

です。また、介護訓練等給付費で、３７１万６千円の減額は、当初見込んでいた対象者の

減少によるものです。また、療養介護医療給付費で、１２５万８千円の減額は、当初見込

んでいた利用者の減少によるものです。２７節国民健康保険特別会計に対する操出金で、

４５９万６千円の減額です。この内訳は、インフルエンザ予防接種等に係る分で４１万１

千円の追加と、国民健康保険基盤安定分で２２６万９千円の減額と事務費等に係る分で、

２７３万８千円の減額によるものです。

６３ページです。３目１２節後期高齢者健康診査業務委託料で、１５１万２千円の減額

です。これは、当初見込んでいた受診者が減少したことによるものです。次に、２７節介
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護保険特別会計に対する操出金の減額で、８７８万１千円の減額です。この内訳は、保健

事業勘定の事業費負担分等で８６４万１千円の減額、サービス事業勘定分で１４万円の減

額によるものです。同節後期高齢者医療特別会計に対する操出金で、３４３万５千円の減

額です。この内訳は、広域連合への事務費操出分で、１０６万２千円の減額、保険基盤安

定分で、２３７万３千円の減額によるものです。

６４ページです。４目１８節町内会館運営費補助金で、２万７千円の追加計上です。こ

れは、補助対象経費の増加によるものです。

６５ページです。６５ページから６６ページの２項児童福祉費では、２千１８９万５千

円の減額計上です。６５ページ、１目７節松前っ子誕生祝金で、２５０万円の減額です。

これは、当初見込んでいた件数の減少によるものです。次に、１８節子ども子育て支援施

設型給付費及び施設等利用費で、１千３１７万１千円の減額です。これは、松前認定子ど

も園の入園者及び利用者の減によるものです。同節函館大谷短期大学付属松前認定子ども

園運営費補助金で、１８２万４千円の減額です。これは、補助対象経費における松前認定

子ども園の入所者の減少によるものです。

６６ページです。２目１９節児童手当で、３６７万５千円の減額です。各項目で増減は

ありますが、年度末までの決算見込みによるものです。

６７ページです。６７ページから６９ページの４款１項保健衛生費で、１千９７３万１

千円の追加計上です。６７ページ、２目１２節妊産婦健康診査業務委託料で１２３万２千

円の減額は、当初見込んでいた人数の減少によるものです。６７ページから６８ページの

３目１２節一般健診委託料外で、５９３万円の減額です。このうち、６８ページのインフ

ルエンザ予防接種委託料で、２６万７千円の追加計上は、接種者の増加見込みによるもの

です。また、同節新型コロナウイルスワクチン接種委託料９１万１千円の減額は、２月５

日の第１回臨時会で追加補正をいただいたところですが、財源は全て国の負担金であり、

国の本省繰越手続きにより、令和３年度予算で実施することになったことからの減額であ

ります。なお、参考資料として、１３４ページから１３５ページに一般健診等委託料の概

要を添付しておりますので、ご参照をお願い致します。

６９ページです。４目１８節合併処理浄化槽設置補助金で、１９７万３千円の減額は、

当初見込んでいた件数の減少によるものです。７目１８節病院事業会計に対する補助金で、

３千３７万４千円の追加計上です。これは、交付税額の確定に伴う追加等によるものです。

７０ページです。２項清掃費で、１千９０万２千円の減額計上です。１目１８節渡島廃

棄物処理広域連合負担金及び渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)で、９８３万１千円

の減額は、連合及び組合の補正に伴う松前町負担金の減額です。

７１ページです。３項上水道費では、３９万５千円の減額計上です。これは、水道事業

会計に対する補助金の減額で、主に建設改良費に係る補助対象経費の増減によるものです。

７２ページです。５款１項労働諸費では、８千円の減額計上です。

７３ページです。６款１項農業費で、５３万７千円の減額計上です。

７４ページです。２項林業費で、１７８万９千円の減額計上です。１目１８節森林整備

担い手対策推進事業負担金で、２万３千円の追加計上です。これは、当初見込んでいた対

象者数の増加によるものです。同節幹線林道島前線改良事業負担金で、１５０万１千円の

減額です。これは、北海道へ負担する島前線改良事業費の減少によるものです。

７５ページです。７５ページから７６ページの３項水産業費では、２９４万１千円の減

額計上です。７５ページの１目１８節漁業支援総合補助金及び新型コロナウイルス感染症

緊急経済対策漁業支援総合補助金で、合計で１９２万９千円の減額です。主な要因は、ナ
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マコ簡易採苗経費及びアワビ種苗購入の減少とコンブ養殖推進事業費及び流通施設等整備

改修事業費の減少によるものです。

７７ページです。７７ページから７８ページの７款１項商工費で、４９３万２千円の減

額計上です。７７ページ、１目１８節松前商工会補助金で、１２０万円の減額です。これ

は、補助対象経費である記帳指導員が途中採用になったことと、コロナ禍における各事業

費等の中止による対象経費の減額によるものです。同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及び生活応援商品券発行事業補助金で、合

計１８０万７千円の減額です。これは、コロナ禍における消費喚起事業補助金であります

が、事業完了による減額です。

７８ページです。４目１８節白神岬展望広場給水使用負担金で、３万７千円の追加計上

です。これは、年度末までの決算見込みによるものです。

７９ページです。８款２項道路橋りょう費で、１４４万１千円の減額計上です。各目節、

いずれも入札減によるものです。

８０ページです。４項港湾費で、１３万５千円の減額計上です。

８１ページです。５項住宅費で、１千８１６万２千円の減額計上です。各目節、入札に

伴う減額及び件数の減少によるものです。

８２ページです。８２ページから８３ページの９款１項消防費で、８８６万１千円の減

額計上です。８２ページ、１目１８節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)及び新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)の合計で、７０

１万１千円の減額です。いずれも渡島西部広域事務組合の補正に係る松前町負担金の減額

です。

８３ページです。２目１７節新型コロナウイルス感染症緊急経済対策災害対策備品購入

費で、１１８万６千円の減額です。これは、入札減等によるものです。

８４ページです。８４ページから８６ページの１０款１項教育総務費で、７６２万２千

円の減額計上です。８６ページ、３目１８節松前町対外活動選手等派遣補助金で、２０３

万３千円の減額は、コロナ禍により、各種大会の中止等の影響より派遣件数が減少したこ

とによるものです。同節松前高等学校通学生交通費等補助金で、１３０万６千円の減額は、

町外からの通学生がなかったことによるものです。次に、２０節奨学資金貸付金で、１２

０万円の減額は、利用件数の減少によるものです。

８７ページです。８７ページから８９ページの２項小学校費で、９１９万２千円の減額

計上です。８７ページの１目１０節学校管理燃料費及び光熱水費で、合計１８９万円の減

額です。これは、年度末までの決算見込みによるものです。同節教師用教科書及び指導書

購入費で、１２９万円の減額です。これは、普通学級分と特別支援学級分の指導書等が併

用可能となったことなどにより、購入部数が減少したことによるものです。同節新型コロ

ナウイルス感染症緊急経済対策学校管理消耗品費で、２９万４千円及び８９ページの１７

節同事業備品購入費で２３０万３千円の、合計２５９万７千円の追加計上です。これは、

国の補正予算第３号による学校保健特別対策事業の計上で、小中学校へ各１校８０万円の

基本額のうち、２分の１が国庫補助金で、残りを新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の対象とすることができます。備品の主なものは、温度測定認証端末の購入で

あります。なお、当該事業は繰越明許事業として、翌年度に繰り越して実施する予定です。

８８ページです。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で、

２４９万４千円の減額は、入札減によるものです。

８９ページです。１３節学校管理車両借上料で、１３４万３千円の減額は、年度末まで
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の決算見込みによるものです。次に、１７節ＩＣＴ教育推進備品購入費で、１３９万９千

円の減額は、入札減によるものです。２目１９節要保護・準要保護児童生徒就学援助費で、

１７８万８千円の減額は、当初見込んでいた児童数の減少によるものです。

９０ページです。９０ページから９２ページの３項中学校費で、７５７万７千円の減額

計上です。９０ページの１目１０節学校管理燃料費及び光熱水費で、１８２万７千円の減

額計上です。これは、年度末までの決算見込みによるものです。同節新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策学校管理消耗品で１７万６千円及び９２ページの１７節同事業備品購

入費で６９万１千円の、合計８６万７千円の追加計上です。先ほど、小学校費で説明した

国の補正予算第３号による、学校保健特別対策事業の同じ事業でございまして、小中学校

へ１校８０万の基本額のうち、２分の１が国庫補助金で、残りを臨時交付金の対象とする

というような事業でございます。備品の主なものは、加湿器の購入であります。なお、当

該事業は、繰越明許事業として翌年度に繰り越して実施する予定です。

９１ページです。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で、

１００万４千円の減額は、入札減によるものです。

９２ページです。２目１８節中学校体育連盟活動費補助金で、１５５万２千円の減額は、

コロナ禍により各種体育大会が中止となったことによるものです。１９節要保護・準要保

護児童生徒就学援助費で、２００万３千円の減額は、当初見込んだ生徒数が減少したこと

によるものです。

９３ページです。９３ページから１００ページの４項社会教育費で、５９０万７千円の

減額計上です。各目節いずれも年度末までの決算見込み等によるものです。

飛びます、１０１ページです。１０１ページから１０２ページの５項保健体育費で、１

０６万２千円の減額計上です。各目節いずれも年度末の決算見込み等によるものです。

１０３ページです。１１款２項文教施設災害復旧費で、６１８万２千円の追加計上です。

１目１４節松前城資料館屋根災害復旧工事請負費で、６１８万２千円の計上です。これは、

松前城資料館南側の屋根が、１月２９日の強風で被害を受け、更に２月１６日の強風にお

いて被害が拡大し、その復旧のための経費の計上です。また、当該事業は繰越明許事業に

より、翌年度に繰り越して実施する予定です。なお、参考資料として、１３６ページに松

前城資料館屋根災害復旧工事の概要を添付しておりますので、ご参照をお願い致します。

１０４ページです。１２款１項交際費では、８８万２千円の減額計上です。２目２２節

一時借入金利子で、８８万２千円の減額です。年度末までの決算見込みによるものです。

１０５ページです。１０５ページから１０６ページの１３款１項職員給与費で、１千６

６６万３千円の減額計上です。１０５ページ、１目１節会計年度任用職員報酬で、４７６

万１千円の減額です。２節職員給料で２９０万７千円の減額です。３節時間外勤務手当で、

２０９万円の減額です。いずれも年度末までの決算見込みによるものです。同節会計年度

任用職員通勤手当で、１１万１千円の追加計上です。これも年度末までの決算見込みによ

る追加です。

１０６ページです。４節会計年度任用職員北海道市町村総合事務組合負担金で、１万７

千円の追加及び社会保険料で、２２１万２千円の減額です。これも年度末までの決算見込

みによるものです。８節会計年度任用職員(報酬分)費用弁償で、１３１万円の減額です。

これも年度末までの決算見込みによるものです。なお、１０７ページから１２６ページに

附表として給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が歳出です。次に歳入です。１０ページをご覧願います。

２．歳入です。１款１項町民税で、１千４５６万円の追加計上です。１目１節特別徴収
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分及び普通徴収分で、１千３１７万６千円の追加計上です。これは、収入見込みの増加に

よるものです。２目１節均等割及び法人税割で、１２６万５千円の追加計上です。これは、

課税標準の増減によるものです。２節法人町民税で、１１万９千円の追加計上です。これ

は、２法人分の滞納繰越分を徴収したことによるものです。

１１ページです。２項１目２節固定資産税で、９１万９千円の追加計上です。これは、

当初滞納繰越調定の６％を予定しましたが、２．５ポイント増加の８．５％程度の収入見

込みとなったことによるものです。

１２ページです。３項軽自動車税で、１９１万３千円の減額計上です。

１３ページです。４項１目１節町たばこ税で、５６万６千円の減額計上です。

１４ページです。６項１目１節入湯税で、４３万２千円の減額計上です。

１５ページです。２款１項１目１節地方揮発油譲与税で、１００万円の減額計上です。

１６ページです。２項１目１節自動車重量譲与税で、４５０万円の減額計上です。これ

も年度末までの実績見込みによるものです。

１７ページです。６款１項１目１節地方消費税交付金で、８１５万４千円の追加計上で

す。当初見込みより、実績額が増加したことによるものです。

１８ページです。７款１項１目１節環境性能割交付金で、８３７万４千円の減額計上で

す。これも年度末までの実績見込みによるものです。

１９ページです。８款１項１目１節新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特

別交付金で、１千円の追加計上です。これは、国がコロナ禍における地方税の減収に係る

特別交付金を交付する予定のため計上したもので、まだ金額が確定されてないため、１千

円のみ計上させていただきました。

２０ページです。９款１項１目１節地方交付税で、３４０万８千円の減額計上です。歳

出事業費の減額補正に対する財源調整のための減額措置です。

２１ページです。１０款１項１目１節交通安全対策特別交付金で、１千円の減額計上で

す。交付金の対象となる交通事故実績等がなかったための減額です。

２２ページです。１１款１項負担金で、１万５千円の減額計上です。歳出で計上してい

る事業の減額に対応するものです。

２３ページです。２３ページから２４ページの１２款１項使用料で、４９万４千円の減

額計上です。各目節使用料、いずれも年度末までの決算見込みによる増減ですが、７目３

節、２３ページですね、７目３節郷土資料館入館料１２０万８千円の追加は、コロナ禍の

影響により、９月補正で一度５００万円に減額しましたが、その後入館者が増加したこと

によるものです。

２５ページです。２項手数料で、４８万８千円の減額計上です。

２６ページです。２６ページから２７ページの１３款１項国庫負担金で、１千３０２万

４千円の減額計上です。各目節において増減はありますが、各歳出事業により算定された

国庫負担金の計上です。

２８ページです。２８ページから３０ページの２項国庫補助金では、１千９５万９千円

の減額計上です。各目節において増減はありますが、各歳出事業により算定された国庫補

助金の計上です。

３１ページです。３項３目１節人権啓発活動地方委託事業交付金で、７万５千円の追加

計上です。道委託金からの予算組み替えによるものです。

３２ページです。３２ページから３３ページの１４款１項道負担金で、６７９万２千円

の減額計上です。１目各節において増減はありますが、歳出事業により算定された道負担
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金の計上です。

３４ページです。３４ページから３５ページの２項道補助金で、３３３万７千円の追加

計上です。各目節において増減はありますが、歳出事業により算定された道補助金の計上

です。

３６ページです。３項道委託金で、２６万円の追加計上です。各目節において増減はあ

りますが、１目２節の道民税個人分徴収委託金で、６３万９千円が主な増加の要因で、３

目１節の人権啓発活動地方委託事業交付金、７万５千円の減額は、先ほど説明したとおり

国庫委託金へと組み替えたことによるものです。

３７ページです。１５款１項財産運用収入で、３３万６千円の減額計上です。各目節で

増減はありますが、年度末までの決算見込みによるものです。

３８ページです。２項財産売払収入で、９４万２千円の追加計上です。各目節で増減は

ありますが、年度末までの決算見込みによるものです。

３９ページです。１６款１項２目１節ふるさと松前応援指定寄附金で、１９４万円の追

加計上です。ふるさとチョイスによるふるさと納税の増加見込みによるものです。

４０ページです。１７款１項１目１節国民健康保険特別会計繰入金で、８１万２千円の

追加計上です。これは、国民健康保険特別会計からのインフルエンザ予防接種等に係る繰

入金です。

４１ページです。２項基金繰入金で、１億１３５万９千円の減額計上です。１目１節の

財政調整基金繰入金１億円の減額は、歳出事業費の大幅な減額補正により、財源不足が圧

縮されたことによるものです。３目１節のふるさと松前応援基金繰入金１３５万９千円の

減額は、歳出の充当事業の減額補正に対応する財源の減額分です。

４２ページです。１９款４項受託事業収入で、２１３万６千円の減額計上です。各目節

において受託事業の算定見込みによる減額です。

４３ページです。５項６目１節雑入で、１５５万６千円の追加計上です。節内において

増減はありますが、年度末までの決算見込みによるものです。増加の主なものは、市町村

振興宝くじ交付金は、額の確定による増加で、新規で追加となった、まちづくり・人づく

り推進交付金、市町村職員研修センター研修受講助成金、人材育成等事業費助成金は、職

員研修に係る分です。

４４ページです。４４ページから４５ページの２０款１項町債で、２千５３８万６千円

の減額計上です。１目から９目の各節の減額は、各歳出事業により算定された地方債の減

額です。１０目１節減収補てん債７５１万４千円の追加は、新型コロナウイルス感染症拡

大による国税等の減収により、各種交付金等の減収の影響を算定し、発行できる特例地方

債です。

４６ページです。２１款１項１目１節法人事業税交付金で、２５０万５千円の減額です。

年度末までの決算見込みによるものです。

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。３ページの歳入合計が、補正前の額６５億３千

７１３万７千円から１億５千１１３万２千円を減額し、補正後の額を６３億８千６００万

５千円にするものでございます。

４ページです。歳出です。５ページの歳出合計につきましても歳入同様、補正前の額か

ら１億５千１１３万２千円を減額し、補正後の額を６５億８千６００万５千円にするもの

でございます。

６ページです。第２表繰越明許費補正です。追加の分として、記載のとおり、５事業の
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合計１億２千２４７万２千円を翌年度に繰り越そうとするものでございます。１款１項新

型コロナウイルス感染症緊急経済対策、議会タブレット導入事業及び２款１項新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策、高度無線環境整備推進事業については、既決の予算であり

ますが、年度内の完了が困難となったものであることからの計上です。他の３件は、歳出

でも説明した当該補正予算に係る分であります。

７ページです。第３表地方債補正です。(１)追加の分として、減収補てん債を記載のと

おり追加し、(２)変更の分として、医療機器等整備事業補助金外８事業について、記載の

とおり限度額を、それぞれ補正後の金額に変更するものでございます。

以上が議案第８号、令和２年度松前町一般会計補正予算(第１０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。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 冒頭説明ありましたように、事業が終了しました、あるいは入札の

結果です。理由はよくわかります。ただね、ものによっては、終わりました、これだけ余

りましたで済まされるものと、実際に事業やったけれども、これだけ余ったんだけど、本

当にこの事業が達成されたのかどうかっていう、検証はしなければいけないものもあるで

しょう。

例えばね、７７ページ、７款１目商工振興費で、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、マイナス７９万５千円、補助金ね、これ。その下の

生活応援商品券発行事業補助金１０１万２千円。こういうものは、事業が終わりましたよ、

余りましたよで、そのままでどうなの。自分達がこういう目的を持ってやったけども、こ

んだけ余ったけども、実際にこの事業は上手くいったのかなあみたいな検証ってのは、当

然しなければいけないでしょう。私はそう思いますけどね、その辺いかがですかね。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) ただ今質問のありました、７７ページ、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、生活応援商品券発行事業

補助金、いずれも事業完了による減額ということで計上させていただきました。実績は出

てはいまして、事業効果ということになれば、今後また新たな検証にはなるんですけども、

経緯をまずお話をさせていただきます。

まず、クーポン券の発行事業であります。今回事業完了による減額ということで、７９

万５千円計上させていただきました。事業実績と致しましては、今回参加店が２９店舗、

飲食店が２０店舗、土産物店が９店舗。実施期間でありますが、７月１日から８月３１日

までの２ヶ月間で実施してございます。クーポン券の配布枚数につきましては、２万３５

３枚。このうち使用枚数は１万８千７９４枚、使用率が９２．３％、額面と致しましては

９３９万７千円の実績となってございます。今回未使用分１千５５９枚発生致しました。

こちら調べましたところ、主には町外の利用者等で、滞在期間中に使用できなかったもの

がほとんどであったということであります。今回の事業やってみまして、こうした未使用

分が発生したことについては、今後、仕組みなんかももう一回検証しながら、消費喚起事

業なので、少しでも未使用がないように、また考えていきたいなというふうに考えてござ

います。

続きまして、生活応援商品券発行事業補助金で、１０１万２千円の減額となってござい

ます。こちらも事業完了による減額であります。当初、対象者を６千８０８人として、す

みません、当初、対象者を６千８５０人分で予算計上致しましたが、７月３１日の基準日
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以降、商品券発送までに転出、また死亡等で対象外となった方、４４名おりました。また、

居所不明等により配達できなかった方、３９名おりました。この方の分の商品券と、実際

商品券は届けたものの未使用分の商品券も発生してございます。こういったものを合わせ

ますと、大体２千２３枚、１００万ほどの減額ということで、これに伴って今回減額補正

したといった状況でございます。

また、商品券の実績でありますけれども、配布した商品券は８万１千２２８枚、使用さ

れた商品券が８万２０１枚で、使用率は９８．７３％、額面に致しまして４千１０万５０

０円、未使用分が１千２７枚ありました。実績は以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 実際ね、こういう状態の中で、そういう立場の人方のためやった事

業ですから、説明にありましたように検証して、前段では９２．３％の達成、後段では９

８％ですか、そういう形でね、きちっと検証されていれば、ああ、この事業はほぼ、１０

０％なんてあり得ないですから、ほぼ事業が目的に達成されたなという検証されてればい

いんですよ。ただね、事業終わりました、余りましたじゃいけないと私は思いますんで、

そういう説明がほしかったと。他の事業でもね、例えば入札結果、これだけ安く終わりま

したよ、これは何も言うことないと思うんだけれども、事業に関しては、やっぱり検証は

必要だと思いますんで、一言言わせてもらいました。

○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８号を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８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 令和２年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第５回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第９号、令和２年度松前町国民健康保険特別会計補

正予算(第５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９号、令和２年度松

前町国民健康保険特別会計補正予算(第５回)について、その内容をご説明申し上げます。

令和２年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第５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４千５９３万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億７

千３５０万６千円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入

歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正につきましては、年度末までの見込みや額の確定に伴う補正で、歳出では、
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保険給付費の増額、歳入では、国民健康保険税や道支出金などの増額が主な内容です。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１１ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、３節職員手当等から１１節役務費まで、

合わせて８０万円の減額計上です。これは、会計年度任用職員の職員手当や職員旅費、通

信運搬費など、年度末までの見込みや額の確定により減額するものであります。２目連合

会負担金では、１８節北海道国民健康保険団体連合会負担金で１千円の増額計上です。こ

れは、負担金の額の確定によるものであります。

次に１２ページです。２項１目賦課徴収費で、１０万円の減額計上です。内訳は、１１

節、徴収者に係る自動車損害賠償責任保険料で４千円、１８節納税貯蓄組合運営費補助金

では９万６千円の減額計上です。額の確定や年度末までの見込みにより減額するものであ

ります。

次に１３ページです。２款１項１目療養給付費で、４千５００万円の追加計上です。３

目審査支払手数料で、１３万円の減額計上です。この療養給付費の増額につきましては、

１人あたりの医療費の増額が主な要因でありまして、審査支払手数料は、年度末までの見

込みによる減額であります。

次に１４ページです。２項１目高額療養費で、６００万円の追加計上です。これは、１

件使用額が７００万円を超える高額療養費が発生しておりまして、今後の年度末までの支

給見込みにより増額するものであります。

次に１５ページです。３項１目出産育児一時金では、１２６万円の減額計上です。当初

５件分を見込んでおりましたけれども、年度末までの支給見込みを２件とし、３件分を減

額するものであります。２目審査支払手数料で１千円の減額計上です。これは、出産育児

一時金の支給件数の減少に伴う減額であります。

次に１６ページです。３款１項国民健康保険事業費納付金で、１目医療給付費分で、７

万１千円の減額計上です。これは、一般被保険者医療費給付費分の納付金の確定によるも

のであります。

次に１７ページです。６款１項１目保健衛生普及費で、１節報酬から１８ページの１２

節委託料まで、合わせて９０万６千円の減額計上です。これは、健康づくり推進委員や職

員の旅費、一般健診等の委託料などで、年度末までの見込みによる減額が主な内容です。

次に１９ページです。２項１目特定健康診査等事業費、１０節需用費から１３節使用料

及び賃借料まで、合わせて２６１万円の減額計上です。これは、特定健康診査の受診者の

減少に伴う健診委託料との減額が主な内容であります。

次に２０ページです。７款１項１目利子は、財源更正であります。

次に２１ページです。８款２項１目一般会計操出金で、８１万２千円の追加計上です。

これは、年度末までの見込みによる増額であります。

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ございます。６ペー

ジへお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税では、１節医療給付費分現年

課税分から６節介護納付金分滞納繰越分まで、合わせて２千３３４万２千円の追加計上で

す。これは、当初予算におきましては、過去の調定額の推移を見据えて、また被保険者の

減少を見込んである程度調定額が下がるというような形で予算を見込んでおりましたけど

も、１月末現在の状況から見まして、調定額がほとんど前年度と変わらない状況から、年

度末までの見込みにより、今回増額することになりました。続いて２目退職被保険者等国

民健康保険税においても、１節医療給付費分滞納繰越分から３節介護納付金分滞納繰越分
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まで、１万５千円の追加計上で、これは、年度末までの見込みにより増額するものであり

ます。

次に７ページです。３款１項１目保険給付費等交付金では、２千４８９万１千円の追加

計上です。内訳は、１節普通交付金が２千２８１万９千円の追加で、これは、歳出の保険

給付費の増額によるものであります。２節特別交付金は２０７万２千円の追加計上で、こ

ちらも年度末までの見込みによるものであります。

次に８ページです。５款１項１目一般会計繰入金では、１節保険基盤安定繰入金軽減分

から５節その他一般会計繰入金まで、合わせて４５９万６千円の減額計上です。これは、

額の確定及び年度末までの見込みにより減額するものであります。

次に９ページです。７款１項１目一般被保険者延滞金で、１３万１千円の追加計上です。

こちらも年度末までの見込みによる増額計上であります。

次に１０ページです。３項雑入では、１目第三者納付金から５目雑入まで、各目におい

て増減ありますけども、合わせて２１５万２千円の追加計上です。主な増額要因につきま

しては、２目の一般被保険者返納金で、２０５万７千円がありまして、これについては被

保険者が入院等で医療費を国民健康保険で負担しておりましたけども、遡及して労災認定

されたことによって、労災の方で負担することになったことによって、国保の負担分を返

納されることになったものであります。

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１１億２千７５

７万１千円に、今回４千５９３万５千円を追加し、補正後の額を１１億７千３５０万６千

円に致そうとするものであります。

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１１億７千３５０万６

千円に致そうとするものであります。

なお、附表と致しまして、２２ページから２５ページにかけて給与費明細書を添付して

おりますので、ご参照願います。

以上が議案第９号、令和２年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第５回)の内容で

ございます。よろしくご審議の程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) このページ１３ページ、療養給付費４千５００万、これは、１人で

しょうか、何人でしょうか。内容、ちょっとわかる範囲内で、すごく大きいもんですから、

いいですね、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今、療養給付費の４千５００万円の増加の関係でございま

すけども、これにつきましては、被保険者数が平均１千９９８名おりまして、実際総額で

積算しておりまして、１１月支払いまでの実績に、これまでの推計を致しまして、年度末

までの見込みを出しておりますので、何人分っていうか、トータルで、被保険者のトータ

ルで見積もりを計上しておりますので、被保険者、１千９９８人分で、これが実際１人あ

たりの額が３８万２千８８３円と。１人あたりの平均が前年度に比べて上がっております

ので、１人あたりの単価が上がっている状況で、今回それもあって見積額が不足を生じる

ということで、４千５００万円の増加となっております。

ただ、被保険者数は減少しておりますけども、１人あたりの単価が増えてると、高額医

療費も増えてる状況もありまして、こういう形で不足が生じる見込みであるということで
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補正しておりますので、ご理解願います。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 僕は突出した、昔よくあったんですけど、１人に１千万だとか２千

万だとか高額療養費がかかった時代があったもんですからね、そういうことでなくて、全

体でかかるお金だということでいいですね。はい、それじゃあ答弁よろしいです。

○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、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９号を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９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 令和２年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第１０号、令和２年度松前町介護保険特別会計補正

予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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１０号、令和２年度松前

町介護保険特別会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

令和２年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところによろう

とするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ９４１万４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０

億４千４２７万円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２５万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千２７５万３千円に致

そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろ

うとするものです。

それでは、はじめに保険事業勘定、歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。１６

ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、８節旅費で、３７万４千円の減額計上で

す。年度末までの決算見込みによる減額補正ですが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、出張等が減少したものです。

次に１７ページ、１款２項１目賦課徴収費では、８節旅費で、１万６千円の減額計上で

す。これも、新型コロナウイルス感染症の影響により、町外徴収を取り止めしたことによ

る減額補正です。

次に１８ページ、１款３項２目介護認定調査費では、８節旅費から１２節委託料まで、

合わせて１９６万７千円の減額計上です。８節職員旅費で１万４千円の増額、１１節医師



- 95 -

意見書作成手数料で９２万２千円の減額、１２節要介護認定調査委託料で１０５万９千円

の減額計上です。いずれも年度末までの決算見込みによる補正です。

次に１９ページ、１款４項１目計画推進費では、１節報償及び８節旅費で、合わせて３

万９千円の減額計上です。介護保険事業計画等推進委員会の会議に係る報酬と費用弁償で、

委員会開催４回分を予算計上しておりましたが、そのうち１回を新型コロナウイルス感染

症の影響により書面会議としたところによる減額補正です。

次に２０ページ、２款１項１目介護サービス給付費では、１８節負担金補助及び交付金

で、６４１万５千円の増額計上です。介護サービス給付費の年度末までの決算見込みによ

る増額補正です。

次に２１ページ、２款２項１目高額介護サービス費では、１８節負担金補助及び交付金

で、１３万２千円の増額計上です。高額介護サービス給付費の年度末までの決算見込みに

よる増額補正です。

次に２２ページ、４款１項１目介護予防日常生活支援総合事業費では、３節職員手当等

から１８節負担金補助及び交付金まで、合わせて７５８万１千円の減額計上です。３節勤

勉手当で７万５千円の減額、４節共済組合負担金で、１８万９千円の減額です。いずれも

地域包括支援センター職員の人件費で、年度末までの決算見込みによる増額補正です。７

節講師謝礼で１６万円の減額、１０節では消耗品費で９万５千円、食料費で２万円、賄材

料費で１０万５千円の減額であり、いずれも新型コロナウイルス感染症の影響により、予

定していた事業が実施できなかったことによる減額補正です。１８節介護予防生活支援サ

ービス事業給付費では６５５万７千円の減額で、年度末までの決算見込みによる減額補正

です。また、住民主体生活支援サービス事業補助金では３８万円の減額で、補助金の交付

団体として１１団体を見込んでおりましたが、９団体となったこと等による減額補正であ

ります。

次に２３ページ、４款１項２目包括的支援事業・任意事業費では、２節給料から２４ペ

ージ、１９節扶助費まで、合わせて５９８万６千円の減額計上です。２節給料、３節職員

手当と４節共済費は、地域包括支援センター職員及び会計年度任用職員の人件費の減額で

地域包括支援センターの職員については、勤勉手当と共済組合負担金で、合わせて３２万

５千円の減額。会計年度任用職員については、１名募集しておりましたが、応募がなかっ

たことにより、合わせて３４４万４千円の減額補正です。また、８節地域包括支援センタ

ー旅費で７万８千円の減額、１０節では地域支援事業消耗品で５万円の減額、２４ページ

１１節では、緊急通報システム装置移転手数料で２０万４千円の減額、検査手数料で８千

円の減額、住宅改修理由書作成手数料では１万５千円の増額、１２節では介護予防サービ

ス計画作成等委託料で１６６万２千円の減額、緊急通報システム受信業務委託料で１５万

円の減額、１８節成年後見制度利用支援助成金で１９万７千円の減額、１９節家族介護用

品給付費で１１万７千円の増額補正です。いずれも年度末までの決算見込みによる補正で

す。

次に、４款１項３目社会保障充実事業費では、財源更正です。

次に２５ページ、５款１項１目介護給付費準備基金積立金では、２４節積立金で、２千

円の増額計上です。介護給付費準備基金運用利子に係る積立金です。

以上が保険事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページへ

お戻り願います。

２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分では、１３０万９千円の

増額計上です。歳出の介護サービス給付費及び高額介護サービス給付費の増額に伴い、介
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護給付費負担金も増額となったものです。

次に７ページ、３款２項１目調整交付金、１項現年度分では、５８万９千円の増額計上

です。前項同様、歳出の介護サービス給付費及び高額介護サービス給付費の増額に伴う増

額補正です。３款２項２目地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業、１節現年

度分では、１２５万円の減額計上です。歳出の介護予防、日常生活支援総合事業費の減額

に伴い、地域支援事業交付金も減額となったものです。３款２項６目保険者機能強化推進

交付金１節保険者機能強化推進交付金では、１０２万６千円の増額計上です。保険者機能

強化推進交付金は、３２万２千円の減額となりましたが、介護予防及び健康づくりの取り

組みに対して、今年度から新たに創設された保険者努力支援交付金１３４万８千円が交付

されることに伴う増額補正です。

次に８ページ、４款１項１目介護給付費交付金１節現年度分では、７１０万８千円の減

額計上です。支払基金交付金の額の交付決定による減額補正です。

次に９ページ、５款１項１目介護給付費負担金１節現年度分では、８１万８千円の増額

計上です。歳出の介護サービス給付費及び高額介護サービス給付費の増額に伴う増額補正

です。

次に１０ページ、５款２項１目地域支援事業交付金介護予防・日常生活支援総合事業１

節現年度分では、９２万５千円の減額計上です。歳出の介護予防・日常生活支援総合事業

費の減額に伴う地域支援事業交付金の減額補正です。

次に１１ページ、６款１項１目利子及び配当金１節利子及び配当金では、２千円の増額

計上です。介護給付費準備基金運用利子で、基金積立金に係る利子の増額補正です。

次に１２ページ、７款１項１目一般会計繰入金では、１節介護給付費繰入金から４節低

所得者保険料軽減繰入金まで、合わせて８６４万１千円の減額計上です。１節介護給付費

繰入金では、８１万８千円の増額計上です。歳出の介護サービス給付費及び高額介護サー

ビス給付費が増額となったことに伴う、介護給付費繰入金の増額補正です。２節地域支援

事業繰入金では、６２万５千円の減額計上です。歳出の介護予防日常生活支援総合事業費

の減額に伴う地域支援事業繰入金の減額補正です。３節事務費繰入金では、７４９万６千

円の減額計上です。歳出の１款総務費、４款地域支援事業費の減額計上に伴う減額補正で

す。４節低所得者保険料軽減繰入金では、１３３万８千円の減額計上です。一般会計にお

ける国、道補助金の額の交付決定等に伴う減額補正です。

次に１３ページ、７款２項１目介護給付費準備基金繰入金１節介護給付費準備基金繰入

金では、４７７万円の増額計上です。保険給付費の財源として、保険料で賄わなければな

らない分の不足分を準備基金から繰り入れしようとするものです。

次に１４ページ、７款３項１目サービス事業勘定繰入金１節サービス事業勘定繰入金で

は、３９万６千円の増額計上です。これは、地域包括支援センターで行っております、介

護予防サービスにかかるケアプランの作成に対する介護報酬の年度末の収入見込額がサー

ビス事業勘定において増額となることから、サービス事業勘定から保険事業勘定に繰り入

れする額についても増額補正しようとするものです。

次に１５ページ、９款２項３目雑入１節雑入では、４０万円の減額計上です。会計年度

任用職員の募集に応募がなかった地域包括支援センターの会計年度任用職員に係る雇用保

険料と、個人負担金の減額補正です。

以上が保険事業勘定、歳入の事項別明細書です。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、保険事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額１０億５千３

６８万４千円から９４１万４千円を減額し、補正後の額を１０億４千４２７万円に致そう
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とするものです。

次に３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１０億４千４２７万円

に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定歳出の事項別明細書です。３２ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、３節職員手当等と４節共済費で、合わせ

て１４万円の減額計上です。町の居宅介護支援事業所の職員に係る人件費で、３節勤勉手

当で８万２千円の減額、４節では共済組合負担金で７万１千円の減額、退職手当組合負担

金で１万３千円の増額補正です。いずれも年度末までの決算見込みによる補正です。

次に３３ページ、２款１項２目保険事業勘定繰出金、２７節操出金では、３９万６千円

の増額計上です。地域包括支援センターで行っております介護予防サービスに係るケアプ

ランの作成に対する介護報酬の年度末までの収入見込額が増額となることから、保険事業

勘定に繰り出す額も増額致そうとするものです。

これに対応致します歳入です。３０ページへお戻り願います。

２．歳入です。１款２項１目居宅支援サービス費収入１節居宅支援サービス計画費収入

では、３９万６千円の増額計上です。これは、地域包括支援センターが行う介護予防サー

ビスに係るケアプランの作成に対する介護報酬の、年度末までの収入見込みによる増額補

正です。

次に３１ページ、２款１項１目一般会計繰入金１節一般会計繰入金では、１４万円の減

額計上です。歳出の１款総務費の減額計上に伴う減額補正です。

以上がサービス事業勘定歳入の事項別明細です。２６ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、サービス事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額１千２４

９万７千円に、２５万６千円を追加し、補正後の額を１千２７５万３千円に致そうとする

ものです。

次に２７ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１千２７５万３千円

に致そうとするものです。

なお、附表と致しまして、３４ページから４０ページまで給与費明細書を添付しており

ますので、ご参照願います。

以上が、議案第１０号、令和２年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)の内容で

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１０号を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１０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第３回)
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○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第１１号、令和２年度松前町後期高齢者医療特別会

計補正予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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１１号、令和２年

度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第３回)について、その内容をご説明申し上げ

ます。

令和２度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところによ

ろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２

７０万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２千７０９万１千円

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。

今回の補正の内容は、歳出では、北海道後期高齢者医療広域連合納付金の減額、これに

対応する歳入においては後期高齢者医療保険料の増額と、一般会計繰入金の減額で、いず

れも額の確定や年度末までの見込みによる補正であります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。一番後ろのページ８ページをお

開き願います。

３．歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で、２７０万５千円の減額

です。内訳と致しまして、右側説明欄に記載しております事務費負担分として１０６万２

千円の減額、これは、令和元年度の後期高齢者医療広域連合の事務費分の納入額を令和２

年度で精算する仕組みとなっておりますけども、その額が確定したことにより減額するも

のであります。次に、保険料等分で７３万円の増額で、これについては、年度末までの収

入見込みによるものであります。次に、保険基盤安定分で２３７万３千円の減額で、これ

は、額の確定により減額するものであります。

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。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、１節現年度分で５０万５千円、

滞納繰越分で２２万５千円の増額計上で、いずれも年度末までの収入見込みによる補正で

あります。

次に７ページです。３款１項１目事務費繰入金では、１０６万２千円の減額計上です。

これは、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、事務費負担分を一般会計から繰り

入れするものであります。２目保険基盤安定繰入金では、２３７万３千円の減額計上です。

こちらも歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、保険基盤安定分を一般会計から繰

り入れ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の歳入です。歳入合計、補正前の額１億２千９７９万６千円か

ら、今回２７０万５千円を減額し、補正後の額を１億２千７０９万１千円に致そうとする

ものであります。

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１億２千７０９万１千

円に致そうとするものであります。

以上が、令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第３回)の内容でございま
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す。よろしくご審議の程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１１号を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１１号は原案のとおり可決されました。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ３時１１分)

(再開 午後 ３時２４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第１２号 令和２年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第１２号、令和２年度松前町水道事業会計補正予算

(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(高橋光二君) ただ今議題となりました、議案第１２号、令和２年度松前町水

道事業会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、収益的収支の３条予算、資本的収支の４条予算共に年度末までの

決算見込みによる補正でございます。

それでは、予算書の１ページでございます。

第１条は、総則です。令和２年度松前町水道事業会計の補正予算(第３回)は、次に定め

るところによろうとするものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。令和２年度松前町水道事業会計予算第３条に定め

た収益的収支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１億８千６０３万５千円に３０万８千円を増額し、補正後の予

定額を１億８千６３４万３千円に致そうとするものです。第２項営業外収益につきまして、

３０万８千円の増額です。これは、他会計補助金及び長期前受金戻入の実績見込みにによ

る精算と、今後消費税の還付が見込まれることから増額するものがであります。

次に支出です。第１款事業費で、既決予定額１億７千７４７万２千円から１７９万２千

円を減額し、補正後の予定額を１億７千５６８万円に致そうとするものです。第１項営業

費用では、決算見込みにより、業務費の委託料で６２万７千円、減価償却費で５万３千円

の増額となりますが、人件費の賞与引当金繰入額の減額などで、８０万８千円の減額とな

り、また、第２項営業外費用では、消費税が１６６万４千円の減額となりますので、全体

として１７９万２千円の減額補正を致そうとするであります。
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第３条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書中の不足する額９千８７２

万１千円を８千７５２万２千円に、当年度分損益勘定留保資金３千３６５万２千円を２千

４１８万５千円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１千３３０万３千円

を１千１５７万１千円に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正致そうとするものです。

２ページをお開き願います。収入です。第１款資本的収入で、既決予定額１億１千４６

万３千円から７５６万７千円減額し、補正後の予定額を１億２８９万６千円に致そうとす

るものです。第１項企業債で、７００万円の減額です。これは、事業費の確定に伴い、企

業債の額の算定に変更があり、減額になるものであります。第３項他会計補助金では、５

０万円の減額です。簡易水道の建設改良費に要する一般会計からの補助金で、事業費の確

定に伴う減額であります。第４項工事負担金では、６万７千円の減額です。江良地区大澗

橋改良工事に伴います橋りょう添架管の改良工事に係る一般会計からの補助金が、入札減

により減額となったものであります。

次に支出です。第１款資本的支出で、既決予定額２億９１８万４千円から１千８７６万

６千円を減額し、補正後の予定額を１億９千４１万８千円に致そうとするものです。第１

項建設改良費で、１千８４９万５千円の減額です。これは、入札により事業費が減額とな

ったためであります。第３項備品購入費では、１万４千円の減額です。見積合わせにより、

事業費が減額となったため減額するものです。第４項車両購入費では、２５万７千円の減

額です。入札により事業費が減額となったものであります。

次に、第４条企業債です。予算第５条に定めた、起債の限度額を次のとおり補正致そう

とするものです。事業費が確定したことに伴い、記載のとおりそれぞれ限度額を変更しよ

うとするものであります。

次に３ページです。第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で

す。予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改めようとするものです。職員給与費

について、既決予定額４千５１９万７千円から８０万８千円を減額し、補正後の予定額を

４千４３８万９千円に改めようとするものです。

次に第６条は、他会計からの補助金です。予算第８条に定めた経費の金額を次のように

改めようとするものです。一般会計からの補助金を、既決予定額２千４９１万４千円から

３９万５千円を減額し、補正後の予定額を２千４５１万９千円に致そうとするものです。

決算見込みにより減額しようとするものです。この結果、令和２年度補正予算(第３回)に

おける当年度純利益は、１９７万６千円を予定しているところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書、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１２号、令和２年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)の内容です。ご

審議賜りますよう、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。
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議案第１２号を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１２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号 令和２年度松前町病院事業会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第１３号、令和２年度松前町病院事業会計補正予算

(第４回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました、議案第１３号、令和２年度松前

町病院事業会計補正予算(第４回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入の医業収益で、年度末までの決算見込みによる

減額、医業外収益で一般会計からの補助金、交付税精算分等の増額を合わせて補正しよう

とするものです。収益的支出の経費では、年度末までの決算見込みによる増額を補正しよ

うとするものです。また、資本的収入及び支出として、固定資産購入費等に伴う入札減に

より減額補正しようとするものです。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

第１条は、総則です。令和２年度松前町病院事業会計の補正予算(第４回)は、次に定め

るところによろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。令和２年度松前町病院事業会計予算（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するものです。第２号年間取扱患者

数を、入院既決予定量２万７千３７５人から、今回４千１２１人減し、補正後の予定量を

２万３千２５４人に。外来５万１千２７３人から、今回３千６２２人減し、補正後の予定

量を４万７千６５１人にそれぞれ致そうとするものです。第３号１日平均患者数を、入院

既決予定量７５人から、今回１１人減し、補正後の予定量を６４人に。外来既決予定量２

１１人から、今回１５人減し、補正後の予定量を１９６人にそれぞれ致そうとするもので

す。第４号主要な建設改良事業は、デジタルＸ線テレビシステム購入他２件、既決予定量

１億１千７７７万５千円から今回２１１万２千円を減額し、補正後の予定量を１億１千５

６６万３千円に致そうとするものです。

２ページをお開き願います。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するものです。収入です。第１款病院事業

収益は、既決予定額１３億６６８万６千円から今回１７４万５千円を減額し、補正後の予

定額を１３億４９４万１千円に致そうとするものです。その内訳と致しまして、第１項医

業収益、既決予定額１０億３千８１１万７千円から、今回６千１９８万６千円を減額し、

補正後の予定額を９億７千６１３万１千円に致そうとするもので、入院外来共に患者数が

当初見込みより減となる見込みのため、減額をしようとするものです。第２項医業外収益、

既決予定額２億２千８５６万８千円に、今回６千２４万１千円を増額し、補正後の予定額

を３億２千８８０万９千円に致そうとするもので、交付税確定に伴う精算分及びインフル

エンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金などによる増額補正しようとする

ものです。

次に支出です。第１款病院事業費用は、既決予定額１４億５千１１８万円に、今回１千

９２万９千円を増額し、補正後の予定額を１４億６千２１０万９千円に致そうとするもの
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です。その内訳と致しまして、第１項医業費用、既決予定額１４億３千６６４万９千円に、

今回１千９２万９千円を増額し、補正後の予定額を１４億４千７５７万８千円に致そうと

するもので、年度末までの決算見込みによる材料費、経費の増額と、研究研修費の減額を

しようとするものです。

第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書き中、不足する額９５１万

３千円を不足する額８５９万７千円に、過年度分損益勘定留保資金８５１万３千円を過年

度分損益勘定留保資金７５９万７千円に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正致そうとするものです。

収入です。第１款資本的収入は、既決予定額１億６千３９８万７千円から、今回２３１

万円を減額し、補正後の予定額を１億６千１６７万７千円に致そうとするものです。その

内訳と致しまして、第１項企業債既決予定額６千３２０万円から、今回１１０万円を減額

し、補正後の予定額を６千２１０万円に致そうとするもので、Ｘ線テレビシステム購入等

に伴う入札減により減額をしようとするものです。第２項補助金既決予定額７千２２５万

９千円から、今回１２１万円を減額し、補正後の予定額を７千１０４万９千円に致そうと

するもので、機械備品購入等に伴う入札減により減額をしようとするものです。

３ページをお開き願います。支出です。資本的支出は、既決予定額１億７千３５０万円

から、今回３２２万６千円を減額し、補正後の予定額を１億７千２７万４千円に致そうと

するものです。その内訳と致しまして、第１項建設改良費既決予定額１億５千７４６万３

千円から、今回２２６万６千円を減額し、補正後の予定額を１億５千５１９万７千円に致

そうとするもので、デジタルＸ線テレビシステム購入等に伴う入札減により減額をしよう

とするものです。第３項投資既決予定額２８８万円から今回９６万円を減額し、補正後の

予定額を１９２万円に致そうとするもので、年度末までの見込みにより減額をしようとす

るものです。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８５９万７千円は、減

債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしようとするものです。

第５条は、企業債です。予算第５条に定めた企業債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法を次のとおり補正致そうとするものです。変更分と致しまして、デジタル

Ｘ線テレビシステム購入事業限度額を、変更前１千５４０万円から、変更後１千４８０万

円に、超音波画像診断装置購入事業限度額、変更前２４０万円から、変更後２００万円に、

胃カメラ鼻用２チャンネル購入事業限度額を変更前１５０万円から、変更後１４０万円に

それぞれ減額致そうとするものです。

第６条は、他会計からの補助金です。予算第９条に定めた経費を次のように改めようと

するものです。他会計補助金既決予定額２億７千２７２万１千円に今回３千１４３万円を

増額し、補正後の予定額を３億４１５万１千円に改めようとするものです。

４ページ目をお開き願います。第７条は、たな卸資産購入限度額です。予算第１０条中、

「１億５千３００万円」を「１億６千７００万円」に改めようとするものです。

予算実施計画他関係書類につきましては、５ページから８ページに、９ページから１０

ページに予算に関する参考資料を添付しておりますのでご参照願いたいと思います。

以上が、議案第１３号、令和２年度松前町病院事業会計補正予算(第４回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

６番近江君。

○６番(近江武君) ちょっと単純な質問のようですけども、教えてください。８ページ、

予定貸借対照表ありますね。その中で当年度純利益が１億７千１２７万７千円とあります。
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大変大きい数字だなあと思うけども、単純な考え方ですよ、これ私の。未収金でもって計

上してる分が減価償却、貸倒引当金を除いて１億５千２７７万３千円だとなりますので、

単純に計算すると、当期純利益の金額ね、がらっと変わってくるんだという計算なんです

けども、どんなもんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今、近江議員からのご質問にお答えしたいと思います。

貸借対照表の方の当年度純利益が１億７千１２７万７千円ということになっております。

今近江議員が言ったように、そういう償却資産とかそういうのもあるんですけども、最終

的には１億５千万、１億５千７００万ほどの実際の純利益を今のところ予定をしてるとこ

ろであります。

ちょっとわかりづらいんですけども、うまくちょっと説明できなくてすみません、いい

ですか、わかります、ちょっと私の説明がわかりづらいかなと思うんですけども。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 当初私もね、当期純利益は１億７千万あるもんだから、まてよと。仮

に今３月でもって未収金が出てくるんだろうけども、たまたま未収の金額が１億なんぼ出

てくるもんだからね、単純に考えればそんなに損失がないんだなっていう、これは単純な

考え方なんですけども、そうすればそうでもないんだなと、大げさにね、大げさに考える

必要がないのではないのかなっていう感じで思ったもんですから、今質問しました。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) すみません、私の説明の仕方が悪くて。もう一度お答えし

たいと思います。

今近江議員おっしゃった未収金っていうのは、流動資産の方の未収金のことを言われて

るのかなと思うんですけれども、こちらの流動資産の未収金につきましては、今まで積み

重なってきたものの未収金の額がこれだけあるということなので、これが全て入ってくる

と、今近江議員おっしゃったとおりにはなるんですけれども、当然のことながら全部って

いうのは入らないので、それは、不納欠損も踏まえながらそういう処理をしていっていき

たいなと思ってるので。

ちょっとわかりづらくてすみません、今言ったとおり、未収金の方はあくまでも今まで

積み重なってきた未収金だという捉え方で、実際利益からそのまま全部引くっていうこと

には、当然ならないのかなというふうに思っておりますので、ちょっとわかりづらいです

けど、ご理解願います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

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、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１３号を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１３号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第１４号 松前町ふれあい公園条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第１５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

◎議案第１８号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第１４号、松前町ふれあい公園条例の一部を改正す

る条例制定について、日程第１０、議案第１５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、日程第１１、議案第１８号、松前町財政調整基金の支消について、以

上３件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。始めに議案第１４号について。文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(堀川昭彦君) ただ今議題となりました議案第１４号、松前町ふれあ

い公園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。

議案第１４号、松前町ふれあい公園条例の一部を改正する条例制定について、松前町ふ

れあい公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。添付の説明資料

新旧対照表の２ページの下段説明欄をご覧願います。

今回の改正につきましては、施設の老朽化により、松前町ふれあい公園生産物直売施設

を廃止することに伴い、条例を改正しようとするものであります。説明資料の１ページを

ご覧願います。左側現行第４条第１項中、下線部分の第３号生産物直売施設と下段の別表

中、下側下線部分の生産物直売施設の項を削除し、右側改正案のとおりとしようとするも

のであります。

説明資料２ページ、右側改正案をご覧願います。附則と致しまして、この条例は教育委

員会規則で定める日から施行することと致します。

以上が議案第１４号、松前町ふれあい公園条例の一部を改正する条例制定についてでご

ざいます。どうぞご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第１５号について、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１５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、その内容をご説明申し上げます。

今回の改正につきましては、今般作成しております、令和３年度から令和５年度までの

３年間の第８期介護保険事業計画にあたりまして、事業量等を推計した結果、６５歳以上

の第１号被保険者が負担すべき介護保険料について、改正が必要となりましたことから、

松前町介護保険条例の一部を次のように改正致そうとするものです。

それでは、お手元の議案の３枚目、説明資料として添付しております、松前町介護保険

条例の一部改正に係る新旧対照表の１ページをお開き願います。

改正の内容です。第３条第１項各号列記以外の部分中、「平成３０年度から令和２年度

まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、同項第１号中、「３万円」を「３万

１千２００円」に。同項第２号及び第３号中、「４万５千円」を「４万６千８００円」に。

同項第４号中、「５万４千円」を「５万６千１６０円」に。同項第５号中、「６万円」を

「６万２千４００円」に。同項第６号中、「７万２千円」を「７万４千８８０円」に。同

項第７号中、「７万８千円」を「８万１千１２０円」に。同項第８号中、｢９万円」を｢９

万３千６００円」に。同項第９号中、「１０万２千円」を「１０万６千８０円」に。同条

第２項中、「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「１万８千

円」を「１万８千７００円」に。同条第３項中、「令和２年度」を「令和３年度から令和

５年度までの各年度」に、「１万８千円」を「１万８千７００円」に、「３万円」を「３
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万１千２００円」に。同条第４項中、「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで

の各年度」に、「１万８千円」を「１万８千７００円」に、「４万２千円」、すみません、

現行の方が１万８千円でございまして、それを１万８千７２０円に変えると。現行と改正

後のお話させていただいております。申し訳ありません、最初にその旨お話すれば良かっ

たんですが。ですから、同条第４項につきましては、２ページになりますけども、１万８

千円、現行が、第２項中、「１万８千円」とあるのがありますけども、それを第２項中、

「１万８千７００円」に、すみません、７２０円に。申し訳ありません、頭の中が７００

円となってしまっています。「１万８千７２０円」に、それから、「４万２千円」を「４

万３千６８０円」に改めようとするものです。

附則と致しまして、この条例は令和３年４月１日から施行致そうとするものであり、ま

た改正後の松前町介護保険条例第３条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和

２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。

今回の改正につきましては、基準額となります第５段階の保険料につきまして、月額５

千２００円とし、第７期の介護保険事業計画で、月額５千円でありましたが、２００円を

増とする改正でございます。また、説明資料の３ページに概要と致しまして、各段階別に

第７期計画と第８期計画の保険料を比較した資料を添付しておりますので、ご参照願いま

す。なお、第１段階から第３段階の括弧内は、公費による保険料負担軽減前の値であり、

また条例改正には直接関係ありませんが、介護保険法施行規則の改正により、第７段階か

ら第９段階の合計所得金額の区分につきましても改正されることとなっております。

以上が議案第１５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の内容で

ございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第１８号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) それでは、ただ今議題となりました議案第１８号、松前町

財政調整基金の支消につきまして、その内容をご説明申し上げます。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５条の規定により、下記事業に充当するため、令和３

年度において１億５千万円以内を支消することができるようにするものでございます。

理由と致しまして、本年度の普通交付税の算定対象となる令和２年度国勢調査人口が減

少しているため、地方交付税の減少見込みと、今後の補正予算等も含めた令和３年度の一

般財源を算定した時に、歳入全体で１億５千万円程度の財源不足が生ずる見込みであるこ

とから、当初予算において、地方交付税等、現状で不確定な財源を調整して財政調整基金

の支消財源で予算措置を図るものであります。

国の地方財政計画の地方交付税総額については、前年度対比で８千億円上回る１７兆４

千億円を確保しておりますが、これは全体的な話でありまして、減る自治体もあれば、増

える自治体もある状況で、松前町は、減額となる可能性が高いため、留保財源を勘案しつ

つ、財政調整基金の支消をするものでございます。

なお、充当事業につきましては、記載してございまます財産管理事業の他６件でござい

ます。

以上が議案第１８号でございます。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) お諮り致します。

ただ今の３件の議案につきましては、令和３年度当初予算との関連がありますので、審

議を一時保留し、今後設置が予定されております予算審査特別委員会の審査終了後に質疑、

討論、採決を行う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)
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よってそのように決定しました。

◎議案第２号 令和３年度松前町一般会計予算

◎議案第３号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第４号 令和３年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第５号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第６号 令和３年度松前町水道事業会計予算

◎議案第７号 令和３年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第２号、令和３年度松前町一般会計予算、日程第

１３、議案第３号、令和３年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第１４、議案第４

号、令和３年度松前町介護保険特別会計予算、日程第１５、議案第５号、令和３年度松前

町後期高齢者医療特別会計予算、日程第１６、議案第６号、令和３年度松前町水道事業会

計予算、日程第１７、議案第７号、令和３年度松前町病院事業会計予算、以上６件を一括

議題と致します。

なお、ただ今の議案につきましては、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、細部にわたり審査する予定ですので、説明は簡略に受けたいと思いますのでご

了承願います。

提出者の説明を求めます。始めに議案第２号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) それでは、ただ今議題となりました議案第２号、令和３年

度松前町一般会計予算の内容をご説明申し上げます。

本予算は、昨年度から歳入歳出事項別明細につきましては、既に配布済みであります、

令和３年度松前町一般会計歳入歳出予算事項別明細説明書に詳細を掲載させていただいて

ございますので、詳しい内容を割愛し、総括の予算のみ説明させていただこうとするもの

でございます。

まずは、１ページをご覧願います。

令和３年度松前町の一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。

第１条、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８億８千３０

万円と定めるものでございます。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当

該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によるものでございます。

第２条、債務負担行為です。地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によるものでござ

います。

第３条、地方債です。地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」に

よるものでございます。

第４条、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入の最高額は、１２億円と定めるものでございます。

次に、歳入歳出の事項別明細について、１０ページから１１ページをご覧願います。

１．総括ですが、歳入歳出とも、本年度予算額４８億８千３０万円、前年度予算額４５

億７千６７０万の比較で、３億３６０万円の減額です。１１ページの歳出各款で増減があ

りますが、前年度が骨格予算により、政策的及び投資的経費を補正対応としたことが増額

の大きな要因であります。款別の主な要因は、３款民生費で、２千６３６万８千円の減額
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は、介護保険会計に対する操出金で１千２７６万４千円の減額などが要因です。４款衛生

費で１千８１５万９千円の減額は、病院事業会計に対する補助金で１千９７８万１千円の

減額などが要因です。６款農林水産業費で５千１４９万円の増額は、牧場管理の装置更新

業務委託料で１千３２６万４千円、町有林整備委託料で１千１８万６千円、漁業支援総合

補助金で２千６５万７千円の増額などが要因です。８款土木費で、１億９千１７１万５千

円の増額は、除雪車購入費２千１９４万１千円、道路施設改良費５千８６４万２千円、橋

りょう新設改良費８千５９４万３千円、住宅建設費２千４２３万８千円の増額などが要因

です。９款消防費で、２千８６５万３千円の増額は、高規格救急自動車購入費３千２４６

万９千円の増額などが要因です。１２款公債費での３千１８９万６千円の増額は、元金償

還で３千６８４万２千円の増額などが要因です。

戻りまして、１０ページの歳入各款の主な要因は、１款町税で、７千５４７万６千円の

増額は、昨年度に補正で追加した大型風力発電の固定資産税の増加などが要因です。６款

法人事業税交付金は、昨年度補正により措置したことから、当初予算では新設の款となり

ます。１０款地方交付税で、８千１１６万３千円の減額は、本年度は普通交付税が減額す

る可能性はありますが、その減額分の計上ではなく、歳出に対応する財源調整額が昨年度

より減額したことによるものです。１４款国庫支出金で、４千６７５万５千円の増額は、

歳出で増額した道路橋りょう新設改良費等に係る国庫補助金の増額などが要因です。１８

款繰入金で、５千１６４万６千円の増額は、財政調整基金繰入金で５千万円の増額などに

よるものです。最後に２１款町債で、２億２千２５０万円の増額は、臨時財政対策債で７

千７０万円の増額の他、普通建設事業に対応する各種町債の増額が要因です。

なお、歳入歳出の詳細の事項別明細については、別添令和３年度松前町一般会計歳入歳

出予算事項別明細説明書をご参照願いますとともに、令和３年度予算に関する参考資料、

一般会計分に各事業などの具体的な内容が掲載されておりますので、合わせてご参照願い

ます。

また、附表として、１９０ページから２１５ページに給与費明細書を、２１６ページか

ら２１７ページに債務負担行為に関する調書を、２１８ページから２１９ページに地方債

に関する調書を掲載しておりますので、ご参照願います。

それでは、２ページをご覧願います。２ページから４ページにかけてご説明させていた

だきます。第１表歳入歳出予算で、歳入です。１款町税から４ページの２１款町債まで歳

入合計で、４８億８千３０万にしようとするものでございます。

５ページです。５ページから６ページにかけてご説明申し上げます。歳出です。１款議

会費から６ページの１４款予備費まで、歳出合計についても歳入同様４８億８千３０万円

にしようとするものでございます。

７ページです。第２表債務負担行為です。公用車譲受代金他３件について、期間、限度

額を記載のとおり設定しようとするものであります。なお、本年度より予算に関する参考

資料の３ページに当該事業の概要を添付しておりますので、ご参照願います。

８ページです。第３表地方債です。簡易水道施設整備事業補助金から、臨時財政対策債

までの１１件で、限度額の総額を４億６千４１０万円とする他、起債の方法、利率、償還

の方法を記載のとおり設定しようとするものでございます。

以上で議案第２号、令和３年度松前町一般会計予算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) 次に議案第３号、第５号について、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３号、令和３年度松前町国民健
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康保険特別会計予算につきまして、その内容をご説明申し上げます。

なお、歳入歳出事項別明細につきましては、一般会計同様、別に配布しております令和

３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細説明書に詳細を掲載しており

ますので、合わせてご参照願います。

それでは、予算説明させていただきます。予算書２２０ページをご覧願います。令和３

年度松前町の国民健康保険特別会計の予算は、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、歳入歳出予算であります。事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１１億４千２００万円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入

歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとす

るものであります。

第２条は、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入の最高額は、事業勘定３億円と定めようとするものであります。

第３条は、歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項のただし書の規定

により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定めよ

うとするものであります。第１号と致しまして、保険給付費の各項に計上された予算額に

過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用と致そうとする

ものであります。

次に、２２１ページをご覧願います。第１表歳入歳出予算(事業勘定)の歳入です。１款

国民健康保険税から７款諸収入まで、歳入合計を１１億４千２００万円に致そうとするも

のであります。

次に２２２ページから２２３ページです。歳出におきましても１款総務費から９款予備

費まで、歳入と同額の１１億４千２００万円に致そうとするものであります。また、附表

と致しまして、２５４ページから２５９ページまでに給与費明細書を、更に２６０ページ

に予算に関する参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第３号、令和３年度松前町国民健康保険特別会計予算の内容でございます。

続きまして、議案第５号、令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計予算の内容をご説

明申し上げます。

歳入歳出事項別明細につきましては、別に配布しております、令和３年度松前町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細説明書に詳細を掲載しておりますので、合わせ

てご参照願います。

それでは、予算説明させていただきます。予算書３２６ページをご覧願います。令和３

年度松前町の後期高齢者医療特別会計の予算は、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、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２

千８７８万６千円に定めよ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

の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするもので

あります。

次に３２７ページをご覧願います。第１表歳入歳出予算の歳入であります。１款後期高

齢者医療保険料から５款諸収入まで、歳入の合計を１億２千８７８万６千円に致そうとす

るものであります。

次に３２８ページです。歳出におきましても１款総務費から４款予備費まで、歳入と同

額の１億２千８７８万６千円に致そうとするものであります。なお、３４５ページに予算
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に関する参考資料を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が議案第５号、令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計予算の説明とさせていた

だきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第４号について、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４号、令和３年度松前町介

護保険特別会計につきまして、その内容をご説明申し上げます。

なお、歳入歳出事項別明細書につきましては、一般会計同様、別に配布しております令

和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細説明書により、その内容を掲載

しておりますので、ご参照願います。

それでは、予算説明させていただきます。予算書２６１ページをお開き願います。

令和３年度松前町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとするもの

です。

第１条は、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ

１０億３千２０６万６千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１千２０３万４千円と定

めようとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものです。

第２条は、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定めようとするものです。

第３条は、歳出予算の流用です。地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めよう

とするものです。第１号と致しまして、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を

生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項の間の流用と致そうとするものです。

次に、２６２ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算（保険事業勘定）です。歳

入では、１款保険料から９款諸収入まで、歳入合計で１０億３千２０６万６千円に致そう

とするものです。

次に２６３ページです。歳出におきましても、１款総務費から８款予備費まで、歳出合

計を歳入と同額の１０億３千２０６万６千円に致そうとするものです。

次に、３０１ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算(サービス事業勘定)です。

歳入では、１款サービス収入から３款繰越金まで、歳入合計で１千２０３万４千円に致そ

うとするものです。

次に３０２ページです。歳出におきましても、１款総務費及び２款諸支出金で、歳出合

計を歳入と同額の１千２０３万４千円に致そうとするものです。

また、附表と致しまして、３１３ページから３２４ページに給与費明細書を、３２５ペ

ージに参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

なお、歳入１款保険料につきましては、先ほど、今後３年間の介護保険料として、松前

町介護保険条例の一部を改正する条例を提案させていただいたところですが、当初予算の

編成時期に第１段階から第３段階の方に対する軽減措置の状況が明確でなかったため、当

初予算においては第１段階の方のみを一定の率で軽減の対象とし、予算編成したところで

あり、提案させていただきました条例の軽減分を、全て反映した形の予算となっていない

ものであります。このことから、提案させていただいた条例の軽減分を反映した予算とす

るため、令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)を別途上程しておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

また、減額となる保険料額につきましては、全額一般会計で補てんするルールとなって
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おりますので、令和３年度の介護保険特別会計全体の歳入額には影響がないものでありま

す。

以上が議案第４号、令和３年度松前町介護保険特別会計予算の内容です。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) 次に議案第６号について、水道課長。

○水道課長(高橋光二君) 続きまして、一括議題となっております議案第６号、令和３年

度松前町水道事業会計予算につきまして、その内容をご説明申し上げます。

１ページです。第１条は、総則です。令和３年度松前町水道事業会計予算は、次に定め

るところによるものです。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量を次のとおり致そうとするものです。第１

号給水戸数を３千７９２戸に、第２号年間総給水量を５６万３千２２１立方メートルに、

第３号１日平均給水量を１千５４３立方メートルにそれぞれ致そうとするものです。この

内容につきましては、予算に関する参考資料の１ページ、給水現況調べをご参照願いたい

と思います。いずれも給水人口の減少に伴い、前年度当初予算より減少しているところで

ございます。第４号主要な建設改良事業は、博多・唐津地内配水管改良工事他１０件、事

業費を２億１千３８１万７千円に致そうとするものです。この内容につきましては、参考

資料４ページ、建設改良事業の概要をご参照願います。また、量水器更新工事では、計量

法に定める８年間の使用期間が満了となります６７９個の量水器の更新について、事業費

２千９０９万４千円で実施致そうとするものであります。

第３条は、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定めよ

うとするものです。収入です。第１款事業収益で１億８千３４３万７千円の計上です。第

１項営業収益で１億４千９９１万４千円、第２項営業外収益で３千３５２万２千円、第３

項特別利益で１千円に致そうとするものです。この内容につきましては、参考資料５ペー

ジにその詳細を記載しておりますのでご参照願います。

次に支出です。第１款事業費で、１億６千４６４万２千円の計上です。第１項営業費用

で１億５千６７０万５千円、第２項営業外費用で６８５万２千円、第３項特別損失で８万

５千円、第４項予備費で１００万円に致そうとするものです。この内容につきましては、

参考資料６ページに記載しておりますのでご参照願います。

次に、予算書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。資本的

収入及び支出の予定額を次のとおり定めようとするもので、資本的収入額が資本的支出額

に対し、不足する額１億６千１４万７千円は、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定

留保資金５千１２９万８千円、当年度分損益勘定留保資金６千７７１万５千円、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１千９７２万６千円及び繰越利益剰余金処分額２

千４０万８千円で補てん致そうとするものです。収入です。第１款資本的収入で１億２千

４５０万６千円の計上です。第１項企業債１億３７０万円、第２項他会計負担金５８０万

６千円、第３項他会計補助金１千５００万円の計上です。

次に支出です。第１款資本的支出で２億８千４６５万３千円の計上です。第１項建設改

良費で２億６千５２３万２千円、第２項企業債償還金で１千９４２万１千円の計上です。

この内容につきましては、参考資料の７ページに記載しております。

次に、第５条は、企業債です。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

を次のとおり定めようとするものです。起債の目的、博多・唐津地内配水管改良工事で限

度額８千８７０万円、原口地内配水管改良工事で限度額１千５００万円にしようとするも

のです。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりとするものであ
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ります。

次に３ページです。第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりに致そうとするものです。第

１号消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の

流用について定めようとするものです。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするものです。第

１号職員給与費を３千１１７万５千円に、第２号交際費を２万円に致そうとするものです。

第８条は、他会計からの補助金です。簡易水道建設改良費等のため、一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額を２千８０９万９千円に致そうとするものです。

第９条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を２千５００万円に致

そうとするものです。

第１０条は、利益剰余金の処分です。繰越利益剰余金の２千４０万８千円については、

同額を建設改良積立金として処分することと定めようとするものです。

この結果、令和３年度予算における当年度純利益は、１千２１８万６千円を予定してい

るところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書、令和３年度末における予定貸借対照表などを添付しておりますので、

ご参照願います。

今後とも安全安心な水の供給のために、老朽施設の更新などを適切に対応してまいりた

いと考えております。

以上が議案第６号、令和３年度松前町水道事業会計予算の内容です。ご審議のほどよろ

しくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 次に議案第７号について、病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議案となりました議案第７号、令和３年度松前町病

院事業会計予算につきまして、その内容についてご説明申し上げます。

１ページ、第１条は、総則です。令和３年度松前町病院事業会計予算は、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。業務の予定量を次のとおりに致そうとするものです。第

１号病床数を一般病棟１００床に、第２号年間取扱延患者数を入院２万４千８２０人、外

来４万８千４００人に、第３号１日平均患者数を入院６８人、外来２００人にそれぞれ致

そうとするものです。この内容につきましては、予算に関する参考資料の１ページ、予定

診療（入院外来収益）をご参照願いたいと思いますが、いずれも実績に基づき予定してお

り、前年度当初予算より減少をしているところでございます。第４号主要な建設改良費は、

食器消毒保管庫購入他６件、事業費を１千２９０万７千円に致そうとするものです。この

内容につきましては、予算に関する参考資料の１２ページ、資本的収入及び支出をご参照

願います。

第３条は、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定めよ

うとするものです。収入です。第１款病院事業収益では、１１億４千２８７万３千円の計

上です。その内訳と致しまして、第１項医業収益は１０億３千１４３万８千円に、第２項

医業外収益は１億１千１４３万４千円に、第３項特別利益は１千円にそれぞれ致そうとす

るものです。この内容につきましては、予算に関する参考資料の２ページから４ページに
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その詳細を記載しておりますので、ご参照願います。

次に２ページ、支出です。第１款病院事業費用では、１４億８千５９２万１千円の計上

です。その内訳と致しまして、第１項医業費用は１４億６千７５０万４千円に、第２項医

業外費用は５８９万３千円に、第３項特別損失は１千１５２万４千円に、第４項予備費は

１００万円にそれぞれ致そうとするものです。この内容につきましては、予算に関する参

考資料の５ページから１１ページに記載をしておりますので、ご参照願います。

次に第４条は、資本的収入及び支出です。資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定

めようとするもので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２千３１１万５千円

は、減債積立金１００万円及び過年度分損益勘定留保資金、２千２１１万５千円で補填致

そうとするものです。

収入です。第１款資本的収入では、１千６１３万１千円の計上です。その内訳と致しま

して、第１項補助金は１千５８６万１千円、第２項貸付金返還金は２７万円の計上です。

次に支出です。第１款資本的支出は、３千９２４万６千円の計上です。その内訳と致し

まして、第１項建設改良費は１千７６２万４千円、第２項企業債償還金は１千５８６万２

千円、第３項投資は５７６万円の計上です。この内容につきましては、予算に関する参考

資料の１２ページに記載しておりますので、ご参照願います。

次に３ページ、第５条は、一時借入金です。一時借入金の限度額を２億５千万円に定め

ようとするものです。

次に第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各項の経費の金額

を流用することできる場合は、次のとおりに致そうとするものです。第１号消費税及び地

方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用について定めよ

うとするものです。

次に第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる

経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または、それ以外の

経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするもので

す。第１号職員給与費を９億７千２７５万６千円に、第２号交際費を１８５万円に致そう

とするものです。

第８条は、他会計からの補助金です。病院運営費等のため、一般会計からこの会計へ補

助を受ける金額を、７千９２５万４千円に致そうとするものです。

第９条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を、１億４千５００万

円に定めようとするものです。

この結果、令和３年度予算における当年度純利益は、マイナス３億４千６６５万円のを

予定しているところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書、令和３年度末における予定貸借対照表など添付しておりますので、

ご参照願います。

今後も施設設備の老朽化や医師確保など課題が多い状況ではありますが、安定的な運営

基盤の回復を最重要課題と位置付け、病院運営を計画的に実施してまいりたいと考えてお

ります。

以上が議案第７号、令和３年度松前町病院事業会計予算の概要であります。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、議案２号から順次質疑を行いますが、細

部にわたる審査は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにしたいのでお含
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み願います。

始めに議案第２号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第３号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第４号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第５号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第６号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第７号について質疑を行います。

(「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。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) 説明なんですよ、予算の説明。それで、担当課長は議員に事前に配

布しているから、随分簡略して説明するよという前置きがございました。議員の他に、今

日は傍聴者がおりませんけれどもね、傍聴する人達は、この内容を、予算の内容っていう

のは事前に配布されてるわけでもないんです。この議場っていう現場に来て初めて知るわ

けです。

それで、今日いいなあと思った説明がございました。それは、令和２年度の補正の説明

の仕方が、私はいいなあと思ったんです。なぜいいのかと言うと、簡略でわかりやすくて、

そしてポイントを押さえて説明したくれたんです。しかし、予算になったら見なくてもい

いような説明の仕方。そうすっと、傍聴する方も、傍聴する方はほとんどわからないでい

くんでないかなと。そんなことで、ちょっと危惧しました。

それともう１点。このことがどこでどういうふうにして審議されたのかわかりませんけ

ども、今日の説明で一般会計と特別会計と事業会計と説明の仕方が違ってましたね。やは

り統一して、わかりやすいように統一してほしいというお願いなんです、これは。一つ一

つの案件の内容については、予算審査でしますので、それは入りません。ただ、そういう

ことで、ちょっと議会改革にちょっと逆行したかなあと思ったもんですからね。失礼な言

い方ですけども、ご配慮願いたいなと思っていました。

○議長(伊藤幸司君) 福原議員のただ今のご発言に対して、後日議会運営委員会で協議を

させていただきます。

お諮り致します。

ただ今の６件の議案については、慎重審査の必要があると思われますので、議長を除く

全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、会期中に審査を終わるようこれに付託し

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、そのように決定しました。

ただ今設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の互選を委員会条例第７条の規

定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩致します。
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(休憩 午後 ４時４０分)

(再開 午後 ４時５０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果をご報告願います。

９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 予算審査特別委員会委員長の互選を、私が委員会条例第７条第２項

の規定によって行いましたところ、委員長には５番福原英夫君、更に副委員長には４番宮

本理恵子君が選出されましたのでご報告申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) ただ今９番梶谷康介君から、予算審査特別委員会の正副委員長の互

選結果の報告がありました。委員長には５番福原英夫君、副委員長には４番宮本理恵子君

君が選出されました。以上ご報告致します。

休会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

議案審査のため、３月１４日までを休会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、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

します。

なお、３月１５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 ４時５１分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。
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松前町議会第１回定例会
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◎議事日程
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議会事務局書記 三 上 大 輔 君
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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。

本日は休会の日ですが。議事の都合により会議を開きます。

◎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

に配布のとおりです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により議長において、５番福原英夫君、

７番工藤松子君、以上２名を指名致します。

◎議案第１６号 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第１６号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定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) おはようございます。ただ今議題となりました議案第１６

号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。

それでは、議案の末尾に添付しております新旧対照表下段の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、指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令を一部を改正する省令（令和２年厚生労働省

令第１１３号）が令和２年６月５日に交付されたことに伴い、関連する松前町指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の規定の整備を行おうとするも

のであります。

１ページお戻り願いまして、新旧対照表の１ページご覧願います。改正の内容でありま

す。第４条において、居宅介護支援事業所管理者となるものは、主任介護支援専門員でな

ければならないとされていますが、ただし書きが追加され、ただし、主任介護支援専門員

の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を

管理者とすることができる規定が追加されたものです。

なお、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由ある場合とは、

中山間地域や離島等において人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支

援加算、または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所とされており

ます。当町においては、現時点で対象となっている事業所はないところです。
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次に、附則第２項及び第３項においては、令和３年３月３１日時点で介護支援専門員が

管理者である居宅介護支援事業所について、当該管理者が管理者である限り、主任介護支

援専門員を管理者とする要件の適用の猶予を令和９年３月３１日まで延長しようとするも

のです。

なお、附則と致しまして、この条例は令和３年４月１日から施行致そうとするものであ

り、ただし、附則第２項の次に１項を加える改正規定については、公布の日から施行致そ

うとするものでます。

以上が、議案第１６号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定の内容でございます。何卒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１６号を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１６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１７号 公有水面埋立てについて

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第１７号、公有水面埋立てについてを議題と致しま

す。

提出者の説明を求めます。水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) 皆さん、おはようございます。ただ今議題となりました議案第

１７号につきまして、ご説明申し上げます。

本議案は、北海道が整備しようとする第一種清部漁港に関わるマイナス３．０メーター

岸壁の改良工事計画に伴い、公有水面埋立てを要するものでございます。マイナス３．０

メーター岸壁の改良につきましては、令和３年度に予定しており、その内容については、

老朽化した岸壁を拡幅補強する工事内容となっているところでございます。

今般、１月２２日をもって公有水面埋立法第３条第１項の規定により、北海道知事から

埋立てに関する意見を求められましたので、これに同意致したく、議会の議決を求めると

ころでございます。

始めに、出願者は、北海道知事鈴木直道であります。次に、埋立て区域は松前郡松前町

字清部４５番３、８３５番及び８３７番地先の公有水面７８．４６平方メートルと、松前

郡松前町字清部４５番３地先の公有水面１２１．６４平方メートルでございます。

参考資料に埋立ての概要を示す平面図を添付させていただいておりますが、格子模様の

部分が埋立て区域でございます。埋立てに関する工事の施工区域は、埋立て区域を含め、

１千５１５．１４平方メートルでございます。なお、埋立地は漁港施設用地として使用さ

れるものでございます。
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以上が、議案第１７号でございます。よろしくご審議のほど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１７号を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１７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１４号 松前町ふれあい公園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１４号、松前町ふれあい公園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。

既に説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。

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、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１４号を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１４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１５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５、議案第１５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。

既に説明が終わっておりますので、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１５号を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)
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１８号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第１８号、松前町財政調整基金の支消についてを議

題と致します。

既に説明が終わっておりますので、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１８号を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１８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 令和３年度松前町一般会計予算

◎議案第３号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第４号 令和３年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第５号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第６号 令和３年度松前町水道事業会計予算

◎議案第７号 令和３年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第２号、令和３年度松前町一般会計予算、日程第８、

議案第３号、令和３年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第９、議案第４号、令和

３年度松前町介護保険特別会計予算、日程第１０、議案第５号、令和３年度松前町後期高

齢者医療特別会計予算、日程第１１、議案第６号、令和３年度松前町水道事業会計予算、

日程第１２、議案第７号、令和３年度松前町病院事業会計予算、以上６件を一括議題と致

します。

本案については、予算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

予算審査特別委員会委員長、福原英夫君。

○予算審査特別委員会委員長(福原英夫君) 昨日ご苦労様でございました。予算審査特別

委員会審査報告書の提出について。

令和３年３月９日、松前町議会第１回定例会において、会期中に審査すべき事件として

本特別委員会に付託された議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６

号及び議案第７号について、審査を終えたので、会議規則第７７条の規定により、別紙の

とおり審査報告書を提出致します。

審査年月日、委員の出席状況及び出席要求した説明員は、記載のとおりです。

審査結果。
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審査事件、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号及び議案第

７号は、いずれも適正なものと認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しまし

た。

以上で報告を終わります。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長を除く全議員による特別委員会

ですので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに議案第２号に対する討論を行います。

(「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。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第３号に対する討論を行います。

(「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。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第４号に対する討論を行います。

(「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。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第５号に対する討論を行います。

(「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。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第６号に対する討論を行います。

(「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。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
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(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７号に対する討論を行います。

(「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。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第１９号 令和３年度松前町一般会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第１９号、令和３年度松前町一般会計補正予算

（第１回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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議案第１９

号、令和３年度松前町一般会計補正予算(第１回)は、令和２年度の国の補正予算第３号で

本省繰越により、令和３年度予算で執行されることとなった新型コロナウイルスワクチン

接種事業の他、事業が未確定だったため、令和３年度当初予算に計上できなかった事業に

対応する予算を補正するものです。

それでは、議案に基づき説明させていただきます。

令和３年度松前町の一般会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによるものでござ

います。

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８千

７７４万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億６千８０４万４

千円とするものでございます。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」によるものでございます。

それでは、歳入歳出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、歳出か

らです。１１ページをご覧願います。

３．歳出です。２款１項１目８節職員研修旅費で、９２万４千円の追加計上です。これ

は、北海道への職員研修を要望しておりましたが、決定が遅れていたため、当初予算に計

上しませんでしたが、１年間の研修が決定したことから、その経費の計上です。

１２ページです。３款１項３目２７節介護保険特別会計に対する操出金で、２千５２万

１千円の追加計上です。これは、介護保険に係る低所得者保険料の軽減分に対応する一般

会計からの操出金で、当該軽減分の一部負担割合の変更の可能性もあったことから、当初

予算に計上しませんでしたが、変更がなかったことから、本定例会で可決いただいた介護

保険条例の一部改正に基づき、繰り出しするものです。

１３ページです。４款１項１目保健衛生総務費で、５４９万１千円の追加計上です。８

節から１３節までの元気づくりシステム導入に係る経費合計で、５４９万１千円の計上で

す。これは、パソコンなどのシステムを導入するといったものではなく、一般社団法人元
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気づくり大学が進める、地域の元気づくりをコーディネイトするコーディネーターの育成

と、地域に気軽なコミュニティをつくり、生活習慣病の予防と健康寿命の延伸を図るシス

テムを構築するといったもので、松前町の人口の構成も半分以上が６５歳以上となってお

り、更に長い海岸線に集落が点在する集落構成の中で、世代間同居も少なくなり、自らが

健康意識と体力の増進を図ることが特に重要なこととなっております。姉妹都市の福島県

伊達市でも元気づくりシステムを取り入れており、生き生きと暮らす元気な高齢者の増加

で成果を挙げており、効果の副産物として、研修を受けた職員の人材育成も図られたとの

報告も受けております。今すぐ成果が出るものではありませんが、このシステムの導入に

より、現在介護、福祉、社会教育で独立して実施する高齢者事業等をトータル的に進める

仕組みづくりも検討したいと考えており、本補正予算はコーディネーターの育成に係る経

費の計上であります。続いて、３目予防費で、５千６２１万６千円の追加計上です。１３

ページ１節報酬から１４ページの１７節備品購入費まで、新型コロナウイルスワクチン接

種事業に係る経費合計で、５千６２１万６千円の計上です。これは、全て国の財源で行わ

れる新型コロナウイルスワクチン接種事業でありますが、テレビ、報道等でご存じのとお

り、情報の遅れやめまぐるしく変わる情勢などで市区町村は混乱をしている中、松前町と

してもワクチン接種に万全を図ろうと準備を進めているところであります。追加補正の主

たる内容は、ワクチン接種委託料と対象者へのクーポン券の発送、また、ワクチン接種と

接種会場に要する備品の購入や、事務費用の計上であります。また、ワクチン接種ではフ

ァイザー社のワクチンを想定しており、１６歳未満の町民は接種対象外と現在なっており

ますが、今後対象となることも想定し、全町民分の予算を計上しております。なお、参考

資料として、３６ページから３７ページに新型コロナウイルスワクチン接種事業の概要を

添付しておりますので、ご参照願います。

１５ページです。１３款１項１目職員給与費で、４５９万２千円の追加計上です。１５

ページの２節給料から１６ページの４節共済費までの会計年度任用職員に係る給料、職員

手当等、共済費の合計２７１万６千円と、１５ページの３節時間外勤務手当１３０万円は、

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る会計年度任用職員２人分の経費と、職員の時

間外勤務手当の計上です。その他の経費は、北海道の研修に対応する職員に係る経費の計

上です。なお、今回の職員給与費の補正により、附表として１７ページから３４ページに

かけて、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が歳出です。次に歳入です。６ページをご覧願います。

２．歳入です。１０款１項１目１節地方交付税で、１千２１２万円の追加計上です。こ

れは、歳出額に対しての財源町政による計上分です。

７ページです。１４款１項１目９節低所得者保険料軽減負担金で、１千２６万１千円の

追加計上です。これは、歳出で計上しております介護保険特別会計に対する操出金に対応

する国庫負担金の計上です。次に、２目１節新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担

金で、３千９４万６千円の追加計上です。これは、歳出で計上しております新型コロナウ

イルスワクチン接種事業に対応する国庫負担金の計上です。

８ページです。２項３目１節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金で、

２千８９８万円の追加計上です。これも歳出で計上しております新型コロナウイルスワク

チン接種事業に対応する国庫補助金の計上です。

９ページです。１５款１項１目９節低所得者保険料軽減負担金で、５１３万１千円の追

加計上です。これは、歳出で計上しております介護保険特別会計に対する操出金に対応す

る道負担金の計上です。
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１０ページです。２０款５項６目１節雑入の雇用保険料等個人負担金で、３０万６千円

の追加計上です。これは、歳出で計上している会計年度任用職員の雇用保険料等個人負担

金の計上です。

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４８億８千３０万円に補

正額８千７７４万４千円を追加し、補正後の額を４９億６千８０４万４千円にするもので

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８千

７７４万４千円を追加し、補正後の額を４９億６千８０４万４千円にするものでございま

す。

以上で議案第１９号、令和３年度松前町一般会計補正予算(第１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。

１０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 本省繰越という言葉の様々なやりとりをして、補正予算で詳しく聞

きますと、こういう話をしましたけども。この本省繰越と地方の議会、つまり松前町の議

会との関係は、本当にこんな手続きでいいのかなと思って、私疑義を持つんですよ。なぜ

かと言えば、繰越明許するわけでもないし、本省でやるんだから言うこと聞けと、こうい

うふうに受け取るしか方法ないような気がするんですけども、そのとおりでよろしいでし

ょうかという点が１点。

それから、国の持ち出しの関係の負担金と補助金があって、これ負担金は病院にやる委

託料が主なものだと。補助金は予防費で扱ってるもの、職員給与費で扱ってるものという

受け止め方でよろしいのかどうか、ご答弁をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) 斉藤議員のご質疑にお答え申し上げます。確かに本省繰越

という言葉、私も調べさせていただきました。国の繰り越しの、通常の繰り越しの場合、

既に交付決定をしてるもの及び決定予定のもの、いわゆる内示なんですが、内示されてる

ものにつきましては、あくまでも繰越明許費を国も市町村も行わなければならないという

決まりがあるようでございます。そして、本省繰越できるものは、支出決定が国でされて

ないもの、いわゆる市町村は交付決定を受けていない予算につきましては、各省庁と財務

省が協議して一括して、その金額を繰り越す制度を本省繰越といって、国の方で単純に繰

り越すという方法がとれるということでございます。

いわゆる、斉藤議員おっしゃるとおり、通常の繰り越しであれば繰越明許の形をとって

市町村議会の可決もいただいて、同じく繰り越すんですが、交付決定を受けてないお金、

いわゆる市町村にもまだ来ていないお金のことにつきましては、そのような国レベルでの

繰り越しの仕方ができるという、今制度となっているという状況でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦くん) 負担金と補助金の関連でございますが、斉藤議員おっし

ゃられたとおりでございます。新型コロナウイルスワクチン接種委託料にかかる分が負担

金ということになります。基本的に当町の場合は、松前町立病院の方に委託してワクチン

を接種していただくっていうことですので、町立病院の方の委託料の部分が負担金という

ことになるかというふうに思います。それ以外の事務的な経費が補助金で措置されるとい

うことでございます。
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○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 今の質疑は良くわかりました。それと、昨日参考資料見て、宮本議

員も一般質問してましたけどね、本当にこれ４月の末からできるだろうかなって、不振を

持つんです、私。さっき控え室では１２月までかかっても松前町で打てねえんでねえか、

なんて話まであるんですよ。本当に国が具体的に４月末までに松前町によこしますよって

話、本当に来てるんですか、これ北海道通じてくるんでしょうけども。その辺ちょっと応

えてください。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 議員皆様がご心配してる同様に、私も心配しておるところ

です。ただ、今の情報でございますけども、全国の各市町村に最初に行き渡るって言いま

すか、配布になる予定っていうのが、４月の２６日の週に各市町村に最低１箱、ですから

大体１千回分。ですから、２回接種しますので、５００人分が行き渡る、配布する予定で

あるという情報はいただいております。ですから、それが２６の週ということでございま

して、２６なのか、７なのか８なのかも全く今わからない状態です。

また、当町の部分については、５００人分いただいたとしても、やっぱり６５歳以上の

方が３千人以上ございますので、はたしてその部分で接種に踏み出せるのかっていう部分

もございますので、５００人分いただいた部分をどのように活用するのかの部分について、

また今再度検討している段階でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) それは、本当に不確定要素がまん延してますよね。４月の末に来る

ったら５月からでねば接種できねえのかなっていうような気分はしますし、非常に困った

もんだなという思いでおります。

更にもう１点、これは町長に聞きたいんですけども、変異株が出てきてますよね、北海

道でも１３人昨日出たと。これとワクチンの関係についてはやっぱり専門家に、早い内に

確かめるという姿勢が必要だと思うんですけども。

例えば、ファイザーのワクチンが打っても効かないよとか、効くとか、そういうような

ことは十分配慮すべきだと思うんですよ。その点について、ご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に北海道からもついに、ついにっていうふうな状況になりまし

た。１３人の感染者が出ているようであります。我々も町民の皆さん、更には北海道民の

皆さん、大変不安に思うんだろうなというふうに思っております。正しい情報をきちんと

町民の皆さんにお示しできるように、我々町村会の方でも連携とりながら、情報の収集を

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) 他に質疑ありませんか。

１１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 斉藤議員の質問と同じものだと思うんですけども、私の耳に入った、

ワクチンが保健所のあるところに最初に送付されるって聞いたんですけども、それから各

自治体の方に回ってくって話なんですけど、そういうことなんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 先ほど私の方から４月の２６の週に各町村っていうふうな

ことでお話しましたけども、その前段の部分で、今議員おっしゃったとおり、札幌市だと

か、江差もそうなんですけども、保健所のあるところには、その前段で４月の中旬ぐらい

までに一定程度の量のワクチンが配布になるような予定のようでございます。



- 126 -

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ワクチン接種事業関連でお聞きしたいと思います。参考資料３７ペ

ージ、これ先日宮本議員も一般質問しておりました。松前町では、既に２回のシミュレー

ション実施しているということでありました。そこで伺いたいんですが、このシミュレー

ションの中で、１人の人間が、接種者が受付から接種完了、そして帰宅まで、はたして何

分かかったのかっていうことを、ちょっとお知らせいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) いろいろなパターンでシミュレーションをやらせていただ

いたんですけども、やはりシミュレーションの場合は一定程度、何て言うんですか、人数

が、限られた人数でやったものですから、比較的実際よりは、いくらか逆に早い時間なの

かなというふうに思うんですが、やっぱり２０分から３０分ぐらいはかかったのかなあと、

１人あたり２０分ぐらいはかかったのかなあと。

ただ、その後に、接種終わった後になおかつまた１５分、または３０分っていうふうに

お待ちいただくもんですから、やっぱりそれなりの時間がかかるのかなあというふうに思

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) この接種事業に関しては、１人の人間が受付から完了するまで、こ

の一連の流れの、スムーズな流れこそが根幹をなすものだというふうな気しております。

従って、例えばですね、今担当の方で考えている、あるいは想定している１時間あたりの

接種人数ってのは何人ほど考えておりますか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 基本的に前段の問診等と、終わってドクターのところまで

行ってからの部分については、３０分あたり２００人、すみません、２時間、３０分あた

り５０人ですね、３０分５０人、１日に２００人を想定しております。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) やはり、こうした細やかなところが町民の安心安全に繋がっていく

ものだと思いますので、ぜひこのシミュレーションの中身を充実させながら、本番に備え

ていただきたいと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) ページ１３ページの保健衛生の総務費と予防費、それで、元気づく

り、副町長から説明あったんですけどね。ちょっとピンとこなかったもんですから、今ま

で松前町でやっているガンバルーン体操、それとストレッチ体操って言うんでしょうか、

健康体操でしょうか、何ヶ月間にもわたってある。それと生きがい教室であり、それと包

括支援センターが団体を組織してと、一生懸命やって、今９団体ぐらいに増えるんでしょ

うかね。それですとか、民間の施設を借りてお年寄りが集まってる松城の憩いの場って言

うんでしょうか。そういうふうなものを束ねて、そうして新しいこのメニューをやるとい

うことなんでしょうか。それとも、そのものは既存として動いてて、新しいこの元気づく

りシステムを導入して、そうして松前町の健康づくりしようとしてるのか。そこのところ

をちょっと、きちんと落ちなかったもんですから、そこの方法論。

そして、今年はそうすっと具体的には研修に行って指導を仰いでという、この二つをメ

インにしていくのでしょうか。それとも、今言ったようなことを準備をしながら、既存の
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ものを整理しながら、統合しながらという３人でいくのかなあと思ったりして。ちょっと

そこのところを具体的なのか、ないのか教えてください。

それと二つ目、予防接種、いよいよ始まります。町民のみんなもすごく期待してるんで

ないかな。それで、予防接種で、ここの予防接種健康被害調査専門委員報酬、この人方は、

まず１点目として相談員なんでしょうか、それとも会場にいていろんなことをサポートす

る方なんでしょうか。それがわかんないんです。

その次に、先日はうちの宮本さんの関係で質問したんだけど、在宅医療については、病

院と今協議してなるべくやるように頑張りますと。在宅介護の人達はどうなるのかなと。

それと、動けないですよね、在宅介護なさる。それと、高齢で車のないそういう人達の対

応は、もう具体的に煮詰めてるのかなと。

それともう一つ、介護サービス施設への接種は、その都度予防接種の薬がまとまったら

出かけて行くのかなあと思うんですけども、やはり出かけていくんでないかなあと思うん

ですけど、いかがでしょうか。

それと、出稼ぎ者は、ここに住民票あるけれども、外部に行ってますんでね。こう人達

の対応は家庭ではきっともって心配してると思うんですよ、出稼ぎ、一時出稼ぎしてる人

達は。そんなことの対応はどうするのかな。

もう１点目、予約である、キャンセル、随分具体的に出てきました、今、対応について

国の方からの指示が入ってます。それで、一番私が苦しいのは、こういう人達からが、感

染発生したら大変だなあと思うもんですから、いかにどういうこのような人達への対応を

するのかなあと、指導をするのかなあと、誘導ですよね、接種を受けて、任意ですから、

強制ではないもんですからね。そんなことをちょっと思ったりして。

それで、この予防接種が具体的に始まったら、緻密な情報提供はもうもちろんだと思い

ますけど、それは努めて迅速にやってもらえないかなあと思ったもんですから、ちょっと

多いでしょうけども、課長、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から、元気づくりシステムにつきまして、答弁をさせてい

ただきます。まずもって福原議員のおっしゃるとおりでございまして、既存のいろいろな

健康づくり、いろんな取り組みがございます。決してそれを今なくするという話ではなく

て、既存のものでもまた元気づくりシステムの中で、例えば、ガンバルーン体操も取り入

れたようなもの等も考えながら進めて行きたいというふうに考えております。

とりあえず、いろいろな実務に入らないと出てこない問題点、課題点もあるかもしれま

せん。けど、決して今までやってるものを否定するものではなく、いろいろなサロンとか

集まりの中でも、体を動かすことはできないけれど、皆さんとおしゃべりしたり、いろん

なことを交流することが楽しみだという方もいらっしゃると思います。ですから、様々な

ものを考慮しながらやっていきたいと、構築していきたいというふうに考えております。

そして、令和３年度におきましては、福原議員おっしゃったように、町の職員から２名

ほど出したいなと、今のところは考えております、そういう予算付けでございます。そし

て、向こうの方に行って、このシステムのコーディネーターとしての研修を受けて、また

帰ってきまして、それを現場の方に移っていくという形になりますので、目標としては令

和３年度中にコーディネイト、研修を受けた職員が自分で企画立案して、何グループくら

い、何会場くらいつくるとか、そういう目標を立てて、それに基づいて進めて行くと。で

すから、研修を受けた方が帰ってきてから、その辺のところ何会場目的にするという形に

なりますので、令和３年度中にそれを現場でやっていきたいというふうに考えております。
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○議長(伊藤幸司君) ２点目、健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) まず、１点目の予防接種健康被害調査専門委員の関係でご

ざいますが、この方は非常勤の特別職になりまして、予防接種、要はコロナウイルス予防

接種によって、何らかの健康被害があった場合、それらの委員さんっていうのはドクター

でございまして、それらの先生方にお願いして、健康被害の状況を確認していただいて、

疾病の状況の確認だとか、診療内容についての確認だとか、そういうもので要はどのよう

な可否があったのかどうか、接種について、その辺のものを専門的に調査していただくと

いうような形になりますので、健康被害がない場合は、特にお願いすることがない形とな

りますし、会場の方に来られるということでもございません。あった時に諮問して、会議

を開いていただくっていうことになるかというふうに思います。

それから、在宅介護の方の関係でございますが、先日の宮本議員の一般質問の中でもお

話させていただいてたかというふうに思うんですが、訪問診療を利用している方について

は、医師の方も診療時に接種できるように、今町立病院と調整してございます。

合わせてですね、議員おっしゃられた在宅介護でも、寝たきりになった方についても何

とかその対応ができないかって部分も合わせて協議させていただいておりますが、何分に

も町立病院の医療体制等々のものもございますので、その部分については協議中っていう

ことでございます。

それから、足の、実際にそういう寝たきりにはなってないけども、なかなか送迎バスま

で行くことが困難だと、車椅子の方であったり、足の不自由な方の部分のお話かというふ

うに思います。そういう方の対応はどうするんだということで受け止めたんですが、基本

的にはバスを利用していただければいいんですけども、できない方については、その送迎

方法についても、今どうしようかということで検討しておりまして、ただ集団接種の時に

なれば、人員の確保がなかなか大変な部分もありますので、集団接種の時の対応は難しい

かなというふうには思ってございますが、今町立病院の方で個別接種の方の協議もさせて

いただいておりますので、ちょっと時期的には集団接種より遅くなるかもしれませんが、

個別接種の時などにご希望があれば、我々の方でお迎えするっていう案もあるんでないか

というふうなことも話はしておりますが、それも今検討中でございます。

それから、介護サービス事業所の関係でございますけども、当然事業所の方に町立病院

のドクターが出向いて接種するということで、この部分については、協議が整ってござい

ます。

それから、出稼ぎ先の対応でございますけども、原則接種については住民票の所在地の

市町村に所在する医療機関で受けることとされておりますが、長期入院であったり、長期

施設に入所している方については、町外のですね、ついては例外的に住民票の所在地以外

の場所でワクチン接種できることになっておりまして、出稼ぎ者の方の場合も、住民票所

在地の市町村に出稼ぎ先の市町村で接種したい旨の申請をしていただきます。それで、申

請を受けた市町村では、住所地外接種済票というような証明書を発行致します。それによ

って出稼ぎ先の市町村の方で接種可能というふうなことになります。出稼ぎ者だけでなく

て、遠隔地に下宿しております学生だとか、それから里帰り出産してるような方もその対

象者ということになります。

なお、入院施設等に入所されてる方については、市町村に申請がなくても接種できるっ

ていうふうになってございます。

それから、予約キャンセルされた方の関係なんですが、それも議員がご心配されてるの

と、我々も極力予約キャンセルがないような形になればいいなというふうに思ってるんで
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すが、いずれにしてもギリギリ予約キャンセルされた方については、再度また予約してい

ただくような形になるかと思いますが、その方だけでなくて、予防接種を敬遠される方っ

て言うんですか、そういう方も含めまして予防接種を打っていただくような、やはり情報

の提供であったり、不安をなくすような、そういうような情報提供に努めてまいりますの

で、そういうような部分で予防接種していただくっていうようなことしか、今は我々には

ないのかなというふうに考えてございます。そういうことで、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) １点目の元気づくりシステム、副町長にご答弁いただきましたけど

も、やはり副町長は行政必要という、これからの松前町にとっては、この方法が必要だと

いうふうなことで、お考えで物事を進めてるんだなと私は捉えてるんです。それで、これ

を担当するのは、この衛生費の保健衛生の総務費で計上してますから、松谷課長のところ

が担当するということになるんですね、そういう考え方でよろしいでしょうか。

それと担当者も健康推進課の方の方がチーフになって、いろんな関係者との協議もする

んだということで、やはり第一歩でございますんでね。そういうきちっとした体制づくり、

根回し、システムづくりっていうのは、一番大事なことで。松前町という、なかなかこう、

ぽんっと花火上がるけども継続がなかなかできなくて。老人クラブも、やはり今消滅して

きております、リーダーがいないっていうことですね。ですから、そんな意味で、それを

お世話する人方をどうするのかなあと、今からちょっと心配してました。そんなことで、

やはりもうポイント制度も導入しておりますんでね、いろいろと方策を練ってやっておら

れますんで、やはりシャッフルして進む方なのか、現状のものを活かしながら新しいもの

をつくるのかなあということで、ちょっと心配してました。

なかなか移住定住も膨大なお金かかったんですけども、なかなか描いてた、行政必要の

中で描いたようには進まなかったわけです。私が言ってるのは悪いということでないんで

す。やはり、立ち上げるけれども、やはり松前町の人達の意識、担当者の意識、やはり担

当する者がはっちゃきになって走り回るような意識と体制がなければ、支えてくれる人も

ですよね、いなければいいプランなんですけれどもね、はっきり言っていいプランです。

それが消滅してしまうようなことないように、まず頑張ってください。後で答弁願います。

それで、予防接種の方の関係。在宅の介護の、在宅で介護受けている人も今協議中とい

うことなんで、まず頑張って、その人達も在宅医療の方々と同じくしてあげないと、私も

うちの義理の兄貴が１７年間も酸素をやって、全く動けなかったもんですからね。やはり

在宅の人っていうのは大変です、クレーンで体を持ち上げて入浴サービス行くような、そ

ういう人方もいないとは限りませんのでね、在宅介護っていうのは。やはり、何らかの対

応を病院と協議してください。

それと車の確保。やはりこの人達も一応弱者ですのでね、弱い立場ですから、老人世帯、

独居老人、いろいろございますんでね。やはりもう一度検討してみてください。そしてい

い方向性を出せれば。全部やはり協議して、まだ時間ありますんでね、はっきり言って時

間ありますから、ゆっくり協議していい形をつくって整えてもらいたいなと。

それと出稼ぎ者。やはり松前町に申請してから、そして出先の市町村に届け出をして接

種してもらうと。出先の市町村も、やはり接種のね、ワクチンも足りなくてあたふたして

る時なもんですからね、いくらやっても厳しいかなあと。仕事してる人は特に、いやあ、

打ってしまいたいと、そういう人方が多いと思うんですよ。帰ってくるとなれば交通費も

いろいろかかりますんでね、何らかいい方策がないかなあと思って、今思ったもんですか

らね。何かそれも十分検討してみてください。やはり、まだ時間ありますから、今年ね、
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先ほど話題になりました、今年いっぱいかかるかもしれないし、来年の頭に入ったかもし

んないと思ってますよ。そして、第二弾の予防接種が始まっていくんですから。そんなこ

とで、十分に検討してほしいと思います。

予約のキャンセル者。やはり一番、町が今防災無線で３密であり、マスクであり、これ

してます。しかし、この方々もやはり十分に考えて対応してるんです。しかし、この人方

が対応してても、この人達が発生した時はおそろしいなと思ってるんです。ですから、説

得できる範囲内で説得していただいて、そこのところも。

最後に情報提供。ここのところ、やはり密に、詳細にわたってしていただかなと、放送

であり、文書であり、保健師さんであり、いろんな立場の人達を総動員して、そういう情

報提供、町内会も利用してもいいんでないかなと思ってます。やはり、情報提供が大事だ

と思います。そんなことで、ご答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) １点目、副町長。

○副町長(若佐智弘君) 福原議員おっしゃるとおりでございまして、私が今ここで答弁さ

していただいてるのも、今回４款衛生費の方で予防費というものもあるものですから、こ

ちらの方の総務費で予算計上させていただきました。メインが、やはり健康づくりという

メインになっていきますので、健康寿命を延ばすということが一つの事業としての大きい

ところであります。そういうことで、私の方で答弁してございます。

ただ、この４月に機構改革、皆さんご存じの機構改革もやってまいります。そういった

中で、それぞれの分担もまた、課の体制も変わるわけでございまして、その後、やはり研

修を受けて、その研修を受けて来た者のお話を伺いながら、それが独立した組織としてあ

った方がいいのか。また、メインと一緒になってやっていただきたい保健師さんとかとい

るところが課の中で入った方がいいのか。その辺のところもしっかりと自分達ので構築し

ていきたいという思いの中で、私答弁させていただいております。決して、この元気づく

り大学の方と会食したとかそういう話ではなくて、誤解のないようにしたいと思いますが。

それから、後は福原議員のおっしゃるとおり、細い路地でございます、人口減少は否め

ないという中にあって、この町をどうやってつくっていくか、人々を、町民の元気を取り

戻すためにどうしていったらいいかということを考えながら、細い路地を右の壁、左の壁

にぶつかりながら、着実に前に進んで、日の当たる大通りに出て行きたいと。正しく、継

続していくことが大事だと。

そして、また職員の数も減少してまいります。そういった中にあって職員を育て、そし

て町民とともに町長の願う松前町の将来図に向かっていけるように、少しの力でも合わせ

れば大きくなりますので、そういうまちづくりに取り組んでまいりたいと思いますので、

どうか、ご理解をいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 福原議員の方からお話ございました在宅介護の方の対応、

それから交通弱者と言いますか、足の弱い方、バスまで来れない方の対応、それから出稼

ぎ者の対応、それから、予約キャンセル者の対応、全て良い方向になるよう、協議してま

いりたいと、いろいろ考えさせていただきたいというふうに思っております。

また、情報提供の部分については、議員おっしゃるように、やはり町民の方に不安のな

いよう、わかり得る情報については、随時情報発信させていただきたいと、意を持って対

応していきたいというふうに思ってございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

３回目なので、簡潔にお願いしますよ。



- 131 -

○５番(福原英夫君) 一言多いって。

○議長(伊藤幸司君) 昨日、注意してくれって言われたので、早速。どうかよろしく。

○５番(福原英夫君) ちょっと、休憩して、ちょっと待ってよ。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時５９分)

(再開 午前１１時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

○５番(福原英夫君) 簡潔もなんでもいいですけども、大事なこと聞いてて、そんなこと

言う議長なんて、聞いたことございません。

まず、１点目の関係、やはり行政必要と担当者の考え方と、やはり上手く協議して、マ

ッチングしてください。そして、やらないと大変なことになります。やはり担当者から挙

がってきたものであればいいけれども、やはり行政必要って大きい課題の中に突っ込んで

いくもんですから、やはり頑張ってもらいたいなと思って。

それと、予防接種についても頑張ってください。やはり、１年かかるか２年かかるかわ

かんないんでね、体が精神も消耗してきます、お医者さんも担当者も。そんな意味では、

健康に気をつけてね、奮闘してください、終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) １０番議員からも質問あった、今回のワクチンの関係のね、本来な

らば繰越明許の手続きをするべき性格のものだと私は理解してるんですけども、説明を聞

く範囲では、国の考え方でね、本省何とかっていう表現をして予算執行することに、事業

推進することになりましたけど、これってのはどうなんですか、あくまでもこれに限って

の話なの。それとも、これからの、この種のね、いわゆる今年度で予算付けしたものを次

の年度にまたがって執行しなければいけないようなものは、それなりの何か基準があって

ね、これは今みたいな扱いにする。しかし、私は基本的には繰越明許だと思うんですけど、

その辺の決め事ってのあるんですか、あくまでもこれに限ってということですか。

それからもう一つ、今の元気づくりシステムの話なんですけども、説明を聞いた段階で

はね、正に屋上屋を重ねるんじゃないかっていう受け止め方したんですよ。説明にもあり

ましたように、介護であり、福祉であり、社会教育であり、そういう部門でね、それなり

の事業やってますよね、みんな似たような事業です。

だけども、しかし、この元気づくりシステムにはこんな利点があるから、あえてそうい

うものがある中でこういう進め方をするんだと。だとすれば、屋上屋を重ねないためにも、

こういう他の部門でやってる事業との連携をね、確か調整っていう言葉を使っていたと思

いますけども、どのようにされるのかな。一般会計、別なの、予算審議のところでね、例

の社会福祉協議会でやってる、今グループづくりやってるでしょ。あれも９団体にまで進

んでますよというような説明もあってね、あれはあれで私は意義のあるものだと思います

し、特にあの事業を進めるためには、正にコーディネーターって人を育てながらやってま

すよね。そういうことを考えると、なかなか調整して上手くやるっていうような話してま

すけれども、具体的にどうなの、それはそれの事業としてやるの。

今回の元気づくりシステムの事業に関わるコーディネーターと、それから今前段で言い

ました社会福祉協議会のコーディネーターと、こういう関係ってのはどうなるんですか。
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私は、どう考えても、それぞれ利点があるから、全て否定はできないんですけれども、い

まいち屋上屋を重ねる事業じゃないのかなっていう気がしておりますんで、もう少しわか

りやすい説明いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) 梶谷議員の方から、今回の制度的には繰越明許でやるべき

ものではないだろうかというお話の中で、どういった決まり事でこういうことがされてる

んだろうというお話でありますが、先ほどの斉藤議員のご質疑にもお答えさせていただき

ましたが、本省繰越という場合は、国が支出負担をしていない、いわば市町村に交付決定

をしていない、市町村も予算を特にまだとってない時に、各省庁と財務省が協議をして、

一括して繰り越すのを本省繰越という名目でやってございます。なので、なぜ本省繰越に

したかっていう内容までは、市町村には降りて来ておりません。なので、なぜこれが繰越

明許じゃないかとかっていう話には、国の方の判断は我々には伝わってないというのが事

実であります。

先ほど言ったとおり、国の方で既に交付決定及び内示をしているものについては、これ

は勝手に本省繰越できませんので、市町村にも予算が通ってるものですから市町村議会で

繰り越しの可決もいただきながら、国の方でも国会に提出して繰越明許するという制度が

本来でありますが、これ以上私が申し上げると推測の域にしか達しないので、申し上げま

せんが、市町村までには、そこまでのなぜこれが本省繰越したのかとかっていう中身まで

は伝わって来なくて、本省繰越なので、令和３年度で執行してくださいという、言わば事

務的なお話しか届いてないっていうのが実態でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、副町長。

○副町長(若佐智弘君) ただ今の質疑でございます。全くもって同じ考えでございまして、

これまで従来やってるものを否定するものではございません。決して屋上屋をつくるので

はなく、やはり先ほどお話しましたとおり、人それぞれ求めるものが違ってくると思いま

す。本当に体を動かすということを強く求める方、会話だけでもいいから、そこで皆さん

と一緒にお茶飲みながらでも、そういうサロンの姿もございます。

ですから、先ほど来から皆さん感じてると思いますけれど、地域に、それぞれに本当に

気持ちの、何て言うんですか、本当に安らぐような、そういうコミュニティづくりをして

いきたいというのが、また目標の一つでもあります。ですから、当然今まである事業と共

同でやれる部分もあるでしょうし、やはり別個でやった方がいいよっていう部分もあると

思います。そういう部分もコーディネーターの研修で行って来た者等と話をしながら、決

してこちらから押しつけるのではなくて、社協の方とか、そういう団体の方ともお話をし

て、どういう形がいいのか、それぞれ求めるものも協議しながら、それで新しいものも作

り上げていく。既存のものも、残しておいた方がいいものの希望のあるものは残していく

とか、そういうやり方で進めて行きたいと思っております。

ですから、この元気づくりシステムもそれぞれの、やはり全国九州からいろいろやって

ますので、地域のそれぞれに住む人達の気質とか、いろんなものがあります。合う部分も

あれば合わない部分もあるかもしれません。そういうものも含めながら、松前町にとって

どういう形がいいのか、場合によっては社協の人達にも、このコーディネーターの研修に

行っていただいて、一緒にやるということも考えられる。これも私の想像の中でございま

すけれど、そういうこともあり得るのかなと。

伊達市の方では地域協力隊をそれ専用で募集して、一緒になってやっていくっていうよ

うな姿もあります。松前町にとってどのような形がいいのか、これも模索しながら進めて
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まいりたいというふうには考えております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) １点目の説明ですけども、これ以上質問しても課長も答弁に大変だ

と思いますけどね、例えばね、基本に則って、松前町は繰越明許を手続きしてやりますよ

っていう話ではないんだ、そういうことではないんだ、ないわけ。わかったということに

します。

それから、２点目のね、屋上屋ではないとは言いますけども、副町長、どの事業見たっ

てね、お年寄りの健康を、しかも健康寿命をね、延長させようとしてみんな取り組んでま

すよ、最終的な大きな目標はね。だから、前段でも私申し上げましたように、社協にある

種の事業、この種の事業を進めるコーディネーターの存在がありますと。それから、今こ

れからやろうとする事業にもコーディネーターっていうのは位置付けられますけれど、そ

の辺の兼ね合いどうなんだって質問もしてるんですよね。どうですか、その辺は。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) コーディネーターという言葉のとおり、それぞれ目的としてやっ

てる、今現にやってる事業の結局指導者とか、それをつくり上げる方だと思います。それ

は、それなりのそういう研修なりを受けて、今やってる事業に対するものを持ってますか

ら、元気づくりシステムのコーディネーターの勉強をした方が、今違うもののコーディネ

ーターの勉強することも、これはあり得る話ですんで、これは当然梶谷議員おしゃったよ

うに、究極の目的は同じですんで、それぞれのところでまた協力し合わなければならない

でしょうし、そこでまた一緒になって協議していかなきゃならない部分もあろうかと思い

ます。

ですから、この関係っていうのは、別に壁があるわけでもないですし、この辺のところ

はお互いお話しながら、そういう意味で屋上屋ではないと。決して今あるものを止めろと

かそういう話ではございませんので。

確かに今あるものが、存在するものがあるので新しいものに向かう時には、やはりちょ

っといろいろな問題、課題はあると思います。それは私も感じております。けれど問題が

あるから進まないんではなくて、どうしたらそれを解決できるかも、コーディネーター達

とかも一緒になって考えながら、より良い松前町に相応しい形の健康づくり、長寿命社会

を、健康寿命の長い、そういう社会をつくり上げて行きたいと考えておりますので、ご理

解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) よくわかりました。ただね、私は、今回の予算は４款でやめてます

よね。関連の事業はそれぞれの部署でやってます。連携を取りながらやらなければいけな

い、目的を達成させるためには、正に副町長おっしゃるように、本当に松前町のためにど

んな形がいいのかなってのは、私もこれからの推移を見たいんですけども、この調整役は

どこでやるんですか。それだけ質問します。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私どもの考えでは、そういう調整もできる職員をコーディネータ

ーの研修の中で育てて行くというふうに伺っております。ですから、研修受けた職員が、

町長に対してなぜこの事業が必要なのか、どうやって進めて行くのか、町長が納得できる、

そういう説明ができる職員に育て上げますというお話で聞いております。

本当に、今の職員に一番大事なのかなと。私もそうだったのかもしれませんけど、予算

挙げて、つけるか削るかは町長次第だと、よく聞く話です。私は違うと思います。それは、
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説明した人の説得力がなかったんだと。それが必要であれば、町長の右腕つかんで離さな

くて何が何でも必要なんだってくらいの、それくらいのやはり意欲を持って進めていかな

ければ、いつもお話してますけど、この人口減少は否めません。４千人、３千人になって

から取り組んでも私は遅いと思っております。最早、既にその岐路に来てると思いますの

で、必ず成功すると胸を張って言いたいんですけど、成功するための努力はさしていただ

きます。そういうことで、何とか一歩前に踏み出したいと思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

事業が調整ではなくて、そういうための勉強した、今回行くコーディネーターの勉強す

る職員が調整役を図るということになります。そうです、そうです。

一応基本は、その方が担当っていう形になります。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

８番西川君。

○８番(西川敏郎君) 確認だけなんですけど、元気づくりシステムですね、今本当に説明

受けて良くわかったんですけども、ただ、私勘違いしてることあんですよね。この一般社

団法人で、要するにコーディネーター、委託料に組んでありますけども、これコーディネ

ーターがこっち来て指導して、一般の町内からインストラクターって言いますか、リーダ

ーかい、元気リーダーを養成していくっていうふうに誤解してあったんですよね。今説明

で大体わかったんですけど、要するにコーディネーターの研修に職員を行かして、帰って

きたら、今度元気リーダーを育ててくっていう、そういう理解でいいんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。まず、この中に委託料が二

つあります。上の技術研修業務委託料、これが１０日間２回、職員が伊達市の方に行って、

伊達市のキャンパスの方に行って研修を受けます。その次の支援業務委託料ってあります

けど、これが今度向こうの方から松前町の方に来て、１０日間研修をしていただきます。

これは、やはり現地にそういう人達をつくったり、そういうグループをつくったりする時

の支援のためのものでございますし、その他に、実はこの中には入ってないんですけれど、

もう１本、地域のグループリーダー用の研修もあります。ですから、これはこれで、また

この形ができていった時に、来年度、あるいは再来年度、それぞれのグループのリーダー

に対して、またいろんな悩みもあるでしょうから、そういうものの支援、研修をやるシス

テムもございますので、それは、その次、また段階進んでからというふうに考えておりま

す。流れ的には、そういうことになります。

○議長(伊藤幸司君) ８番西川君。

○８番(西川敏郎君) わかりました、良くわかりましたけど。ただね、元気リーダーをつ

くるっていうことなれば、必ずしも３年度ではちょっと無理だどこありますよね。だから

来年度、再来年度に向けて、そういったリーダーをつくっていくという理解でいいんです

か。

それと、もう一つですね、商標の使用料なんですけども、これは毎年やっぱり払ってい

かなければならない性格なのか。あるいはまたですね、受益者って言いますか、この元気

づくりシステムの中で１人からいくらか会費もらうとか、そういったことはあるんでしょ

うかね。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) まず、それぞれのグループのリーダー的なものは、これは、まず

そういうグループ、会場をつくる段階からいろいろ、集まった人の中からやっぱり、そう
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いう引っ張っていけるような人をだんだんだんだん捜していかなきゃならないので、すぐ

決まる場合もあるかもしれませんし、ちょっと２ヶ月、３ヶ月かかる場合もあるかもしれ

ません。誰にでも、無理矢理させるようなものでもございませんので。

ですから、地域に入って、会場に入った段階では、結局究極は半年後とか、何ヶ月か後

には皆さんが自分達で、サポート、コーディネーターが行ってサポートすることはありま

すけれど、自らが主体でやるんだよという、こういう形で最初っから入りますので。その

中ではどうしてもグループのリーダーらしき人は出てきます、という形になりますので、

場所によっては早くリーダーが決まることもあります。それが３年度内に決まるというこ

ともあります。

それと商標使用料ですけれど、これに関しましては、それぞれ算定の根拠等ありまして、

人口割、成果割ということで、そういうものからなっておりまして、これは、決して一緒

に参画される方からお金を取るとかっていうものではなくて、この商標の利用料を出すこ

とによって元気づくりシステムをやってる大学の方でも広く周知したり、またこちらの方

で困ったことがあったら対応もしていただけると。来てやってくださいってなると費用か

かるんですけど、電話での対応とか、いろいろなアドバイスはしていただけるというよう

な形になります。

○議長(伊藤幸司君) ８番西川君。

○８番(西川敏郎君) よくわかりました。やっぱりコロナでね、人間関係がかなり薄くな

ってますんで、これをきっかけにしていろいろな、町長がよく言う、心豊かなまちづくり

に役立てていってれば、本当にいいかなというふうに思います。

立ったついでに、もう一つコロナに関係して一つだけ。４番議員の一般質問の中にもあ

りましたけど、優先順位ですね。私、見聞の範囲がそれこそ狭いもんで、温泉の職員とか

よりわからないんですけれども、札幌のナンバー来たら受付の職員がですね、ビクビクし

てると。本当にもう、こんな感じなんですよ。そういったこと考えればですね、観光関係、

あるいは接客の頻繁なとこはこれから機会が、余所から来た人との機会が増えますんでで

すね、できるんであれば、優先的に接種していただければなというふうに、そういう裁量

はできるものかどうなのか、それだけ確認しておきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 確かに、いろいろなご心配もあるかというふうに思います

が、残念ながら優先接種の順位につきましては、国がもう決めてる基準に沿ってやらなけ

ればならないものでございますので、なかなかその部分について、優先的に接種するって

いうような形にはできない状況でございます。大変申し訳ありません。

○議長(伊藤幸司君) 他にありますか。

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１９号を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１９号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第２０号 令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、議案第２０号、令和３年度松前町介護保険特別会計補

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。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２０号、令和３年度松前

町介護保険特別会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

令和３年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによろう

とするものです。

第１条は、歳入予算の補正です。保険事業勘定の歳入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予算の金額は、｢第１表歳入予算補正」によろうとす

るものです。今補正予算は、先に議決いただきました令和３年度松前町介護保険特別会計

当初予算において、反映できなかった松前町介護保険条例の一部を改正する条例の議決に

伴う第１段階から第３段階の方に対する介護保険料の軽減措置を反映させるための予算で

あり、歳入における財源の入れ替えを致そうとするものです。

それでは、４ページをお開き願います。保険事業勘定歳入の事項別明細書です。

２．歳入です。１款１項１目第１号被保険者保険料１節現年度保険料分では、２千５２

万１千円の減額計上です。第１段階から第３段階の方に対する介護保険料の軽減措置に伴

う減額分です。

次に、５ページ、７款１項１目一般会計繰入金、４節低所得者保険料軽減繰入金で、２

千５２万１千円の増額計上です。介護保険料の軽減措置分を一般会計から繰り入れするも

のです。なお、一般会計における財源の負担割合は、国２分の１、道４分の１、町の一般

会計４分の１となっております。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２ページへお戻り願います。

第１表歳入予算補正(保険事業勘定)の歳入です。補正額に増減がないことから、歳入合

計補正後の額も変更なく、１０億３千２０６万６千円に致そうとするものです。

以上が議案第２０号、令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２０号を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２０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２１号 令和３年度松前町病院事業会計補正予算（第１回）
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○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、議案第２１号、令和３年度松前町病院事業会計補正予

算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました議案第２１号、令和３年度松前町

病院事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

それでは、１ページをご覧いただきたいと思います。

第１条は、総則です。令和３年度松前町病院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、収益的収入及び支出です。令和３年度松前町病院事業会計予算第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するものです。収入です。第１款病院事

業収益は、既決予定額１１億４千２８７万３千円に今回３千９４万６千円を増額し、補正

後の予定額を１１億７千３８１万９千円に致そうとするものです。その内訳と致しまして

第１項医業収益、既決予定額１０億３千１４３万８千円に、今回３千９４万６千円を増額

し、補正後の予定額を１０億６千２３８万４千円に致そうとするもので、その内容と致し

ましては、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う、町からの予防接種受託収益による増

額補正をしようとするものです。予算実施計画他、関係書類につきましては、２ページか

ら４ページに、５ページに予算に関する参考資料を添付しておりますので、ご参照願いた

いと思います。

以上が、議案第２１号、令和３年度松前町病院事業会計補正予算(第１回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 大したことでないんだけどね。この時期に医業外収益なんだろうな

と思ってみましたら、新型コロナの。この医業外収益の予防接種受託収益の内訳ってのは、

具体的にわかるの。大分コロナの件で質問した経緯があるけどね、非常に不透明な中での

議論やってるから、ここにこの３千９４万６千円という数字が出てくる根拠ってのは何な

んですか。何人分なんぼとかってあんでしょ。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今、梶谷議員からのご質問で、内訳っていうことにな

りますか、予防接種の。内訳につきましては、先ほど健康推進課長の方から補正予算等の

議論していただいたと思うんですけれども、予定人数ですとか、そういう関係につきまし

ては、健康推進課の方で算出していただいたものを、松前病院としてはそのまま受託する

という形での捉え方になってますので、よろしいでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 病院の方に委託する部分として、４月１日現在の町民全て

の方が接種するとした場合の金額になってございまして、６千７５３人分を全て委託する

というような前提で、これらの金額を算定してございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 大変申し訳ございませんでした、出る方の中身わかんなかったもん

だから、申し訳ございません。

○議長(伊藤幸司君) 他にありませんか。
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(「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２１号を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２１号は原案のとおり可決されました。

◎発議案第１号 松前町議会会議規則の一部を改正する規則制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、発議案第１号、松前町議会会議規則の一部を改正する

規則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。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) 発議案第１号、松前町議会会議規則の一部を改正

する規則制定について、その内容をご説明申し上げます。

本議案につきましては、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

であります。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の下段の説明欄をご覧ください。本改正

案につきましては、議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動しや

すい環境整備の一環として、出産、育児、介護等、議員として活動するにあたって、諸要

因に配慮するため、育児、介護など議会への欠席事由を整備するとともに、出産について

は、母性保護の観点から、出産に関わる産前産後の欠席期間を規定するものであります。

また、請願者の利便性の向上を図るため、議会への請願手続きについて、請願者に一律

に求めている押印の義務づけを見直し、署名、または記名押印に改めるものであります。

なお、全国町村議会議長会で定めている標準町村議会会議規則においても同様の理由によ

り改正されております。

新旧対照表記載の内容についてでありますが、第２条第１項中、「事故」を「公務、傷

病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同

条第２項中、｢議員｣を「全項の規定にかかわらず、議員」に、「日数を定めて」を「出産

予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週

間を経過する日まで範囲内において、その期間を明らかにして」に改めるものであります。

また、第８９条第１項中、｢、請願者の住所及び氏名」を「及び請願者の住所」に、｢名

称及び代表者の氏名」を「所在地」に、「押印しなければ」を「請願者（法人の場合には

その名称を記載し、代表者）が署名又は記名押印しなければ」に改めるものであります。

附則と致しまして、この規則は、公布の日から施行しようとするものであります。

以上が、発議案第１号の内容でございます。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
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

発議案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第１号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１号 米の需給改善と米価下落の歯止め策を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、意見書案第１号、米の需給改善と米価下落の歯止め策

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副委員長疋田清美君。

○総務経済常任委員会副委員長(疋田清美君) 意見書案第１号ということでご報告致しま

す。米の需給改善と米価下落の歯止めの策を求める意見書につきまして、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１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１号は原案のとおり可決されました。

◎所管事務調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、所管事務調査報告についてを議題と致します。

総務経済常任委員会から、所管事務調査報告書の提出がありましたので、報告を求めま

す。総務経済常任委員会副委員長疋田清美君。

○総務経済常任委員会副委員長(疋田清美君) 所管事務調査報告につきまして、本委員会

は、令和元年１２月１２日、松前町議会第４回定例会において承認を得た所管事務調査、

観光事業についてを終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、所管事務調

査報告書を提出致します。

所管事務調査年月日、調査の概要、視察調査の概要及び懇談会の概要については、記載

のとおりでございます。

所見。

松前町の観光事業については、北海道唯一の城郭松前城を核とする歴史観光と日本有数
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の桜観光を主軸に観光協会等と連携し、各種イベントの充実やグルメ、体験型観光協会等

と連携し、各種イベントの充実やグルメ、体験型観光を促進し、交流人口の増加を図るこ

とを基本として、それらを実現するための施策を盛り込んだ「松前町総合計画」に沿って

取り組みを実施している。

その中で、さくらまつり等の各種イベントについては、周遊観光の増加による滞在時間

の減少により、観光客数が下降傾向にあり、町民の観光振興に対する理解や意識醸成など、

観光立町の機運づくりが必要である。イベントの通年化に努力しているものの、通年観光

を目指すためには、繁忙期はもとより閑散期における取り組みの強化が重要であり、観光

客の更なる増加策として神輿や山車巡行等での体験型、参加型イベントの企画や国指定重

要無形民俗文化財である松前神楽、国内最大級の石碑群である北鷗碑林等を活用した観光

事業等を各町内会や各関係機関と協議し、その実施について検討されたい。

また、観光の担い手不足を解消を図り、桜を愛する心を育む賛桜文化の伝承や歴史継承

のため、花守やボランティアの育成などについて努めるとともに、情報発信として効果的

であるＳＮＳ等を活用した誘客宣伝活動の推進を図るべきである。

公園整備については、四季を通した花木等の充実を図り、町民が憩える１０年以上先を

見据えた魅力あふれた公園整備をコンセプトに、平成２７年３月に策定した「松前公園整

備計画基本構想」の具体化に向け、公園用地の新規取込みなど計画を推進、整備を実施計

画については、今後の松前公園の整備方針を決定する重要な基礎となることから、現存す

る桜の品種の保存はもとより、開花時期に合わせた桜の植栽や史跡に配慮した公園内の景

観について、専門家や関係機関、町民等に幅広く意見を聴取されることを希望する。

令和２年における新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言、それから、休業

要請等がさくらまつりの時期と重なるなど、松前町の観光業や飲食業を中心に甚大な影響

をもたらしており、長期化が避けられない状況にある。今後においては、新しい生活様式

や新北海道スタイルといった感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るための指針が示さ

れる中、松前町の観光のあり方にも大きな変化が予想される。国や北海道、関係機関等と

の連携を図りながら新しい生活様式への対応や、町民をはじめ観光客が安心して利用でき

る施設等の環境づくりに取り組むべきである。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

総務経済常任委員会委員長から閉会中の所管事務調査の申し出がありましたが、委員長

からの申し出のとおりこれを承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、総務経済常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を承

認することに決定しました。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、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。

(「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２１、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎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３月１５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、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３年度松前町議会第１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３年松前町議会第１回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午前１１時４４分)
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