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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、

時間の関係上原稿校正は初校しかできなく、誤字、脱字等があります

ことを深くお詫び申し上げます。

まことに恐れ入りますが、御了承のうえ御判読いただきたくお願い

致します。

斉 藤 勝松前町議会議長
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正する条例制定について

日程第１２ 議案第２４号 松前町営牧野管理条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第１３ 議案第２５号 松前町地域包括支援センター設置条例の一部を改正す

る条例制定について
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日程第１１ 議案第２３号 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について

日程第１２ 議案第２４号 松前町営牧野管理条例の一部を改正する条例制定につ

いて
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る条例制定について
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変更に関する協議について
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７番 油 野 篤 君 ８番 西 村 健 一 君

９番 西 川 敏 郎 君 １０番 梶 谷 康 介 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員等
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農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長税 務 課 長 吉 崎 好 彦 君

健康推進課長 阪 本 涼 子 君 川 合 貞 之 君

町民生活課長 斉 藤 裕 記 君 水 産 課 長 近江谷 邦 彦 君

商工観光課長 小 川 佳 紀 君 建 設 課 長 若 佐 智 弘 君

小 本 悟 君 水 道 課 長 佐々木 信 秀 君会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

学 校 教 育 課 長 兼 学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長教 育 長 森 定 勝 廣 君

野 村 誠 君 宮 島 武 司 君文 化 社 会 教 育 課 長

大 島 支 所 長 兼 小 島 支 所 長 兼 大 沢 支 所 長病院事務局長 小 本 清 治 君

監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君 近江谷 澄 彦 君

鍋 谷 利 彦 君議 会 事 務 局 長 兼 監 査 室 長

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 鍋 谷 利 彦 君 次 長 尾 坂 一 範 君

主 任 斉 藤 明 君
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（開会 午前１０時０１分）

◎議長あいさつ

○議長(斉藤勝君) おはようございます。一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成２５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(斉藤勝君) ただ今から平成２５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(斉藤勝君) 議会に関する諸報告並びに本日の議事日程につきましては、お手元に

配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 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番川内谷進君、４番椎名力君、

以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(斉藤勝君) 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、伊藤幸司君。

○議会運営委員会委員長(伊藤幸司君) それでは、議会運営委員会よりご報告を致します。

３月４日開催されました議会運営委員会において、本定例会の会期は本日３月６日から

３月１８日までの１３日間と致しまして、議事日程についてはお手元に配布のとおり進め

ることに決定致しました。以上です。

○議長(斉藤勝君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(斉藤勝君) 日程第３ 会期の決定を議題と致します。

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１８日までの

１３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(斉藤勝君) 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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◎町政執行方針及び教育行政執行方針

○議長(斉藤勝君) 日程第４ 町政執行方針及び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。

平成２５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。平成２４

年４月１１日、松前町長として重責を担わせていただくことになりましてから１年を迎え

ました。この間、町民の生活を守る使命を担うことの重大さを痛感しながら町政運営に向

き合い、「愛する松前町のため、活力のある心豊かな町づくり、そして、住んでて良かっ

たと実感出来る町づくり」を基本姿勢とし、その実現のために取り組んで来ました。町議

会議員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。

現在、東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故、長期化している経済の停滞、更に

はＴＰＰ協定などをめぐる動きは、国全体が揺れ動く問題となっております。また、政権

交代が行われ激動の予感がする平成２５年度でありますが、先行きや向かう方向が見えな

い状況であります。

地方においても急速な少子高齢化の進行に加え、経済や雇用の低迷など社会経済環境は

一段と厳しさを増しております。加えて政権が安定しないと地方自治体への影響は大きい

ものがあります。

このような状況下において、松前町が松前町で在り続けるために松前の豊かな自然、文

化、歴史、地域資源を最大限活用して、次のステップに確実に前進できるような活力と笑

顔が溢れる町づくりに力を尽くしてまいります。

平成２５年度は町長就任後、初めての予算編成であります。

「若い世代に希望を与え活力のある松前町」を目指した、攻守バランスの取れた予算編

成に意を配し、対応したところであります。

ここに平成２５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

本計画に沿って申し上げます。

一つ目は、「力を合わせて産業をおこす豊かな町」を目指す取り組みについてです。

水産業については、海水温の上昇、磯焼け現象など自然環境の変化に加え、組合員の減

少や高齢化により、依然として漁獲量の減少傾向は続いております。この対策として、こ

の数年漁組と連携し、蓄養殖や加工における付加価値対策を実施してきましたが、より前

進できるよう本年度もナマコ養殖事業、ニシン増殖対策や漁業者が主体的に取り組むアワ

ビ養殖、コンブ養殖などに支援してまいります。

また、漁組では、ウニなどの直接加工と昨年度整備した海水氷施設を活用した高鮮度出

荷による高単価販売に、積極的に取り組む考えを示しておりますので、マグロ延縄漁業の

餌料輸送蓄養試験事業とともに支援してまいります。

漁港整備や漁業資源増殖のための魚礁、産卵礁の投入については、今後も国や北海道な

どの関係機関に要望してまいりますが、現在整備中である第３種江良漁港は、蓄養による

生産拡大が可能となる基盤整備が本年度完成する予定でありますので、その施設整備費は

補正予算で対応してまいります。

スルメ加工業は、当町でも当町で最も雇用の多い産業でありますので、引き続き消費拡

大への支援とともに、イカ残滓対策が滞らないよう関係者と協議してまいります。また、
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年々、加工従事者の高齢化も進み、労働力の確保が課題となっておりますが、本年度の各

企業で外国人労働者の受け入れを行いますので、住居提供などの面で支援してまいります。

トドやオットセイなどによる漁業被害の問題については、北海道や漁連、各研究機関な

どとも連携して継続的な被害軽減対策を講じてまいりますが、トド対策については補正予

算で対応してまいります。

畜産業については、市場価値の高い優良子牛を低コストで生産できるようにするため草

地改良などを行うとともに、伝染病に対する防疫思想を高揚させ、繁殖経営の安定に繋が

るよう支援してまいります。

畑作農業については、食の安心・安全が強く求められる時代ですので、低農薬の野菜づ

くりに励む農家の指導や自家消費中心の営農者等を支援してまいります。

観光は、宿泊業や飲食業などの直接的受益者だけでなく、漁業者や地域の商工業者へも

経済的恩恵をもたらす裾野の広い産業分野であります。

当町は、城と桜に代表される観光地としての地位を築いてきましたが、北海道新幹線開

業を好機と捉え、これからは、近隣町と連携した広域観光の展開を図り、地域資源を活か

した滞在時間の拡大により交流人口を増やし、町内における雇用の確保や経済活動の活性

化に努めてまいります。

また、体験交流については、交流の里づくり館を拠点に、利用の拡大を図ってまいりま

す。更には、松前の知名度アップのため、仙台での道南地域の食のイベントへの参加や、

北関東方面（大宮）へのキャンペーン、大漁くんによるパフォーマンスなどの観光ＰＲを

行ってまいります。

公園管理については、桜の老木対策として樹木診断と樹勢回復作業を引き続き行うとと

もに、桜の管理マニュアルに基づき桜の保護・保存に努めてまいります。また、北鷗碑林

や日本庭園、新桜見本園など高台ゾーンの維持・管理も松前花の会などのご協力をいただ

きながら進めてまいります。

松前温泉休養センターについては、指定管理者において、利用者等の意見を取り入れな

がらサービスの向上が図られております。施設の老朽化による設備の更新や修繕に意を配

し、温泉運営に支障が出ないよう努めてまいります。

商工業の振興については、人口減少や購買力の低下により、取り巻く環境は厳しさを増

しています。商工業者の商業活動が困難になると、町民生活への影響も甚大でありますの

で、地域の商工業者への活性化への方策を、商工会とともに考えてまいります。

次に、労働について申し上げます。松前町就職サポートセンターでは、求人情報の提供

や就職相談を実施しており、一定の成果を収めています。地元出身者が経営する企業の情

報提供などを行うなど雇用先の確保に努めてまいります。更に、地元での認定事務につい

ても引き続き町内で失業認定事務が行われるよう、函館公共職業安定所に働きかけてまい

ります。

二つ目は、「自然を愛する美しい町」を目指す取り組みについてです。

ゴミの減量化に向けては、古紙類の集団回収の促進や資源ゴミの分別を促すべく、今後

も町内会など諸団体への支援や広報広聴活動に取り組んでまいります。

また、環境改善を図るため、各町内会等と連携しクリーン作戦や花いっぱい運動、ゴミ

の不法投棄防止対策に取り組んでまいります。

なお、渡島西部広域事務組合で共同経営している、し尿処理施設は本年度に新施設完成

の予定であります。

林業については、地材地消の動きが活発化してきており、地元林材が有機的に使われる
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よう流通体制の確立を目指してまいります。また、北海道が進める普通林道勝軍山線開設

事業の早期完成を引き続き要望してまいります。

三つ目は、「若い力を育てる明るい町」を目指す取り組みについてです。

２０年７月に制定した教育指針条例に定める５つの教育指針の実現に向け、基礎学力の

向上や書道教育、ふるさと学習の一層の推進など、歴史や文化財など先人から引き継がれ

ている教育資源を生かした取り組みを進めてまいります。

本年４月には、白神・松前・館浜・松城の４小学校が統合となりますが、統合校が円滑

にスタートできるように、充分配慮してまいります。なお、統合後の白神・松前・館浜３

小学校施設の利活用については、先の松前町学校施設利活用検討委員会からの報告を踏ま

え、更に地域住民と協議をしてまいります。

また、２７年４月の中学校の統合に向けては、中学校統合準備委員会を組織し、円滑な

統合が図られるよう努めてまいります。

老朽化や耐震化への対応が急がれている現在の松前中学校は、敷地の一部を使用して現

地改築することとし、本年度から着工し、２７年度までの３か年事業として取り組んでま

いります。改築にあたっては、地元の木材を使用した木造平屋建てとし、学校給食共同調

理場施設も併設してまいりたいと考えております。

愛媛県まさき町との姉妹都市交流事業は３年を経過し、小学生が互いに相手の町を訪ね、

北国と南国の風土を肌で感じる体験は有意義なものとなっております。まさき町と協議の

結果、本年度は、従来とは異なり、松前町は夏季の訪問とし、まさき町からの受入れは冬

季に実施することに致しました。

松前高等学校のフランス国ブザンソン市のルイパスツール高校への研修派遣は、日本の

伝統文化の紹介や現地の方々との交流などを通し、生徒一人ひとりが自信を大きく深め帰

国し、松前高等学校の魅力と特色を発信しておりますことから、本年度も引き続き実施す

ることとし、今後詳細を詰め、補正予算で対応してまいります。

また、松前高等学校に通学する生徒の保護者を対象に、通学費や下宿費用の一部を補助

することにより、保護者負担の軽減と安定した高等教育の場の確保に努めてまいります。

四つ目は、「先人の遺産をだいじにする文化のかおり高い町」を目指す取り組みについ

てです。

金子鷗亭記念北鷗碑林については、２０年に金子鷗亭生誕１００年を記念し、鷗亭の石

碑１３基と門人の石碑７１基、計８４基の碑林を設置しました。本年度は隣接する国道沿

いなどに、道路沿いなどに門人の方々の石碑３６基を創玄書道会のご支援をいただき、新

たに設置してまいります。また、その完成に併せ、実行委員会組織による記念式典及び祝

賀会の開催を実施してまいります。

松前城の復興天守は築５０年が経ち老朽化も進んでいることから、２２年度の松前町史

跡福山城保存整備審議会の答申を踏まえ、２３年度に耐震調査を実施したところです。そ

の結果、地下１階を除き、１階から３階については、現行の耐震基準を満たしておらず、

耐震性に疑問があるとの診断が示されました。

復興天守の整備の在り方とその活用方法について、２３年１２月に松前町史跡福山城保

存整備審議会に諮問しているところであり、同審議会の答申内容や、町の財政状況なども

充分踏まえながら、整備の方向性について検討を進めてまいります。

道道松前港線の整備については、２６年度の道路改良に向け、本年度が福山地区用地購

入の最終年度となります。家屋や用地の補償対象となっておられる関係者のご理解とご協

力を得ながら、松前らしい街なみづくりに取り組んでまいります。
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五つ目は、「互いに仲良く助け合う平和な町」を目指す取り組みについてです。

医療については、町立病院を中心に、町民の健康に対する安心・安全の確保、責任をし

っかり果たしてまいります。本年度の町立病院の医師体制は、多少の異動はありますが、

現在の１０名体制が維持される予定です。

町立病院の経営は、町民の皆様はじめ関係各機関のご支援をいただき順調に推移してい

ますが、引き続き院長はじめスタッフとともに、町立病院の理念である「地域医療拠点病

院として『より信頼される、愛される病院』を目指して」努力してまいります。

昨年は、病院事業管理者を置き、その職務を院長に担っていただくことになりました。

町民の皆様はじめ関係各機関のご支援をいただき、よりスピード感をもって病院の使命を

果たしてまいります。また、院長は全国プライマリ・ケア連合学会理事及び同会北海道ブ

ロック支部長にもなり、より広い立場で全道、全国の地域医療発展にも関わっています。

その活動は必ずや町立病院の発展、町民への医療サービスの向上につながるものと確信し

ております。

さらに、友好姉妹病院協定を締結した砂川市立病院とは連携が徐々に深まり、本年度に

は研修医９名（期間１ヶ月から３ヶ月）が町立病院での研修を希望されていますので、こ

れを受け入れる予定です。このことは、より一層研修病院としての充実が図られ、町民の

皆様に対する医療の質及びサービスの向上になるものと思っています。

町立病院は、さまざまに先駆的取り組みをして町民の皆様にお応えしてまいります。

老朽化著しい病院の改築ですが、所信表明でも述べましたとおり町民の命と健康を守る

ためにも重要な施設でありますので、改築に向けた取り組みを進めてまいります。

子どもの健やかな成長を支えるための子育て支援策として、中学校までの医療費の無料

化を本年４月１日から実施致します。

健康づくり事業においては、健康への関心を高め、毎日健康で明るく暮らせるように、

脳ドック検査や各種がん検診等の受診の促進と、健康意識の普及啓発を図るため、無料ク

ーポン券によるがん検診推進事業をはじめ、各検診に対する助成事業を引き続き実施して

まいります。

予防接種事業では、これまで６５歳以上の方を対象に助成しておりましたインフルエン

ザ予防接種について、助成範囲を拡大し、新たに、１５歳以下の子どもの接種希望者に対

しても助成をしてまいります。

高齢者世帯等に対する冬期間の経済的な負担軽減を図るための福祉灯油の助成について

は、補正予算で対応してまいります。

介護保険については、第５期介護保険事業計画（２４～２６年度）において、地域密着

型サービスの整備を位置付けております。地域密着型サービスの中から、より優先度の高

いサービスを選定し、サービス事業者の募集及び決定をしてまいります。

国民健康保険事業は、２４年度は赤字に転落する見込みでありますが、当面は税率改正

を行わず、今後の推移をみて判断してまいります。

次に、町民生活に関わる諸課題についてです。

公共交通の対応については、現在、松前高校生徒への通学費補助を行っており、継続し

て利用向上環境に努めてまいります。

また、昨年１０月から運行しているコミュニティバスについては、引き続き本年度も４

月から９月まで運行してまいります。

今後は、町民の町内移動の利便性、更には利用者の立場に立った、松前町にふさわしい

公共交通の在り方について検討してまいります。
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町道並びに河川の整備につきましては、国の日本経済再生に向けた緊急経済対策を踏ま

えた２４年度大型補正予算による「地域の元気臨時交付金」を活用し、補正予算で対応し

てまいります。

町営住宅については、建石地区に１棟２戸の整備を計画しており、補正予算で対応して

まいります。

水道事業については、安心・安全な水道水を安定的に供給出来るよう、福山地区配水管

改良工事のほか耐震管による導水管や配水管の更新工事に取り組むとともに、老朽化が進

む機械設備の更新など各施設の整備と維持管理に努め、事業の円滑な運営を図ってまいり

ます。

災害時の対応については、日頃からの心がけが大切でありますので、防災意識の高揚を

図るため、町が主体となる防災訓練をはじめ、防災のしおりを活用した、各町内会におけ

る自主的避難訓練に対しても支援を行ってまいります。

昨年、姉妹都市であります福島県伊達市と大規模災害時における相互応援に関する協定

を締結したところでありますが、本年度は愛媛県まさき町及び滋賀県近江八幡市とも協定

を締結してまいりたいと考えております。

震災や大規模災害時の情報伝達の重要性から、全てのテレビ中継局の停電対策が義務化

されました。松前町が所有する「松前テレビ中継局」も対象となることから予備電源装置

を整備してまいります。

現在、消防救急無線はアナログ通信方式で運用しておりますが、電波法の改正により２

８年５月までにデジタル通信方式に移行しなければなりません。

このため、本年度は実施設計に係る経費の松前町負担分を渡島西部広域事務組合負担金

（消防部門）に計上したところであります。

交通安全対策については、引き続き関係機関と連携を密にしながら街頭啓発やパトライ

ト作戦など町民参加型の交通安全運動を展開し、意識の高揚を図ってまいります。

火葬場については、火葬炉の修繕を実施してまいります。

以上、歳出予算に関わる施策について申し上げました。次は歳入について申し上げます。

歳入の大部分を占める地方交付税は、算定基礎となる人口の減少により大きく減額され

ており、加えて政府は地方公務員の給与削減に向け地方交付税の削減を図ろうとしており

ますので、減少傾向は更に続くものと考えられます。

また、政権交代の影響から国の予算編成も大幅に遅れ、地方交付税等の影響額が把握で

きず、過大な積算を避けるとともに円滑な財政収支を図るため、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。

更に、国の２４年度大型補正による「地域の元気臨時交付金」については、２５年度の

地方単独事業に最大限交付金を充当させたく、道路、河川改良事業等は、あえて補正予算

としたうえで、積極的に臨時交付金を活用したいと考えております。

このような厳しい財政状況にあって、今後予想される大型事業に伴い、公債費も年々高

く推移し、将来の財政負担が標準財政規模を大きく超えることが見込まれますが、行財政

の一層の効率化を図りながら財源確保に努めてまいります。特に、自主財源であります町

税及び税外収入については、債権管理条例や行政サービスを制限する条例により、歳入の

確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

長引く経済不況や深刻な過疎・高齢化の現状においては、税収の増加は見込めない状況

にありますが、高齢化社会に向けた対策をはじめ、保健福祉施策の充実、社会資本の整備、

産業の振興及び雇用対策などの行政課題が増大しておりますので、それに対応しながら、
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先を見据えた規律ある財政運営に意を尽くしてまいります。

かつてない大きな変革の時代の中、地方を取り巻く情勢は、大変厳しい状況が続いてお

りますが、直面する諸課題に全力で取り組みしますので、取り組みしますので、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(斉藤勝君) 次に教育長の発言を許します。

教育長。

○教育長(森定勝廣君) 皆様、おはようございます。

平成２５年松前町議会第１回定例会の開会にあたり、教育委員会所管の教育行政執行に

関する主要な方針について申し上げます。

昨年は、ロンドンオリンピックでの日本人選手の活躍や、京都大学の山中教授がノーベ

ル医学・生理学賞を受賞するなど明るいニュースがあった一方で、いじめを苦にしたと見

られる児童生徒の自殺が大きな社会問題となり、命の尊さや他人を思いやる心を育てる教

育の大切さを改めて考えさせられた１年でもありました。

新たな時代を切り開く人材の育成は、教育に課せられた基本的な使命であり、子ども達

が「知・徳・体」の調和のとれた成長を遂げていけるよう、学校・家庭・地域が一体とな

って、確かな学力や豊かな心など、子ども達の「生きる力」を地域全体で育てて行くこと

が、今強く求められております。

教育指針条例の制定から５年目を迎え、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おり、松前の子ど

も達が、確かな学びと豊かな体験を通して、たくましく成長して行くことができるよう一

層の充実に努めるとともに、時代を担う子ども達により良い学習環境と教育環境を提供す

るため、小・中学校適正配置計画に基づく４小学校の円滑な統合と地元材を活用した中学

校の改築事業に、全力で取り組んでまいります。

はじめに、学校教育について申し上げます。

当町の子ども達には、依然として基礎的な学力や生活習慣などにおいて課題が見られる

ため、各小中学校との連携を図りながら、平成２４年度に学力向上対策委員会が策定した

学力向上アクションプラン「ターゲット２６」に基づき、「教師の授業力向上」と「松前

っ子３リズムの完全定着」を柱に、基礎学力の向上に向けて、引き続き取り組みを進めて

まいります。

国の特例校制度を活用した小学校の書道教育については、過去３年間の取り組みの成果

と課題を踏まえ、指導内容の充実を図るとともに、各学校と連携しながら書の日常化を進

めてまいります。

また、全道・全国規模の書道展への出品や平成２５年度に函館市で開催予定の北海道書

写書道教育研究大会などの機会を通して、当町の書道教育を広く町内外に発信してまいり

ます。

新年度から本格実施となる「ふるさと学習」については、子ども達が町の自然や歴史、

産業などの学びや体験を通して、ふるさと松前への理解と郷土を愛する心を育てるため、

「ふるさと読本」の積極的な活用と町民有志で構成する「ふるさと学習応援団」の方々の

ご協力などもいただきながら、松前ならではの「ふるさと学習」を推進してまいります。

２年間の統合準備期間を終え、本年４月に白神・松前・館浜の子ども達を迎えて、新生

松城小学校がスタートいたしますので、子ども達が、環境変化に伴う不安やとまどいなど

を感じることが無いよう、教職員の人事配置に十分留意するとともに、教育活動が円滑に

進むよう、統合後の子ども達へのケアやフォローアップにも十分配意してまいります。
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また、２７年４月の中学校統合に向けて、新年度の早期に統合準備委員会を立ち上げ、

教育課程やスクールバスの運行、ＰＴＡ組織などについて検討を進めてまいります。

なお、松前中学校の改築事業は、着工年度を迎えますので、生徒の教育活動に影響が生

じないよう十分配意するとともに、役場関係課との連携を密にしながら、松前杉を活用し

た夢のある木造校舎の実現に向け、着実に取り組みを進めてまいります。

松前高校では、異文化に対する相互理解や生徒のコミュニケーション能力を高めるため、

引き続き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を実施することとし

ており、地域間協力協定に関する協定も踏まえ、生徒の派遣事業を支援してまいります。

また、保護者の負担軽減と安定した高等教育の場を確保するため、通学費や下宿費に対

する支援を継続してまいります。

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果たしており、子ども達に

安全・安心な給食を提供するため、今後とも、衛生管理の徹底と食中毒の防止に万全を期

すとともに、学校給食における地元食材の活用に努めてまいります。

また、学校や家庭との連携を図りながら、「早寝・早起き・朝ごはん運動」の推進のほ

か、食に対する正しい理解と給食指導の充実に努めてまいります。

なお、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、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。

少子高齢化や核家族化、人間関係の希薄化が進む中、家庭や地域の教育力を高めながら、

地域全体で子ども達の健やかな育ちを支えて行く環境づくりが求められています。

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的確な情報提供と学

びあいの場が必要であり、親学推進協会のご協力をいただきながら、引き続き「親学テキ

スト」の配布や「親学基礎講座」の開催に取り組んでまいります。

また、自然の中での親子や家族のふれあいを目的に開催する「春の自然観察会」や家庭

教育セミナーの開催などを通して、子育て支援と家庭教育の充実に努めてまいります。

地域には、暮らしの中で培われてきた知恵や経験などの教育力が潜在しており、新年度

から本格実施となる「ふるさと学習」を支援するため、学校教育と社会教育の連携により

「ふるさと学習応援団」を組織し、町民の方々にご協力をいただきながら、学校支援を行

ってまいります。

また、青少年の非行防止と健全育成については、引き続き松前町青少年健全育成連絡協

議会など関係団体や関係機関と連携しながら、啓発資料の作成配布をはじめ、「あいさつ

運動」や「早寝・早起き・朝ごはん運動」の推進に努めるとともに、「少年の主張大会」

の充実に取り組んでまいります。

高齢者の方々に学びの場と交流の場を提供するため、「いきいき教室」を継続して開催

するとともに、新たな企画を取り入れるなど創意工夫を行いながら、高齢者の方々の健康

づくりと生きがいづくりを支援してまいります。

また、町民の方々の読書活動を支援するため、ブックスタート事業や童話の日の読み聞

かせのほか、郵便局の図書コーナーの設置や高齢者などへの宅配サービスを継続するとと

もに、児童生徒の読書活動を推進するため、学校図書館の運営や図書の分類・展示方法に

関するアドバイスなどを通して学校支援を行ってまいります。

次に、文化・スポーツについて申し上げます。

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の芸能祭をは
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じめ、松前音楽のつどいなど、子ども達や地域の方々が行う文化活動を継続して支援する

とともに、渡島西部４町との連携により、子ども達に芸術鑑賞の機会を提供してまいりま

す。

文化の香り漂う書のまちづくりを推進するため、推進協議会や関係団体との連携により、

「高校生による書道パフォーマンス」や「書道セミナーin松前」の開催に取り組むほか、

第１０回の節目を迎える「金子鷗亭記念児童生徒書初め席書大会」の充実や松前杉を活用

した優秀作品の町内展示など、書の日常化を進めてまいります。

子どもの体力や運動能力の向上に向け、各学校が進める１校１実践の取り組みや少年団

活動を積極的に支援するとともに、コンサドーレ札幌の協力を得て開催する「松前サッカ

ー教室」や冬季に開催する「スーパーホッケー大会」などを通して、子ども達がスポーツ

に親しむ機会の充実に努めてまいります。

また、これまで実施していた城下マラソン大会に、町民ウォーキング大会を加え、新た

に「町民健康ラン・ウォーク大会」として開催に取り組むほか、渡島西部４町のスポーツ

交流への参加やパークゴルフ大会への運営協力などを通して、町民の方々の健康体力づく

りを支援してまいります。

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８年度に策定した第二次保存管理

計画に基づき整備を進めており、今後とも、松前の歴史的風致や周辺環境との調和を基本

として保存整備を進めてまいります。

課題となっております復興天守の整備については、現在、史跡福山城保存整備審議会に

おいて審議が進められており、審議会の答申を踏まえて対応を検討してまいります。

「神明石切場跡」については、福山城築城当時の石垣石の切り出しに関する貴重な生産

遺構であり、今後の保存活用を図るため、史跡の追加指定に向けて事務を進めてまいりま

す。

なお、国指定の重要文化財である「法源寺山門」については、所有者との協議が整い、

平成２５年度事業として保存修理を実施するほか、本丸西側の「堀廻り地区」の環境整備

と「光善寺庭園」の遺構等確認調査を引き続き実施致します。

また、松前城資料館や郷土資料館における常設展示のほか、「さくらまつり」や「北海

道文化財保護強調月間」と連動した特別展や講演会の開催などを通して、広く文化財に親

しむ機会を提供するなど、文化財の情報発信と公開活用に努めてまいります。

以上、平成２５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、松前の子ども達一人ひとりがふるさと松前に誇りと愛着を持ち、個性を

伸ばし可能性を開花させ、未来に向かってたくましく成長していくことが出来るよう、教

育委員長はじめ、各教育委員ともども最善の努力を尽くしてまいりますので、議員の皆様

並びに町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) これより、町政執行方針及び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。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) ただ今、町長の執行方針を聞かせていただきました。町民のニー

ズは多岐に渡っておりますし、町で抱えている行政課題も多くあります。そんな中で目が

届かない、或いは手が届かないという分野があっちゃいけないわけですね。かといって総

花的なインパクトのない予算であっても心許ない、そんな感じで私、受け止めていたわけ
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でございます。

当初、松前町の予算が発表された時に新聞報道された中身をみますとね、二段抜きで中

学生までの医療無料化。これが表現されておりましたが、あえていえばこの辺が目玉なの

かなと。道新が取り上げている中身ですから、そういう受け止め方をされているんでない

かなと私は受け止めたわけなんです。ただね、願いは、あなたが町長として立候補された

時は水産業を中心としたまちづくりをしていきたいという強い意志がね、表現されている

んですから、その辺にこの大きな目玉の事業が打ち出されるんでないかなという期待を持

っていたわけなんですよ。そういう観点からすると、ちょっと期待が外れたかなと。

振り返ってみますとね、９月でしたでしょうか１２月でしたでしょうか。一般質問で明

日に光の見える、明かりの見える予算編成期待するということで町長にお尋ねした時に、

やはりバランスの取れた政策の中で、きちっと自分の思いを進めていくというようなお答

えをいただいておりますのでね、そういう面からいくと、前に述べたような感じを受けた

わけでございます。

それはそれと致しましてね、この出された予算の中で、まあ、これから予算委員会もあ

るし、私も一般質問も通告しておりますから、それ程深いお話にはならないかもしれませ

んけれども、何点かお尋ね致します。

まず最初にね、水産業の振興をもってまちづくりをするという考え方からすれば、その

中心になる水産試験研究センターの位置付け、これは議会の中でも経緯を考えると、非常

に議論も多出して、これからの方向性をはっきりさせるべきじゃないかっていう課題が残

っておりますよね。あれは２１年の１２月ですか、最終的に指定管理者制度で組合に任せ

るというような方向付けをした。しかし、議会で議論になってそれは今後の方針をきちっ

と定めてからもう一回上程するという形で保留になってるんですよ。まあ、あなた就任さ

れて１年まだ届かない段階での話は酷だかもしれませんけれど、やはり、そういう点から

きちっとした方向付けをするべきじゃなかったのかなと。それに対する考え方をまず１点

お尋ね致します。

それから、お金の使い方なんですよね。俗にいうＢ／Ｃの問題が出て、利益の上がらな

い或いは効果の出ない事業に対する投資っていうのは、非常に今、重要視されております

けれども、この利益が上がるとか効果が上がるとかという見方の範囲っていうのは今まで

の考え方からすればね、非常にこの広がってきてんですよ、Ｂの部分がね。いわゆる効果

の部分が。今まではこのＢ／Ｃの計算する時には、これとこれとこれって三つか四つの要

素を持ってこのＣに対する数字を弾き出していたんだけども、今は更にいわゆる風が吹け

ば桶屋が儲かる式でね、どんどんどんどんこの波及効果っての見えてくるんですよね。そ

うしたものを考えた時に、このお金は活かして使うべきじゃないかなという考え方でいる

んですけれども、その辺の町長の思いを聞かせていただきたい。

それから歳入の面でね、町長のこの執行方針の中では取り巻く環境、特に地方交付税だ

とかそういうものがまだまだ不確定要素があるから、過大積算をしちゃいけないっていう

ことでのこの予算編成をされたという説明っていうかね、執行方針を聞かせていただいた

んですけども。ちょっとこう、細い話になるかもしれませんけどもね、自主財源の町税に

関してはね昨年当初予算に比べて１千万円以上の増を見てるんですよ。１千２百万ぐらい

かな。そういう見方をするというのは、私は非常にこれ積算、過大積算をしないような考

え方でっていうことを、その考え方とね、どっかこう相反するような気がしてならないん

ですよ。なぜならば、松前町の昨年の実態を見てみた時に、基盤産業である漁業の実態、

更には水産加工業界の状態などを見ると町税の伸びる要素ってのは、私は考えられないん
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ですよね。ですから、そういう状況にありながら過大積算をしないようにっていう心掛け

ているにも関わらず、１千２７０万７千円の増を当初予算に見込んでるってのはどういう

観点なのかなっていう疑問が生ず、生じてくるんですけども。その辺の積算の考え方も説

明していただきたいと思います。

それから教育行政の方に目を向けたいと思いますけれども、いじめの問題等ね、そうし

たものはここで議論してもなかなか結論も見出せないけれども、充分に執行方針で言われ

れているような形でね、取り組んでいただきたいというのが願いですけれども。

それはさておきまして、３校閉校、松城小に統合してね、これはスタートする初年度な

んですね。ですから、やってみなければわからない要素はいっぱいあります。ありますけ

れども教育長がおっしゃっておりますように、教職員の配置だとかそうしたものを充分留

意しながらケア・フォローアップをしていくと。そういうような表現をされておりますけ

れども、閉校になる校区、そこに今、子ども達がいますよね。学校に来ている間はそれは

特別目の届かない、そういう問題は無いと思いますけれども、一旦学校を帰って地域に戻

った時に、そういう子ども達のケアやフォローアップっていう意味でこれいってるんだと

私は理解してるんですけれども、実際にはね、先生の数はトータルすると何人になります

か。１０人近くも減るでしょう。松城校区の生徒方は従来通りなんですけれども、閉校さ

れる校区の教職員の異動の中身ってのは私、わかりませんけれども、そういうケアやフォ

ローアップっていう態勢っていうのはどのようになるんでしょうかね。この辺は非常に私、

気になるところなんです。具体的に考えられているんでしたら説明していただきたいと思

います。

それから、松前高校の現状を見ますと、非常に今の状態で間口２ですよね、松前高校は。

間口２でありながら中学校卒業する生徒みますと、去年は７０人ちょっとかな。今年度は

６０人なりますか、２５年度は。ですから、間口、あれは４０人学級でしたっけ。そうす

ると、この間口２つを守っていくという形はね、極めて厳しい状態になるんですけれども。

まあ、学校の特色を出しながら管内の生徒ばかりじゃなく、もとい、町内の生徒ばかりじ

ゃなくね、もっと拡大した生徒の確保っていうのは恐らく考えられておると思いますけれ

ども、それにしてもこの間口２の確保っていうのは極めて厳しい状態でありますから、こ

の件に関しては、３ページには「保護者の負担軽減と安定した高等教育の場を確保するた

め、通学費や下宿費に対する支援を継続してまいります。」という、この下りはね、私は

間口減にそれ程効果のあるもんでないなと思ってるんですけど。心配するんです。どうい

うお考えでおりましょうか。

それからもう一つ、文化財でお尋ねしたいんですけど、これはもう前々からいってるん

ですけどもね、いわゆる生産、貴重な生産遺構だということで石切場の指定区域の申請を

してます、手続きしてますよね。しかし、なかなか進まない。しかし、これからの城趾の

保存だとか、修復だとかいろんなことを考えていくと、この青石、いわゆる緑色凝灰岩で

すが、凝灰石ですか、そうしたものの必要っていうのはありますよね。前にもお話したん

ですけども、それが指定になった時にこれからの対応をどうするかっていう話はしてきた

んですけれども、現状、或いは今後どうなるのか、その辺のお考えを聞かせていただきた

いと思います。

それともう一つは、今まであった建物を壊して、貴重な古材を保管しておりますよね。

松城小学校の門を解体した時の材料も。これも保管の仕方私見ておりますけれども、依然

として形は変わっていないし、年を経つごとに材は腐っていくだろうし、貴重な財産であ

りながらこれでいいのかと投げ掛けしておりますけれども、これに対する考え方、未だに
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出てきておりません。これからどうするんでしょうか。

以上に関してお尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員から、私の方に３点ご質疑がございました。

まず１点目の研究、水産加工、水産試験研究センターの関係でございます。この件につ

きましては平成２４年９月の定例議会におきまして、梶谷議員から一般質問をちょうだい

致しております。このままでよいのか、松前町水産試験研究センター、水産漁業を基盤産

業とする松前町において、どうあるべきかというふうな質問だったというふうに思ってお

ります。今の研究センターの現状を維持するのか、或いは廃止するのか、或いは新しい形

で再活用できるのかというふうな質問があったところでございます。それに対しまして私

の方からはいろいろ条例、議案を撤回した経緯も踏まえまして、いろいろ検討しておりま

す。その中では、その時の答弁と致しましてはもう少し時間をいただきたい、組合の方と

協議させていただきたいというのが９月での私の答弁でありました。その後いろいろ状況

も変わってきております。総務経済常任委員会でも視察されました大沢のコンブの採苗施

設の関係もありまして、新たにコンブの採苗施設の建設も考えなければならない状況もあ

ります。それと組合の関係になるんでありますけども、財務改善計画の達成、計画の達成

が大変厳しいという状況もありまして、組合独自の体力の問題もあります。そういうこと

から全体的に判断、現状で判断するとすれば、組合の体力等も考えると組合に指定管理さ

せるっていう状況については、だんだん今の状況では選択肢から消えてきてるのかなとい

うふうな形であります。いずれにしましても、弁天の地域を水産の拠点というふうに、水

産試験研究センターを拠点というふうに考えた位置付けしますと、採苗所の建設も踏まえ

ると、あすこが中心となって水産の振興の拠点にしていきたいということは、今現状で思

っておりますので、水産試験研究センターにつきましては、現状維持のままで、今後職員

を張りつけるのかどうかという部分につきましては、ちょっと検討させていただきたいと

いうふうに思っております。

それから２点目、生きたお金の使い方というふうなご質疑がございました。本当にご指

摘のとおりだと思っております。Ｂ／Ｃでの質問もありました。そのとおりだと思ってお

ります。まず、Ｂが大きくなるっていうことになると結果が出て来ない。財源が限られて

おりますので、有効に財源を使うためにも先程冒頭でご指摘ありました、バランスの良い

予算編成。攻めるところは攻める、守るところは守るというふうな形で、生きたお金を使

っ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思います。

３点目、歳入の関係でございます。地方交付税、過大計上しないようにと予算編成しま

した。その結果、町税が前年度より伸びる要素がないのに伸びているというふうなご指摘

がございました。決して過大計上しているところではございませんのでご理解いただきた

いと思います。内容につきましては、たばこ、町たばこ税が増額なっている要素がありま

す。ただ、この内容につきましては、ちょっと詳しい説明が必要だと思いますので、担当

課長より答弁をさせたいと思います。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 税務課長。

○税務課長(吉崎好彦君) 歳入の関係でございます。町税につきましては、個人町民税で

すとか、或いは固定資産税、軽自動車等々、町本来の財源といいますか、そういったもの

につきましては昨年度よりも減る傾向にあります。

ただ、今、町長申しましたように、たばこ消費税が伸びておりまして。この伸びた要素

っていいますのは、道からの税源移譲の分がこれ８百万程伸びていると。それから、通常
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の分ですね、これが去年の予算に比べまして６百万程増えているんです。この税源移譲の

分ですけども、国の法人税がですね、２３年度から税率３０％から２５．５％に引き下げ

られたと。それで法人町民税というのもあるんですけども、この法人町民税というのは、

国税、いわゆる法人税の税額の１４．７％が町の方に入ってくるということなものですの

で、３０％から２５．５％に引き上げれば町の法人町民税もこう減るわけなんですけども、

その財源補填というのがなくて、それを国ではたばこ消費税の中に組み込んで財源、税源

移譲すると。それは道分からやりなさいということなので、この減った分がですね、旧三

品分、旧三級品分というのが１本について０．３０５円。それからそれ以外のたばこにつ

きましては１本について０．６４４円ということで、これらの数字を基にして２５年度の

本数を計算してみますと８百数十万になるというようなことがございまして、これらが主

な増えた要因でございました。これは過大のものではございませんので、正常な、我々と

すれば確実に入ってくるだろうという予想の基に歳入を立てております。以上でございま

す。

○議長(斉藤勝君) ４、５、６点目、教育長。

○教育長(森定勝廣君) 梶谷議員さんから４点に渡ってご質問いただきました。

まずは統合後のケア、子ども達のケア・フォローアップを具体的にはどうするのかとい

うことであります。本当にこう統合まで残すところ一月を切りまして、今まさに最終的な

統合準備と、それからこの後中旬以降に最後の卒業式、閉校式等について今、準備を進め

ているところですけれども、具体的にはまずはこれから４月１日付けの教職員の人事異動

がございますが、基本的には統合になる３校から松城小に行っていただく教員を、必ずそ

れをつけるということが１点でございます。

それから、実際に学校が３校閉校になりますから、校区にはもう学校もありませんし、

今、本当にこう頑張って下さっている教職員の方々もいなくなります。特にその地域に戻

ってからのいわゆるその子どもへのいろんな目配りとか、そういったことをどうするかっ

ていうことなんですけども、それについては、一つはまずはＰＴＡ組織の対応が考えられ

ます。ＰＴＡ組織も、今までは松城小学校校区のＰＴＡだったわけですけども、これから

は館浜・松前・白神をエリアにしたＰＴＡ組織になりますので、新しい組織は４月以降の

会議の中でということになろうかと思うんですけども、地区委員、例えば白神地区、或い

は松前地区、それから館浜地区と。そういった形でＰＴＡの方々をお願いすることが１点

と。それから学校職員についてもですね、地区担当の、名称はまだはっきりしておりませ

んけれども、コーディネーターといいますか、白神担当のコーディネーターとか、松前担

当のコーディネーターとか、館浜の担当のコーディネーターとか、もちろんこれは人事異

動によって松城小学校に勤務をする教員を中心にですね、そういった形でフォローをして

いくということになろうかと思います。

ただ、総体としては地域から学校が無くなって先生方がいなくなりますので、今までと

同じような子ども達への、いわゆるこう対応っていうのは現実的には困難だと思います。

逆にそうであればこそＰＴＡの方々、それから地域の方々にも本当に今まで以上に子ども

達のことを気にかけていただいて、応援をしていただくということが必要になってくるか

なあと思います。

ちょっと話は逸れますけども、今年からふるさと学習も進めていきますので、そういっ

たことも含めてですね、現実そういうふうに進んでいきますので、足りないところをどう

やってみんなで知恵を出して補っていくかと。そういう観点で進めさせていただきたいと

思います。
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それから、２点目の松前高校の間口、２間口維持の部分についてなんですけれども、こ

れも現実的に非常に厳しい状況が数年先に出てまいります。現在は、４１人以上の入学者

がおりますので２間口が維持されていますけれども、毎年３年間を見据えたですね、道の

方で適正配置計画というのを示しております。２５年度は９月ぐらいに最終的な計画が決

定されるんですけれども、２６年、２７年、２８年の３ヶ年についてですね、松前高校の

入学者のいわゆる募集の学級数が２間口であるとか、或いは１学級落とさなければ駄目で

すよっていう計画を示していきます。

今、教育委員会の中でもいろんな議論をしておりまして、現在の中学生の卒業数でいき

ますと２６年度、２７年度については地元からの進学率が７０％、まあ８０％いけば大丈

夫なんでしょうけども、７０％でも何とか４１人以上の生徒数を確保できるんではないか

なというふうに考えていますが、２８年度以降になりますと中学生の卒業者が４０名台、

それから５０名台という時期に入ってきます。そうなりますと８割の地元入学率があって

もですね、かなりその４１人以上を維持していくっていうことが、非常に厳しくなります

ので、じゃあ、それをどこで補うかということになりますと、やはり町外から松前高校に

入学をしてくる方を確保していくということが、一つの現実的な対応としては考えられま

す。ただ、これは松前がおかれている地理的な状況、隣町に福島はありますが、その反対

側は上ノ国です。ですから、そう簡単には町外からの生徒の確保っていいますけども、本

当にこれ難しい状況があろうかと思います。

福島商業は今、キャンパス校になっていまして、やはり入学者が２０名を切ると、その

次の段階に入っていくという危機感を持ってまして、本当にこう福島町あげて努力をされ

てるわけですけども、松前町としても再編対策会議の中での議論もより本格的に進めて行

かなければならないと思っていますし、先程お話がありました通学費、それから下宿費だ

けではなくてですね、本当の意味で生徒を獲得できるような環境を、皆さんで本当に知恵

を出して作っていかなければならないと考えております。

３点目が文化財に関わってですが、神明石切場を追加指定、それと将来的な整備に関わ

った時の石垣石の切り出し、そういったことに関わったご質問でした。

追加指定については、本当に少しこう時間がかかって、いろんなやり取りがあったんで

すけども、ほぼ追加指定に向けた環境が整ってきております。今、現在最後の土地所有者

の方が、国が所有している土地、それから道が所有してる土地、で、一番厄介なのが個人

の方々が持っている土地がたくさんあって、それが道内、それから道外にいらっしゃるっ

ていうようなこともあってですね、そういった方々にご同意をいただくと。そういったこ

とが条件になっていますので、今、まさにそこの詰めをやっているところであります。

これは軽々に申し上げられないんですけども、恐らく２５年度においていわゆる何らか

の形が示される、まあ指定になるとかって意味なんですけども、そういったことが想定さ

れておりまして、今、それに向けて最後の事務を進めております。

それから石垣石の切り出しなんですけども、当然仮に追加指定になれば、その場所から

石を切り出すことはできません。ただし、石垣石については今想定されている指定範囲以

外からも、充分石垣石を切り出すことが可能なものですから、整備が進んで石が必要にな

った場合には、そういった所から石を調達すると、そういうことになろうかと思います。

それから最後ですけれども、旧松城小学校の解体古材の活用についてでございます。こ

れについては議員ご指摘のとおりですね、今、松前城の敷地の奥の方に永年保管をしてお

りまして、私達もこれを何とか活用できないかということはずっと検討はしてきてます。

一度西川議員さんに、古材鑑定士さんというお立場で現地を見ていただいたこともありま
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して、今現在、具体の対応になってきますのは、松城小学校が統合になるわけですけれど

も、元々は松城小学校の材ですから基本的には松城に何かお返しすることができればいい

のかなと、そんなふうに考えておりまして、あの古材を使ってベンチですとか、そういっ

たものを作ろうということが今、一つあります。

それから、併せて、一度こう開いてしまいますと本当に使える物と使えない物をセパレ

ートして、そしてなるべく早く活用していくっていうことが必要になるだろうというふう

に考えていまして、可能であれば松前中学校にもですね。まあ本来は松城に戻すのが一番

の良いことだと思うんですけどもね、松城小学校も木の学校を造っていきますので、そう

いった一部にでも、そういった古材を活用できればなと。そんなことも考えながら事務を

進めております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午前１１時１２分)

(再開 午前１１時２９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 一通りのご答弁をいただきました。冒頭にいいましたように予算

委員会もあるし、一般質問もありますので深い議論は程々にしながら、再度質問致します。

まず始めにね、その試験センターの現状とお考えを聞かせていただきましたけども、早

めに早めに方向付けするという答弁は何回もいただいているんでね、その繰り返しはどっ

かできちっと区切りをつけてさ、いついくかにこういう方向付けをしたいと思いますとい

うような形が出てくることを私、期待しておりますので、充分取り組んで下さい。

それからお金の使い方はね、これからいろんな形の中で議論されると思いますけれども、

まさにこのＢ／Ｃの考え方はね、今までのようにその分母のＣ、いわゆるコストの部分が

ある程度事業によっては決まりますよね。だけども、効果っていうのは人の見方によって

はね、このＢの部分ね。Ｂの部分っていうのは本当に広範囲にそれをやることによって、

こういう効果があるんだっていうものはね、今までのようにこれとこれとこれとＣの関係

っていうものは枠が広がってきてるのは間違いないんですよ。ですから、そういうことを

考えてね、これから松前町の財政運用はしていかないといけないと。町長もそのようなお

考えのようですから期待しております。

町税の伸びに関してはね、税務課長の方から詳細の説明をいただきましたけれども、ま

さに町税といっても中身はこう何点か項目ありますから、説明をしていただくと分かるん

ですよ。ただ、私が一番心配するのはね、松前の去年の現状、２４年度の現状見た時に、

水産振興、もとい、水産の水揚げだとか、それから加工場のその仕事の状況なんか見てる

とね、そこで働く人方の税の伸びっていうのは私は考えられないんですよ。ですから、こ

ういう質問をしてるのね。そういうことなんです。ちなみにね、そういう分野で前年対比

これぐらい落ちるんでないかと、これ私、落ちると見てんだから。落ちると見てるんです

けどもだいたい検討つけてますか。そこだけちょっとさわっていいかな。つけてなければ

つけてないでもいいです。

それから教育長、ご丁寧な答弁いただきました。最初にね、小学校の閉校３、最終的に

松城小１と、そういう形になった時に、松城小の学級数だとか定員は変わりませんよね。

資料見ると全く変わってないんです。閉校する先生、学校の先生方、全部減なんですよ。
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ですから、そういう中でこの学校の統合ってのは、私は考えがあまり行き届いてないんで

ないのかなと。今、控室でも皆さん、その件に関してはいろんなお話ありましたよ。そう

いう形で統合するんだから、このある程度の期間がね、これは１年なのか半年なのか２年

なのかわかりませんけども、暫定的にね、規則、或いは定数っていうものを無視してまで

とはいいませんけども、事情を配慮しながら推移に対応するっていう考え方にはならない

ですか。これは私は将来に向けて大事なことでないかなと思います。教育長の政治力でこ

れは何とかならない部分、ないんですかね。その辺の考え方もお尋ね致します。幸い、今

の答弁の中の、中においては旧学校の先生は、最低でも一人残すんだという考え方は示し

ていただきましたけれども、それだってちゃんと校区にきちっと居住する形で配置するん

ですか。例えば白神であれば、校区である荒谷までの間に、そこに先生が居住して地域の

子ども達との対応をやるんですか。それとも本町の中心地にきて、そっから白神を見るっ

ていう形になるんですか。その辺も確認させて下さい。

高校間口の問題ね、本当に中学生のこれからの推定される数からいくと、４０人の２学

級の確保っていうのは、まあ４１人いれば２学級の確保はね、これはできることにはなっ

ていますけども、そんな綱渡りみたいな形で間口確保ってのは私は危険だと思いますし、

それからもう一つね。今年に限って１人管外から松前高校に通ってる生徒いますよね。だ

から、個人的なことは私は控えないといけないんですけれども、間口を確保するためにど

んな生徒でもいいってことにはならないでしょう。これは、これ以上いったら問題あるか

らいいませんけれども、その辺も教育上、きちんと考えていかなければいけない大事な点

だと思ってますよ。そういう形の中で下宿料の補助だとか何とかってことになると、町民

の批判出ますからね。それも考え方を聞かせて下さい。

解体材の件は、これから答弁ありましたような使い方を考えておるということで、ただ、

前にも似たような答弁いただいたような記憶があるんですよ。だから、それがズルズルズ

ルズル、その時その時のね、場当たり的な答弁じゃなくて、実際に前へ進むような答弁で

あってほしいとそう思います。

それから、今の石垣修復等に必要な青石の確保は間違いなく、今の指定区域外からの目

途はついたと。これは確認させていただきます。

答弁によってはこれで終わりますから、納得のいく説明して下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の研究センターの関係でございます。先程も答弁で申し上げ

ました。コンブの採苗施設を新たに建築する状況も出てきてます。今現在、総合計画の後

期５ヶ年の詰めをしているところでございますので、この辺の整理がつきましたら研究、

水産研究加工センターをどうあるべきかというふうな部分も答弁できると思います。いず

れに致しましても、研究センターにつきましては、今のある条例の制限などを緩和させて、

町民の人が、漁業者の方々が利用しやすい環境を作ってやるというのが私共の責任だと思

っておりますので、何卒ご理解いただきたいと思います。

それと、Ｂ／Ｃの関係でございます。これはあの効果のあるものはやっぱり積極的に予

算をつけて投資していくべきであって、一方永年予算をつぎ込んでも中々結果の出ない部

分もあります。ここの状況につきましては、やっぱりこう思い切って中止する勇気も必要

な状況が出てくることもありますので、いずれに致しましても、生きた予算、生きたお金

を使うということに意を配しまして財政運営させていただきたいというふうに思います。

３点目の税の関係は税務課長から答弁させます。よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 税務課長。
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○税務課長(吉崎好彦君) ２５年度の個人の税の関係の、その予算の組み方とでもいいま

しょうか、そういうふうなことでございますけども。梶谷議員、先程いいましたように２

４年度では大変な、まあ所得の減ということがあるわけでございまして、それが２５年度

に跳ね返ってくということでございますので、税務課と致しましては、２５年度の予算で

は対前年度所得で１億５千万程全体では見て下がるというふうに見ております。また、人

数でも１２０数名の、ぐらいの平均して下がるのではないかと。こういうような見方でも

って町税の２５年度の予算を組んでおります。ですから、下がるだろうというような予想

の中で話していただいたところでございます。以上です。

○議長(斉藤勝君) 次、教育長。

○教育長(森定勝廣君) 順次お答えをさせていただきたいと思います。

まず、統合後の学校のいわゆる教員の定数配置についてですけども、これについては定

数配置基準ってのがありまして、学級数、普通学級、特別支援学級等々に応じて定数配置

はされるという大原則ありますので、例えば激変緩和とかですね、何か暫定的に何かをや

るというような制度ではありません。ただ、通常の定数配置に加えて、いろんな加配があ

ります。今、松城小学校は、指導方法工夫改善ということで１名加配をいただいておりま

して、２５年度からは、更に一つ創意工夫支援という形で定数の加配をいただくことが決

まっています。

それから、もう１点、松城に新たに勤務することになる職員の居住地の問題ですけども、

今までの校区、旧校区に住めば一番いいんでしょうけれども、それについては公宅の状況

等とがありますのでね。松城小学校の校区に住むことには変わりありませんので、その辺

は可能であれば、そういったことも含めて対応を検討していきたいと思います。

それから松前高校の間口の維持なんですけども、これは現実を本当にこうシビアに受け

止めなければならない問題だと思います。何かをして簡単に町外から生徒を確保できると

か、そういうことは多分他の町を見ていただいてもそうだと思うんですけども、そうはな

らないという現実があるということです。まず、共通の認識をする必要があるんじゃない

かなと思っています。それでその上に立って、今、松前高校が進めているのは一つは学校

の魅力づくり。それから、本年度私、先般卒業式にお邪魔しましたけれども、進路、就職

実績。特に進路実績はですね、今年度の３年生が４年制の大学に８名入ってるんです。こ

れは今の学校長がそういったことも、生徒の確保も含めてですね、本当に努力をして下さ

った結果だなと思ってまして、そういったその出口のことがしっかり見えてくる。それか

ら学校が魅力ある。書道、フランスへの研修派遣もある。そういったことに加えて町がで

きることは今やっている通学費の支援ですとか、下宿費の支援等々が重なってですね、そ

して、積極的なＰＲを含めて生徒が確保されていくんだろうと思っています。

ただ、じゃあ町の支援体制として通学費支援、下宿の支援だけでいいのかということ。

恐らくそれでは駄目だと私は思ってます。

隣町の福島町が、福島商業に入るお子さん達に入学祝い金を出してます。かつては３万

とか５万っていうふうに聞いていたやつが、今、確かその倍ぐらいのお金を町内から福島

商業に入る子に出していると。それも生徒確保の一つの方策だと思ってますし、長万部町

では長万部高校に入学するお子さんに制服、制服を貸与というかその分を手出てしてると。

そういったことをやってますので、松前町も本当にそういったところまでいろんな支援を

広げていかなければならない状況がこれから来ると思ってますし。それから、受け入れる

にあたっては、知内は立派な寮がありますよね。松前は今１名来ていただいてるんですけ

ども、これ下宿を探すのに大変でした。ですから、そういった受け入れ環境なんかについ
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てもですね、本当にこう再編対策協議会も含めて、皆さんで本当になって議論していかな

ければならないんじゃないかなというふうに思います。

それから石切場の石垣石を整備で切り出した際の話ですけども、これは当然、指定を今

進めていく中で将来的な整備する時には、ここから石を調達できるとか確認してやってま

すので、これはそのようにご理解をいただきたいと思います。

それから松城の解体古材については、なかなか現実的な形で日の目を見ることがなかっ

たんですけども、今年度から数年間の間にかけてですね、より具体的な形で活用が図られ

ていけると思ってますので、これについてもご理解をいただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 終わろうと思ったけど、ちょっと教育長の答弁で気になるところ

がありますんでね、再度お尋ね致します。

閉校なった学校の校区、これは新しい校区からいえば松城小の校区、新しい松城小の校

区になるんですけども、私がいいたいのは旧校区、白神小学校校区、松前小学校校区、館

浜小学校校区、その地域にどうするんだという聞き方してんですよ。答弁の中ではいずれ

にしても松城小学校の校区に居住するっていうような答弁は、広い意味ではね館浜から白

神っていうふうに理解はする、するんですけども、何となくそういうところはほうってお

かれてね、いわゆる昔の松城小学校校区のところに居住して、白神、松前小、館浜小をみ

るっていうような感じなんですけど、その辺はどういうことなんですか。

広い意味では間違いなく館浜から白神まで松城校区ですから、それは問題は生じないん

ですけども、願いはね、願いは閉校された昔の校区をどうするんだってことなんですから、

それに対する考え方を述べていただきたい。

○議長(斉藤勝君) 教育長。

○教育長(森定勝廣君) 少しこう答弁が足りなかったのかなと思ってますけども、私は可

能であれば、新たに松城小学校に勤務となる方々が、公宅の事情とかも含めてですね、そ

れが許されて、本人もそれを望むんであればですね、そういったことも可能だろうという

ふうに思ってます。ただ、逆に今住んでいる教員の方々を、あなた方は白神に２人住みな

さいとか、松前小学校に２人住みなさい、旧校区に住みなさいとか、そこまでは、なかな

か現実的には難しいんでないかなと私は考えるんですよね。ただ、ご質問いただいた趣旨

も充分理解しますので、可能な限りそういったことができるんであれば、そういった調整

もさせていただきたいと思います。校区に先生が住むことだけがですね、子どものフォロ

ーアップということには私は思っていませんで、それも一つの要素にはなり得るんだろう

と思うんですけども、とにかくそういったことも含めてですね、しっかりとケア、それか

らフォローアップしていきたいと、そのように考えております。

○議長(斉藤勝君) 他に。

３番。

○３番(川内谷進君) 限られた時間なので簡単にいきたいと思いますけども。産業振興の

中でね、水産業の部分について見解を聞きたいなというふうに思ってます。

町長ご存知のように総務経済、今回１年間水産でやってきました。特につくり育てる漁

業、蓄養、それから養殖と。こういう事業を活発しなきゃならないんじゃないかというこ

とで、そういう部分については、今回の議会を通して所見という形で報告させていただき

たいというふうに思ってますんで、その部分についてはできるだけ政策に反映していただ

ければなというふうに思ってました。今日、伺いたいのは２点あります。一つは所見とは

触れてない部分なんですけど、一つは漁協組合と連携を取りたいっていう町長の考え方、
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もう一つはスルメ加工業者の財政的な支援の問題。この二つについて伺っていきたいとい

うふうに思ってます。

漁業協同組合の今の現状を考えた時に、我々もいろいろ議論した時に、やっぱりここは

きちっと体制を整えてもらわなきゃならない。そうしないと町としてもなかなか仕事がし

づらい。しかし、現実に今、組合がもっている状況は、年々高齢化し、後継者不足になっ

てるし、毎年漁業高が落ちてきていると。経営的には相当苦しいと。

それから、新しい漁業者が何かをしようとすると系統だ、信連との確執がなかなかこう

あると。そういう形の中ではどうしても新しい、新規の支援とかっていうのは出づらい状

況がある。こういう状況について組合と連携を取りながら、組合が本当にきちっと指導態

勢をつくっていただかないと漁民の人達が、漁師の人達が大変なことになるんじゃないか

なと。そんな心配をしてますんで、今回の執行方針の中ではまあ連携をするというふうに

はなってるけども、具体的にどういう形の連携の仕方になるのか、組合が本当に充実出来

る体制をつくるとすればどういうことを考えてられるのか、お聞かせ、お答えいただきた

いなというふうに思ってます。

２点目のスルメ加工業者の財政的支援。ご存知のように今、加工業者、うちの水産産業

から考えた場合に、加工業者が持ってる役割っていうのは相当大きいんだというふうに思

ってます。しかし、現実には水産高の減少っていうものは、申しますか、漁獲高が年々落

ちて来てる。それから、原料のイカも高騰している。それから、今日今叫ばれているよう

に石油の高騰とか経費の拡大が増えるんじゃないかなと。そういう形になってくると水産

業者として、本当に経営を自立させていくっていうのは大変厳しいんじゃないのかなと。

町長もその辺を相当心配されているようでありまして、その辺についてね、僕はできる

んであれば無利子の貸付制度みたいなものをつくって、なんかあった時に財政的に支援が

できるような体制ができればいいなとは思ってますけども、現実問題としてはそういう考

え方が持ってるかどうか。もし、このままの状況で水産加工が衰退していくようなことが

あれば、ここは相当大きな部分での雇用を確保しているという状況もありまして、松前の

基幹産業として大変な打撃を受けるということもありますんで。特に僕は今回の体制で、

円高の状況、円安の状況、あっ、円高の、円安の状況を考えていくとね、石油の高騰って

のは大きいんだろうというふうに思ってまして、そういう意味では経費の拡大ってのは大

きいんで、その辺に対する目配りをどういうふうに考えてられてるのか、できればお聞き

したいと思います。この２点についてお聞きしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 川内谷議員から２点のご質疑がございました。先程梶谷議員との質

疑の中でも申しました。組合の関係でございます。財務改善計画が大変厳しい状況に置か

れてるというような実態でありまして、併せて漁業の生産が上がってないというのが大き

な要因であります。従って、組合としましては財力的な体力も落ちてきております。その

影響ありまして、職員の態勢も落ちてきているのが現状でございます。

しかし、水産振興の部分につきましては、行政と組合とがまさしく両輪となって連携取

りながら進めていくと。お互いの役割もあるわけでありますので、連携を取りながら、そ

の状況にあった政策展開っていうものを協議もしながら考えていかなきゃならないという

ふうに思っています。

ご指摘の新規着業者の部分の支援。系統との関連もあるよというふうなご指摘でござい

ました。まさしくそのとおりでありますけれども、ここの部分につきましては行政の役割、

それから組合、組合の原点っていいますか、協同組合の原点っていう理念もあるようであ
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りますので、そこの部分の役割分担を明確にしながら、行政としてできる、援護出来る支

援できる、例えば新規着業者にどんな支援できるのか、系統からの縛りをどういうふうに

したら緩和させれるのか。それは行政としていろんな役割分担の中で検討していって、新

規着業者をいくらでも支援できるような体制をつくっていければというふうに思っており

ます。

２点目のスルメ加工業の関係でございます。議員ご指摘のとおりでありまして、松前町

におきまして、現在７００人ぐらいの方が、この雇用が守られているのがスルメの加工の

現場であります。本当に大事な産業の一つでありますので、町としましては、全面的に支

援していかなければならない。重い責任もあると思っております。運転資金のこともあり

ます。そこの部分につきましては担当課長の方から話させますけども、現状の中では加工

場の支援、積極的にしてまいりたいというふうに思っています。

それと外国就労者の関係もありますので、住む環境、生活する環境も支援していきたい

というふうに思っています。

それから、石油の高騰の、価格の高騰の話もございました。多分経営者の方は大変苦し

い思いをしていると思いますので、この辺につきましても情報を共有しながらですね、協

議検討していきたいというふうに思ってますので、何卒ご理解いただければというふうに

思います。

○議長(斉藤勝君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時５４分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

水産課長。

○水産課長(近江谷邦彦君) 先程の水産加工業に対する無利子資金の関係なんですけども、

現在町としましては水産加工振興資金貸付金ということで２千万予算措置してます。その

中で２千万を水産加工協同組合の方に貸付しまして、水産加工協同組合につきましては金

融機関に定期預金等で預託しまして、その中で１件あたり３５０万の貸付限度額という流

れの中で運転資金を貸付するという制度の仕組みになっておりまして、現在年度末の状況

としましては、江差信金と商工中金さん合わせまして７件ということの利用実績というふ

うな内容になっております。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 少し、もう１回、漁業協同組合との連携の関係についてね、もう少

しつめて話をしていきたいなというふうに思ってます。

実はね、漁業資金積立金あることはあるんですよね。漁師の貸付金っていう形の中では。

だけども、漁師の人が求めてるのはそういうことじゃなくて、今、あの簡単に漁連の許可

を取らなきゃなんないから、簡単にその借入をしたいっていっても組合の方では許可なら

ないらしいんです。そうすると２０万なり３０万なりという、そういう小額の貸付を受け

たいっていった時に、なかなかそこは許可できないもんだから、受け入れできないと。そ

うするとなかなかやりづらいという問題があって、何とか改善策ないのかなっていうこと

で。できればね、百万とか２百万ぐらいの積み立てをしておいて、利子だけ補給するみた

いなね、そういう体制が検討できればありがたいんじゃないのかなと。
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だから、あの今、２点目にスルメ加工会社にね２千万の用意して、できれば３５０万ぐ

らいは貸します。そういう高額な部分を漁師の人は求めてるわけじゃなくて、簡単にそう

いうことでちょっと網の修理をしたいとか、取り上げ、コンブなんかの作業やりたいとか

って時にちょこっとしたお金が必要になってくる。その場合に、いちいちいくとなると組

合では上の方の信連の許可を取らないとお金は出せないと。そういう部分で、もしそうい

う制度が組合との中で協議ができるんであれば、考えていただければなというふうに思っ

てました。

２点目の加工業者に対してはね、町長の見解があります。僕はやっぱりそういうことで

対策を講じておかないと、これから益々経営が難しくなるんじゃないかなと、そんな心配

をしますんで、積極的な対応策をお願いをしたいなということを要望して終わります。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業者の小額融資の関係でございます。現実的にそういう状況があ

るという実態をお聞きしまして、組合とちょっと協議してみたいなというふうに思います。

いずれに致しましても、財務改善の計画を作っている漁協でありますので、限界もありま

すでしょうし、行政は行政としてやれる役割もあると思いますので、組合と協議して、さ

せていただいて、いい方法があれば漁業者の立場に立った制度を確立できればいいなとい

うふうに思ってますので、検討させていただきたいと思います。

それとスルメ加工、本当に大きな産業でありますので、大事な産業でありますので、ど

んな形でも支援していくという体制には変わりありませんので、ご理解いただきたいとい

うふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 他に。

７番。

○７番(油野篤君) ２点ばかり聞きたいんですけども。

松前高校のフランスのブザンソン市のルイ・パスツール高校への研修派遣の件ですね。

今後は、詳細はつめて考えていくという、予算、補正予算で対応してまいりますってあり

ます。これですね、去年は何人とかですね、今年は、これからの話なんでしょうけれども、

もっと人数を多くしていくことはできないものかどうかということを、ちょっと聞きたい

と思います。

それとですね、もう１点ですね。あの大変、この執行方針ですね、大変よく書かれてま

すんでですね、町立病院の件なんですけども、老朽化が著しい病院の改築に向けて進めて

行きたいということを書いておられます。大変いいことだなと思います。現在、人工透析

の方もですね、まだ空きがあれば、町立病院に行きたいという方が大分いるように私の方

では聞いていますんでですね、できることならなるべく早めにですね、そういう、まあ、

予算が大きいんでですね、なかなか一概に、すぐ何年にやりますっていうことは難しいか

もしれないんですけども。例えば、およそ何年後とかってのがわかれば、変な話、人工透

析を受けて函館の方にいってる方、町立松前病院でできない方は向こうの方に行ってます

んでね、何年間、もう少し頑張れば松前町でも対応できるようになるっていう希望みたい

のがあると、大変、やっぱり違ってくるのかなと思いますんですね、その辺のところを教

えていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 油野議員から２点のご質疑いただきました。

まず、ブザンソンとの高校生の関係でございますけども、補正予算で対応させていただ

きますというふうなことで申し上げました。時期的につきましては、昨年と同様の時期に
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考えておりまして、議員からのご指摘で今、多くの子どもにチャンスを与えるべきだとい

うふうに聞きましたので、その辺につきましても、だいたい考え方は固まってるんですけ

ども、ちょっと検討の余地もあるようでありますので、時間いただきたいと思います。検

討させていただきたいと思います。

それと町立病院の関係でございます。私、町長就任の所信表明でも述べましたとおり、

決して病院の老朽化進んでいることは充分承知しております。ただ、今現状の財政を考え

た時には、今、大型事業であります松前中学校の改築、これは２７年開校に向けて、町民

手作りの学校の建築というところにもポイントを大きくかかっておりますので、その辺の

財政の状況の推移を見ながら検討させていただきたい。

時期につきましては、現在、後期、総合計画の後期５ヶ年の中での位置付けにつきまし

て、いろいろ検討させていただいている状況でございます。１２月の一般質問で梶谷議員

からだと思います、総合計画の関係についてのご質問がありまして、後期５ヶ年の実施計

画が固まり次第、議員の皆さんにお示ししたいというふうに答えておりますので、もう少

し時間いただきたいと思います。

病院の改築、決して必要ないとはいっておりませんので、改築の必要性は充分承知して

おります。ただ時期的な問題につきましては、今の段階で軽々にいえる状況ではないとい

うことは理解していただきたいと思います。以上でございます。

すみません、透析につきましては、多分質問者は透析のベッドが少ないんで、早く改築

したら透析のベッド増やせるでしょうというふうな質問だったと思いますので、透析につ

いてはですね、改築が現実的に動いた段階では、増床の方向に進めていくというふうな方

向になろうかというふうに思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) ７番。

○７番(油野篤君) ありがとうございます。ブザンソンの件なんですけども、今々すぐっ

ていうことではないんですけども、で、また道立松前高校っていうことでですね、町立な

らまだ対応の仕方も楽なんでしょうけども、道立っていうこともあるんでですね、なかな

か大変な部分もあるんでしょうけども。これできることなら将来、例えば高校２年生が修

学旅行で行けるみたいな。それに町がね、補助、なんぼか補助してやるっていうような形

もできれば、本当は一番いいことなんでしょうけども。

これ、高校生とですね、できることならですね、これからのことなんでしょうけども、

学校教育課長とかですね、商工観光課の課長なんかも一緒に行ってですね、例えば、観光

の部分で交流できるような形にも将来はね、していけるような形になっていただければ、

本当はいいのかなと思います。

病院の方の関係は、中でもいろいろと検討されているということなんで、その辺のとこ

ろ、よろしくお願いします。終わりです。

○議長(斉藤勝君) １点目、町長。

○町長(石山英雄君) ブザンソンの関係でございます。高校生ばかりじゃなくても、役場

担当課長にもチャンスをというふうなご意見であります。検討させていただきたいと思い

ます。

それと町立病院の関係でございます。院内で、院内構想を作っているようでありますの

で、改築に向けた院内構想を作っておりますので、その辺も運協の中でも、病院の運営協

議会の中でも示されておりますので、それに沿った計画。まあ、院内の構想でありますの

で、全体的な病院の周辺の開発を含めまして、ちょっとこう大きな視点での検討が必要な

時期だと思ってますので、２５年度に入りましたらですね、構想、院内構想を含めた全体
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構想ですね。その部分につきましては、プロジェクトチームみたいな形で病院の改築に向

けた一歩前進して踏み込んだ形のプロジェクトチームを立ち上げてですね、いろんな観点

から検討していきたいというふうに思ってますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 他に。

４番。

○４番(椎名力君) ２５年度の町政執行方針について質問をさせていただきます。

町長、国政も政権交代致しましたよね。それで、今までずっと長いデフレの脱却すると

いう状況もこれ見えてきたと思います。そして、何といってもトップが変わると国も大き

く変わるものだと、私は実感をしております。どうか、今般の予算編成、現下の本町にお

いての当面の課題でもある景気、経済、雇用対策、福祉、医療と山積している課題解消に

町政運営の舵取りをしっかりやっていただきたいと、ことをまずお願いを致します。

私も町発展のため、初心を忘れず頑張っていくと。まあ、今年もまたそう決意をしてい

るところでございます。

私、あの今回の執行方針、町長、これ何回も私は読みました。石山町政は何を目指して、

何を実行しようとしてるのか。これらの点を踏まえて何点かお聞きを致します。

まず、始めになんですけども、私達は３．１１東日本大震災の悲惨な状況を目の当たり

にテレビ等で見ましたね。このことからして多くの住民の皆さんも震災、災害の恐ろしさ

を実感したと思います。今回の執行方針、地域住民の命を守る防災、減災の施策が入って

いないと思うが、我が町の防災、減災の、減災をどのように考えているのか１点お聞きを

したいと思います。

それから次に、我が町の経済状況、これは町長、大変今厳しい状況になってるってのは

町長も認識していると思います。特に私は今は疲弊してる、こう見てもいいのかなという

ふうに思ってます。多くの住民は、この疲弊している状況を何とかしてくれとの思いでは

これはないのですかね。そういう意味では多くの住民の願いは、私は所得向上の施策だと

私は思っております。そこで、どのような施策で所得向上を図っていこうとするのか、考

えをお聞かせいただきたいと思います。

次に水産業についてお聞きを致します。これ、町長の執行方針にもありましたとおり、

水産業については年々漁獲量減少傾向がこれ続いています。この状況に歯止めが効かない

状況になっているのではないかと、私はこう見ております。ここ２、３年だけでも何億も

の水揚げが減している、減少している状況ではないでしょうか。２４年度もこのままでい

けば水揚げの減少に歯止めがかかるとは、私は思っておりません。だから、これ町長、あ

れですね、様々な取り組みをしてると、こうおっしゃると思います。この取り組みについ

ては私はある程度評価しておりますが、ただ、この取り組みが減少傾向の歯止めになって

いるとは私は思いませんし、この取り組みが生産、水揚げに結び付いているのか、この点

も含めて町長の考えをお聞きしたいと思います。

町長、あれですね。ちょっと水産振興は、町長、これ政策にも、町長大きく考えており

ますよね。この点を踏まえての見解もお願いしたいと思います。

併せて町長、スルメ加工の件でお聞きを致します。これ町長、あれですね。前にはこれ

球場、野球場とかそういう所でスルメ消費拡大のキャンペーンこれやってましたよね。こ

れこのもうずっと何年間は、このキャンペーンもなされてきてないという状況にあると思

いますよ。だから、この点は今後やるつもりは、これ全くないんですか。それとともに外

国人に、の労働者受け入れについて、住居提供の面で支援してまいりますとあるが、これ

事業計画にも載ってないので考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。
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次に、これあの町長もよく国会の議論で聞いていると思いますが、阿部総理も額に汗を

かいて真面目に取り組んでいく人が報われる社会であるべきと、こういっておりますよね。

町長、畑作に従事している方々が何といっているのか、これ町長、知ってますか。今まで

の町長、今までの町長だよ。今までの町長は漁業には力を入れるし、予算もつけるけど、

今回の町長はどうなのかと、これ町長、見ていますよ。町長は、このような声にどのよう

に答えていこうとしているのか、お聞かせ下さい。

併せて営農者等を支援をしてまいりますとあるが、どのような支援を考えているのか、

この点もお聞かせいただきたいと思います。

最後の質問です。今回、執行方針、林業についてお聞きを致します。地材地消の動きが

活発化してきている。だから、流通体制の確立を目指してとあるが、これあれですか。こ

の件はこれらの、この件はこれからの雇用促進、また地元経済のこれ活性化に繋がる案件

だと私も思っております。ただ、この件はどうなんですか。目途がついていての話なのか、

その点も含めてお聞きを致します。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 椎名議員かご質疑いただきました。まず、あの防災に対する考え方

でございます。執行方針の中でも防災意識の高揚を図りながら、防災訓練を始め、町内会

と連携した自主避難訓練を実施していきたいというふうなことを、執行方針に記載させて

いただきました。

現実的に、この２５年度にはどういうふうな体制を取るのかというふうなご指摘であり

ますけれども、まず昨年ちょっと停電によりまして、災害を受けた経緯もありますので、

取りあえず、今年は防災に対応する備蓄品を措置していきたいというふうに考えておりま

す。停電になると電気使えないのでストーブの関係もありますので、携帯で運べる、電気

のいらないストーブの用意を。これは全部の町内会に設置できない状況でありますけども、

段階的に整備していきたいというふうなことを考えておりまして、災害に対応できるよう

な体制づくりを進めていきたいというふうに思っております。まだ、ストーブ以外にも備

蓄の考え方ありますので、詳細につきましては担当課長の方からお話させていただきたい

と思います。

それから経済の関係でございます。所得の向上は町民みんなの願いであります。まず、

産業が、基幹産業が強くなければ所得の向上はあり得ないわけでありまして、執行方針の

中で水産業も含めました産業の振興謳ってますけども、まず漁業も農業も林業も商業も所

得を上げなければならない。その方向に向かっているのは事実であります。ですから、私

共と致しましては、すぐこう所得向上、すぐ目に見えるような所得が出てくるような状況、

本当は期待するんですけども、なかなか現実的には出て来ない状況がありますので、ここ

は地道に産業の振興を図っていくべきだろうなというふうに考えてございます。

それから水産の減少であります。議員ご指摘のとおりでございまして、先程も申しまし

た、組合の水揚げ、相当落ち込んでおります。私は常日頃、就任して以来、若手の漁業者

にはよくこんなこといってるんですけども、冬期間、海が荒れて海象条件が悪いので、海

に出たくても出れない。その状況を、何とか所得を上げれる方法を考えてみたらどうかと

いうふうなことは、若い漁業者の方にいっておりまして。ですから、漁港の静穏域を利用

した所得の上げ方もあるだろうし、議員ご指摘のとおり大きな所得は望めないと思います

けども、まずは５千円から始まる。まずは１万円から始まるところに、スタートするとこ

ろに意義があると思っていますので、皆さんの知恵をお借りしまして、減少傾向にある水

産業にもいくらでもレベルアップできるような方法には、支援していきたいというふうに
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思っております。

それから、やっぱり水産業で生きていくためには、つくり育てる漁業の強化がもっとも

だと思っております。今、現状で水産課の職員で例えばコンブの採苗しておりますし、職

員でワカメの採苗もできますし、それからヒジキの採苗もできますので、この辺をちょっ

と浜の方に漁業者の方に少しＰＲしながら、やる気があれば高齢者の方でも参画できるよ

うな、ヒジキの栽培とか養殖とかですね、その辺も可能性はないとはいえないと思います

ので、挑戦してみるべきだろうなというふうに思っております。

それから、スルメの消費拡大の関係でございます。かつて、東京ドームでスルメナイタ

ー実施しまして、スルメを配布してた時期もございました。これは、私は必要なことだろ

うと思っております。幸いにも北海道には日本ハムファイターズという素晴らしい球団も、

野球の球団もできてますので、利用するところは利用すべきだろうなというふうな思いで

おります。

先般、観光協会の会長さんも替わられまして、総会の時に協会の会長さんも日本ハムフ

ァイターズを利用できないかというふうなことも考えているようでありますので、この辺

については観光協会の方とちょっと検討させていただきたいというふうに思ってます。キ

ャンペーンは積極的にやっていくべきだろうなというふうに思います。

それから、加工屋さんの住宅の関係でございます。外国人の方が何名か、現実に今３名

の方が来られてるんですけども、住む所がないというふうなことで、どうしても町営住宅

とかそういう部分の空きを利用して対応せざるを得ない状況でありますので、ここの部分

につきましては、行政として支援できる範囲の中で町営住宅、或いは住む所の提供を行政

としての支援をさせていただきたいというふうに思っております。

それと、畑作の関係であります。畑作、決して水産ばかり私は考えているものではあり

ませんので、畑作につきましてもやる気があれば、実際地産地消ということで朝市の活動

もありますので、一生懸命取り組んでいる方もおります。この方には、取り組む人には支

援をしていきたいというふうに思ってます。先般、農協の総会に出席させていただきまし

て、私は新規に、例えば畜産の経営も拡大したい人、或いは新規にやる人。これは農業も

一緒であります。ハウスも一緒であります。新規に希望する、経営拡大を希望するんであ

れば行政としての支援できる範囲はあるだろうというふうに思ってますので、支援できる

ものは支援していきたいというふうに思っています。

それから林業の関係でございます。地材地消の目途がついているのかというふうなご質

問でございますけれども、松前中学校、幸いにも何とか松前の杉材を利用した、町民手作

りの学校ができるような手筈になっております。松前杉の利用も目途がついておりますの

で、何とかして立派な学校を、子ども達に喜ばれるいい環境、教育環境を作ってあげたい

というふうに思っております。松前材の杉の利用の関係でございます。今、農林畜産課の

方で、何としてもこの機会に松前の杉を町内の公共事業に安定的に使える方法はないのか

というふうなことで、いろいろ検討していただいておりまして、現在、松前町地域材利用

推進方針なるものを作ろうではないかというふうなことで、作業を、事務作業を進めてい

る状況でございます。これにつきましては、公共、町が関与する公共施設に、いくらでも

町の松前町の材を使っていきましょうというふうな部分をですね、ちょっとこう文書化し

まして、もしできればその方向で進んでいきたいというふうに思います。そうなれば、必

然と雇用も生まれてくるだろうし、経済の活力にも若干でも好影響が、効果があるという

ふうに考えておりますので、その辺はちょっと推移を見させていただきたいと思います。

取りあえず今、杉材、松前材の松前の木材に杉材の利用につきましては、そういう状況
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で今、事務作業を進めておりますので、ご理解いただければと思います。

答弁になるかどうかわかりませんけど、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) ４番。

○４番(椎名力君) 今、あの町長から答弁をいただきました。もう一度、ちょっと再質問

をさせていただきます。

町長、あの１点目のですね、防災、減災。これはものすごい大事な私は視点だと思いま

すよ。いくら何をやるとか、かにをやるとかいっても、いざ災害が起き、いろんなそうい

う状況になれば全てのものがそれで無くなっていくわけですから、ここいら辺の考え方、

取り組み方、きちっと私はしていただきたいというように思います。

多分さっきいったようにね、それは備蓄品とかいろんなそういうものはもちろん町長、

これ大事なことで必要なんです。それは私もそうだと思います。ただ、そこのまちづくり

の考え方にすっと防災、減災っていうものを頭に入れてまちづくりをしていかなければな

らないんでないかと、私はこう思っております。

特にあのあれですね、今日の日本列島、今、あちこちで地震起きておりますよね。あち

こちで起きてるんです。これ、あるあの地震の権威者っていうか、その方が申すには、こ

の３．１１の大震災の、に誘発されて地震が起きてるんでないのかっていう人もおります。

そういう意味ではね、これ松前に絶対ないという話でもないですし、ね。特にやはり住民

の命を守るという大事な視点でありますので、もう一度この点について、町長踏み込んだ

考えをお聞かせをいただきたいというふうに思います。

次に２点目の所得向上について。これはあの町長からいろいろこれはあとの水産業、農

業、いろんな施策の問題からそれを推し進めるということですから。その点はしっかり踏

まえてですね、やはり住民、町民の皆さんの大変厳しい経済状況ですから、どうか、そこ

ら辺はしっかり見定めて取り組みをお願いしたいということでございます。この点は町長、

答弁はよろしいですから。ね、そこだけはしっかり踏まえておいていただきたい、いうよ

うに思います。

次、３点目の水産業、漁業の再生。これはあれですね、私達もいろいろこういう場で質

問はさせていただいてますけども、これは本当に町長、難題中の難題であるってことは私

もわかっているつもりですし、理解もしております。ただ、ね。この水産業の衰退という

ことは我が町にとっては死活問題になる問題です。そういう私は危機感を持っております。

ただ、どうなんでしょうか、町長。先程から漁獲量の減少、それからいろんなこの生活

圏の問題も含めて、私はいろいろ今、町長がナマコ養殖、それからニシン増殖、それから

アワビ養殖、コンブ養殖。これは今までもずっとこれやってきましたよね、ね。だから、

このやってきたことについて私は、先程いいましたようにある程度これは評価をしており

ます。ただ私はこれをこのままやっていって今の漁獲減少とかですね、そういうことにこ

れ繋がっていくのかなという、そういうなんていうんですか、そういう思いも今、出てき

てるんです。だから、この点はあれですね。まあ、今後とも、そこら辺のことをしっかり

踏まえながら、検証しながらですね、検証しながら。そして、これはやはりきちっと考え

るべき問題であるというふうに私は思っておりますので、この点の町長の見解をもう一度

お聞きをさせていただきたいと思います。

その点、もう一回、もう１点併せて、これ町長の執行方針の中に漁業資源増殖のための

魚礁や産卵礁の投入を国や道に要望してまいります、こうありますよね、ね。これはあれ

ですか、何の魚礁、産卵礁なのですか。だって、あれでしょう。今の、今の養殖コンブ礁、

これ使用されてないで、ああやってお金かけてやるっていって今、海の中でどうなってま
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すか、町長。それから次にヤリイカの産卵礁、これも入れましたよね。これ追跡調査きち

っとしてますか、これ。

私は何々をやるっていうことは決して私は否定はしませんし、町長はこれやれるものは

何でもやるっていうことは、私はなんもそれは評価するんですよ。私もそう思いますよ。

したけどもやった結果、そういうことも含めてその後のお金かけて、コンブのね、礁もそ

ういう使用もできない。それからヤリイカの調査もそう、あれだけお金をかけて産卵礁も

やりました。追跡調査もしていない。そういう中で新たにそういうものはっていうんだか

ら、ここは私はちゃんと足下を見つめ直して、取り組みだと思うが、この件について町長

の考えをお聞かせをいただきたいというふうに思います。

次にこれ、次に４点目のスルメ加工の件。これは先程観光協会ともいろいろ協議をして、

これ大事なことだということですから、これもうやっていこうという町長の考えでよろし

いんですか、これは。そこのとこだけお願いを致します。

それから５点目の農業支援について。これ先程私がいいました、町長。決してそういう

ふうには私達も見てませんし、してません。ただね、その農業に携わっている方々が、見

方としてはそういう見方をされてるのが事実です。私もいっぱい聞いてます。したから、

ね、ね、町長は真面目に働く人を支援する、ね、そういうことでしょう。したから、これ

をもう一回ちゃんと町の全体をちゃんと見つめ直して下さい。そういうこともちゃんとし

てそういう手立てをすれば、そういう苦労はなかなか、あまり出て来ないと思うんです。

ですから、そこら辺の支援について、もう一度町長の考えをお聞かせいただきたいという

ふうに思います。

６点目のあの林業の地材地消の取り組みについて、ね。これは私はあれですね、目途が

ついているのかっていうことで、まあ自町の中で、またそういう中ではその取り組みをし

ていくということなので、この点は今後とも含めて、きちっとした取り組みをしていただ

きたいということを要望して、今質問されたことにお答えをいただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の防災、減災に関する件でございます。災害、もう３月の１

１日、もう間近、間もなく震災から２年を迎えます。当時、２年前は予算委員会の最中で

ありました。私、そこに座ってたんですけど。そんなことで早いもので２年が経過しまし

た。議員のご指摘充分に理解できますので、防災、減災を念頭に入れた政策を進める。特

にインフラ整備もですね、現在してますけども、再度点検しながら足りない物は保管でき

るような方向で検討させていただきたいと思います。

また、町民の方々にも防災の意識を心掛けるような対策を講じてまいりたいと思います

ので、何卒ご理解いただきたいと思います。

それと、漁業の関係でございます。つくり育てる漁業の支援。これは大事であるという

ふうに思っているところでありますので、議員ご指摘のようになかなか結果が出て来ない

部分もあると思ってますし、ただこう可能性もありますので、ナマコについてもニシン、

今、ニシンにつきましてもまだまだニシンの形態が判明してない状況もありますけども、

可能性はあるというふうに思ってます。アワビにつきましてもウニにつきましてもまだま

だ可能性はあると。ですから、漁船漁業で補完できない部分を何とかこのつくり育てる漁

業で、いくらでも漁業生産を上げて所得を向上させるっていうのが、今、最大の使命だと

思ってますので、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、何卒ご理解いただきたいと

思います。

それからスルメのナイターの関係でございます。先程観光協会の話をさせていただきま
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した。これにつきましてもまだ現実的にこう具現化しているわけではありませんけども、

考え方としましてはですね、札幌ドームでＰＲをしていきたいというふうな考えは持って

おります。２５年度にもですね、その足掛かりになるような対応を取れればというふうに

考えておりますので、まあ、相手のあることですので日本ハムの球団の考え方もあります

ので、ちょっと今、軽々にいえないんですけども、段階を踏んで実施の方向に近付ければ

なというふうに思ってますので、ご理解いただきたいと思います。

それから、順序逆になりました。魚礁の関係でございます。大型魚礁、今計画している

のは補正予算でなくて、当初予算だったっけ。北海道に要望しているんですけども、大型

魚礁とヤリイカの産卵礁の要望はしてございます。なかなかこうヤリイカについてもなか

なか結果が出てこなかったんですけども、幸いにも２日前に５千箱、離島小島で５千箱の

水揚げがありましたんで、まだまだ可能性はあるなというふうに思ってますので、ヤリイ

カの産卵礁については北海道の方に要望していきまして、ぜひ設置していきたいというふ

うに考えてございます。

それから、畑作の関係でございます。本当に一生懸命やられている方もおりますので、

私はこの人方を大事にしたいと思いますので、新規にやりたい人もあったらですね、どん

な支援が出来るのか、支援をしていきたいというふうに思ってますんで、何卒ご理解いた

だきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(川村敏之君) 先程町長の方からありました備蓄品の関係ですが、備蓄品につ

いてはですね、災害による避難所生活、最大だいたい２、３日程度と考えておりまして、

それに対応するための備蓄品をですね、年次計画で整備を進めているところでございます。

備蓄品は、毛布、それから発電機、暖房器具等でございます。全町、９箇所ですね、広

域避難所と致しまして９箇所に整備致そうとするものでございます。毛布については、今

段階では９百枚を予定しております。現在、３９０枚の備蓄品がございまして、今後２５、

２６、２７年度で不足５１０枚を３年間で購入致そうと考えております。それから発電機

については、２４年度で４台購入しておりますので、２５年度予算計上予定しております

５台を購入致しまして、町内９箇所の避難所に整備したいと思っております。それから、

ストーブ。ストーブについては先程町長おっしゃっておりましたけれども、ようするに石

油ストーブ、電気の要らないストーブでございます。それを今回２５年度で、まあ２４年

度で先程の発電機と同様４台購入しておりますので、２５年度で５台購入を予定しており

ます。

以上、整備計画をもちながら進めているところでございます。保存食等の関係について

は、今、最大で３０年保つ物というのもなんかチラホラ情報が入ってきてますので、その

辺はですね、今後、また更に検討しながら必要か必要でないかも含めて検討していきたい

と思っておりますので、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 他に。４番。

○４番(椎名力君) もう一度、再質問させていただきたいと思います。

これあの防災、減災の件は、この件はソフト、それからハード面でのこれは対応をきち

んとしていただきたいということをお願い申し上げます。ね、そうですね。

それでですね、先程水産業。漁業再生について私は質問をさせていただきました。そこ

で、養殖コンブ礁、これ使用されていない、海底にこれいっぱいあるんですか、あるんじ

ゃないんですか。それをどうするんですかっていうことですよ。

それからヤリイカの産卵礁の追跡調査、調査。これはしてますかって、私は聞いてまし
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た。この件はちょっと抜けていますので、この点をもう一度考えをお聞かせ下さい。

あとの件は、あとの件はこれから予算とかね、そういうこともありますし、そこら辺で

しっかりまた町長の考えに沿って予算付けがされているのかどうか、この予算委員会で私

もここら辺を含めて質問させていきますから、今、抜けたその件だけ、町長からお答えを

聞いて質問を終わりたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) つくり育てる漁業の関係で答弁申し上げます。コンブの施設でござ

いまして、現在松前で２０４基が海の中に入っておりまして、その中で利用されているの

が５０基程であります。いろいろ後継者不足、がいない、後継者がいない状況、それから

着業者の高齢化によって経営が縮小してきている現状であります。

ただ、コンブにつきましては、私つくづく思うんですけども、一番手間はかかりますけ

ども、一番安定した収入になりますので、この再利用はですね、使ってない施設の利用っ

ていうのは本当に考えていかなけりゃ駄目だというふうに思っています。まず、今、つく

り育てる漁業の中では、一番採算性のあるのがコンブ養殖だというふうに思ってますので、

何卒ご理解いただきたいと思います。

それからヤリイカの追跡調査でございます。魚礁、ヤリイカの産卵礁につきましては北

海道が事業主体でありまして、北海道では追跡調査しております。その結果として産卵状

況の写真とか、水産課の方にありますので、その点につきましてもご理解いただければと

いうふうに思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に。

６番。

○６番(堺繁光君) まだ何かこう昨日の葬儀が頭の中にこう、もやもやとしているような

感じではっきり頭がしてません。まあ水産に対してと、環境に対してをちょっとこう聞い

てみたいなと思います。

今回、町長はたくさんの予算、去年の倍ぐらいの予算を水産に取り上げて、水産に対し

ての取り組みが素晴らしい考え方があるのかなと思って聞いてましたし、これも見てまし

たけども。中身を見ますとね、今、聞いてもコンブにはかなり力、入ってますね。確かに

コンブが一番いいのかなと思います。

ただ、この町政方針、執行方針みますと、いろいろアワビやナマコなんかにも取り組む

というようなその姿勢も見られるんですけどね。実際どうなんでしょうか、漁業者そのも

の、方々がそれに取り組む姿勢っていうのは町長が思ってるようなものなんでしょうか。

ただ、頭だけが一生懸命動かそうとしても尾っぽが動かないっていう状況が、なんかこう

松前の漁業の中ではみえているような感じがするんですよね。その辺しっかりとこうやっ

ぱり、どうせ取り組むんなら下の方の本当の取り組み方をやっぱり精査しながら、予算付

けも必要かなと思ってるんですけども。

いろいろ、いろんな人の話を聞いてみますと、若い人方がいろいろな計画をもって取り

組みたいという考えもあるようですけども、どうも組合の方の取り組み方がいまいち、ち

ょっとこう、あまり面白くないような取り組み方っていうよりも、組合でそういう若い者

の計画を吸い取って上の方に持っていったとしても、なかなか上の方でもってそれを支援

するような形ができていない。町の支援だけでは、ちょっとやっぱりそれは物足らないっ

ていうか、まるっきり足らないぐらいの予算なんですよね。このアワビでも、ナマコでも、

そういうことをするっていうことは。

だから、もう少しやっぱり漁業者が本気になってやっぱり取り組む、そういう姿勢をき
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ちっと把握しながらですね、やっぱり予算付けしていかなきゃなんないなと。そうでない

とただ投げてしまうような感じ。そういう状況になるんでないでしょうか。

たまたま昨日葬儀がありまして、そのお客さんの中に函館の尾札部のコンブ養殖やって

る方がおりました。その方々の話を聞いてみますとですね、片手間でやるコンブの養殖な

んてものは本当に金にならないそうです。それくらい真剣に取り組まないと駄目だという

ことをいってました。年間４千万ぐらい、家族でやって４千万ぐらいやっぱり上がるらし

いんですよ。松前も専業でやってる方々は結構上がってるようにも聞いてます。今漁船漁

業でやってる方々もそっちの方向へですね、取り組むような支援の仕方っていうんですか、

指導の仕方をしたらいいんでないでしょうか。

今、漁船漁業本当に最低、最低っていえば怒られますけども、漁獲量も下がって飯食う

のもようやっと、もしかしたら飯も食えないぐらいの状況なもんですからね。どうせなら

そっちの方向へやっぱり指導していくべきかなと。町長もそういう考えでいるみたいです

から。ただ、指導したにしても、浜の人方がどんな考えをもって取り組んでいったらいい

のかということまでも、やっぱりきちっと最後まで責任を持って指導してあげればいいの

かなと思ってます。

ようするに、いくら予算をつけてやっても下の方の取り組む方々の考え方がしっかりし

てないと、もう水に流すような予算になりますので、その辺はきちっとしてほしいなと思

ってます。

もう一つはですね、これは自然を愛する美しい町。ゴミの減量化にはずいぶんと進んで

るなとこういうように感じております。松前町のゴミもだいぶ少なくなってきたようには

聞いております。ただ、これだけはね、このことはちょっと逆にゴミが多くなってきてる

かなと。不法投棄ですね。これは永年ずっと取り組んできている問題ですけども、ちっと

も改善されないんですよ。今、この雪が溶けたあと、恐らく回ってみてもらえばわかると

思うんですけど、すごいゴミなんです。今まで何やってきたのかなと思うぐらいのゴミの

量です。もう徹底して、やっぱりこれやらないと駄目ですね。せっかく自然を愛する美し

い町という謳い文句でこれも取り上げてるんですから、その辺までしっかりしてやりたい

と。

せっかく花いっぱい運動で見える所はきれいに見えてるんですけど、見えないそんな場

所がきちっとしないと、この自然を愛する美しい町の謳い文句が泣いてしまうと思うんで

すね。この辺の取り組みをもう少ししっかりしてやってほしい。そういう思いで今、質問

しました。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産振興とゴミの不法投棄についてご質問いただきました。

議員ご指摘のとおり本当に漁業生産が上がらない状況、現実でありまして、とにかく漁

船漁業、回遊している漁船に資源を求めている漁船漁業もなかなか効果が見えてこない。

ですからこそ、つくり育てる漁業が必要なんでありまして、ですから、コンブ、先程申し

ましたコンブは手間はかかると思うんです。労力もいりますので、人手もいりますので手

間はかかるんですけども、まあ確実にこう目で見て育てれる漁業であります。いわば農業

と同じような形態でありますので、そこについては確実性があるというふうな部分であり

ますので、まずつくり育てる漁業、目の前で目で見て育てる漁業を推進していくのが生産

を上げる一番の近道だと思ってますので、そこの部分、失敗もあるかと思いますけども失

敗を恐れないで積極的に投資していく要素はあると、可能性はあるというふうに思ってま

すので、ご理解いただきたいと思います。
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それとアワビ、それとウニ、それからナマコ、ニシン、執行方針に記載してますけども、

これにつきましてもですね、環境が整えば少しでも大きな投資も可能になると思いますの

で、あと少し経緯を見させていただきたいなというふうに思ってます。

いずれにしてもナマコも順調に育っていっているようでありますので、経営の拡大って

いうんですか、規模の拡大もだいたい視野に入ってきている状況でありますので、ぜひと

もご理解いただきたいと思います。

それと漁船漁業も大事でありますので、漁船漁業からこう一挙にっていうことにはなり

ませんので、ですから、段階的にですね、合間をみた中でいくらでも所得を上げれる方法

があるんであれば、それをみんなで知恵を出して。まずさっきもいいましたけども、５千

円から始めましょうと。５千円とれば次の年は１万とりたくなると思うんですよ。ですか

ら、スタートにつけることが、つかせることが今一番大事なことだと思ってますんで、漁

業振興、なかなか目に見えてきませんけども、積極的に進めていかなければならないと思

ってますのでご理解いただきたいと思います。

またゴミの不法投棄であります。私も何年も山に行くんですけども、山はもうゴミの山

のような状況もあるもんですから、ご指摘充分理解できます。行政と致しまして常に警察

署の方と連携取りながら、防止或いは啓発、不法投棄防止の啓発しながら、警察の方には

見回りもお願いしながら進めてきているのが現状でありますけども、なかなか不法投棄が

減らない状況であります。しかし、根強い運動の展開が必要だと思いますので、警察署の

方と情報を共有しながらですね、ゴミの不法投棄、いくらでも量が少なくなるようなこと

を考えていきたいと思いますので、何卒ご理解いただきたいと思います。

それと、今、捨てられているゴミの処分の問題もあると思います。これはなかなかこう

お金のかかることでありますので、この辺につきましてはその現場のある町内会の皆さん

とかいろいろ協議しながら、ゴミを不法投棄の量を減らせるような状況を検討していきた

いというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) ６番。

○６番(堺繁光君) 町長の今の水産に対しての姿勢っていうのは、よく感じ取れるところ

なんですけども、町長一人が一生懸命頑張ってもやっぱりその下の方がね、当事者が頑張

ってもらわなきゃ水の泡になりますんで、そこのところをやっぱりしっかり理解してもら

えるように、強い意志で指導してやってほしいと。そのように感じるところです。

それから、このゴミの山なんですけども、私も携帯でもって何回か写してるんですよ。

その投げてる現場を。それはまあ橋ですね。小砂子の峠の橋で、もうポンポンポンポン、

若い人が多いですね。車からもうポンと投げてます。携帯に何個か入ってます。で、町内

会と協力してっていうんですけど、町内会でもなかなか手を焼いてるんです。私も町内会

の役員ですけども。

やっぱり、その辺はきつくね、その辺はやっぱり監視体制をきっちりすればね、ある程

度は減るのかなと。だから常に危機感を持って、そういう危ないような場所に誰かがいっ

たら、あの看板だけではどうにもならないですよ。やっぱり誰かがいてカメラでもおさえ

ているような、監視カメラでもあるよぐらいの、そういう広報なりでも流してもらわない

とね、全く同じです。どうせ誰もいないからって感じで普通に平気で投げてくんですから

ね。だから、やっぱりもう少し監視体制をきつくしてほしい。そういう対策も練ってほし

いなと思います。そうでもしないとこれ無くなりません。何とかその辺のところの対策を

きちっととってほしいと思います。終わります。

○議長(斉藤勝君) 町長。
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○町長(石山英雄君) １点目の水産振興の関係でございます。水産振興、漁業振興につき

ましては、漁業協同組合と役場、町が両輪となって進めていくものでありますので、連携

取りながらいくらでも所得が上がるような方向に、を検討していきたいと。連絡とりなが

ら協議していきたいと思います。

それと、江良地区でマリンビジョン。今年度完成しますので、ぜひ、北海道的にも皆さ

ん興味があるようでありますので、なんとしても成功していただきたいというふうな思い

があります。これを機につくり育てる漁業が一層図られるような、振興が図られるような

状況を私は期待しているところでありますので、マリンビジョン、多いに成功していただ

けるように、漁業者の皆さんにも組合の方にも積極的に要請してまいりたいというふうに

思いますので、よろしくお願いします。

それと不法投棄の関係でございます。監視カメラのお話もございましたけども、なかな

かカメラでもなかなか目に届かない部分ありますので、まずあのパトロール含めましてで

すね、警察署、それと町内会の方と連携をとりながら今より一層監視できるような体制、

構築できるかどうか検討させていただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１５分間休憩します。

(休憩 午後 ２時０１分)

(再開 午後 ２時１７分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

９番。

○９番(西川敏郎君) せっかくしばらくぶりで、８年ぶりで職員の信頼厚い町長の所信表

明ですので、まあ、ご祝儀のつもりで若干一つ二つ質問します。

まあ、まずあの町長は町長になる前からよくいってましたけど、この若い世代に希望を

与え、活力のある松前町にしたいということはよくいってました。それでですね、先程か

ら水産業の話、ずいぶん出てましたけど、せっかく優秀な職員が一つにまとまったこの時

期ですんで、私はこの水産も農業も林業ももちろんこの一次産業全体についての、やはり

横断的なこの協力っていいますか、そういったものを教育も含めて本当に、なんていいま

すか、この繋がりとって横断的なこう知恵を絞っていけば、かなりいいまちづくりが出来

るのではないかなというふうに思っております。

今、例えば食の問題一つとっても、大変な危険なその時代だっていうのは、皆さん報道

でよく分かってると思います。本当に成長ホルモンで今の子ども達のちょっと体格から、

ホルモンのバランスから、そしてメス化するこの世界。植物動物ばっかりでなくて、いず

れは人間もそういう感じになってきて、今若干の少子化っていうのはそういった部分もか

なり含んでいる部分があります。だから従って、水産だら水産っていうことでなくて、や

はり個人的に考えた場合は、やはり昔のようにですね半農半漁ぐらいで自給自足をやるよ

うな、そういうなんていいますか、昔に戻るわけにはいかないけれど、ちょっと創意工夫

していけば、経済的には豊かでないけれども、私は生活するのには大変豊かな、恵まれた

町になるのではないかなというふうに思っております。

平成も２５年になって、そのバブルの時代を知らない人達が、若い人達が今、ものすご

い、なんていいますか、トレンドっていいますか、そういった感じで。つい私この前東京

行ってきましたけれども、路上生活者の知恵を借りて０円ハウスの作り方、それから多摩
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川の土手に暮らそうという、この方も定職持ってない方なんですけども、モバイルハウス

の作り方、一輪車持ってって、いざとなったらどこへでも引っ越していけるような、そう

いったその若い人が、ずいぶんそのやっているところを見てきましてですね。本当の豊か

さってなんだろうっていうふうなことをつくづく見てきたんですが。

本当に、ナマコもニシンもいいでしょう。アワビもいいでしょう。コンブもいいでしょ

う。この前、当町で清部の方なんですけど、アワビ２年３年かかるものを１年で出荷でき

るようにするって。へえーって、いろいろ聞いてみたところ、やはり成長促進剤をやって

るんですよね。で、ついにやはり我が町でも、そこまできてる時代なのかなと思ってびっ

くりしたんですが。よく調べてみますと、ケンタッキーフライドチキンっていうんですか、

ああいった所でもどんどん成長促進剤を使って、問題になってるとこは問題になってるん

ですよね。

そういったそのことを、特に食に問題に関しては、今までの常識からかけ離れたものが

あるということで、我々この漁業も農業も、これからはそういったものを抜きにして生産

できなきゃ 今、種、Ｆ１と遺伝子、まあ遺伝子操作した種が、普通の促成の作ってる種、

からは採れないということで大変問題になっているところもあります。そういった農業も

漁業もこういった化学物質に犯されたものを、これから我々は何の疑問もなしにこうやっ

てるのがあれなんですよね。そういったところでですね。例えば養殖事業も蓄養もこれ重

要なんですけど、広域でやらなければならないこと、これ海洋汚染の問題だとか、あと海

流の気候変動。こういったものが広域で連携をとってやっていかなければならない。

我々まあ林業の話になるんですけど、ついこの前、知内の方でも木質バイオマスの研究

に予算をつけて、これも１町では絶対できない、コストが合わないんでできないんで、も

し知内の木質バイオマスの研究が上手い方向にいけば、やっぱり我々も、先程から松前杉

のことも出ましたけれども、大変評判の良い松前杉でございますんで、そういったものを

そっちの方に回して行けるのかなというふうな期待してみていたところでございます。

ようは、なんていいますかね、一つの産業ではなかなかやっていけない時代がきてます

んで、どうか職員ばかりでなく、理事者ばかりでなく、我々ももちろんそうなんですけれ

ども、いろいろと協力してこのまちづくりしていかなければならないと、これはつくづく

感じているところであります。

また、よく漁業者の方にもいわれますし、町長の先程からの答弁にもありましたが、後

継者とそれと新規着業者っていいますか、そういったものがなかなか備わっていかないも

のでありましたが、農業の方は、いろいろ去年から新規事業希望者向けにいろんな制度出

しておったんですが、これはかなりですね、利用希望者が殺到したことによって、つい先

だっても政府の方で２５年度予算の方で、漁業者、林業者にも年間１５０万ぐらいの限度

で支援したいというふうなことで、今回の平成１３年度の予算に載っけてるようなことが、

先だって報道がありました。こういったものをどんどんこれから利用して、して、しかも

町長、先程も加工場の外国人労働者に住居の方を何とか支援してまいりたいというふうな

こともいってましたけれども、これもまた昭和５６年以降の中古住宅の、中古住宅促進活

用っていいますか、そういったものも国交省で先だって決めて、中古住宅の流通に本腰を

入れるということであります。

そういったもので、いろんなこの制度的なものもどんどん変わってきてますんでね、本

当にこれだけ職員に信頼の厚い町長ですので、ぜひあの皆さんで知恵を出して、今までと

全く違った、全く違ったっていいますか、システム的に違ったっていいますか、そういっ

たそのこれからの、次の水産業、或いは我々の林業でも農業でも観光でも、次に産業と主
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産業となり得るような研究っていいますか、そういった、その探っていかなければならな

いことがあると思います。今回、町長もいろんなこういう予算を組んでおりましたけれど

も、例えていうならば、北鷗碑林のまた増設もありますし、また病院もですね、そういっ

たその一つの、研修生が毎年１０人以上来ているような病院でございますんで、そういっ

たものも上手く取り込んで新しいまちづくりといいますか、そういったものに挑戦できる、

私はかなりいいチャンスでないかなというふうに思っています、個人的にはですね。

ようするに、今までみたいに経済が上向いて財政が豊かになったり、我々の生活もどん

どんどんどん経済的に豊かになるような時代では決してないので、本当に町長、執行方針

にもありますように、住んでて良かった松前町というような本当にまちづくりを真剣にや

っていくんであれば、本当に今、この過渡期の中ですごいいいチャンスかなというふうに

思っております。

我々民間人ですが、つい、つい２０年くらい前までは３Ｋといえば、汚い・危険・厳し

い、こういった仕事をやれば間違いなく経済的には成功できたんです。ところが今、これ

すら額に汗して一生懸命働いてもさっぱり報われないような、こういう時代になってしま

ってるところです。この前、誰かちらっとこういってましたけど、したら今の３Ｋってな

んていうだっていったら、謙虚で、健気で、それからけじめをきちんとつけていけば今で

もまあ食っていける分は食っていけると、成功の条件だと、こういうふうにいってた人が

いました。本当にそのとおりだなというふうに思っていました。

いろんな文化的なこともいっぱいありますけれども、やはり根底にはやっぱり我々が原

点に帰って、衣食住の問題をまずきちっとした認識でもってやっていければ、本当に松前

らしい、良い町ができるのではないかなと思っております。

それと、答弁なんかはまああれなんですけど、教育長に一つ聞きたいんですけれども。

書道教育の件で、優秀な作品を松前杉でもって町内に展示するっていうふうな記述もあ

りましたけれども、こういったものにこそですね、私、松城小学校の古材を加工して使っ

ていただければなあというふうに。ということは、やはり使えない部分はある程度短くし

なきゃないもんですから、それをちょっと製材していけば、杉やらの百年以上経った古材

ですので、本当にこう風格もあるし、そういったものの研究をしていただければなという

ふうに思います。

まだ、給食の問題なんかでも聞きたいことありますから、それはそれとして後にしまし

て、本当に偉そうに申し上げましたけれども、そういったその視点を変えた新しい町づく

りということについて、町長の同意もっていいますか、お聞きしたい、いただきたいと思

います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 視点を変えた新たなまちづくりへの取り組みについて、ご質疑いた

だきました。本当にそのとおりだというふうに思っております。

私共も、職員とこう横断的に話する機会もあまりございません。そんな中でいろんな職

員の考え方もありますし、我々の年代の職員の考え方もありますし、若い世代の職員の考

え方もあります。こういうふうな、横断的に話する機会がないのも現状でありますので、

これは大事なことだというふうに思っております。

現実的に見まして、例えば松前中学校の改築、２７年統合ですよっていうふうなことか

ら始まりまして、学校の改築、木造で町民参加でやれるったらどういう方法あるだろうっ

ていうふうなことで、政策、総務、それと教育委員会、それと建設、みんなで集まってい

ろんなハードルを一つ一つ取り払いながらできたのが、今の現状であります。ようやく学
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校の改築に向けていけるスタート、土台、スタート台に立ったっていうのが現状でありま

す。この間、かなりハードルの高い部分がございまして、喧々諤々職員が意見交換しまし

て今の現状があるわけでありまして、本当に大事なことで、視点を変えてみることによっ

ていろんなこう問題が出てくる。その問題を解決するのに違うところからみると案外簡単

にできる部分もあるというふうなことで、試行錯誤しながら今の学校改築に、中学校の改

築に今の現状まできたっていうのが、本当に実情でございます。本当に意見を、職員の意

見ってのは大事だなというふうなことを思っています。

垣根を越えて、職員の意見を聞いて、新たなまちづくりの新たな視点での発想がまちづ

くりに繋がるというふうなご指摘だと思いますので、その辺はご意見充分に参考にしなが

ら、町政の運営に参考にさせていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 教育長。

○教育長(森定勝廣君) 今、石山町長からいろんなお話をしていただきましたけれども、

私も今回の中学校の改築に関わってですね、教育委員会が最初のスタートを切ったんです

けれども、だんだん状況が進むにつれて総務課、政策財政、それから農林、そして建設と、

本当にこうそれぞれの部分で皆さんの力が重なって、今、非常にこういい形で動いている

かなと思ってまして、私共にとっても非常にいい体験をさせていただいているっていうふ

うに考えてます。

先程、松前杉の展示ボードのことに関わってですね、松城の解体古材もそういったその

展示ボード的な活用もできるんじゃないかというお話もありましたんで、本当に皆さんと

話すといろんなアイディアとかヒントが出てきますので、多くの皆さんのご意見とかも聞

きながらですね、学校や子ども達の意見も聞きながら、古材の有効活用に努めてまいりた

いと、そのように思います。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１番。

○１番(福原英夫君) 少し質問さして下さい。

よく、ある方とは、評価について議論をした時代がございました。それで、今回の町長

と教育長の執行方針は、どれぐらいの数字が出せるかなということで、私としたらまずま

ず、２年目にして執行する内容としてはまずまず頑張ってきたなと。

それと、あの先程のまでの議員の先生方がいわれましたけれども、横断的にスタッフと、

縦割りでも十分に協議する姿勢がみられてきたというのが、その評価の基準でございまし

た。もっと頑張れるかなという気持ちでおります。

それで、自分も大した能力ないですけれども、３０ばかりメモしてきたんですけれども、

しかし、先輩議員方が養殖やスルメ、魚礁、畑作農家、病院の方向等々。また、松前高校

の生徒数の減、それといじめ等々のこと、たくさんいわれましたので、それをなるべく重

複しないような形で、質問さしていただければなと思います。

まず一つ目、地域資源を最大限活用するという項目がございましたんでね。なかなか一

般質問でもしようと思いますけれど、なかなか時間が足りないかなと思ってあえて一つ目

上げてみました。また、予算の中でもこれも質問すればいいんですけども、少し町長に気

持ちを、考え方を聞きたい。

それと二つ目に一番難しいところを表題に書いてました。「若い世代に希望を与え、活

力ある松前町」、予算にこうみましたら、なかなかみえません。そんなことで特に強調し

ている点がございましたらね、教えていただければ。

その次に松前町に相応しい交通、公共交通、スクールバス等含めるんですけども、そろ
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そろ継続でなく方向を、舵取りを決めたらいいんでないかなと。なぜかといいますと、こ

れもあの学校教育と総務の方と横断するもんですから、ここであえて聞かさしていただき

ました。それはあの、去年はだいたい１２月の補正を入れますと、約５千６百万程でした。

これは病院のバス、温泉バス、それと保育所バスも含めてですけど。今年はやはりあの部

分的には減った部分ございますけども、小学校の送迎等入れますとだいたい６千５百万ぐ

らいになるんですね。それで、財源の根拠がそうしますとどうなってるのかなという気が

しました。それで、財源が一般財源であれば、そろそろ舵取りを変えて決めなければなら

ない時代に入ったかなという気が致しました。

それと、ある議員とちょっと意見が違うんですけれども、プサンソンの海外派遣もそろ

そろハンドルを切る時代がきたんでないかなと。それは、先程議員が松前高校の生徒減、

もうすぐ目の前だよということで、やはり外から連れてくるより、飴玉をいっぱいやるよ

りも外から松前の魅力に惹かれて、いろんな魅力がございます。離島小島に行ってマグロ

ウォッチングしたりクジラウォッチングしたりイルカウォッチングしながら、そういうの

を四季折々にいれながら、そして学力を高める。そうすると、その財源がどこから生まれ

てくるかなといった時に、ふと考えた時に、やはりそういう一つの去年節目を迎えました

んでね、舵取りが必要かなというふうなことで考えてみました。それもお答え下さい。

その次、補正予算で公共事業等臨時交付金の活用という項目がございました。それで、

松前町の２４年度の当初予算の町債が、当初は２億２千５百万、今回補正をしますと５億

５千３百万某、それで、当初は町債が低くて、後半になれば、そうすると町債をどこで線

引きするのかなと。前回も質問したわけでございますけども、これは町長はどのように考

えているのかなと。それで一つの目安としては、起債償還が毎年度７億、５億から６億の

段階であれば、その範囲内に収めるという考え方もあるかなという。しかし、松前中学校

の建築で、４町の広域のし尿処理あるから、やあ、これは厳しいかなと。基金を支消する、

これも方法論かなと思いますけど、やはりその基準っていうのはある程度設けたらいいん

でないのかなと。目安というもの。それで、また昔のように膨大な起債が火だるまのよう

に、無制限に公共投資に向かっていくわけでございます。そこのところを考えていただけ

ればなと。ご答弁いただきたいと思います。

それと、教育の方でございますけれども。やはり、どうしてもいじめ。これは大前提で

ございますけれども、対策は充分にとられてると思いますけれども、一言いただきたいと。

それと秋田の、秋田に教養大学というのがあるんですけれど、ここの大学は専門がなくて

一般教養中心で、そして１年間の外国留学をいれて、そうすると就職率が百何十％という、

いうことでほぼ完璧なものですから、私は学力向上、体力向上と併せて松前町の五箇条で

したか三箇条でしたか。あのことをもっと徹底して、松前の子どもはいいんだということ

を、もっと具体的に進めていただければなと。今、ポスターであり、家庭にいろんなパン

フをやったりしておりますけども、やはりほとんど見ないだろうし、関心をもたないかな

と。松前の子ども達を自信を持つために、育てるためにこの方策が何かあれば教育長、教

えていただければなと。

それともう一つ。今回町民健康ラン・ウォークがメニュー化されました。最後の質問な

んですけれども、やはり自主的主体的な活動を促すためには、各課との連携プレーなくし

て町民の健康づくりはあり得ないなと。私は、ウォーキングしたりジョギングしたりする

の大好きですけれども、ただ大会行事だけをやって参加するんでなく、みんなそれなりに

練習して積み重ねてくるわけです。そんなことで、各課と役場の方の担当と連携プレーの

中で町民の体力増進を考えていただけないかなということなんです。
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それで、先日ちょっとラジオを聞いてましたら、働いたり運動したりしている人は一人

暮らしを８０歳までできますよということなんですね。自分の生きる力でございますね。

そういうふうなのはもっと維持できるのは、働いたり、健康づくりをコツコツコツコツや

っていた人達が、やはり一人暮らしになった時に頑張れるよっていうこといわれましたん

で、そのこともお答えいただければなと思いました。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １点目から５点目まで、町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から質疑いただきました。５点いただきました。その前段

で職員との連携、意見交換の中でお褒めいただいてありがとうございます。現実申しまし

て、私、昨年４月１１日に町長に就任して以来ですね、そういえば博多地区にできた遊園

地もそうなんでありますけども、従来であれば公営住宅の予算枠の中でああいうものが、

ああいう施設ができるっていうのはなかなか発想ができなかった状況でありまして、それ

が現実的に住宅予算の中でああいう遊園地ができたっていうことは、やっぱり職員の方々

の知恵、ノウハウがこういう結果になっているというふうに思っております。ここの部分

本当に大事だと思ってますので、私の基本と致しましては職員との対話が大事であります

ので、そういう認識の中で町政の運営をしていきたいというふうに考えてございます。

ご質疑いただきました地域資源の活用についてでございます。まず地域資源、眠ってい

る資源、皆さんもいろいろ考えてると思うんですが、松前にはあると思っております。そ

れを何とか手をつけることによって、先程にもお話しましたけども水産ばかりでなくて、

まずは５千円、まずは５千円からこうスタートするところに価値があるというふうに思っ

てますので。まず、例えばヒジキにしても、今、町の方で採苗できますので、その採苗し

た物を高齢者の方に挑戦していただくとか、そういうふうな機会をどんどんできていくと

思いますので、そういうふうなものを利用しながら、一つでも一歩でも地域産業の振興、

地域の振興に繋がればというふうな思いがありますので。どんな資源でも、山に行っても

あると思いますし、その部分についてはいろんな取り組みをしていただければというふう

に思っております。それに対する支援は、どこまで支援できるかわかりませんけれども、

支援は考えていきたいというふうに思ってますので、ご理解いただきたいと思います。

それと、２点目、若い世代と活力の問題でご質疑でございますけども、私はまずお年寄

りの方が住んでて良かったねというふうに思えるまちづくりが基本だと思っております。

今回の予算の中でその意味では、やっぱりこう中学生までの医療費の無料化。それとイン

フルエンザの１５歳以下の子どもに対する助成。まさしくここの部分については、お年寄

りを将来支えるであろう若者に今、力をつけてもらう時期だというふうな思いしてますの

で、まず、今は若い、将来お年寄りを支える若い人方に体力をつけてもらうっていうふう

な意味で、この２５年度の予算については医療費の無料化とインフルエンザ。まあ、これ

ばかりではありませんけども、若い人にこういう体力をつけてもらうための予算措置をさ

せていただいたところでございます。

次に公共交通の関係でございます。執行方針でもお願いしましたけれども４月から９月

までの実証実験もさせていただきまして、本当に厳しい政策判断になると思うんですが、

もう判断する時期にきているのが現実でありますので、それに向けて態勢を整えていきた

いというふうに思っております。間違いなく２７年には中学校の統合なりますので、今年

の４月からは小学校４校が統合になることによって、それでまたスクールバスの予算も多

くなっておりますけれども、２７年にはまさしく中学校がきますので、それに向けまして、

その前段で、ある一定の政策判断をしなければならないというふうに思っております。地

域公共交通協議会との意見を聞きながら、その政策的な判断をしてまいりたいと思ってお
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ります。

それとブザンソンのパスツール、ルイ・パスツール高校との交流の関係でございまして、

議員からはもうそろそろ方向転換すべきじゃないかというふうなご指摘いただきました。

しかし、私は今、松前高校間口減という現実的な状況がある中で、やっぱり特徴ある学校

づくりに今、一生懸命進んでいる、やってもらっていると思いますので、やっぱり他の学

校にないフランス、ルイ・パスツール高校との交流っていうものが特徴のある学校づくり

に繋がっていると思ってますので、ここの部分については、財政が許す限り続けていけれ

ばというふうな思いはしてございます。

それと補正予算。最後のご質疑でございます。補正予算に絡みまして町債の一定の目安

をつけるべきじゃないかと。当然だと思ってますし、その思いで財政運営してきていると

ころでございます。一定の財政規律を保つことが最良でありますので、ただ、今回につき

ましては地域の元気臨時交付金を活用していただきまして、大きな補正予算になっており

ますけれども、これにつきましては確実に見込まれる交付税措置の部分もありますので、

ある一定の財政規律、将来の財政負担を考えた中での財政規律を考えて、この補正予算に

手をあげたということでありますので、決して町債の乱発にはあたらないというふうに私

は思っております。財政規律を守った中での財政運営だと思っていますので、ご理解いた

だければというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ６点目、７点目、教育長。

○教育長(森定勝廣君) 福原議員からいろいろご質問いただきました。

まず、いじめ対策の話がありましたが、今、いじめ、それから体罰が全国的な大きな関

心事になっておりまして、そういったことに端を発した自殺が相次いでいます。松前町の

状況はどうかということなんですけれども、体罰という言葉は教員が、職員が子ども達に

手を出すことで、そういうことはあまりないわけですけれども、どうしても小学校段階よ

りも中学校の段階で、成長期の中でいろんなこう、人間関係のトラブル、そういったもの

が発生、毎年発生するのは事実です。

つい最近もそういったことがありましてですね、学校と教育委員会といろいろと話をし

ながら対応進めているんですけれども、一つは未然防止を心掛けるということが非常に大

事だと思うんですけども、それで全て収まりませんので、起きた時にやっぱりこう迅速に、

隠さないできちっと学校と教育委員会だけじゃなくて、保護者の方々にも状況がきちっと

伝わるような対応をしていくことによって、物事はだいたい収束していくんじゃないかな

というふうに思ってますんで、これからもそういうような姿勢を心掛けていきたいなと思

っています。

それから、もう１点、秋田のことのお話も含めて、子ども達をしっかり育てていこうと

いうお話だったと思うんですが、松前の場合は、やはり何といっても教育指針条例、２０

年に作っていただいた教育指針条例が本当にこう学校、家庭、地域が子ども達を育む上で

の大きなバックボーンになっています。なかなかそれを具体的に体現するっていうことが

なかなか難しい時期もあったんですけども、ようやくその指針条例を受けた具体の授業が

学力、書道、ふるさと学習という３本柱が揃ってきまして、これからはそれを軸にしなが

ら松前の教育を学校の先生、それから家庭、地域の方々と一緒になって進めていける時期

にようやくきたんじゃないかなというふうに思ってます。

自分達が一生懸命やっているっていうことだけで自己満足をしていては駄目だというふ

うに私は思ってまして、やっぱり松前の子ども達の様子をどんどん情報発信するっていう

ことも必要だと思いますし、先般、文化スポーツ表彰もありましたけれども、子ども達を
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いろんな意味で指導したり励ましたりっていうことも必要なことだと思っていますので、

そういった視点でこれからも進めさせていただきたいなと思っております。

それから、健康ラン・ウォークのお話がございました。執行方針にも書かしていただい

ているんですけれども、今年から城下マラソンにウォーキングを加えて２部構成にして、

子ども達から高齢の方々まで、なるべくその、まあ僅か１日の日程ではあるんですけども

参加いただければなというふうに思っています。

私は、マラソンはちょっと無理だなと思うんですけども、ウォーキングであればぜひ参

加をしてみたいと、いうふうに思っておりますので、議員の皆様方もぜひご参加をいただ

きたいと、そのように思います。

それから高齢者の方々の部分につきましては、いきいき教室っていうのを年１０回ぐら

い開催してきてます。これも少し内容が固定化してる部分もあるもんですからね、今年は

少し松前の伝説を学ぶという学習をやろうとか、自然、なんか離島小島のことをもっと知

ろうという、なんかそういう話も今、出ているようですし、あと創作活動ですね、木工芸

とか、それからそういったものも少し取り込んでいこうということで、今企画を進めてい

るようですので、そういったことも含めて、高齢者の方々の支援、応援をしっかりやって

いきたいと、そういうふうに思っています。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) ありがとうございます。

１問目、一般質問でもまた質問さしていただきますけれども、細部に渡っては質問させ

ていただきます。これはこのままで。

それであの、２番目の若い世代に希望を与える。ここのところ、もっとこう、詳細にい

かない、それでも頓挫してしまうもんですから、教育委員会であり、企画でありいろんな

方々のポジションとこう連係プレーして、そして産業課は漁協青年部いて、商工青年部い

ったり、そういう人達が、何を望んでるかっていうことを適宜把握するような場面をもっ

ていただければなと、それを検討いただきたいというのが二つ目のことです。

それと町債の関係ですけども、やはり相当シビアに町長自身も考えてると思います。や

りたいこと、要望、町民からの要望があって、そして自分もやりたいこと。しかし、やれ

ない、歳入がなくてやれない場面が出てきた時に、そのまでの間にどのように歳出を減ら

せるかということがテーマだなと思ってたもんですから、ここのところもさらっと流して

おきまして、また別な機会で質問さして、厳しくいきたいなと思っておりましたんで、こ

こはいいです。

それと、町長、スクールバスと公共バス。まあ、建石までのこのアクセスについてはあ

る程度大きい国の補助も入ってて、また四町で連携しながらやってると思うんですけども、

ただ、松前町は幹線、いやあの、この補助に入らない道路がいっぱいあるもんですから、

その関係での悩み。それと広域なものですから、どうしてもスクールバスという考え方に

なるんです。それで、先日ちょっと聞いてみました。うちの臨時職員の給与、福利厚生含

めてどれぐらいかかるんだよと、こう聞きましたら２百万チョボチョボだよということな

んですよな。これは年金と社会保険、それと給与、もう少し上げてもいいかなと感じたん

ですけども、その程度でございました。前田町長が６百万といってたのは、臨時職員で把

握しやすいようなことを考えれば、そういうこともできるのかなということがあったもの

ですから、前提があったものですから、やはりもしこの財源措置が一般財源ばかりであれ

ば、やはり考える時代に入ったなということでお尋ねしたわけでございます。

それと教育長、あの教育指針条例がありますけれども、何か一番大事なところはやはり
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しつけなんですよね。それで家庭教育、家庭がいろんな意味で機能をしなくなってきたも

のですから、学校であり、地域であり依存しなければならなくなってきたと。そんな中で

の方策が生み出さなければいけない時代に入ったなということなんですよ。それで、そこ

のところをもう一度スタッフとラインで考えていただいて、取り組みをしたらいいんでな

いかなと。

それで、あいさつ運動がいい例でございまして、すごく定着してきました。しかし、あ

いさつしても返ってでやあと、この人達をどうすんだべやという話もあります。私はこの

人達は年数をかけてやはり変えていく、そして、隣のお父さんが子どもが悪いことをした

ら叱るような環境づくりが、昔のようなスタイルでございますけども、それも一考考えて

いただければなと思いました。

それと健康づくりなんですけども、やはり積極的に、やはり医療費、国保の医療費、そ

れと介護の医療費が増大してますから、ここでより防げる場所がないんですよね。ですか

ら、町民皆スポーツなんですよ。ですから、もうひと踏ん張りしていただければな、もう

ひと踏ん張りっていうのは、連携プレーの中でどういうことができるかということを考え

ていただける余地がないかということでございますんで、よろしくご答弁お願いします。

○議長(斉藤勝君) １点目、２点目、町長。

○町長(石山英雄君) 公共交通の関係でございます。スクールバスの関係がございまして、

いろいろこう直営でやった場合も含めまして、当然検討の材料になると思います。いろん

な試算をした中で、最終的には施策判断をしなければならないというふうに思ってますの

で、ご理解いただきたいと思います。

若い世代、私の公約でもありますけど、とにかくこう本当に大事なことでありまして、

商工会の青年部と懇談した時期ありました。その中では、あれ、どこの息子さんかなって

いう人も何人かおりました。ですから、若い人にどんどん出ていただいて、例えば漁業者

の青年部と商工会の青年部と会話させる機会を作るとか、役場の職員と漁業者とやるとか

ですね、そういうふうないろんな組み合わせできると思います。大事なことだと思います

ので、ご意見、参考にさせていただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ３点目、４点目、教育長。

○教育長(森定勝廣君) 子どものしつけのことでお話がありました。本来子どものしつけ

は、家庭が責任をもってやるべき事柄だと私は思っていますが、現状はそういったことが

充分でないために、そういった部分がどんどん学校の方に役割が押し上がってきていると

いう実態があると思います。併せて、かつては地域の皆さんが本当にこうおっかないおじ

さんがいたりですね、何かやると本当に大きな声で怒られたりですね、そういった部分が

あったんですけども、今は皆さん本当にこうジェントルマンになられたと思うんですけれ

ども、そういったこともあんまりなくなってきたということなんですが。

家庭の教育力と、それから地域の教育力ってのはものすごく大事なことでして、教育委

員会でも親学基礎講座を開催してですね、何とかその辺りを少しでも底上げしていこうと

いうようなことをやってきてるんですけども、なかなか年に１回とか２回の講座だけでは、

それが１年間の中で結局薄まってしまうということがあってですね。その辺は、これから、

更にいろいろ検討していかなきゃならない部分だなというふうには思っています。

ただ、いろんな子育てとか家庭教育に関する情報をまずたくさん出すということと、そ

れと皆さんが、あんまり肩のこらない形でですね、集まって話ができる、その中で情報交

換通していろんなこうやり取りをしていけるようなことを、状況を作るのがやっぱり一番

なんだなというふうに思ってまして、その辺は更に教育委員会も含めて、また皆さんのお
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話も伺って、いいものを作れるように進めていきたいと思います。

それから健康づくりと医療の話がありました。おっしゃるとおりだと思います。健康に

力が注がれていて、皆さんが運動してる町、地域は医療費のいわゆる支出額っていうんで

しょうか、それが非常に少ないということがよく耳にすることです。

そういう意味でですね、今回一つの健康ラン・ウォークということをですね、これは役

場の健康推進課さんとの連携もそうなんですけども、それ以外にいろいろ防犯協会の皆さ

ん、消防署、それから育成協、いろんな方々の力を借りながら、今回の健康ラン・ウォー

クに取り組むことにしてますので、こういったことを一つの突破口にしてですね、本当に

こうみんなが集まって健康ラン・ウォークばかりでなくて、スポーツに親しんだり、みん

なで交流できるような場面を、また少しでも作っていけるように進めていきたいと思いま

す。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 他に。１番。

○１番(福原英夫君) これで終わります。終わりです、終わりますんで。

今の若い世代、大事にしてあげてほしいっていうお願い。それと公共交通について、函

バスさんが悪いということでなくて、やはりもう耐えきれない状況になるのかなと。大事

なお金を、いろんな方に回してあげるような仕組みを作らなきゃならないなということが

あったもんですから、それも検討していただいてほしいなと思います。

健康についても教育についても、そんなことでよろしくお願いしたい。答弁はよろしい

です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

２番。

○２番(近江武君) 申し訳ありません。１点だけ質問をさせていただきたいなと思います。

今年の予算の中に雨竜橋の改良について３５０万の計上がございました。これについて

はいいんですけども、前にですね、議員の町内視察やった場において、やはりみにくいな

と思った清部小学校の校舎の問題がありますので、その辺の扱い方につきまして、どのよ

うに思っているのか、意見を伺いたいなと思っております。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 清部の、旧清部小学校の、現在役場の町の書庫のように利用させて

いただいております。まず率直に申し上げまして、議員の皆様に視察いただいた状況、本

当にお叱りを受けるような状況でありました。本当に粗末な状況になってあったことはお

詫び申し上げたいと思います。

その後、職員といくらでも、とにかく役場の建物ですので有効に利用しながら、例えば

書庫なり物置としての機能を充足できるようにですね、いくらでも片付けてもらえるよう

に進めてきている状況でございます。まだまだきれいにはまだなってませんけども、もう

少し、今、中学校の改築によりましていろんな状況も変わってきますので、あすこに置い

てるものも違う場所に移せることもありますので、もうちょっと時間いただければという

ふうに思います。

いずれに致しましても、大変汚い、乱雑な状況であったことはお詫び申し上げたいと思

います。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) やはりあの、今３校の統合の問題がありまして、その跡地、校舎をど

うするかといういろんな審議がなされている中でですね、清部小学校自体は統合廃校しま

してね、もう何年も経ってるわけですね。私もそうなんですけども、廃校した卒業生の感
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情っていうものはね、いたたまれない面があると思うんですね。グラウンドの草はボウボ

ウだし、校舎も朽ちれてね。そういうような傍から見て、清部町内の方々の心境というも

のを思う時にね、やはりあのままじゃあ放置はできないなという考え方でおります。もし、

財政に余裕があるんであればね、今の清部地区の集会場においても、駐車場のね狭い点も

ありますので、国道に何か行事あると車が路上駐車してますので、そういう点も考えまし

てね、対処していただければありがたいなと思っております。要望して終わります。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

以上で、町政執行方針及び教育行政執行方針に対する質疑を終わります。

議事日程協議のため議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時０９分)

(再開 午後 ３時２５分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(斉藤勝君) この際議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議

題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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７号 平成２４年度松前町一般会計補正予算（第８回）

○議長(斉藤勝君) 日程第５ 議案第７号 平成２４年度松前町一般会計補正予算（第８

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(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第７号平成２４年度松前町一般

会計補正予算（第８回）について、その内容をご説明申し上げます。

平成２４年度松前町の一般会計補正予算（第８回）は、次に定めるところによろうとす

るものです。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７

千２０１万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億５千６７９万

８千円にしようとするものです。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、｢第１表歳入歳出予算補正｣

によろうとするものです。

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」によろうとするものです。

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」によろうと

するものです。
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歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。３４ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費では、２７万円の減額計上です。４節共済費から１

４節使用料及び賃借料まで、いずれも年度末までの見込みによるものでございます。

３５ページです。２款１項１目一般管理費では、１５６万９千円の減額です。各節につ

いて年度末までの決算見込みによるものでございます。なお、フランスのブザンソン市長

来町受入事業については、予定通訳が実行委員会の通訳で対応となったことによる減額計

上です。

３６ページです。２目文章広報費では、１６万３千円の減額計上です。年度末までの決

算見込みによる減額計上です。３目財産管理費では、１２０万５千円の増額計上です。１

３節委託料で入札による減額の計上です。２５節積立金で財政調整基金積立金は、立木伐

採に伴う補償金として１６０万４千円を見込んでおり、一方運用利子分、減額分等の相殺

によって計上したところです。減債基金積立金、役場庁舎建設基金積立金は、決算見込み

による運用利子分の減額の計上です。４目支所費では、５５万３千円の減額計上です。年

度末までの決算見込みによる減額の計上です

３７ページです。５目地域振興費では、２１７万５千円の増額計上です。８節報償費か

ら１５節工事請負費まで、年度末までの決算見込みによる減額計上です。

３８ページの１９節負担金補助及び交付金では、地域間幹線系統木古内松前線維持費補

助金として１０２万２千円の計上です。これは、バス路線木古内松前線が国庫補助路線で

ありますが、２３年度までは国と道が赤字の部分を補助する実績補助制度から、２４年度

からは２年前の実績に基づき、事前に補助金額を内定する事前内定方式へと国の補助制度

が改正されたことから、本年度の燃料高騰等による費用の増加に伴い、事業者より関係町

に対し、その費用負担要請があったため、西南四町で協議を致しまして木古内松前線の赤

字額４０７万４千円を沿線自治体の４町で、路線距離の比率でもって補助しようとするも

のでございます。また、街なみ修景施設等整備補助金１０８万円の減額計上です。これは、

当初６件分を想定しておりましたが、年度末まで２件となることからの減額の計上です。

２５節のふるさと松前応援基金積立金で、２４件の個人団体からの寄附の実績となってお

り、年度末までの見込みによる計上です

３９ページです。４項１目選挙管理委員会費では、１万１千円の減額計上です。年度末

までの見込みによるものでございます。２目明るい選挙推進費では、９万３千円の減額計

上です。年度末までの見込みによるものでございます。

４０ページです。３目町長選挙費では、１１５万４千円の減額計上です。１節報酬から

１９節負担金及び交付金まで、選挙後の決算見込みによる減額の計上です。

４１ページです。４目農業委員会委員選挙費では、７１万５千円の減額計上です。１節

報酬から１９節負担金及び交付金まで、選挙が無投票となったことからの減額の計上です。

４２ページです。５目渡島海区漁業調整委員会委員選挙費では、１１９万７千円の減額

計上です。１節報酬から１４節使用料及び賃借料まで、無投票となったことからの減額の

計上です。

４３ページです。６目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費では、１５０

万５千円の減額計上です。選挙後の決算見込みによる減額の計上です。

４５ページです。５項１目各種統計調査費では、１１万８千円の減額計上です。年度末

までの見込みによるものでございます。

４６ページです。３款１項１目社会福祉総務費では、１千１１８万３千円の増額計上で

す。各節において増減がございますが、それぞれ年度末までの実績見込みによるものです。
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なお、２０節扶助費の介護・訓練等給付費については、施設入所者に対する職員処遇加算

分等が増えたことによる増額の計上です。２目社会福祉施設費では、４万７千円の減額計

上です。年度末までの決算見込み及び入札執行に伴う減額の計上です。

４８ページです。３目老人福祉費では、１千３３１万３千円の減額計上です。年度末ま

での決算見込みによる計上です。なお、２８節介護保険特別会計に対する繰出金では、保

険事業勘定の減による計上です。また、後期高齢者医療特別会計に対する繰出金は、広域

連合への事務費納付金及び保険基盤安定分の減額計上によるものです。

４９ページです。４目地域活動推進費では、５７万５千円の増額計上です。地域活動推

進事業は、功労対象者が少なかったことによる減額の計上です。１９節負担金補助及び交

付金では、松前町街灯料補助金は２３町内会の実績見込みにより増額の計上です。町内会

館運営費補助金についても、６町内会の水道、電気実績見込みによる増額の計上です。

５０ページです。２項１目児童福祉総務費では、３１１万円の減額計上です。４節共済

費から１１節需用費まで、保育所及び学童保育いずれも利用児童数の減と、年度末までの

決算見込みによる計上です。２０節扶助費の乳幼児等医療費は、年度末までの見込みによ

る増額の計上です。２目児童措置費では、７２７万５千円の減額計上です。児童手当は、

当初見込みより対象児童の減となっており、減額の計上です。

５１ページです。４款１項２目母子保健費では、７２万６千円の減額計上です。年度末

までの決算見込みによる減額の計上です。３目予防費では、１３３万４千円の減額計上で

す。事業終了に伴う決算見込みによる計上です。なお、胃がん検診は当初３００名から２

３０名に、肺がん検診は３２０名から２６９名に、大腸がん検診は３７９名から３２０名

に、更にＢ型肝炎ウイルス検査では１６２名から１０６名に、Ｃ型肝炎は１６２名から１

０９名を見込んでの減額の計上です。

５２ページです。４目環境衛生費では、５８万８千円の減額の計上です。生活環境美化

事業では、春・秋の町内クリーン作戦によって回収されるゴミ量が減少したことによる減

額の計上です。１９節合併処理浄化槽設置補助金については、１２月補正で増額補正をし

ておりましたが、予定されていた方が本年４月以降の住宅建設となったことから、７人槽

１基分の減額の計上です。７目病院費では、２千９１６万２千円の増額計上です。これは、

交付税の額の確定に伴う精算による増額分の計上です。

５３ページです。２項１目清掃総務費では、６０８万４千円の減額計上です。１９節渡

島西部広域事務組合負担金（衛生部門）について、事務組合の補正に伴い減額の補正です。

２目じんかい処理費では、４万７千円の減額計上です。１３節一般廃棄物収集運搬委託料

で、契約による減額の計上です。

５４ページです。３項１目上水道施設費では、９万６千円の減額の計上です。１９節水

道事業会計に対する補助金９万６千円の減額計上です。これは、昨年４月に子ども手当該

当者が人事異動により会計間異動となったことからの減額の計上です。

５５ページです。６款１項１目農業委員会費では、５万４千円の減額の計上です。９節

旅費で年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目農業振興費では、１１万２千円

の減額計上です。農業改良普及事業で７節賃金から１４節使用料及び賃借料まで、年度末

までの決算見込みによる減額計上です。

５６ページです。３目畜産業費では、１６９万円の減額計上です。牧場管理事業につい

ては、４節共済費から２７節公課費まで年度末までの決算見込みによる減額の計上です。

なお、２２節貸付肉用牛事故損害賠償金では、当初３頭分１５０万円を見込んでおりまし

たが、事故牛が１頭であったことから１２２万１千円の減額計上となったところでござい
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ます。

５７ページです。２項１目林業振興費では、５４万３千円の減額計上です。クマ等駆除

対策事業７節賃金から９節旅費まで、クマ駆除実績件数の減による減額の計上です。１３

節委託料で入札による年度末までの決算見込みによる減額計上です。１９節負担金補助及

び交付金では、森林整備担い手対策推進事業負担金１７万６千円の減額です。これは、当

初１１名の加入申請でございましたが、最終的に雇用期間の関係で８名となったことから

の減額の計上です。また、造林事業補助金では、事業内容の変更により減額計上となった

ところでございます。

５８ページです。３項１目水産業振興費では、１４万９千円の減額計上です。４節共済

費で年度末までの決算見込みによる計上です。１５節札前地区船揚場整備工事請負費で入

札による額の確定による減額の計上です。

５９ページです。７款１項２目観光振興費では、９万６千円の減額計上です。８節報償

費で観光大使委嘱用クリスタル盾、当初５人分を計上しておりましたが、年度末まで委嘱

の見込みがなくなったための減額の計上です。１３節委託料では、入札による減額の計上

です。３目温泉休養センター費では、７万４千円の減額計上です。１１節修繕料で７万４

千円の減額計上です。雪害による屋根の瓦補修分が保険適用となったことに伴い減額の計

上です。４目公園費では、２８万７千円の減額計上です。４節共済費から６０ページの１

５節工事請負費まで、年度末までの事業実績及び入札等による減額の計上です。

６０ページです。５目藩屋敷費では、１７万４千円の増額計上です。藩屋敷給水ポンプ

修繕費で、本年１月上旬に２系統の給水ポンプの内、１系統に故障が発生したことからの

増額の計上です。６目北前船記念公園費では、６万３千円の減額計上です。入札に伴う減

額の計上です。

６１ページです。８款１項１目土木総務費では、２万６千円の減額計上です。入札執行

に伴う減額計上です。

６２ページです。２項１目道路橋りょう維持費では、５３万８千円の減額計上です。入

札執行の減と年度末までの事業実施に伴う減額の計上です。２目橋りょう新設改良費では、

１７６万３千円の減額計上です。１３節委託料で、それぞれ入札執行による減額の計上で

す。３目道路新設改良費では、２千６３０万７千円の減額計上です。道道松前港線受託事

業について各節増減がありますが、当該事業は繰越明許費として対応となり、４節共済費

から７節賃金まで増額計上です。これは臨時職員分、４月から７月まで４ヶ月分追加計上

分です。また、９節旅費から６３ページ２２節補償補填及び賠償金まで、繰越明許費分を

除いた年度末までの見込みによる減額の計上分です。

６４ページです。２目河川改良費では、５７万７千円の減額計上です。入札執行に伴う

減額の計上です。

６５ページです。５項１目住宅管理費では、９万３千円の減額計上です。１節報酬から

１２節役務費まで年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目住宅建設費では、１

千４１万１千円の減額計上です。１２節役務費から１５節工事請負費まで入札執行に伴う

減、及び年度末までの見込みによる減額の計上です。

６６ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、４１１万３千円の減額計

上です。また、２目災害対策費では、３３万７千円の減額の計上です。いずれも年度末ま

での決算見込みによる計上でございます。

６７ページです。１０款１項１目教育委員会費では、８万７千円の減額計上です。年度

末までの決算見込みによる減額計上です。３目教育振興費では、３７５万９千円の減額計
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上です。７節賃金から１９節負担金補助及び交付金まで、年度末までの決算見込みによる

減額です。なお、松前高等学校通学生交通費等補助金は、当初対象者が４７名を見込んで

おりましたが、３３名の実績見込みとなることからの減額の計上です。２１節貸付金で就

学資金貸付金は、当初５人分を見込んでおりましたが、４人分となったことからの減額の

計上です。

６８ページです。２項１目学校管理費では、２２７万１千円の増額計上です。１節報酬

から１９節負担金補助及び交付金まで各節増減がございますが、年度末までの決算見込み

による計上です。なお、１節報酬は、小学校技能員が入院のため長期休暇による計上です。

また１１節需用費では、寒さが今年厳しく使用料等が増え、燃料費の高騰等による増額の

計上です。２目教育振興費では、１３３万１千円の減額計上です。これは、対象児童数が

減となったことからの計上です。なお、要保護、準要保護については、見込み児童数が６

８名から５０名に減となっております。

７０ページです。３項１目学校管理費では、１４８万１千円の増額計上です。１１節燃

料費で１９７万５千円の増額計上です。これは、小学校同様寒さが厳しく使用料等が増え、

燃料タンクの高騰によるところでございます。１３節委託料、１９節負担金補助及び交付

金は、年度末までの決算見込みによる減額の計上です。２目教育振興費では、９５万９千

円の減額計上です。対象生徒数が減となったことからの計上です。なお、要保護、準要保

護については、６２名から５４名に減となったことからの計上です。３目学校建設費では、

３万６千円の減額計上です。１３節委託料で年度末までの契約に伴う減額の計上です。

７１ページです。４項１目社会教育総務費では、１２万３千円の減額計上です。９節旅

費で年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目公民館費では、４０万２千円の減

額計上です。１９節文化の香り漂う書のまちづくり推進事業補助金で２０万円の減額計上

です。補助団体の事業終了見込みによります減額の計上です。４目社会教育施設管理費で

は、３３万６千円の増額計上です。７節賃金では、２階講義室屋上と３階屋上一部防水コ

ーティング修理賃金について、決算見込みによる４６万４千円の減額の計上です。町民総

合センター管理事業及び松前町交流の里づくり館管理事業のいずれも１１節需用費で、燃

料費の燃油価格の高騰による増額の計上です。同じく修繕料では、町民センターの３階ト

イレ配管破損のため、その費用の計上です。

７２ページです。５目文化財費では、７万４千円の減額計上です。１節報酬から１３節

委託料まで入札の減、及び年度末までの決算見込みによる計上です。６目史跡保存整備費

では、２３万円の減額計上です。史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業８節報償費から、

７３ページ、１５節工事請負費までそれぞれ決算見込みによる減額と、入札執行に係わる

減額の計上です。

７３ページです。７目郷土資料館費では、４４万３千円の減額計上です。４節共済費か

ら１２節役務費まで決算見込みによる計上です。

７４ページです。５項２目体育施設費では、３３万１千円の減額計上です。年度末まで

の決算見込みによる減額計上です。なお、町民野球場管理事業の社会保険料の減は、就労

者からの要請により、労災のみの加入となったことからの減額の計上です。３目学校給食

費では、１２２万９千円の減額計上です。１１節需用費で燃油類等の高騰による年度末ま

での見込みによる増額計上です。１８節備品購入費では、学校給食食管ボックス購入費全

額を減額計上です、これは、２７年度給食センター新設に伴い、新たに購入予定のため減

額計上です。

７５ページです。１２款１項２目利子で６９万７千円の減額計上です。決算見込みによ
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る減額の計上です。

７６ページです。１３款１項１目職員給与費では、２千３６７万１千円の減額計上です。

主に当初見込み職員数１１８名から３名の減に伴い減額の計上です。

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４項１目町たばこ税では、８１１万９千円の増額です。年度末まで

の推計見込みによるものです。

１１ページです。６項１目入湯税では、４３万３千円の減額です。年度末までの推計見

込みによるものです。

１２ページです。２款１項１目地方揮発油譲与税では、２００万円の減額です。年度末

までの推計見込みによるものです。

１３ページです。２項１目自動車重量譲与税では、２２０万円の減額です。年度末まで

の推計見込みによるものでございます。

１４ページです。６款１項１目地方消費税交付金では、５９０万円の減額です。年度末

までの推計見込みによるものです。

１５ページです。７款１項１目自動車取得税交付金では、３３０万円の増額です。年度

末までの推計見込みによるものです。

１６ページです。９款１項１目地方交付税では、７千４０７万６千円の減額です。財源

調整のための減額措置です。

１７ページです。１１款１項１目民生費負担金では、４０１万８千円の減額計上です。

２目の教育費負担金では６千円の減額です。いずれも年度末までの見込みによるものです。

１８ページです。１２款１項１目総務使用料では１０万円の減額、２目民生使用料では

１４万９千円の増額、４目農林水産業使用料では７万８千円の増額、７目教育使用料では

２３１万１千円の減額計上です。いずれも額の確定、及び年度末までの推計見込みによる

ものです。

１９ページです。２項３目衛生手数料で２万３千円の増額です。年度末までの見込みに

よるものです。

２０ページです。１３款１項１目民生費国庫負担金では、７０６万６千円の増額です。

各節増減がございますが、それぞれ歳出事業に対応のための国庫負担金、年度末までの実

績見込みによるものです。

２１ページです。２項１目民生費国庫補助金から、２２ページ、５目土木費国庫補助金

まで総額で２千９８７万４千円の増額計上です。各節において増減がございますが、いず

れも歳出事業の実績等に基づく国庫補助金の計上です。

２３ページです。１４款１項１目民生費道負担金では、２２３万２千円の減額です。各

節増減ございますが、国庫負担金同様事業実績見込みによる計上です。

２４ページです。２項２目民生費道補助金から６目衛生費道補助金まで総体で３７７万

８千円の増額計上です。各節において増減がございますけれども、いずれも事業の確定と

実績見込みによる計上でございます。

２５ページです。３款、失礼。３項１目総務費道委託金から６目土木費道委託金まで、

総体で３千６７万５千円の減額です。節内において増額のところもございますが、いずれ

も年度末までの見込みによる道委託金の計上でございます。

２６ページです。１５款１項１目財産貸付収入では、５９万８千円の増額です。２目利

子及び配当金で３７万円の減額です。いずれも年度末までの見込みによるものです。

２７ページです。２項２目物品売払収入では、１３万８千円の増額です。３目生産物売
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払収入で１２１万４千円の増額です。いずれも年度末までの見込みによるものでございま

す。

２８ページです。１６款１項２目総務費寄附金で２７６万円の増額計上です。ふるさと

松前応援指定寄附金は、２４件の個人団体から寄せられたものに、今後の見込みを含めた

予算の計上でございます。

２９ページです。１７款１項１目国民健康保険特別会計繰入金で２万１千円の増額計上

です。インフルエンザ予防接種費用軽減助成国保負担分について、一般会計へ繰り入れ致

そうとするものです。

３０ページです。１９款３項３目教育費貸付金元利収入では、１４万４千円の減額です。

年度末までの見込みによるものです。

３１ページです。４項１目民生費受託事業収入４４万６千円の減額です。また、２目農

林水産業費受託事業収入で３千円の減額です。いずれも額の確定による計上です。

３２ページです。５項２目弁償金から６目雑入まで総体で４４８万５千円の増額です。

各節において増減がございますけれども、いずれも額の確定や年度末の見込みによるもの

でございます。

３３ページです。２０款１項２目農林水産業債から６目教育債まで、総体で８７０万円

の減額です。各節において増減がございますけれども、いずれも額の確定に伴う計上でご

ざいます。

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５４億２千８

８０万９千円、これから７千２０１万１千円を減額し、補正後の額を５３億５千６７９万

８千円に致そうとするものです。

４ページです。歳出です。歳出につきましても歳入同様補正前の額から７千２０１万１

千円を減額し、補正後の額を５３億５千６７９万８千円に致そうとするものです。

６ページです。第２表繰越明許費補正です。８款２項の道道松前港線改良受託事業につ

いては、事業の一部が繰り越しとなることから繰越明許費の設定を致そうとするものです。

７ページです。第３表地方債補正です。記載のとおり、限度額をそれぞれ補正後の金額

に変更致そうとするものです。

以上が議案第７号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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７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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８号 平成２４年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第３回)
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○議長(斉藤勝君) 日程第６ 議案第８号 平成２４年度松前町国民健康保険特別会計補

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。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今議題となりました、議案第８号平成２４年度松前町国民

健康保険特別会計補正予算(第３回)について、その内容をご説明致します。

平成２４年度松前町の国民健康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ございます。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ４千９３１万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１５億８千７４０万６千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ございます。今回の補正につきまして

は、歳出では、療養給付費の追加計上と共同事業拠出金の減額が主なものであり、また、

歳入では、国庫資金と繰入金の減額、及び療養給付費交付金と共同事業交付金の追加計上

が主な理由でございます。

それでは歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１４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、４節共済費から１３節委託料まで８３万

７千円の減額です。年度末までの見込みにより減額でございます。２目連合会負担金では、

１９節負担金補助及び交付金で８万５千円の減額です。年度末までの見込みによる減額で

ございます。

次に１５ページです。２項１目賦課徴収費１１節需用費では、税の賦課徴収車の燃料費

１４万１千円の減額です。年度末までの見込みによる減額です。１８節備品購入費では、

国民健康保険税徴収車、もとい、徴収車輌購入事業で３９万６千円の減額です。これは、

入札減によるものです。

次に１６ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費１９節負担金補助及び交付

金では、３千６８８万円の追加計上です。これは、医療費の増加によるものです。２目退

職被保険者等療養給付費１９節負担金補助及び交付金では、１千２６２万７千円の追加計

上です。一般被保険者と同様、医療費の増加によるものです。次に２段飛びまして５目審

査手数料１２節役務費では、１８万５千円の減額です。年度末までの見込みにより減額す

るものです。また、３目一般被保険者療養費及び４目退職被保険者等療養費については、

財源更正です。

次に１７ページです。２項１目一般被保険者高額医療費１９節負担金補助及び交付金で

は、２３４万円の追加計上です。高額な医療費の増加によるものです。２目退職被保険者

等高額療養費１９節負担金補助及び交付金では、３００万円の追加計上です。一般被保険

者高額療養費と同様、高額な医療費の増額によるものです。３目一般被保険者高額介護合

算療養費及び４目退職被保険者等高額介護合算療養費については、財源更正です。

次に１８ページです。４項１目葬祭費１９節負担金補助及び交付金では、２４万円の減

額計上です。年度末までの見込みにより減額するものです。

次に１９ページです。３款１項１目後期高齢者支援金は、財源更正です。

次に２０ページです。５款１項１目介護納付金は、財源更正です。

次に２１ページです。６款１項１目高額医療費拠出金で５１６万３千円の減額です。２

目保険財政共同安定化事業拠出金で２１４万６千円の追加計上で、合計３０１万７千円の
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減額計上です。共同事業拠出金は、過去３年間の医療費の状況により拠出金を負担する仕

組みで、国保連合会から平成２４年度分の額の確定通知があったことから、これを減額す

るものです。

次に２２ページです。７款１項１目特定健康診査等事業費１１節需用費から１４節使用

料及び賃借料まで合計３６万円の減額計上です。当初予算において８９６人分で合計８９

２万６千円と見積りしましたが、受診者が８０６名程度となる予定であり、９０名分、合

計で３６万円を減額するものです。

次に２３ページです。２項１目保健衛生普及費１１節需用費で２９万６千円の減額です。

年度末までの見込みにより減額するものです。

次に２４ページです。９款１項３目償還金は、財源構成です。

次に２５ページです。２項１目一般会計繰出金２８節繰出金で２万１千円の追加計上で

す。これは、インフルエンザ予防接種に係わる経費であり、当初２０８人を見積もり致し

ましたが、最終的に３１４人の接種実績により２万１千円の追加計上をするものです。

次に２６ページです。１１款１項１目１節繰上充用金は、財源更正です。

次に２７ページです。１２款１項１目１節老人保健事務拠出金は、財源更正です。

以上が歳出の事項明細でございます。これに対応致します歳入でございます。６ページ

へお戻り願いたいと存じます。

２．歳入です。２款１項１目療養給付費等負担金１節現年度分で１千３９９万５千円の

追加計上でございます。この療養給付費等負担金については、平成２４年度の変更申請が

終了し、これにより額が確定される見込みであることから、追加補正をしようとするもの

です。２目高額医療費共同事業費負担金では、１２９万１千円の減額計上です。歳出の高

額医療費共同事業拠出金の４分の１が収入として措置されることから、減額になった、減

額しようとするものでございます。３目特定健診等負担金では、４万９千円の減額計上で

す。特定健康診査対象費用額の３分の１が収入として措置されるものです。国の今年度の

額の確定により減額するものです。

次に７ページです。２項１目財政調整交付金では、普通調整金で１千８６９万円の減額

計上です。財源調整のための補正であります。２目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

では、７万６千円の追加計上です。高齢受給者の１割負担が平成２５年３月３１日まで延

長されることから、受給者証交付事務に係わる補助金でございます。

次に８ページです。３款１項１目療養給付費交付金では、３千８６万５千円の追加計上

です。これは、社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、平成２４年度の額の確定によ

り増額となるものでございます。

次に９ページです。４款１項１目前期高齢者交付金では、３５２万９千円の追加計上で

す。平成２４年度分の額の確定によるものでございます。

次に１０ページです。５款１項１目高額医療費共同事業負担金では、１２９万１千円の

減額計上です。６ページの高額医療費共同事業国庫負担金と同じく、道費においても４分

の１が収入として措置されることから減額になったものでございます。２目特定健康診査

等負担金においても国庫負担金と同じく４万９千円の減額計上です。

次に１１ページです。２項１目道財政調整基金では、２０４万９千円の追加計上です。

これは、収納率向上対策事業分として交付されるものです。

次に１２ページです。６款１項１目高額医療費共同事業交付金で１千７９万、１万４千

円の追加計上です。これは、高額医療費のうち８０万円を超える部分の１００分の５９が

交付される仕組みで、高額な医療費の増加によりこの交付金も増額となるものです。２目
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保険財政共同安定化事業交付金で１千３６万２千円の追加計上です。これは、３０万円か

ら８０万円までの医療費のうち８万円を引いた残りの１００分の５９が交付される仕組み

であり、高額な医療費の増加によりこの交付金も増額になるものでございます。

次に１３ページです。８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８００、もとい７８５万４千円の減額計上です。平

成２４年度の額の確定見込みにより減額分でございます。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願いたいと存じます。

第１表歳入歳出予算補正(事業勘定)歳入でございます。歳入合計補正前の額１５億３千

８０９万５千円から、今回４千９３１万１千円を追加し、補正後の額を１５億８千７４万、

もとい１５億８千７４０万６千円に致そうとするものでございます。

次に３ページです。歳出においても歳入同様、補正後の額を１５億８千７４０万６千円

に致そうとするものでございます。

以上が議案第８号、平成２４年度松前町国民健康保険特別会計予算(第３回)の内容でご

ざいます。何卒よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) いいですか。単純なお尋ねですけれども、お尋ね致します。

１６ページのね、２款１目一般被保険者療養給付費並びに２目の件なんですけれども、

説明の段階では療養給付費の増だと。全くそのとおりなんですけども、中身がわかんない

んですよ。何か特別な理由があってね、こういう形で療養費が増えたのか。

それから次のページのね、高額療養費の原因もそうなんですけども、どういう病気で、

大きな病気ですからね、何人ぐらいあったのか、その辺の説明だけはしていただきたいと

思います。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) まず１６ページの一般被保険者療養給付費と２目の退職被保険

者等療養給付費の増額分の関係でございますが、これについては当初、過去３年間の医療

費の平均を算定を致しまして、その推移を見込みました。それでもって当初は１人あたり

の平均７６万、もとい２７万６千９９２円でありましたが、今年度においては平均１人２

９万５千８０３円ということで、約１人平均として２万円の増額でございます。それで、

これについては高額の医療費が２３年度においては１億５５６万円でありましたが、平成

２４年度の見込みにおいては１億１千７４４万円程度増額であります。これは、高額の医

療費の分が増えた関係上と併せて、平成２４年４月から診療報酬が１．１５の改定があっ

た部分であります。

また、退職者の被保険者の給付についても同様に、１人平均においても伸びてございま

すので併せてご回答したいと思いますが、高額療養費の関係での増額でございますが、こ

れについても、主な高額の部分でございます。まず、白血病が１件約１千３１０万程度、

がんで４件３千１７０万円程度、脳梗塞で６件４千１百万程度、心臓病で４件２千６３０

万程度、腎不全で３件１千５５０万円程度、その他２件として１千、もとい１千万円の医

療費がかかってるというのが現状でございます。

いずれにしましても歳出においては、２月診療分が４月に支払います関係上、約、この

１月２月の部分で月約９千万円の、歳出の方の見込みで計上してございますので、よろし

くお願い致します。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １０番。
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○１０番(梶谷康介君) １点目のね、これは過去の平均で見込みを立ててるからわかるん

ですけどもね。特別なにかこう、例えば流感が考えられるとかそういうことじゃなくて、

普通の過去の平均の見込みということで理解してよろしいんですね。１件目はね。

２件目は、これは大変な中身ですよね。現実にそういう患者さんがいるんだから、当然

この後、年度内にこれぐらいかかるというような見込みでわかる中身なんでね、説明で了

解致しました。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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 平成２４年度松前町介護保険特別会計補正予算(第４回)

○議長(斉藤勝君) 日程第７ 議案第９号 平成２４年度松前町介護保険特別会計補正予

算(第４回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今議題となりました、議案第９号平成２４年度松前町

介護保険特別会計補正予算(第４回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２４年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第４回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、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３９３万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億

９千５２２万５千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。

なお、今回の補正予算につきましては、保険事業勘定のみとなっております。

それでは、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。７ページをお開

き願います。

７ページ、３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、９節旅費から１９節負担金補

助及び交付金まで合わせて１０３万１千円の減額計上です。職員旅費及び会議出席負担金

につきましては、年度末までの支出見込みによる減額です。委託料につきましては、介護

保険システムの更新に伴い、当該年度の保守点検が無料保証となったこと等により減額し

ようとするものです。

次に８ページ、１款３項２目介護認定調査費１３節委託費で３１万５千円の増額計上で

す。厚生労働省から無償で配布されます介護認定ソフトのバージョンアップにより、これ

に連動しています当町の介護保険システムのプログラム改修が必要となったことによるも
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のです。

次に９ページ、４款１項１目介護予防事業費では、７節賃金１３節委託料で６４万５千

円の減額計上です。このうち１３節委託料につきましては、通所介護予防事業及び生活機

能評価事業の対象者が少なかったことにより、年度末までの支出見込みを勘案し、減額し

ようとするものです。同じく９ページ、２目包括的支援事業・任意事業費では、７節賃金

から２０節扶助費まで合わせて２５７万８千円の減額で、いずれも年度末の支出見込みに

より減額しようとするものです。このうち１３節委託料の居宅支援サービス計画作成等委

託料につきましては、１３９万８千円の減額となっております。これは、地域包括支援セ

ンターが要支援認定者のサービス計画作成を居宅介護支援事業所に委託するものですが、

サービス利用者が当初の見込みより少なかったことによるものです。

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。

６ページ、２．歳入です。７款１項１目一般会計繰入金３節事務費繰入金で３９３万９

千円の減額です。歳出の総務費及び地域支援事業費の減額に伴い、一般会計からの繰入金

を減額しようとするものです。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(保険事業勘定)の歳入です。歳入合計補正前の額８億９千９１

６万４千円から、３９３万９千円を減額し、補正後の額を８億９千５２２万５千円に致そ

うとするものです。

次に３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を８億９千５２２万５千

円に致そうとするものです。

以上が議案第９号平成２４年度松前町介護保険特別会計補正予算(第４回)の内容です。

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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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 平成２４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)

○議長(斉藤勝君) 日程第８ 議案第１０号 平成２４年度松前町後期高齢者医療特別会

計補正予算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今議題となりました、議案第１０号平成２４年度松前町後

期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)についてその内容をご説明申し上げます。

平成２４年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)は、次に定めるところ
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によろうとするものでございます。

第１条は、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

３８０万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２６８万８千円に

致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

ろうとするものです。今回の補正の主な内容は、広域連合へ納める分の額が確定したこと

から、平成２４年度予算で精算しようとするものでございます。

それでは歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。８ページをお開き願います。

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１９節負担金補助及び交付

金で３８０万２千円の減額計上です。これは、事務費負担分として５９万１千円の減額及

び保険料等分６８万８千円と保険基盤安定分で２５２万３千円の減額でございます。この

うち事務費負担分については、平成２３年度分広域連合への事務費の納入額を平成２４年

度で精算する仕組みですが、その額が確定したことから減額するものでございます。保険

料等分は、収入見込みによる減額です。また、保険基盤安定分は、低所得者に対する保険

料軽減分を町が負担する仕組みであり、この分を計上したものでございます。

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

ジへお戻り願いたいと存じます。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者保険料では、６８万８千円の減額計上です。現

年度分保険料で７万、もとい７１万円の減額、滞納繰越分保険料で２万２千円の増額計上

です。それぞれ年度末までの決算見込みによる額であります。

４款１項１目事務費繰入金では、５９万１千円の減額計上です。広域連合へ納付する事

務費の精算による町負担分の減額分でございます。また、２目保険基盤安定繰入金では、

２５２万３千円の減額計上です。歳出で申し上げたとおり、低所得者に対する保険料軽減

分の町の負担分でございます。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願いたいと存じます。

第１表歳入歳出予算補正歳入です。歳入合計補正前の額１億６４９万円から、今回３８

０万２千円を減額し、補正後の額を１億２６８万８千円に致そうとするものです。

次に３ページです。歳出においても歳入同様、補正後の額を１億２６８万８千円に致そ

うとするものです。

以上が平成２４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)の内容でございま

す。何卒よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。
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◎議案第１１号 平成２４年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)

○議長(斉藤勝君) 日程第９ 議案第１１号 平成２４年度松前町水道事業会計補正予算

(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(佐々木信秀君) ただ今議題となりました、議案第１１号平成２４年度松前町

水道事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算の概要は、３条、３条予算収益的収支、及び４条予算資本的収支、共

に今後の収支決算見込みによります係数整理が主な内容となっております。

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。平成２４年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)は、次に定め

るところによろうとするものでございます。

第２条は、業務の予定量です。平成２４年度松前町水道事業会計予算(以下「予算」と

いう。)第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正致そうとするもので、第２号年間

総給水量を６千６２７立方メートル増やし、計７１万２千８２６立方メートルとし、第３

号の１日平均給水量では、１８立方メートル増やして１千９５３立方メートルに致そうと

するもので、いずれも年度末までの見込みによる予定量でございます。第４号の主要な建

設改良事業につきましては、既決予定額全１９件、７千５３４万９千円に対しまして、事

業の確定に基づき４件分１万円を減額し、７千５３３万９千円に致そうとするものです。

この減額の内容につきましては、消火栓更新工事の実施設計による事業費の減額によるも

のです。

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

を次のとおり補正致そうとするもので、収入では、第１款事業収益で既決予定額１億９千

４５万７千円から９４７万７千円を減額し、補正後の額を１億８千９８万円に致そうとす

るものでございます。内訳でございますが、第１項営業収益につきましては、１３１万９

千円の増額で、これは、給水収益の年度末までの見込額１２７万９千円の増額と受託工事

収益における補修工事２件分４万３千円の増額、その他営業収益の内、材料売却収益１万

１千円の減額と、設計審査、工事審査等にかかる手数料２万４千円の増額、雑収益におけ

る消火栓補修工事の工事内容の変更等による１万６千円の減額です。第２項の営業外収益

につきましては、１千７９万６千円の減額で、これは、他会計補助金における補助金の算

定基礎となりました子ども手当について、昨年４月１日付で支給対象職員が一般会計に異

動し、対象外となったことによる９万６千円の減額と、当初予算において３条予算の収益

的収入に計上しておりました簡易水道運営費補助金にかかる建設改良費分１千７０万円を

３条予算から４条予算へ振替することとし、合計１千７９万６千円を減額しております。

２ページをお開き願います。次に支出では、第１款事業費で、既決予定額１億８千１４

万５千円から３５０万２千円を減額し、補正後の額を１億７千６６４万３千円に致そうと

するもので、内訳と致しましては、第１項営業費用では、年度末までの支出見込額による

通信運搬費や動力費、材料費等各種の経常的経費の減額や人件費の４条予算への振替によ

る減額、今年度建設改良事業の確定による減価償却費の減額と、資産減耗費の整理による

増額等を合計致しまして４７３万４千円の減額です。第２項営業外費用では、３条予算、

４条予算の整理に伴う借受消費税と仮払消費税の整理により１２３万２千円が増額となっ

ております。

次に第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条の本文括弧書き中不足する額「１
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億７９５万１千円」を「６千５７８万８千円」に、過年度分損益勘定留保資金「１億２８

８万９千円」を「６千１６０万６千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額「４０６万２千円」を「３１８万２千円」にそれぞれ改め、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。

収入では、第１款資本的収入で既決予定額１千３１５万７千円に３千１６９万円を増額

し、補正後の額を４千４８４万７千円に致そうとするものです。内訳と致しましては、第

１項企業債で２千１００万円の増額ですが、これは建設改良費の内松前浄水場ろ過池（№

４号池）です。電動弁更新工事につきまして施設の部分的改修であり、適債事業として北

海道との同意の可否が明確に判断できなかったことから、対象額が多額でもあったこと等

によりまして、当初予算では企業債収入としての計上を見送っておりましたが、起債申請

後、北海道との同意が整ったことから今回補正計上を致そうとするものでございます。第

２項他会計負担金は、１万円の減額ですが、これは消火栓更新工事４件分について実施設

計により事業費が減額となったものでございます。第３項他会計補助金では、１千７０万

円の増額ですが、これは３条予算から４条予算への振り替えで、簡易水道運営費補助金に

かかる建設改良費５件分にかかる一般会計からの辺地過疎債充当分の計上です。

支出におきましては、第１款資本的支出で既決予定額１億２千１１０万８千円から、１

千４７万３千円を減額し、補正後の額を１億１千６３万５千円に致そうとするものです。

内訳と致しましては、第１項建設改良費で１千１２万７千円の減額ですが、これは先程収

入の他会計負担金でもご説明致しましたが、消火栓更新工事の実施設計に伴う工事費４件

分１万円の減額と、当初予算で計上しておりました４条予算における人件費を各事業に振

り替えしたことによる、１千１１万７千円の減額です。第３項備品購入費では、電算シス

テムの更新と、管路探知機、管路探知機購入にかかる入札契約執行の結果、３４万６千円

の減額となったものです。

次に３ページです。第５条は、企業債です。予算第５条に定めた起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正致そうとするものです。第１号追加の

分です。起債の目的は、松前浄水場ろ過池（№４号池）電動弁更新工事で、限度額２千１

００万円を追加致そうとするもので、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりです。

先程第４条資本的収入でもご説明させていただきましたが、当初予算におきましてその工

事内容から、適債事業としての同意が得られるかどうかの可否判断が明確でなかったこと

から予算計上を保留しておりましたが、申請の結果、同意を得ることができましたので、

今回追加で補正計上させていただくものです。

第６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とおり補正致そうとするもので、第１号職員給与費で１６万５千円

を増額し、補正後の額を４千８７３万３千円に致そうとするものです。昨年４月１日付に

よる職員１名の会計間異動により給料で３０万９千円の増額、手当で４０万円の減額、法

定福利費で２５万６千円を増額しようとするものです。

第７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補正

致そうとするもので、一般会計から受ける補助金で既決予定額１千８６３万４千円から９

万６千円を減額し、１千８５３万８千円に致そうとするものです。補助金算定の基礎とな

りました子ども手当の支給対象職員が、昨年４月１日付で会計間異動をし、対象外となっ

たことから減額するものです。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画及び資金計画、給与費明細

書、平成２４年度末における予定貸借対照表等を添付してございます。
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以上が議案第１１号平成２４年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)の内容です。ご

審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

◎議案第１２号 平成２４年度松前町病院事業会計補正予算(第３回)

○議長(斉藤勝君) 日程第１０ 議案第１２号 平成２４年度松前町病院事業会計補正予

算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務長(小本清治君) ただ今議題となりました、議案第１２号平成２４年度松前町

病院事業会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入及び支出では、収入としまして医業外収益で特

別交付税確定に伴う精算による増額でございます。また、資本的収入及び支出では、支出

としまして医療機器購入に伴う入札減による減額でございます。それでは、１ページより

ご説明申し上げます。

第１条は、総則でございます。平成２４年度松前町病院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ございます。

次に第２条は、収益的収入及び支出でございます。平成２４年度松前町病院事業会計予

算（以下「予算」という）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補

正致そうとするものでございます。

収入でございます。第１款病院事業収益は、既決予定額１３億３千１７６万３千円に今

回２千９１６万２千円を追加し、補正後の予定額を１３億６千９２万５千円に致そうとす

るものでございます。その内訳と致しまして、第２項医業外収益既決予定額２億３７９万

３千円に今回２千９１６万２千円を追加し、補正後の予定額を２億３千２９５万５千円に

致そうとするもので、不採算地区病院等の特別交付税確定に伴う精算による増額でござい

ます。

第３条は、資本的収入及び支出でございます。予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の既定予定額を次のとおり補正致そうとするものでございます。なお、資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額６千５４９万８千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填

致そうとするものでございます。

それでは支出でございますが、第１款資本的支出は、既決予定額７千４３４万３千円か

ら今回２１万３千円を減額し、補正後の額を７千４１３万円に致そうとするものでござい
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ます。その内訳と致しまして、第１項建設改良費既決予定額７２８万９千円から２１万３

千円を減額し、補正後の額を７０７万６千円に致そうとするものでございまして、医療機

器購入事業の入札減によるものでございます。

次に２ページでございます。第４条は、他会計からの補助金でございます。予算第７条

中「２億２千９５９万６千円」を「２億５千８７５万８千円」に改めようとするものでご

ざいます。

以上が、平成２４年度松前町病院事業会計補正予算(第３回)の内容でございます。予算

実施計画他、関係書類につきましては３ページ以降に添付しておりますので、ご参照下さ

い。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２３号 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１１ 議案第２３号 松前町営住宅の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。建設課長。

○建設課長(若佐智弘君) ただ今議題となりました議案第２３号松前町営住宅の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明致します。

末尾に添付しております新旧対照表でご説明致します。

新旧対照表下段の説明欄でございます。福島復興再生特別措置法の制定に伴い、居住制

限者に対し、入居者資格の特例措置を講じる必要があるため、条例を改正致そうとするも

のです。

ここでいう居住制限者とは、平成２３年３月１１日現在において、原子力災害で避難指

示区域に指定された福島県内の区域に存する住宅に居住していた方、即ち震災発生時に指

定区域に住んでいた方という方々を指します。具体的には、福島復興再生特別措置法に規

定する居住制限者が、松前町の町営住宅の入居を申し込んだ場合において所得制限を無く

すものです。

それでは改正の内容でございます。松前町営住宅の設置及び管理に関する条例第６条第

１項中「被災者等」の次に「（次条第２項において「被災者等」という。）及び福島復興

再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第２０条第１項に規定する居住制限者（次条

第２項において「居住制限者」という。）」を加えようとするものです。

また第７条第２項中「同項各号」の次に「（被災者等及び居住制限者にあっては第２号
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及び第３号）」を加えようとするものです。

附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものです。

以上が、議案第２３号松前町営住宅の設置及び管理に関する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。よろしくご審議賜りますようお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２３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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２４号 松前町営牧野管理条例の一部を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１２ 議案第２４号 松前町営牧野管理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。農林畜産課長。

○農林畜産課長(川合貞之君) ただ今議題となりました議案第２４号松前町牧野管理条例

の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明申し上げます。

議案の最後に説明資料を添付してございますので、ご参照下さい。

当町ではこれまで牧野管理事業の内、放牧地を札前・館浜・白坂の３地区に指定し、利

用してきておりましたが、畜産農家の減少もあり白坂地区の使用実績はありませんでした。

平成２４年度予算においての白坂地区に限っては賃借契約の更新を行わず、それぞれ、そ

れぞれの所有者にお返ししたために、この分の計上は致しておりませんでした。今後にお

いては、松前町が独自に策定している公共牧場経営確立計画に基づき、放牧の拠点を札前

地区・館浜地区に集約して放牧需要に応えようと致しております。

また、かつての放牧管理の仕方も当歳の内に強い個体づくりをするために、良質な粗飼

料を供給して優良な元牛を育てる、ていく方針にしましたことから、人工授精により出産

した牛は捨外する方向で畜産農家とも確認をしており、白坂地区の放牧地は不要となるこ

とから、今般閉鎖致したく、松前町牧野管理条例第２条の表、放牧地の部松前町字白坂１

７３番地外の項を削る一部改正をしようとするものであります。

附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものであります。

以上が議案第２４号の提案内容でございます。ご審議の程よろしくお願いを申し上げま

す。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)
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○議長(斉藤勝君) 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２４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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２５号 松前町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する

条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１３ 議案第２５号 松前町地域包括支援センター設置条例の

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(阪本涼子君) それでは、ただ今議題となりました議案第２５号松前町地

域包括支援センター設置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。

３枚目の説明資料をお開き願います。

松前町地域包括支援センター設置条例の一部改正に係る新旧対照表です。資料下段の説

明の欄です。介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、介護保険法の一部改正がなされたことにより、条例で引用しております地域包括

支援センターの根拠条項が繰り下げられたことにより、条例を改正しようとするものです。

改正内容です。第１条中「第１１５条の４５」を「第１１５条の４６」に改正し、第３

条第１号中「法第１１５条の４４」を「法第１１５条の４５」に改正しようとするもので

す。

附則としまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものです。

以上が議案第２５号松前町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例制定に

ついての内容です。よろしくご審議賜りますようお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２５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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２６号 渡島西部地域障害程度区分認定審査会共同設置規約の

変更に関する協議について

○議長(斉藤勝君) 日程第１４ 議案第２６号 渡島西部地域障害程度区分認定審査会共
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同設置規約の変更に関する協議についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今議題となりました議案第２６号渡島西部地域障害程度区

分認定審査会共同設置規約の変更に関する協議につきまして、その内容をご説明申し上げ

ます。

この度、渡島西部地域障害程度区分認定審査会事務局から、地方自治法第２５２条の７

第２項の規定により、規約の一部変更の協議がありましたので、地方自治法第２５２条の

７第３項の規定により、議会の議決をいただこうとするものでございます。

改正の内容については、説明資料新旧対照表によりご説明申し上げます。

第１条による改正です。第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律」に改めようとするものです。

次に第２条による改正です。題名中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めようと

するものです。第１条及び第２条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めようとす

るものです。

附則として、この規約中第１条の規定は平成２５年４月１日から、第２条の規定は平成

２６年４月１日から施行致そうとするものです。

以上が議案第２６号渡島西部地域障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に関する

協議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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２６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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

○議長(斉藤勝君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了致しましたので、本日はこれ

をもって散会致します。

なお、明日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ４時４８分)
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（開会 午前１０時００分）

◎開議宣告

○議長(斉藤勝君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

配布の通りですのでご了承願います。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 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、５番伊藤幸司君、６番堺繁光君、

以上２名を指名致します。

◎議案第１３号 松前町新型インフルエンザ等対策本部条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第２ 議案第１３号 松前町新型インフルエンザ等対策本部条例

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(阪本涼子君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました議案第１３号松前町新型インフルエンザ等対策本部

条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

３枚目の説明資料をお開き願います。松前町新型インフルエンザ等対策本部条例の概要

についてです。始めに条例制定の背景です。国におきまして新型インフルエンザ等対策特

別措置法が平成２４年５月１１日に公布され、法律の施行は公布の日から１年以内と定め

られました。この法律に基づきまして新型インフルエンザ等対策を的確、かつ迅速に実施

にするために地方公共団体は、対策本部の設置が義務付けられました。市町村の対策本部

長には市町村長をもってあて、対策本部長は新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する

総合調整を行うことができるとされ、更にこの法律で規定されているもののほか、市町村

の対策本部に関し、必要な事項は市町村の条例で定めることと規定されております。また、

対策本部に関する条例は、法律が施行されるまでの間に施行しなければならないこととさ

れております。

次は、新型インフルエンザ等対策本部についてです。対策本部は、国内における整合性

のある対策を効果的に実施するために、国及び地方公共団体が設置しなければならないこ

ととされました。国及び都道府県の対策本部につきましては、海外等で新型インフルエン

ザ等が発生した場合に直ちに設置するものとされ、更に市町村の対策本部につきましては、

国から新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた際に設置するものとされております。

それでは、２枚目の条例本文にお戻り願います。

第１条は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、松前町新型インフル
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エンザ等対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的としようとするものです。

第２条は、対策本部長及び副本部長等の掌理事務を規定しようとするものです。

第３条は、会議についての規定です。情報交換及び連絡調整を円滑に行うために、必要

に応じ、対策本部の会議を招集することができることを規定しようとするものです。

第４条は、対策本部に部を設置出来ることを規定しようとするものです。

第５条は、本部長への委任規定です。

附則としまして、条例の施行は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から

に致そうとするものです。

以上が、議案第１３号松前町新型インフルエンザ等対策本部条例制定についての内容で

す。よろしくご審議賜りますようお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

◎議案第１４号 松前町暴力団排除条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第３ 議案第１４号 松前町暴力団排除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。町民生活課長。

○町民生活課長(斉藤裕記君) ただ今議題となりました議案第１４号松前町暴力団排除条

例制定について、その内容についてご説明申し上げます。

本条例は、北海道暴力団の排除の推進に関する条例が、平成２３年４月に施行されたこ

とに伴いまして、本町としても、道と連携して暴力団排除のための施策を積極的に推進す

る意志を明確に示すために制定致そうとするものでございます。

道条例とは別に市町村において条例を制定する理由でありますが、地方自治法の規定に

よりまして、道と対等な立場にある市町村の事業等に関しては、道条例では規定を設ける

ことができません。従いまして、例えば市町村発注の公共事業等からの暴力団排除や、市

町村立の中学校等における防犯教育の実施などを担保するためには、道条例とは別に市町

村条例の制定が必要となるものでございます。

では、本条例の内容についてご説明をさせていただきます。

第１条は、目的規定でございます。暴力団は、住民生活に深く介入し、その暴力や、暴

力を背景とした資金獲得活動が町民や事業者にとって大きな脅威になっていることから、

これらの不安要因を除去するために町をあげて住民生活や社会経済活動の輪から暴力団を

排除し、住民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを本

条例の目的とすることを明らかにしたものでございます。
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第２条は、用語の定義規定でございます。暴力団及び暴力団員等について定義をしてお

ります。

第３条は、暴力団排除活動を推進するための基本理念を示したものでございます。社会

経済活動の健全な発展に不当な影響を及ぼす存在であることを、社会全体で認識した上で

暴力団を恐れないこととありますが、これは反社会的勢力である暴力団の存在を許さない

という強い意志を誇示することをいうものでありまして、暴力団への資金提供、暴力団を

利用しないことを基本とし、町、町民及び事業者の連携、協力の元に社会全体として暴力

団と対決する姿勢をもって推進することを規定しております。

第４条は、町の責務を定めたものであります。町は、町民との協力の確保を図るととも

に、道の暴追センターと暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等との連携に

よりまして、暴力団排除活動に関する施策を総合的、かつ計画的に実施する責務を負うこ

とを規定したものでございます。

第５条は、町民及び事業者の責務を定めたものであります。暴力団排除活動は、社会全

体として取り組むべきものであるとの認識の基に、その中で重要な役割を担う町民、及び

事業者の責務について規定したものであります。第１項では町民の責務、第２項では事業

者の責務を定めまして、第３項では町または警察に対する情報提供を定めております。

第６条は、町の公共工事等事業遂行上において、暴力団に利することとならないよう、

必要な措置を講ずる責務を有することを規定したものであります。暴力団排除活動を率先

して行うべき町が、町の行う事業からの暴力団排除を実行あるものとしていくことが必要

であります。

第７条では、公共施設の利用の不許可等の規定であります。第１項では、公共施設が暴

力団の活動に利用されると認められる時は、利用を許可しないものとする。第２項では、

既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されて

いると認められる時は、許可の取消、利用の停止を求めるものと規定しようとするもので

あります。

第８条は、町の町民等に対する支援を定めたものでございます。暴力団排除活動を行う

にあたり、町民等が独自にこれを行うにあたり、町民等が独自にこれを行おうとしても、

そのために必要な情報、手段等を保有していないために、実行あるものとはなり得ないこ

とから、町が所有する暴力団排除活動の手法等に関する情報提供が必要になってまいりま

す。また、その他の支援とは、町民等が行う暴力団排除活動に資する支援活動全てをいい

まして、町が、町ができる限りの連携、協力のもとに支援を行うものでございます。

第９条は、青少年に対する教育のための措置を定めたものでございます。本条は、青少

年の暴力団への加入防止及び暴力団による犯罪の被害防止のために、町は町立の中学校に

おいて、生徒に対する指導、教育が行われるよう、必要な措置を講ずることを規定したも

のでございます。

第１０条は、暴力団排除活動の推進に対し、町民等の理解を深め、或いは積極的に参加

を促すための町が行うべき啓発活動及び広報活動について定めたものでございます。

第１１条は、暴力団の威力を利用することの禁止を定めたものでございます。

第１２条は、利益供与の禁止を定めたものでございます。

第１３条は、委任規定でありまして。

附則と致しまして、第１項では施行期日を、この条例は、平成２５年４月１日から施行

致そうとするものでございます。第２項では、松前町公共施設の暴力団排除に関する条例

の廃止であります。松前町公共施設の暴力団排除に関する条例（平成８年条例第１３号）
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は、廃止する。第３項では、松前町パートナーシップランド条例の一部改正であります。

松前町パートナーシップランド条例（平成１０年松前町条例第２４号）の第６条使用の不

許可中「第３号集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその

構成員の利益になると認められるとき」を削り、第４号を第３号に致そうとするものであ

ります。同様に、第４項では松前町ふれあい交流センター条例（平成１５年松前町条例第

２６号）の第５条、第５項では松前町交流の里づくり館条例（平成２０年松前町条例第１

８号）の第６条、第６項では松前町北前船記念公園総合管理施設条例（平成２０年松前町

条例第１９号）の第８条利用の制限等中第３号を削り、第４号を第３号に致そうとする条

例の一部改正であります。第７項では、松前町シルバーハウス条例の一部改正であります。

松前町シルバーハウス条例（平成２１年松前町条例第１４号）の一部改正であります。第

３条入居の資格に、第３号として「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ないこと。」を加え、第９条を第１０条とし、第８条の次に第９条として「意見の聴取」

を定めようとするものであります。

末尾に説明資料１、松前町暴力団排除条例の概要。説明資料２、松前町暴力団排除条例

制定に伴う関係条例の一部改正に係わる新旧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１４号松前町暴力団排除条例の内容であります。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(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 条例の趣旨は、充分理解できるんですけれども、町民の責務のと

ころなんですけれどもね。暴力団であるかどうかの判断はね、どうすればいいんですか。

どこからかこの人はこうですよっていうような、指示っていうか、そうしたものがあるん

ですか。その辺の説明いただきたいんですけれども。

○議長(斉藤勝君) 町民生活課長。

○町民生活課長(斉藤裕記君) 我が国において指定暴力団２１団体、その他団体というこ

とで構成員が３万２千７００人、准構成員３万７千６００人、計７万３００人が日本の国

に暴力団といわれる組織の中におかれる員がおられます。北海道におきましては、２千８

３０人という数字が出されているところでございまして、当松前署管内においてはこれら

の構成員はいないという判断でございますけれども、今、お尋ねのあった件につきまして

は、私共は松前警察署と合意書を交わした中で、情報の提供等に対してそれを文書等で照

会する。また緊急の場合については、電話等の口頭でそれを称すというふうにして、常に

それらの把握に努めることが可能という状況でございます。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

９番。

○９番(西川敏郎君) 単純な話なんですけど、温泉休養センターの場合は、この条例のど

の辺に位置するもんなんですか。

○議長(斉藤勝君) 町民生活課長。

○町民生活課長(斉藤裕記君) 本件の場合については、施設の利用ということでございま

して、それぞれの内容をもって今回改正をしようとするものでございますけれども、温泉

休養センター等におかれましては、利用料という形の中でその都度の部分がございますの

で、その把握等については制限等が成されていないのが実態でございます。
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○議長(斉藤勝君) ９番。

○９番(西川敏郎君) ということは、今、１０番議員さんが聞かれたようにですね、温泉

の場合は私もしょっちゅう行ってるんですけれども、明らかに外見でわかるんですよね。

そういった場合、まあ、別に迷惑かからなければそれでいいんですけれども、やはりなん

ていうか、威圧されてこう、敬遠して帰られる人も中にはおるもんでね。そういったその

場合には、なんていいますかね、危害が加えられたりした場合は明らかなんですけども、

なんていうか無言の圧っていうか、そういうものがなきにしもあらずなもので、そういっ

た場合には、まあなんていいますかね、警察にちょっとこうあれするとか、暴力団風の人

達が約３人ぐらい入ってますよとか、そういったものはやはり通報した方がいいものでし

ょうかね。そういったものをちょっとこう、指針っていいますか、そういったものがある

のかないのか、ちょっと伺いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町民生活課長。

○町民生活課長(斉藤裕記君) 非常に厳しいお尋ねであろうかと思います。まずもって、

その方が暴力団員であるかどうかということをですね、見た目で判断するってことは非常

に失礼にあたる内容でございます。

その人権が存在しますので、それらの状況が他のお客様に影響があるというような事態

が生じた場合が考えられるところでございますけれども、その際には管理者のもとで通報

なりする。そういう手続きになるというふうに考えてございます。

○議長(斉藤勝君) ９番。

○９番(西川敏郎君) 例えばですね、公共施設でなくても民間の浴場施設なんかにおいて

も、ようするに彫りものをした人はお断りとか、いろんな方法があると思いますが、そう

いった場合、例えば松前の温泉休養センターではそういったその張り紙といいますか、ご

遠慮下さいとかいうようなことは許されるのかどうか。

○議長(斉藤勝君) 町民生活課長。

○町民生活課長(斉藤裕記君) 今回この条例が他に存在する多くの課が係わる関係がござ

いまして、私共内部でもって、１月の２９日にこの辺についての協議をしたわけでござい

ます。そういう関係で、今回のこの暴力団排除条例に係わる関連する関係については、担

当する町民生活課長の方が窓口ということでありまして、今回併せてご説明させていただ

いているところでございます。

今、いわれる内容でございますんで、その関係についてはそれぞれの施設管理上の中で

の捉え方が出てくるわけでございますけれども、議員ご承知のとおり、松前町温泉休養セ

ンター条例の中にも「利用の制限」というのが第７条にあるんですね。そういうその施設

における利用の制限というのがありまして、その指定管理者における状況から踏まえても

ですね、他の利用者に迷惑をかけ、またはかける恐れがあると認められる時、更に公益、

または管理上支障がある時というような利用における制限がありますんで、それらについ

ては入館を拒否し、または退館させることができるというような内容がございます。これ

らに基づいて、それぞれの施設管理含めて対応していくということになろうかというふう

に判断しているところでございます。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(小川佳紀君) 温泉の施設の中で今のこの関係で、例えば入れ墨を彫って

る方というふうな者をこの条例に基づきまして、徹底していきたいというふうに思います

し、また各関係課、それと警察との連携も強化してあた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(斉藤勝君) ５番。

○５番(伊藤幸司君) いや、この条例ができたからこれからやるってこと。その入れ墨の

人の排除。今まで入ってるっていうんだよ。そこまでできるの。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(小川佳紀君) 今までも条例に則ってやっておりますけども、更に警察と

の連携を強化してですね、進めてまいりたいということで考えております。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時２２分)

(再開 午前１０時２２分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

商工観光課長。

○商工観光課長(小川佳紀君) 張り紙をですね、徹底して貼って進めてまいりたいという

ふうに考えております。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時２３分)

(再開 午前１０時２５分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町民生活課長。

○町民生活課長(斉藤裕記君) 申し訳ございません。先程私の方から申し上げたとおり、

それぞれの人権というものがありまして、入れ墨をしているから暴力団と思われるとかっ

ていうことではなくってですね、説明でもお話したとおりそれぞれの制限がある中で、相

手、またその利用している方に迷惑をかけているような行為等がある場合については、こ

れは退館なり拒否をさせることはできるけども、今いわれるようにしてアクセサリーでな

いけれども、そういうふうな形の中で数多くの方がおられるようでございます。この件に

ついても実は前回の時にも内部で協議させていただきました。ちょっと、あの申し訳ござ

いません、基本的には人権がございますんで拒否できないということでご理解いただきた

いと思います。

○議長(斉藤勝君) いいですか、これで。みえました。

他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。
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◎議案第１５号 松前町営住宅等の整備基準を定める条例制定について

◎議案第１６号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例制定について

◎議案第１７号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定に

ついて

◎議案第１８号 松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者の指定等に関する条例制定について

◎議案第１９号 松前町道路の構造の技術的基準等を定める条例制定について

◎議案第２０号 松前町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の

構造に関する基準を定める条例制定について

◎議案第２１号 松前町準用河川管理施設等構造条例制定について

◎議案第２２号 松前町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

る基準を定める条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第４ 議案第１５号 松前町営住宅等の整備基準を決める条例制

定について。日程第５ 議案第１６号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例制定について。日程第６ 議案第１７号 松前町指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定に

ついて。日程第７ 議案第１８号 松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密

着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例制定について。日程第８ 議案第１９

号 松前町道路の構造の技術的基準等を定める条例制定について。日程第９ 議案第２０

号 松前町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定

める条例制定について。日程第１０ 議案第２１号 松前町準用河川管理施設等構造条例

制定について。日程第１１ 議案第２２号 松前町水道布設工事監督者及び水道技術管理

者の資格等に関する基準を定める条例制定について。以上８件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。ただ今議題となりました８件の議案は、それぞれ関連があり

ますので、始めに総務課長から条例制定の基本的な考え方について説明を求め、次に順次

担当課長の説明を求めます。始めに総務課長。

○総務課長(川村敏之君) ただ今議題となりました議案第１５号から議案第２２号までの

８議案につきましては、いずれも地域主権改革一括法が公布されたことにより、条例制定

致そうとするものでございます。

これら８件の条例制定について、私の方から配布しています地域主権改革一括法に関す

る説明資料に基づいて、提案の理由をご説明申し上げます。

平成２２年６月に閣議決定された地域主権戦略大綱を踏まえ、平成２３年５月２日及び

８月３０日に地域の自立性及び、自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律、地域主権改革一括法が公布されました。

地域主権改革一括法では、事務を執行する権限の一部を基礎自治体である市町村に移譲

するほか、これまで国が法令により地方自治体の自治事務の実施やその方法について、全

国一律に定めている義務付け、枠付けの見直しが行われたことから、今後、市町村におい
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ては、多岐にわたる事務について自らの判断の下で各種基準の見直しを行うとともに、従

来、政省令で定められていた基準を条例により定めることが必要となったものであります。

今回制定致そうとする条例です。説明資料２ページに掲載しています議案第１５号です

が、松前町営住宅等の整備基準を定める条例の法律名及び条項は、公営住宅法第５条第１

項で公営住宅の整備基準について、公営住宅等整備基準で定める基準を参酌して条例で規

定致そうとするものでございます。

次に３ページに掲載しています議案第１６号ですが、松前町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の法律名及び条項は、介護保健法第

７８条の４第１項、同法第７８条の４第２項で、介護保険法においては介護保険の給付対

象となるサービスを提供する事業者、設備、運営等に関する基準を設けることとし、当該

基準の遵守を事業所を運営する事業者や施設の開設に対して義務付けている基準を、その

内容により、従うべき基準や標準となっている基準、更には参酌して条例で規定致そうと

するものでございます。

次に４ページに掲載しています議案第１７号ですが、松前町指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の法律名及び条項は、介護保険

法第１１５条の１４第１項、同法第１１５条の１４第２項で、介護保険法においては介護

保険の給付対象となるサービスを提供する事業者、設備、運営等に関する基準を設けるこ

ととし、当該基準の遵守を事業所を運営する事業者や施設の開設に対して義務付けをして

いる基準を、その内容により、従うべき基準や標準となっている基準、更には参酌して条

例で規定致そうとするものでございます。

次に６ページに掲載しています議案第１８号ですが、松前町指定地域密着型サービス事

業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例の法律名及び条項

は、介護保険法第７８条の２第１項、同法第７８条の２第４項、同法１１５条の１２第２

項で、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する基準のうち、指定対象となる施設

及びその入所定員に係る基準については、介護保険法第７８条の２第１項で、指定地域密

着型サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に係る基準及び指

定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無

に係る基準については、介護保険法施行規則第１３１条の１０の２及び第１４０条の２７

の２で定める基準に従い条例で規定致そうとするものでございます。

次に７ページに掲載しています議案第１９号ですが、松前町道路の構造の技術的基準等

を定める条例の法律名及び条項は、道路法第３０条第３項で、都道府県道及び市町村道の

構造の技術的基準について、設計車両（道路構造令第４条）、建築限界（政令第１２条）

及び橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準（政令第３５条第２項、第３項及び第

４項）を除き、政令で定める基準を参酌して条例で規定致そうとするものでございます。

次に９ページに掲載しています議案第２０号ですが、松前町高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の法律名及び条項は、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１０条第１項で、移動等円滑化のために

必要な道路の構造に関する基準を移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定める省令で定める基準を参酌して条例で規定致そうとするものでございます。

次に１１ページに掲載しています議案第２１号ですが、松前町準用河川管理施設等構造

条例の法律名及び条項は、河川法第１００条第１項で、準用河川に設ける河川管理施設等

の構造についての基準は、河川管理施設等構造令第７７条の規定により、同令第２条から
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第７４条まで及び第７６条の規定を準用し、参酌して条例で規定致そうとするものでござ

います。

次に１３ページに掲載していますが議案第２２号ですが、松前町水道布設工事監督者及

び水道技術管理者の資格等に関する基準を定める条例の法律名及び条項は、水道法第１２

条第１項、同法第１２条第２項、同法第１９条第３項で、水道の布設工事の施行に関する

技術上の監督業務を行う者の配置に関する基準、水道の布設工事の施行に関する技術上の

監督業務を行う技術者の資格に関する基準及び水道技術管理者の資格に関する基準につい

て、水道法第３条第１０項で定める「水道の布設工事」を条例で規定し、水道法施行令で

定める「布設工事監督者の資格」及び「水道技術管理者の資格」の基準を参酌して条例で

規定致そうとするものでございます。

以下、順次担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に議案第１５号、１９号、２０号、２１号について、建設課長。

○建設課長(若佐智弘君) それでは、議案第１５号から順次説明させていただきます。

議案第１５号松前町営住宅等の整備基準を定める条例制定について、その内容をご説明

致します。地域主権一括法に関する説明資料２ページをお開き願います。改正の趣旨につ

きましては、総務課長の方から説明がありましたので、直接内容の方でご説明をさせてい

ただきます。

まず説明資料の方にありますように、国の基準では「健全な地域社会の形成」から「通

路」までの１５項目について定めており、本条例案においても国の基準通りでございます

が、１６項目目として駐車場の整備基準を追加しております。これは、現在の車社会にお

いて駐車場の整備は必須要件ともいえる状況であり、また近年における町営住宅建設にお

いても駐車場を整備していることから追加したものです。

本条例案では、第１条に本条例案の趣旨、第２条に定義、第３項以降、第３条以降にそ

れぞれ１６項目の整備基準を定めようとするものです。

なお、附則と致しまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行しようとするもの

です。

引き続き、議案第１９号松前町道路の構造の技術的基準等を定める条例制定について、

その内容をご説明致します。同じく地域主権一括法に関する説明資料８ページをお開き願

います。

内容でございますが、まず国の基準と町の基準とで相違のある部分をご説明致します。

項目に書いてあります路肩、停車帯、歩道、堆雪幅、視距、これら５項目につきまして、

記載のとおりそれぞれ当町の実態を踏まえ、積雪寒冷地であるとか用地上の問題を含んだ

上で記載の通り、町の基準を国の基準と違う部分をつくろうとするものでございます。上

記以外の部分に関しては、全く国の基準と同じとなっております。

本条例案では、第１条趣旨から第４４条町道に設ける道路標識の寸法までをそれぞれ定

めようとするものです。

なお、附則第１項と致しまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行しようとす

るものです。附則第２項は、既に工事に着手している場合には、従前の規定によることを

定めようとするものです。

次に議案第２０号松前町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に

関する基準を定める条例制定について、その内容をご説明致します。地域主権一括法に関

する説明資料１０ページをお開き願います。
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内容でございます。本条例案につきましては、高齢者や障害者の方が安心して利用でき

るよう整備基準を定めているものです。まず、国の基準と町の基準とでの相違のある部分

をご説明致します。項目の４番目路面電車停留所等ですが、当町には路面電車は存在しな

いため、この項目を全文削除しております。これ以外の歩道等ほか、各項目につきまして

は国の基準通りにしようとするものです。

本条例案では、第１条趣旨から第３４条防雪施設までをそれぞれ定めようとするもので

す。

なお、附則第１項と致しまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行しようとす

るものです。附則第２項から第６項までは、経過措置について定めようとするものです。

次に議案第２１号松前町準用河川管理施設等構造条例制定について、その内容をご説明

致します。同じく地域主権一括法に関する説明資料１２ページをお開き願います。

国の基準と町の基準とで相違のある部分をご説明致します。項目１番目のダムについて

ですが、町内の２級河川においてもダムは整備されていないことから規定しないこととし

たものです。なお、ここに書かれてあるダムの定義には、砂防ダムや治山ダムは含まれて

おらず、水力発電等に利用されるような大規模なダムを指しております。

次に項目２番目の堤防ですが、当町準用河川には湖沼が存在しないこと、また高規格堤

防を整備する用地の確保が困難なことから規定しないものです。なお、ここでいう高規格

堤防とは、またスーパー堤防とも呼ばれておりますが、川から２百メーター、３百メータ

ーの幅で、そういう長大な幅に渡る堤防を意味しておりまして、約勾配が１％、１．５％

程度のそういう長大な堤防を意味しております。そういうものを現状の、当町の準用河川

の中においては、そういう河川敷地を持っている部分はないということで、この部分を規

定しないこととしたものです。

項目４番目の水門及び樋門における高規格堤防についても、同様に規定しないものです。

これ以外の各項目につきましては、国の基準通りにしようとするものです。

本条例案では、第１条趣旨から第６５条小河川の特例までをそれぞれ定めようとするも

のです。

なお、附則と致しまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行しようとするもの

です。

以上が議案第１５号、１９号、２０号、２１号の内容でございます。よろしくご審議賜

りますようお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 次に議案第１６号、１７号、１８号について、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) それでは、ただ今議題となりました議案第１６号松前町指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例制定につい

て及び議案第１７号松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例制定について、その内容が関連しますことから、２件併せてご説明

させていただきます。

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスにつきましては、介護が必要にな

っても住み慣れた地域で暮らせるよう、身近な市町村で提供されるのが適当なサービスと

して、更に事業者の指定、指導監督は市町村が行い、原則としてその市町村の住民のみが

利用できるサービスとして、平成１８年度に創設されたものです。

議案第１６号につきましては、地域密着型サービスの事業基準について。議案第１７号

につきましては、地域密着型介護予防サービスの事業基準について定めるものですが、地
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域密着型サービスは、介護認定で要介護１から要介護５までと認定された方が利用できる

サービスとなり、議案第１７号に係る地域密着型介護予防サービスは、介護認定で要支援

１及び要支援２と認定された方が利用できるサービスとして位置付けられております。

地域密着型サービスは、８種類のサービス事業に規定されており、その内の３種類につ

いて地域密着型介護予防サービス事業として規定されております。その基準は、同一の基

準内容で規定されております。

今回条例制定にあたりましては、原則国の基準に基づいて松前町としての基準を制定す

るものですが、国の基準に加え、松前町の地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サ

ービスの更なる質の向上に努めるため、サービス利用者の安全、安心、質の高いサービス

の確保のため、松前町独自の基準を設けようとするものです。説明資料の５ページ、別紙

議案第１６号及び議案第１７号の条例案における町独自に設ける基準をお開き願います。

独自基準の項目は、９項目となります。始めに運営規定です。運営規定は、国の基準で

は全サービスにおいて事業を運営にあたり、重要となる必要事項を規定で定めることが義

務付けられておりますが、国の基準以外に重要事項であると考えられる個人情報の取り扱

い、地域との連携、入居一時金の取り扱いの３項目を追加しようとするものです。

個人情報の取り扱いにつきましては、利用者及びその家族の秘密の保持や個人情報の取

り扱いについては、予め文書により同意を得なければならないこと等が義務付けられてお

りますので、利用者等の情報の慎重な取り扱いが求められることから、運営規定に追加し

ようとするものです。

また、地域との連携につきましては、地域住民との連携、協力等により地域との交流を

図ることなどが義務付けられておりますので、地域との結びつきについて、重要事項とし

て追加しようとするものです。

更に入居一時金の取り扱いにつきましては、入居一時金を受領する場合においては、そ

の算定の基礎を書面で明示し、一定期間内の契約の解除、終了時の返還についても明示し

なければならないこととされたため、重要事項として運営規定に追加しようとするもので

す。なお、入居一時金につきましては、有料老人ホーム、グループホームにおいて受領す

ることができるとされておりますことから、該当サービスは認知症対応型共同生活介護、

介護予防認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護のみを対象と

しております。

次に掲示の項目です。国の基準では、重要事項は事業所の見やすい場所に掲示しなけれ

ばならないとされておりますが、壁などに掲示できない場合等を考慮し、ファイルに入れ

るなどして利用申込者と誰もが閲覧できるよう、事業所の見やすい場所に設置することで

掲示されたとみなすことを追加しようとするものです。

次に記録の整備です。国の基準では、サービス提供に係る記録の保存期間は完結の日か

ら２年間と定められておりますが、介護報酬の過誤等による不適正な過払い分の返還請求

の事項が、地方自治法の規定により５年間とされていることから、遡って検証、請求がで

きるよう、地域密着型サービス費その他の利用料に関する書類の保存期間を５年間とする

ことを追加しようとするものです。

次に非常災害対策です。国の基準では、非常災害対策において、主に火災や事故等を想

定しており、自然災害対策について明文化されておりません。東日本大震災等を踏まえ、

地域の特性等を考慮し、地震災害、津波災害、風水害、その他の自然災害を想定した非常

災害対策の実施についても定めることを追加しようとするものです。自然災害を踏まえた

非常災害態勢を整え、利用者の安全を確保し、被害を最小限にできるよう訓練、研修の機
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会等により、非常災害に対する従業員等の意識高揚が図られるよう規定しようとするもの

です。

次に勤務体制の確保についてです。国の基準では、従業者の勤務体制については事業所

ごとに定めることとされておりますが、認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応通所

型介護においては、指定単位ごとに、認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型

共同生活介護においては、共同生活住居ごとに従業者の勤務体制を定めることにしようと

するものです。

介護予防を含む認知症対応型通所介護では、サービス提供に係る所要時間が３時間以上

５時間未満、５時間以上７時間未満、７時間以上９時間未満の３つの区分に分かれており、

この区分を単位といいます。それぞれの単位ごとに従業者の勤務表、勤務時間等を定め、

利用者等によりわかりやすいようにしようとするものです。また、介護予防を含む認知症

対応型共同生活介護において共同生活住居とは、食事、入浴、排泄の介護やその他の日常

生活の世話及び機能訓練などの日常生活において共同で生活する単位のことで「ユニッ

ト」といわれます。共同生活住居ごとに従業者の勤務表、勤務時間等を定め、入居者等に

よりわかりやすいようにしようとするものです。

次に協力医療機関の項目です。国の基準では、規定されておりませんが、認知症対応型

通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護において、通所介護のサービス利用中の利用

者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関を定めておくように努めることにしようと

するものです。

次に居室の定員です。地域密着型介護老人福祉施設において、国の基準では、居室の定

員を原則１人。ただし、必要と認められる場合は、２人と定められております。原則国の

基準としますが、利用者の多様なニーズへの対応、利用者の負担軽減を図る観点等からプ

ライバシーに配慮した措置がなされている場合は、４人以下とすることができることにし

ようとするものです。１人と４人の場合の利用者の負担額を所得段階が一番低い方で比較

しますと、一月あたり居住費で一万円程度が負担増となりますことから、４人以下とする

こともできるものとしようとするものです。

次に緊急時等の対応です。国の基準には規定されておりませんが、地域密着型介護老人

福祉施設において、入所者に病状の急変等が生じた場合、その他必要な場合に協力医療機

関への連絡を行う等、必要な措置を行うことを規定しようとするものです。地域密着型介

護老人福祉施設の基準では、医師の配置が義務付けられておりますが、常勤とはされてい

ないことから、医師が勤務していない時に入所者の病状の急変等が生じた場合に備えるた

め規定しようとするものです。

次に町外事業者に係る指定基準の特例です。地域密着型及び地域密着型介護予防サービ

スにつきましては、原則その市町村の町民のみが利用できるサービスですが、他の市町村

の同意を得た場合は、他の市町村の地域密着型及び地域密着型介護予防サービスを利用す

ることができるとされております。これまで国の省令で一律であった基準が市町村によっ

て違ってくることから、現に町外の事業所を利用している方や、今後の必要性を考慮しま

して町外事業所の指定基準につきましては、当該事業所の所在する市町村が定める基準を

適用するための規定です。

附則と致しまして、平成２５年４月１日から施行しようとするものです。

以上が議案第１６号及び議案第１７号の内容です。

次に議案第１８号松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者の指定等に関する条例制定について、その内容をご説明させていただきます。
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条例本文をご覧いただきたいと思います。

第１条は、条例の趣旨です。介護保険法の規定に基づきまして、地域密着型サービス事

業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を条例で定めようと

するものです。

第２条は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員に係る規定です。介

護保険法では、入所定員が２９人以下であって、市町村の条例で定める数とされておりま

すことから、条例におきまして介護保険法で規定されております最高限度の２９人以下に

しようとするものです。

次に第３条です。指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス

事業者の申請者の資格につきましては、介護保険法で厚生労働省令で定める基準に従い定

めることとされておりますことから、厚生労働省令に定められておりますとおり、法人で

あるものとしようとするものです。

附則としまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行しようとするものです。

以上が議案第１８号の内容です。何卒ご審議賜りますようよろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 次に議案第２２号について、水道課長。

○水道課長(佐々木信秀君) ただ今議題となりました議案第２２号松前町水道布設工事監

督者及び水道技術管理者の資格等に関する基準を定める条例制定につきまして、その内容

をご説明申し上げます。お手元に配布しております地域主権改革一括法に関する説明資料

の一番最後のページ、１３ページをご覧いただきたいと思います。

先程総務課長の方から資料のご説明がありましたとおり、水道法の改正により、同法第

１２条技術者による布設工事の監督とその業務を行う者の資格及び第１９条水道技術管理

者の資格要件に関する基準を定める条例を制定しようとするもので、この内容につきまし

ては、基本的に法令基準と同様引き写しとしておりますが、説明資料の欄内、特記事項に

ありますように、法令に定める資格基準を参酌して条例で定めようとする資格の中で、旧

大学令、旧専門学校令、旧中学校令に定める要件につきましては、それぞれの学校令が昭

和２２年以前に廃止されており、これを適用した有資格者が業務に従事することは、職員

の定年制とも照らし合わせますと、年齢的に想定しにくい状況から、町独自の考え方と致

しましては、これを削除しようとするものでございます。

また、説明資料には記載してございませんでしたが、それぞれの資格要件につきまして、

水道法施行令及び施行規則の中で簡易水道及び専用水道につきましては、実務経験年数が

一般水道の２分の１の年数という読替規定が定められております。このことにつきまして

も、当町におきましては同一会計において一括処理しており、工事の監督や施設管理に係

る職員の配置につきましても、簡易水道と上水道の区別はしておりませんし、また専用水

道も該当ないことから、これら読替規定等につきましても削除しようとするものでござい

ます。

それでは、議案第２２号をご覧いただきます。２ページ目です。松前町水道布設工事監

督者及び水道技術管理者の資格等に関する基準を定める条例でございます。

第１条は、趣旨です。水道法の規定に基づき、水道事業における水道の布設工事の施行

に関する技術上の監督業務を行う者及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めようとす

るものでございます。

第２条、布設工事監督者を配置する工事では、水道法第３条第８項に規定する水道施設、

これは取水ですとか貯水、導水、浄水、送水及び排水施設を指します。これの新設または

第１号及び第２号に掲げる増設若しくは改造工事を定めようとするもので、その内容は法
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令基準と同様引き写しとなっております。

第３条、布設工事監督者の資格及び次ページの第４条、水道技術管理者の資格につきま

しては、修得する学歴や外国の学校における修得過程、各種資格や講習課程等と実務経験

年数による資格基準を設定したもので、それぞれ法令同様引き写しとしてございますが、

第３条布設工事監督者の資格第１号において、法令基準に定める旧大学令に関する記述第

３号では旧専門学校令、第４号では旧中学校令に関するそれぞれの記述を削除してござい

ます。

附則と致しまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行しようとするものでござ

います。

以上が議案第２２号松前町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する基

準を定める条例制定についての内容です。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより議案第１５号から順次質疑、討論、

採決を行います。

１５分間休憩します。

(休憩 午前１１時０２分)

(再開 午前１１時１９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

始めに議案第１５号について質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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)

○議長(斉藤勝君) 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。

次に議案第１６号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。
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次に議案第１７号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

次に議案第１８号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

次に議案第１９号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

次に議案第２０号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。
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よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。

次に議案第２１号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

次に議案第２２号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２２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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２８号 平成２４年度松前町一般会計補正予算（第９回）

○議長(斉藤勝君) 日程第１２ 議案第２８号 平成２４年度松前町一般会計補正予算（

第９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(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第２８号平成２４年度松前町一

般会計補正予算（第９回）について、その内容をご説明申し上げます。

始めに、今回の補正予算は国の大型補正に係わる緊急経済対策で、地域の元気臨時交付

金算定対象事業が主な内容でございますので、１枚ものの説明資料に基づきまして、平成

２４年度国の補正予算に係わる「地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時

交付金）」の概要について、その内容をご説明を申し上げたいと思います。

１と致しまして、地域の元気臨時交付金の趣旨でございます。国の経済対策で追加され

る公共投資の地方負担が大規模であり、地方の資金調達に配慮し、経済対策の迅速かつ円

滑な実施を図るための今回限りの特別の措置として創設し、地方負担の軽減と地域経済の

活性化等を助長するものでございます。

２と致しまして、交付金の配分方法です。国の補正予算に対応した事業を実施した地方

公共団体の地方負担額の７割から９割の範囲内において交付されるもので、なお、配分基

準は、財政力指数の最も低い団体を９割とし、段階的に位置付けるものでございます。な

お、一般的には地方負担額の８割から９割というふうなことをいわれてございますけれど
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も、東京都のような財政力の高い団体が７割というような形でいわれてございます。

３と致しまして、交付金予定額の試算でございます。松前町の国の補正予算に係わる申

請事業と致しまして、町道舗装修繕点検事業から松前中学校改築事業までの４事業を考え

てございまして、事業費のトータルと致しまして９億８千７２２万５千円を予定してござ

います。下の※に松前中学校改築事業費には、補正予算第９回分７億９千８０６万７千円

の他、設計委託料４千７９８万１千円を含む形としての事業費を計上させていただいてい

るところでございます。

補助基準額と致しまして、総トータルで９億４千１９３万８千円、これに補助率等を掛

けたものが補助金等の額となりまして、トータルで５億１千７９８万３千円となります。

地方負担額については、補助基準額から補助金等の額を差し引いた額、トータルで４億２

千３９５万５千円が地方負担額となります。

右の表に移りますけれども、地域の元気臨時交付金予定額と致しましては、４億２千３

９５万５千円から掛け率を８．５割を見込みまして、交付予定額を３億６千３６万２千円

に見込んだところでございます。掛け率につきましては、財政力の弱い団体が９割交付と

いうことで、現状では都道府県の場合、財政力指数が０．２２以下の団体が有力とされて

おりますけれども、町村の場合は不透明な部分もございまして、松前町の現在の財政力指

数は０．１７８でありますので、８．５割の掛け率を見込んだところでございます。これ

によって交付予定額を３億６千３６万２千円に見込んでございます。

４と致しまして、交付対象等でございます。(１)と致しまして交付対象です。実施計画

を策定する地方公共団体が交付対象となります。作成の申請時期と致しましては、平成２

５年４月から５月を予定となっているところでございます。(２)と致しまして交付の方法

です。実施計画に掲載された事業に対しまして、交付限度額を上限に交付されるものでご

ざいます。(３)と致しまして使途です。実施計画に掲載された次の事業の地方負担分に充

当が可能でございまして、平成２４年度繰越分及び平成２５年度以降分にも対応可能でご

ざいます。事業と致しましては、地方単独事業の建設地方債対象事業に限るものでござい

ます。また、建設公債の対象となる国庫補助事業で、法令に国の補助率等の定めのあるも

のは除かれるものでございます。簡単にいいますと起債対象事業が該当になるといった方

がよろしいかと思います。

次に５と致しまして、使途の予定でございます。松前町の場合、松前中学校改築事業平

成２４年度繰越分、更に町道改良、河川改良を中心とした平成２５年度町単独事業への充

当を予定しているところでございます。なお、充当額につきましては、松前中学校改築事

業に１億１千２２０万円を、町道改良に１億１千３９０万円を、河川改良に２千５１０万

円を、そして、残りの約１億９００万円を平成２５年度の町単独事業へ充当を致そうと考

えているところでございます。

議案の方に戻っていただきたいと思います。

平成２４年度松前町の一般会計補正予算（第９回）は、次に定めるところによろうとす

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９億

４千９３９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億６１９万６

千円にしようとするものです。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、｢第１表歳入歳出予算補正｣に

よろうとするものです。

第２条、継続費です。地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及
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び年割額は、「第２表継続費」によろうとするものです。

第３条、繰越明許費の補正です。既定の繰越明許費の補正は「第３表繰越明許費補正」

によろうとするものです。

第４条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は「第４表地方債補正」によろうとす

るものです。

歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。１３ページをお開き願います。

３．歳出です。８款２項１目道路橋りょう維持費では、１千１６５万６千円の増額計上

です。７節賃金から１４節使用料及び賃借料まで、今年の大雪により除排雪費用がかさみ、

今後の除排雪に影響が懸念されることからその費用の計上でございます。なお、１３節委

託料で町道舗装修繕点検業務委託料については、国の大型補正に係わる緊急経済対策で地

域の元気臨時交付金算定対象事業として、老朽化した町道の舗装点検事業に要する費用の

計上でございます。２目橋りょう新設改良費では、６千１２９万９千円の増額計上です。

茂草橋改良基本設計が完了したことにより、国の大型補正に係わる緊急経済対策で地域の

元気臨時交付金算定対象事業として、１３節委託料から１５節工事請負費まで、茂草橋改

良工事に係わる費用の計上でございます。なお、茂草橋改良事業の概要については、参考

資料１８ページに掲げてございますのでご参照願います。

１４ページです。５項２目住宅建設費では、７千８３７万６千円の増額計上です。国の

大型補正に係わる緊急経済対策で地域の元気臨時交付金算定対象事業として、建石地区１

棟４戸の建設費用の計上でございます。なお、町営住宅建設事業の概要については、参考

資料１９ページに掲げておりますのでご参照を願います。

１５ページです。１０款３項３目学校建設費では、７千、失礼、７億９千８０６万７千

円の増額計上です。平成２７年４月大島中学校との統合に向け、国の大型補正に係わる緊

急経済対策で地域の元気臨時交付金算定対象事業として、松前中学校改築に係わる費用の

計上でございます。なお、１３節委託料の松前中学校改築第１期工事分工事監理業務委託

料及び１５節工事請負費で松前中学校改築第１期工事分建設工事請負費については、複数

年となることから継続費での計上でございます。なお、松前中学校改築事業第１期工事分

の概要につきましては、参考資料２０ページから２１ページに掲げてございますのでご参

照を願います。

以上が歳出でございます。次に歳入です。９ページをお開き願います。

２．歳入です。９款１項１目地方交付税１節地方交付税で２千８３６万７千円の増額計

上です。これは、歳出財源に対応するための計上でございます。

１０ページです。１３款２項３目教育費国庫補助金２節中学校費補助金で４億４千５７

７万６千円の計上でございます。松前中学校改築に係わる学校施設環境改善交付金の計上

でございます。４目総務費国庫補助金１節総務管理費補助金で１億１千２２０万円の計上

です。松前中学校改築事業費に充当のための地域元気臨時交付金の計上でございます。５

目土木費国庫補助金１節住宅費補助金で社会資本整備総合交付金町営住宅建設分３千２２

３万２千円、２節道路橋りょう費補助金で、社会資本整備総合交付金町道舗装修繕点検分

で９７万５千円、また、茂草橋改良分で３千９００万円の計上です。いずれも歳出で計上

しております事業に対する国庫補助金でございます。

１１ページです。１９款５項６目１節雑入で４４万８千円の計上です。歳出で計上して

おります松前中学校改築事業に係わる、２名分の賃金に対する雇用保険料個人負担分の計

上でございます。

１２ページです。２０款１項５目土木債及び６目教育債については、いずれも実施する
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事業に充当します事業債、起債額の計上でございます。

以上が歳入でございます。２ページをお開き願います。

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５３億５千６７９万８千円

に、９億４千９３９万８千円を増額し、補正後の額を６３億６１９万６千円に致そうとす

るものでございます。

３ページです。歳出です。歳出につきましても歳入同様補正前の額に９億４千９３９万

８千円を増額し、補正後の額を６３億６１９万６千円に致そうとするものでございます。

４ページです。第２表継続費です。１０款３項の松前中学校改築事業第１期工事分建設

工事請負費及び工事監理業務委託料について、平成２４年から２６年度まで期間を要する

ことから継続費の計上でございます。

５ページです。第３表繰越明許費補正です。掲載事業については、国の大型補正に係わ

る緊急経済対策で地域の元気臨時交付金算定対象事業と致しまして、繰り越しを致そうと

するものでございます。

６ページです。第４表地方債補正です。道路橋りょう整備事業他２件につきまして、限

度額を補正後の額にこれを変更致そうとするものでございます。

以上が議案第２８号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番。

○３番(川内谷進君) ちょっとね、今、中学校の予算についてね、説明を受けたんですけ

ども、よくわかんない。ということは、まず一つ聞きたいのは、今回のうちの方の持ち出

しが９割を、７割から９割の範囲内でこうされるってなってんだけども、その割合を８．

５とみたっていうことなんですけども、これが今回の裁定の中に出てくるのかどうなのか

ってのが１点。

それからもう一つ。総体で中学校３年間でやるっていうふうになってんだけど、総体で

いくらを想定してるのか。まあ、２０億とか２１億とかって話あるけども、そういうもの

はどうなのか。

それから、今回のこと以外に差額が出ますよね。これからいくと８億４千万ですから、

２０億とすれば１２億ぐらい、これの補填はどう、まあ、今回限りというふうにいわれて

ますんで、この辺についての見通しはどうとってるのか。その辺について、取りあえず説

明してみて下さい。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時３７分)

(再開 午前１１時３８分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。１１番。

○１１番(吉田孝男君) あの、べこっと出されてあれもこれもってさっぱりわかんない。

で、説明者もね、本当立て板に水の流れのごとく、ベラベラやるから右から聞いて左で何

が何だかさっぱりわからない。だから、質問事項を探すのにゆるくない。

まず、茂草橋の関係。橋りょうですね。これ歩道橋つける予定になってるんでしょ、仮

橋は、その場合に人間通るだけですか、それとも自転車等も通れるような内容になってる

のか、ということは、やっぱり茂草地区は車、結構通れないっていうことで大回りしなき
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ゃないっていう不便さを感じているわけなんです。最低限話し合いの中では、なんか歩道

だけはつけるという約束で理解したっていうことなんだけど、当然バスは遠回りになりま

す。ただその場合自転車等も通れるような歩道橋であれば、まあ利用が可能なんだけど、

本当に人だけ通れるような仮橋であれば、結局不便さが相当やっぱりあるということなん

で、その点がどういうふうになってるのか。その点まずは聞きたいと思います。

それとですね、除雪費の補正は出てます。まあ、追加なるのは結構なんですけども、実

はもう終了間際になって、ちょっと苦情がきてるのがあります。これ実態よくあれなんで

すけどね、札前地区なんですよ。非常にあの大雪降った時に、非常に除雪が悪いと。バス

と車の交差もできないぐらい。結局真ん中どっとやって、両側は全然排除してないと。で

すから、どんとたまった両側でバス、車が交差できなくて大変難渋してるというふうな苦

情が非常に入ってました。どこの業者が入ってるかそれはわかりませんけど、ただ、少な

くても真ん中１回やっても両端出ます。あすこの悪い点は路上駐車が非常に多いっていう

のは理解します。ただ、「なだ路上駐車してるから悪いんだべ」っていってるんだけど、

｢いや、そればしでない｣と。留守宅の家を見込んでそこの所を置き去りにすると。全然押

していってないと。ですから、車等が多いし、それから留守家族っていうんですか、空き

家家屋の周辺は置きっぱなしになってて全然除雪してないということなんで、非常にやっ

ぱりその辺がね苦情がきてました。ですから、どっちがどうなのか。自分達が駐車してる

ために除雪車が大回りしていってるのか。その辺がちょっと定かでないけど、いやいやそ

うでないんだという話もありますんでね。やっぱり除雪業者等については毎年、いろいろ

と協議しながらやってることだろうと思いますけども、非常に今回そういうことでね大雪

降った時に数日間続きましたんでね、非常にその苦情がわんさときてましたんで、その辺、

課長の方にそういう苦情が届いてあったかどうか、それをご確認したいと思います。

それからですね、もう１点。地域の元気臨時交付金の内容なんですけど、１億１千２２

０万、これの運用方法、何かいろいろ配分あるんですか。こっちの方に使いたいとか、公

債費に入れたいとか何とかいろんな、それは何もないですか。ただ、単純にきて、それを

交付金として受けるだけで、それが今年度で何か、このものについては地域の事業に転用

してもいいとか何とかいろいろ、なんか条件等があったと思いますけど、その運用方法に

ついて具体的に今計画してる、もし内容等がありましたら、ちょっと教えていただきたい

なと。ただ、またベラベラしゃべればわからないんで、もし、何かそういうのでメモって

る用紙あったら出してもらえばいいんですけど。我々もただあちこちいっても、ちょっと

理解に苦しむ問題ありますんで、この１億１千２百万の運用はこういうふうに考えてます

というふうな、公債費等にいくら入れて、次あの事業費に、いろんな事業費にこれだけ使

いますってのがありましたら、もし提示願えれば説明より、よりわかりがいいなというこ

とで思ってますんで、この３点、お願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １点目、２点目、建設課長。

○建設課長(若佐智弘君) まず始めに茂草橋の架け替え工事の関係でございます。議員お

っしゃられたとおり、歩道橋を設置致します。こちらの予算書の１８ページの方に図面が

ついて、添付してございますけれど、この下の方が海側になります。それで、この海側の

方に１箇所ちょっと網掛けで細長く橋に並行してついている部分、これが歩道橋でござい

ます。歩道橋につきましては、幅が２メートルということで人が歩ける。まあ、自転車も

通れるでしょうけれど、向かいから人が来るとやはりそれはちょっと危険ですので、降り

て押していただく程度の橋でございます。

実は、先般地域、茂草町内会の方で説明会を開きまして、議員のご心配もありました路
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線バス、スクールバス、あとその他今年の秋頃になるものですから、また温泉バス等にな

るんでないかという話もありますけれど、あとは保育所の送り迎え等いろいろございます

が、そういうものの要望を聞きまして、こちらの方でもなるべく下の方に通れる、降りて

いけるものは下の方に降りていっていただくと。路線バスは旋回、ワンマンバスでござい

ますので旋回が難しいので、駐車、停留場を国道沿いに２箇所程今計画して、少しでも地

域の方が不便にならないようにということでは考えてはおりますが、なんせ計画的に２年

半程度工事かかるものですから、その間、車が通れないということになると、何とか地域

のご理解を得ながらこれを進めていくしかないというふうなことで、地域の方からの要望

がありましたら、それをなるべく適えてあげれれるように私共も努力してまいりたいと思

っております。

２点目の除雪についてでございます。正直なところ、札前地区の苦情は私共まだ聞いて

おりませんでした。確かに今回、早い時期はそれ程雪もなくてほとんど苦情らしい苦情は

なくてきたんですけど、２月の１０日前後から全然雪が想定よりも多くなってきまして、

それでまた２度程、ちょっと多めの３０㎝以上にも及ぶようなこういう大雪の日もござい

まして、確かにいろいろな面で地域の方々も除雪に苦労はされてると思いますが、なんせ

議員おっしゃられてるように、どこの道路でもそうなんですけど、雪かきをする方がいな

いような道路になるとだんだんだんだん雪がたまっていきまして、それを大きく今度重機

で押していくとですね、家の方に益々それが被さっていくと、こうあまりひどくなると家

の壁自体を壊すことにも成りかねないということでですね、ある意味雪が続くと悪循環を

招いているのも確かです。

こちらの方は、ちょっと町の直営の方でやってる地区でございますので、担当者の方に

も充分その辺の現状を聞きながら、また町内会長を始め皆さんの状況を私共の方でも把握

しながら、今後対策をとっていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。

○議長(斉藤勝君) ３点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 議員の方からの、この臨時交付金の充当事業の計画の関係か

と思いますけれども、先程説明の中で申し上げまして、ちょっと早口で申し訳なかったん

ですけども。

まずは、松前中学校の改築事業に充当を１億１千２２０万円。これは今回のこの予算の

中でも計上させていただいているところでございます。それから、当初予算の追加でお願

いしようというようなことで考えておりますけれども、町道改良の部分で１億１千３９０

万円、更に河川改良に２千５１０万円を考えてございまして、残りの約１億９百万程度に

なりますけれども、これを平成２５年度の町単独事業への充当を考えているところでござ

います。その計画している事業が、書いたものはないのかというようなお尋ねでございま

すけども、先程申し上げましたように、まずそういうものはございません。なぜかといい

ますと、これから実施計画というものを作っていかなきゃならないんです。その実施計画

を４月から５月にかけて、恐らく国で吸い上げをして交付金の限度額に沿った形で配分す

るという形になると思うんですけども、ですから、考え方としましては、今いった３事業

の他にこれから予定されている補正事業等の起債の対象事業という限定された部分がござ

いますので、そういうものを加味しながらこの交付金についてあてていきたいと、こんな

ふうに今考えているところでございますので、ご理解よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) 内容はわかりました。茂草についてはそういうことで、話し合い



- 88 -

してるってことなんですけど、その歩道橋についてどういうふうになるのかっていう心配

があったということなんで、その確認のために質問しましたんで理解しました。

それと除雪の関係なんですけどね、人それぞれだっていうことなんです。前の人は非常

に丁寧に両端も全部持っていって、ちゃんと捨ててくれたよと。その人によってはなんで

今回こんな除雪の仕方するんだろうっていうことで、その担当する人によってやっぱりそ

の違いが相当あるっていうことなんで、やっぱりそれは誰が担当しても、やはりある程度

排雪については注意してやっていただきたいと。そうしなければ、あの人はきちんとやっ

てるのに、今回なんでやってくれないんだっていう、人によっての批判が出てしまうとい

うことがありますんでね、できればそういうことがないような対応をしていただきたいと

いうことを、まずお願いするわけでございます。

それから、内容はわかりましたから、後で机の傍にいって詳しく聞きます。そういうこ

とで終わります。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

９番。

○９番(西川敏郎君) 中学校の、あっ、中学校じゃない。茂草橋のことなんですけれども、

今、吉田議員さんの方からありましたけど、前建設課長さんですかね、あの一昨年、この

茂草の橋の話が出て、事業するということで、我々も大変危険な状態になる大沢の寺ノ沢

橋をぜひお願いしたいということで、お願いした経緯があるんですが、優先順位があるか

ら、茂草橋を完成してからという話でありました。

それで、今回こういったいいチャンスの交付金が入った部分でですね、また次の事業と

いうことの説明もありましたので、ぜひあの危険な状態にある寺ノ沢橋の架け替えも頭の

中に入れてほしいなというふうに、まあ質疑になりませんけれど、まあ、お願いっていう

わけにもいきませんけれど、次の事業の計画は要望も出してありますので、よろしくお願

いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２８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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２７号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(斉藤勝君) 日程第１３ 議案第２７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。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第２７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。
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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、平成２５年度において、１億円以内を支消できるように致そうとするも

のでございます。

なお、充当事業につきましては、記載しております財産管理事業など他６件でございま

す。

以上が議案第２７号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) お諮り致します。

ただ今の議案につきましては、平成２５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修了後に質疑、採

決、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)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

昼食のため休憩します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時５４分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

◎議案第１号 平成２５年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成２５年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成２５年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２５年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第５号 平成２５年度松前町水道事業会計予算

◎議案第６号 平成２５年度松前町病院事業会計予算

○議長(斉藤勝君) 日程第１４ 議案第１号 平成２５年度松前町一般会計予算、日程第

１５ 議案第２号 平成２５年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第１６ 議案第

３号 平成２５年度松前町介護保険特別会計予算、日程第１７ 議案第４号 平成２５年

度松前町後期高齢者医療特別会計予算、日程第１８ 議案第５号 平成２５年度松前町水

道事業会計予算、日程第１９ 議案第６号 平成２５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、細部にわたり審査をする予定ですので、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。初めに議案第１号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それではただ今議題となりました議案第１号平成２５年度松

前町一般会計予算につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２５年度松前町の一般会計の予算は、次に定めるところによろうとするものでござ

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４４億８３０万
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円に定めようとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及

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」によろうするもので

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

よろうとするものです。

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、１２億円に定めようとするものでございます。

歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。６２ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費では、６千２０万１千円の計上です。前年対比で１

４４万４千円の減となっており、この要因は４節共済費の議員共済会負担金の減少による

ものが大きな要因です。これは、地方議会議員年金制度が平成２３年６月１日をもって廃

止されたことに伴う経過措置としての給付負担割合の変更によるものでございます。

６４ページです。２款１項１目一般管理費では、６千８２９万４千円の計上です。前年

度対比で１千５０万１千円の増となっております。この要因ですが、４節共済費の増額、

新たに７節賃金の増額となっています。これは、臨時職員対応のための費用計上です。

６５ページです。１１節需用費は、共通経費の消耗品の増と、６６ページの役務費は共

通経費の検査手数料の増、更に１３節委託料で新たに顧問弁護士委託料３１万５千円を計

上したところであります。６７ページの１８節行政情報システム備品購入費として、パソ

コン１４台を更新することによる増がその要因であります。一方、１４節使用料及び賃借

料でコンピューターソフト使用料が減となっています。なお、従来１１節需用費の中で

「電子計算機器管理」とあったものを「行政情報システム」とし、１２節役務費の中で

「総合行政ネットワークシステム」とあったものを「ＬＧＷＡＮシステム」と事業名を変

更しております。

６８ページです。２目文書広報費では、５６９万４千円の計上です。それぞれの節にお

いて多少の増減ございますが、前年度対比で９千円の減となっております。なお、広報発

行事業については、参考資料２２ページに掲げておりますのでご参照願います。

６９ページです。３目財産管理費では、３千６９３万４千円の計上です。前年度対比で

１０８万円の減ですが、中身的には増減があり、トータルで減少となったところです。減

少の要因ですが、７１ページの１７節公有財産購入費の公共用地購入費の債務負担行為分

の減、２３節の償還金利子及び割引料の公用車譲受代金年賦金の減、更には２５節の積立

金、昨年は北海道市町村備荒資金組合納付金５００万円を計上しておりましたが、これが

なくなることからの減によるところでございます。一方、６９ページの１１節需用費の庁

舎管理等含めた修繕料の増と、光熱水費等の増がその要因でございます。

７２ページです。４目支所費では、１千７７万５千円の計上です。前年対比で１０万８

千円の増となっております。各節で増減ございますけども、この要因としては新たに７節

賃金で２３万２千円の計上です。これは、２６年度採用の支所の嘱託員の研修用賃金とし

ての計上分です。なお、支所別管理費の内訳については、参考資料２４ページに掲げてお

りますのでご参照願います。

７４ページです。５目地域振興費では、２千１０万７千円の計上です。前年度対比で７

６３万４千円の増となっております。各節で増減ございますが、増加の要因は７７ページ
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の新たに１５節工事請負費で民放テレビ中継局管理テレビ中継局非常電源設置工事請負費

３９２万７千円の計上分、また７８ページの１９節負担金補助及び交付金の北海道再生可

能エネルギー振興機構会費１万円、コミュニティバス運行事業補助金４０３万８千円、街

なみ修景施設等整備補助金６０万円が増の要因であります。なお、コミュニティバス運行

事業補助金の概要につきましては、参考資料２６ページに掲載しておりますのでご参照願

います。

７９ページです。２項１目徴税総務費では、前年度と同額の５万７千円の計上です。２

目賦課徴収費では、１千６１４万１千円の計上です。前年度対比で３５０万１千円の増額

となっております。増額の要因としては、８０ページの１３節委託料で３年ごとに実施し

ている固定資産評価のための宅地標準地鑑定業務委託料２７４万４千円、また１９節負担

金補助及び交付金で納税貯蓄組合運営費補助金の増がその要因であります。なお、納税貯

蓄組合及び運営費補助金の概要については、参考資料２８ページに掲載しておりますので

ご参照願います。

８１ページです。３項１目戸籍住民基本台帳費では、１０１万２千円の計上です。前年

度対比で２６５万１千円の減となっております。減少の要因としては、前年度に２３節償

還金利子及び割引料で、住民基本台帳ネットワークシステム運用機器譲受代金年賦金２５

１万２千円を計上しておりましたが、償還完了したことから本年度はそれがなくなったこ

とにより減少となってございます。

８２ページです。４項１目選挙管理委員会費では、３８万６千円の計上です。２目明る

い選挙推進費では、１９万９千円の計上です。

８３ページです。３目衆議院議員通常選挙費では、５２５万３千円の計上です。本年７

月に予定されます参議院議員通常選挙に関わる経費の計上です。

８５ページです。５項１目各種統計調査費では、２８１万３千円の計上です。前年度対

比で２３７万７千円の増となっておりますが、この要因としては１節報酬で工業統計調査、

住宅土地統計調査等による増、７節賃金の統計調査事務臨時職員分が新たに増となってお

ります。なお、各種統計事業については、参考資料３０ページに掲載しておりますのでご

参照願います。

８６ページです。６項１目監査委員費では、１６７万７千円の計上です。

８７ページです。３款１項１目社会福祉総務費では、４億７万円の計上です。前年対比

で２千５７３万９千円の増ですが、中身的に増減があり、トータルで増加となったところ

です。増加の要因としては、９２ページの２０節扶助費の障害者自立支援介護訓練等給付

費・療養介護医療給付費の増が主たるもので、新たに８節から１２節及び１４節に障害者

虐待防止対策費用を計上したところです。一方減少となるものは、９２ページの２８節繰

出金の国民健康保険特別会計に対する繰出金が減となっております。なお、参考資料の３

１から３２ページに障害者自立支援事業、３３ページに障害者虐待防止対策事業概要を掲

げておりますのでご参照願います。

９２ページです、２目社会福祉施設費では、３８１万３千円の計上で、前年対比で１５

万６千円の増となっております。なお、社会福祉施設管理事業については、参考資料３６

ページに掲げてますのでご参照願います。

９５ページです。３目老人福祉費では、３億４千６２５万９千円の計上です。前年対比

で２千２４９万３千円の減ですが、中身的に増減ございまして、トータルで減少となった

ところです。減少の要因は、９６ページの１９節負担金補助及び交付金で、北海道後期高

齢者医療広域連合療養給付費負担金の減、２０節扶助費の老人福祉施設入所措置費の減、



- 92 -

２８節後期高齢者医療特別会計に対する繰出金の減となっており、一方２８節繰出金で介

護保険特別会計に対する繰出金の増がその要因であります。なお、老人福祉事業概要につ

いては、参考資料３７ページから３９ページに掲げておりますのでご参照願います。

９７ページです。４目地域活動推進費では、７２３万５千円の計上で、前年対比で３４

万９千円の減となっております。９８ページの１９節負担金補助及び交付金で松前町街灯

料補助金、町内会館運営費補助金が増となっていますが、昨年松前町町内会連合会創立５

０年記念事業補助金８０万円が今回なくなったことにより減額となっております。なお、

地域活動推進事業概要については、参考資料４０ページに掲げておりますのでご参照を願

います。

９８ページです。５目交通安全対策推進費では、８４万８千円の計上です。前年対比で

３万２千円の減となっております。なお、交通安全対策推進事業概要については、参考資

料４１ページに掲げておりますのでご参照願います。

９９ページです。２項１目児童福祉総務費では、８千８３５万５千円の計上です。前年

対比で５１６万５千円の増ですが、中身的に増減がございまして、トータルで増となって

おります。１０３ページの１９節負担金補助及び交付金で私立幼稚園就園奨励費補助金は

減となっていますが、増額の要因としては、２０節扶助費で中学生以下無料化に伴い、子

ども医療費及び未熟児養育医療費が増となっております。なお、保育所運営事業概要につ

いては、参考資料４２から４３ページに、一時保育促進事業及び児童デイサービス事業に

ついては４４ページに、地域子育て支援センター運営事業は４５ページに、子ども医療費

助成事業、未熟児養育医療費給付事業について４６ページに、学童保育事業については参

考資料の４７ページにそれぞれ掲げておりますのでご参照願います。

１０４ページです。２目児童措置費では、７千６８１万円の計上です。前年対比で１千

５６万円の減額となっておりますが、これは２０節扶助費で昨年の子ども手当から児童手

当に変更になっておりますが、その件によるものです。手当の支給の概要としては、３歳

未満は１人月額１万５千円を支給、３歳以上小学校終了前までが１人月額第１子、第２子

が１万円、第３子以降が１万５千円を支給。中学生の子供については、１人月額１万円を

支給するというものです。なお、児童手当支給事業については、参考資料４８ページに掲

げておりますのでご参照願います。

１０５ページです。４款１項１目保健衛生総務費では、１３万１千円の計上です。前年

対比で３９万７千円の減となっておりますが、この要因は前年度に健康管理データバンク

事務委託料があり、これがなくなったことによる減となっています。２目母子保健費では、

３２０万４千円の計上です。前年対比で８万２千円の減となっております。なお、母子保

健費に係わる事業の概要については、参考資料４９ページに掲げておりますのでご参照願

います。

１０６ページです。３目予防費では、２千２２６万５千円の計上です。前年度対比で１

５８万６千円の増となっておりますが、この要因は１０８ページの１３節委託料のインフ

ルエンザ予防接種委託料、４種混合予防接種委託料の増によるものであり、それぞれ対象

人数の見込みに伴うものでございます。なお、予防費に関する各事業の概要については、

参考資料５０ページから５２ページに掲げておりますのでご参照願います。

１０９ページです。４目環境衛生費では、１千７１６万７千円の計上です。前年対比で

３０５万３千円の増となっておりますが、これは１１節需用費で火葬場管理修繕料の増と、

１１０ページ１５節工事請負費で、新たに火葬灰保管施設の設置に伴う工事請負費の増に

よるものです。なお、環境衛生事業の概要につきましては、参考資料５３ページに掲げて
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おりますのでご参照願います。

１１１ページです。５目診療所費では、１８万９千円の計上です。前年対比で減となっ

ておりますが、これは昨年江良診療所と、江良歯科診療所の消火器購入のための備品購入

があったため、今回減額となっております。６目健康センター費では、５０万７千円の計

上です。前年度対比で７万５千円の減となっております。

１１２ページです。７目病院費では、１億６千７２７万３千円の計上です。前年対比で

１３８万３千円の増額計上です。内訳としまして普通交付税分として１億１千１４６万７

千円、システム改修経費分として２６２万５千円、特例債の元利償還分として５千３１８

万１千円を見込んでいるところであります。

１１３ページです。２項１目清掃総務費では、２億６千３２万８千円の計上です。前年

対比で２千７８２万１千円の増となっております。この要因でございますが渡島廃棄物処

理広域連合負担金においては、排出総ごみ量の減少により減額となっておりますが、一方、

渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)においては、人件費や汚泥再処理センター建設に

よる、し尿処理経費の増、また一時借入に係わる利子が増額の要因でございます。なお、

渡島廃棄物処理広域連合負担金の内訳については、参考資料５５ページに、渡島西部広域

事務組合負担金の内訳(衛生部門)については、同じく５６ページにそれぞれ掲げておりま

すのでご参照願います。２目じんかい処理費では、５千８０５万８千円の計上です。前年

対比で７８万４千円の減となっておりますが、主な要因としては、１３節委託料で一般廃

棄物収集運搬委託料が減となっております。なお、じんかい処理事業については、参考資

料５７から５８ページに掲げておりますのでご参照願います。

１１４ページです。３項１目上水道施設費では、１千３７９万１千円の計上です。前年

対比で４８４万３千円の減となっておりますが、この要因は簡易水道の建設改良事業に伴

う過疎債などの充当分が減となったことによるものでございます。

１１５ページです。５款１項１目労働諸費では、前年度並みの１３万９千円の計上です。

１１６ページです。６款１項１目農業委員会費では、前年度並みの１４７万２千円の計

上です。２目農業振興費では、３０万２千円の計上です。前年度対比で１７万７千円の増

となっておりますが、水土里情報システム負担金の増額が要因であります。

１１７ページです。３目畜産業費では、２千４９２万２千円の計上です。前年対比で１

２２万５千円の減となっております。中身的に増減ございますが、主な要因としては１１

８ページの１７節公有財産購入費で、牧場及び採草用地購入費１件分を予定しており、減

額計上となっております。なお、畜産振興事業として参考資料５９ページから６３ページ

にその概要を掲げておりますのでご参照願います。

１１９ページです。４目農地費では、前年並みの１７万７千円の計上です。

１２０ページです。２項１目林業振興費では、２千１２６万２千円の計上です。前年対

比で９３３万７千円の増となっております。この主な要因ですが、１３節委託料で新たに

林道環境整備事業委託料として１４０万７千円、また町有林整備委託料で、松前中学校改

修のための地元材使用に伴う増であります。１２２ページの１９節負担金補助及び交付金

では、新たに造林事業補助金として１８万８千円、鳥獣被害対策実施隊活動助成金１８万

３千円を計上したところでございます。なお、林業振興事業は参考資料６４から６５ペー

ジに、町有林整備事業皆伐箇所図は６６ページに、町有林整備用地購入事業の概要は６７

ページにそれぞれその概要を掲げておりますのでご参照願います。

１２３ページです。３項１目水産業振興費では、４千６０８万５千円の計上です、前年

対比で大幅な増となっております。この主な要因ですが、１２５ページ１３節委託料で磯
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焼防止海藻繁茂対策委託料の増、１２６ページの１９節負担金補及び交付金で水産基盤整

備事業負担金(漁港分)、更につくり育てる漁業支援総合補助金の増によるところでござい

ます。

１２７ページです。２目漁港管理費では、８３２万９千円の計上です。前年対比で８８

万２千円の増額です。主な要因は、１１節需用費の光熱水費と修繕料の増です。

１２８ページです。３目漁民センター費では、前年並みの４６万４千円の計上です。

１２９ページです。７款１項１目商工振興費では、前年度と同額の３千５２４万６千円

の計上です。なお、商工振興事業として参考資料７１、７２ページにその概要を掲げてお

りますのでご参照願います。２目観光振興費では、２千８５４万２千円の計上です。前年

対比で大幅な増となっております。この要因は、４節共済費、７節賃金で地域おこし協力

隊を３名に増員するため増額計上です。１３０ページの１３節委託料で緊急雇用創出推進

松前観光アピール事業委託料の増、更に１９節負担金補助及び交付金で観光イベント創出

事業負担金、松前グルメ観光ＰＲ事業負担金と松前観光協会補助金の増がその要因であり

ます。なお、観光振興事業の概要については、参考資料７４ページから８０ページにそれ

ぞれ掲げておりますのでご参照願います。

１３２ページです。３目温泉休養センター費では、１千９２１万６千円の計上です。前

年度対比で８３２万１千円の増となっております。この主な要因ですが、１３節温泉休養

センター管理運営委託料は障害者等の減免対象者分の利用料分を見込んだ増額の計上です。

更に１５節３号井温泉ポンプ入替工事請負費の増がその要因となっております。なお、松

前温泉休養センター管理運営事業の概要につきましては、参考資料８１ページに、３号井

の温泉ポンプの入替工事の概要については、８２ページに掲げておりますのでご参照願い

ます。４目公園費では、２千４８４万９千円の計上です。前年対比で８１５万７千円の増

となっております。この要因は、１３５ページの１５節工事請負費と１９節負担金補助及

び交付金で金子鷗亭記念北鷗碑林に石碑３６基の増設建立に係わる費用負担の計上が主な

要因です。なお、公園等管理事業についての概要は、参考資料８３ページに、金子鷗亭記

念北鷗碑林整備工事の概要については、同じく８４ページにそれぞれ掲げておりますので

ご参照願います。

１３６ページです。５目藩屋敷費では、１６７万円の計上です。前年対比で１５万６千

円の増額です。主な要因は、１８節備品購入費で消火器の購入によるものです。６目北前

船記念公園費では、６０５万８千円の計上です。前年対比で減ですがその要因は、前年度

重点分野雇用創造松前特産品販売推進事業委託料を計上しておりましたが、本年度におい

ては１３節委託料で緊急雇用創出推進地域農水産物販売促進事業委託料２２３万１千円を

計上したところでございます。なお、緊急雇用創出推進地域農水産物販売促進事業委託料

の概要については、参考資料７３ページに、また北前船記念公園総合管理施設管理運営の

概要につきましては、８５ページにそれぞれ掲げておりますのでご参照願います。

１３７ページです。８款１項１目土木総務費では、３６４万４千円の計上です。前年対

比で２４２万１千円の増ですが、その要因は１３節委託料で隔年実施の道路台帳経年変化

整備委託料計上分がその要因です。

１３８ページです。２項１目道路橋りょう維持費では、２千５１７万５千円の計上です。

前年対比で減ですが、この要因は前年度公用車譲受代金パトロールカーの年賦金が終了し

たことによる減によるものでございます。

１３９ページです。２目橋りょう新設改良費では、３５０万円の計上です。本年度新た

に１３節委託料で静浦地区の雨竜橋改良実施設計業務委託料３５０万円を計上しておりま
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す。平成２３年度に行った橋りょう長寿命化修繕計画策定にあたって、早期の掛け替えが

必要との判断から今後の手続き等を踏まえ、予算計上をするものでございます。また、道

路新設改良費につきましては、今後の補正対応としたところでございます。なお、雨竜橋

改良実施設計委託料の概要につきましては、参考資料８６ページに掲げておりますのでご

参照を願います。

１４０ページです。３項１目河川維持費では、２１万２千円の計上です。前年度と同額

計上となっております。また、河川改良費につきましても、今後の補正対応としたところ

でございます。

１４１ページです。４項１目港湾管理費では、２７４万３千円の計上です。前年対比で

増ですが、この要因は１１節需用費の港湾管理修繕料の増によるものでございます。

１４２ページです。５項１目住宅管理費では、１千３１８万３千円の計上です。前年度

対比で１２８万１千円の増となっております。これは、１１節需用費の町営住宅管理修繕

料の増が主な要因です。また、住宅建設費につきましても、今後の補正対応としたところ

でございます。なお、町営住宅地区別設置状況及び町営住宅建替事業移転補償費の内訳に

つきましては、参考資料の８７ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４４ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、３億２千２７９万３千

円の計上です。前年度対比で５４７万９千円の減となっております。減少の要因は、職員

の退職及び採用に伴う給料、手当、共済費が減となっていることがその大きな要因でござ

います。一方、３年に一回の退職手当組合清算費の増が予定されております。なお、渡島

西部広域事務組合負担金の内訳（消防部門）につきましては、参考資料８８から９０ペー

ジにかけて掲げておりますのでご参照願います。２目災害対策費では、６２３万３千円の

計上です。前年度対比で９４万９千円の増となっておりますが、その要因は、昨年北海道

総合行政情報ネットワーク更新整備事業負担金２４２万９千円がなくなったこと、一方、

１１節需用費の災害対策消耗品費の増、１４５ページ、１８節備品購入費の災害対策備品

購入費で発電機等の購入分と防災行政無線管理備品購入の個別受信機の購入分が、増の大

きな要因であります。

１４６ページです。１０款１項１目教育委員会費では、１２０万５千円の計上です。ま

た２目事務局費では、７７５万３千円の計上です。前年対比で減となっておりますが、そ

の要因は、前年度で計上しておりました２３節償還金利子及び割引料で教員住宅譲受代金

年賦金（債務負担行為分）が、平成２４年度をもって償還が完了し、無くなったことがそ

の要因であります。

１４８ページです。３目教育振興費では、１千６２３万７千円の計上です。前年対比で

５９万５千円の減となっております。中身的に増減ございますが、要因は７節賃金で、教

育指針推進書道教育賃金で減、９節旅費でＡＬＴ招致費用弁償の減、更に前年度計上して

いた学校施設利活用検討委員会委員費用弁償がなくなったことにより、減となっています。

なお、教育指針推進事業は参考資料９２ページに、ＡＬＴ外国語指導助手招致事業は９３

ページに、更に松前高等学校通学生交通費等補助事業は９４ページに掲げておりますので

ご参照願います。

１５２ページです。２項１目学校管理費では、６千９５１万３千円の計上です。前年度

対比で１千２３９万６千円の減となっております。中身的に増減ございまして、増加の分

としては、１５４ページの１３節委託料で新たにスクールバス運行業務委託料及び蓄熱暖

房機清掃点検業務委託料を計上したことによるものでございます。一方、減少となるもの

は、小学校統合のため１５２ページの１節報酬で、学校技能員報酬及び共済費の減、１１
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節需用費及び１２節役務費の学校管理費分の減、更に１５５ページの１５節工事請負費、

１８節備品購入費が減となり、トータルにおいて減少となっているところでございます。

１５５ページです。２目教育振興費では、４１４万４千円の計上です。前年度対比で減

となっております。この要因は、昨年計上した小学校統合準備町職員等担当者会議費用弁

償がなくなったことと、２０節扶助費で要保護・準要保護児童生徒修学援助費及び特別支

援教育修学奨励費が、受給対象児童数の減によることが要因であります。

１５６ページです。３項１目学校管理費では、５千８５８万７千円の計上です。前年度

対比で１千８５万５千円の減となっております。減少の要因は、１３節委託料で従来小学

校の校外活動についても利用していたスクールバスが、今回小学校費でスクールバスを運

行することから、中学校スクールバス運行業務委託料が減となったこと、更には前年度で

計上しておりました１８節備品購入で中学校の武道の必修化により、畳等の購入がなくな

ったことが大きな要因であります。

１５９ページです。２目教育振興費では、６８６万９千円の計上です。前年対比で１８

６万６千円の減となっております。この要因は、２０節扶助費において要保護・準要保護

児童生徒就学援助費の対象生徒数の減少によることと、前年度計上しておりました特別支

援教育就学奨励費対象者がなくなったことが減少の要因であります。また一方、新たに中

学校統合に向けた準備に係わる費用と致しまして、９節旅費で費用弁償を計上しておりま

す。なお、松前中学校統合準備委員会事業につきましては、参考資料９７ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１６０ページです。４項１目社会教育総務費では、１１４万２千円の計上です。前年対

比で１４万５千円の増となっております。その要因は、９節旅費の社会教育総務事務旅費

の増額によるものでございます。

１６１ページです。２目公民館費では、５４５万１千円の計上です。前年対比で２１９

万８千円の増となっております。この要因ですが、８節報償費から１４節使用料及び賃借

料まで、姉妹都市交流事業として愛媛県まさき町の児童交流費用の計上がその要因でござ

います。なお、姉妹都市交流事業の概要につきましては、参考資料９９ページに掲げてい

ますのでご参照願います。

１６３ページです。３目図書館費では、７５２万円の計上です。前年対比で３７万円の

増額です。主な要因は、人件費の算定に伴う１３節委託料で、図書館管理運営委託料の増

が要因です。

１６４ページです。４目社会教育施設管理費では、２千３６６万円の計上です。前年対

比で１３９万２千円の増となっております。主な要因は、２階トイレの改築に伴う、１６

５ページの１１節需用費で町民総合センター管理修繕費の増がその要因でございます。

１６７ページです。５目文化財費では、１千３９８万５千円の計上です。前年度対比で

１千１０８万２千円の増となっております。中身的に増減ございますが、前年度８節報償

費で文化財公開活用講師謝礼分２万円及び１８節文化財保護管理備品購入１２万１千円が

なくなっております。主な増額の要因は、９節旅費から１５節工事請負費まで、新たに重

要文化財法源寺山門修理にかかる費用分が増となっております。

１６９ページです。６目史跡保存整備費では、２千２８２万円の計上です。前年対比で

大幅な増となっておりますが、これは前年度骨格予算ということで、史跡松前氏城跡福山

城跡保存整備事業に係る経費を補正対応したことから、当初予算額が少なかったことがそ

の要因であります。なお、重要文化財法源寺山門保存修理事業及び松前城東郭石垣積直し

工事内容については、参考資料１０２ページに、また史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事
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業の概要については、参考資料１０３ページに掲げておりますのでご参照願います。

１７２ページです。７目郷土資料館費では、前年並みの１千３５９万６千円の計上です。

１７３ページです。０目遺跡発掘調査費では、昨年実施の館浜Ｇ遺跡発掘調査事業が終

了したことに伴い、予算の計上はございません。

１７４ページです。５項１目保健体育総務費では、２０３万円の計上です。前年度比較

で３８万８千円の増です。今年度新たにサッカー教室を実施するための費用として、８節

報償費及び１１節消耗品費等の増額によるものです。なお、保健体育総務事業につきまし

ては、参考資料１０５ページに掲げておりますのでご参照願います。

１７５ページです。２目体育施設費では、１千３４万４千円の計上です。前年対比で２

０万８千円の減となっております。中身的に増減ございますが、江良町民体育館の開館に

合わせ、利用促進のため７節賃金が増となっておりますが、一方、１１節需用費で町民野

球場管理費等の減、備品購入で２８万４千円がなくなったことが要因でございます。

１７８ページです。３目学校給食費では、５千２２９万３千円の計上です。前年対比で

４９４万３千円の減となっており、この要因ですが、１７８ページの１１節需用費で賄材

料費の減と、前年度計上しておりました備品購入学校給食食管ボックス３５個の購入費１

３５万円がなくなったことがその要因です。なお、学校給食事業につきましては、参考資

料１０６ページに掲げておりますのでご参照願います。

１８０ページです。１１款１項１目道路橋りょう河川災害復旧費では、５千円の計上で

す。

１８１ページです。１２款１項１目元金で６億２千４２０万５千円、２目利子で７千９

１３万２千円の計上です。平成２４年度末の残高見込額は、約５９億円となっております。

償還元金は、平成２１年度に借入した地方債の償還が始まることなどから、増加となる一

方で近年の利率の低利化により償還利子は減少しているところでございます。

１８２ページです。１３款１項１目職員給与費では、１０億９千４７４万７千円の計上

で、一般会計で対応する特別職、一般職１１７人分の給料、手当、共済費を計上したとこ

ろでございます。前年対比では、５千７９７万７千円の増となっておりますが、２節給料

と３節職員手当等については減額となっていますが、４節共済費の退職手当組合負担金が

３年に１回の清算年のため、大きく増額となっていることが大きな要因でございます。

１８４ページです。１４款１項１目予備費では、前年同額の１００万円の計上です。

以上が歳出です。１２ページにお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目個人では２億４千５５８万３千円、２目法人では２千６７

６万３千円の計上です。前年度までの実績等を基に推計し、計上したところでございます。

１３ページです。２項１目固定資産税では１億８千７４３万６千円、２目国有資産等所

在市町村交付金では４４０万９千円の計上です。概要調書等をベースに推計し、計上した

ところでございます。

１４ページです。３項１目軽自動車税では、１千２５１万４千円の計上です。昨年１１

月末日現在の車両台数を基に推計計上したところでございます。

１５ページです。４項１目町たばこ税では、７千２５６万６千円の計上です。２３年実

績と２４年の実績見込みを勘案の上推計し、増額となった要因は税源移譲分によるもので

ございます。

１６ページです。５項１目鉱産税では、１千円の計上です。

１７ページです。６項１目入湯税では、８１６万円の計上です。前年の実績見込み等を

考慮の上、推計し計上したところでございます。
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１８ページです。２款１項１目地方揮発油譲与税では、１千６００万円の計上です。前

年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みに基づき計上したところでございま

す。

１９ページです。２項１目自動車重量譲与税では、３千６００万円の計上です。前年度

の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みに基づき計上したところでございます。

２０ページです。３項１目地方道路譲与税では、１千円の計上です。平成２１年度から

法律改正により地方揮発油譲与税に変更完了のため、収入見込みはございませんけれども

滞納分の収入額が発生する可能性があるため計上してございます。

２１ページです。３款１項１目利子割交付金では、２０２万６千円の計上です。前年度

の実績見込みを考慮の上、推計計上したところでございます。

２２ページです。４款１項１目配当割交付金では、６４万１千円の計上です。前年度の

実績見込みを考慮の上、推計したところでございます。

２３ページです。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金では、１７万１千円の計上です。

前年度の実績見込みを考慮の上、推計計上したところでございます。

２４ページです。６款１項１目地方消費税交付金では、７千７１０万円の計上です。前

年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みに基づき計上したところでございま

す。

２５ページです。７款１項１目自動車取得税交付金では、１千１１０万円の計上です。

前年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みに基づき計上したところでござい

ます。

２６ページです。８款１項１目地方特例交付金では、８３万８千円の計上です。国の地

方財政計画見込みに基づき、減収補填特例交付金、住宅ローン減税について計上したとこ

ろでございます。

２７ページです。９款１項１目地方交付税では、２６億２千２６４万円の計上です。前

年度対比で減となっています。国の地方財政計画見込みでの伸び率を勘案し、財源調整を

含めながらの計上でございます。

２８ページです。１０款１項１目交通安全対策特別交付金では、５０万円の計上です。

前年の実績見込みを参考に、推計計上したところでございます。

２９ページです。１１款１項１目民生費負担金では、６０１万５千円の計上です。前年

対比で減でございますが、その要因は、２節で計上の保育料の減によるものでございます。

これは、前年より清部保育所入所保護者の所得階層の平均額を低く見積もったことにより

減少となったものでございます。２目教育費負担金では、１８万９千円の計上です。

３０ページです。１２款１項１目総務使用料から、３２ページの７目教育使用料まで総

額で８千６４１万７千円の計上です。各使用料において増減ございますけれども、前年度

の実績見込みなどからの推計により計上したものでございます。

３３ページです。２項手数料１目総務手数料から３４ページの５目土木手数料まで総額

で３千３５１万４千円の計上です。それぞれ前年度の実績見込み等を推計計上したところ

でございます。

３５ページです。１３款１項１目民生費国庫負担金では、１節社会福祉費負担金から７

節中学生児童手当負担金まで総額で２億３４６万９千円の計上です。なお、中身的に増減

ありますが総体で増額となっており、前年度対比で障害者自立支援給付費負担金が増とな

っており、一方児童手当に係る負担金が減となっております。また、新たに２節児童福祉

費負担金で、子育て支援負担金未熟児養育医療分を計上したところでございます。歳出に
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計上しております、それぞれの事業費に対する国庫負担金の計上でございます。

３７ページです。２項国庫補助金です。１目総務費国庫補助金から４目教育費の国庫補

助金まで総額で２千６３６万７千円の計上です。いずれも歳出で計上しております事業に

対する国庫補助金の計上でございます。なお、３８ページの３節社会教育費補助金では、

新たに国宝重要文化財等保存整備費補助金を計上してございます。

３９ページです。３項１目総務費国庫委託金では１９万４千円、２目民生費国庫委託金

では２４２万４千円の計上です。

４０ページです。１４款１項１目民生費道負担金では、１節社会福祉費負担金から４１

ページの７節中学生児童手当負担金まで、総額で１億６千２７１万８千円の計上です。歳

出で計上しておりますそれぞれの事業に対する道負担金の計上でございます。

４２ページです。２項道補助金です。１目総務費道補助金から４３ページの５目教育費

道補助金まで総額で４千２８０万５千円の計上です。いずれも歳出で計上してます事業費

に対する道補助金の計上でございます。なお、新たに４３ページの３目２節林業費補助金

で、未来につなぐ森づくり推進事業補助金及び３節水産業補助金と５目１節社会教育費補

助金で、地域づくり総合交付金分について計上をしてございます。

４４ページです。３項道委託金です。１目総務費道委託金から４６ページの７目教育費

道委託金まで総額で２千６６０万７千円の計上です。いずれも歳出で計画しております事

業に対する道委託金の計上です。なお、新たなものとして４４ページの１目４節選挙費委

託金の参議院議員通常選挙委託金、４５ページの２目１節地域人権啓発活動活性化事業交

付金花いっぱい運動分、４目１節農業費委託金で農地法による転用許可委託金について計

上してございます。

４７ページです。１５款１項１目財産貸付収入では１千３５万円、２目利子及び配当金

では６３万３千円の計上です。いずれも推計見込みによる計上でございます。

４８ページです。２項１目不動産売払収入では１千円、２目物品売払収入では２０万７

千円の計上です。３目生産物売払収入では、１千４６万円の計上です。それぞれの生産物

の売払見込みにより計上したところでございます。なお、新たに３目生産物売払収入の間

伐材売払代金、皆伐材売払代金を計上したところでございます。

４９ページです。１６款１項１目一般寄附金では１千円、２目総務費寄附金では１００

万６千円、３目教育費寄附金では１千円の計上です。いずれも前年と同額となってござい

ます。

５０ページです。１７款１項１目国民健康保険特別会計繰入金では１００万円、２目介

護保険特別会計繰入金では２千円、３目後期高齢者医療特別会計繰入金では１千円の計上

です。前年度との比較では、１目国民健康保険特別会計繰入金が増となっており、インフ

ルエンザ対象者増分の負担分として繰入することにより、増加となっております。

５１ページです。２項１目財政調整基金繰入金で１億円の計上です。歳入の大宗をなす

地方交付税は昨年の骨格予算時との比較からも減額見込みをしておりますが、国は地方公

務員の給与削減に向け、地方交付税の削減を図ろうとしており、地方交付税の動向が不透

明であることから基金の繰入を致そうとするものでございます。２目創玄書道会書のまち

づくり基金繰入金では１００万円の計上です。基金条例第５条に定める歳出計上の事業に

充当するため、創玄書道会書のまちづくり基金から繰入致そうとするものでございます。

５２ページです。１８款１項１目繰越金では、前年度同額の１千円の計上です。

５３ページです。１９款１項１目延滞金では１万円、２目加算金では１千円、３目過料

では１千円の計上です。いずれも前年度と同額の計上でございます。
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５４ページです。２項１目町預金利子では、前年度と同額の１千円の計上です。

５５ページです。３項貸付金元利収入です。１目農林水産業費貸付金元利収入から３目

教育費貸付金元利収入まで、総額で５千３１８万４千円の計上です。いずれも貸付金の元

利収入見込額を計上したところでございます。

５６ページです。４項１目民生費受託事業収入から４目消防費受託事業収入まで、総額

で３８０万３千円の計上です。いずれも受託する事業に対する収入見込額を計上したとこ

ろでございます。

５７ページです。５項雑入です。１目滞納処分費から６目雑入まで５９ページの総額で

５千９２６万９千円の計上です。

６０ページです。２０款１項町債です。１目衛生債から６目臨時財政対策債まで総額で

２億５千２２０万円の計上です。１目から５目までは、本年度計画しています事業などに

充当するため、また６目臨時財政対策債については地方財政計画等に基づき、それぞれ起

債発行見込額を計上したところでございます。

以上が歳入です。２ページにお戻り願います。

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２０款町債まで、歳入の合計

額を４４億８３０万円に致そうとするものでございます。

５ページです。歳出です。１款議会費から６ページの１４款予備費まで、歳出の合計額

についても歳入同様、４４億８３０万円に致そ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。公用車譲受代金について、記載しています期

間、限度額のとおり債務負担行為を致そうとするものでございます。

８ページです。第３表地方債です。当初予算において総額で２億５千２２０万円の地方

債の発行を予定したところでございます。

以上が議案第１号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に議案第２号、議案第４号について、福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 予算書２０１ページをお開き願いたいと存じます。

ただ今議題となりました議案第２号平成２５年度松前町国民健康保険特別会計予算（当

初）について、その内容をご説明申し上げます。

平成２５年度松前町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

ものでございます。

第１条は、歳入歳出予算でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ１５億８千８００万円に定めよう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３億円に定めようとするものでございます。

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のできる場合は、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

に過不足が生ずる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に致そうとする

ものであります。

それでは歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。２３３ページをお開き願いたいと

存じます。

３．歳出です。失礼しました。２２３ページでございます。よろしくお願いします。失
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礼しました。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、国保事務の執行に必要な経費と致しまし

て、４節共済費から１３節委託料まで合わせて６０５万６千円の計上でございます。医療

費適正化事業によるレセプト点検の共済費及び賃金、医療費通知等の経費が主な内容とな

っております。

２２４ページです。２目連合会負担金では、１９節負担金補助及び交付金で９４万円の

計上です。北海道国民健康保険団体連合会及び渡島地方支部負担金の計上です。

２２５ページです。２項１目賦課徴収費では、６７２万円の計上です。３節職員手当等

から２７節公課費まで、徴収事務に係る時間外勤務手当、徴収用の公用車２台分の維持管

理費等を計上しております。今年度は、特に１８節備品購入費で賦課徴収用車輌１台の購

入を予定しているところであります。また、１９節負担金補助及び交付金では、納税貯蓄

組合の補助金の内、国保会計負担分を計上したところであります。

２２６ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費から５目審査支払手数料まで、

９億１３９万９千円の計上です。対前年度２千８２４万２千円の減額であります。一般被

保険者及び退職被保険者等の療養給付費並びに療養費については、過去３年間の平均１人

当たりの保険者負担額を基に年間所要額を推計しております。２５年度においては、これ

が減少する見込みであります。

２２７ページです。２項１目一般被保険者高額療養費で１億７５９万３千円、２目退職

被保険者等高額療養費では５３０万２千円の計上です。高額医療費の支払いに対応するた

めの予算計上であります。また、３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保

険者等高額介護合算療養費については、２３年度実績及び２４年度の実績見込みにより計

上したものでございます。

２２８ページです。３項１目出産育児一時金から２目出産育児一時金支払手数料まで４

２０万３千円の計上でございます。出産育児一時金については１０件分を見込み、４２０

万円の計上したところでございます。

２２９ページです。４項１目葬祭費では、年間３５件を見込み、１０５万円の計上でご

ざいます。

２３０ページです。３款１項１目後期高齢者支援金では１億７千２２５万円の計上、２

目後期高齢者関係事務費拠出金で１万３千円の計上です。いずれも支払基金からの通知に

よる計上です。

２３１ページです。４款１項１目前期高齢者納付金で９万５千円の計上、２目前期高齢

者関係事務費拠出金で１万２千円の計上です。これも、いずれも支払基金からの通知によ

る計上です。

２３２ページです。５款１項１目老人保健事務拠出金では、１万円の計上です。支払基

金からの通知による計上でございます。

２３３ページです。６款１項１目介護納付金では、８千１８２万５千円の計上です。平

成２５年度納付金として支払基金からの通知によるものです。

２３４ページです。７款１項１目高額医療費拠出金では、３千４９０万６千円の計上で

す。また、２目保険財政共同安定化事業拠出金では、１億５千１１２万円の計上です。い

ずれも３年間の高額医療費の状況を勘案して、国保連合会からの通知により計上致したと

ころでございます。

２３５ページです。８款１項１目特定健康診査等事業費では、１１節需用費から１４節

使用料及び賃借料まで合わせて８６３万円の計上です。平成２０年度から始めました各保
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険者が実施する特定健診、特定保健指導に係わる予算計上でございます。

２３６ページです。２項１目保健衛生普及費では、８節報償費から１９節負担金補助及

び交付金まで、合わせて２３３万７千円の計上です。健康づくり推進協議会への支援と保

健師、栄養士の活動費の計上、更に小中学生の生徒を対象にした歯科健康教室を実施する

ための費用を計上しております。

２３７ページです。９款１項１目利子では、２３節償還金利子及び割引料で一時借入利

子として１６万１千円を計上しております。

２３８ページです。１０款１項１目一般被保険者保険税還付金から３目償還金まで、合

わせて６０万１千円の計上です。これは過去３年間の状況をみて計上してございます。

２３９ページです。２項１目一般会計繰出金では、１００万円の計上です。これは、６

５歳以上と１５歳以下の国保被保険者がインフルエンザ予防接種をした場合に、一般会計

へこの分の経費を繰り出ししようとするものでございます。

２４０ページです。１１款１項１目予備費では、１２７万７千円の計上であります。

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が、２０

８ページへお戻り願いたいと存じます。

２．歳入です。２０８ページから２０９ページに渡っております。２０８ページから、

１款１項１目一般被保険者国民健康保険税及び２目退職被保険者等国民健康保険税では、

合わせて２億５千４０９万２千円の計上です。対前年度マイナス５．２％、１千３９９万

４千円の減額であり、あります。現年課税分の調定見込額では、後期高齢者医療制度への

移行による被保険者の減少や前年度の課税状況等を勘案し、調定見込を２億６千７９５万

円と推計し、１目一般被保険者分の現年度分の収納率を９１％、２目退職被保険者分の現

年度課税分の収納率を９５％と見込んで積算したところでございます。また、１目２目の

滞納繰越分では、一般被保険者分の収納率を６％、退職被保険者等分の収納率を１５％と

見込んで積算したところでございます。

２１０ページです。２款１項１目療養給付費等負担金では、前年対比でマイナス７．１

％、１千６２８万６千円減の２億１千１９０万９千円の計上です。説明欄の療養給付費負

担金については、医療費から前期高齢者交付金等を差し引いた残りの３２％が交付される

仕組みではありますが、歳出の保険給付費でも述べたとおり、平成２５年度の医療費が２

４年度に比べて減少する見込みであることから、この療養給付費負担金についても１億３

千７１５万９千円となっており、２４年度と比較し、２千１６６万９千円の減となってお

ります。また、後期高齢者支援金負担金については、前年度対比で３８０万５千円の増の

５千１８７万５千円、介護納付金は前年度比較で１５７万８千円増の２千２８７万４千円

となっているところでございます。

次に２目高額医療費共同事業負担金では、対前年度比較３０１万２千円減の８７２万６

千円を計上致しました。歳出７款高額医療費拠出金３千４９０万６千円の４分の１を計上

しております。３目特定健康診査等負担金では、対前年度比較４千円の増の１３７万１千

円の計上です。特定健診等に係る国庫負担金でございます。

２１１ページです。２項１目財政調整交付金では、普通調整交付金及び特別調整交付金、

合わせて前年度比較１千３２０万５千円減の２億３千３６６万４千円の計上です。

次に２１２ページです。３款１項１目療養給付費交付金では、対前年度比較６５０万２

千円増の４千９３２万４千円の計上です。歳出２款退職被保険者等保険給付費及び高額療

養費の財源の一部として、社会保険診療報酬支払基金から交付見込額を計上したところで

ございます。
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２１３ページです。４款１項１目前期高齢者交付金では、対前年度比較３千５５９万円

増の４億８６１万９千円の計上です。

２１４ページです。５款１項１目高額医療費共同事業負担金では、８７２万６千円の計

上です。歳出７款高額医療費拠出金３千４９０万６千円に対する負担割合４分の１を計上

致したところでございます。２目特定健康診査等負担金では、国庫負担金同様補助対象費

用の３分の１、１３７万１千円を計上しております。

２１５ページです。２項１目道財政調整交付金では、給付費等の９％が交付される仕組

みであり、６千５２０万円を計上したところでございます。

２１６ページです。６款１項１目高額医療費共同事業交付金では、２千２８４万３千円

の計上です。高額医療費の支払いに係る保険者負担の軽減を図るため、国保連合会が補填

するものであります。２目保険財政共同安定化事業交付金では、１億３千２４０万７千円

の計上です。これは、歳出の医療費が減少する見込みであることから、今年度において減

額になるものでございます。

２１７ページです。７款１項１目一般寄附金では、前年同様１千円の計上です。

２１８ページです。８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、合わせて対前年比較６２９万１千円減の８千８７８

万１千円の計上です。１節保険基盤安定繰入金軽減分及び２節保険基盤安定繰入金支援分、

並びに４節財政安定化支援事業繰入金については、前年度の実績に基づく額を計上し、ま

た３節出産育児一時金繰入金については、１件あたり４２万円の１０件分４２０万円の３

分の２を、５節その他一般会計繰入金では、歳出１０款２項インフルエンザ予防接種のた

めの一般会計への繰出金の財源として繰入するものでございます。

２１９ページです。９款１項１目療養給付費交付金繰越金及び２目その他繰越金ではそ

れぞれ１千円の計上です。

２２０ページです。１０款１項１目一般被保険者延滞金から５目過料までそれぞれ１千

円の計上です。

２２１ページです。２項１目預金利子では、歳計現金預金利子として１千円の計上です。

２２２ページです。３項雑入では、１目一般被保険者第三者納付金から５目雑入まで９

５万８千円の計上であります。

以上が歳入の事項別明細であります。２０２ページへお戻り願いたいと存じます。

第１表歳入歳出予算(事業勘定)であります。歳入では、１款国民健康保険税から１０款

諸収入まで歳入合計を１４億８千８００万円に致そうとするものです。

２０３ページから２０４ページです。歳出においても１款総務費から１１款予備費まで

歳入と同額の１４億８千８００万円に致そうとするものでございます。なお、２４２ペー

ジに予算の参考資料を添付してございますのでご参照願いたいと存じます。

以上が議案第２号、平成２５年度松前町国民健康保険特別会計予算(当初)の内容でござ

います。何卒よろしくご審議の程お願い致します。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午後 ２時０６分)

(再開 午後 ２時２３分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

次に議案第４号について、福祉課長。
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○福祉課長(船木泰雄君) それでは、予算書２９８ページをお開き願いたいと存じます。

ただ今議題となりました、議案第４号平成２５年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

(当初)について、その内容をご説明申し上げます。

平成２５年度松前町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

るものでございます。

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９千９

７６万７千円に定めよう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

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ご

ざいます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。３１２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、９節旅費から１２節役務費まで合わせて

６１万３千円の計上です。事務執行に伴う職員旅費及びプリンター等の消耗品、コンピュ

ーターの電話回線利用料等の計上であります。

３１３ページです。２項１目徴収費では、１１節需用費から１３節委託料まで１４０万

５千円の計上です。納付書の印刷やプリンターのトナー代、また発送に係わる経費、コン

ピューター機器及びソフトの保守委託料などの経費を計上しているものでございます。

３１４ページです。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金では、９千７４８万８

千円の計上です。１９節負担金補助及び交付金で、北海道後期高齢者医療広域連合への納

付金として共通経費の事務費負担分３７３万３千円の計上です。広域連合からの通知によ

るものです。また、保険料等分として４千８４３万５千円の計上です。更に、低所得者に

対する保険料軽減分の保険基盤安定分として４千５３２万円の計上です。道が４分の３、

町が４分の１をそれぞれ負担する仕組みになってございます。

３１５ページです。３款１項１目保険料還付金及び２目還付加算金では、合計１６万円

の計上です。

３１６ページです。２項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。

次に３１７ページです。４款１項１目予備費では、１０万円を計上したところでござい

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あります。３０４ペ

ージへお戻り願いたいと存じます。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、４千８４３万４千円の計上で

す。対前年度で２００万１千円の減額となっておりますが、その主な理由として、後期高

齢者医療保険の対象見込み数が昨年より２９名減少したことにより、保険料調定見込額の

減であります。３１８ページに参考資料を添付してございます。ご参照を願いたいと存じ

ます。

３０５ページです。２款１項１目督促手数料では、３０人分の９期分２万７千円を計上

です。

３０６ページです。３款１項１目高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金では、１０万

円の計上です。これは、町広報等で後期高齢者医療制度をＰＲする場合、広域連合から交

付される補助金でございます。

３０７ページです。４款１項１目事務費繰入金では、５８８万１千円の計上です。歳出

で申し上げましたが広域連合への共通経費の事務費負担分として３７３万３千円、その他

町事務費分として２１４万８千円、合計５８８万１千円の計上です。２目保険基盤安定繰

入金では、歳出で申し上げたとおり、低所得者に対する保険料軽減分を道が４分の３、町
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が４分の１の割合で負担する仕組みであります。

３０８ページです。５款１項１目繰越金では、１千円の計上です。

３０９ページです。６款１項１目延滞金及び２目過料では、それぞれ１千円の計上です。

３１０ページです。２項１目預金利子では、歳計現金の預金利子として１千円の計上で

す。

３１１ページです。３項１目雑入では、その他雑入として１千円の計上です。

以上が歳入の事項別明細でございます。２９９ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算でございます。歳入では、１款後期高齢者医療保険料から、６款諸

収入まで歳入の合計を９千９７５万７千円に致そうとするものでございます。

次に３００ページです。歳出においても１款総務費から４款予備費まで歳入と同額の９

千９７６万７千円に致そうとするものでございます。

以上が議案第４号、平成２５年度松前町後期高齢者医療特別会計予算(当初)の内容でご

ざいます。何卒よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に議案第３号について、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ２４３ページをお開き願います。

ただ今議題となりました、議案第３号平成２５年度松前町介護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。

平成２５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

９億１千６５２万５千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１千４９５万７千円と定め

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。

それでは、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。２６３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、９節旅費から２３節償還金利子及び割引

料まで介護保険事業の事務執行に要する経費として、合わせて２７２万７千円の計上です。

この内２３節償還金利子及び割引料では、前年度に整備しました介護保険システムの更新

に伴う北海道市町村備荒資金組合への譲受代金年賦金１６８万９千円となっております。

２６４ページです。２項１目賦課徴収費では、介護保険料の賦課徴収に要する経費とし

て９節旅費から１２節役務費まで合わせて３４万７千円の計上です。

次に２６５ページです。３項１目介護認定調査費では、渡島西部四町で構成しておりま

す渡島西部地域介護認定審査会にかかる経費としまして、１２節役務費、１９節負担金補

助及び交付金で合わせて６０５万６千円の計上です。２目介護認定調査費では、９節旅費

から１３節委託料まで合わせて６９９万６千円の計上です。

次に２６６ページです。４項１目計画推進費では、４節共済費から１１節需用費まで合

わせて２４万９千円の計上です。介護保険事業計画等推進委員会に係る費用の計上です。
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次に２６７ページです。２款１項１目介護サービス給付費では、第５期事業計画におけ

る推計額と前年度実績見込みを踏まえた必要額としまして、対前年度比６．８％、５千３

１２万１千円増の８億３千８９６万６千円を計上しております。

次に２６８ページです。２項１目高額介護サービス費では、１千９８０万円の計上です。

次に２６９ページです。３項１目審査支払手数料では、１０１万３千円の計上です。

次に２７０ページです。３款１項１目財政安定化基金拠出金、１９節負担金補助及び交

付金で１千円の計上です。

次に２７１ページです。４款１項１目介護予防事業費では、２節給料から次のページ２

７２ページ１８節備品購入費まで合わせて１千２３８万３千円の計上です。地域包括支援

センター主任ケアマネージャー１名分の人件費、地域支援事業の対象者把握に伴う臨時職

員賃金及び介護予防事業のいきいき元気塾、脳の健康教室、介護予防教室等に係る経費を

計上しております。

次に２７３ページです。２目包括的支援事業・任意事業費では、２節給料から２７５ペ

ージの２０節扶助費まで、合わせて２千３４４万円の計上です。地域包括支援センター保

健師１名分の人件費及びケアマネージャー等臨時職員賃金、更に介護予防支援サービス計

画作成等の委託や介護家族用品給付費に係る経費を計上したところですが、対前年度比で

８．６％、２２１万２千円の減となっておりますのは、保健師の異動に伴う人件費減が主

なものとなっております。

次に２７６ページです。５款１項１目介護給付費準備基金積立金、２５節積立金では３

万５千円の計上です。基金の預金利子を積立致そうとするものです。

次に２７７ページです。６款１項１目利子、２３節償還金利子及び割引料では１０万８

千円の計上です。

次に２７８ページです。７款１項１目償還金から３目第１号被保険者還付加算金まで、

それぞれ２３節償還金利子及び割引料として合わせて１０万４千円の計上です。

次に２７９ページです。２項１目一般会計繰出金、２８節繰出金では１千円の計上です。

次に２８０ページです。８款１項１目予備費では、４２９万９千円の計上です。

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。２４９ペー

ジへお戻り願います。

２４９ページ、２．歳入です。１款１項１目第１号被保険者保険料では、対前年度比８．

４％、９６４万５千円増の１億２千４１９万９千円の計上です。１節現年度保険料分では

１億２千３９０万７千円、２節滞納繰越保険料分で２９万２千円を見込んでおります。

次に２５０ページです。２款１項１目督促手数料、１節督促手数料では２万７千円の計

上です。

次に２５１ページです。３款１項１目介護給付費負担金では、対前年度比７．６％、１

千６６万３千円増の１億５千１１３万４千円の計上です。１節現年度分で１億５千１１３

万３千円、２節過年度分で１千円の計上です。現年度分介護給付費負担金では、施設等給

付費として給付費総額の１５％、６千２４６万７千円、施設等以外の給付費として、給付

費総額の２０％、８千８６６万６千円を見込んでおります。

次に２５２ページです。２項１目調整交付金、１節現年度分では介護給付費見込総額の

１０％、８千５９７万７千円を計上し、また２目地域支援事業交付金(介護予防事業)では

１節現年度分で補助対象経費の２５％、２７５万円、３目地域支援事業交付金(包括的支

援事業・任意事業)では１節現年度分で補助対象経費の３９．５％、４９３万７千円、更

に２目及び３目の２節過年度分でそれぞれ１千円を見込んだところです。
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次に２５３ページです。４款１項１目介護給付費交付金、１節現年度分では第２号被保

険者の保険料負担分として、給付費見込み総額の２９％、２億４千９３３万５千円、２目

地域支援事業支援交付金、１節現年度分では介護予防事業分として対象経費の２９％、３

１９万円、また、１目及び２目の２節過年度分でそれぞれ１千円を見込んだところです。

次に２５４ページです。５款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分で１億２千８２

９万４千円。２節過年度分で１千円の計上で、現年度分につきましては施設等給付費とし

て給付費総額の１７．５％、施設以外の給付費として給付費総額の１２．５％の負担割合

に基づいて見込んでいます。

次に２５５ページです。２項１目地域支援事業交付金(介護予防事業)１節現年度分で補

助対象経費の１２．５％、１３７万５千円、２目地域支援事業交付金(包括的支援事業・

任意事業)１節現年度分で補助対象経費の１９．７５％、２４６万８千円、更に１目及び

２目の２節過年度分でそれぞれ１千円の計上です。

次に２５６ページです。６款１項１目利子及び配当金、１節利子及び配当金では介護給

付費準備基金運用利子で３万５千円の計上です。

次に２５７ページです。７款１項１目一般会計繰入金では、１億３千４６８万７千円の

計上です。１節介護給付費繰入金では介護給付費見込み総額の１２．５％、１億７４７万

２千円、２節地域支援事業繰入金では介護予防事業分で対象経費の１２．５％、１３７万

５千円、包括的支援事業・任意事業分で対象経費の１９．７５％、２４６万８千円を見込

んだところです。３節事務費繰入金では、２千３３７万２千円を計上しております。

次に２５８ページです。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２千２６０万４千円の計上です。第１号被保険者保険料の不足分として基金を取

り崩し、繰入しようとするものです。

次に２５９ページです。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４６７万７千円の計上です。サービス事業勘定歳入における予防給付費の収入を保

険事業勘定へ繰り入れしようとするものです。

次に２６０ページです。８款１項１目繰越金、１節繰越金では前年度繰越金として１千

円の計上です。

次に２６１ページです。９款１項１目預金利子、１節預金利子で１千円の計上です。

次に２６２ページです。２項１目第三者納付金から３目雑入まで、合わせて８２万７千

円の計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２４４ページへお戻り願います。

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９億１千６５２万５千円に致そうとするものです。

次に２４５ページです。歳出におきましても、１款総務費から８款予備費まで歳入と同

額の９億１千６５２万５千円に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。２９０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、２節給料から１３節委託料まで、合わせ

て１千２７万９千円の計上です。町の居宅介護支援事業所の介護支援専門医として、保健

師１名分人件費及びケアプラン作成システムの保守委託料です。

次に２９１ページです。２款１項１目一般会計繰出金、２８節繰出金では１千円の計上

です。また、２目保険事業勘定繰出金、２８節繰出金では４６７万７千円の計上です。歳

入で見込んでおります介護予防支援におけるサービス計画費収入を保険事業勘定に繰り出
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し致そうとするものです。

以上がサービス事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。２８６

ページをお開き願います。

２．歳入です。１款１項１目居宅介護サービス費収入、１節居宅介護サービス計画費収

入で１２万６千円の計上です。松前町居宅介護支援事業所における居宅介護サービス計画

費２件を見込んでおります。

次に２８７ページです。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４６７万７千円の計上です。松前町地域包括支援センターにおける介護予防支援

サービス計画費９４件を見込んでいます。

次に２８８ページです。２款１項１目一般会計繰入金、１節一般会計繰入金で１千１５

万３千円を計上しています。町の居宅介護支援事業所介護支援専門医の職員給与費分とし

て、一般会計から繰り入れするものです。

次に２８９ページです。３款１項１目繰越金では、前年度繰越金として１千円の計上で

す。

以上がサービス事業勘定歳入の事項別明細です。２８１ページへお戻り願います。

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１千４９５万７千円に致そうとするものです。

次に２８２ページです。歳出におきましても、１款総務費及び２款諸支出金で歳入と同

額の１千４９５万７千円に致そうとするものです。

以上が議案第３号、平成２５年度松前町介護保険特別会計予算の内容です。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(斉藤勝君) 次に議案第５号について、水道課長。

○水道課長(佐々木信秀君) ただ今議題となりました議案第５号平成２５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。

第１条は、総則です。平成２５年度松前町水道事業会計予算は、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、第１

号給水戸数を４千４００戸に、第２号年間総給水量を６８万７千３４０立方メートルに、

第３号１日平均給水量を１千８８３立方メートルに致そうとするものですが、この内容に

つきましては、別冊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ます。第

４号主要な建設改良事業は、館浜地内配水管改良工事他１３件、事業費総額を７千４７３

万１千円に致そうとするものでございますが、この内容につきましては、別冊参考資料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、平成２５年度

で計量法に定める８年間の使用期間が満了となります７６２個の更新につきまして、事業

費２千１３４万４千円で実施致そうとするものでございます。

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、収入では第１款事業収益で１億８千２４５万３千円の計上です。内訳と

致しましては、第１項営業収益で１億６千８４１万９千円、第２項営業外収益で１千４０

３万４千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が、営業収益の内、給水収益が１億６千７０４万５千円で、前年

度当初と比較して３０６万８千円の減となりますが、これは過去３ヶ年の実績や給水人口

の減少等を基に推計し、計上しております。営業外収益では、前年度と比較して４８５万

５千円の減となっておりますが、この内、他会計補助金の減が４８４万３千円で、簡易水
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道運営費補助金に係る建設改良費の減少がその主な要因となっております。

支出では、第１款事業費で１億８千３８０万１千円の計上です。内訳と致しましては、

第１項営業費用で１億７千４２５万９千円、第２項営業外費用で９０４万１千円、第３項

特別損失で１千円、第４項予備費で５０万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が、前年度と比較して３６５万６千円の増

額となっており、１項営業費用の内、２目配水及び給水費で８３万３千円の増で、これは

各施設に係る電気計装設備保守点検業務委託料が１２６万６千円の増額計上となったこと

によるものです。また、第５目総係費では、人件費の５４万１千円の増額と、修繕費、保

険料等の減額を合わせて総額で３９万７千円の増となっております。この他、６目減価償

却費では、今年度新たに取得する資産の償却追加等により、１９７万８千円が増額となり、

７目資産減耗費では今年度処分する資産の除却等による、４２万１千円の増額となってお

ります。

２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出です。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１億１千２４７万３千円は、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留保資金１億

７８０万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３６７万３千円で補填致そ

うとするものです。収入では、第１款資本的収入が９１１万円の計上で、その内訳は第１

項企業債５７０万円、第２項他会計負担金３４１万円の計上です。内訳は、参考資料７ペ

ージ上段に記載してございますが、収入全体で前年度と比較して４０４万７千円の減額計

上となっており、簡易水道改良事業に係る企業債が前年度の５件、１千７０万円から４件、

５７０万円に５００万円減額となったことがその要因です。２項他会計負担金では、消火

栓更新工事負担金として前年度より１件、９５万３千円の増額となっておりますが、これ

は移設更新によるものです。

支出では、第１款資本的支出で１億２千１５８万３千円の計上で、前年度と比較して４

７万５千円の増となっております。支出予算の内訳は、第１項建設改良費で１億６２８万

９千円、第２項企業債償還金で１千５０７万１千円、第３項備品購入費で２２万３千円の

計上です。参考資料７ページ下段にその内容を記載しておりますが、第１項建設改良費、

１目浄水改良費では、建設改良工事１０件分と職員１名分の人件費の計上、２目簡易水道、

申し訳ございません、簡水改良費では、建設改良工事５件分、３目営業設備費では量水器

の更新７６２個分の計上で、この営業設備費は前年度と比較して３４６個、９５０万７千

円の増額となっております。第２項企業債償還金は、上水道事業債１７件分と簡易水道事

業債１８件分、合わせて３５件分の元金償還となっております。第３項の備品購入費につ

きましては、薬品凝集試験器、通称ジャーテスターと呼ばれる物で、浄水場における源水

処理のための薬品の調合割合を試験する機材１台の購入です。

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、起債の目的は札前地内配水管改良工事で限度額１７０万円、

西部簡易水道排水池水位計更新工事８０万円、江良簡易水道滅菌設備更新工事８０万円、

原口地内導水管改良工事２４０万円で、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記

載のとおりに致そうとするものです。

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

金額を流用することができる場合は、次のとおりと致そうとするもので、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る

ものです。
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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、第１号

職員給与費を４千９２０万６千円、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１千３７９万１千円に致そうとするものです。

第９条は棚卸し資産購入限度額です。棚卸し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。

以上の結果、当年度純損失５０２万１千円を予定しているところでございます。給水人

口の減少とともに給水収益も年々落ち込み、当初予算におきまして多額の純損失を計上せ

ざるを得ないという、かつてない厳しい予算編成となりました。各経費の節減、抑制はも

ちろんのこと、近年の状況をみますと夏場の天候により水道水の需要が大きく左右され、

給水収益の増減にも大きく影響しているところから、水道課と致しましては今年の夏も何

とか猛暑続きの暑い夏になって、給水収益が飛躍的に伸びることを心から願っているとこ

ろでございます。

以上４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画及び資金計画、給与費

明細書、平成２５年度末における予定貸借対照表等、更に別冊で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５号平成２５年度松前町水道事業会計予算の内容です。ご審議の程よろし

くお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に議案第６号について、病院事務局長。

○病院事務局長(小本清治君) ただ今議題となりました議案第６号平成２５年度松前町病

院事業会計予算(当初)について、その内容をご説明申し上げます。

新年度の医師体制は、多少の異動はありますが今年度同様常勤医９名、非常勤嘱託医１

名になり、引き続き現在の診療体制を維持しつつ、より医療の質とサービスの向上を目指

すことはもちろん、健全な財政運営を推進してまいりたいと考えています。

それでは、予算当初の内容についてご説明申し上げます。

第１条は、総則でございます。平成２５年度松前町病院事業会計の予算は、次に定める

ところによろうとするものでございます。

第２条は、業務の予定量でございます。業務の予定量は、次のとおり致そうとするもの

でございます。第１号、病床数は一般病床１００床でございます。第２号、年間取扱延べ

患者数は入院３万１千３９０人、外来６万４千２６０人を実績に基づき予定したところで

ございます。第３号は、１日平均患者数は入院８６人、外来２５２人を実績に基づき予定

したところでございます。第４号、主な建設改良事業は、地方公営企業会計基準の見直し

に伴う財務会計システム改修事業で、事業費は５２５万円を予定したところでございます。

第３条は、収益的収入及び支出でございます。収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おり定めようとするものでございます。収入でございます。第１款病院事業収益では、１

２億４８６万１千円を予定し、その内訳と致しまして第１項医業収益は１０億５千８２０

万８千円に、第２項医業外収益は９千５５１万円に、第３項特別利益は５千１１４万３千

円にそれぞれ致そうとするものでございます。

次に２ページです。支出でございます。第１款病院事業費用では、１３億１５２万４千

円を予定し、その内訳と致しまして、第１項医業費用は１２億８千９２９万２千円に、第

２項は医業外費用は６３４万７千円に、第３項特別損失は４８８万５千円に、予備費は１
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００万円にそれぞれ致そうとするものでございます。

第４条は、資本的収入及び支出でございます。資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おり定めようとするものでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足

する額６千２９６万８千円は過年度分損益勘定留保資金で補填致そうとするものでござい

ます。

収入でございます。第１款資本的収入は、１千１４２万６千円を予定し、その内訳と致

しまして第１項補助金を１千１０２万６千円に、第２項貸付金返還金は４０万円に致そう

とするものでございます。

次に支出でございます。第１款資本的支出は、７千４３９万４千円を予定し、その内訳

と致しまして第１項建設改良費は、財務会計システム改修に伴う費用として５２５万円に。

第２項企業債償還金を５千９５４万４千円に、第３項投資を９６０万円に致そうとするも

ので、１０人分の修学資金貸付に伴うものでございます。

次に３ページでございます。第５条は、一時借入金でございます。一時借入金の限度額

を２億５千万円と定めようとするものでございます。

第６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ございます。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ものとするもの

でございます。第１号職員給与費は、８億２千６８１万８千円に。第２号交際費は１５０

万円にそれぞれ定めようとするものでございます。

第７条は、他会計からの補助金でございます。病院運営費用等のため、一般会計からこ

の会計へ補助を受ける金額は、１億３千９７万９千円に致そうとするものでございます。

第８条は棚卸し資産購入限度額でございます。棚卸し資産の購入限度額を１億５千７０

０万円に定めようとするものでございます。予算実施計画他関係書類につきましては、４

ページ以降に添付しております。更に別紙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６号平成２５年度松前町病院事業会計予算(当初)の内容でございます。ご

審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、議案１号から順次質疑を行いますが、細部

に渡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としたいのでお含み願い

ます。

始めに議案第１号について質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、次に議案第２号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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)
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○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

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(斉藤勝君) 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。

(休憩 午後 ３時０５分)

(再開 午後 ３時１６分)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

８番、西村健一君。

○８番(西村健一君) 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

の規定によって行ったところ、委員長には１１番吉田孝男君が選出され、更に副委員長に

は２番近江武君が選出されましたのでご報告致します。

○議長(斉藤勝君) ただ今、８番西村健一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１１番吉田孝男君、副委員長には２番近江武君が選

出されました。以上ご報告致します。

◎休会の議決

○議長(斉藤勝君) この際お諮り致します。

議案審査のため、明日３月８日は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(斉藤勝君) 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。

◎散会宣告

○議長(斉藤勝君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会致

します。

なお、３月１１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。
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(散会 午後 ３時１８分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 斉 藤 勝

署名議員 伊 藤 幸 司

署名議員 堺 繁 光



平成２５年 ３月１１日（月曜日）第３号
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（開会 午前１０時００分）

◎開議宣告

○議長(斉藤勝君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に入る前に、東日本大震災から本日で２年を迎えます。被災地の一日も早い復興と

被災者の方々の早期の生活再建をお祈り申し上げますとともに、大震災によりかけがえの

ない尊い命を奪われた多くの方々のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと思いますのでご

協力願います。ご起立願います。

（全員起立）

○議長(斉藤勝君) 黙祷。

（全員で黙祷）

○議長(斉藤勝君) 黙祷を終わります。ご協力ありがとうございました。

◎諸般の報告・議事日程

○議長(斉藤勝君) 議会に関する諸報告並びに本日の議事日程は、お手元に配布の通りで

すのでご了承願います。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 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、８番西村健一君、９番西川敏郎君

以上２名を指名致します。

◎一般質問

○議長(斉藤勝君) 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。

１０番、梶谷康介君。

○１０番(梶谷康介君) おはようございます。

今、皆さんとともに被災地の皆様方のご冥福、或いは一日も早い復興を願いながら黙祷

を捧げたわけでございます。松前町をそういう観点から眺めてみましたら、非常に気候風

土に恵まれ、しかも災害も比較的少ないいい町だなと、こんな実感をしております。しか

しながら、少子高齢化、更には過疎化がどんどん進んでいって、こんないい町をこのまま

にしておいちゃいけない。何としても自分達ができる限りの知恵と、そして汗を流して守

っていかなければいけないんでないかなと、心新たにしているところでございます。

そんな観点から今日は通告してありますように過疎化に歯止め、定住を。そして、生活

にゆとりを持てるようにと、そういう願いを込めながら一般質問をさせていただきます。

まあ、町長も私どもも立場こそ違え願いは等しいものと思っておりますので、お互いに私

の考え方も述べますし、町長の考えも聞かせていただきたいと思います。

最初にこの松前町の少子高齢化、更には過疎化の状況をそれなりに調べてみたところで
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ございます。通告書にも書いてありますように、非常に高齢化も進んでおります。更には、

過疎化も進んでおります。その数字は、ある機関とこのように書いておりますけれども、

これは厚生労働省の人口問題研究会の将来人口の推定を資料にしての数字でございます。

これはあの私ばかりでなく、おおよその人方おさえている数字だと思います。

現在平成２３年、もとい、２０１３年、平成２５年ですね。この予算を立てる時点の人

口は８千７３２名ですね、松前の人口は、その数字をずっと見てみますと来年再来年には

もう８千４０人、これ平成２７年。そして更に５年後の平成３２年、これは平成なのか、

西暦で言った方がいいんでしょうね、元号が変わればこの話は別になるんで元号で、西暦

で言いますと２０２０年、７千２５人ですね。更にずっと進んで２０年後の人口見ますと、

４千７５８人という推計がされております。まあ、半分近くになっていくんでないかなと、

こんな数字が出ておりますんでね。町長、この現状を見てね、あなたその松前町を何とし

てもどうしなければいけないかとか、或いはこの数字は世の中の流れだから仕方がないん

だと、そういう中でまちづくりを考えていくつもりなのか。或いはどっかでお話あったよ

うに企業誘致を図りながら定住人口を増やしていくというね、そういう形の中で町を守っ

ていく考えなのか、その辺からまず気持ちを聞かせていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

今、梶谷議員からご質問いただきました。人口の減少につきましては、議員ご指摘のと

おり、なかなか歯止めが利かない状況で進んでいるというふうに認識してございます。こ

こ数年の町のデータを見ましても、毎年１５０人の方がお亡くなりになっておりまして、

一方３０人の新しい尊い命が誕生しております。このことからの単純に計算致しましても、

１２０人の人口の減少が毎年しているところでございます。他に松前高校、今年におきま

しては７０名の卒業者がおりましたけども、町内に残る人は５名程度だというふうにお聞

きしているところでございまして、少子高齢化が益々進むばかりでありまして、高齢化と

過疎化につきましては大きな行政課題であり、深刻な問題であるというふうに思っており

ます。私と致しましては、将来住みよいまちづくりをするためにも、何としても人口の減

少は歯止めをかけなければならないというふうな思いをしておりまして、企業誘致含めま

していろいろ課題を検討して、いかにして人口の減少を歯止めかけるのかというふうな部

分には意をもって対応していきたいというふうに思っております。

いろんな手段があると思います。いろんな検討をさせていただきたいというふうに思い

ます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) まさに町長の言われた数字、１５０人が亡くなって３０人が産ま

れる。これは黙っててもね、いわゆる自然減ですか、自然減の形でそういうふうになると。

更には、高校生を始めとして町外に流失、或いは転出っていう、まあサラリーマンの方で

ね、転勤含めて転出ってことがあるんですけれども、これは社会減って普通言いますよね。

そういうのを合わせますと黙ってても１５０から２００人の松前町の人口減があるわけな

んですね。それをどうするかっていう話になるんですけれども、町長の言われる、或いは

今まで松前町が全員で取り組んできた振興策はね、もちろんこれは継続していかなければ

いけない。でも、それだけでは今までの流れっていうのは、同じような形で進んでいくっ

ていう捉え方せざるを得ないわけなんですね。

町長、たまたま今の企業誘致のお話されたけれども、松前町ってのはね、企業誘致が大

変なんですよ。これはどこの町でもそうかもしれませんが、特に大変なの。これは私の経
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験からいきますとまずあの皆さん、記憶に残っておると思います。中央競馬会の育成牧場

の誘致の件ね。あれも当時の坂本町長と一緒に私、陳情した経験があるんですけれどもね、

やっぱり最終的には政治力なんでしょうかね、企業の判断のポイントがね、そういうとこ

ろにあるのか。まあ、残念ながら不発に終わってしまったと。

それから私自身がかつての上司、日立製作所の社長三田勝茂さんのところに行って企業

誘致の相談をした際、非常に人間関係の中である程度の姿が見えてきた。しかし、最終的

に判断した時には、残念ながら松前町は企業にとって僻地なんですよ。企業はどうしても

ソロバンはじきますよね。そういう観点からすると今の日立製作所の関係、日立北海セミ

コンダクター、七飯に今、本社があります。それから千歳に工場があります。いわゆるＩ

Ｃのそのいわゆる半導体のね、半導体の関係の工場だったんですけど、これも、やっぱり

企業にとっては残念ながら僻地だっていうことで実を結ばなかったということをずっとこ

う整理して行きますとね、町長正直いって企業誘致っての口でいう程簡単ではないし、も

し、それをおっしゃるんであればね、ならどういう形で企業誘致を考えているのか。例え

ば、そうした位置付けをきちんとしてね、専門に企業誘致に取り組むっていうようなポジ

ションでも作るのかね。その辺はどうお考えですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 企業誘致につきましては、今、梶谷議員おっしゃいました。先人の

皆さんが大変苦労致しました。結果がなかなか出て来ないのが実態でございます。

しかし、一方では人口の減少っていうのが避けて通れない状況もありますし、松前町の

地理的な条件もございまして、なかなか企業の誘致が進まないという現状もあります。し

かし、何としてもこう、まあどのような企業がいいのか今、模索している最中なんであり

ますけども、なかなか企業の誘致、難しい問題ありますけどもチャンスがあればどんな企

業にでも、特に町内の商工業者に影響のないような企業っていうふうなものが第一条件に

なると思うんですけども、チャンスがあればいろんな情報をいただき検討してみたいとい

うふうに思っております。率直なところ、今の現段階と致しましては方向性を示せないの

が残念でありますけども、チャンスとしてもらえるのであればいろいろ検討していきたい

というふうに考えております。

いずれに致しましても、企業誘致はそう簡単にできるもんではないというふうなことは

認識しておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 町長、私ね、その企業誘致がね簡単でないと。これはもう充分認

識もしてるし、同じような考え方でいる。で、前段で申し上げましたようにその企業誘致

に走り回った時に、日立製作所の社長ともいろいろとお話した時にね、みんなが欲しがる

ものをお互いに取り合うような形の中ではまず勝ち目はないだろうと、ならどうすると。

みんなが嫌がるものを引っ張ってくると。

しかし、今日のあの原発関係のね、いろんなことを考えると、例えば最終処理処分場だ

とか原発誘致だとかっていろんなもの考えた時に、これだって果たして、まあ実を結ぶ結

ばないは別にしてね、結果として町のためになるのかなっていう疑問があるんですよ。そ

の時に話した中身ってのはね、やはり松前町のような立地条件からいけば企業にとっては

僻地だと。しかしながら、気候風土に恵まれ自然の恵みも多い町であるとするならば、地

場産品と結び付いた形の中で自分達で起業、いわゆる事業を興していくっていう考え方に

ならないかと、そういうことが他力本願よりも自力で地域が生きる方向っていうのは見え

てくるんでないかなという話なんですよ。
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私もずいぶんそうしたことを参考にしながら、松前町に何かをという取り組みをしたけ

れども、これは残念ながら限られた時間の中で実を結ぶことができなかった。で、町長に

期待するのはね、そういう考え方に立ってこの松前を見直してみるっていうものも必要で

ないかなという気持ちでおるんですが、その辺に対しての考え方はどうですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 企業誘致、なかなか進まない現状の中でどう町を活性化させていく

かっていうことになると、私は奇しくも梶谷議員おっしゃるようなことが最も大事である

と。地場の企業にどういうふうに体力をつけていくのかということが、大変大事なことだ

ろうというふうに思っております。

現状申しますと漁業につきましても、議員ご承知のとおり生産が上がってない状況もあ

ります。特に海象条件の悪い冬期間におきましても、出漁日数が殆ど確保できない、漁業

所得が上がってないって状況もあります。梶谷議員の一般質問の通告書にございましたよ

うに「まちづくりは生活基盤の確立と所得向上にあり」、本当に私もこれが基本だと思っ

ておりますので、どう町内の企業にいかに付加価値を付けて、雇用の場を確保しながら所

得を確保していくかっていうふうなことにつきましては、本当に真剣に前向きに考えてい

きたいというふうに思っております。よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) ちょっと横道に逸れるかもしれませんけれどもね、松前町が将来

の職員の定数の適正化計画ってんですか、これはあの三位一体改革の絡みでね、こういう

松前町の情勢だとすれば、そういういわゆる町の職員に係わる経費の節減だとか、事務の

効率化だとかいろんな形で取り組まれた経緯がございます。結果として、現在は、これは

２６．７％ぐらいの削減になってますか、職員は、当時、これは１７年からでしたでしょ

うか、スタートしたの。反対からこう考えてみますとね、過疎化を防ぐということは人を

残さないといけないんですよね、町にね。人を残す一番松前町にとっては、これは皮肉な

話なんですけどね。皮肉な話なんですけど松前町役場っていうのは、いわゆる松前町って

いうのはね、この地域にとっては一番の企業なんです、大きな企業なんですよね。そうい

うところが人をどんどんどんどん減らすっていうことはね、過疎化を促進してることにな

りませんか、ある意味ではね。

それからもう一つはね、貴重な人材を失ってるってことにもなるんですよ。ですから、

私はこれからいろいろ水産なり農業なり、或いは観光なりでね自分の考えを述べようとし

ておりますけれども、そうしたから、そうした観点から考えるとね、やはり指導したり研

究したり、いろんな分野から考えれば、人材確保も含めてこの松前町の職員の定数削減っ

ていうのはナンセンスなんですよ。ある意味では、必要な人数はきちっと確保して、そし

てまちづくりの大きな力にしていかなければいけないという考え方を私は持ってんです。

ですから、町民から言えばね職員多いんじゃねえかとか、ある意味では何やってんだろ

う、あんなに人がいて。しかし、中身に入った時には職員の力ってのは決して無駄でもな

いし無視もできない。まちづくりにとっては大きな財産なんですよ。ですから、この定数、

適正化計画っていうのは私は否定はしませんよ。否定はしませんけども、削減もしなけれ

ばいけないし、効率の向上も考えなければいけないから、ある意味では矛盾するかもしれ

ませんけれども、松前町の過疎化を防止するためには一番基になるところが人を減らして

いるっていうことにね、町長、疑問感じませんか。お考えを聞かせて下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員ご指摘のとおり平成１７年には１６１人の職員。これは介
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護保険と公営企業の職員は除きますけれども、一般会計の職員ベースで平成１７年には１

６１人の職員で町政を運営しておりましたけども、現在は１１８人であります。平成２４

年末でございます。４３人の職員が減っているのは事実でございます。この間、三位一体

の改革、人件費の抑制というふうなことでいろいろ自主財源を確保するために苦労してき

た結果がそういう結果だと思っております。しかし、私は今、議員ご指摘のようにこれ以

上の職員の減少はするべきでないというふうに思っておるところでございます。一方では、

今年、来年、２５年度で３人の職員が退職されます。平成２７年には、２６年には末には

９名の方が退職されますし、その次の年には７名の方が退職、その翌年になると１１名の

方が退職して、この４年間で約３０人の職員が退職していくことになりますので、これに

つきましては人材の確保も大変な要素がありますので、どんどん地元に職員が残っていた

だけるような状況は間違いなくやってくるという風に思いますので、人口の、まあご指摘

のように、役場が過疎化を推進しているっていうことにはしないように対応してまいりた

いと思います。

一方でも、一方臨時職員の関係もございまして、いくらでも町内に働く場所がいいな、

あればいいなというふうな思いもありますもんですから、現在一般事務で２０名の臨時職

員を募集しておりましたし、病院におかれましては６２人の方の臨時職員の募集をしてい

るのも実態でありますので、地元に働く場所があればいいなというふうな思いもあります。

とにかくこう職員の数はこれ以上減らさないで、質の高い行政サービスができるような態

勢をとっていきたいというふうに思っております。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) もう一つね、松前町に法人格を持ったさくら漁協がございます。

そちらの話をするのはちょっと私、行き過ぎかなと思いますけれどもね、あそこも合併し

て一つの組織になった時には、事業目標３０億だったんですよね。確か平成５年か６年の

時点だったと思います。当時を振り返ってみますとね、そういう事業目標を立てて今日ま

での流れを考えてみますと、先程も控室でちょっと今年の水揚げどのぐらいかなという話、

１４億まで届いたかなっていったら、いやいやそこまでは届かねえだろうという話もあり

ました。現実私もおさえております。

事業目標は１７億なんですよ。何を根拠として１７億にしたか私はわかりませんけれど

も、これはそこまで達成すればいいなあという希望的観測で立てた事業目標かなというふ

うに受け止めてますけれども。私、何を言わんとするかというとね、そういうあそこの貴

重な地場産業と結び付いた大事な職場なんですよね。

ところがやはり組合経営が厳しい、水揚げの状況がはかばかしくないということでこう

いう結果になっているんですけれども、ここからは批判になるんですけれどもね、この場

でいって責任問題出てくれば私も困るんだけども、でも感ずることはね、やはり組合を維

持していくために経費削減だとか効率化だとかいろんなことを考えて取り組む、これ当た

り前の話なんですけれども、その裏に何故そうしなければいけないかという見極めをした

ならば、原因は水揚げがないからでしょ。だいたい１億円の水揚げがあれば１人の職員可

能だというような、こういう一つの基準がありますけれど、今どういう数字になってるか

わかりませんけれどもね。そういう中で経費の削減、人員の削減、例えば今もお話出てき

てます３港集約のね、荷受けの集約、これはまあ人員が少ないからそうせざるを得ないっ

ていうとそれもそれなりの理由ありますけれども、そういうふうにならないような施策を、

いわゆる生産を上げる取り組みをしてないんですよ、私に言わせればね。してないってい

ったらこれは完全否定になりますから努力が少ないって言いますかね、そういう表現をせ
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ざるを得ないんでないかなと。

これから、後に水産関連では、こんな考え方があるんじゃねえかというようなお話も私

しますけどもね、そういう大事なその人材を確保しながら松前町の産業振興でもいろんな

振興図っていかなければいけない部分が、そんな形で人をどんどんどんどん減らしてたら

過疎化になるの当たり前なんですよ。

だから、町長がね一人で頑張ったってこれ無理だし、我々も互いに知恵を出し汗を流さ

なければいけないし、また関連の漁協でも農協でも、観光協会でも商工会でも、そういう

考え方で何故人を減らさなければいけない。だったら、その人を減らさなけれ、いや、減

らさなくても済むような取り組みをしてもらわないといけないっしょ。これはこれからの

町長の行政指導だとかね、いろんな形で手腕を問われることになるんですけれども、私は

そう思ってますよ。

そういう観点で話を進めていきたいんですけれども、私、あの今の話の流れからいくと

ね、松前町に可能性があるかないかっていうことをね、いろんな分野に目を向けて私なり

にこうチェックしてみたと。例えば漁業、農業、観光、そうしたものをやっていくと可能

性は無いわけでないと。やり方によっては松前町にはまだ夢も希望も持てるんじゃないか

という、そういう気持ちなければ松前にいれないですよね。ですから、そんな観点からす

ると町長、まさかね、私の質問にもう私は夢も希望もありませんよっていう答えは返って

こないとは思いますけれども、私はこんな観点からすれば夢も希望も持ってこれからのま

ちづくりに取り組みますよっていう考え方、当然ありますよね。参考までに聞かせて下さ

い。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前に可能性が、梶谷議員は多いにあるというふうに発言されてお

ります。私も海、山、観光、文化、いろんな可能性は十二分にあると思っておりますので、

これを活かしてまちづくりを進めていくべきだというふうに強く思っ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。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) プロローグはこれぐらいにしましてね、これから具体的に、なら、

どういう面でっていうお話をしたいと思います。まだたっぷり時間あるからね。

やっぱり、一番肝心なところは松前町の基盤産業の漁業ですよね。漁業の面でどういう

ものがあるかなと。そういう観点からものをみてきたんですけれども、やはり大宗漁業の

イカはこのとおりの状態です。マグロが近年脚光を浴びてきてますけれども、これとて所

詮流れ物です。いつどうなるか分かりません。そんなこといえば全てがそうなんですけど

もね、自然相手ですからそうなんですけれども。この間の予算委員会の中でもどなたかち

らっと言ってあったけども、ホッケの話なんですよ。

非常にこの資源的にも心細い面はないわけじゃないですけれども、現在松前町で取り組

んでいるホッケの蓄養っていいますか、長期養殖っていいますか。やっぱり３ヶ月ぐらい

の取り組みだからやっぱり養殖っていっていいのかな。いずれにしましても、その関係が

ね、現在３漁業者が取り組んでますよね。あの実態をみますと１１月末、１２月にかけて

表現悪いんですけども非常に安いホッケを市場に出さないで、自分達で管理しながら育て

て、価値を付けて結果的に３ヶ月くらいの間に何十万のものか、何十万のものを何百万と

いうような、まさに付加価値を付けている漁業が担当者からも報告されておりますし、私

共も見ております。その辺がね、まず一つ、一点あるんでないかなっていう気がするんで

すよ。
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ですから、それをね、原魚を確保できる漁業に従事している人方は、自分でそういう施

設を作って取り組んでも何とかいい方向に進める形はある。だから今の３漁業者はやって

ると。更に今年の予算には、原口にもう１人、それに取り組むっていう人がいますよね。

そういう人方はそれはそれで頑張ってもらいたい。ただね、一本釣りの漁業者がいるんで

すよ。ところがあの人方は日に何百本、何百尾、或いは何千尾っていうオーダーで釣り上

げてくる。だけども、そういう人方が自分でそういう施設を作ってその事業を進めていく

っていう形には、今一度ちょっと荷が重すぎる。結果的には、安いけどしゃあないやと出

荷してしまう。まあ、おかげさんで我々もすり身にでもして食えってホッケをもらうこと

もあるんですけどもね。

そういうものに、今取り組んでるような漁業形態を取り入れるとどうなるかっていうこ

となんですよ。可能性はあるんですよ。結局ね、釣ってきたその一本釣りの人方が何十円

かの単価で捌いてさっぱり面白くねえな、しかし、しゃーねえなっていうようなことでや

ってるけども、それをある程度はね、これ事業計画慎重に立てなければいけないんですけ

ども、買入価格だってもっと高い値で買ってあげられるんです。それを育てて３ヶ月、或

いは４ヶ月後には出荷して付加価値を付けて出していくっていう形は、私はもう絶対やる

べきだと思ってんです。

誰がやるかってことですね。共同で施設を作って一本釣りしてきたものをそこに入れる

か。その人方が手が回らなければ私は組合直営だってできるんでないか。そのために必要

だと、人が必要でしょう。その人がそこに出るだけの経費がその事業で出てきたらこれは

成り立つんじゃないのっていう話になりませんか。この辺はどうお考えですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ホッケの蓄養、養殖の関係のご質問ございました。先般私もホッケ

の蓄養、養殖している方のお話を聞く機会がございまして、もう技術的にも確立されてい

るような状況でありまして、自信もって今事業を展開しているっていうふうなことをお聞

き致しました。その中で今、梶谷議員ご指摘のとおり、一本釣りの人方の対応も考えなき

ゃならないというふうな部分でありまして。

例えば、一本釣りしたホッケ、組合に出荷すると例えばでありますけども５０円なんで

すね。それを養殖している人には１００円で売れる可能性もあるわけです。ですから、高

く売って、買ってもらうような態勢を作ると原魚そのものは確保できるのかなというふう

な気しておりますので、この事業につきましては、なんとしても拡大していきたいという

ふうに思っておりますし、その支援をしていかなければ駄目だなというふうな思いしてま

す。今回、２５年度の予算におきましても漁業協同組合の方も興味があるようでございま

して、自分達で直営で試験的にやってみたいというふうな予算もありますので、ちょっと

状況みながらタイミングが、機が熟せば大胆に攻めていく、蓄養に、ホッケの蓄養は大胆

にこう攻めていけるような状況が目に見えてきているというふうに思ってますので、ちょ

っと時間、推移をみていきたいというふうに思います。

いずれに致しましても、技術的にも経営的にもある程度確立がされているようでありま

すので、拡大していければなというふうに思っております。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 今、ホッケの取り組みを例にあげましたけれどもね、これとて場

所の問題が出てきますね。幸か不幸か松前町は１３港、過去に投資した金額は７百億円以

上のものをね、こう１３港に投入しながら整備してきてる経緯があるんです。これは松前

町にとっては大変な財産なんですよ。ですから、この港をどう活かすかっていうことは、
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今のホッケの蓄養もそうなんですけどもね、これから大きな課題でね。

私、過去にこんなこと言ったことあるんですよ。可香さんが、亡くなりました可香大先

輩がね、組合長やってた時に、「可香さん、原口の漁港一つね、係留されてる漁船を全部

江良に回してあの漁港一つ蓄養に使ったらどうだ」と、「梶谷、おめえそういうこと言え

ば漁師に海にぶん投げられてしまうで」といわれた経緯があるんですけどもね。いや、個

人的にいったらまさにそういう感情なんですけども、松前町の漁業の実態、組合の状況考

えたら、そうはいっていられないんでないかなと思うんです。

だから、この１３港の使い方っていうのはね、漁師自ら自分達の、まあ町の財産でもあ

るんですけども、自分達の財産を活かしてくって考え方は、どっかで私は意識改革しなが

ら進めていかなければね、もったいない、あの施設は。その辺の考え方、海に投げられて

もやってみますか、町長、どうですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) さっきも、先程も申しましたけども、まずこう冬期間の海象条件が

全く駄目でありまして、出漁日数が確保できない中で漁業所得っていうのは上がるわけが

ないわけでありますので、なんとしても冬期間に漁業所得上げるっていうことになると、

今梶谷議員が言ったようなことだろうというふうに思っています。いかに静穏海域である

漁港の中を上手く利用して、そして、共同でも個人でもいいですので、まずは５千円から

というふうな話を、所信表明、執行方針でも言いましたけども、スタートにつけるような

漁港を有効に利用して、そのスタート台に立てるような態勢は作っていきたいなというふ

うに思ってます。

組合長の方にもその旨お話しておりまして、何としても漁港の中、静穏域を利用して、

まあ奇しくも梶谷議員、財産だっていう話してますけどそのとおりだと思いますので、有

効利用するために努力してみたいというふうに思ってますし、組合とも情報を共有しなが

ら場合によっては、漁業者と私と話をすることだって可能だと思いますので、そういう機

会があれば、積極的に私は漁業者と話をしていきたいというふうに思っております。以上

です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) まあそのホッケばかりにこだわってると先に進みませんからね。

松前漬の関係なんですけどもね。松前漬は今、特定の製造者が松前には、町内には数軒

しかないですよね。下の道の駅の担当者のお話を聞きますと、非常に今のインターネット

を使ったり、或いはいろんな形の中で注文があるんだそうです。ところが、既存の町内業

者では対応ができない、供給に応じられないということなんですよね。ですから、増産態

勢をどういう形で作って、今のせっかくある需要に対して供給態勢を作るかっていう話な

んですけれども。

原料は松前には、まあふんだんにっていいますかそれ相当にありますよね。ですから、

これはある意味では、最初に言いましたように誰がやるかっていうことになるとね、いろ

いろ課題があるけれども、かつての加工、もとい水産試験研究センターの指定管理者のお

話も出た時の背景を考えるとね、これは私の憶測ですけれども、そういう生産態勢をああ

いう場を作って整えていくっていう考え方があったやに聞いておるんですよ。ですから、

これは私はね、決してボツにする考え方でないと思うんです。特にね、これもさっき言っ

たように誰がやるかっていうことになるとやり方はあると思うんです。その供給態勢をど

こまで作るかによっては、やり方によっては人件費を浮かすことができるとすればそこだ

って人を確保する部署になるですよね。ですから、そういうものもこれからの中に考え方
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の中に、一つ一つの積み重ねですからね、積み重ねですから、例え１人であっても２人で

あってもそういう人材を確保していくっていう考え方で取り組んでいかなければいけない

んでないかなと、こう思っております。

それから、後で水産関係はまとめてお話もしますけども、もう一つ例に出したいと思う

のがコンブ養殖なんですよ。これはかつて坂本町政の時は２５０基、２５０基を目標にし

ながら海底にブロックを入れてるんですよ。現実はどうですか。恐らく５０基、１００基

まで使ってないでしょう。そして、当時はね１基３０万から５０万ぐらいですから、２基

も３基も４基もやってもようやく１００万ぐらいっていう数字しか出なかったみたいです

けれども、今どうですか。１基あたり７０万から１００万ぐらいの生産高見込めるんです

よ。そういうものも計算してくると、しかもこれはね、ホタテだとかその他のようなもの

とアワビだとかと比べてね、期間が短いんですよ。いわゆる２年も３年も４年もかかって

ようやく金になるっていうことじゃなくってね。種入れてロープを沈めて収穫して金にな

るまで半年かかんないでしょう。そういう形で考えればね、この分野も漁業者自身が取り

組んでいくっていう考え方はもちろん基本ですけれども、場合によっては一人でできない

んであれば組織の中に人を配置して、それを何回も言うようにＢ／Ｃを計算してね、取り

組んでいけばここだってまだまだ人をそこに必要とする事業でないかなと、このように考

えておりますけれども、町長、いかがですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、松前漬の状況であります。道の駅の担当者が松前漬増産対策

を考えているようであればですね、私共もそれは積極的に相談に乗りたいし、研究センタ

ーの在り方含めまして、それから大沢のコンブの採苗施設の改築もありますので、ちょっ

と大きな視野に立った検討をしていきたいというふうに思っております。

それとコンブの養殖であります。本当に私も執行方針でも申し上げましたけども、つく

り育てる漁業の中の最たる例だというふうに思っております。ただ、手間がかかる、能力

がかかるっていうのがこう人件費見合が相当占める経費の部分がありますので、そこの部

分を家内労働的な状況でやれれば一番いいんでしょうけども、間違いなく確実に所得を上

げれる方向、方法はコンブの養殖だと思っておりますので、それとですね、２５０基当時

設置して、今、４０何基ですか、その程度しか利用されておりませんので遊んでいる基数

もありますので、その辺の利用の関係もですね、着業者があればどんどん使っていけるの

かなっていうふうな思いしております。

まず、例えばなんでありますけども、共同でやるのもいいなというふうに思っているん

ですが出稼ぎもできない方が、年齢的に出稼ぎができない方がおりまして、ただ健康にも

充分、体力的にも自信ある人が多くいるなと思ってます。団塊世代のパワーなんてのはそ

ういうふうな部分に、いろんな働く場所を作ってあげることによってその団塊世代の方々

のパワーを利用していろんな所得を作っていく、上げる手段を考えていくっていうのも可

能性はあると思ってますので、漁協ともですね、我々の方でも相談してもらえるような環

境づくりも必要だろうし、組合の方も相談にのってやれるような環境を作るのも大変大事

なことだなと思っています。

いずれに致しましても、コンブ、これは私は魅力のある事業だと思っておりますので着

業者、或いは拡大したい、規模の拡大したい人があれば支援はしてまいりたいというふう

に思っています。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 私、今日のこの話のコンセプトは、いわゆる通告してありますよ
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うに過疎化の歯止めなんですよ。ですから、人を必要とする事業は何かということでいろ

いろ考えてるんです。ですから、今のコンブ養殖の人手を必要とすると、まさにそういう

ところなんですよ。ですから、１人でやれなければ共同で、或いは共同でも難しいんであ

れば職員を配しても直営だってできるんでしょう。そういう観点からね、人を松前に残す

ためにどうしたらいいかっていう観点でもの話してますんで、後で再三いうようにまとめ

て組織の話もしますけどもね、農業の関係で少し考えてみたいなと思っております。

今までも振興、農業振興っていうことでね、遊休農地の有効活用、利用っていう議論は

何回かしてますね。ところが、未だにその姿は気配も感じられないんですよ、私にすれば

ね。なぜこういう話をしますかっていうとね、やっぱり松前町はやっぱり気候風土、天候

にも恵まれているし、かつて松前町にどういう作物が一番適してるかという取り組みも私

も経験ありますんでね、その時に調べてみると、やっぱり潮風がちょっと気になるけれど

も地下で育つ物は間違いなく松前町ばっちりなんですよね。そういうことを考えていくと

これからお話することはね、やはり人をそこに働かせる、或いは働いてもらう場所をつく

るためにはね、今の遊んでる農地をみすみす黙って見てる方はないんでないかなと。

例えばの話ですけれども、誰かがあの遊んでいる土地をきれいに耕地に整えることがで

きて、そこに現在松前町に住んでる人でも或いは町外の人でもね、俗にいうその町民農園

みたいな形でそこを使って作物を作ってもらう。作物を作るっていう話はちょっとなんか

おかしい話ですけども物を作ってもらってね、そこで楽しく生きがいを感じ、健康を維持

し、更にはプラスαとして換金ができるんであれば、こういう形はぜひ取り組むべきじゃ

ないかなと。これを取り組むためにはね、ただ土地均しただけでは駄目なんですよね。や

っぱり管理をしなければいけないし、営農指導もしなければいけないし、そこに営農者が

何人も集まってくるとすれば、農薬、肥料、農協の購買関係、どんどんどんどん繋がって

いく要素があるんですよ。それだってソロバンはじいてね、扱いが人件費出るだけのもの

があるとすれば、ここにだって可能性があるんでないかなと。私はそう考えますけどいか

がですかね。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 農業の振興のことで遊休農地をどう有効利用するかというふうな、

有効利用することによって雇用の場も確保できるというふうなご質問でございます。その

とおりだというふうに思ってます。

農業も決して可能性はないとは思いません。可能性はあると思います。やり方があるん

だろうなというふうに思ってます。例えば、町民農園的なことも検討の余地はあると思い

ますし、その辺含めまして担当の職員と遊休農地の利用について、本当に真剣に考えてお

りますので、もう少し検討させていただければというふうに思います。

可能性は間違いなくあるというふうに思っています。ハウスの栽培しかりですね、やっ

ぱりこうチャレンジする要素はあるというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) まあ農地ですからね、農振法なり農地法なりいろんな絡みがある

でしょうけれども、これは不可能な話でないですからやろうと思えばできないことはない

と思います。

で、かつて一村一品運動の発祥の地、大分県の大山町に視察に行ったことがあります。

「梅・栗作ってハワイへ行こう」と。町民あげて梅或いは栗作りに取り組んで、町民の８

割以上の方がもうハワイ経験者だというような、そういう町もありましたよね。現地に私

実際に視察に行きました。斉藤議長も一緒に行ったんでないかな。そういうこのかつての
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良い見本があります。その時に感じたことはね、職員の姿なんですよ。

結局物作りの指導するのは、作る人よりも指導する人が良い物作らないと指導者でない

と。これ町長命令だそうですね。ですから、自分でも物を作って、人よりも良い物を作っ

て見本を示さなければこの事業は成り立ちませんよと。その職員はいわゆるグリーンバイ

クっていって緑のバイクにまたがってもう町中走り回って、デスクワークなんてほとんど

ないそうですよ。ですから、そういう形で今の事業を推進するとすればね、最初に言った

ように職員も指導者として必要なんです。いろんなこう関連考えていくとね、町の職員も

大事な人材として必要だし、こういう事業を進めるためにも、取り組んでもらう人方の考

え方も変えていかなければいけないような取り組みもしなければいけない。やはりコンセ

プトで言っておりますように人が必要な部分でないかなと。

ですから、町長の今の検討するっていう言葉で私はいいんですけどね。当然今すぐこう

しますっていう話にはなりませんからいいんですけども、そういう要素もここにあります

よという。この遊休農地の活用っていうのは大きな要素を含んでますよ。

それからあともう一つね。山にちょっと目を向けてみたいと思うんです。いわゆる山菜

ですね。これは非公式な話ですけれども、時期になると山菜だけで１００万円以上の収益

を上げる人がいると。そうした人方が組織を作ってきちっとした形で前へ進めようという

動きもあるし、今までそれに取り組んできた人があえてそういうものを作らなくても自分

で進めたい。なぜならばそれを表に出すと税金の対象になるという、痛し痒しの面がある

もんだから今のまんまでやっていった方がいいっていう人もいるんですよ。ですが、これ

全体的に見ますとね、いろんな要素を含んでおってね。山菜、いわゆる山の資源をお金に

する方法は、検討の余地ありと。

かつてね、今、建設課の課長さんしておられる若佐さんなんですけども、一緒にタケノ

コの缶詰作ったことあるんですよ。いや、これは町の施設なんですよ。その缶詰を作る施

設が今どうなっているのか私わかりませんけれども、そういうことだって町にできるんで

す。

でね、この缶詰の施設っていうのは私、秋田県の男鹿半島まで現地視察を自分で行って

きたことあるんですけれど、友達と２人で行ってきたことあるんですけどね。そこは缶詰

の施設を持ってて、自分で缶詰をもちろん作るんですけれども、原料は全て持っていらっ

しゃいと。そうすっと缶詰にしてあげますよって。ですから、山で採った物、自分で作っ

た物を缶詰の製品化して、いわゆる加工料だけもらってんですよね。そうすると、町の人

方は採ってきたものみんなそこに持っていって缶詰にしてもらうっていう、そういう施設

が秋田県の男鹿半島にあるんですよ。これは亡くなった上川の成田忠雄さんと私一緒に２

人で行ってね、現地まで見てきたんです。ですから、松前町にも実際に若佐さんもねタケ

ノコの缶詰を作った経緯も、経験者ですからね。まああのかつてのその缶詰の施設がどう

なるか、なってるか私わかりませんけれども、これ大事な物があるのになあっていう気が

しておりますけれども。

近くには檜山に、檜山かな後志かな、あすこにも町村で山菜加工場作ってる町があるん

ですよ。私、今日資料持ってきてませんけどもね、そこにはあるんです。だから、これだ

って、これからの働く場所としてはね可能性は充分にあると。そういう観点でおります。

で、できればね、タケノコの、もとい缶詰の設備がね、松前町に今どうなってるのかって

話も聞きたいんですけども、どこにいったかわかんないんでないの。まあ、後で調べてみ

てください。

で、水産言いました、農業言いました。今度観光の面で少し考えて、時間はあと１９分
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か、ちょっと足りないな。まああの観光で考えられるのは、既存の宿泊関係だとか、お土

産業者だとかっていうものがあるんですけれど、松前の観光客の中で一番要望の多い中で

対応ができていない部分が、松前町らしいお土産だとか食べ物がないっていうことが、観

光客の声なんですよね。ですから、そうしたものも考えに入れながらね、お土産の開発製

作販売、そういう部門も作ってね。これもやっぱり指導者が必要ですから、それから取り

組む人も必要ですから、そういうものも考えていく余地があるだろうと。

更には、今の道の駅の部分を考えますとね、あの部分が松前町の物産振興の拠点施設だ

ということでスタートしておりますよね。私は今でもそれは自分の腹の中にきちんと、あ

すこは松前町の物産振興の拠点施設だという考え方で位置付けていますんでね。これから

お話しようとするのはこれにも関係あるんですけど、今まで水産、農業、観光、更には役

場の職員のお話してきましたけれども、この道の駅のね、これからの在り方を考えますと、

今言ったようなものと全部関連させて考えたらどうかという考え方。今のままでね、悪い

話ですけども失礼な話ですけども、さくら漁協に指定管理者でやっていたら私はいずれ返

されますよ。恐らくあの人方はね、とても指定管理者続けていられませんって返してきま

すよ。しかもね、今の発想、これは正式な話じゃないですけどね。リスクの分散で組織を

考えてるなんてナンセンスな話でしょう。どんな組織ができますか、リスクの分散なんて。

これあり得ないんですよ。だから、いずれはこれはパンクします。パンクしますと松前町

に返ります。返った時にどうしますか、直営でやらないといけないでしょう。

ですから、そういうことをいろいろ考えますとね、私はそこは法人化、別法人化してそ

こが中心になって運営していかなければいけないんでないかなと。その法人化の方法とし

て、これは私の考え方ですけども、あくまでも私の考え方ですけども、いわゆる今でも言

われてます社団法人ね、社団法人、そういう形にしながら松前町、仮の名前ですよ、「松

前町産業振興公社」みたいな形で組織作りしたらどうかなと。構成員は松前町であり、さ

くら漁協であり、農協であり、観光協会であり、商工会でありとそういう組織を考えてね。

そして、今の話、漏れ聞くところによるとＮＰＯまでそこに引き込もうとしてるから、利

益の配分をしちゃいけないってことになるから、そういうことのない形の中で、利益が出

たら利益の配分できるような構成メンバーでやればいいじゃないですか。そうでなければ

起業なんて前へ進まないですよ。最初からリスクの配分なんて考えて組織運営なんてナン

センスな話じゃないですか。

ですから、これからの松前町の道の駅が、道の駅「北前船」、道の駅「松前北前船」か

な、そういうものが活きていくためには今のような法人化をして、町だってね、最終的な

ことを考えればほうっておけないから構成員のメインになってね、そして、そういう今の

前段で言いました水産の、私どこでやるのかっていうような話をしたのはここなんですよ

ね。結局組合も構成員になり農協、漁業協同組合も構成員になり、農協も構成員になり、

更には観光協会も構成員になりっていったら、それぞれのこういういろんな仕事を考えて

いくと構成員になって自分達の関連事業の中で進めることは、私は可能だと思うんですね。

だから、そういう形でね、松前の道の駅を中心にしながらね、法人化をした社団法人、

仮の名前「松前産業振興公社」でも作ってね、それを進めていくと松前町、道の駅の生き

残り可能だし、そこを中心とした事業展開を考えれば、前段で言いましたホッケの養殖で

も松前漬の製造でも、コンブ養殖でも。更には農協の関係でいけば遊休農地のいわゆる農

園の管理から、購買の扱いからいろんなもの考えていけばね、私は構成員として充分考え

られる要素だと思ってます。

そういう前に見えるものが、ポジティブなものが見えるものがない中でね、組織作ろう
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っていうのは何回も言うようにナンセンスだと。町長、検討の余地あると思うけどもいか

がですか。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午前１１時０５分)

(再開 午前１１時２１分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 道の駅の在り方についてお尋ねがありました。基本的には道の駅は

当初、設立当初の目的であります松前町の物産の拠点化すべきだというふうに思っていま

すし、そうせざるを得ないというふうに思っております。ただ今、梶谷議員から道の駅の

在り方につきまして、例えば松前町の産業振興公社という仮称でありますけども、そのよ

うなご提案がありました。大変貴重なご意見だというふうに思います。物産の拠点化する

べき組織の中に、町内のいわゆる産業団体が帰属するっていうことは、本当に基本だろう

というふうに思っております。

いずれに致しましても、現在道の駅の在り方につきましては、議員ご指摘のように組合

が手を離す前に対策を講ずるというふうに思っておりますので、組合長ともこの辺につき

ましては共通の認識でおりますので、今後どの方向で道の駅の方向性を決めるか、ちょっ

と協議して早々に結論、方向性を見出していきたいというふうに思っております。以上で

ございます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) あと１２分ぐらいしかないもんですから、程々にしながらね。高

齢者の部分にも進んで行きたいと思ってました。

何故、今この部分をお話してるかといいますとね、やっぱり町を支える一番中心になる

いわゆる生産人口なんですよね、生産年齢っていうかね、いわゆる１５歳以上６４歳未満

の人口分析するとそういう層の話をしてるんですよ。ここが強くなければね、その前の０

歳から１４歳までが発生してこないんですよ。ただ、この０歳から１４歳までの人口構成

の話をするとなればここしかないんです。その人方にどうせって話じゃないから、ここ中

心にして今お話して。

これからお話する部分は、この６５歳から上の人方の話になるんですけども、この人方

の実態をみる時にね、まあ通告書にも書いてありますように非常に収入源が乏しい松前町

の実態ですよね。いわゆる年金を基にして生活を維持するっていう層なもんですから。そ

の年金の大層は国民年金。国民年金はじゃあどれぐらいの年金額かというと、一番いい条

件でもらっても８０万そこそこだと。松前町の今の年金の実態、年金生活者の実態見ます

とね、この国民年金で８０万満度にもらってる層なんてそんなにいないでしょう。この間、

いつかの席でお話しましたように３０万前後の年収で生活している人だっているんですよ

ね。ですから、そういう人方が松前町の今度人口構成からいって、５０％に近付いた時に

生活できなければどうしたらいいかっていう方向を探しますよ。そうすれば息子、娘の所

に行ってそこで余生を過ごすというような形になるとすればね、この構成は高いけれども、

絶対数が少なくなる可能性があるんです。これはもう間違いなく人口に大きな影響を及ぼ

す部分なんですよ。ですから、この部分をどうするかっていう考え方も併せていかなけれ

ばいけない。
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ですから、この通告書にありますように少しでも生活にゆとりと潤いが、そこに作って

やらなければいけないとすれば、町で小遣い銭、出してやるわけにいきませんから、その

人方が収入を得られるような対策を、或いは政策を考えてやらなければいけないんでない

かなと。これが、私前段で言ってきてるこの遊休農地の活用で、そこで健康を維持しなが

ら楽しみながら、そしてプラスαの収入が得られるような要素があると。ですから、これ

が自分で作物を作って出来高制で収入を得るのか、或いは場合によっては時間制でそこで

働いてもらうとか、いろんな方法あるんですよね。それはこれからの形っていうのは、検

討していく余地は充分にあるという私の考え方なんです。

町長、前の質問でお話しましたね、仮称、社団法人松前産業振興公社。公社ってのは組

織作る上においては比較的楽なんですね。しかも、あなたがトップになれるんですよ。町

が出資し、それから参画する人方がいわゆる出資、社員っていいますか、社団法人ですか

ら社員っていいますか。そういう人方が出資することによって事業への参加もできると。

前段で言いました組合ではいくつかこう挙げた事業がありますよね、漁業組合では。それ

から農業協同組合でも考えられる町民の農園だとか、それに付随する肥料、農薬、購買関

係のものも考えればね、組織だって決してマイナスではない。

やっぱり、そういう組織を作る時には、参加する者に少しでもプラスになるような要素

がなければ社員は集まって来ないし、組織はできないっていう観点からすれば、今のよう

な考え方に立つのが私は正しいんじゃないかなというふうに思います。いかがですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 前段で高齢者の方々の所得の確保の部分で、年金のお話がございま

した。現在松前町の現状を申しますと、平成２４年の３月末現在で国民年金の受給者であ

ります老齢基礎年金の受給者の方が３千４１９人おります。所得に、年金額にしますと２

０億ぐらいなんでありますけども、単純に割り返しても８０万にはとどかないというのが

実態であります。こういうふうな状況の中で、いろいろ高齢者の所得の在り方についてお

尋ねがございました。健康で長生きしていただきまして、住んでて良かったと思えるよう

な政策を作っていくのが私の務めだと思ってますので、その辺の部分、そのことにつきま

しては意をもって対応していきたいというふうに思っております。

それと、仮称、松前町産業振興公社、本当に貴重なご意見いただいたと思っております。

先程も申しましたけども、決してこのままではいいと思っておりませんので、なんとして

もこう新しい、この道の駅を産業の物産の拠点化すべき方向に向けて、最善の方策を漁協

と連携を取りながら考えていきたいというふうに思います。まずは、本当に貴重なご意見

をいただいたと思ってますので参考にさせていただきたいと思います。

一方で、町として、松前町としてどのような関与の仕方が本当に望ましいのか、その辺

の部分も慎重に見極めて対応してまいりたいというふうに思っておりますので、何卒ご理

解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 途中で今回の質問のコンセプトの話しましたけども、何としても

１人でも２人でも松前町に残ってほしいんですよ。それは、一つは人材の確保もそうです

し、過疎化の歯止めにもなります。なぜ、こういう人手を必要とするような話ばっかりし

たかというと、現在のこの世の中からいったらね、ある意味では私、逆行の話してるんじ

ゃないかなって心配はしてるんですよ、本人はね。効率だとか削減だとかっていうことが

今の流れとしては当たり前の話なんだけども、松前町の過疎を止めるためには人が必要な

んだと。そのためには、人が必要な仕事をそこに作り出すということが基本でないのかな、
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あえて人手の必要な話ばっかり私してんですよね。してね、何かの機会に私Ｂ／Ｃの話し

ましたよね。この「Ｃ」っていうのはコストですから、そのコストの部分が人件費なら人

件費でもいいですよね。で、上で「Ｂ」の部分がいわゆる利益だとか効果だとかっていう

ようなもので判断するならばね、人が松前町に一人残ることによって、この「Ｂ」の部分

は町長、どう考えてますか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 人口が大変貴重な、町政運営の中で人口の増減っていうのは財政運

営をする中では大変大きな影響ありますので、本当に１人でも５人でも多くの人が住める

ような、そんなまちづくりをして、目指していかなければならないというふうに思ってお

ります。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 「Ｂ」が１人そこにいたとすればね、若い人、松前高校、仮にね

松前高校卒業者を１人確保します。そうすると間違いなく１人定住します。まあ、運良く

パートナーが見つかって家庭を作ったと、そこでまた運良く子宝に恵まれて家族が増えて

いった。これはもう今、地方交付税の算定の最たる基準になることは間違いないですよね。

ですから、そういう発想でいくと１人残すっていうその「Ｂ」の効果、いわゆる利益って

いうのは松前町にとって大変なものだと思います。

更にもっと付け足していうとね、松前高校に入る人方が、運が良ければ松前町に奉職で

きるっていうことになれば、一つの大きな目標になりますよね。一生懸命頑張って私は松

前町の役場に勤めるんだと。そして、将来は松前町を背負って立つんだというような人が

残ってもらわないとね、これは松前町としても大変だし、そういう効果がもし顕著に表れ

てくるとすれば、松前高校目指す人だって増えるんでないですか。

そういうふうに一つ一つ、まあこれは付け足しみたいな話になりますけども、今までの

ものが私は全てだとは思いません。各分野に詳細に検討していくと今のような形で松前町

に必要な人をそこに置ける要素っていうのは、何も固まって１０人も２０人も一気にそこ

に残さなければいけないと、これは並大抵じゃないですから、一人ひとりでもいいですか

らね、残していくような政策を考えていただきたいと。

前段で言いました社団法人の形につきましてはね、必要であれば私、資料持ってます。

そういうものも持ってますし、まあ力になれれば微力ながら私も頑張りたいと思ってます

んでね、立場違っても目指すものが町民の、或いは町の振興、発展ですから、頑張ってい

きたいなと思ってます。町長も体に気をつけて頑張って下さい。決意だけ述べて下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 体の心配していただきまして、ありがとうございました。

まずあの松前高校のお話でございます。とにかく人口の重要性っていうのは財政の脆弱

な松前町にとっては、本当に人口が増えることが何よりも願いでありますので、その辺は

大事に大事に大切な部分でありますので、その実現に向けまして、どんな政策がいいのか、

職員共々一生懸命知恵を出して頑張っていきたいというふうに思っています。

松前高校の方には、校長先生にはプライベートな部分でありますけども、将来何年後に

なるとこういうふうな状況なりますよと。従って、現役の高校生にも大きなチャンスの時

期が来ますよというふうな情報は提供しておりますので、いずれに致しましても３０人、

この４年間で３０人が退職していく状況でありますので、すぐ現役で３０人ということも

厳しいと思いますので、私は町内出身の中途採用者も幅広く考えていくべきだというふう

に思ってます。旅にいる人が松前にきて生活していけるような環境も一つの政策だという
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ふうに思っておりますので、人材の確保に向けまして一生懸命頑張ってまいりたいという

ふうに思います。

それと道の駅ふっくるめまして、総じて松前町産業振興公社の関係でございます。本当

にこう厳しい状況下でありますけども、何とかいい方向にいけるように、町民参画型の道

の駅の運営ができればいいなというふうな思いして、思いをしております。

本日梶谷議員からいろいろご質問いただきました。本当に松前町には、可能性があるな

あというふうに思っております。私も低所得者の、高齢者の皆さんに生きる喜びと安定し

た生活を送れる環境を作ってやることが政治の責任だと思っておりますので、一生懸命頑

張りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) ２分３０秒あるから、もう一言だけ言わせて下さい。

あの町長もね、松前町出身者の話されましたけども、私もかつてそうだったんですけど

もね、やっぱりあちらこちらに「松前会」っていうのがありますよね、松前出身者の。そ

の人方には常に言ってきたことは、あなた方の大事な故郷は私達がしっかり守りますし、

だから町外からも故郷松前を応援して下さいって言ってきたんですよ。ですから、今の関

連の事業ね、考えた時には例えば松前町の生産物はね、どこでもやってるように故郷会員

を作って旬を、四季に分けてね松前のその産物を送って、ある意味では松前町にも還元さ

せてもらうと。それから、場合によっては松前にＩターンっていいますかね、Ｕターンっ

ていいますか、そういう形で松前に帰ってきて松前のために一緒に汗を流そうという面も

ありますし、或いはあなた方の故郷を終の棲家としてね、ぜひ帰ってきて下さいという話

もするべきだし、そういう話をした時に一番課題だったのは、ある程度年齢に達した人方

ですから病院の話だったんです。ですから、今は幸い病院も良い形になってますから、そ

れを充実させていって、そういう人方の考え方にも応えられるような町にしていけばね、

町の中でも力を合わせるし、町内出身の故郷に対する思いに応えることもできますから、

そういう面も充分考えてこれからの松前会に行った時にはね、そういうこう熱い訴えをし

た方がいいと思いますので提言しておきます。

○議長(斉藤勝君) 他に。じゃなくて次、３番川内谷進君。

○３番(川内谷進君) 時間いっぱいの梶谷名演説に聞き入っていまして、町長も大変にご

苦労だというふうに思いますけども、今回一般質問するにあたって、今回の国の政策の中

で大きく財政運営が変わりました。今、デフレの状況からインフレの状況すると。それを

解決するために赤字の国債を発行して、こういう財源方針を今、出されています。しかし、

インフレ政策の最も危険なしわ寄せを被るのは、僕は年金者や弱い立場の人達じゃないの

かなと。そんな環境が来るだろうと。特に過去においても石油ショックや、による買い占

めが発生したり、過剰投資による銀行倒産等が発生をしてます。こういう状況からすると

決して喜ばれる状況ではないんじゃないのかな。無理して赤字の国債を増発するっていう

ことは結果としてそれに耐えきれない、先程もありましたけど年金の生活者等については

大変な思いをするんじゃないのかな。そんな心配がありまして、今回２問について、一つ

ぐらいやるっていう、高齢者、心配、やさしいまちづくりとはどうなのか。

また、今回中学校統合、あの新築問題によって松前が持ってる財産について、松前杉が

新たな見直しをかけられると、こういう一つの問題がありまして提起がありまして、この

ことについても質問をさせていただきたいなというふうに思ってます。いずれにせよ、高

齢者対策にとってはいろんな形で支援策が必要なんじゃないのかなと、そんな状況を心配

するんで質問をさせていただきたいなというふうに思ってます。
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先程いいましたように、今回の標題「高齢者にやさしいまちづくりをどう考えるか。そ

の対策はあるのか」というテーマであります。通告はそういう通告でありますけども、今

の状況を考えた時に国が昨年の１２月の総選挙において、自民党、公明党が中心とする政

策が、政権が実現しました。新しい阿部政権は、デフレ状況から脱却を主たる目的に経済

の発展によってインフレ状況を導くという宣言をされてます。いわゆるアベノミクスとい

われるインフレ政策であります。その中身は金融の政策、財政の政策、政調戦略というこ

とで従来の大型公共事業中心とした赤字国債の増発計画であります。

先に前総務大臣の片山善博慶應大学教授は、道新の３月１日の論評の中で、「この状態

について従来型の公共事業では地方の再生はできない。各省の縦割りのミスマッチが発生

する。」と述べられてます。地方分権の立場や一括交付金などの政策は後退する。こうい

う心配も識者の中ではされています。現状の認識について石山町長も執行方針の中で急激

な少子高齢化の進行、経済、雇用の低迷と社会環境の厳しさを語られています。こういう

状況にあると思います。逆に、反面に私達生活者の立場から考えてみれば、地方交付税の

削減や職員の給料の切り下げ、引き下げ、各省庁におけるヒモつき公共事業等の拡大によ

って、結果として私達地方にとっては重要予算が確保することが困難になるんじゃないの

か。このような結果は、過去の自民党が目指した三位一体改革の再来を心配され、地方財

政の悪化が懸念されるというふうに私は考えます。

町民の多くが健全な生活を目指す上からも、消費税の導入や生活保護費の３％削減、ま

た４月１日から予定されている各種の消費者物価の値上げ等は、まさに老人や母子家庭等

社会的に弱い立場の人間を直撃することになるんじゃないのか。このような厳しい条件の

基で老人や子育て世代でどうやさしいまちづくりを目指すのか。町長が執行方針の中で老

人対策にあまり触れられなかった点については、少し心配をしておるところであります。

私は、あえて今回町内会の問題について、問題提起をさせたということはこういう状況

なった時に、その時に一番頼りになるのが各町内会じゃないのかなと。一番傍にいて面倒

見てもらう、相談相手になれる、そういう人は町内会の活動が必要じゃないのかな。しか

し、現実には町内会においても大変、老人クラブにおいても大変厳しい組織運営が求めら

れています。特に最近では大雪であります。高齢者の人達にとって、誰がそれの除雪に手

助けできるような地域には環境はないというふうに思ってます。こういう状況に対して、

町長自身は現状をどういうふうにみられているのか、お答えいただければなというふうに

思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 高齢化によります、高齢者にどのようなやさしいまちづくりを、い

かに考えているのかというふうなご質問でございます。本当に率直な問題で大きな課題が

あるというふうに思っております。

あとでも町内会の活動のお話があるというふうに思いますけども、まず基本的に町内会

という組織につきましては、町政運営上欠くことの、欠かすことのできない組織だという

ふうに思っております。協働の精神も定着してきておりまして行政として多いに助けられ

ているところでございます。このような状況下におきまして、これからは行政と町内会の

連携が更に強いものになってくるというふうに思っております。その辺を意に介しながら

町政運営をしてまいりたいというふうに思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) あの具体的な部分に入る前にね、僕は町長が求める今回の執行方針

の中でね、「住んでて良かったと実感ができるまちづくり」、まあ抽象的でありますけど
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も、どういうことを想定されてね、こういう言葉になってるのかなと。その辺の真意をで

きたらわかりやすく説明していただければなと。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 住んでて良かったというまちづくりのことでありますけれど、私は

本当に少子高齢化が進んで人口がどんどん減っている状況で、しかも、先程梶谷議員の一

般質問にもありましたように、１年に１５０人の方がお亡くなりになって新たに３０名の

方が新しい命が産まれる話させていただきましたけども、少子、どんどんこうお年寄りが

増える中で、若い世代の人方が、どういう形でお年寄りを将来支えていけるのかというふ

うな思いでありまして、その部分で将来お年寄りを支えてくれる若者のために、まず先手

を打って若者に体力をつけていただくというふうな意味からして、将来年寄りを安心して

支えれる環境を作ってやるのが今の段階だというふうに思っております。

本当に住んでて良かったというまちづくりにつきましては、そういう思いでお年寄りの

人が本当に松前で生まれて、住んで良かったねと。その思いが、思いであります。住んで

て良かったまちづくりっていうのは、若い人が安心してお年寄りを支えてやれるような環

境を作ることだろうなというふうに思っております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) ３番

○３番(川内谷進君) 町長が求める若い人とお年寄りがね、共存できる優しいまちづくり

ということについては、私もそういう方向性でいいんじゃないのかと。じゃあ、それを誰

がどういう形で支えていくかということになれば、僕はやっぱりその活動の母体は町内会

にあるんだろうなというふうに思ってます。

そこで、じゃあ、それを支える町内会の現状が今、どういう状態になってるかっていう

ことだというふうに思います。そういう立場から何点か老人と町内会その他に、そういう

形について質問していきたいなというふうに思ってますけども、一つには各町内会の厳し

い環境にあると。それは財政的に苦しいっていう部分もあるし、それから会員が高齢化し

てきているっていう苦しさもあります。組織運営上に役員のなり手不足が不足してると。

特にうちの方の白神や大沢の部分については、かなりこれが大きいというふうに思ってま

すし、今、総会を開くたびに誰を役員にするかってみんな悩んでます。

ご存知のように、町内会の活動そのものは連合町内会という一つの大きな組織を持ちな

がら、各町内会が個々で活動をしていると。ある意味では自主的にやってもらってるって

いうのが現状だと思うんですけども、そういう状況をみた時に、最近なかなか大変だなと

いうふうに思われますし、会長さんの苦言なんかも聞かされます。

しかし、先程町長もいったように、町内会がもってる役割、それは地域の活性化なり地

域の中での役割分担というふうに考えれば、決して侮れない形だというふうに思ってます

し、現実的には各町内会においても一定程度の差があるんだと、これはやむを得ないとい

うふうに思ってますけども、どうしてもそういう態勢を作っていくっていうことについて

は、やっぱり関係、町長自らね、ここは大事にしていっていただければなというふうに思

ってます。そういうことが前進しないと、やっぱり先程もいわれたセーフティネットをど

う作って行くかってことになれば、風が吹いてきた時に一番弱い立場に立たされるのが高

齢者じゃないかなというふうに思っています。

そこで、２点程ちょっと具体的にお願いしたいのは、今もいったように各町内会そうい

う形で高齢者や後継者不足でかなりこう悩んでます。従って、そういう部分についていか

に財政的に、まあ役員を何とかしろっていうふうに指導するのは難しいと思うんでね、財

政的に。あのうちの町内会なんかも例にすればね、８０歳以上って免除があるんですね。
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そうすると町内会費入って来ないんですよ。ところが、そこが増えているもんですから、

結果として若い人にいくんですけど、若い人もいませんから今の６０代７０代の人が会費

を納めて運営をするという、こういう状況なんです。この辺については町の方でもつかま

えているというふうには思いますけども、ここの部分をどういうふうに支援してあげれる

のかなと。そうしないと組織そのものが弱体化してしまいますよという心配なんですけど

も、町長はどういうふうにとらえられているか教えて下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町内会の財政的な支援のあり方と、後継者不足が現実の問題ですよ

というふうなご質問でございます。本当に町内会運営にあたりましては、行政からのお願

い事も多岐に渡っておりまして本当にご迷惑をおかけしているところであります。今、川

内谷議員おっしゃるように、町内会の連合組織が町内会連合会でありまして、現在環境美

化活動の補助金によりクリーン作戦や花いっぱい運動などの積極的な推進を図るべく、各

町内会に環境運動を助成をしているところであります。また街灯料金、或いは２３年度か

ら全額補助と。それから町内会会館の運営費の補助につきましても安心で安全な住みよい

まちづくりに寄与するために、町内会が管理運営する施設等に助成を補助をしているとこ

ろであります。町内会の財政運営に、不充分ではありますけども支援をさせていただいて

いるところでございます。

また職員の、私共の職員の皆さんには町内会の活動や、地域での葬儀などに積極的に参

加、協力してもらえるように私の方から職員の方にもお願いしているところであります。

以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時５５分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

３番。

○３番(川内谷進君) 午前中に続いての質問という形になります。

先程の質問で町内会の必要性という部分については、町長も認識していただいて、でき

るだけ支援していきたいという判断だというふうに思ってます。ただ、今は現実に町内会

がもっている役割っていうのは相当幅が広くて、特に地域間の相互の協力態勢を作ること

やら、街灯の整備から清掃から防災から生活支援と、それから、環境衛生ということのど

れ一つとっても町の執行の手足になっているという現状がありますんで、町内会の活動が

停滞するってことは結果的に高齢者対策の地域対策が停滞すると、町の執行が停滞すると、

そういう状況になるというふうに思いますので、今後ともお力添えをいただければなとい

うことです。

次にあの会館、町内会の動きがある程度みえてきたんで、今度は高齢者自身の問題に対

するね、支援態勢はどうなのかなというふうに思ってます。そいで、一つには高齢者対策

の事業として「健康で安心・安全な生活を目指す」、こういうことをどうするかっていう

問題と、もう一つは高齢者問題を考える場合にどうしても地域間格差という問題を避けて

通れないんじゃないかなと。そんな立場で高齢者の人達にとっての立場で少し質問してい

きたいなというふうにいます。
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町は今高齢者の支援事業として、健康で安心・安全な生活を目指すということで健康推

進課を中心にしてガンバルーン教室や介護予防のための教室、恐らく健康推進活動の強化

や健康の維持に乗り出した検診活動。こういうことでまあ行政としては着実にいろんな形

で仕事をされてるんだと。しかし、その仕事を実際に行うとすれば、地域の人達が力を貸

さないとなかなかどれ一つとってもできないんだろうというふうな現状だというふうに僕

自身は考えています。従って、こういう政策を推進していくために地域の活動化なり、町

内会なりっていう問題に対してね、やっぱり具体的な指導なり協力要請をしていかないと

なかなか、特に今、僕らよく応援に行くんだけども、介護予防の教室ね。今回は、僕は江

良と荒谷と白神行ってみてるんですけども地域全体からみれば担当者から聞き、やってる

とこもあるしやってないとこもあると、やれずにやれないとかいろいろあるんだと。これ

はまあ、各町内会の力量の問題だというふうにとらえてますけどもね。そういう状況でそ

こで生活する高齢者の人達のことを考えると、やっぱり支援態勢っていうものが必要にな

ってくるのかなと。具体的なこういう政策を推進していくよということが必要だというふ

うに思いますけども、こういうことに対して町長自身はどう考えられてんのかなというこ

とが一つです。

もう１点は、高齢者に対する地域間格差の問題なんですね。これを考えると白神、荒谷、

大沢の町内会、それから茂草、清部、江良、原口、ここの高齢者化率がだいたい４０％ぐ

らい。特に白神、荒谷、大沢については５０％に近い、こういう高齢化率なんですね。こ

れらは今後ますます増えていくっていうことになってくると、全く本町と地域と地域間格

差ってのは避けて通れないんだと。利便性っていう問題。ただ単に高齢者が多いっていう

ことだけじゃなくて、特にこういう状況の中で問題になってくるのは、交通面での地域間

格差。これはかなり深刻だというふうに思ってますし、それから商店街の撤退。特に高齢

者や後継者がいないということで商店そのものがいなくなって、やめてしまってるってい

う地域がかなりみえてきてます。従って、高齢者の人達が買い物するのにもなかなか大変

だという。近くに商店がないという現状がみえてきます。まあセイコーマートあるからっ

たって僕の所からだと大沢に、朝日にあるぐらいなんで、そういうものがあるという状況

であります。

また本町においても然りであります。特に松城、福山、唐津の高齢者の人達からも出て

ると思うんですけど、大型店が今、建石に集中してしまってる。従って車のある人は週末

にも、まあ僕も行きますけども週末に集中的に買い物してきているという状況。ただ、聞

くところによると歩いていけるようなところに日用品を買えるようなお店がだんだん無く

なってきた。ここについてはね、やっぱり松城商店街なり唐津商店街の再開発っていう問

題についてね、歴まちだけじゃなくてそういう面での対策、支援、指導っていうのか、そ

ういう政策的な転換が必要じゃないのかなって感じがしますけども、この２点について町

長の見解を伺いたい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 高齢者に対する支援対策のご質問をいただきました。現状の松前町

では、現在１９の老人クラブがございまして、会員数は現在８６０人程度と聞いておりま

す。各老人クラブにおきましては、それぞれ各種活動をされているものと思っております

けども、若手会員の未加入や高齢化などでの課題もあるというふうに聞いてございます。

老人クラブの活動の目的は、地域への社会奉仕と健康づくり、更には社会性を、楽しみを

通じて社会性を持つことがその活動の原点といわれております。現在老人クラブの事務に

つきましては、社会福祉協議会と連携しながら支援してきているところでございます。
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そこで具体的に現在町の方で、老人クラブの方で高齢者を対象とした取り組みについて

でありますけども、１点目は今、議員ご指摘のとおりガンバルーン体操教室でありまして、

２点目が介護予防教室、３点目が脳の健康教室、この３つが事業展開されているところで

ございまして、この中で特に２番目であります介護予防教育につきましては、町内会と連

携を取りながら進めさせていただいておりますけども、地域の高齢者が地域の一員として、

また地域で高齢者を支えることを期待している、実施している事業でもあります。地域の

高齢者を支えるという点からも決して押し付けではなく、しかし、行政だけで進めるので

はなくて、地域との繋がりをもちながら事業を進めていかなければならないというふうに

思っております。

前段で議員からもご指摘ありました。今、町内会へのニーズがかなり高くなってくるだ

ろうというふうな中で除雪の話もされていました。この中で、現在単身高齢者の除雪に対

しましては町内会の協力をいただきながら、ご尽力をいただきながら進めているところで

ありますけども、しかし、協働のまちづくり、自助・共助だけでは対応が難しくなってき

ていることも感じてきております。町と致しましてもその対応を考えなければならないも

のと思っておりまして、具体的な方法につきましても他の町の状況を確認しながら、また

各方面の方々のご意見を聞きながら、町としての今後の対応について考えていきたいとい

うふうに思っております。

２点目の関係でございます。地域間格差のお話でございます。確かにご指摘のとおり、

高齢者を取り巻く地域間格差については、お尋ねがありましたとおりだと思います。高齢

化率が高い地域との交通面での格差は深刻であります。このことから「買い物弱者」とさ

れている皆さんのために、現在コミュニティバスを運行しております。この大型店舗に、

現在コミュニティバスを運行してますけども、どうも大型店舗に買い物が集中しているよ

うな状景も見られております。この対策と致しましては、高齢者の足を確保しながら、一

方では商店街の本町地区の松城地区、福山地区、唐津地区の商店街の振興も必要でありま

すので、今後商工会、或いは本町地区の商店、商工業者と協議検討してまいりたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) かなりこういろいろ前向きに答えていただいて、大変ありがたいな

というふうに思ってます。ただ僕、今回の所信表明を読ましてもらった時に、「あれ？」

って思ったのは、町長の老人対策に対する発言が少ないなというふうにちょっと感じたん

ですね。そこの方針の中には福祉灯油については補正で対応しますと、これだけだったん

ですね。確かに今までの福祉灯油については一歩前進なんです。ということは、その土壇

場でないとね決着つかないと。今度はやりますということは明示されましたからその点で

は僕は良かったなと思ってんですけども、今いわれたように、それぞれが大変な時期にき

てるなということをお互いに共通認識を持っていただいたということについてはね、それ

なりにあるんだろうと思いますし、今後政策の中で反映をしていただければなというふう

に思ってます。

最後に、高齢者対策考えた時にやっぱり母体となる施設の問題だと思うんですね。昨日

辺りの予算委員会、昨日一昨日の予算委員会の中でもこの問題については結構やらしてい

ただいたんですけども、特に福祉施設ね。寿の家の部分が７つぐらいあるんですけども、

現実にはもう平成の４７年以降に建てられたもので非常に古くなってきていると。従って

一気に直すっていうのはなかなか大変なんだろうというふうに思ってるんですけども、こ

ういうことについて、やっぱり町としても年次計画立てながら対策を講じていかないと、
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僕の知ってる範囲では建てた段階ではね、半分ずつお互いにもって寿の家を建てようみた

いな話があって建てたっていうケースがあるんですけども、今後はそういうふうにはなら

ないんじゃないかなというふうに思ってます。従って平成２０年には、全寿の家の福祉施

設については７箇所天井を、屋根を貼り替えるということになった。運営その他について

は、町でやることになってるんですけども、管理の部分については町内会にお願いせざる

を得ないというふうになってると思ってるんです。

ここの部分までは、まあそれなりに施設の問題ですから、行政として考えていかなきゃ

ならないだろうというふうに思うんですけども、やっぱり古くなってきてることによって

備品が相当傷んできてると。これどういう形で点検されてどういうふうに保管してると、

ところが７つもあるから一気にやるってわけにいかないんだと思うんですね。だから、で

きれば年間の予算をいくらかもってて、３年に１回とかね、５年に１回は備品整備のため

の予算が回ってくるみたいなね、そういうことでもやってもらえれば、あっ、今年はうち

の方がと、２、３年後にはうちの方がこういう物を用意してもらおうかっていうことが可

能なんじゃないかなと。ただまあ予算が伴うことなんで、すぐやれとは言えないですけど

も、そういうこともやっぱり頭に入れながら行政運営をしていただければなと。そうしな

いと後であれも駄目、これも駄目っていうふうな状態になってしまうと改善するのに大変

なんじゃないかと。

また、地域にとっては、この施設がないとなかなかできないっていうのもあるし、また

見てる範囲内においてはその駐車場がある所とない所が、あってもなかなか車が置けない

ような所もありますんでね、その辺についての対策も、将来的にはやっぱりどういうふう

に考えるかっていうことについても見解があれば、どういうふうに整備していかれようと

しているのか教えていただければなと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 老人福祉施設の充実というふうなことでご質問いただきました。現

在、川内谷議員もおっしゃってましたけど７箇所の老人福祉施設がございまして、建設年

度は一番古いもので昭和４７年度に建設されました大沢老人憩いの家であります。この老

人福祉施設の管理につきましては、町の財政状況を鑑み、平成１７年度から、１７年度か

らその管理を、生活改善センターなども含めまして町内会にご協力いただいているところ

でございます。

施設の改修につきましては、国からの財政支援もあることもありまして、平成２０年度

に屋根の葺き替え、或いは平成２１年度には簡易水洗トイレの整備と畳の入れ替えなどを

させていただいております。白神寿の家につきましても、平成２３年度と平成２４年度に

おきまして駐車場と玄関前を、簡易でありますけども整備させていただいております。ど

の施設を見ましてもまだまだ不充分な点はあるというふうに聞いておりますので、利用し

やすい施設になってほしいという思いもありますので、今後ちょっと検討させていただき

たいというふうに思います。

老人福祉施設の修繕、或いは備品につきましては、町内会長と連携を密にしながら、そ

の都度予算内で、更には補正予算で対応してきているところでございます。今後につきま

しても各施設の整備につきましては、町内会と連携を取りながら対応してまいりたいとい

うふうに考えています。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) ありがとうございます。そういうことで、地域の施設、それから老

人対策について今一歩ご努力をいただければなというふうに思います。
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次に第２問なんですけども、「町の財産管理は適正か」と、「有効に活用されてるか」

という課題なんであります。なぜ今回これを僕は取り上げようとしたのかというと、今回

松前中学校の新築を議論するにあたって、松前杉を有効に活用しようじゃないかと。それ

で小学校４校の統合によって新しく発生する白神、松前、館浜の旧３校についての建物や

土地や教員住宅の利用法は、どういう形で検討されていくのか。町内会の有志によって

「町の学校施設利用、利活用の検討結果について」という報告が出されました。２５年の

１月２５日付であります。これに基づいて今後はやっていかれるんだというふうに思って

まして、そのことについては、これから検討することですからいいんだろうというふうに

思ってます。ただ、この議論を通しながら、あれ、そういえばうちの財産管理っていった

いどういうふうになってんのかなということで、今回うちの方で、総務経済常任委員会と

しても町の所有する財産について調査研究しようという形にはなってます。その前段とし

て少し現状について聞かせていただきたいなというふうに思ってました。

そういう矢先に今回、監査委員報告ですか、定期監査報告書２月７日付けが出されまし

た。その森林事業の中に伐木齢の経過した町有林の即売、あの売却促進のため、より積極

的に取り組むことを望むという指摘もなされてます。従って町有林の販売、そういう材料

としての活用について見解を取り組みをしなさいよっていう指摘だと思うんですけども、

まず最初に町長自身、この指摘をどういうふうに受け止められたか聞かせて下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 監査委員からの指摘であります。やっぱりこう長い間町有林、いろ

いろ手入れはしてきてるんでありますけども、やっぱり伐木齢のある、伐木齢に到達して

いる町有林もありますので、やっぱり有効に利用する方策を施策として立てていくべきだ

ろうなというふうに、率直にそういうふうに思っておりまして、多くの町有林、山に眠っ

ておりますので、何とかこう利用できる方法を、方策をこれからも推し進めていくべきだ

ろうなというふうな指摘を、指摘を受けております。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 町長の今の見解でね、できれば販売の方向にも力を入れていきたい

というふうに理解、受け止めていいんだろうというふうに思ってます。

そこで、少し教えていただければなというのは、今回の松前杉を有効活用しようと、資

源として使っていこうじゃないかと。中学校の問題をやっていくうちに、建材として有効

に活用する方法はあるんじゃないかっていうふうに説明を受けました。しかし、杉の材料

として活用してる年齢が樹齢が５０年が最高で、それ以上に年数が加算されると害虫とい

う形の中で、どうしても建設資材としては馴染まないんじゃないかということで、少し現

状について教えていただければなということで質問させていただきました。一つには中学

校が今回杉材を使う場合にね、どれぐらい伐採しようとしてるのか、本数が分かったら教

えてほしいなと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 川内谷議員から害虫によるご指摘がありました。確かにそのとおり

でございまして、町有林、長い年月、手を付けれなかった理由がまさしくここにあるわけ

でありまして、虫に食われている材が多いというふうなことが杉の有効利用をできないで

いたというふうな実態であります。しかし、この２、３年、町営住宅に町有林の杉を使っ

た集成材を使った、或いは役場の談話室に内壁みたいなものを杉材でやってるというふう

な実態もありまして、ある意味では杉を使える目途が立ってきているのかなというふうな、

今時期だと思います。幸いこの時期に松前中学校の改築がありまして、いろんな農林商工
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課、農林畜産課始め、関係各課と何としてもこの松前杉を学校の改築に有効に利用できな

いかというふうなことを、みんなの意見を出しながら、出し合いながら本日この松前中学

校の改築のスタートに立ってるというふうな状況であります。

本当に集成材として利用価値が確立できたと思いますので、今後も公共事業には多く杉

材を使っていけるような方向、或いは外の方にですね、町外の方にも松前にはこういう集

成材があるよっていうふうなことを情報発信していければなというふうに思います。これ

も簡単に、スムーズに行くとは思いません。いろんな障害あると思いますけども、まず山

を、眠ってる山を起こして、それを町内で使って、そして、できれば町外にもというふう

な発想で進めていきたいというふうに思います。

すみません、答弁漏れしました。

松前杉、中学校にいくら調達予定かというふうなご質問でございます。必要材積と致し

まして１千２５０立方メートルでございます。例えば歩留まり５０％なら何本とかってい

うふうにおさえてるんですけども、歩留まりが５０％であれば２千５００本程度。それか

ら歩留まりが６０％であれば２千１００本程度というふうに踏んでおりまして、現実的に

は歩留まりを６０％で見るのが妥当だろうというふうなことで、現在は２千１００本が必

要だろうというふうな判断をしているところでございます。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) それともう一つ聞きたかったのは、４０年から５０年ぐらい経った

ね、まあまあ伐採しなきゃならない、さっきの害虫の関係が出てくるって話があったんで

すけども、そういう調査とかってのはされてるんですか。だいたい、これくらいあります

よってのはわかるんですか。もしわかったら教えて下さい。

○議長(斉藤勝君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(川合貞之君) 町の材積でございますけれども、これは森林調査簿という

ようなものがございまして５ヶ年おきに１齢期と、こういうふうに数えるもんですから、

これが５ヶ年おきごとに調査ができるように、数字が出るようになっております。一般的

には何本というものの表現はしないで、何立方メートルということになるんでありますが、

今、おおよそ補助金が切れるというのは６０年を超えると道の、或いは国の補助が入らな

いことになっております。それで、その界隈にある材積でありますけれども、５５年から

５９年までの材積が２万４千４４０立方メートル。それから６０年を超えたものにつきま

しては６０年から６４年が９千３７５立方メートル。６５から６９までの間というのが５

３２立方メートル。７０年以上の材積が５千８５０立方メートルと。こういうような材積

の状況となります。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 本数的にはね、相当の量があるのかなってことがわかってきて、年

数的にも、もう早急に切り倒さなきゃなんないんだなという感じは今しましたんで、その

辺についてこれからの対策をお願いをしたいなというふうに思ってます。

２点目に町営住宅と教員住宅の活用方法の関係なんですね。僕ら、今まで知ってた町営

住宅、教員住宅も結構、先生の数が減ってるもんですからあるんじゃないかなっていうふ

うに思ってました。ただ、その古い住宅を民間の人達に、一部改修しながら一般住宅にし

てるっていうのは聞いてたんですけども、今後その解体して民間に払い下げるとかね、そ

れから昨日予算委員会の中で出てきた、その外国から来ている入居者に対して修理をして

貸してあげると。こういう議論がありましたけども、この町営住宅や教員住宅の現状とそ

の活用方法をどういうふうに考えられているのか、わかる範囲内で教えて下さい。
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○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町営住宅、教員住宅の活用方法であります。松前町の町営住宅につ

きましては、松前町公営住宅等長寿命化計画により、長期的な展望に立って建て替え、或

いは修繕等を実施してきております。平成２５年３月１日現在の町営住宅の利用状況につ

きましては、全体で３７２戸ありまして、その内４１戸が現在空き家となっております。

町営住宅の払い下げにつきましては、耐用年数未経過住宅における建設補助金返還や、建

て替えを計画している町営住宅の用地確保など関連する諸課題を充分に検討、考慮しなが

ら町民からの要望に応えられるよう、その売り払いについても検討していきたいというふ

うに思っています。

なお、現在町営住宅の払い下げの実績はないことご承知していただきたいというふうに

思います。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) あの今の説明だと、条件さえ整えば民間に払い下げることもありま

すっていう理解の仕方でいいんだろうというふうに思ってますね。まあ、買う人がいれば

っていう話だろうけども。そういうふうに、実は僕、たまたま今回聞かれたのは「川内谷

さん、あの白神の小学校の町営住宅、先生いねぐなったら売ってくれねえんだべが」って

話聞かされて、えっ、て思ったんですけども、そういうことがあれば恐らく地域の中でも

あるのかなってそんな感じがしてましたんで、そういう方法あるということでご理解、あ

の理解していきたいと思ってます。

次、今回廃校になります３校なんですね。で、その３校の以外にもね、聞くと清部小学

校や小島中学校の状況がそのままになってるっていう状況があるっていうふうに聞いてま

す。今回の３校については、先程の検討委員会の利活用の検討委員会の状況で、町長とし

ても判断するというふうに言われてますんでいいんだろうと思いますけども、僕が知って

るのは小島の中学校は採掘ですか、の保管庫に使ってるのかな。そういうの清部の方はど

ういう状態だとかってよくわかんないんだけども、そのままになってるというふうに理解

してますのでね。そういう、僕は一番最悪な活用の仕方だと思うんですね。確かにこれか

らも今、新しい３校についても備蓄に使おうとかさ、いろんなこといわれてるんですけど

も、やっぱり将来的には解体するもの、残すもの、それから別に使うもの等についてね、

やっぱり積極的にやっていかないと空き家同然みたいな形にもし置かれるということであ

ればね、僕は大変な状態になるんでないかと。また、それを管理していくことについても

大変な状況になるんじゃないかなって気がしまして、どうなんでしょうね。その廃校なり、

そういう問題について現状踏まえながらね、こういうふうに活用してみたいなってのがな

んかあったら教えて下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 統合に伴う廃校後の利用についてお尋ねがございました。既に廃校

となっている清部小学校につきましては、現在役場の書類などの置き場として、また地元

の保育所の倉庫として使用しているところでございます。今後は建物の中全体に整理整頓

の必要があります。また整理した中で地域の方々が必要であれば、いろんなご意見を聞き

ながら検討してまいりたいというふうに思っております。

また、小島中学校につきましても、現在埋蔵文化財、それから民俗資料の保管場所とし

て活用しておりますけども、建物の老朽化も甚だ著しいことから他の場所への移転を検討

せざるを得ない状況であるというふうに、将来は早い時期に解体しなきゃならない建物だ

ろうなというふうに認識してございます。
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白神と松前、館浜小学校の利活用につきましては、松前町学校施設利活用検討委員会か

ら検討の結果報告をいただいておりますけれども、まだまだ地域での考え方や方向性につ

いて決定されていない現状もありますので、引き続き地域の皆さんの意見を聞きながら、

どの方向に進むべきかという判断をせざるを得ない状況だというふうに思います。ただ、

館浜小学校につきましては、地域のある一定の方向性が示されてきておりますので、それ

につきましては地域の考え方を尊重するといいますか、そういう形でこれから再度細部に

渡っての検討をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) あの一応町有財産についてね、中身についてはこれからうちの方で

も調査をしていきたいというふうに、財産管理をやっていきたいと思うのでそういう方向

でやっていきたいなと。ただ、今回の３校については、それぞれ利活用で地域の声を聞い

てという形だけじゃなくて、やっぱり有効に活用する。それとやっぱり解体するのは解体

する、そういうメリハリをつけないとね。ただ目的がはっきりしてそれのために使います

よっていう形であればいいんだけど何とかそういう方向にならないように、地域が管理を

すると最も無責任になりますからね、その辺についてはご理解いただければなというふう

に思ってます。

最後にあの町有地、町の持ってる土地とかね、問題についてそれぞれこれからやっぱり

使うものはいいんだけども、将来的にね、やっぱり民間の人に要望があればね、貸す、払

い下げると。ただ僕も校舎でいろいろと話した時にね、一番問題になってくるのは収得価

格ってのがあるんですね。買った時の。その価格で売買するとなるとできない、なかなか

大変だというふうに思いますんでね。そういうことについては、やっぱり利用者と必要と

してる人との協議ってのはあり得るのかどうなのか、その１点だけお答えいただければあ

りがたいなと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町有地の売り払いの関係だと、利用の方法だと思います。町有地の

有効利用を図るために、公共用地として利用計画なくて遊休地となっている町有地を売り

払いするとともに、町の財源を確保するために土地などを計画的に売り払いはしていきた

いというふうに思っております。

また、貸付している土地もありますので機会あるごとにですね、買ってもらえるような

そのような売り払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

いと思います。ただ、現状はこう町有地、なかなか買う人がいない状況でありますので、

もし本当に有効利用できるものであれば、積極的に売り払いはしていきたいと思っており

ます。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 今日、やさしいまちづくりと、それから町の財産管理という２点に

ついて質問させていただきました。いずれにせよ、老人対策についてはこれから高齢化し

てくると、益々そういう厳しい環境になってくるだろうし、行政自身がね常にこう目配り

をしていってやっていただきたいなと。そうしないと結果としてそれがまた行政の方に返

ってくるということになるというふうに心配されますんで、ご理解いただければなという

ふうに思ってました。

それから、今回の財産管理の関係はね、まあ僕は監査委員から指摘をされるまでもなく

ね、やっぱり適正な運用をすべきだなと。ただ単に草ぼうぼうの状態にはねしないような

財産管理をしていただければなと。ただ、ここの部分については先程もいったように今回
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の議会に所管事務調査をお願いしてあります。担当する方には大変ご苦労かけますけど、

また１年間お付き合いお願いしたいなというふうに思って質問を終わります。

○議長(斉藤勝君) 次、１番福原英夫君。

○１番(福原英夫君) 前の２人、お二方の質問となるべく被さらないように、重複しない

ように質問をしていただき、いきたいと思います。

まず１問目について、「シルバー世代を活かしたまちづくりが急務」というふうなこと

で質問致しますけれども。やはりあの松前町の人口、この間いろいろ調べさせてもらいま

したら、やはり６０歳以上が５０．１％を超えたと。それと６５歳以上が３８．９、約３

９％。漁業協同組合員約４１７人の内６０歳以上は７２．６％ということございます。調

べてみまして、いろいろご助言いただいた中で、やはり今日お二方の議員も取り上げたよ

うに松前町の現状っていうのは厳しいなと。町長も答弁の中で現状を充分に認識している

もんだと、私は感じました。そんな中でやはりお年寄りの所得向上、これ以外ないなと。

これにターゲットを絞って松前町の再生、または現状にブレーキをかける、このことに積

極的に資本を投入したり人材を投入したり、要請したりしなければならないというふうに

考えたわけでございます。

なぜ、そういう方向性が出たかというと、お年寄りに働く場を設けるということは所得

が向上するということは暮らしが豊かになる。また、財政、歳入もそれに伴って安定して

くる。また、国保税、介護税、その他諸々の税もやはりこのことによって、基盤づくりの

要として少しずつ上昇するのではないかと。それと最も効果が大きいのは、所得上げるこ

とによって暮らしは豊かになる。そして、健康も豊かになるということです。これはこの

間、長寿№１の長野県でしょうか、男も女も長寿でございます。健康活動をしながら、そ

して所得、あすこ安定した町でございます。やはり連動していることだなと。一つ点で考

えるとなかなか進まないわけでございますけれども、総合して考えますとやはり松前町の

現状はここに突破口の足掛かりをつけるべきだなというふうに思っておりました。そんな

ことで町長の認識をまず、先に聞かしていただきたいなと。現状の。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) シルバー世帯を、シルバー世代を活かしたまちづくりが急務である

というふうな通告でございます。福原議員ご指摘のとおりだというふうに思っております。

高齢者の皆さんの経験、知恵、知識はまさしく町の財産だというふうに思っております。

このパワーを、先程も梶谷議員の一般質問にも申し上げさせてもらいましたけども、例え

ば団塊の世代、この人方のパワーを所得の向上や生きがいのあるまちづくりにどのように

利用できるのか。これは本当に大事な視点だというふうに思っております。

過去にもいろいろ様々な取り組みをされてきておりますけども、なかなかこう結果の出

ないのも事実であります。一歩でも前進させるために行政がどのような仕掛けが必要であ

るかと考えていきたいというふうに思っております。これから漁業、農業など様々な分野

で活用できる要素は多くあると思いますし、松前には素材や資源が多くあるというふうに

思っております。漁業にしてもそうであります。先程ホッケの蓄養のお話もされました。

いろいろ技術的に確立された部分もありますので、今後の推移を見ていきたいというふう

に考えております。いずれに致しましても、高齢者の知識、技術、経験は財産であるとい

うふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) よく松前町の状況を分析してみました。自分のでき得る限りの分析

でございますけども。行政側の気持ち、これでいいんではないかなと、この程度でいいだ
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ろうという気持ち。ここまでが行政の役割だという気持ち。それと町民の側、町民の気質、

継続性が不得手だとか計画的に物事を進めて研鑚する、そういう部分、気質。それと自己

中心的に物事を考えて、人がやることに対してはブレーキをかけたり、人がやることにつ

いて好ましく思ったり。ここのところが一番、松前町の大きい足枷だなというふうに思っ

ておりました。

それで、このことを考えていた時に、いやあ、したらこれじゃあ、これをどう解決しよ

うかと。どう解決する足掛かりを作ろうかなという時にふと思ったのが、先程梶谷議員の

おっしゃった「我が愛する緑の町、梅と栗でハワイへ行こう」という大分県大山、日本の

一村一品運動の町をやはり私も思い出しました。やはり、キャッチフレーズ、運動転開よ

りないんだというふうに思いました。それに意を強くした。それで、ネーミングはあまり

よくないですけれども「我が家の所得向上運動」ということで、我が家の一村一品、そう

いうようなことをしない限りはこの松前町の先程いった行政側の意識、町民側の気質、こ

れを打破できないなというふうに感じたわけでございます。町長、その点いかが捉えます

でしょうか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 働く高齢者の方に働く場所の提供することによって健康になれると

いうふうな発想、本当にそのとおりだというふうに思ってます。できるんであれば、その

ような環境を作っていきたいというふうに思っています。今、福原議員、我が町の、我が

家の所得向上運動、本当に大事なことだと思いますので、まさしくこれを町政にどのよう

な形で活かしていけるのかというふうなことは、前向きに検討していく部分だというふう

に思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) ありがとうございます。この運動に賛同していただければ、自分の

今日のシルバー世代については、ほぼ完了したわけでございますけれども、特にここの、

この点をおさえていただきたいのは作る人は町民でございます。次に売る人、売る先を確

保するのは、先程の言葉でここまでだよって意識ではなく、行政も団体もやはりスクラム

を組んで売り先を確保するという意識が大事でございます。

このことも町長に答弁をいただきたいと思います。作る人、売る人、この売る側、これ

をどういうふうに態勢づくり、システムづくりをするかということでございます。そこの

ところをまずお聞かせ下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町民は作る、そして行政を含めて売る、それは組織だろうというふ

うなご質問だと思います。もう一つあるような気します。買う人がいないと駄目だという

ふうに思います。ですから、まず町民が作った物を町民で、町民がまず買ってもらうとい

うことが先決だと思います。これは一村一品の本当の基本の部分だと思うんですが、町民

に作っていただいて、まず町民が買うんだと。そして、町民が買うシステムが確立された

ら、外に今度売っていくような組織づくりっていうのは必要になるだろうというふうに思

います。ですから、組織も必要ですし、買う人も作る人も、三者三様一つにならないとな

かなか進んでいかない状況だと思いますので、考え方は充分理解できますので検討して、

お互いに知恵を出していければなというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 今、いみじくも町長が買う人のことをいいましたけども、自分の頭

にはありました。何故かっていうと当然のことでございます。それで一番大事なのが作る
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人の意識をどう育てるか。そして作る人がお年寄りをターゲットにしてますから、この人

達に生きがいとして作るっていう行動を起こしてもらうような環境づくりをする。そして、

それが売れるんだという態勢づくりの環境をつくると。そして住民の、買う側のニーズ、

これに適切に対応するために、この真ん中の立場の人達がどれだけのモチベーションと情

報をキャッチングして、そして売るかっていうことが大きいんでないかなと思ってたもん

ですから、あえてそこんところは外しました。

それで次に、具体的には今、松前町のそれでは現状どうなのかなあと、こう自分は町を

走ったり歩いたり自転車で歩いたりするの大好きでございますんで、その中で見た中で、

無臭ニンニクを作っているお年寄り、また町の補助をいただいてアスパラに去年からでし

ょうか、一昨年からでしょうかチャレンジしている方、一棟ですけれども。それと花を栽

培して苗を売ったり花木を売ったりしている方、それとハーブを作って、自分の目の前で

通る人、歩いてそこを通る人達に売っている方、それとシイタケをやって充分に生産性を

上げている方。こう見ますと、農業っていうのはうちらの町では充分に態勢できる。それ

と、もう一人おりました、もう一方、自分の奥で奥さんと一緒にハウスをやりながら畑作

をやりながら地産地消で、そして日曜市でしょうか、あすこに出して売買してある程度の

生産性を上げている方。ですから、一つ一つの駒をみていきますと充分にその芽が育って

いる。それをいかに束ねるか、技術指導するかっていう段階のように感じます。

それと、この頃よくとりざた、まああの市町村と取り入れようとしてる薬草、甘草、ト

ウキ、センキュウ、約１千２百億円市場だということで、今、函館市、八雲でありいろん

な市町村が。そして、今この薬草が８割方中国で生産された物が中国からもう入ってこな

くなってきた、高いと。松前は松前藩があったものですから薬草というものについては、

ずいぶんその土壌があるんでないかなということで、畑が細切れだけれども土壌が荒らさ

れてない表土がまだまだ確保できる、温暖だということを考えてみればお年寄りがチャレ

ンジするものとしてはいいものだなと。

それと松前の漁業者、今年地域歩きましてびっくりしたのは、漁船漁業やっていた若者

達が今年はノリを採ってる。今まで、なんだやあんなもの、おらとらねえじゃっていうふ

うに笑っていた人達が、今年はノリ摘みに精を出している。この冬期間、大事な産業とな

ります。先日ある会合でこういう方がおりました。俺は４千枚シーズンうつんだと。４千

枚ということは、まあ２千円、４百丁ですけど２千円でも２千５百円でも百万単位のお金

にはなるわけでございます。そういう人もいました。ですから、松前町は海藻、組合員の

７２％は海藻でございます。７２％がお年寄りでございます、だから海藻にターゲットす

る。そしてそれをまとめて販売する。そういうシステムを作ってもらえないかなと。

それとウニの剥き身はやはり一番、ボイル型のパック詰めでも道の駅で売ってます。こ

れを天然物であり養殖、今、蓄養であり積極的に水産課が取り組んでおりますんでね、そ

ういうものを商品としてみんなが。それと松前の水産加工屋さん、約５０億といわれる、

６百人以上の従業員を抱えているこの人達が本格的にするのは６月です。ちょうどいい時

期なんです、海藻類と剥き身に。いかがでしょうか、ちょっと町長、ここまで。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ウニの剥き身の塩水パックのことだと思うんです。まあ、この軌道

に乗りつつあるというふうに思っております。アスパラにつきましても、私、何を隠そう

農林担当の時代に厚沢部から苗を持ってきました。そのアスパラも、まあ農家は増えてお

りませんけども、逆に減ってますけども、ある一定の技術も確立されてきてるなというふ

うに思っております。シイタケにつきましては２件の農家がございまして、農家というの
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が正しいんでしょうか、菌床栽培、本当にブランド化しているというふうに聞いておりま

すので安心しております。それから、ノリ等の海藻類の関係ですね、これにつきましても

ですね、水産課の方で私共の水産職員がコンブ、ワカメ、ノリ、それからヒジキ、採苗で

きる技術ありますので、これを町民の人に、高齢者の人にその辺の情報を提供しながらい

くらでも所得が上げれる、ようは遊んでいる時期がないように、年間通して働けるような

環境を私共の方でつくってやるのが今一番いいのかなっていうふうな、そんな思いで考え

ております。

いずれに致しましても、今、農漁村生活改善グループにおきましてもですね、イタドリ

のお茶をいろいろ試行錯誤しながらやっているようでございますけれども、何かこの頃聞

く話であれば技術的には確立されたというふうな話も聞きますので、状況をみたいなとい

うふうに思っております。松前には資源多くあるというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) ありがとうございます。いろいろこう、少し突っ込んだ、一歩前進

した意見をいっておりますが、質問しておりますけれども町長もそれに答えてありがとう

ございます。

あの特に漁師の人達に漁業者にとってこういうプラン、なかなか組合漁業従事者との意

見のまとめるのは至難の業かなと思いますけども、私はやはり漁場として海岸から１００

メーター沖だし、これをお年寄りに開放するというぐらいの施策をとらない限りは、若く

てエネルギーがあって漁船漁業をやっている人達に全てが、利権が踏襲されてしまう場面

をよく見聞きしております。そんなことから思い切ったそういうプランが導入できないか

なと。俗にいうもう一つは漁場の再編成なんです。今、松前の２３町内の中で松城、唐津、

上川もそうですけども漁師はおりません。漁業者がいないということです。それとある地

域は２人、３人、４人、そういう実態で浜、磯場をみると磯に漁業者は出ない、一般の町

民は漁場に入れない。そうしたら、ただ枯れてそのまま藻くずとなっていってしまうわけ

でございます。シルバー世代にターゲットを絞って生産性を上げるということであれば、

そこまでの大胆な踏み込み施策を講じなければならないのではないかなと思っておりまし

たんで、一言お願いします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 行政としてどこまで介入できるかわかりません。或いは例えば海岸

を高齢者に開放することにしましても、これから字界を、ようは漁場の再編成というふう

なことは、ようは字界をなくして海の海面を有効利用して所得を上げるということだと思

うんですが、これはあくまでも組合が主体になるものだろうというふうに思います。まあ、

考え方と致しましては、例えばある現状の地域みますと、ガラス箱かぶってアワビ、ウニ

採れる漁業者が少なくなってきている。ようは地域では若い人が少ないもんですからそう

いう状況がありますので、これはあくまでも組合であります。

私個人としましては、将来的には密漁の監視しながら、みんなで密漁の監視しながら共

同採捕、共同行使っていうんですか、そっちの方向に私個人とすればいくべきだろうと。

そこの中には高齢者の方も参画して、配当をもらうというふうなことも一つでありましょ

うし、それと今、奇しくも福原議員申しましたけども字界を、今現状静浦の人は静浦の海

域しか採れないっていうふうな状況があります。例えば隣の海域にはコンブいっぱいある

んですよ、だけどコンブ採る人がいない。だけどそのコンブを許せれば採る人に採らせた

方が町の資源としては残るわけですから。そんな思いで字界につきましてもこれは組合の

考え方だと思いますよ。漁業者が自ら決めることでありまして、行政としてまあ意見は言
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えると思いますけど提案もできると思うんですが、ただこれはあくまでも組合の組織の考

え方でありますから、いろんな手段はあると思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) ここで、字界と漁場の関係は突っ込んで話をすると止まりませんの

でこの程度にしますけども、そういう時代に入ってしまったということなんです。漁業者

が、もう６０歳以上が７２％以上の時代に入ってしまった。後継者がいない、投資ができ

ないという時代に入ったから、やはりここのところはもう一度考える時間が必要かなと思

います。充分に年数かけて検討いただきたいと思います。

次に「公営住宅の整備と今後の課題を問う！」ということで、何故公営住宅かなという

と、まあいろいろ前の議員もお話しましたけども空き家が多い、公営住宅も教員住宅も。

それじゃあ、これはどうしようかという考えた時に補助事業のための適正化法、適化法が

あるよと。しかし、松前町では保育所２つを民間に払い下げたという実績がございました。

そんなことからこの適化法を省庁にこういうことで使いたいよというと、やはり補助金は

一部返還はあるかもしれないですけれども、認めてもらえる可能性はあるかなと思って、

それで駄目であれば松前町の特区をつくられたらいいんでないかなと、申請したらいいん

でないかなと、そういう思いでまずは空き家について、どう活用するかということをもう

一度お考えがあればお聞かせ下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員、ご承知のとおり、ご承知と思いますけども、今適化法のお話

されてました。町営住宅につきましては、現在、松前町公営住宅等長期長寿命化計画によ

りまして長期的な展望に立って、建て替え、修繕などを実施しておりますが約３７０戸の

町営住宅を管理する上で、まだまだ修繕を要する町営住宅が存在することも充分知ってお

ります、承知しております。今後も現状を充分に把握しながら、計画的な修繕を、リフォ

ームをしていきたいというふうに思ってます。

今、特区のお話がございました。特区、いろいろ条件があると思うんですが、住宅のニ

ーズが多ければ特区というふうな話も出てくるんでしょうけども、今の現状、松前町の住

宅事情からいくと、なかなか特区で進めるという状況にはなってないというふうに思って

おります。いずれに致しましても有る住宅、空き家の住宅を利用することは必要だと思っ

てます。これからいろいろな検討の余地があるだろうなと、いうふうに思ってます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 狙いだとかいろんなことについては後段で質問しますけれども。そ

れと現在居住している人達の修繕が、今、約毎年６百万ほど修繕料かかえておりますけど

も、そのニーズになかなか応えることはできないんでないかなっていうふうに思います。

それで、自分のいつも思っている考え方の一つに１００％補助ということは、自治を運

営する中ではしてはいけないんでないかなという戒めがあるんです。１００％補助、今回

街灯、去年辺りから街灯が１００％。やはり自治を運営する中では受益者負担があり、補

助があり、国の補助なり制度なりと。やはりこの役割分担を崩していくと、一自治体の中

では、全て町民が一番喜ぶのは１００％補助でございます。対応できないし、耐えきれな

いわけでございます。それで、やはり直してほしいよという人達がおりますけど直せない

よ、ここは優先順位だよっていうことをどう解決しようかなって時にやはり私は受益者負

担を求めながら、それは例えば４０万円を上限に町が６０％補助をする、そうして内需を

拡大するということなんです。この空き家の住宅もそうなんですけども、内需を拡大する

と。どうすれば内需が拡大できるかというのが副産物に自分はあったもんですから、やは
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りできないできないだけではなく、人間が一生涯そこで終わる人もいる、途中で変わるか

もしれない、そこの暮らしの住みやすさですね。そこのところをするには町が公営住宅修

繕を１００％やるっていう原則論あるでしょうけれど、そこのところは変えなければなら

ないんでないかなっていう気持ちがあったもんですから、この点はいかがでしょうか。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午後 ２時０６分)

(再開 午後 ２時２１分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 町営住宅の修繕につきましてご質問いただきました。議員ご承知の

とおり、やっぱりこう町営住宅、住宅家賃をいただいております。そういう現状から致し

ましても、基本となる構造部分の修繕は入居者に瑕疵がない場合には、管理者が行うとい

うふうなことになってますし、消耗品的な部分は入居者が負担するというふうな決まりも

ある中で運営してきているところでございます。また、介護用の設備などにつきましては、

これは特殊な事情があるというふうなことで内部の改装を必要とする場合には、管理者で

ある町長が許可をしているということもありますし、退去時には、その際には退去時に現

状復旧するよう指導しているところでございます。

今後においても、入居者に負担をかけないような維持管理をしてまいりたいというふう

に思います。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 入居者に負担をかけないということをいわれたので、期待したいと

思います。

その次に、新築住宅のことなんですけども。２５年度から松前中学校は３ヶ年で給食セ

ンターと。それと新しい公共事業、新規事業も目白押しになってくるもんですから、一回

休んでもいいんでないかなと。その考え方、やはり松中、そこにほとんどの大工さんだと

か設備、建設業の皆さん方が関わるんで、なかなかそれに手当てできないんでないかなと。

その間に、また新規の計画をもられたらいいんでないかなという気持ちがあったものです

から。

それで、もう一つは２４年度に建てた新築住宅、起債償還３年据え置き、２０年で約１

億１千万償還するわけでございますね、やはりあの起債のことをいつもこう執行方針の中

でも、町長の執行方針についても質問したわけでございますけれども、起債が膨張すると

いうことが一番アレルギーとして自分が持ってます。それで、これに替わることをこの果

実を大事にして住宅整備をしていったらいいんでないかなということで、それで前に戻っ

たのが空き家対策でございました。

そして、空き家対策をするということは、ＩターンでありＵターン、定住人口であり交

流人口、ここの中でまずＵターンの人達、出稼ぎをしたり家族で松前を出た人達、しかし

最後の終の棲家は松前でというふうな時に、もう自分が今まで居た所はないわけでござい

ます。そんな時に低使用料、低い使用料での住宅を提供できたら喜ぶなと。それとＩター

ンして人材として松前で活用する、町興しの起爆剤として彼らに活躍してもらう。そうい

うふうな中で、１人、２人、３人平屋の住めるこの居住空間というのはもの凄く便利なん

です。２、３人の住む中では使い勝手が良いっていうことなんです。それで、私はそんな
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ことを考えるとこの新築住宅っていうのはその年、年間６００万ちょいの起債償還額だそ

うでございますけれども、そのことよりもこの空き家対策の方に回してＩターンＵターン、

それと福祉目的で、やはり新しい町の整備をしなければならないんでないかなと思ったん

です、集中型の。やはり地域でいて一人でいて、介護のためのお手伝いもいないで大変だ

なと。それが集中したエリアの中にあればいいなと。そしていろんな意味で便利だなと。

そして消費も拡大できるなと。俗にいうお店屋さんがないということです。そんなことで

私はどうかなと。

それと、先日２４年の１１月１０日にこんな新聞の切り抜きがありました。北海道住宅

公社が１９５０年から７０年代に建設した住宅、三角屋根住宅、松前にもありました、ブ

ロック住宅です。これは、冬は暖かく夏は涼しいということで新しく見直しが入ったわけ

です。これは３千５百戸あるそうです、札幌で。それでこの活用どうするかということで

今検討してるそうです。そんなことで新築住宅、それと現在入っている人達の住宅、それ

と空き家。そこをこう連動して考えた時に、やはりそういう大事な果実っていうのはこっ

ちに回した方がいいんでないかなと。百万かそこらぐらいでできるようなお便所、床、風

呂、台所、壁は塗装で今流行ってますんでね、そういう考え方もいいんでないかなという

ことで思ったもんですから提案しました。

それで、やはり大事な資源でございます、ここも。やはり無碍に解体して作る、新築す

るというサイクルも大事でしょうけれども、ここのところも大事ですよね。こっちも大事

ですけれども、こっちも大事でないかなという考え方があったもんですからいかがでしょ

う。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 空き家、現在空いている住宅をリフォームして定住人口、或いは交

流人口、ＩターンＵターンに利用するということにつきましては、質問者と同じ考えでお

ります。ただ、今、町営住宅の新規事業の抑制をというふうな質問であります。現状の町

営住宅につきましては、平成、じゃなくて昭和４０年から５０年代頃に集中的に建築され

たものが多くなっておりまして、このような住宅を今、町民から求められている居住環境

っていうのは全然、今は違うんですね。例えばオール電化であったりですね、そういうふ

うな状況もありますし、面積や今、町民の人方が求めている面積、設備も大きな今の現存

の住宅とは大きな乖離があるというふうに考えております。従って今後も松前町、今の持

ってる長期長寿命化計画に基づきまして、今の町民のニーズにあった住宅の建設っていう

のは、長期的な展望に立って適正な戸数を建築していきたいというふうに思います。

いずれに致しましても、今ある現状の住宅をリフォームして交流人口、或いは定住人口

に向けて利用することについては同じ考えであります。ただ、新築、今の現存する、現存

の住宅を町民のニーズがだいぶ乖離されている状況もありますので、あくまでも新築は計

画的に長期天望に立ってやっていきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 意見を同じくする部分がございましたので、そこのところはこれか

らもどんどん進めていただいて、えずいところについては、やはりあの充分に検討してい

ただきたいということで、そこは留めておきたいなと。

それで、空き家、教員住宅の空き家、先程、前の議員も質問しました。約４１戸あるわ

けでございます。やはりあのまだ増えてくるでしょう。それで、この空き家を私も暴言と

とられてもいいんですけれども、すごくいい住宅なんですよ、本当に。それで平米数もい

いんですよ。それで私は買ってもらってもいいんですけど、それを買うのは、これも定住
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人口のことなんですけども安く売買するなり、はっきり言うと無料でいいんでないかなと

いう気持ちもあるんです。そして、ここで大事なところは内需を拡大したいんもんですか

ら、喚起したいもんですからリフォームの業者、リフォームの業者は松前の業者。それを

枠組みとしてはめてもらいたい、やる場合に。そして松前のいいところ、朝、白神から昇

ってくる朝日が、原口から見る夕日、これはまた絶景です。バード・ウオッチングであり

花見であり山菜であり、畑は空いてるし、いえば貸してくれるし、それと海岸沿いではフ

ライフィッシングができる。素晴らしい魅力ばっかりありますんでね。そんな意味では可

能性はないともいえないなということで思ってました。その考えを聞いて次に移ります。

○議長(斉藤勝君) 教育長。

○教育長(森定勝廣君) 今の教員住宅のお話がありましたので、私の方からお答えをさせ

ていただきたいと思います。

議員ご指摘のとおり、現在教育委員会で管理しております住宅は、管理職公宅も含めて

全体で８０戸ありまして、その内４１戸が空き公宅になっております。これも相当建設か

ら経過を年数経過をしてかなり傷みが、或いはその老朽化が進んできている住宅もありま

して、４１戸の空き公宅の内３９戸については水道、それから電気設備、それについては

既に撤去をしておりまして、現在いわゆるその住宅として供用可能な空き公宅は２戸って

いうふうにおさえています。これご承知のとおりなんですけれども、教員住宅っていうの

は行政財産でありまして、特定の目的のために供する財産という形に位置付けられており

まして、基本的には教員住宅のままで貸付をしたり、或いは売買をするということはでき

ないわけです。ただ、これまでもいろんな地域の方々からご要望いただいて、そして、教

員住宅としての将来的な使用見込み、利用見込みを勘案する中で可能な部分については、

教育委員会から町長部局の方に所管替えをして、行政財産から普通財産に移し替えるって

ことなんですけども、そういう手続きをとった上で貸付等々の対応をしているところでご

ざいます。

ですから、これからもそういったお話があればですね、教員住宅としての将来活用の部

分と、それから町民の方々、地域の方々のニーズを充分勘案しながら町長部局の方と協議

させていただいて、そして、せっかくの資源ですから有効利用図られるように努めていき

たいと考えております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 教育長に答弁を求めて申し訳ございませんでした。

まああの、いずい部分もありますでしょうけども、できれば前向きに検討していただい

て有効活用図っていただければなと思います。

最後の３問目ですけれども、この３問目が私の今回のメインでございました。何故かと

いいますと、一つ目は点です。二つ目の公営住宅についても施策としては１点に留まるわ

けでございます。しかし、松前町には総合計画、１０ヶ年計画がございますけれども、こ

う役場の中を見回した時に各領域課、領域ごと、各課ごとの振興計画がないんでないかな

というふうに思ったわけでございます。

それで、なぜそういうことのテーマになったかというと、町内の３地区は俗にいう定義

付けされていますので限界集落、６５歳以上の限界集落です。その次に間もなく限界集落

となるのが５地区出します。４０％の前半、前段の限界集落が６地区あります。ですから、

一つ目の高齢者のシルバー世代に対する施策もそうですけども最後ここにきたわけです、

調べていくと。こういうふうに限界集落が多くなってくると、各町内の自治が運営できな

くなってくるなあというふうなことで、それじゃあうちらの町ではどうすればどうなるの



- 149 -

かなと考えた時に、まず一つは振興計画がないんでないかなと。振興計画っていうのは健

康推進課であれば健康推進課としてのプラン、総合計画に基づいたプラン、具体的な、総

合計画１０年です。しかし、１０年の中で常に３年でも４年でもいいから推進計画では入

れ替えたり修正したりしながら、時代にあったような推進計画を構築されていくわけです。

それがないと、より具体的に行政運営を効率的に継続的に計画的にはできないんでないか

なということに至ったんです。

それでもう一ついわせていただきますと、もし今コンブをやりたいと、アスパラのハウ

スをやりたいという時に、担当課にきてこれやりたいんだけどどんだべと、いや、お金が

予算化してないから、ちょっと検討させてくれよっていうことなんで今まで終わってるは

ずです。そうでなく、松前町の新規就業者、着業者、そういった新たに投資する場合はど

うかっていうことがそのマスタープランで作られてるわけです。ですから、その都度その

都度場当たり的に担当者が判断するのではなく、その推進計画に則ってて一担当、私が主

事であってでもいいし、主任であっても、その一担当が対応できるようにするということ

です。これができないものですから能力のある、意識のある課長であり主査であり、主幹

であり主任であり主事がいた場合には、スムーズに物事が進むんですけれども、進まない

んです。これが松前町の今一番大きいネックかなと。

それで、余所の町村ではやってないはずです。全道でもないはずです。ですから、松前

プランを作る気ないかなと、推進計画。ただし、大変なはずです。日常普段の仕事をやっ

てて大変です。そして、その推進計画を作るっていうことも大変なんですけども、一度作

ってしまうとあと常に計画を作れますんでね。せっかく新生、松前の新しい町長がなった

もんですからね、職員以下汗水足らしてやる気持ちがないかな、検討する気構えがないか

なということで、まず１回目聞かして下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前町の総合計画につきましては、議員ご承知のとおり平成２０年

から２９年までの１０ヶ年の計画を策定しておりまして、事業の執行を着実に現在進めて

いってきているところでございます。

今回の総合計画の前期、今回も総合計画の前期最終年でありまして、後期の計画につき

まして現在策定作業を進めているところでございます。現在、国の大型補正等で事務作業

が遅れておりますけれども、後期５ヶ年の実施計画につきましては３月、今月を目途に策

定し、議員の皆さんにお示しできるようにしたいというふうに考えてございます。

ご承知のとおり、総合計画も町民憲章を柱に２１の基本計画を立てながら、基本計画ご

とに実施計画を策定しております。これも各課から今後５年間の計画を挙げていただき、

重点事業ヒヤリングなどを実施しながら、最終的に町長の判断で後期計画に向けた策定事

務を進めてきているところでございます。

今、議員の方から各課ごとの推進計画とのお話がございました。これは、現状に満足せ

ずに新たな視点に立った計画の策定のことだというふうに思います。これは大事なことだ

というふうに思いますけれども、ご理解、ご指摘も理解できるんでありますけれども、ま

ず各課でいろんな計画、推進計画作りましても最終的にはですね、財政的な財源を考えな

ければ計画っていうのは成り立たないような気がしておりますので、実施計画にリンクす

る形での財政推計を立てながら、財政運営に支障を起こさないように努めてまいりたいと

いうふうに考えております。いずれに致しましても、今の総合計画につきましては、各課

の考え方を充分に考慮した中に財政推計を見定めて策定しているものでありますので、理

解していただきたいと思います。
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このようなことから、現状、各課からの各課ごとの振興計画につきましては、今は考え

ていないところであります。いずれに致しましてもスピード感を持ちながら、議員心配し

ているような部分もありますので、スピード感を持ちながら柔軟、且つ計画的に対応でき

るように心掛けていきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) これもなかなか答弁する側としては、厳しいテーマかなと思います

けれども、やはりあの基盤づくりのためには、それと、職員がもっと研ぎ澄まされた感覚

で、そして、現状をもっと見極めて松前町の将来はこうあるべきだという、大きなアドバ

ルーンを各課担当者が用いなければならないという、その理念に基づいてます。ですから、

林業であり水産であり病院であり水道であり、全てがそういう意識の中で行政部分の舵取

りをしていただかなければ、ブレーキも発展もあり得ないというふうに思うものですから、

いずいでしょうけども、何らかの場面で検討していただきたいなと。

次に、やはりあのこの振興計画が厳しいのであれば、私はスタッフ会議をしていただき

たいなと思ってたんです。課長会議、主幹会議、主査会議、主任以下会議、これでお互い

の横軸をとってもらいたいんです。そして、課題を持ち寄ってどうするか。当番は輪番制

です。そういうことができ得ないものかなと思っておりました。お聞かせ下さい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 職員内部でいろんなプロジェクトチームを作るようなご指摘であり

ます。充分理解できるんであります。私も大きい大型の事業につきましては、いろんな各

分野の職員の意見を聞きながら見落としのないように施策を立案していきたいというふう

に思っておりますので、その必要性は充分理解できます。しかし、現状の職員体制、今日

梶谷議員からも職員の数の話もありました。これ以上削る、職員の数を減らすということ

には私はならないと思ってますので、その状況を考えた中では議員ご指摘のそのようなス

タッフ会議必要でしょうけども、なかなかその時間がとれない状況にもあることを理解し

ていただきたいと思います。

まあ基本的に大きな事業、町の将来を変えるような大きな事業につきましては、全スタ

ッフ、職員の能力を借りながら、職員の人材育成も大事でしょうけども、そのような考え

方で政策の立案、実現に向けてまいりたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) このスタッフ会議についても、きっともって推進、振興計画厳しい

んだろうということで二の手として準備したわけですけれども、やはりプロジェクトを作

ってやるのでなく日常普段の会議だということなんです。１ヶ月にいっぺんでいいんでな

いでしょうか、２ヶ月にいっぺん横軸縦軸の人達が集まって会議、検討する。そして、仲

間づくりをしてプランをいろいろ熟知してますから、お互いいろんなところ歩いてますか

らそんな意味でも、そしてなんかで今、困ってるけども、この時におい、なんかいい知恵

ないかよと、案ないかよというふうな会議でございますんで、まあ充分検討して下さい。

その次、最後なんですけども、どうしても、これ今後の予想として歳入の確保っていう

のはなかなか厳しいなあと、今、病院もああいうふうに交付税入ってきて黒字、赤字経営

の補填が国の方で認めていただいてますんでね、充分にそれは黒字という形で動いてます

けども、この交付税が減らされることによって大変な時代が来るなというふうに思ってま

した。それで、私は特に国保であり、繰入金、それと事業会計の補助金、この蛇口をどう

閉めるかよりないんでないかなと。生産性が上げるためにシルバー世代のことをこう質問

したわけですけども、なかなか進まない。それと人を入れるために、人をきり人材を入れ
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るために住宅のことを質問しましたけども、なかなか起動しないような検討段階でござい

ますんで、やはりここの蛇口をどう閉めるかよりないと思ってました。

それで、国保の担当者が去年からジェネリックですか、薬の後発医療、これに今取り組

んでます。それで、この一つを取り上げるだけでも担当者は大変でなかったかなと思って、

事務を進めるのに。何故大変かというと薬剤師さん、薬局さん等々。それと町内以外の病

院さんの薬剤師さん等々との協議。一つを生み出す、一つを改革するのにこれだけ汗水足

らさなければならないのかなと思う、この努力がないとこの繰入金であり補助金が蛇口が

小さくならないわけです。それで、ここのところをもう一回検討して、蛇口をどうすれば

閉めることができて歳出を軽減して歳入を上げれるか。俗に負担を少なくして歳入を基金

に繰り入れたり、そして別な事業にこう転用する、使う。そのことを考える気持ちはござ

いませんかということなんです。町長、お願いします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) まずスタッフでのこう総合計画の考え方でありますけども、どっち

にしてもテーマを決めなければスタッフ会議は成り立たないんでありますので、ですから

テーマが決まれば、それは私の考え方で職員の考えを聞くこともありますので、その部分

はそういうふうにご理解していただきたいと思います。

それからジェネリックの関係であります。これは国保の運営協議会の中でもいろいろ議

論されているところであります。一方では町立病院があります。町立病院は医薬分業で薬

の方は外注しておりますけれどもその辺のいろんな影響、兼ね合いが出てきますので、そ

の扱いにつきましては国保サイドの考え方、また違うサイドの考え方あると思いますので、

慎重に考えていきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) はっきりいってスタッフ会議、一つ目のスタッフ会議については町

長の配慮必要ないということ、まず申し伝えておきます。担当者が必要性に応じて月１回

課題を決めてやっていただくということでございます。

それと、ジェネリックについては、もう既にＰＲをしておりますし、運用しております

ので、このことには私は敬意を表してます。国保運協で提案されたことが担当者が汗水足

らして頑張っているということに対しては、やはり一委員としては嬉しい限りでございま

す。

そんなことで最後になりますけども、町長にはもう一回方向性を定めて、そして松前の

あるべき姿、２５年度、２年目が始まります。３年目、４年目入っていきます。１年１年

充実の年であるように頑張っていただきたい。その気構えをお聞かせいただいて私の質問

を終わります。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご質問いろいろいただきました。執行方針にも書いております。松

前ならではの松前っていうんですか。そのあるべき松前を目指しまして一生懸命頑張って

いきたいと思います。今年度の予算、無事に通していただければ、初めて私の予算が船出

するような状況であります。そんなことで一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうご

ざいました。

○議長(斉藤勝君) 次、２番近江武君。

○２番(近江武君) 私が一番最後になりましたけれども伺いたいと思います。

町長の町政執行の決意を聞きまして、２５年の予算の中に公約であります中学生までの

医療の無料化、或いはインフルエンザ予防接種の無料化、公約に入っております。また、
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松前中学校の改築、北鷗碑林の増築など、限られた予算の中でいかにバランスを保つかの

配慮に大変ご苦労した様がうかがい知ることができます。

若い世代に希望を与え、活力ある松前町。これは町長の政治理念だろうと思います。先

般松前高校の同窓会より、卒業生７０人に講話をしてもらいたいという依頼がありました。

私も何分初めてのことでいろいろと悩みましたが、これまで私が仕事をして培った松前町

の漁業の歴史と経過と現実についてお話をしようかなということで、今まで嬉しい時、大

漁して嬉しかったな、新造入ってきて、漁港に入ってきて賑わった頃の思い出、その一つ

一つの中に謳った歌が、だいたい２百首ぐらいあるんですね。それを読み返してみました。

子ども達がやっぱり終えて、講話を終えて子供達の表情を見て、この子ども達がほとんど

松前町を離れると知らされまして、町に残りたくても残すことのない、できない現実を知

らされました。私共が松前高校を卒業した時は、郷土に残るんだと。夢を持って松前町の

役場に７名、民間の企業に４、５名、漁業協同組合に２名と。それを思うと幸せだったな

というように感じました。

毎年のように若者が松前町を離れ、少子高齢化が進む中、松前町の基盤産業である漁業

においてはかつてない激しい状況にあります。町長の執行方針を得て、６人の先輩の議員

が立たれて水産振興について質問されております。また、今日の一般質問においても３人

の方が、４人の方ですね。４人の方が松前町の水産について質問されております。皆さん

が松前町の水産について、共通な危機感を持っている表れだろうなと思います。私もそれ

を踏まえて今日の一般質問に至ったわけであります。

松前町再生のために大胆、且つ画期的な漁業振興策は何か。大胆、画期的、大変抽象で

しかも難しい通告であったろうなと思っております。町長に大変失礼なことをしたなあと

感じておるところであります。一方、私の所属している総務経済常任委員会で水産をテー

マにしておりましたので、もう少し闊達な議論を展開しておくべきだったな、だったなあ

という反省をしております。そこで漁業関係の仕事を天職としていた私ですので、常々こ

うだったらいいなあという私見を述べて、併せて町長の漁業振興策についての考えをお尋

ねするわけでございます。

私は以前から各地域で、各地域の漁業者の方と意見の交換をする機会があったらなあと

思っておりました。先日、一部の漁業者の方との意見の交換をする機会がありまして、出

席を致しました。漁協の体制のこと、これからの漁業への取り組み方、町への要望といろ

んな意見が出ました。ただ、私が感じたのは旧態依然と変わらぬ漁業者の感覚なり、いわ

ば現体制におけるガス抜きの感さえだったなあと感じております。しかしながら、それは

それで、一応漁業者の皆さんの意見を聞くということでは意義があったのかなという思い

です。

広く会議を興し、万機公論に決します、決しべす。これは私が大好きな言葉なんです。

明治憲法の序論にあると思いますけども。松前町の漁業の再生のためにはどうしたらいい

のか。私は、第１に漁業再生のためのプロジェクトチームを作るべきではないのかなと思

います。松前町の漁業は再生できるのか。そのチームスタッフとして漁業者の方々、道の

方々、もちろん一般の方々、そして水産系統団体におけるいわば今、松前さくら組合が置

かれている立場の中では、経営対策協議会のメンバー、そして、学問的に松前町の漁業の

在り方を推進できるような北海道水産学部の研究者達を踏まえた様々な意見を集約して、

そして水産行政に反映できる、そういうようなチームを作るべきではないのかなあという

ような、に思います。

初めて議員になりまして議員室に来ましたら、林活議員どうのこうのってありました。
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私が一番先に感じたのはね、松前町、水産主体の町なのに、どうして水産活動議員集団っ

ていうものがないのかなと。それによって、やっぱり水産の政策を町長にどしどし提案す

るような仕組みを、議会として提案するような仕組みもやっぱり必要でないのかなという

ように感じました。それと常に町内の方々と、或いは漁師の方々とコンセプトを取りなが

ら、例えばこれからの松前町の漁業の在り方についてのフォーラムなり、ディスカッショ

ンなり、町あげてのそういうような機会を開催するべきだと、と考えます。

次に第２には、ここ数年の漁業生産の推移を見るにあたり、ありきたりな振興策では現

状を打破することはできないと強く感じております。かつて私は松前町議会選挙の立候補

した時に、宗谷管内の猿払村の漁業振興策について申し上げました。村内予算の多額を投

じてホタテの稚貝の海中放流ということに取り組みました。今では全道一安定した生産を

誇り、多くの若い後継者で賑わっております。村では、４０年過ぎた今でもその時の感謝

の気持ちを忘れることなく、全村民はもとより道各系統機関に感謝の気持ちでホタテを送

っております。

町長、時として大胆な政策も必要であるという思いで、します。現在はバイオの研究技

術が進み、岡山大学の水産部では、川の水に海水と同じ成分を入れたマグロの蓄養の試験

研究をしております。また、津波に被災した畑では、大規模なハウスの中で水耕による野

菜栽培が行われております。また、先年、西部４地区、４地区の議員研修に視察したおり、

当麻町においては、補助金を使い４億円をかけて自動空調、殺菌設備の整った農業ハウス

での農業用の野菜の苗などを生産して、高齢化した農業者への供給も行っておるわけです。

松前町の現況について、例えばナマコの栽培についての話をいろいろと質問なりして聞

いていますというと、ナマコの生態が充分でないんだと、価格の動向が不安定だと、リス

クが伴ってとても本格的な事業までにはいかないんだといわれております。しかも試験研

究やりますよといってですね、松前の親のナマコを持っていって、奥尻に持っていって稚

貝を採る。たった１０万個の稚貝より採れないんですね。その１０万個を１年間に各２地

区の浜に試験栽培すると。そしたら松前地区の１２、１３のある浜ではですね、今の計算

からいくと６年かかるんです。この６年の経過というのは私は大変だと思いますよ。何故

かというと、今までヒラメの養殖、ホタテの養殖、盛んに行われています。後発で始めた

事業者程経済的にかなり窮屈な思いをして、投資した金額まで償還できなくて廃業してい

る方がかなりあります。そういう面を考えるならば、私はね、かなり大きな決断をするべ

きだと思っております。思い切った町長の施策を期待します。私は調整資金使ってもいい

と思うんです。思い切ったことをやりなさいよ。

次に、第３に漁業後継者対策について述べたいなと思います。

漁船漁業を営んでいる多くの方に、大きな課題を抱えております。それは、漁船の老朽

化により漁船経営が維持できない程の状況になってきております。一度機関の故障、或い

は損傷事故があった場合、代替の資産の取得ができないためにやむなく廃業するケースが

特に目立ってきておるわけであります。かといって漁船の購入、機関の購入を求めたくと

も漁協の信用事業の廃止に伴い、系統機関における融資基準の問題があり、思い通りの代

替資産の取得はなっておりません。先般利子補給について内容お伺いしましたけども、あ

れはまだ１９年の前のやつも入っております。ここ６年間の傾向を見ますというと、何人

もの人が融資を受けられないんですよ。若い後継者の多くが漁船漁業を維持したくてもで

きない状況になりつつあるんです。その辺の対策についても、本来ならば漁業協同組合が

するべきところですけども、そういう対策についても根本的な考え方を模索する必要があ

るというふうに感じます。
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そして、若い漁業後継者に仮に漁業に従事したいんだということがあったならば、やは

りそれなりのなんか助けるような施策、基金などを作ってね、磯舟の漁船の一部でも購入

するための基金なりを作って、そういうような施策も必要ではないのかなと思います。

第４に先程の議員も質問ありました。字界の問題があって、いろんな問題があります。

地域活性化を目指した漁業の振興について述べたいなと思っております。

漁業に着業するためには、漁業許可の問題を抜きにして語ることはできません。大臣許

可、知事許可、大臣承認、知事承認、その他にも地先の漁業権、いろいろな制約があるた

め組合員の以外の方は着業できないんです。着業するとしたならば、一本釣りの自由漁業

よりないんです。若しくは組合の今の負担金制度の減額をして、准組合員に今確か５万円

だと思いますね、出資金が。その減額をさせて准組合員になる方には例えば１万だと、５

千円だとか、そういうような組合自体の考え方を改めるよりないんです。

各地域では、現在高齢のために出稼ぎに出れない元漁業に従事した方が溢れています。

そのような方の労働力を活用でき、地域の活性化に繋がる取り組みも考える必要があろう

というふうに思います。地域においては、組合員の数が減少して生産額が落ち込み、経済

的にも暗い影を落としております。いわばこのままいくと限界集落になっちゃうんです。

町内の行事さえできない状況になります。地域の漁業の活性化に、ひいては地域の活性化

を図るためにも、地域にいる方々の活用をしなければならないと思います。松前町の水産

課の振興策の施策は、漁業協同組合オンリーの展開をしてまいりましたが、地域的な漁業

をも考えた施策への必要もあろうと思います。

では、どうしたら地域の漁業を残すためにはどうしたらいいのかと、先程もいいました

ようになかなか許可の問題がありまして、いろんな難しい問題があります。だけども、や

ってやれないことはないと思うんですね。それはなぜかというと、地域に根差した生産組

合という態勢を作り、地域の住民が生産活動に参画できる、そういうような態勢が理想で

はないのかなと思います。協同漁業組合の占有権である共同漁業権の行使できる地域の組

合員が中心となって、組織した生産組合を通して、活かせるシステムの構築こそが地域の

産業の活性化、漁業の活性化の道なのかなというふうに思っております。

これは、極論といわれれば極論であり、なに近江、妄想でしゃべってんだと、との批判

も甘んじて受けながら考えておるわけであります。

最後に町民は、漁業生産基盤の整備と水産物の付加価値向上を第一重点政策に掲げた、

大多数の漁業者から圧倒的な支持を得られております。その点、その反面、期待も大きい

ものと思います。町長にかけるそういう考え方がかなりあると思うんですね。町長は、松

前町の基盤産業である松前町の漁業再生のために失敗を恐れず、今の内に、まだ１年２年

目なんですから、経験の浅いということは魅力があるんです。若いっていうのは魅力があ

るんです。永年やって範囲が見えてきたらできなくなっちゃうんです。先もいいましたよ

うに調整資金の２億、私は投じてもいいと思うんです。失敗を恐れず、画期的な、松前町

がよみがえる水産振興について節に希望して質問を終わりたいと思います。

先程いいましたように、時間がないもんですから読み上げましたけども、一つずつ町長

のお考えを聞かせていただきたいと思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午後 ３時１９分)

(再開 午後 ３時３６分)
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○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員から大きな声での質問がありました。従って大きな答弁し

たいと思います。

１点目でございます。まさしく漁業再生についてのご質問がございました。議員ご指摘

のとおりだというふうに思います。まず、漁業者の声を聞くことは、確かに大変大事なこ

とであるというふうに思っております。しかし、現状をみますと漁業者の声が町政に届か

ないことがですね、声の集約が弱いとのご指摘もありまして、その部分については率直に

そういうふうに思っておるところでございます。本来、地区の実行組合が、例えば異なる

意見がある場合はそれを集約し、地域の代表理事や実行組合長が漁協へ要望依頼をするの

が筋だというふうに思っております。まずは漁業者の声の集約をすること。これは実行組

合長、或いは理事会、本当に要望があれば実行組合の会議の中でもそうだと思うんであり

ます。まず、声を集約することが大事だというふうに思います。

また、こちらの政策意見を伝える、議論を重ねる、こちらの政策意見なども伝え、議論

を重ねる漁業者、これは組合、町が共通認識で漁業振興を推進することが大変重要である

と考えておるところでございます。組織の問題、漁業再生委員会のお話もございました。

過去には指摘のあった、同様な組織を立ち上げたことがあるように聞いております。しか

し、そのような場では、やっぱり漁業者や漁協の本音の議論にはなかなかならない、一般

的な話し合いがされているというふうに聞いてございます。しかし、議員ご指摘のとおり

現場の漁業者からの集約された意見が届き、その結果指摘された組織の起ち上げが必要で

あると感じた場合におきましては、多いに検討していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

２点目はナマコの話がありました。ナマコの種苗生産につきましては、ウニ、アワビの

ように高度な施設がなくても生産が可能だというふうに思っております。まず種苗放流に

よる効果を確認し、いろんな分野で計算する、算定することが重要であるというふうに思

っております。施設の整備は決して否定するものではありません。現状では大きい施設で

生産するのが良いのか、現状の荷捌き所などの利用をすることも、それはどうなのか、効

率性も見定めながら進めることが重要だというふうに考えてございます。コンブの採苗施

設老朽化しております。この施設との併用した施設、ナマコの試験研究できる施設、これ

も視野に入れているところでございます。

それから採苗の供給方法についてであります。現在、先程お話ありましたように奥尻の

方にお願いしているところでございます。これにつきましても有償か無償がいいのか、例

えば有償であれば浜、これは漁協の方でありますけども資金の捻出は可能なのか、或いは

無償で長期に渡り町独自で運営する方法はどうなのか、これもいろんな協議の検討する必

要があるというふうに思います。無償供給放流の場合も無償で放流された場合もですね、

前浜での採取方法の見直しも必要であるというふうに思います。例えば、共同、ダイバー

による共同採捕、共同行使でございます。本当に大胆な政策も必要でありますけども、現

状、今少しデータの整理をさせていただきたいというふうに思っております。ナマコにつ

いては、決して悪い方向には行かないというふうな思いをしておりますので、少し時間を

いただきたいというふうに思います。

３点目の後継者対策でございます。これにつきましては、漁船の更新などにいろいろこ

う皆さん苦労しているようでございまして、組合長も現在悩んでいる問題の一つでありま

す。まず返済能力のある漁業者であれば、系統からの融資は間違いなく可能でありますけ
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ども、経営の厳しい漁業をしている方におきましては、なかなか厳しい状況もあることも

事実であります。漁業生産の勢力を急激に低下させないためにも、何らかの行政的な手当

は必要だというふうに思っております。また、行政としてどのような支援ができるのかも

漁協と本当に腹を割った話し合い、協議が必要だというふうに思います。

大事なことは、漁協としてどうしたいのか、どう考えるのか。その上での政策が重要だ

というふうに認識しているところでございます。また、安易な融資政策は、資金回収など

に現在漁協でも苦しんでいる状況と同様に陥る懸念もありますので、本当に慎重にしてい

きたいというふうに思います。融資だけではなくて、漁船の購入、これは新造、中古に対

しての補助金の在り方や利子の全額利子補給など、これは漁協系統融資の部分であります

けれども含めて、漁協と協議、検討が必要と考えるところであります。

４点目でございます。漁業振興は、あくまでも漁協と町が両輪で進めることが重要であ

るというふうに思っております。議員ご指摘の生産組合方式、いろいろ懸念される部分も

ありますけども、本当に地域漁業の振興は地域を二分する形であればですね、なかなか推

進できませんので、一本化していただきまして慎重に対応することが重要だというふうに

考えてございます。先程梶谷議員の一般質問の中でも申しました漁業振興、これからは高

齢者の方に所得の配分することが本当に大事だというふうに思っております。団塊世代の

パワーをいただきながら、漁業の再生に向けていければなというふうに思います。団塊世

代の皆さんには准組合員になってもらうような方法も考えることも必要だと思いますし、

新規着業者に対しましては、結構法律的な、法的な解釈でハードルの高い部分ありますけ

ども、そのパワーを利用しない手はないというふうに思っております。今の労働力を充分

に活用しながら、地域の活性化に繋げていければなというふうに思っております。

最後になります。近江議員からは、一生懸命頑張れっていうふうな応援だというふうに

思います。多くの町民の皆さんに期待を裏切らないように、失敗を恐れずに大胆な振興策

をとっていければというふうに思っておりますし、それを現在決意したいと、この場を借

りて決意をしたいと思います。ありがとうございました。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) 今、やはり町長は水産について、大変深く考えておるなと思っており

ます。ただ、いくら行政がいろんな考え方、いろんな施策をしようとしても、やはり漁業

協同組合自体がね、きちっとした政策なり自力でできるような態勢でなかったらね、いく

らやっても駄目なんです。ですから、私もその点は重々に弁えておるつもりですけども、

やっぱり松前町の将来性を考えた場合にね、基盤産業であるやっぱり漁業がね私は基本だ

と思うんですね。ですから、その辺の展望を考える時にね、どうしてでも行政指導なり、

町長とまた組合長なり、そういうコンタクトをよくとりながら、施策を実行できる施策を

ねどんどんしてほしいなと思うし。

それと松前町全部あげてね、水産に取り組むんだという姿勢。先般上ノ国町において漁

業に対するかなり大がかりな会議を行いました。やはり、ああいうのもね、施策の中で町

が大々的に取り組んでるんだよという姿勢をね、やっぱり打ち出してほしいなとそういう

ふうに思っております。

私達議員も大変その水産業に、水産振興にかかってはねやはり松前町の基盤なんだから、

基盤産業がよくなることによってね若い人、後継者が残っていくんです。ですから、常に

そういう念頭に入れて今後の振興策なり施策をしていただきたいと、最後に町長のね、ま

だ若いんですから、希望を多いにもってお願いをするところでございます。以上、終わり

ます。
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○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 基幹産業であります水産、本当に大事であります。本当に町民の期

待を裏切らないように、漁師の皆さんと汗をかく、一緒に汗をかく時間をどんどん作って

まいりたいというふうに思います。一生懸命頑張ります。ありがとうございました。

○議長(斉藤勝君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

◎休会の議決

○議長(斉藤勝君) この際お諮り致します。

議案審査のため、明日３月１２日から３月１４日まで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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで解散致

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 ３時４７分)
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日程第 ３ 議案 第 １号 平成２５年度松前町一般会計予算

日程第 ４ 議案 第 ２号 平成２５年度松前町国民健康保健特別会計予算

日程第 ５ 議案 第 ３号 平成２５年度松前町介護保険特別会計予算

日程第 ６ 議案 第 ４号 平成２５年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

日程第 ７ 議案 第 ５号 平成２５年度松前町水道事業会計予算

日程第 ８ 議案 第 ６号 平成２５年度松前町病院事業会計予算

日程第 ９ 議案 第２９号 平成２５年度松前町一般会計補正予算(第１回)

日程第１０ 意見書案第 １号 平成２５年度地方財政対策に関する意見書

日程第１１ 所管事務調査報告について

日程第１２ 町立松前中学校改築計画に関する調査特別委員会調査報告について

日程第１３ 閉会中の所管事務調査申し出について

日程第１４ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 斉 藤 勝 君 副議長 １１番 吉 田 孝 男 君

１番 福 原 英 夫 君 ２番 近 江 武 君

３番 川内谷 進 君 ４番 椎 名 力 君

５番 伊 藤 幸 司 君 ６番 堺 繁 光 君
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７番 油 野 篤 君 ８番 西 村 健 一 君

９番 西 川 敏 郎 君 １０番 梶 谷 康 介 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員等

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 岡 本 順 一 君

政策財政課長 佐 藤 久 君総 務 課 長 兼 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 書 記 長

川 村 敏 之 君 福 祉 課 長 船 木 泰 雄 君

農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長税 務 課 長 吉 崎 好 彦 君

健康推進課長 阪 本 涼 子 君 川 合 貞 之 君

町民生活課長 斉 藤 裕 記 君 水 産 課 長 近江谷 邦 彦 君

商工観光課長 小 川 佳 紀 君 建 設 課 長 若 佐 智 弘 君

小 本 悟 君 水 道 課 長 佐々木 信 秀 君会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

学 校 教 育 課 長 兼 学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長教 育 長 森 定 勝 廣 君

野 村 誠 君 宮 島 武 司 君文 化 社 会 教 育 課 長

大 島 支 所 長 兼 小 島 支 所 長 兼 大 沢 支 所 長病院事務局長 小 本 清 治 君

監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君 近江谷 澄 彦 君

鍋 谷 利 彦 君議 会 事 務 局 長 兼 監 査 室 長

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 鍋 谷 利 彦 君 次 長 尾 坂 一 範 君

主 任 斉 藤 明 君
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（開会 午後 ３時１４分）

◎開議宣告

○議長(斉藤勝君) ご苦労様です。

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。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

○議長(斉藤勝君) 議会に関する諸報告並びに議事日程については、お手元に配布の通り

です。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 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１０番梶谷康介君、

１１番吉田孝男君、以上２名を指名致します。

◎議案第２７号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(斉藤勝君) 議案第２７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、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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２７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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１号 平成２５年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成２５年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成２５年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２５年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第５号 平成２５年度松前町水道事業会計予算

◎議案第６号 平成２５年度松前町病院事業会計予算

○議長(斉藤勝君) 日程第３ 議案第１号 平成２５年度松前町一般会計予算、日程第４
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議案第２号 平成２５年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第５ 議案第３号 平

成２５年度松前町介護保険特別会計予算、日程第６ 議案第４号 平成２５年度松前町後

期高齢者医療特別会計予算、日程第７ 議案第５号 平成２５年度松前町水道事業会計予

算、日程第８ 議案第６号 平成２５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、吉田孝男君。

○１１番(吉田孝男君) 予算審査特別委員会審査報告書の提出について、平成２５年３月

７日松前町議会第１回定例会において、会期中に審査を要するべき事件として本特別委員

会に付託された議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号及び議案

第６号については審査を終えたので、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。

１．委員会開催年月日及び委員の出席状況は、記載のとおりであります。

２．審査結果。審査事件議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５

号及び議案第６号につきましては、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(斉藤勝君) 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１号に関する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

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原案可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

次に議案第２号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

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原案可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第２号は原案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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

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原案可決と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(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって議案第３号は原案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。
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(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

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原案可決と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(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって議案第４号は原案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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

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原案可決と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(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって議案第５号は原案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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

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原案可決と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(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって議案第６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２９号 平成２５年度松前町一般会計補正予算(第１回)

○議長(斉藤勝君) 日程第９ 議案第２９号 平成２５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(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第２９号平成２５年度松前町一

般会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成２５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ろうとする

ものです。

第１条歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３

千９１７万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億４千７４７万

３千円に致そうとするものです。

２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものです。

歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。８ページをお開き願います。

３．歳出です。８款２項３目道路新設改良費では、１億１千３９５万７千円の増額計上

です。１５節町道改良工事請負費では、町内１４路線の町道改良に係わる費用の計上でご

ざいます。なお、国の大型補正によります緊急経済対策事業の地域の元気臨時交付金充当

対象事業としての計上でございます。事業の概要につきましては、参考資料１２ページに
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掲載しておりますのでご参照を願います。

次に９ページです。３項２目河川改良費では、２千５１６万９千円の増額計上です。１

３節委託料で河川改良用地測量委託料では、大磯・博多地区の不動川改良工事に伴う測量

費用の計上でございます。１５節工事請負費で河川改良工事請負費では、町内４河川の改

良工事請負費用の計上でございます。いずれも国の大型補正に係わります緊急経済対策事

業の地域の元気臨時交付金充当対象事業としての計上でございます。なお、事業の概要に

つきましては、参考資料１３ページに掲載しておりますのでご参照を願います。

次に１０ページです。５項２目住宅建設費では、４万７千円の増額計上です。１２節役

務費で町営住宅建設手数料として４万７千円の計上です。これは、松前町公営住宅長寿命

化計画による建て替え事業により、今後補正対応により発生する建石地区町営住宅１棟２

戸の建設に係わる確認申請のための費用の計上でございます。以上が歳出でございます。

次に歳入です。６ページをお開き願います。

２．歳入です。９款１項１目地方交付税で１７万３千円の増額計上です。これは、歳出

財源に対応するための計上でございます。

７ページです。１３款２項１目総務費国庫補助金で１億３千９００万円の計上です。歳

出で計上しております事業に対する国庫補助金、地域の元気臨時交付金の計上でございま

す。以上が歳入です。

２ページをお開き願います。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４４億８３０万円に１億３千９１７万３千円を増額し、補正後の額を４５億４千７４

７万３千円に致そうとするものです。

３ページです。歳出です。歳出につきましても歳入同様補正前の額に１億３千９１７万

３千円を増額し、補正後の額を４５億４千７４７万３千円に致そうとするものでございま

す。

以上が議案第２９号です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 国の政策に関連して、こんな形で多くの工事が一気に出るという

状態を得ましたんでね、ある意味では非常に喜ばしい形なんですけども、松前の町内の業

者で公平に、しかも適切な工事をできる態勢をどう考えておりますか。

○議長(斉藤勝君) 建設課長。

○建設課長(若佐智弘君) 今回、確かに多くの補正を上げさせていただきました。この中

にあって私共も若干ちょっと心配してた部分がですね、北海道自体もそういう今回の経済

対策によって、工事が大量に出るんでないかというふうなことを心配しておりましたが、

現状のところは早期に発注される見込みはないということでですね、私共としましては春

先、この４月からすぐに、なるべく発注できるものは早く発注して、そして、１年間を通

じて工事できるような態勢でやっていければいいなというような感じで考えてございます

ので、一度に集中しての工事の発注ということではなくて、年間を通じて、そういう国、

道の動きも勘案しながら発注の方に誠意を見せていきたいと思っております。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 恐らくね、そういう考え方で進められるとは思いますけれども、

その結果、逆に特定の業者にいっぱいいってしまうってことも考えられるんですけど、そ

の辺はいかがですか。私は公平にいってほしいなって願いあるもんですから。

○議長(斉藤勝君) 建設課長。
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○建設課長(若佐智弘君) 私の方から、何とお答えしたらいいのか。答え方でちょっとそ

れはまずいというご指摘を受けるかもしれませんけれど、その辺のところはそれぞれ入札

制度でございますので、しかも、まだ松前町の場合は指名競争入札をしておりますので、

多分負担の係るような業者は、それ以上には余分にとるようなこともやっぱり控える場合

もあるのかなと。やはり、それぞれ人区等もですね、限られておりますので。私の答弁は

このような程度で何とかお願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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２９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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１号 平成２５年度地方財政対策に関する意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第１０ 意見書案第１号 平成２５年度地方財政対策に関する意

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。３番川内谷進君。

○３番(川内谷進君) 意見書案第１号平成２５年度地方財政対策に関する意見書について、

提出者、賛成者及び意見の内容については記載のとおりであります。

ご審議の程、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 日程第１１ 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並びに厚生文教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、委員長の報告を求めます。まず、総務経済常任委員会委員長川内谷進君。
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○３番(川内谷進君) 本委員会は、閉会中の所管事務調査、水産行政についてを終えたの

で会議規則第７７条の規定により、所管事務調査報告書を提出します。所管事務調査年月

日、調査の概要及び視察調査の概要については、記載のとおりであります。

所見。当町の漁業は、生産性の減少や長引く価格の低迷により漁家経済が不安定となり、

後継者不足による組合員の減少など、漁業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続い

ている。中でも組合員は減少の一途を辿り、年齢構成では６０歳以上が約７１％を占める。

組合員の高齢化が一段と進み、深刻な事態となっている。

こうした中、漁業振興対策として漁港の整備を始めとした基盤整備、育てる漁業への転

換を図るための蓄養殖事業、増殖事業などを推進してきているが、厳しい状況を打破する

に至っていない。

一方、松前マグロのブランド化に向け、松前産のクラスター研究や、会や、漁協のマグ

ロ延縄部会を中心として処理技術研修会の実施、松前マグロのＰＲ、冷蔵・冷凍技術の検

討、ご当地マグロの料理研究、マグロサミットの開催、市場での視察研修などを行い、生

産量、生産額が共に増加傾向にある。平成２４年度で流通過程での鮮度保持、高付加価値

化を実現するため、漁協が中心と事業主体となり、海水氷施設を整備している。

本調査から次の事項を延べ所見とする。

１．マグロ・クロソイ種苗放流事業について。あ、ヒラメよ。ヒラメ・クロソイ種苗放

流事業について。津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡会議が中心となり、昭和６０年

度から事業は行っている。特に放流魚であるヒラメは近年安価で取り引きされているなど

厳しい状況にあり、その効果を検証すべきである。

２．松前小島のアワビ種苗放流事業について。平成３年度から放流事業を実施。平成９

年度には１．５トン、約１千１００万円の水揚げがあったが、平成１６年の台風１８号の

影響で放流場所の土砂の堆積など被害を受け、平成１７年度から放流場所を変更するなど

の対策を講じたが、被災以降は水揚げがされていない状況にあり、引き続き調査検討をし、

今後の方向性を早急に検討すべきである。

３．ニシンの資源対策について。松前町と漁協が参加している津軽海峡地域水産人工種

苗育成供給連絡会議の会では、放流、資源増加などに取り組む新たな魚種としてニシンが

決定され、当町においては当町沿岸域で漁獲されたニシンの系群調査結果と資源対策計画

が設定されてるが、北海道や水産試験場などの関連機関と協議し、早急に種苗放流ができ

るよう努力されたい。

４．ナマコ増殖試験事業について。ナマコの資源量は年々減少傾向にあるが、高単価で

取引されている。近年における人工種苗生産技術の確立と定着化により、自前の人工種苗

生産施設を整備するなど、大規模に資源を増やし、生産が上げられるよう積極的に取り組

むべきである。

５．ウニ深浅移植事業について。給餌管理され、身入りのよいウニは、特に第二次加工

品として販売されている塩水パックや冷凍ウニの評価が高く、需要の拡大も見込まれる。

更なる取り組みを期待するものである。アクアガス、加熱装置と急冷、急速冷凍技術を活

用する冷凍のウニは通年販売が可能となり、販路拡大に努力されたい。

６．コンブ養殖事業について。一基当たりの平均生産は約７００㎏、７９万円で、着業

者によっては増産が、増減が生じているので生産から出荷までの管理や処理方法の指導、

助言を一層行うべきである。

７．江良漁港のマリンビジョン計画について。平成２５年度に完成し、平成２６年度か

らウニ・アワビ・ヤリイカ・タコなどの蓄養が開始されることになるが、消費者に信頼さ



- 166 -

れる安心・安全な水産物を安定的に供給するため、視察調査先の佐賀関漁港で整備されて

いた清浄海水導入施設、汚水浄化施設や防暑施設など、衛生面に配慮した施設整備を今後

検討すべきである。

８．コンブ採苗施設について。コンブ採苗施設は、建設から３０年が経過し、老朽化が

著しい状況にある。このままの状態では採苗ができないなど問題が生じた場合、着業者へ

の影響も考えられるので、新たな施設を建設するなど早急に検討すべきである。検討にあ

たっては、既存の水産試験研究センターへの併設など、前段で述べているナマコの人工種

苗生産施設も含め考慮されたい。

９．水産試験研究センターについて。試験研究部門は未利用資源の発掘や付加価値への

取り組みをいっそう強化すべきである。

１０．道の駅の直販事業について。現在の施設内部の水槽では水温の冷却や殺菌ができ

ず、アワビの蓄養物が約２０％減耗している状態にあり、これらを解消するためには、循

環ろ過冷却方式のサーモ付き水槽の導入が考えられるが、アワビ等の受注後に蓄養施設か

ら搬入するなどの販売方法も含め、施設投資のランニングコストを考慮しながら返答され

たい。物販販売コーナーの面積が狭隘なため、大型バスの来客の対応に苦慮している状況

もあり、一層の地場産業の販売や消費拡大のため、解消に向け検討されたい。以上であり

ます。

○議長(斉藤勝君) 次に、厚生文教常任委員長堺繁光君。

○６番(堺繁光君) 本委員会は閉会中の所管事務調査、生活環境の保全対策についてを終

えたので会議規則第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、調査の概要及び視察調査の概要については、記載のとおりです。

所見。老朽危険空き家は、過疎化の進展とともに増加し、建物の倒壊や建築材等の飛散、

不特定者の進入による火災や犯罪の誘発、廃棄物の不法投棄場所になるなど全国的に問題

視されているが、個人所有財産であることからその処理について各市町村とも苦慮してい

る状況である。当町においても同様な状況にあり、提出された資料では、物置等を含めた

空き家は約５００件、その内損傷が見られる空き家は約２８０件となっている。特に所有

者が町内に在住していない老朽危険空き家は、強風による周辺への危険がある場合、所有

者への管理指導の他、屋根にロープをかけるなどの応急処置を、地域町内会と連携を取り

ながら一部対応しているが抜本的な対策を講ずることができない状況である。

視察調査先でもある越前町の補助や滑川市の寄附後において解体する方法は、いずれも

公的資金投入となり、町民の合意形成が成されるか、また所有者責任を回避する案件が増

加する可能性があることから、この方法による解体は慎重に対処する必要がある。

条例による規制処置は、平成２４年４月１日現在、全国で５４の自治体が実施し、その

内容は自治体により異なるが、勧告・命令・交渉・罰則・行政代執行などである。老朽危

険空き家は、時代の経過と共に対象空き家が増加し、課題解決が困難となるため、早急に

町民の意見を聞きながら条例による規制処置を検討すべきである。以上、報告致します。

○議長(斉藤勝君) 以上で報告済みと致します。

◎町立松前中学校改築計画に関する調査特別委員会調査報告について

○議長(斉藤勝君) 日程第１２ 町立松前中学校改築計画に関する調査特別委員会調査報

告についてを議題と致します。

町立松前中学校改築計画に関する調査特別委員会から調査報告書の提出がありましたの
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で、委員長の報告を求めます。町立松前中学校改築計画に関する調査特別委員会委員長堺

繁光君。

○６番(堺繁光君) 町立松前中学校改築計画に関する調査特別委員会調査報告書。町立松

前中学校改築計画に関する調査特別委員会調査報告を致します。

設置の経緯、設置の目的、委員会の開催状況等及び調査の概要については、記載のとお

りです。

調査報告。本委員会は、全国的に注目されている２校の視察調査を始め、委員会を３回、

意見交換会を３回開催し、基本設計に反映すべく次のとおり提言した。

１．構造・規模について。地材地消を推進する上でも可能な限り松前杉を使用し、町内

業者でも施工できるような構造で検討されたい。利用率の低い特別教室は、より合理的に

配置し、普通教室を利用するなど、全体面積を必要最小限にすることにより敷地面積内で

の平屋建ても可能と考えるので検討されたい。

２．ランチルームの設置について。視察調査先の２校でも設置していたランチルームは、

全学年揃って給食を食べたり、学校全体での集会に利用されたり利用したりするなど、学

年を超えた活発な異学年交流を図るため設置を検討されたい。

３．小ホールの設置について。地域の集会の場、ミニコンサートや講演会などの利用で

きるような機能を持たせた小ホールの設置を検討されたい。

４．地域開放について。地域開放の可能な体育館、武道場や音楽室などは、開放しやす

く管理も適正に行われるような配置計画で検討されたい。

５．災害時の避難施設対応について。大規模な災害に備え、防災担当である総務課と連

携し、毛布などを保管する備蓄庫、自家発電機や貯水槽の設置を検討されたい。

６．その他。松前杉の伐採跡地には、生徒自らが植樹を行うなど、地域の森林やその利

用について考えることができるような事業を検討されたい。

基本設計業務は、平成２４年８月１０日に契約し、同年１２月２８日に納品されていた。

実施計画業務は、平成２５年３月２９日を納期として、同年１月１１日に契約していた。

次代を担う生徒のためにも、改築計画どおりに平成２７年４月１日の大島中学校との統合

の際には、新しい校舎で授業が行われるよう、誠意努力されたい。以上ご報告申し上げま

す。

○議長(斉藤勝君) 以上で報告済みと致します。

◎閉会中の所管事務調査申し出について

○議長(斉藤勝君) 日程第１３ 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財産管理とその他所管事項について、厚生文教常任委員

会委員長から社会教育とその他所管事務調査事項について、調査が終了するまで閉会中も

所管事務調査したい旨の申し出がありました。更に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、承認したい旨の申し出

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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、各委員長から申し出のとおり承認することに決定致しました。
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◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(斉藤勝君) 日程第１４ 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) お諮り致します。

今期定例会の会期は、３月１８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、これで閉会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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。よって、平成２５年松前町議会第１回定例会

は、閉会することに決定しました。

◎閉会宣告

○議長(斉藤勝君) これで平成２５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。

(閉会 午後 ３時４６分)
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