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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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提出案件及び議決結果一覧表

１．町長提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

２ 平成２７年度松前町一般会計予算 27. 3.11 原案可決

３ 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計予算 同 上 同 上

４ 平成２７年度松前町介護保険特別会計予算 同 上 同 上

５ 平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計予 同 上 同 上

算

６ 平成２７年度松前町水道事業会計予算 同 上 同 上

７ 平成２７年度松前町病院事業会計予算 同 上 同 上

８ 平成２６年度松前町一般会計補正予算(第８回) 27. 3. 6 同 上

９ 平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補正 同 上 同 上

予算（第５回）

１０ 平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第３回）

１１ 平成２６年度松前町後期高齢者医療特別会計補 同 上 同 上

正予算（第２回）

１２ 平成２６年度松前町水道事業会計補正予算（第 同 上 同 上

２回）

１３ 平成２６年度松前町病院事業会計補正予算（第 同 上 同 上

４回）

１４ 松前っ子誕生祝金支給条例制定について 同 上 同 上

１５ 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の 同 上 同 上

制限措置に関する条例の一部を改正する条例制

定について

１６ 松前町学童保育所条例の一部を改正する条例制 同 上 同 上

定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

１７ 松前町福祉灯油等の助成に関する条例の一部を 27. 3. 6 原案可決

改正する条例制定について

１８ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁 27. 3.11 同 上

償に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

１９ 松前町課設置条例の一部を改正する条例制定に 同 上 同 上

ついて

２０ ふるさと松前応援寄附条例の一部を改正する条 同 上 同 上

例制定について

２１ 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定 同 上 同 上

について

２２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一 同 上 同 上

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例制定について

２３ 松前町教育委員会教育長の職務に専念する義務 同 上 同 上

の特例に関する条例制定について

２４ 松前町行政手続条例の一部を改正する条例制定 同 上 同 上

について

２５ 松前町手数料条例の一部を改正する条例制定に 同 上 同 上

ついて

２６ 松前町保育所における保育に関する条例の一部 同 上 同 上

を改正する条例制定について

２７ 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、 同 上 同 上

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について

２８ 松前町指定地域密着型介護サービスの事業の人 同 上 同 上

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一部を改

正する条例制定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

２９ 松前町指定介護予防新等の事業の人員及び運営 27. 3.11 原案可決

並びに指定介護予防支援等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等を定め

る条例の一部を改正する条例制定について

３０ 松前町財政調整基金の支消について 同 上 同 上

３１ 松前町教育施設整備基金の支消について 同 上 同 上

３２ 議決の変更について 27. 3. 6 同 上

３３ 新たに生じた土地の確認について 27. 3.11 同 上

３４ 字の区域の変更について 同 上 同 上

３５ 平成２７年度松前町一般会計補正予算(第１回) 同 上 同 上

３６ 平成２６年度松前町一般会計補正予算(第９回) 27. 3.10 同 上
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

所管事務視察調査報告について（議会運営委 27. 3.11 報 告 済

員会）

閉会中の所管事務調査の申し出について（議 同 上 承 認

会運営委員会）

閉会中の正副議長、議員の出張承認について 同 上 同 上



平成２７年 ３月 ５日（木曜日）第１号
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平成２７年

松前町議会第１回定例会

平成２７年 ３月 ５日（木曜日）第１号

◎議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議会運営委員会報告

日程第 ３ 会期の決定

日程第 ４ 平成２７年度町政執行方針及び平成２７年度教育行政執行方針

◎会議に付した事件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議会運営委員会報告

日程第 ３ 会期の決定

日程第 ４ 平成２７年度町政執行方針及び平成２７年度教育行政執行方針

◎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

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（１名）

８番 西 村 健 一 君 （午後から）

◎出席説明員等

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 若 佐 智 弘 君

総 務 課 長 野 村 誠 君 政策財政課長 佐 藤 久 君

税 務 課 長 松 谷 映 彦 君 福 祉 課 長 船 木 泰 雄 君

健康推進課長 阪 本 涼 子 君 町民生活課長 小 川 佳 紀 君

大島 支 所 長 兼 小 島 支 所 長 兼 大 沢 支 所 長 農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長

藤 本 正 浩 君 佐 藤 工 君

水 産 課 長 佐 藤 祐 二 君 商工観光課長 佐 藤 隆 信 君

建 設 課 長 鍋 谷 利 彦 君 川 合 貞 之 君会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

水 道 課 長 三 浦 忠 男 君 小 本 清 治 君病院事業副管理者（事務）

病院事務局長 平 田 克 彦 君 教 育 長 宮 島 武 司 君

佐々木 信 秀 君学校 教 育 課 長 兼 学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長 文 化 社 会 教 育 課 長

阿 部 猛 君 監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君

議会事務局長 川 村 敏 之 君選挙管理委員会事務局書記長兼監査室長
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近江谷 邦 彦 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 川 村 敏 之 君 次 長 尾 坂 一 範 君

主 査 斉 藤 明 君
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（開会 午前１０時００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２７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２７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) ３月３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５日から３月１７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。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は本日から３月１７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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◎平成２７年度町政執行方針及び平成２７年度教育行政執行方針

○議長(斉藤勝君) 日程第４、平成２７年度町政執行方針及び平成２７年度教育行政執行

方針を議題と致します。

町長の発言を許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

平成２７年第１回定例会の開会にあたりまして、町政執行への所信を申し上げます。

平成２４年４月１１日、町長に就任させていただき、平成２７年度は１期４年の区切り

となります。

この間、安全で安心な町民生活を守り、「愛する松前町のため、活力ある心豊かなまち

づくり、そして、住んでいて良かったと実感できるまちづくり」を基本姿勢とし、町政運

営に取り組んでまいりました。

町民の皆様方からいただきましたご理解とご協力、更には町議会議員各位のご指導に対

しまして、心より感謝を申し上げます。

第３次自民党安倍内閣がスタートして、通常国会が招集されております。

政府は、人口減少を克服し地方創生を成し遂げるため、「まち・ひと・しごと創生長期

ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。人口減少が地域経

済に与える影響は深刻であります。

松前町も人口減少に歯止めをかけること、更には地域の活性化に取り組んできたところ

でありますが、英知を結集し「地方人口ビジョン」及び５ヶ年計画の「松前版総合戦略」

を策定して、１０年後、２０年後を見据えた「まちづくり」をしてまいります。

地方創生に向けた取り組みは、緒に就いたばかりでありますが、「松前版総合戦略」に

掲げる目標を達成するため、全力で取り組む覚悟でおります。

「未来に向かって確実に前進する松前町」、｢若い世代に希望を与え、活力ある松前町｣

を目指した予算編成をしてまいります。

ここで、平成２７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。

なお、国の平成２６年度補正予算において、平成２６年１２月２７日に閣議決定された

「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」を実施するため、地域の実情に配慮し、景

気の脆弱な部分への対応を行う観点から、現下の経済情勢等の下で厳しい状況にある生活

者等への支援を行い、地方の消費喚起や地域経済の活性化等を図るため「地域住民生活等

緊急支援のための交付金」が創設されました。

このことから、平成２７年度に予定をしていた新規事業や継続事業等につきまして、新

しい交付金の創設趣旨に鑑み、平成２６年度補正で予算措置をしているものもありますの

で、併せて述べさせていただきます。

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、気象条件の

悪化による出漁日数の減少や組合員の高齢化、減少による漁業勢力の低下も大きな要因と

なり、依然として漁獲量の減少傾向は続いております。この対策として新年度からは、新

たな種苗生産施設の完成を機に、より前進できるようこんぶ養殖をはじめ、ナマコの種苗

生産体制を拡大強化するとともに、ホヤ養殖試験にもチャレンジすることとし、漁業者が

主体的に取り組むウニ養殖、アワビ養殖、ホッケ長期蓄養など増養殖事業の取り組みに支
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援してまいります。

また、平成２６年度補正予算により昨年度に引き続き、漁船の更新や附帯する機器類等

の設備導入など、漁船漁業に対する支援を継続してまいります。

漁協による、深浅移植事業を活用したウニむき身などの直接加工による付加価値販売や、

海水氷を活用した高鮮度出荷による高単価販売を目指した取り組み、また老朽化した松前

港の市場改修が必要なことから改修事業に要する費用に対する補助など、今後も魚価の向

上や流通改善に対する取り組みにも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や産卵礁の投入については、今後も国や北海道な

どの関係機関へ要望してまいります。

また、昨年完成した第３種江良漁港の蓄養水面内でのウニなどの蓄養事業が開始される

ことから、その取り組みに対応してまいります。更には、将来的に漁港内での静穏域を利

用した増養殖事業が生産拡大の有効な手段になるものとの考えから、漁協や各地区の実行

組合などと連携し、漁港を利用したナマコ放流、アワビ養殖、ホッケ長期蓄養などの事業

を更に進めてまいります。

スルメ加工業は当町で最も雇用の多い産業でありますので、消費拡大への支援とともに、

以下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、年々、加工従事者の高

齢化が進み、労働力の確保が課題となっており、本年度も外国人研修生の受け入れを行う

企業に対し、住居提供などの面で支援してまいります。

トドやオットセイによる漁業被害の問題については、本年度から国費を導入した対策に

移行する方向性となりましたので、従来からのとど対策として補正予算で対応していた町

費の持ち出しはなくなることとなります。今後も国等の関係機関に対し、漁業被害の軽減

対策を引き続き要望してまいります。

昨年１２月、北海道から日本海漁業振興基本方針が示され、日本海地域の漁業の安定と

発展を目指す考えにありますので、今後とも北海道並びに関係機関と協議を進めながら、

水産業の振興に取り組んでまいります。

畜産業については、市場価格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、

町独自の優良繁殖牛購入補助事業の創設や伝染病に対する防疫思想を高揚させ、高値取引

が継続し繁殖経営の安定に繋がるよう支援してまいります。

なお、新規事業であります優良繁殖牛購入補助事業につきましては、平成２６年度補正

予算により対応してまいります。

畑作農業については、平成２６年度に整備される農地基本台帳が公表されることにより、

積極的活用が図られるとともにＴＰＰの推移を見ながら、安全、安心な低農薬野菜づくり

に励む農家の指導や自家消費中心の営農者などに支援してまいります。また、高度な環境

制御技術を取り入れた高床型水耕栽培により、周年計画生産や地域雇用創出の実現に向け

た知識やノウハウを取得するために調査をしてまいります。

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

経済的波及効果をもたらす裾野の広い産業分野であります。

当町は、城と桜を代名詞とする観光地として道内外に認められており、来年３月に予定

される北海道新幹線開業も間近に控え、北海道新幹線木古内駅活用推進協議会とともに広

域観光の展開を図り、各種キャンペーン並びに観光商談会にも積極的に参加してまいりま

す。

更には、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

用の確保と経済活動の活性化に努めてまいります。
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また、体験型交流については、交流の里づくり館を拠点に、利用の促進を図ってまいり

ます。

松前グルメ及び観光ＰＲにおいては、テレビやラジオのメディアが企画する大型イベン

トへの参加や、首都圏での松前本マグロ消費拡大ＰＲ等を実施し、物産販売強化資材の作

製、更には大型マグロキャラクターを製作し、ゆるキャラ「大漁くん」とともに、これま

で以上にグルメ、観光ＰＲに努めてまいります。

また、本年度から松前城下楽市楽座と松前マグロまつりの合同開催に向けて、実行委員

会で検討されることとなっております。

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

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、円滑な温泉運営に務めてまいります。

松前藩屋敷については、オープンから２４年目を迎え、老朽化が目立っておりますこと

から、閉館時期に全棟の外観塗装を中心とした改修工事を実施してまいります。

北前船記念公園総合管理施設「道の駅北前船松前」については、本年度から指定管理者

が変更となることから、これに伴う引継ぎ等の準備を着々と進めており、円滑な引継ぎに

より業務に支障が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

しております。

平成２６年度国の補正予算による緊急経済対策を活用した３０％のプレミアム付商品券

を発行することとしており、町内においても消費喚起による、商工業の活性化が図られる

ことを期待するところです。

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。去る１１月

に松前商工会より、商工業者に対しての直接支援制度の要望がありましたので、商工業者

に対する意向調査を実施し、有効な制度設計を商工会とともに検討してまいります。

また、本年度は、松前商工会青年部創立５０周年の節目の年であり、青年部としても記

念式典や記念誌の発行のほか、町民を対象とした記念イベントを計画しており、その費用

の一部を助成してまいります。

なお、プレミアム付商品券発行事業につきましては、平成２６年度補正予算で対応して

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。今後も地元出身者が経営する企

業の情報提供を通じて、雇用先の確保に努めてまいります。更に、地元での失業認定事務

についても、引き続き町民の利便性維持のため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。

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

も町内会など諸団体への支援や、広報広聴活動など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、ご

みの不法投棄防止対策に引き続き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運営している汚泥再生処理センターの稼働により、

し尿、浄化槽汚泥等の処理をしてまいります。

松前公園は、当町を代表する観光スポットであります。

平成２６年度において策定される「松前公園整備計画（基本構想）」を基に公園整備の
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具現化を検討し、公園管理にあたっては、桜の管理マニュアルに基づいた桜の保護、保存

に努めるとともに花木の充実、育成管理を図りながら、桜シーズン以外の観光と町民から

親しまれる公園づくりに努めてまいります。

林業については、公共建築物への地域材活用を推し進めるとともに、森林資源の循環利

用による地域の森林整備の促進と林業、木材産業の活性化を図ってまいります。更に、昨

年度から取り組んでおります、地域材の使用量に応じた建築費の一部助成事業につきまし

ては、本年度も継続して取り組んでまいります。

なお、助成事業につきましては、平成２６年度補正予算で対応してまいります。

また、普通林道将軍山線が平成２７年４月から全線開通することから、森林整備の促進

や観光と連携した森林空間の総合利用について検討してまいります。

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。

教育指針条例の制定から７年目を迎え、「学力向上」「書道教育」「ふるさと学習」を

柱に、教育指針の実現に向け、より一層の推進を図り、ふるさと松前の歴史や文化財など

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、小・中学校適正配置計画に基づく、大島中学校と松前中学校の統合によ

る、新生松前中学校が円滑にスタートできるよう、次世代を担う子ども達のための教育環

境と学習環境に十分配慮してまいります。

また、本年８月末に完成予定の松前中学校改築工事は順調に進んでおり、今後も生徒の

教育活動に影響が生じることのないように、学校と十分に連携を図りながら、取り組んで

まいります。

国の教育課程特例校の指定を受けたことにより、本年４月から松前中学校において書道

科の授業が行われます。既に書道教育が実施されている小学校及び高校を含めた書道の一

貫教育が実施されることから、書を愛する心を育てるとともに、更なる書道教育の推進に

努めてまいります。

子育て支援事業として、本年４月から子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため、高校

までの子どもを対象に医療費の無料化を実施してまいります。更には、少子高齢化が進む

中、次代を担う子どもの誕生を祝福し、子育て世帯の支援と子どもの健全な育成に資する

とともに、地域経済の活性化を促進する目的で、第１子、第２子、第３子以降の区分に従

い、松前っ子誕生祝金支給事業を創設してまいります。

なお、松前っ子誕生祝支給、祝金支給事業につきましては、平成２６年度補正予算で対

応するとともに、新設条例を別途提案しております。

四つ目は、「先人の遺産を大事にする文化の香り高い町」を目指す取り組みについてで

す。

松前城の復興天守の整備については、松前町史跡福山城保存整備審議会の答申を踏まえ、

引き続き町民の意向の把握に努めるとともに、現行の第二次史跡松前氏城跡福山城跡保存

管理計画が平成２８年度で終了することから、本年度から２ヶ年で第三次保存管理計画の

策定を進めてまいります。

道道松前港線の整備については、平成２６年度で福山工区の改良工事が完了するため、

今後は唐津地区への延伸に向け、歴まち商店街組合の体制強化を図り、各関係機関と力を

あわせて、北海道に対する要望活動を継続してまいります。

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。

町立松前病院は、運営の基本理念である「より町民に信頼され、愛される病院」をもと

に、町民の皆様のためにより一層、医療サービスの向上を図りながら、将来も病院が存続
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できるように全面的にバックアップしてまいります。

医師体制は４月から１名増の７名でスタート致しますが、更に院長とともに医師確保に

努めてまいります。また、研修医の受け入れについては、派遣希望施設が過去最多となり、

１１施設から２６名の研修医を受け入れすることが決まっております。引き続き充実した

研修を提供しつつ、更に医学生はじめ多職種の研修生の受け入れも充実させ、育てる地域

医療研修モデル病院として強化してまいります。このような病院の「教え、学び、診療す

る」病院機能を充実、発展させていく取り組みは、常に町民の皆様により質の高い医療サ

ービスを提供させることができるものと考えております。

町立松前病院の経営健全化については順調に進んでいるところでありますが、本年度は

国から新たな「病院改革ガイドライン」が示される予定です。今回も大幅な制度見直しも

含め、より一層の経営の効率化、再編、ネットワーク化、更に経営形態の見直しが強く求

められることが見込まれています。現在、調査、研究を行っている経営形態の見直し、非

公務員型の地方独立行政法人化についての検討も、町の組織機構の見直しを行いながら、

病院の存続のためにより一層のスピード感をもって進めてまいります。

また、老朽化が著しく、狭隘になった病院の改築は喫緊の課題となっており、病院存続

にも大きく関わるものであります。将来とも町民の皆様の安全、安心を守るための最大の

拠点施設であり、更に地域医療研修モデル病院として大きく発展していくためにも改築は

急務であると考え、関係機関と連携しながら改築に向けて取り組んでまいります。

健康づくり事業においては、誰もが健康で自立した生活を送ることができるよう、疾病

予防、重症化予防の取り組みを推進するとともに、各種検診の周知、勧奨に努め、疾病の

早期発見、早期治療のため受診の促進を図ってまいります。

健康教育事業では健康相談等を実施し、生活習慣病の予防を図るため、健康に関する正

しい知識の普及と情報の提供、適切な指導支援を行い、健康上の問題がない状態で日常生

活を送れる健康寿命を延ばし、健康増進、発病予防で健康な生活習慣を確立できるように

努めてまいります。

乳がん、子宮がん、大腸がん検診につきましては、これまで、検診費用の一部助成事業

とクーポンによる無料受診事業の二つの事業がありましたが、検診の必要性の喚起、継続

受診のための環境づくりとして、全ての対象者の検診費用無料化を新たに実施してまいり

ます。予算につきましては、平成２６年度補正予算で対応してまいります。

予防接種事業では、昨年度に引き続き、６５歳以上の方に対する肺炎球菌予防接種の助

成をしてまいります。

介護保険については、平成２７年度から第６期松前町介護保険事業(２７年～２９年度)

がスタートします。

第６期からの介護保険制度におきましては、介護保険事業が大きく見直されており、平

成２７年度からは、一定以上の所得のある方は２割の利用者負担となります。

また、６５歳以上の方が負担する第１号介護保険料につきましては、所得水準に応じて

標準の段階設定を、これまでの６段階から９段階に見直しされました。当町におきまして

も、介護保険料を９段階に設定し、第６期３年間における事業量及び介護保険給付費の見

込みに応じた、新たな介護保険料を設定するため、別途、介護保険条例の改正案を提案し

ております。

介護保険事業の運営にあたりましては、医療、介護、予防、生活支援サービスを切れ目

なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、地域全体で高齢者を支える仕組

みづくりを推進してまいります。
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国民健康保険事業は、高齢者、低所得者の占める割合が高く、医療費などが高い一方、

保険税負担能力が低いという現状から、平成２６年度決算見込みにおいても収支のバラン

スがとれない厳しい状況となっております。本事業は受益者負担が原則でありますが、本

年度は税制改正を行わず、今後の収支状況の推移をみて対応を判断してまいります。町民

の皆様のご理解をいただき、収納率の向上や医療費の削減に向けた取り組みを推進してま

いります。

次に、町民生活に関わる諸課題についてです。

本年度も地域の環境を明るくし住みよい町づくりに寄与するため、各町内会が維持管理

する街灯施設の電気料金に対して補助をしてまいります。

また、消費電力が少なく耐久性に優れ、明るさを確保できるＬＥＤ街灯の設置について、

各町内会への蛍光灯や水銀灯からの取替補助を計画的に行い節電に努めるとともに、各町

内会が負担している街灯施設維持経費の削減を図ってまいります。

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、交通安全に対する意識の高揚を図ってま

いります。

公共交通については、昨年１０月から地域生活バス（大漁くんバス）が本格運行し、町

内移動の利便性の向上が図られ、多くの利用者から好評を得ております。今後は、松前町

公共交通活性化協議会において、運行便数や運行経路等の検証を行い、更なる利便性の向

上を図ってまいります。

道路、河川、橋りょうの整備についてです。

町道については、町道神山２号線、町道江良上町６号線、町道清部線など６路線の改良

工事を予定しております。

河川については、大沢川など３河川の改良工事を予定しており、橋りょうについては、

昨年度に引き続き茂草橋の架け替えを進め、本年度中の完成を予定しております。

町道、河川などの改良工事については、地域の皆様及び関係機関との連携を密にし、事

故の予防に万全を期してまいります。

地域高規格道路建設については、昨年１１月２６日に２市４町で構成された松前半島道

路建設促進期成会が設立されており、今後は当期成会において、国土交通省など関係機関

に対して本格的な要請活動を行ってまいります。

町営住宅については、松前町公営住宅等長寿命化計画により、豊岡地区の４棟１５戸の

屋根の葺き替えと外壁の塗り替えの改善事業を実施し、今後も、計画的な建設及び改修に

取り組んでまいります。

水道事業については、安心、安全な水道水を安定的に供給することが最も重要であり、

継続的に配水管や機械設備の更新など各施設の整備と維持管理に取り組むとともに、より

一層効果的、効率的な事業運営に努めてまいります。

防災についてですが、地域で安心して暮らすことが町民の願いであり、生命や財産を災

害棟から守るためには、日頃からの心構えや備えが重要であります。

このため、町全体の防災訓練を実施するほか、各町内会における自主的避難訓練に対し

て支援を行ってまいります。

更に、本年度から防災専門員を１名配置し、地域における防災意識の高揚をはじめ、防

災の諸計画づくりにも対応できる体制の強化に努めてまいります。

また、昨年の低気圧による大雨からの教訓を踏まえ、避難所に保存食や情報伝達のため

の備品を配備してまいります。
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戸籍電算化につきましては、本年度において七飯町が共同利用に供する主サーバー機を

導入し、松前町は応分の負担をすることとしております。

また、平成２８年１月から利用開始予定の社会保障、税番号制度（マイナンバー制度）

については、本年度において年金などの厚生労働省所管分のシステム整備について、補正

予算で対応してまいります。

以上、歳出予算に関す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。

歳入の大宗を占める地方交付税は、国の総枠で０．８％の減額とされており、現状にお

いては昨年度並みの地方交付税の確保は厳しいものと推測されます。

また、町税においても就業人口の減少により、総所得金額の増加が望めず大変厳しい状

況にあります。

国の経済は、長く続いた景気低迷からようやく抜けだし、緩やかな回復基調が続いてい

るとされていますが、都市部に比べて地方の景気回復には遅れが見られることから、町税

においても、前年度比３．８％の減額を見込んでおり、厳しい財政状況になっております。

このことにより、年度間の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。

また、消費税１０％への引き上げを平成２９年４月に延期したことから、本年４月に予

定していた使用料、手数料及び学校給食費については、現行料金を据え置くことと致しま

す。

本年度は、継続事業で行ってきた松前中学校改築事業、学校給食センター改築事業の完

成を迎えますが、年度割事業費は前年度から大幅に減少しており、町債の発行も抑制され

ているところですが、町債の発行は、数年後から元金償還が発生し公債費が増嵩すること

を十分認識のうえ、推計を精査しながら将来に過度の負担をかけないよう留意してまいり

ます。

なお、町債の発行については、地方交付税で元利償還金の多くが措置される有利な過疎

対策事業債を活用してまいります。これは、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎

地域自立促進市町村計画に基づき借り入れるものであり、当該計画の変更につきましては、

別途議案を提案しているところであります。

また、自主財源であります町税及び税外収入については、渡島・檜山地方税滞納整理機

構と連携し、積極的に滞納処分を実施するとともに、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。

地方交付税の算定や別枠加算等の見直しなど、今後の見通しは極めて不透明であります

が、国が進めている「地方創生」に取り組み、過疎、高齢化対策をはじめ、保健福祉施策

の充実、社会資本の整備及び産業の振興など様々な行政課題に適切に対応をし、規律ある

財政運営に意を尽くしてまいります。

ふるさと松前応援寄附金では、基金に積み立てしている指定された事業に、新たに「物

産振興等による地域活性化に関する事業」を追加し、寄附者に対し町の特産品を贈ること

により、地域経済の活性化が図られるよう取り組んでまいります。

地方創生の名のもと、各地方自治体の「やる気」と「実行力」が試される年となります

が、職員の力と知恵を結集し、様々な諸課題に全力で取り組んでまいりますので、町議会

議員の皆様及び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) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時３７分)
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(再開 午前１０時３８分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 申し訳ございません、８ページのですね、林業についての６行につ

いて、次のように訂正したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。読み上げま

すので、よろしくお願いします。

林業については、公共建築物への地域材活用を推し進めるとともに、森林資源の循環利

用による地域の森林整備の促進と、林業、木材産業の活性化を図ってまいります。更に、

昨年度から取り組んでおります松前杉をはじめとする地域材の使用量に応じた建築費の一

部助成事業につきましては、本年度も継続して取り組んでまいります。

このように訂正いただければと、申し訳ございません。

○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(宮島武司君) おはようございます。

平成２７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。

少子高齢化やグローバル化が急速に進展する今日において、教育を取り巻く環境は、国

の「教育再生実行会議」において、いじめ問題や教育委員会制度のあり方などの提言が行

われ、教育改革が着実に行われてきており、大きな転換期を迎えています。

こうした中、新たな時代に対応し、未来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、

明確な教育理念の下で、家庭、学校、地域が一体となり、それぞれの役割と責任を果たし、

確かな学力と豊かな心など、子ども達の「生きる力」を地域全体で育んでいくことが、こ

れまで以上に強く求められています。

教育指針条例の制定から７年目を迎え、先人への感謝の心を持ち、ふるさと松前に誇り

と愛着を育む学びの推進は、「学力向上」「書道教育」「ふるさと学習」を柱に着実な歩

みを続けており、条例に定める五つの教育指針の実現に向け、鋭意、取り組みを進めると

ともに、松前町の将来を担う子ども達に良好な教育環境と学習環境を確保し、提供してま

いります。

なお、今般の教育委員会制度に関する法律改正がなされたことから、改正する条例を別

途提案してまいります。

はじめに、学校教育について申し上げます。

全国学力、学習状況調査の結果から、児童生徒の「学力向上」は、当町の長年の教育課

題となっており、各小中学校との連携を図りながら、平成２６年度に学力向上対策委員会

が新たに策定した学力向上アクションプラン「ターゲット２９」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、取り組みを

進めてまいります。

国の｢教育課程特例校制度｣を活用した小学校の書道教育については、これまでの取り組

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、本年度から、新たに中学校に

おいても特例校制度を活用した書道教育を導入することとし、小、中、高を通した書道の

一貫教育が完全実施されることから、書道教育推進会議や各学校と連携しながら書の日常

化を進めてまいります。
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また、全道、全国書道展への出品や学校における公開授業の開催などにより、その取り

組みを広く町内外に発信してまいります。

スタートから３年目となる「ふるさと学習」については、各学校において「ふるさと読

本」を活用した授業を推進するとともに、「ふるさと応援団」の方々のご協力をいただき、

町の自然や歴史の学習及び産業などの体験と町民との交流を実践し、郷土を愛する心を育

てることのできる学習を進めてまいります。

１年間の統合準備期間を終え、本年４月に大島中学校の子ども達を迎えて、新生松前中

学校がスタート致します。新しい教育目標の下、ＩＣＴ機器を活用した教育環境を整え、

情報化社会に対応した教育活動を進めてまいります。

また、松前中学校の改築工事は、第二期工事が順調に進んでおり、本年８月末の完成を

目指しながら、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、着実に取り

組みを進めてまいります。

夢と文化を創造する学校づくりを推進する松前高校は、「書道教育」「松前学」「国際

教育」を三つの柱とする教育を進めており、フランス国ブザンソン市ルイ･パスツール高

校への研修派遣事業の教育活動への支援、通学定期券購入費や下宿費に対する補助を継続

してまいります。

また、昨年度に引き続き、生徒の卒業後の進路を有利にする対策として開設される進学

サテライト講座、公務員対策講座の運営経費及び各種資格取得に要する経費に対する補助

を継続して行い、松前高校の魅力ある学校づくりを支援してまいります。

大きな社会問題となっているいじめに対峙するため、松前町では、本年４月１日より

「子どものいじめ防止条例」が施行されます。

子ども達が、安心して生活し、学ぶことができる環境をつくるため、学校を中心にそれ

ぞれが役割等に基づき、主体的かつ協働して、いじめの早期発見、早期解決に努めてまい

ります。

次に、学校給食について申し上げます。

学校給食は、子どもの健全な発達を促すうえで大きな役割を担っており、今後とも安全、

安心な給食の提供に努めるとともに、学校や家庭との連携を図りながら、食に対する意識

啓発や給食指導の充実に努めてまいります。

また、新しい給食センターの建設工事が順調に進んでおり、本年８月末の完成を目指し

ております。完成後における学校給食については、週４日の米飯給食の実施や献立の見直

し等を行い、児童生徒に栄養バランスのとれた美味しい給食が提供できるように努めてま

いります。

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、着実に取り組みを進めてまいり

ます。

次に、社会教育について申し上げます。少子高齢化の進行や人口減少が続く中、社会教

育の分野においては、各種団体やサークルにおける活動者の減少や後継者不足が課題とな

っており、また、近年、家庭や地域の教育力の低下が指摘される中、家庭や地域の教育力

を高め、地域全体で子ども達の健やかな成長を支えてい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

び合いの場が必要であり、関係機関と連携し、幼児期、学童期、思春期の子どもを持った

保護者を対象に引き続き、「子育て応援セミナー」を開催し、子育て支援と家庭教育の向

上に取り組んでまいります。
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また、小学校６年生を対象に実施している愛媛県松前町との姉妹都市交流事業について

は、気候の違いや歴史、文化を学習し、交流を深めることにより、姉妹都市のより一層の

結びつきを深める小さな使節団として、大きな役割を果たしております。

本年度は、新たに青少年野外体験活動として小学校高学年を対象とした離島小島での自

然観察を行い、「離島」という貴重な地域資源を舞台とした自然体験型の青少年教育事業

に取り組んでまいります。

近年、ネットトラブルの発生や薬物汚染など青少年を取り巻く環境が憂慮される状況に

あり、地域全体が、厳しさと優しさを持って、青少年の非行防止や健全育成に取り組むこ

とが求められています。

このため、松前町青少年健全育成連絡協議会など関係団体と連携を密にしながら、「あ

いさつ運動」や「早寝、早起き、朝ごはん運動」を推進するとともに、｢少年の主張大会｣

の開催に取り組んでまいります。

また、高齢者の方々に学びの場と交流の場を提供する「いきいき教室」は、生涯にわた

り学び、学習の活動を続け、豊かで健やかな生活が送れるよう健康づくりと生きがいの場

づくりとして、創意工夫を行いながら継続して開催してまいります。

図書館活動については、運営を民間委託に移行してから１０年の節目を迎えますが、こ

の間、ブックスタート事業や童話の日の読み聞かせをはじめ、学校のブックフェスティバ

ルや長期休業期間にあわせたイベントの開催のほか、高齢者などへの宅配サービスなど常

に創意工夫を凝らした図書館サービスを積極的に取り組んでおり、本年度は、郵便局の図

書コーナーの設置の拡充など家庭、地域とのつながりを深めながら読書環境の一層の充実

に努めてまいります。

また、児童生徒の読書活動を推進するため、「子ども読書推進計画」の策定を進めると

ともに、図書の分類や展示に関するアドバイスを通して、道立図書館との連携した学校図

書への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。

町民の方々が豊かで潤いのある生活を送るため、自主的な文化活動への支援や鑑賞機会

を積極的に提供するなど、文化に親しむ環境づくりを進めることが大切です。

発表や交流の場として、長く親しまれている町民文化祭や地区の芸能祭など、子ども達

が、町民の方々が参加する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。

また、文化の香り漂う書のまちづくりを推進するため、書のまちづくり推進協議会や関

係者との連携により、「書道パフォーマンス」の開催に取り組み、参加校の拡充や創玄書

道会との連携強化に努めるほか、「こども書道塾」や小中高校生が一堂に会する「金子鷗

亭記念・児童生徒書き初め席書大会」を開催し、優秀作品の町内展示などを通して、「書

のまち松前」の一層のＰＲと情報発信に努め、書の日常化を推進してまいります。

スポーツは、体力の向上や健康の保持増進に欠かせないものであり、地域づくりやまち

づくりに大きな役割を果たしております。

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

年団活動を継続して支援するとともに、コンサドーレ札幌の協力により、３年計画で取り

組んでいる「松前サッカー教室」の開催などを通して、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、３年目を迎える「松前町健康フェスティバル」については、関係団体や役場健康

推進課との連携を図りながら、参加者が健康づくり意識を高め、誰もが参加しやすい環境
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づくりに努めるとともに、他町とのスポーツ交流やパークゴルフ協会が主催する各種大会

への運営協力などを通して、町民の方々の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ますが、本年度は、福山城築城当時の法面復元に向けて、

旧太田病院跡地において遺構確認調査を実施するとともに、引き続き、堀廻り地区の環境

維持に努めてまいります。

また、国の史跡に追加指定された阿吽寺前の民有地については、用地購入事業等を実施

し、今後、新坂地区の整備に向けて取り組んでまいります。

なお、復興天守の整備については、審議会の答申を踏まえ、引き続き、町民の意向の把

握に努めるとともに、現行の第二次保存管理計画が平成２８年度で終了することから、本

年度から２ヶ年で第三次保存管理計画の策定を進めてまいります。

当町には、貴重な有形文化財や民族文化財が数多く所在しており、松前城資料館や郷土

資料館における常設展示をはじめ、文化財を活用した学校への「出前講座」を実施するほ

か、無形民俗文化財の保存伝承を図るため、郷土芸能保存団体連絡協議会との連携による

講習会を開催するほか、ふるさと学習の場なども活用しながら、後継者の育成に努めてま

いります。

以上、平成２７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、松前の子ども達が豊かな体験と確かな学びの中で、大きな夢と希望を育

み、ふるさとへの誇りと高い志を持って、未来に向かってたくましく成長していくことが

できるよう、教育委員長はじめ、各教育委員共々全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を申し上げます。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午前１０時５４分)

(再開 午前１１時１１分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

これより、平成２７年度町政執行方針及び平成２７年度教育行政執行方針に対する質疑

を行いますが、町政執行方針の何ページ、行政執行方針の何ページということを指示して

質疑をお願いしたいと思います。

質疑ありませんか。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) お互いに牽制し合って、発言しないようでございますんで、何点

かお聞きしたいと思います。

この執行方針の概要の中で、ほとんど補正予算で重要案件については入ってますんで、

細部についてはその補正予算なりなんなりでお聞きしたいと思います。ただ、町長が提案

するに至った内容の考え方ですね、その辺だけ確認したいと思います。

まず、３ページ目なんです。２６年度の補正予算で、先程言いましたとおり漁船の更新

や機器類の設備の導入など、水産関係ですね、これ漁船漁業に対する支援については継続

するってことで３千万、今年もみてます。そういう中でですね、これは繰越明許でみてる

わけですけど、２６年度、要するに今年、２６年度実施しました内容等について漁業者の

反応はどうだったのか、それに基づいて２７年も継続したというふうに思うわけなんです
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けど、機器の更新なり、そういうものが実際漁業者に対してやった結果、喜ばれる内容だ

ったのか、それとも１年通してみて、漁業環境が悪いと、思ったより漁がなかったわけで

すから、そういう中で逆に実施したんだけど、そのことによって漁業者そのものが苦しい

立場に立たされたのか、苦しみがあったのか、その点についてどういう内容がきちっと精

査されてこれの予算化されたのか、その辺について、まずお伺いしたいわけです。

それから併せてですね、要領みますと、松前港の市場改修に関する予算化についてはさ

れてますが、もう１点、それに付随して魚価の向上や流通改善に対する取り組みについて

も支援するっていうふうに書いてます。これですね、これ、水産課そのものがそれぞれ担

当して協議されてると思うんですけど、今の松前の冷蔵庫、製氷庫が全然氷作られており

ませんね。今後これに対するどういうふうな考え方で協議されてるのか、これをまずお聞

きしたいわけなんです。修理して使おうとしてるのか、その場合の支援を要請してあるの

かどうか、それとも一切この件については協議されてないのかどうか。一番は沖からとっ

てきて、下氷して出荷するのが原則なんで、その一番大事なものが全然製氷庫が活用され

てないと。海水氷の部分だけで今やってるけど、ちょっと漁あるとまるっきり氷がないよ

という問題が出てきますんで、それについてどのようにするのか、組合とどう協議されて

いるのかどうか、その辺の考え方が本当に町長の方に相談されてあるのかどうか、その辺

についてまずお伺いしたいわけです。

それからですね、これは、町長の執行方針とまるで逆な質問します。逆な質問しますん

で、町長、考え方が、これ、実はですね、９ページから１０ページに子育て世帯の医療費

負担の軽減を図るために、まず高校生まで医療費の助成、無料化しますよという内容で出

てます。それから、次世代を担う子ども達の誕生に対して、松前っ子の誕生祝金をやりま

すと。それから、今の高校生についても高校が、今の子ども達は高校まで授業料無料化で

す。このようなことで本当にね、通常、町長、生まれて今日までどういう環境の中で教育

受けてきました。これは医療費の無料化なり、高校生までの授業無償化っていうのは、納

得できるようでできない部分あるけど、まあまあ仕方ねえべやって思うところあります。

ただ、今ここで松前っ子誕生祝金ってことで約５０万くらい３子までのやつみてます。こ

れ、やることによって次々子ども産めるような仕組みできるんだろうか。これの目的に対

して、本当に価値ある制度になってくるんだろうか、町長の思いは、やりたい気持ちはわ

かるとしても、本当にこれが逆に言ったら行政としての仕組みの中で効率化できる制度な

のか。今、各町村でやってますね、１００万とか２００万とかやってます。ですが、あま

りにも行政の人気取り商売みたいな感じになってます、お互いに競争してるけど、実際こ

れが効果あるものなのかどうか、いう感じしてるわけですね。

私、時代は違うといえ、親の子育てってのは非常にやっぱり大きいものあるし、子ども

に対する教育っていうことで、親の背中をみて育つっていう感じで今までやってきたはず

なんです。ところが昨今、全てが助成なり無償であり、いろんなもので過保護的なものに

思えるくらいに制度化されてます。ちょっと、これにあたって、提案されたもの逆的なお

話申し上げますけど、本当にこれが制度的に効果ができる、出る制度なのかどうか、その

辺の町長の真意をお聞きしたいわけなんです。私は、即効性はまずないと、これやったか

らったって子どもがすぐ生まれるわけでないという感じは持ってます。その前にやること

がいっぱいあるんでなかろうかという感じ持ってますけど、親御さんにしてみればくれる

ものもらった方が得だって感じです。そんな感じしますけど、本当にこれだけ公金をはた

いてやって効果があるものであれば幸いなんですけど、私はそう考えられない、本当に疑

問残る制度という感じ持ってます。これは、町長の一生懸命やりたい気持ちはわかります
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けど、逆に言ったら我々にしてみれば、本当にそれだけ投資して効果ができるのかどうか

っていうことになると、何度も同じこと言うようですけど疑問ですから、町長のその辺の

考え方、お伺いしたいわけです。

それと、あと細いのは、これだけ、とりあえず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) 大きく３点について、ご質疑をいただきました。まず、漁船漁業の

支援の関係であります。ご存じのように、平成２６年度で新たにスタートしたものであり

ます。実績については後程って言いますか、この後説明しますけども、事業実施致しまし

て１年が経とうとしているところであります。その検証は絶対必要でありますし、効果は

あるものというふうな期待をしているところでもあります。ちなみに、２６年度の実績を

申しますと、２４件の方から、が実施しておりまして、補助金額と致しまして２千９７９

万円の支出を予定しているところであります。実施内容につきましては、機関乾燥１件、

或いは機関ボウリング６件、イカ釣り機導入２件、レーダー導入６件、それから船体ブリ

ッジ改装１件、ソナー導入３件、ＧＰＳの導入が１件、それから魚探導入が１件、それか

らマリンクレーン導入が１件、コンプレッサー等の、コンプレッサーの導入が２件という

ふうなことで２４件の実績があるところであります。いろいろ本当に先程も申しましたけ

ども、検証は必要でありますし、私は大きな期待をしているところであります。

利用者の方からの反応はどうなのかというふうなことであります。組合の方でアンケー

トしたところによりますと、大変喜ばれている内容であると、ぜひ継続してとの声もある

というふうに伺ってるところであります。現状、２７年の関係もありまして、２７年度も

いろいろこう予定している、この制度を利用したいという声も多くあるやに聞いておりま

す。いずれに致しましても、議員心配されるように、この検証はきちんとしていかなけれ

ばならないというふうに思っております。

それから、２点目の流通改善の関係であります。漁協の冷凍冷蔵庫の関係でありますけ

ども、製氷機能が全く機能してない中で海水氷を利用して流通の改善、或いは品質の改善

に努めているところであります。冷蔵庫、現状の冷蔵庫、大分老朽化も進んでおりまして、

組合の方とはいろいろなお話はさせていただいております。先般の、１２月の一般質問も

お受けしましたけども、いろいろこう白神から原口まで漁協の抱えている施設、老朽化し

ているものもあるわけであります。現状、先般も組合長とお話してまいりました、町内い

ろんな施設老朽化しておりますので、まず実態を把握してほしいということをお話してお

ります。その中でどういうふうな老朽化の範囲とかですね、緊急に修繕の必要なものとか

いろいろ出てくると思うんでありますけども、そういうふうなことで、まず現状把握をし

ていきましょうというふうなことは組合長と話しさせていただいてるところでありまして、

これも冷凍冷蔵庫の製氷機能につきましても、範囲の中だというふうに考えております、

現状の把握に努めてまいりたいというふうに思っております。

それから、３点目の松前っ子の誕生祝金の関係であります、効果と検証というふうな意

味でご質問いただきました。本当に２０４０年問題、どんどん人口が減るというふうなこ

とでありまして、まず人口を減らさないための一つの施策として取り組む価値はあるだろ

う、しかも現金給付というふうな形でなくてですね、町内の消費を喚起させるというふう

な目的もありますので、地域の経済にも効果があるだろうというふうな思いで、この実施

を検討して提案をさせていただいたところであります。基本的には、どんどん人口が減る、

その中で新しい命を授かった場合に、町民挙げてですね、喜びたいというふうな思いでで

すね、この条例案の制度を提案しておりますので、結果も検証はしなければならないと思
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います。これは、町民の方の大切な税金をいただいておりますので、検証もしていきます

し、効果も期待しているところであります。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) １１番。

○１１番(吉田孝男君) ただ今町長から答弁いただきました。それで、１点目については

ね、これ細部、検討する必要があるんで、これについて補正でもって更に質問させていた

だきたいと思います。

２点目の関係なんですね、要するに貯氷庫の問題、これについては調査依頼してるとい

うことなんですが、今松前港における貯氷庫がまるっきり活用されてないと。今、先般ヤ

リイカ揚がっても海水氷でもって使ってると、現状海水氷はボックスで八つしか、全部払

い出しても使いようができません、少し漁あればパンクです。ほとんどヤリイカに利用で

きるような状態でないと。そうして、聞きますと一部外部からの移入で対応しているって

話聞いてます。そうすると、渡島、檜山管内で角氷やってる地区は漁協では一つもありま

せん、みんな多忙とか、そういったいろんな切り替えてます。今、持ってくるってば、苫

小牧か室蘭辺りからでなきゃ移入ができないんですよ。そういう中で、喫緊にすぐ対応す

るったって、まるっきりできるもんでないです。移入氷ってことになるとトラックで運ん

できて保管しなきゃないと。ということは、輸送料から何かすると非常にコストが高いも

んなんです。

そうすると今の貯氷庫を、製氷を整理して修理して使った方がいいのか、あくまでも依

存するのかと。少なくとも松前の冷蔵庫で保管しておくんであれば砕氷氷でもどんどん持

っていきますけど、江良、白神、特に今なくてもいい、あすこ一箇所にある程度保存でき

る角氷あれば、緊急時であれば全部対応できるっていう状態になります、製氷さえできれ

ば。

それから、喫緊の課題として、明日にでも、ちょっと、魚っていうのは気まぐれですか

ら、いい時はぼかっときて、あと場合によってもいなくなるっていう状況の中で、常にそ

ういうものはストックしておかなきゃないという状況もありますんでね、今の対応を早く

しなきゃない。特に先般松前だけのヤリイカ漁ですから、これが小島なり江良一斉に揚が

りだしたら、まず今の海水氷では対応不可能だと、あくまでも角氷を砕氷して使わなきゃ

ないという、そういうような危機的な状況の中で氷ってものはね、使われてるということ

からするとね、私は喫緊の課題として、やはり地元にそういうもの一つくらい置かなけれ

ば、いちいち室蘭、苫小牧、向こうの方からね、輸送するっていうことに対する危険度っ

てのは相当やっぱりあるなあという感じ持ってますんでね、その辺どうするのか、これは

町長の、これちょっと判断も加味されて、そのものどうするかって問題あるし、導入許可

の方で支援体制とるって町長の方針にありますんでね、早急にやはり組合と協議しながら

対応をした方がいいかなあという感じ持ってますので、もう一回その辺のとこだけお聞き

したいと思います。

それから、先程申しました新生、子どもに対する給付金の関係なんで、町長、把握して

ますか、今、町民の中でね、仮に子ども２人いるとしましょう、１人高校卒業しました、

下の子が函館の高校に行きます、どうしますか、旦那さんが出稼ぎに出てましたと、一家

揃って函館に引っ越しですよ。そして、函館で奥さんがパートしながら子育て、子どもと

同居して生活するっていうのが今どんどん出てきてるんですよ、若い世代で。何が主かっ

てことになると、加工場しか働く場所がないっていうのが一つの常套手段の言葉です。そ

ういうのみるとね、自由に、やっぱりこれからは人口減るのもそういう環境の中で減って
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いくなって感じ持ってんです。少子高齢っていう言葉はわかるけど、それが先走りしてど

んどんどんどん金目はつぎ込んでいきますけど、実態生活環境からいったら、若い生活し

ている方々にそういうのがどんどん今出てきてるっていう感覚なんです。

ですから、祝金はわかりますよと、ですが、それ以前にやるべきことは、いかにそうい

う生活とか働けるような環境整備を図るってことは大変難しい問題です、これは。残念な

がら松前に昔っから、いろんな業界で仕事してるけど、その業界終われば終わって、他の

ものに手を出そうとしない、そういう人がいっぱいいます。ほとんどがそうですよ、お互

いに足引っ張りして人の成功を失敗し喜んでるっていうのがね、いっぱいいるんで、そう

いう悪い環境の中でね、そういうのやれったってちょっと無理なんですけど、そういう人

がどんどん出てくるように、やっぱり産業界にも協力要請しながら、別な道を探せるんで

あればね、それを推し進めていくという一つの考え方持ってね、対応しなければ、若い人

もどんどん出てってそういうのが来ますよ。子育てだけでなく、子育てと一緒に転居して

まうと、これは人口減ですよ、これ、３人いる３人ぼろっといなくなるわけで、だんな入

れたら４人べろっていなくなる。そういうのが今どんどん出てきてるっていうことなんで

すよ。ですから、祝金どころの話でないだろうと、そっちの方をいかに力入れてやらなき

ゃね、どうするんですかってことを逆に聞きたかったんですけど、そういうことでね、町

長はその辺の町の今の流れってのを把握してるのかどうかってことで、これに合わせてお

聞きしたいわけなんです。これは、今後の政策に大きな影響が出てきます。ですから、そ

の辺を含めてもう一回町長にご答弁願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁船漁業の関係につきましては、補正予算でのご質疑をいただける

というふうなことであります。流通改善、製氷、冷蔵部門の関係であります。本当にこう

議員心配されているのが現状でありまして、漁協の方ではですね、この２７年、登別方面

から角氷を搬入するような計画もあるやに聞いているところであります。そうすると大変

コストのかかるものになりますので、多分今の施設の老朽化度合いの調査することにより

まして、これは優先課題になるだろうなというふうな思いしておりますので、今後とも製

氷部門を改修して利用できるような方向で検討すべく検討してみてたいというふうに思っ

てますので、ご理解いただきたいというふうに思います。まず、基本でありますので、流

通を改善、品質のいいものを作るってのが基本でありますので、何とかして自前で氷がで

きるような体制に協力してまいりたいといふうに思っています。

それから、高校生の現状のご指摘いただきました。私も承知しております。高校生が函

館の高校に行くことによってお母さんも転居、転居するっていうふうな実態は把握してい

るところであります。本当にどんどん人口が減っていく要素の中には議員がご指摘のよう

に、やっぱり産業人口がですね、減るっていうことが人口減に大きく繋がっているという

ふうに思います。ですから、人口減に緩やかな人口減にするためには、やっぱり基本は産

業構造を強くすることだろうなというふうに思っておりますので、それはご指摘十分理解

するものであります。ただ、この医療費の関係でありますけども、松前の高校に、住所を

松前に置くことによって函館の高校に行っても、松前の高校に行っても医療費は高校生は

無料ですよというふうなことをですね、お母さん方によく理解していただきまして、人口

の流失にならないようなご理解もしていただきたいなというふうなことは、我々の方から

節にお願いしてまいり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) 他に質疑ありませんか。

６番。
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○６番(堺繁光君) まずＰ、３ページと７ページでもって少しお話を聞きたいと思います。

今、吉田副議長が漁船漁業に対する支援の話をされましたんで、そっちの方はやめてお

きますけど、この中で、今年第三種の江良漁港の蓄養水面内でのウニなどの蓄養事業が開

始されるということでございます。ただですね、確かあすこはマリンビジョン計画という

形で進められてきたと思うんですよね。まあ、私のちょっと認識もし間違ってたら謝りま

すけども、その中でもってあすこには体験する、あすこの場所で体験するような建物を建

てるという計画があったようにも聞いて、記憶してあったんですけど、その計画がどうな

ったのかなと。ということはですね、先般いろんな江良の若い人方と行き会って話した中

で、確かそういう計画があって、それを利用して何かイベントをしたらどうだっていう話

しが盛り上がったもんですから、そしたら、そういう建物がなきゃなかなかできないな、

だけどもそういう話が今なんか尻切れになったような気がしたもんですから。当初、この

計画の中にも町長の執行方針の中にもそういう計画が載っていないということなんもんで

すから、確認のためにまず一応お話はさせていただきます。

ただ、７ページにつきましてはですね、自然を愛する美しい町、この中でもって環境改

善を図るためっていうふうに載ってました。町長の計画の中にもいろいろ載ってますけど

も、過去にですね、私達厚生文教常任委員会の所管事務調査を行いました空き家対策事業

ですね、一応報告書も提出しているわけですけども、その後全然空き家対策に対しては何

ら執行方針にも載ってこない、予算にも載ってこないというような形があるもんですから、

町の方では、町というよりも町長はどのような考えを持ってこれに対処されているのか、

その辺を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) ３ページの三種江良漁港のですね、蓄養の、本当に本格的にこの２

７年から供用開始することになりまして、期待をしているところであります。いろんなこ

うナマコ、或いはホッケとかですね、やれる、ウニも含めましてやれる事業がありますの

で、何とか効果を上げていきたいというふうに思っているところであります。ご指摘あり

ました、本当にマリンビジョンが基の計画でありますけども、現行の三種江良漁港の整備

にあたっては、残念ながら体験する、都市間と交流するような、体験できるような施設の

建築は当時はあったように私も記憶しておりますけども、現在の計画の、整備計画の中で

は、体験建物については計画に載ってないというふうな状況だったというふうに思います。

江良の漁港につきましては、大きな構想がありましてですね、大きな螺旋の道路を作って

港に行くとかですね、そんな大きな構想もあったわけですけども、それは今現状はないと

いうことでご理解いただきたいというふうに思います。

それから、空き家の対策であります。国の方もですね、国会議員が自主的に法律化させ

ているようでありまして、全国的に空き家対策が話題、問題になっているところでありま

す。私どもも本当にこう現状も具に調査をしているところでありまして、国の動きと合わ

せまして、役所の中でも担当課長と今、協議を進めております。２７年度中に一定の、要

はこの執行方針に書けるような状況になれば、なれるように今作業を進めておりますので、

ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ６番。

○６番(堺繁光君) 今、マリンビジョン計画に関しては、本当に残念だなと、このように

思うところです。

あと、今の空き家対策ですけども、先程吉田副議長も言ってますけど、ずんずんずんず

ん引っ越してって空き家が益々増えてくると、そういう状況にありますので、町の、町の
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お金やそういうのを使えば、またそれを当てにする人方もいますんで、いい格好でこの空

き家対策に対しての方向性を出してもらえればいいかなと思ってます。終わります。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

４番。

○４番(椎名力君) 今回、町政の執行方針について、４点、町長の考えをお聞きしたいと

思います。

これ、町長あれですね、月日の経つのは早いものでね、もう本当に１期４年目を迎える

にあたって、町長としてどのような町政運営をしていこうとしてるのか、その点を踏まえ

て町政執行方針を読まさせていただきました。

始めにね、１６ページ、歳入の件で、ここで町税で３．８％の減額を見込んでおります

と、これ金額で言えば、ここ５年あたりの町民税ベースなんですが、１年で８７５万３千

円、また、５年で４千３７０万、これ減少しております。このことについてはね、町長も

大変厳しい状況にあるというふうに認識をされております。そして、まあまあ、このよう

な厳しいことの認識をされておる、おるので、今回このために予算の段階で財政調整基金

で対応すると、こうしておりますね。これは、このことについては単年度的には対応する

ことは私は良いとしても、このことについては、抜本的な対策を講ずる必要があるんでな

いかってのが１点、この点、お聞きを致します。

それから、次に２ページの水産業について、お聞きをします。この水産業についての漁

獲量の減少については、様々な要因があることはこれは私も承知をしております。これ、

ただあれですね、町長、町の基幹産業であるこの漁業が、このままでいいとはね、町長も

思ってないと思うんですね。それで、これ漁獲量の減少は即あれですね、所得の減少にな

って、強いてはこれ町税の減額に繋がってる問題ですよね。だから、町長も漁業政策につ

いては様々に取り組んできたことは承知をしておりますが、ただ、私が言わんとしている

ことは、これあれですか、予算を含めて今までのやり方をこのまま継続していくだけであ

れば、基幹産業の衰退の下支え、歯止めにはなるのかと私はいささか疑問を持っておりま

すので、この点、また町長の考えをお聞きしたいと、このように思います。

それから、次に５ページ、観光業についてお聞きを致します。この観光業についてもこ

れ基幹産業ですよね、この観光業については様々な取り組みをしてきたことは、これ、こ

れもね、私も承知をしておりますが、これあれですか、町長、体験型観光、進めていくと

こう言ってますよね。ただ、私としてはこれ今、原口のこと含めてこれ進めていると思い

ますが、これはあれですね、まだまだこれ本町も含めて考える要素は私はあるんでないか

なと、このように思っています、ね。それで、これ来年の３月に北海道新幹線が開業され

ますよね、この大きな流れに乗っていくことが松前観光に大きな、大事な取り組みである

と考えられることになりますよね。そこで、松前観光は城と桜だけではなく、史跡等北海

道で一番の観光地であると私は思っております。そして、町長もこれあれですね、観光に、

件については常々、松前の観光についてはまだまだ広げていきる余地はあると、こう言っ

てますよね。そこで、松前の観光について、今後どうあるべきなのか、この考えもお聞き

をしたいというふうに思います。

それから次に、６ページのプレミアム商品券についてお聞きをします。このプレミアム

商品券については、これ、町長あれなんですね、これ公明党が、公明党が本当にもう与党

と含めて、今のね、経済活性化を含めてやった、ね、政策なんです、ね。して、今各町す

ごいそういう思いで今、いろんなそういう取り組みをしていってる、いう状況なんですよ。

特にこのプレミアム商品券は、地域経済の活性化をまず図ろうと、こういうことなんです
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ね。それから、もう一つやはり我々地方であれば、小さな商店にどういろいろ活かしてい

くかってことが大事なことだと思うんですね、大きいとこだったらね、まだしも。そのこ

とを含めてこれ補正予算みて、事業でありますので、このことを踏まえて、これ町長、我

が町ではどのように町長は取り組んでいこうとしているのか、考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭、歳入の町税、前年度対比３．８％の減額であるということと、

それと財政調整基金を繰り入れながらの予算編成であるとのご指摘であります。本当に、

今の現状、国の地方財政計画を見ましてもですね、交付税の立つ位置が見えてこないとい

うふうな状況の中で、このような予算編成をさせていただいたところであります。まず、

議員ご指摘のように、基幹産業が衰退すると悪循環になりますので、全体的に税収が落ち

てくるというふうなことであります。本当に強い基幹産業を作っていくことが喫緊の課題

だというふうに思っております。

ただ、予算を今回提案させていただきましたけども、財政調整基金の編入をするという

ふうな中ではですね、いろんな歳入等があるわけでありますけども、基本だというふうに

議員承知、ご理解されてると思うんですけども、歳入は少なく計上すると、要はこれは安

定した財政に繋がると思いますので、そういう思いでですね、少ない財源で最大の効果を

出せるような予算編成に配慮しておりますので、歳入は多少少なめに見てるというふうに

理解していただければいいなあと思っております。ただ、いずれに致しましても、これか

らの国の予算がはっきりしてくることによりまして、５月、６月頃になると一定の、２７

年度の予算の規模っていうんですかね、決算の目途が立ってくるだろうなと思っておりま

すので、予算編成はそういう思いで歳入を計上してるということをご理解いただきたいと

いうふうに思います。本当に。

それから、漁業の関係で、そうですね、漁業の関係であります。本当に悪循環でありま

して、漁業の振興につきましては、先程もお答えしましたけども、どんどんこう漁業生産

が落ちてきている状況であります。議員ご指摘のようにどういう形で歯止めをかけれるの

か、今の現状のままの水産振興を踏襲するつもりはありません。従って、新たな項目につ

きましても実施していきたいし、漁協の方とも連携を取りながら着業者、新たな規模の拡

大とか、新たな着業者が出てくるようなことも情報を組合と取りながらやっていきたいと

いうふうに思っております。

それから、体験型の観光だというふうに、松前の将来の観光は、観光は将来どうするん

だというふうな質問であります。本当に議員ご指摘のように、松前には資源があるなとい

うふうに思っております。例えば、松前漬け、或いは松前神楽、これは３００年経っても

４００年経っても松前漬けであって、松前神楽は残るというふうに思っておりますので、

その資源を有効に利用しながら、北海道の南の春観光の玄関であります松前観光をＰＲし

てまいりたいというふうに思っておりますし、本当に都市間との交流人口を多くすること

によりまして、松前に滞在する時間を多くなれば、それだけ経済効果があるだろうなとい

うふうに思っておりますので、そんな思いで将来の松前の観光づくりをしていきたいとい

うふうに思っております。

それから、プレミアム商品券、政府自民党と連立政権の中で提案をされている制度であ

ります。本当に地方の消費を喚起させながら、地域の経済を発展に繋げるというふうな目

的でありますので、この制度を利用する、最大限に利用するというふうなことだろうなと

いうふうに思ってます。しかし、効果も最大限に出せるような配慮をしてまいりたい、本
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当に小規模店にも効果が行き渡るような体制でこの事業をやれればいいなと思っておりま

すので、商工会の方と連携しながら、情報提供しながらいい制度に、多くの町民の方が利

用していただけるような方法を考え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) ４番。

○４番(椎名力君) 今、町長からですね、考えを聞かしていただきましたので、随時また

再質問をさせていただきます。

もちろんね、町税の関係はいろんな歳入のあれはあるってのは私も承知をしております

し、予算の段階でってことで私も言ってますよね、ね。ただ、過去にもいろんなね、我々

の教訓にするべきことがそういうものがあったもんだから、そこら辺含めて、ね、これは

このままね、じゃあ、財政調整基金でやっていけるんだからいいんだよってことにはなら

ないでねってことなんです、わかるっしょ、ね、こういうことを私は言ってるんですよ、

ね、過去のそういうことの教訓を学んでいかなきゃいけない、まず、それがあります。そ

れで、これあれですね、やはり町長、今さっき言ったように、当然これ、税収の落ち込み

の要因は、これどうやったって基幹産業がそこで育成さっていない、育ってないってこと

に繋がるんでないかなと私思ってますね、そこがきちっとある程度できれば、この税収の

落ち込みをある程度歯止めをかけれると、そうゆうに思いますよね。これあれですか、そ

ういうことについては町長、この税収を増やすための方策はね、なんとしても産業を育て

ていかなきゃいけないとってことに繋がると私思ってます、ね。ここね、町長ね、もう一

回ね、そこら辺含めてそのものに対する取り組みの意欲、決意、そこら辺をお話をしてい

ただければなと、このように思います。

それから、町長ね、次に水産業について、いろいろ今までの過去のことを踏襲し、する

だけではなく、新しい試みにしていくんだよってことが町長言われましたよね、ね、町長

そこが見えないでしょう、見えてこないんですよ、本当に見えてこない。これあれですか、

まあ、これは最終的にはそういうことについては予算の段階でも私はね、きちっと担当者

も含めて予算の段階でチェックをしてやりたいと思っていますけども、あれですかね、い

ろんなこの漁業の振興策について、私はね、いろんな今までのつくりとか育てる漁業を町

長がやるってことだったから、私はそれ賛成だよって言ってきましたよね、ね。その政策

はいいんですよ、すごくね、それで、そういうことについては私は応援もしてきました。

ただね、町長ね、私も１２年間いろいろこの水産業については言ってきました。これは苦

労してるのはわかりますよ、なかなかそういうふうになってならないってのわかります、

ね。ただこの町長の３年間だけ見ても、このね、今みたいなつくり漁業育てる政策だけで

これ限界があるんでないかなと私思ってます、ね。いくら政策がいくたってそれについて

この予算も、それに、その政策を育てていくためには、予算も当然私はそこに加算されな

きゃいけないなと思っていますよ。だから、政策だけいくてね、それでね、よくなるって

ことあり得ないですから、ここはやはり国も経済対策をしていろんな事業に金を振り込ん

で、そうして、そういういろんなものを含めてね、国もやってますよね、それが今少しは

軌道に乗ってきたという現状なんですね。ただまあ、地方にまだまだ回ってきてない、そ

の現状もありますので、だからそこのとこの考え方なんですよ。だから、町長ね、予算的

には私はもっともっとこれ増やしてくべきだと、このように思ってますが、この点もう一

度町長の考えをお聞かせいただきたいと思います。

それからね、次に松前観光の件、もう一回お聞きをします。これ松前の観光ってのはあ

れだね、町長、さっき言ったように、これまだまだ伸ばせる余地ってのはすごいあります

よ、ね。これ水産業と違って、まだまだ松前のこのね、城とか桜含めて、史跡等含めてま
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たまたそういう考える余地は私はいっぱいあると思いますよ。これ町長ね、私今ちょっと

ね、松前観光、これ、ね、伸ばしてくってのはいいことなんです。ただね、私が今、ずっ

と今まで見てきた関係で、どうも松前の観光は陸から、オカの観光がこれメインになって

きているってのはこれいいんですよ、ね。ただ、このオカからの観光だけで、じゃあ今後

いろんな観光を広げていけるかっていう問題があると思うんです。もっとよ、その観光と

いう考え方は立てば陸からだけじゃなくて、ね、海からとかそういうこと含めて、そうい

う観光に繋げていかなければ観光の分野は広がらないと思いますよ。そこをもう一度ね、

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。

それから、次にプレミアム商品券について、もう一度お聞きをします。この商品券の発

行支援は、消費喚起がもてる政策なんですね。それで、これ自治体の、自治体の工夫でで

きる話ですよね、そこなんですよ、町長。したから、自治体の工夫でできるっていうね、

ことなんで、したからこれ、より良い、やはりさっき言ったようにね、やるんだったら、

ね、費用対効果もきちっと含めて、ね、そういうものに生まれてくる可能性のあるこれは

商品券の発行なんですから、ね、そこのこと踏まえて、もう一度お考えをお聞かせいただ

きたい。それで一つ目、そうしてね、この費用対効果を高める観点は三つあると、藤原日

本リサーチ総合研究所主任研究員が言っておるんです。一つはね、何かと言ったら、何が

買えるか、二つ目はどこで使用できるのか、三つ目は誰が使えるのか、こういう観点もあ

るよってことで、私もいろいろ様々そういうの含めて読んでますので、この点も町長の考

えをお聞かせいただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時とします。

(休憩 午前１１時５８分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 椎名議員の質疑にお答えしたいというふうに思います。まず、財政

調整基金の支消の関係であります。本当に議員ご指摘のとおりでありまして、健全な予算

編成っていうのは収支のバランスのとれた予算が望まれるわけでありますけども、国の地

方財政対策が見えない状況の中で、交付税の見通しが利かないような状況の中で予算編成

であります。安全策をとりまして、財政調整基金の支消をしながらの予算編成であること

をご理解いただきたいというふうに思います。

それから、かつて、今の現状の財政運営が維持されている状況におきましてはですね、

かつて職員の給料、或いは手当、そして、議員の皆さんの報酬、手当を独自削減７年して

きたところであります。その結果が今の現状の財政が維持されているというふうに思って

おりますので、その状況での皆さんのご苦労をですね、今後そういうふうな苦労をかけな

いような財政運営に心がけていきたいというふうに思ってますので、ご理解いただきたい

というふうに思います。

それから、税収の関係であります。本当に強い産業構造が必要だと思っておりまして、

本当に職員の皆さんにはですね、失敗を恐れないで新しいものにチャレンジしていきまし

ょうということは常日頃言っております。本当にチャレンジしていく気構えがですね、大

事だろうなというふうに思ってますし、２７年度で本当に新規でホヤの試験もやってみま
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しょうと、東南アジアの方で今ホヤの需要が結構あるように聞いてますので、まずダイバ

ーで捕るホヤも必要でしょうけども、船の上から捕れるようなホヤの試験もやってみたら

どうだというふうなことで、今年度チャレンジ、２７年度にチャレンジさせていただきた

いというふうに思っているところであります。いろいろもうホヤばかりでなくて、新しい

水産センターができることによりましてですね、いろんな試験もできると思っております。

ヒジキ然り、ワカメも採苗できますし、ホヤも職員の方が今年採苗に、多くは採れません

でしたけど成功してますので、何とかチャレンジしてみたいなというふうに思っていると

ころであります。

それから、私が就任して３年を過ぎました。議員ご指摘のように、この間、組合の生産

が本当に横ばいの状況であります。計画から毎年２億円程足りない状況が続いておりまし

て、この２億円のハードルを越えていけない状況であります。歯がゆい思いしてますけど

も、継続は力なりと思わなければ投資もできませんので、積極的に取り組んでまいりたい

というふうに思っております。

それから、観光の関係であります。海に向けた、海に視線を向けた観光、本当にかつて

離島小島周遊のことも考えた時期もありました。ただ、いろんな環境保全の問題とかです

ね、いろいろあるような状況もあります。ただ近年、知内町ではやってますので、そうい

う状況もつぶさに情報はいただいておりますので、海の方に向けた観光振興っていうのも

可能性はあるんだろうなというふうに思ってますし、今、道の駅の下の旧波止場がありま

すので、あの波止場を利用した、遊べるような観光も一つこう考えていく要素にはあるだ

ろうなというふうに思っております。いろんな交流人口を増やすことによりまして、町の

活性化に繋がるというふうに思ってますので、いろんな方策を検討してまいりたいという

ふうに思っております。

それから、プレミアム商品券であります。本当に、せっかくやる、ありますので、本当

に喜んでもらえるような内容にしたいというふうに思っております。議員からは費用対効

果のお話もありましたけども、本当に効果が見えるような部分に配慮してまいりたいとい

うふうに思いますし、商工会も大型店舗、或いは従来商工会に加入されてない、かった方

がですね、このプレミアム商品券発行に際して、新たに商工会の方に加入されるような事

業者もあるみたいでありますので、そこのところは期待をしていきたいなというふうに思

っておりますし、我々サイドと致しましては、低所得者の皆さんが有効に使えるような制

度で設計してみたいなというふうに思っております。例えば、年金の支給月にですね、商

品券が発行できるような、そういうふうな配慮もしながら商工会と連携をとって進めてま

いりたいと思ってますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ４番。

○４番(椎名力君) ２回目の町長の考えをお聞きを致しました。これは最後の質問になり

ますので、町長、これは端的にちょっと聞きますね、あと２点ほどちょっと聞きます。

先程税収の関係も含めて、本当にきちっとした取り組みをしていかなきゃいけないって

のは、町長の考えわかりました、そうしていただきたいなと思いますよ。

それから、水産業の関係もね、いろんなことやってきたのは私も認めますし、それが何

もならないって言ってるわけでないんですよ。ただ、本当の漁業の漁獲量減ってきてね、

減収なってきてる、その歯止めなり、それから下支えってのはなかなか目に見えてなって

きてないってものあるもんだから、ね、そこら辺の取り組み、今後また含めてしっかり取

り組んでいただきたいってこと申し上げてるんです。これそれであれですね、町長、この

漁獲量の減少の、今私下支えとか歯止めかけるのは、私はね、これ町長の使命であるとこ
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う思っていますよ、町長、ね、そのぐらいの気持ちでやっていただきたいなと思いますよ。

私の代でここはある程度の目途はつけるよってことを含めてね、そこら辺の取り組みをし

ていただきたいってことで、もう一度そこら辺の取り組みについても答弁をお願いしたい

なというふうに思います。

それから、次に商工業についてですね、これあれですね、先程言いましたように、商工

は、関係についてはもちろん今の水産関係も含めてね、しっかり取り組まなきゃいけない

問題だと思いますよね。さっきの水産の問題だって、これ水産がただ減少してるとか、そ

の税だけの問題でないですよ、やはり基幹産業が、ね、そこで、ね、伸びていかないとや

はり地元の経済も含めて大変な状況になっていくので、そこら辺の取り組みもしっかりお

願いしたいなと思いますね。これそれであれですね、この商工の関係で先程私が新幹線の

問題も言いました、ね。それで、前の時には職員とかいろんなこと含めてね、ブルーツー

リズムっていうことでね、取り組んだこと私もしょっちゅうこう聞いてたんです、ね、こ

れね、町長ね、いつしかそういう職員のね、そういう案なりそういうものがね、そこに繋

がって成り立ってくるんだらいいんだけども、いつの間にか消えてしまったりしちゃうん

ですよ、ね。そこがね、いろいろ考えてるそういう職員の案を含めてね、検討し、できる

限りそういうものを志したものについては、最後までやはりやり遂げてみたり、ね、やっ

てみなきゃいけないってことを申し上げるんですね。これそれで最終的にね、今新幹線が

来年の３月に開業されると、ね、当然これは我が町についてもチャンスですよね。それで、

最後にこれ商工観光のことで聞きたいのは、松前のね、今の観光に対する集客数ってのは

ほとんど頭打ちの状態ですよね、町長、そうですね、したから今のこの新幹線の開業がチ

ャンスだと思うんです、ね。ですから、この集客数を今回の新幹線を含めて、この機を捉

えてどれだけ集客数を増やしていくのか、見込んでいるのか、その点聞いて私の質問終わ

りたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にこう税収の関係でありまして、漁業振興いろいろ取り組んで

きておるところであります。本当に強い基幹産業の構造づくりが急務だというふうに思っ

てますけども、なかなかこう水産業一つとってみてもですね、効果が出てこない状況だと

いうふうに思っております。失敗を恐れないでですね、どんどんどんどん取り組んでいく

思いでおりますし、何とかいい効果が、相乗効果があるような展開を望んでいるわけであ

りますけども、現実はなかなか厳しいものもあるというふうなことも理解していただきた

いというふうに思います。どっちにしても、いずれにしても積極的に取り組む姿勢は変わ

っておりませんので、その方向で進めてまいりたいというふうに思います。

それから、かつて、本当に基幹産業、水産、観光、畜産、商工、基幹産業であります、

水産加工も含めてですね、本当に強い産業構造をつくることが人口の減少にも繋がらない

というふうな思いでありますので、頑張ってまいりたいというふうに思います。

それから、ブルーツーリズム、職員の提案型のお話もございました。本当に職員の方々

の提案は、こう色を付けて、もしあるんであれば提案していただいて形に残せるような、

その意見は大事にしてまいりたいというふうに思っております。

それから、新幹線来年の３月、どの程度の集客数を予想してるのかというふうなご質問

でございますけども、現状の中でどの程度の人口増を望めるかって今数字は持ってません

けども、間違いなく今取り組んでおります木古内含めました、檜山含めました９町でいろ

んな広域連携とっておりますので、観光客が増えてくるだろうなというふうな思いしてま

すし、それから、函館市もですね、中国からチャーター便、今チャーター便で来てますけ



- 30 -

ども定期便になるような情報もありますので、そこも、まあ、言葉悪いですけども、函館

の力を利用するということも大事なことだと思っておりますので、函館市との連携も取り

ながら、情報をもらいながらいくらでも松前観光に函館から入ってきてもらえるような、

手立ても講じてまいりたいというふうに思っております。本当に議員ご指摘のとおり、い

いチャンスなんだろうなというふうに思ってますので、積極的に取り組んでまいりたいと

思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

７番。

○７番(油野篤君) ５ページのですね、水耕栽培のところがあるんですけども、ここでち

ょっと聞きたいんですけども、知識やノウハウを取得するために調査をしてまいりますっ

てあります。これは、文章どおりだと調査をしてまいりますって、この後の、例えばです

ね、職員にですね、研修に行ってもらうとか、要するに調べてもらうとかって、そういう

部分があるのかどうかですね。それとですね、もしそういうのがあるとするならば、松前

町に適した、例えば薬草なんかのですね、そういうのも取り入れてもいいんじゃないかな

と思いましたので、その辺をちょっと聞きたいと思います。

いいですか、まだごめんなさいね。８ページのですね、松前公園の件なんですけども、

桜シーズン以外の観光と町民から親しまれる公園づくりに努めてまいりますってあります。

担当って言うんですかね、担当の方はおられると思います、公園の方のですね。ただ、も

うちょっと突き進んでですね、専門的なことを考えていく方を置くのかどうかを、その辺

をちょっと聞きたいんですけども、新幹線がですね、開業されると、結構この前もＪＲに

乗った際にですね、海外からですね、韓国とか台湾辺りから結構観光客が来てるんですよ

ね。そうすると、木古内をベースにしてですね、要するに日本的な魅力あるっていうと松

前公園が一番、観光的にはいいところではないかなと思うんでですね、その辺のところか

み合わせてですね、専門的な方を考えるのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと思い

ます。

それからですね、１１ページのですね、病院関係のことなんですけども、研修医の方、

今回も大変来られるということでですね、砂川市との提携がですね、どのような形で研修

医とかですね、ことなっておられるのか、また今後の例えば課題かなんかありましたら、

その辺を教えていただきたいと思います。

その下のところにですね、本年度は国から新たな病院改革ガイドラインが示される予定

ですってあります。今回も大幅な制度見直しも含めてあるんですけども、これはどのよう

なことなのか、もし今でですね、わかる部分があったら教えていただきたいなと思います。

それと、１５ページの防災専門員１名配置しってところがあるんですけども、これは２

６年度の最初の時はなかったんですけど、２６年度で配置されている方をという、そうい

う捉え方でいいですか、わかりました。

それと、１６ページ、最後になりますけども、避難所にですね、保存食や情報伝達のた

めの備品を配備してまいりますってあります。この情報伝達のための備品、例えばですね、

例えばそこにあれした場合は電気がなくてもラジオを聴けるとかですね、それから照明っ

ていうか灯りができるとか、そういうものを置かれるのかどうかということをちょっと聞

きたいと思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時１８分)
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(再開 午後 １時１８分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) １点目の水耕栽培の関係であります。職員の研修させますというふ

うな内容でありますけども、これにつきましてはこの２月に苫小牧の方に職員が現場を見

てきている状況もあります。その結果を踏まえましてですね、まだ踏み込んだ調査をして

いく必要があるだろうなというふうなことであります。いろいろ情報をこれから議会の皆

さんにも提案してまいりたいというふうに思っておりますし、共通の認識の中でですね、

取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいというふう

に思います。

それから、公園の整備であります。基本計画がこの２６年でできあがります、全体の公

園の配置等は含めまして検討しているところであります。この中で、親しまれる公園づく

り、いろんな方々が公園を利用しておりますので、そのエリアもきちんと明確にしながら

新たに集える場所を作ったりですね、そういうふうなことも計画に載ってくることになっ

てますので、そういうふうな公園づくりをしていきたい。それと、外国人観光客から見れ

ば日本らしい公園だというふうなご指摘もありました。確かにそのとおりだと思ってます

ので、その辺の、今、外国人の来町する方、観光でみえられる方多くなってますので、そ

の辺にも配慮してまいりたいというふうに思ってます。ただ、今現状の中で専門の職員を

置いた中でですね、公園管理っていうふうなことのご指摘がありますけども、現有の職員

の体制の中で一つでもいい効果が出せるように努力してまいりたいというふうに思ってお

ります。

それから、病院の関係でございます。砂川病院の研修医の関係でございます。協定を結

んでおります砂川市立病院からは、年間３名から４名の研修医の方を予定しておりまして、

他は札幌医大、それから函館市立病院、市立函館病院、五稜郭病院、中央病院、それから

旭川医大などなどの研修医の方が予定してるところでございます。それから、病院の改革

ガイドラインについては、まだ国から示されておりませんので、ぜひ示された状況により

ましてはですね、このガイドラインに則った計画づくりになっていくんだろうなというふ

うに思っております。

それから、防災の専門員のご質問がございました。結論言いますと、昨年２６年度と同

じ方を専門員にするっていう考えであります。募集した結果、そういう結果になりました

ということでございます。

それから、備品の関係でございます。これは、備蓄備品の関係でありますけども、備蓄

の保存食につきましては７００食くらいを予定しておりますし、ストーブ、これについて

は停電の対応をするためにですね、ポータブルのストーブも必要だというふうなことであ

ります。それから、従来避難所ではラジオで情報をとってたんでありますけども、昨年の

白神地区の土砂災害の際はですね、電気があるもんですから避難される方はテレビがほし

いんだというふうなことでありました。そんな中で避難場所にテレビがなかったというこ

ともありまして、その反省を踏まえましてテレビも用意していきたいというふうに思って

おります。

○議長(斉藤勝君) ７番。

○７番(油野篤君) ２点ばかり、ちょっと聞きたいんですけども、松前公園の関係なんで

すけども、そういうような考えなんでしょうけども、職員研修にちょっとこだわるんです
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けども、こういう機会にですね、将来のこと考えて、例えば日本の三大公園みたいなとこ

ろ、金沢の兼六公園あたりでもですね、特別なにあるっていう、私もちょっと行ってきて

みたんですけども、特別、例えば松前だったら春に桜がすごいとかっていうのはあるんで

すが、あんまり感じなかったんですけども、どうして一年中、何て言うんですかね、多分

行ってる、活用されてるっていうか、行ってる方がいると思うんでですね、その辺のとこ

ろ、もしね、向こうに行って職員の研修させに行かせれればね、研修してきてれば将来に

繋がるのではないかなと思います。

それとですね、研修医の件なんですけども、わかりました。ただ、研修医がですね、こ

れだけ多く来てくれるということは、将来ですね、お医者さんをあれする時に繋がってい

くんでですね、これはこのまま続けていければいいなと思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の公園の管理の関係であります。本当に議員ご指摘のように、

私も一昨年弘前公園を行ってきまして、その際にやっぱり公園を管理している職員の方は

ほとんど樹木医の方なんですね、桜のプロの方が公園を管理してる状況でありました。松

前の場合を考えると、樹木医でない職員が積み重ねてきて公園を管理してるっていうふう

なことで、技術的な部分はそんなに差はないと思うんでありますけども、もし機会があれ

ば研修の方にも参加させていきたいなというふうに思っております。

それから、病院の研修医の関係でありますけども、これは松前病院の特徴でありますか

ら、ここの部分は大事にしながら継続していくべきだろうというふうに思っているところ

でございます。

○議長(斉藤勝君) 他に。

３番。

○３番(川内谷進君) せっかくですので、少し伺っていきたいなというふうに思ってまし

た。

町長、１ページ目に出てるように、２４年４月１１日から、今回でちょうど１期の折り

返し地点という形で、相当緊張した予算を提起してるんじゃないのかなと、そんなふうに

思ってますし、それなりに考えていかなきゃならないというふうに思ってます。特に今回

の予算、ほぼ補正予算がかなり多くの部分で出されてます。特に国の方針が「まち・ひと

・仕事創生ビジョン」という形で積極的に人口増勢を考えろということで予算化してる。

従って、この一連の予算を見た時に、僕は非常にあら、困ったなあと思ったのは、目玉は

なんだなあと、かなりいろんな多くバラバラに出してるけども、本当にこれで人口増える

のかどうなのかと、こういういささか不安がありますのでね、考え方を聞かしてほしい。

もう一つは、地方人口ビジョン及び５ヶ年計画、松前版総合戦略を１０年、２０年を目

指して策定するんだと、松前町のまちづくりをつくるんだというふうに謳ってますんで、

その辺の具体策があるのかどうなのか、具体的にはどういう形になっていくのかなという

ふうに考えてます。いずれにせよ、国の地方住民生活等緊急支援のための交付金というこ

とで、いろいろこう制約があるんだというふうには思ってます。ただ、いろいろ予算を付

けた段階からすると問題ありなのかなという気がしますんで、その辺に対して、国の方針

に対して町はどういう対応をしていこうとか、どういうふうに考えていかれるのか、その

辺について聞かしてほしいなと。そして、そのことが結果として人口増に結び付き、産業

の発展に結び付くのかなということが懸念されますので、お答えいただきたいなというふ

うに思ってます。

二つ目としては、今回地域住民生活緊急支援のための交付金ということでいろいろ交付
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金出されてますけども、先程言いましたように重点となる部分が若干薄いんじゃないのか

なと。どれを目玉として我々が受け止めればいいのかなということがありますんで、その

辺について今後は、まあ、補強するものは補強していかなきゃならないんだろうというふ

うに思いますけども、基本的な部分での考え方を聞かしてください。

それから、４ページ目に今回新しく出てきたんですけども、補正の関係なんで詳しくは

補正予算の中でやろうかなと思ったんですけど、農業の関係で優良繁殖牛購入補助金とい

うことで助成をしています。何とか畜産の振興を図りたいという思い入れはあるんだろう

と思うんですけども、この辺についての町の意気込みなり考え方を聞かしてください。

それから、５ページにあります高床型水耕栽培、これは昨年我々が現地に行ってきて何

とかならないかと、新しい産業の発展のためにはね、農業の発展振興を図るべきじゃない

かということで提示されて、今回予算付けをしているようであります。町としてもノウハ

ウを覚えるために、習得するために調査をしてまいりたいということでありますんで、積

極的に取り組んでいただければなというふうに思ってますし、我々もそういう形で参加を

してるような形を作っていきたいなというふうに思ってます。

最後に６ページにね、今回プレミアム付商品券の問題が出てるんです。これはみると商

工会を中心にして商店、商工会の会員を中心とした販売をするという扱い方になってんで

すね。それをやられると、非常に地域格差が是正されないという問題が起きてくるんで、

この辺に対してどういう配慮するのかね。例えば、コンビニだったらいいんだというふう

にどこまでね、発展させるのかどうなのか。ということは、本町地区の人はいいんだけど

も、上の、うちの方からするとコンビニでねえば店ねえから、コンビニが入ってないわけ

ですよね。だから、その辺に対する配慮ってのはあるのかないのかね、その辺についてお

聞かせをいただきたいなというふうに思ってます。以上です。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の地方創生、執行方針の１ページ目に書いてあります。本当

に人口ビジョン、或いは松前版総合戦略をきちんと５ヶ年分を作ってくださいというふう

な国からの方針であります。今回の松前町創生の総合戦略、ポイントは国から四つの基本

目標が示されておりまして、一つは地方における安定した雇用創出、２点目が地方への新

しい人の流れを作る、３点目が若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える、４点目が

時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携するというふ

うな、この４点が基本目標になっているところであります。

これに併せまして、今回、今議員からご指摘がありました補正予算で対応させていただ

くものでありますけども、地域住民生活等緊急支援のための交付金が国から示されている

ところであります。何としてもこの交付の、まず地域消費をまず喚起すると、要は地域の

消費、購買力を上げると、そして生活の支援をするというのが一つでありまして、もう一

方は地方創生の先行型と言いまして、５ヶ年、これから総合戦略を作るわけでありますけ

ども、その地方創生の先行型っていうふうなこと二通りの予算の交付金の配分になってお

ります。それで、地方消費喚起、そして生活支援型でありますけども、これは、まさしく

議員言っているプレミアム商品券でありまして、それから福祉灯油、それから松前っ子誕

生祝金、それから地域材で建てる住宅支援、それと、あっ、地域材は入ってませんね、そ

れから松前高等学校の支援、それから松前高等学校の就職、進学を支援する事業でありま

す。これが消費喚起型、生活支援型でありまして、それから地方創生先行型っていうのが

漁業、漁船漁業の支援、或いは優良繁殖牛の購入、それから観光振興、それから学童保育、

それから健康の増進などなど挙げられているところであります。どこに大きなポイントが
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あるのかなというふうなご指摘であります。この内容を見ますと、やっぱり地域の消費、

地域の消費型っていうのは言わば単発的な要素があるものでありまして、地方創生先行型

っていうのは、本当の松前版の戦略、総合戦略、５ヶ年続く総合戦略の中で大きなウエイ

トを占めるというふうな観点から言いますと、地域消費喚起型プレミアム商品券は単発で

ありまして、そして、地方創生先行型は５年間のスパンでいくというふうなことでありま

す。その５年間のスパンの基本となるものはですね、やっぱり松前町のまちづくりの基本

方針であります総合計画が基本になるものだというふうに思っておりまして、総合計画に

あるものを優先させる、或いは新たな今の国の四つの基本目標に合致した事業を組み立て

ていく要素が、必要があるだろうなというふうに思ってます。この５ヶ年の地方創生の流

れをですね、的確にやっぱり利用して、していく、なれば、いかなければならないってい

うふうに思っておりますので、全力、職員の知恵を借りましてですね、総合戦略或いは人

口の将来ビジョンも考えていきたいというふうに思っております。長い答弁になりました

けども、ご理解いただきたいというふうに思います。

それから、優良繁殖牛であります。本当に近年、素牛生産であります畜産業、黒毛なん

でありますけども、ＴＰＰの問題のある状況下の中で高値で牛が取引されております。本

当に市場価格が安定してきているところでありまして、平成２６年度で１億４千万の販売

になっている状況であります。ただ、残念ながら新規の着業者がいない、或いは後継者が

いないっていうふうな状況であります。ただ、今の現状の安定価格の畜産業をですね、何

とかまだまだ伸ばしていきたい、それから新規着業者にもチャンスがあるような、チャン

スを持たせるような、そんな政策をしていきたいというふうな思いでですね、積極的にや

りたい農家には支援していきたいというふうな狙いでありますので、ご理解いただきたい

というふうに思います。

それから、水耕栽培につきましても、本当に議員の皆さんも視察していただきましたし、

職員も同行させていただきました。一緒に勉強させていただきまして、松前に相応しい産

物が、農産品がどういいのかですね、その辺も勉強させていただきたいというふうに思っ

ております。本当に積極的に取り組むべき課題だろうなというふうに思っております。

それから、プレミアム商品券であります。これは、本当に地域格差が、町内の地域格差、

私どもも大変懸念しているところであります。ですから、万遍なく地域に浸透してもらえ

るようなプレミアム商品券であってほしいと思いますし、基本はやはり商工会に加入して

いる方でのプレミアム商品券の発行になりますので、コンビニの皆さんも商工会に入って

いると、それは当然利用できるというふうなことであります。松城のセイコーマートさん

は使用可能であるというふうなことは、商工会から聞いているところであります。以上で

あります。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) なかなか国の方針なんで、厳しいとこがあるんだろうというふうに

思ってました。議案を見てね、特に緊急支援交付金ね、この扱い方がね、非常にやっかい

なのかなと思ってね。いざくれますよって言ったけど、どうやって使うかっていうのみん

な悩んでたんじゃないかな、そんな気がしてました。確かにいろいろ項目をいっぱい載っ

けて、９項目ですか載っけておりますけども、それぞれが確かに必要ないのかっていうと

必要ありますって話になるんだけども、どうもそのメリハリがないんじゃないかな、そん

な感じがしてます。心配してるのは、そういう交付金を一方的に国から配算されて、それ

には基づいて計画を作ると、こういう消極的な対応策を練ってることについてちょっと残

念だなというふうには思ってます。細部については、補正予算の中で具体的に聞いていき
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たいと思うんですけども、そういう基本的なずれがね、今回の創生資金の中に入ってんじ

ゃないのかなと。国もただやればいいみたいな、やらずぶった切りみたいなね、形になっ

てるんで、その辺について吟味して対策を考えた方がいいんじゃないかなと、そんな気が

してます。

水耕栽培の部分についてはね、先程町長が言ったようにそういうことで、何とか農林の

新しい産業振興で頑張っていただきたいということなんで、そういう方向で取り組んでい

ただければなと思ってます。

コンビニの関係ね、プレミアム商品券の関係ね、うーん、なかなかね、コンビニまで使

うってことは商工会が許さねえだろうというふうには思うんですけども、だけども、地域

に対しての振興策っていうふうに考えると、そこを無視して振興策にはならないんじゃな

いかというふうに思いますんで。それともう一つ、今回のプレミアム商品券で考えなきゃ

ならないのは、どうもね、こっちから金を出しますよと、従ってその範ちゅうでやります

よと、商工会何やんのよと、こういうふうにありますんでね、もうちょっとやっぱり商工

会がね、前に出ていいんじゃないのかなと。例えば、商品のね、その券で買いにきたら１

割引いてあげますよみたいなね、その辺ぐらいまでね、突っ込みがないとね、ただやりま

した、買ってもらいました、そういうことではなかなか納得してもらえないんじゃないの

かなと、税金の使い方としてね、いまいち考えていいんじゃないかなと、そんな気がして

ます。

僕、この６ページの中にね、ちょっと気になってるのはね、松前藩屋敷のね、閉館時に

よる外観塗装ね。まあ、やってくれるっていうことになりましたんでね、本当にありがた

いなというふうに思ってんです。ってことは大分年数経ってきてるしね、みっぱえもあま

りよくないんで、そこに踏み込んだっていうことについてはね、敬意を表したいなという

ふうに思うんですけども、どうもその藩屋敷がね、花見の時期はいいんですけども、それ

以外の時期はね、閑散としてんです。取扱人口も減ってきてるしね、何か考えることない

のかなと。だから、例えば３ヶ月に１回ぐらいね、春のイベントをやるとか、夏のイベン

トをやるとかね、何かうちの女房なんかに言わせると、いやあ、江差でつるし飾りのイベ

ントをあすこでやってると、通路で。それを渡島振興局、檜山振興局がバックアップして

ると、そんな話があるんでね、そういうものでもし可能性があるんであれば、地域の人に

そういう技術を持ってる人なりね、それから寝てるものを起こしてね、それで藩屋敷に披

露してイベントすると。特に福島なんかはあっちゃこっちゃからひな祭りを集めてね、そ

れを展示してやってるということで、どうもうちの藩屋敷はお客さんが来るのは待ってん

だけども、自分から打ってでるっていう努力はいまいち足りないんじゃねえかなというふ

うに思いますので、この辺に対しての指導体制はどういうふうになるのか、どういうふう

に考えられているのかお聞きしてください。以上です。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 地方創生の関係であります。各自治体、この対応で大変苦労してい

るのは正直言って事実だろうなというふうに思っております。ただ、この内容はですね、

地方を見据えた政策でありますので、松前の現状を見た場合に置きましてもですね、大き

な力になってもらえるものだというふうな思いでいるところであります。とにかくこの国

から示された制度、これに乗り遅れることはですね、やっぱり将来の松前に決してプラス

にならないだろうというふうに思ってますので、職員の知恵を借りながら、いい総合、松

前版の総合戦略を作って１０年後、２０年後の松前を作り上げていきたいなと思っており

ますので、この件につきましては積極的に町内の方に利用していただけるような、政策を
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展開してまいりたいというふうに思っております。

それから、藩屋敷、プレミアム商品券の関係であります。本当に議員に心配されている

部分、私どもも同感であります。今、果たしてどれくらいの商品券が売れるのか、本当に

不安を持っているところでありますけども、それは商工会としても不安は抱えているだろ

うなと思います。一方では、商工会の方も独自の努力も、購買力を上げる独自の努力も必

要でありますので、これもいろんな創意工夫をしてですね、ものを売るための町内の消費

を喚起するための方法も商工会としても独自の色を出していただきたいということは、私

の方からも申し上げておりますので、何とかこうプレミア商品券、１万円のものが１万３

千円のもの買えるわけでありますので、町内の皆さんにご利用していただきたいというふ

うに思っているところであります。

それから、藩屋敷、今、閉館時に塗装します。まだまだ不十分でありますけども、とり

あえず２７年度で閉館時に外部塗装させていただきたいというふうな思いであります。公

園も整備計画、この２６年度でできますので、イベントを含めましていろんな情報をとり

ながら、藩屋敷でのイベントも、或いは公園の中でのイベントも、いろんな情報をとりな

がら管理をしてまいりたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいというふうに

思います。

○議長(斉藤勝君) 他に。

９番。

○９番(西川敏郎君) 簡単に、ちょっと２、３あれします。

４ページ、５ページかけてですね、水産業の日本海漁業振興基本方針が昨年１２月にあ

りました。漁業の在り方もこれから変わってくるのかなと思うような新しい基本構想が出

てきたところでありますが、先程から町長よく言われてるように、水産業も畜産も、それ

から農業も着業者が激減してると、さっぱり上がってこないというふうな話なんですが、

本当にいろんな支援策を本当にありがたいことだと思います。しかし、やはり人材が一番

の将来、この執行方針、すごい上手くできてるなあと思って私感心したんですけど、さす

がにバックにいる頭脳集団が素晴らしいなと思っております。その中でもね、役場の職員

がみんないい人材なのはわかりますけど、やっぱり民間の人材も育てていかなければ大変

かなあと。まして、１０年、２０年先を見たこの政策においては、一番先に人材の育成が

こなければならないのかなあというふうに感じました。本当にこの着業者の発掘って言い

ますか、それと担い手の問題は、本当にこれからのこの一番ポイントになるところかなあ

というふうに思います。

それとですね、この例えばこういった農畜、畑作も引っくるめていえることなんですが、

やはり単一、単一作物、単一単品のものだけではこれからはちょっと大変かなあというふ

うに思われますんでね、例えば畜産業にあってでも、まだ今売上げがどんどん上がってい

ますけれど、先程町長言ったようにＴＰＰの関係から見まして、いつどういうふうになる

かわからないもんですから、そういった時のためって言いますか、要するにこの畑作もそ

うなんですけど、やはり里山資本主義みたいな感じで、このまず様々な種類のものを飼育

なり、作物なりをやって、して最悪の場合は自給自足でやっていけるような、そういう体

制づくりって言いますか、そういったものをやっていかなければ、私ね、つい最近なんで

すけど、このＴＰＰのＩＳＤ条項って言いますか、これが顕著に、まだＴＰＰが周知され

てないにも関わらずですね、木材ポイントが、ポイントは欧米からクレームついて、それ

は輸入品の差別じゃないかっていうことで新聞報道にも出てありましたけれども、こうい

ったことが将来このＴＰＰが終結されたあとは、本当にこの条項が適用される可能性がす
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ごい高い部分がありますんで、そういったものはやっぱり民間ともよく話し合って、この

ＴＰＰってのはこういうもんだとか、このＩＳＤ条項がきたら大変だっていうことをやっ

ぱりよく周知させておかなければ、本当に大変だと思いますのでね、その辺は町長、いか

が認識しておりますか教えていただきたいと思います。

それと、商工業の振興なんですが、６ページですね。これも今の農林水産と同じなんで

すが、やはり廃業者が圧倒的に多くて、そして、創業、起業する人が圧倒的に少ないとい

うことで今、政府も廃業より創業、起業が上向くような政策をとるというふうなこと言っ

てますけれども、なかなか我々みたいに一次産業中心のこの町では、それも本当に叶わな

いのかなというふうに思います。先日、とうとうキノコ専業農家が２件とも廃業しました。

そういった意味では、本当に寂しいなというふうに感じておるところなんですが、どうか

そういったやる気のある人、創業、起業のやる気のある人がいたら、ぜひ行政の方もサポ

ートしてほしいなというふうに思います。そういう意味では今回、道の駅のね、管理者が

頼りになるって言いますか、我々も本当にぜひともこういった人を支えていかなければな

らないのかなあというふうに感じております。そういった意味では、ぜひ起業家、創業家

に対するサポートを計画に入れてほしいなというふうに思っているところでございます。

あと８ページですか、８ページのこの勝軍山林道の、勝軍山の全面開通がするというこ

とで、ここに私これ、本当に森林整備の促進と観光と連携した森林空間の総合利用と、素

晴らしいですね、これ、これは本当に素晴らしいと思います。本当に私も仕事の関係上見

て歩いて、本当にああ、松前の本当に裏景色っていうか、素晴らしいなと思って見てきた

んですけど、これを更に教育だとか保健の方にも役立てていただければ、本当、この総合

空間として活用、より上手く活用できるのかなと思って、いつもあすこ通る度に見て歩い

て思ったものです。

あとあれですね、１０ページのこの先程いろんな、吉田議員さんの方からも出ましたけ

れども、この松前っ子誕生祝金支給ですね、これも本当にいいことだと思います。これも、

この前、前段階でですね、子どもを産む前の段階の就活とか、或いは若い人達の出会いの

場とか、そういったものをどういうふうに作っていくのかっていうことでね、私は私なり

に自分の息子もまだ独身のやついますんで、いろいろ心配してるんですけど、幸いこう自

分の弟もね、中国から嫁さんもらって大変上手くいってるんですけど、本当に、本当に何

て言うか、ここで一緒になりたくなかったら、そういった国際、よく調べてみたら松前も

結構国際結婚いるんですね。そういったのも視野に入れて、何て言いますか、今の加工場

の研修生とか、或いは福祉の、福祉関係の労働力とか、将来的にはそういったものも考え

ながら、こうある意味、小さいながらも国際町だというふうな感じで、ことで夢を描けば

出てきますよね。本当、そういったものもぜひ計画に盛り込んでいってもらいたいなあと

いうふうに感じます。

それと、１６ページのこのマイナンバー、社会保障のマイナンバー制度のことなんです

けど、これも我々もさっぱりわかりづらいって言いますか、今、社会保障と税番号制、主

に厚生労働省所管のものが主なんですけど、先程、何日か前でしたかね、この制度も改革

案が政府で出しておって、最後は医療の方にも全部このマイナンバーでいくんだっていう

ふうなことで出ておりましたけれども、我々としては管理社会が益々進むのかなあと思っ

てちょっと不安な部分あるんですが、こういった部分は本当に町民によく周知させなけれ

ば、今後本当に大変だと思いますんで、この辺の周知方法も本当にぜひお願いしたいもん

だなあと思います。

それと、教育の関係につきましては、今、本当に神奈川の問題ありましたね、あれでも
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う社会問題化していますスマホの何て言いますか、使い方って言いますか、適正利用って

言いますか、そういったのも今北海道でも大々的なキャンペーンはってますよね。これを

本当に真剣になって我々も考えていかなければならない問題かなあというふうに思ってお

ります。

それと、あともう一つ、教育に関しては、このいじめ問題もずっと探っていけば、どう

も食の問題も絡んできてるっていうことで、要するに今ジャンクフードっていうのがずい

ぶん騒がれていますよね。そういう食の問題で何とかっていうホルモンが出て、そういう

そのきれる部分があるということ。常々私も言ってんですけども、特に給食なんかもね、

去年ちょっとびっくりしたところもあるんですけど、ぜひこの何て言いますか、機会を作

って親子での食育と言いますか、子どもだけの食育じゃなくて親子での食育をきちっとし

ていかなければ、これも将来大変問題を起こすことにもなりかねないので、これをぜひ教

育の方ではその辺もお願いしたい。あと、本当に素晴らしい松前の教育環境だと思ってお

りますので、一つ簡単にご答弁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) 日本海の漁業振興、北海道が日本海の漁業振興基本方針、北海道か

ら１２月に示されたものであります。どの北海道全域見ましてもですね、オホーツク海は

漁業が活況であると、それから噴火湾しかりですね、ホタテがすごい勢いで生産上げられ

ているというふうな状況の中で、日本海が全くこう漁業資源が乏しい状況を踏まえまして、

今度北海道が動き出しているところであります。この流れを的確に情報いただきながら、

松前でのこの日本海対策をきちんと展開していくためにも、北海道と情報取りながら進め

ていきたいというふうに思っております。本当にこう何か転機になるような要素もあるよ

うに聞いてますので、我々も一生懸命勉強させていただきたいというふうに思います。

それから、産業振興のためには民間の人材育成は必要であると、担い手の確保が必要で

あると、仰せのとおりだというふうに思っております。人材育成のためのですね、方策、

どのような方策があるのか、私どもにも検討する機会をいただきたいというふうに思って

おります。

それから、ＴＰＰによる不安、まだまだいっぱいあるわけであります。畜産もあります

し、農業も林業もあるわけでありますので、その辺の情報を的確に捉えて、ご指摘のよう

に農作物、作物一つにしても単品との指摘もありました。多様な作物の情報も取っていき

たいなというふうに思っております。

それから、やる気のある人、起業家であります。本当に先程も申しましたけども、産業

人口が落ちるということは、やっぱり町の人口がなくなるっていうことでありますので、

やっぱり産業人口を増やすことが人口減少の歯止めにかかるものだというふうに思ってま

すので、起業家のある、やる気のある人についてはですね、相談に乗る体制、或いは情報

の提供含めまして、どんどん役場の方に声をかけていただければ、サポートしていきたい

というふうに思いますし、漁協含めて、それから商工会含めてですね、連携を取りながら

情報を共有していきたいというふうに思っております。

それから、公園の森林整備の空間を利用した森林整備というふうなことであります。本

当に公園の基本計画もできますし、今現状見ますと健康のために公園を利用されてる方、

或いは勉強のために公園を利用されている方も多いようでありますので、それとできまし

た勝軍山線をマッチアップした利用の仕方っていうんですか、そういうふうなものも私ど

ももきちんと捉えていきたいなというふうに思っております。

それから、松前っ子の誕生祝金に関連致しまして、婚活、就活、国際結婚のお話もされ
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ました。本当に人口減に歯止めをかけるべく手法の一つだろうなというふうに思っており

ますので、職員の皆さんの知恵を借りながらですね、婚活、就活の部分もちょっと検討し

てみる価値はあるだろう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いう

ふうに思います。

それから、マイナンバーについてであります。なかなか町民の皆さん、わかりづらい部

分があると思いますので、周知に万全を期してまいりたいというふうに思っております。

動く場合にはきちんとした対応を取ら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) 次、教育長。

○教育長(宮島武司君) 神奈川の事件の関係のお話ございました。いわゆる子ども達の体

罰を含めたいじめ、いろんな事件が今、国内で起こっている実態でございます。やはり原

因となるのは、やはりいじめ問題、今回４月１日から松前町におきましてもこのいじめ条

例が施行されます。現在、昨年の１２月に議決をいただいた後に、各学校とも連絡を密に

しながら４月１日の施行に向けて取り組んでいるところでございます。幸いにして松前町

内には、今現在いじめの問題は発生しておりませんけれども、議員おっしゃってるように

いわゆる「ライン問題」、いわゆるインターネットでの若干の件数がございます。２７年

２月現在でネットいじめというふうな形で３件が報告されているところでございます。内

容は、具体的にはですね、抽象的な名前が上がっているということで、個人的ないじめで

はないというふうな状況でございまして、ネット防止パトロールというふうなものが北海

道で実施しておりまして、ラインとかインターネットによったものが網に引っかかるとい

うようなことで、常に我々の方に情報が来て、学校を通じて本人の方にも注意をしている

というふうな状況でございます。

もう１点は、いじめの問題と食の問題のお話がございました。ジャンクフード、これは、

栄養価のバランスを欠いた場合に食とカロリーが身体に影響してですね、いじめとの関連

があるというふうなお話でございますけども、現在松前町においては学力向上対策と一緒

に学習対策、そして３リズムというふうなことで、朝寝、早起き、そして食をきちんと採

るんだよというふうなことで現在まで実施してきておりますし、また今新しい給食センタ

ーが８月には完成してあります。この中でも食育というものを実施していきながらですね、

子ども達の食の十分なカロリー、内容も含めて充実させていきたいと、そういうふうに思

っておるところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午後 ２時０４分)

(再開 午後 ２時２１分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

９番。

○９番(西川敏郎君) 本当に着業者とそれこそ起業者は、ぜひ育てていかなきゃならない

と思います。育てるっていうことは、ちょっとあれなんですけど。町長ね、何回も、何回

もかんかいもこう失敗を恐れないフロンティア精神っていうことを言ってますけど、我々

民間人にしたら、失敗したらもう起きられなくなります、なかなか、まして若い、新しい

何かやるっていったらリスク付きまとうので、その辺を何とかこうみてですね、温かく見

守るような感じで民間の若い人を育てていかなければならないのかなと思いますので、改
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めてお願いって言えばこれも失礼なんですけど、支援してほしいなというふうに思います。

あとあれですよね、教育の方はあれですよね、食の問題出しましたけど、本当これはも

う深刻な、今松前の場合は問題ないって言いますけど、私もそう思います。松前の場合は

問題ないと思いますけど、やはり中にはですね、中学生までは給食あるから何とかいいん

ですけど、高校ぐらいになりますとやっぱり本当にインスタントラーメンだけだとか、そ

ういうとこがありますんでね、これやっぱりここ松前だけの問題じゃありませんので、ぜ

ひこういった運動にも参画して、なるべく親子での食育っていうものを進めてほしいなと

いうふうに、そういうふうに思います。質問終わります。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の質問でございます。本当に失敗を恐れないでチャレンジし

てほしいっていうことは言うんでありますけども、私どもやる気のある方に対しましては

失敗をさせないような対応をするために、適切な情報など、いろんな情報をサポートして

いきたいというふうに思っていますので、やる気がある方にはですね、積極的に相談に来

ていただければいいなというふうに思っているところであります。以上であります。

○議長(斉藤勝君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 今の食の乱れと言いますか、高校生のお話ございました、教育委

員会と致しましては、小、中、特に中学校の段階でもってこの食について、食育という形

でもって親子を含めた指導をしてまいりたいと、そういうふうに思いますので、よろしく

お願いします。

○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) あんまり長くやるなと言われておりますので、簡潔に質問さしてく

ださい。本来は一般質問もしたくてずいぶん準備したんですけれども、やはりまとめきれ

なくて今回は断念致しました。最後の自分としては一般質問の機会かなあと思ってたんで

すけども、残念ながら文章の拙さで取り止めました。

それで、町長と教育長の執行方針を読まさしてもらいました。それで、自分としてはそ

んなに大きく変わってないなという感じですよ、第一印象は。それで、私はやはりこの２

０４０年とそれと消滅市町村というレッテルを張られた、張られている松前町がこの現状

を打破するためには、おんなじようなことをしてたら減少するよというふうに思ってたも

んですから、執行方針を読む前、予算を見さしてもらう前、すごく期待してたわけです。

なぜかっていうと、１２月も関連して、ずっと同じようなことで過疎は恐ろしいよってい

うことで一般質問連続してました。そんなことからして残念だったなという感想ひとつ。

その次に、先程西川議員もおっしゃいましたけども、あれ、担い手というところの文章、

担い手をどうしたいのかという文章表現が見当たらなかったなあと。それで、漁業者でも

畜産者でも商店主でも、後継者がいなくて自分の持ってる資産をそのまま廃棄処分にして

終わっていく、特に漁業者、畜産業者も高齢化、あれ、うちらの町は担い手の育成であり

後継者のそういう問題っていうのは、そんなにここで捉えてなかったのかなというのが二

つ目でした。

その次に、それ大まかな感想でございます。その次に、ページ３ページ、市場の改修、

市場の改修が載っかってましたんでね、あれ、僕は市場の改修よりも製氷庫の方が大事で

ないのかなというふうに思ってたんです。なぜかっていうと、一番付加価値をかける、そ

れとコストを削減するっていう大きい原動力でないのかなと。それでなくても海水を使っ

た製氷を、施設を整備したのに、不足してたらそれを補充すればいいのに、あれ、製氷庫
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が稼働しない、余所から氷運んでくるっていうの、あれ、この部分もちょっとおかしいな

と、答弁お願いします。

それと、ページ９ページに、町長はプサンソンの交流について、ちょっとすれば中止す

るかもしれないけれども、補正でもちますよと。それと、教育委員会の教育長は実行しま

すよという書き方ですよね、ページ３ページに書いてます。おやっと、町長と教育長はど

ういうふうな考え方でここの部分を文章表現したのかということなんです。私は、いつも

言ってるようにプサンソンに行く２００万以上のお金を子ども達１クラスに使えば、５万

円平均で使えばもっと効果があるんでないかなっていう考え方なもんですから、文章表現

のそのことを確認さしてください。

その次にページ１４ページ、町の中を僕はジョギングのするのが好きでございますんで

ね、よく走っていてね、スクールバス、その次に病院バス、大谷幼稚園、それと清部保育

所のバス、それと大漁くんバス、五つの公共バスが走ってます。あれ、もう少し経費を軽

減するようなことが町長は考えられなかったのかな、重要な、大事な施策ですけれども、

そのことのお答えをお願い致します。

それと、ページ４ページ、畑作農業、高床型水耕栽培、ああ、いいなあと思いましたけ

れども、先程議員が言ってましたけれども、松前のシイタケをやっていた人達が廃業した

と。これ、前に農林畜産課長にハヤシさんをまたやるのかよと、何か手当がなかったのか

というふうなことを私は聞きました。それで、やるんじゃないかということを聞いてたん

です、江良の方は辞めてしまいました。なぜ、これが支えることができなくて、今度新し

いことをやるのか、整合性が合わないんですよ。一つのものをきちっと支えてあげる施策

をこの時にとれなかったのか、きっともって燃料の高騰かなあという気もしますよ、わか

らないですけど、ハヤシさんは燃料が高騰で、高くて高くてもう回せば回すだけ何百万も

赤字毎年するんだよっていうこと、それと原料の菌床の補充でまいってしまったというこ

とを言ってました。そんなことで、そういうことを高床型水耕栽培を調べるんであれば、

何か方法がなかったかなというふうなことを考えてみました。それで、細部については予

算の中で聞こうと思ってます。それで、さらっとで答弁はお願いしたい、さらっとでいい

です。

それと、ページ８ページ、松前公園の管理、松前公園の管理、松前公園は輝きがないん

ですよ、資源として財産としては素晴らしいものがあるんです。それで、今の人達がやっ

ていては悪いって言わないです。十分熟知してますよ。しかし、弘前に町長は行ってきた

って言いましたが、弘前は２０人以上のスタッフでやってるはずですね、あれだけの規模

で。いろいろ私も金沢も行ったり熊本も行ったり、岡山も行ってきましたけども、なぜあ

れだけみんなが魅力を感じてそこの公園に行くかというと、手入れです。手をかけてるん

です。うちら今、公園の管理費で２千万ちょっとくらいですね、それで人件費をこれに加

えると３千５百万くらいでしょうか。そんなことを考えると、ここの公園管理、今公園の

プランニング出てきますけれども、指定管理者制度を導入して完全に松前公園を魅力ある

公園にしたらいいんでないかなという考え方が持ってたもんですから、どういうふうにそ

のプランに基づいて公園管理をするのかなということを思ってました。

その次に教育です。私も先程西川議員が言われたように、神奈川県の１６歳でしたか、

子どもさんがなくなったと。それで、私もいくつかの公職を持っておりましたので、松前

でもこういう問題行動があって、集団で子どもが暴力沙汰になって亡くならなかったんで

すけどもケガを負ったと、入院したと。それで、ちょっと間違ってたら大変なことになっ

てたなっていう経験を持ってるんですよ、私。それと、集団行動になると子ども達がどう
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いう現象をおこすかっていうのが如実に、僕は実際、まあ、実体験ではないですが、そう

いうことは案件を持ったことでわかるんです。ですから、松前町教育委員会としてどれだ

け真剣に子ども達のシグナルを受け止めようとしているのか、教育長は答弁願います。

それと、ページ３ページ、松前高校の魅力づくり、私も聞いていることでこんなことあ

りました。書を習っていた子が高校卒業して、その子どもが札幌で書を指導して生活費の

一部にあてていると、成果ですよね、これは。松前高校で学んだ、そして、結構素晴らし

い書を書いてる、そういう子がおりました。それで、今のままでどうなのかなあ、あるＡ

子さんが、Ａさんが、隣の福島町がいろんな意味でアフターケアがいいから、松前高校に

上がるよりもあちらに行った方がいいよということで福島高校に受験したそうでございま

す。だから、本当それでいいのかなと。アメ玉ばっかりやってても結局的には残らないん

だから必要ないっていう理論もあるでしょうけども、やはり生活なんですよ、生活、生活

が苦しい人達はどうしても頼るのが公金ですよ、どっかにお願いしたいと、それで十分な

のかなあと。それで奨学金のことは前々から言ってましたけど、今回もある人が専門学校

に１年間行かしたいんだけども、その子の家は厳しいもんだから、どうにかしてお金がな

いかなあということを相談受けたけど、僕が貸すわけにいきませんのでね、何かそういう

仕組みっていうのかな、中学校卒業して、高校卒業して、そういう子ども達の方のことを

考えられないかあということで、それで先程の子育ての２０万であり、補助金、僕もあれ

はいいなあと思ってるんですよ、その他にこうアフターがね、あればいいなあと、その他

に。そういうふうなものが望んでるんでないかなというふうに思ってました。

それと、給食センターが、ページ４ページに給食センターが今年完成でございますよと。

それで、結構な投資をしましたんでね、給食、まあ、恥ずかしい話ですが、給食センター

っていうのは、子ども達への給食より提供できないのかっていうのを本当は聞きたかった

んですよ。なぜかっていうと、独居老人、老人世帯、介護、自宅介護してるだとか、そう

いう人達で栄養管理が行き届かないはずなんですよね、それで、そういう提供を栄養士が

いてメニュー作ってますんでね、そんなことを活用できるのかなって、僕は厳しいかなっ

て思うんだけども、活用できるかどうか、まあ、調べていただければなと思いました。

まあ、そんなことで郷土芸能も聞きたいんですけども、それじゃあ、ページ８ページ、

郷土芸能いってしまいます。うちらの町、いっぱい郷土芸能あるんですよね、里神楽、原

口、清部、江良が素晴らしくよくいってる杵振り舞、白神もやってます、たなばたもやっ

てます。しかし、やる方々が少なくなっていると、それで、きっともって地域課題として

地域でそいう郷土芸能、松前の郷土芸能持ってる人達、それと郷土芸能の保存会の松前の

人達もおります。その人達の後継者づくりっていうのは、今後どういうふうに進めんのか

なというふうなことを、本当は予算で質問すればいいんでしょうけど、なかなかそこにち

ょっと見えないもんですから。以上でございます。答弁お願いします。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時３８分)

(再開 午後 ２時３８分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) １点目の関係であります。２０４０年問題の人口のご指摘がござい

ました。私は決してレッテルを張られたというふうな思いはしておりませんので、これを
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喚起にしたいというふうに捉えております。ここが議員との考えがちょっと違うのかなと

いうふうに思っております。この指摘を起爆剤にしてまちづくりをしていくべきだという

ふうに捉えているところであります。

それから、後継者対策のお尋ねがございました。今回、牛の今回新しく新規の事業もあ

りますし、漁業の関係もあります。私は、後継者対策に繋がっているというふうな認識で

いるところであります。それから、市場の改修よりも製氷庫の方が優先じゃないのかとい

うふなご指摘がございました。この間、漁業協同組合といろんな話し合いをしてきました。

組合も職員が退職するというふうな大変厳しい状況の中で、今般市場、市場の改修を選択

されたというふうなことだろうというふうに思います。

それから、ブザンソンの関係でございます。町長は中止も考えているのかというふうな

指摘でありますけども、私はこの不安定な国際状況を見極めながら、実施する時期を検討

するというふうに考えておりますので、決して廃止、中止するというふうな考え方ではお

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。

それから、公共交通のお尋ねがございました。いろんな町内バスが走っております。確

かに合理化、経費の節減も大事でありますけども、利用者の声も聞きながら、公共、利用

者の声を聞きながらの公共交通でありますので、今、大島中学校が新たに松前中学校に通

うふうなことがありますので、その辺を見据えましていろんな検討をしてまいりたいとい

うふうに思っております。

それから、水耕栽培につきましては、先程もお尋ねありました。議員の皆様方が松前の

雇用促進、或いは産業を活性化のために勉強しているものでありまして、それに我々の職

員も一緒に参加させていただきまして、今勉強しているところであります。どんどん研究

調査をしていきたいなというふうに思っているところであります。ご指摘のようにシイタ

ケ、２軒の方が廃業に至ったところであります。この間、いろんな相談も受けておったわ

けでありますけども、あの状況下の中で行政としてどのような支援ができるのか、できた

のか、ちょっとその辺は疑問に思っているところでありますので、ご理解いただきたいと

いうふうに思います。

それから、公園の管理であります。指定管理の方向は一つの選択肢だろうなというふう

に思っております。どういう団体にどういう指定管理をさせるのがいいのか、これは検討

することを、かどうかを検討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) 教育長。ブザンソンを含めて５点。

○教育長(宮島武司君) まず、ブザンソンの関係でございますけれども、議員おっしゃる

ように文書表現は違いますけれども、実施をしていきたいということで町長とも基本的に

は一致しているところでございます。ただし、国際情勢が変動する部分もございますんで、

そこを確認しながら、そして、実施の方向でもって継続していきたいというふうな考え方

でございますので、よろしくお願いしたいと思います。

２点目の神奈川の１６歳の事件でございます。本当に痛ましい事件でございまして、い

じめから発展した事件というふうに受け止めております。松前町におきましても先程若干

お話しましたように、いじめ条例を制定して学校の中でも形を作り、連絡体制を密にしな

がら、更には北海道にもホットライン、松前町教育委員会にもホットラインを作りまして、

アンテナをいろんな面で張りながら子どもの声に応えていきたいと、そういうふうに考え

ているところでございます。

３点目の松前高校の魅力づくりに関連して福島の商業高校への入学、受験と言いますか
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お話ございました。確かに松前から福島の方に受験する子どもがおられます。我々として

はいろんな面で高校の魅力づくりを支援しているところでございますけれども、その方、

お話聞きますと、将来の進路、商業と言いますかそういうふうな進路を目途として学校に

入っている方もおられるようでございますんで、ただ松前町と致しましてはいろんな面で、

公務員、更にはより良い学校、大学、そして専門学校に行けるようにですね、ホームヘル

パー２級を含めて資格を取得をする、そういうふうなものを含めて更なる松前高校の魅力

アップを図りたいと、昨日松前高校の受験ございました、上ノ国から松前を受けている方

もおられるということでございますんで、地道な活動かもしれませんけれども、この支援

を続けて松前高校の入学生を確保してまいりたいと、そういうふうに考えているところで

ございます。

それから、奨学金のお話ございました。いろいろ議員とも今まで議論してまいりました。

福島は今回大きな予算を投じて奨学資金と言いますか、その拡大を図ったというふうに聞

いているところでございます。松前町におきましては、従来まで条例を制定して現在まで

至っておりますけれども、国の方、道の方の奨学資金を活用するというふうなお話を聞い

ている中でございますけれども、今、議員からお話あった実態を聞く中では、学校からの

要請はありませんけれども、その辺の実態を再度確認しながら今後検討してまいりたいと、

そういうふうに考えているところでございます。

それから、給食センターの関係でお話がございました。子ども達以外への提供はどうな

のかというふうなお話でございましたけれども、学校給食法というふうな法律がございま

して、基本的には学校への提供というふうに考えているところでございます。ただし、全

国的には高校への給食提供というふうなことも実態がございますんで、その辺は再確認を

させていただきたいなと思っております。

それから、最後に郷土芸能について、後継者不足のお話もございました。これにつきま

しても、実は私も、大変なこの問題につきましては危機感を感じているところでございま

す。本当に深刻に受け止めている実態でございまして、実は今まで議会の中でもいろいろ

ご答弁、ご指摘をいただいたところでございます。今年に入りまして１月１９日には、郷

土芸能保存団体連絡協議会の会長から町長の方への申し入れもございましたし、また、本

年の各町内会の総会の中でも清部町内会から町長への申し入れがあったとお伺いしている

ところでございます。こういうふうな状態、状況を踏まえて昨年から郷土芸能保存団体連

絡協議会との協力を得て、保存伝承講習会を開催してまいりました。昨年は、１月から３

月まで３ヶ月間毎週木曜日の夜に実施をしてきた経緯がございまして、昨年はある程度の

講習の実績があったところでございますけれども、今年度は１２月に町広報に折り込みを

致しまして、今年度計画としております松前祇園囃子の講習会を実施致そうとしたところ

でございますけれども、残念ながら応募がなかったというふうな状態でございます。こう

いうふうな危機的な状態でございまして、町長とも協議をしておりますけれども、今後町

内にあります官公庁、いわゆる消防とか役場とか、そういうふうな職員の方々にもこの芸

能保存伝承の活動に参加してもらうというふうな考え方でおりますし、また郷土芸能保存

会の方でも積極的に各団体を回っていきたいと、そういうふうなことでございます。

また、実は大人の保存伝承も大事でございますけれども、小さな子どものうちからこの

形、音楽を身に付けることによって、将来松前に残る方、松前から町外に行かれる方もお

られますけれども、祭りには帰ってきて参加をする、いわゆる江差型って言いますか、そ

ういうふうな形を作りたいなというふうなイメージ、従来から持っておりました。そこで、

松前子ども園と、園長ともですね、昨年協議致しまして、何とかこの辺の形づくりを進め
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ていきたいなというふうに考えているところでございます。すぐには形になりませんけれ

ども、日々努力しながらですね、この大事な保存伝承を継続してまいりたいと、そういう

ふうに考えているところでございますので、ご理解をお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 自分が、私がこう質問したのは、この執行方針に対して、町長も教

育長もどういう感覚なのかなあということなんです。それで、予算において、そうすっと

担当課長はどういうふうに執行しようとしてるのかということ聞くわけです。それで、町

長がせっかく１８ページにも及ぶ執行方針を述べてるわけです、教育長もまた８ページに

及ぶこれだけの膨大なエネルギーかけているわけでございます。それで、敬意を表してや

はり執行方針については質問しなければならないという意識だったんですよ。それで、先

程総論の中で担い手の部分、やはりこれは逐一担当課にそのことを伝えておいていただき

たいなと。それは、町長が失敗を恐れないでチャレンジしてほしいとみんなに指示してい

るということでございました。しかし、各課のものがそういうことが如実に見えてなかっ

たんですね、それで私はあえて質問をしたわけでございます。それを了承してください。

それで、先程ページ３ページの市場改修で製氷の関係、まあ、町長はいとも簡単に答弁

なさいましたけれども、どうしてもコストが軽減したいと、今今回ヤリイカ捕ったけれど

も、発泡代と氷代と運送料でほとんど利益がないよということをよく聞いたもんですから、

なぜかったら向かえ側の青森で大漁してたという。そうすっと、このことで製氷料がまた

負担になるんでないか、そうすると利益率が落ちるんでないかなと、そんなことから順番

としては市場の改修でないんでないかなと思ったもんですから、答弁いただければありが

たいです。

それと、松前公園の関係、検討に検討したいということでございますんで、私は松前の

観光の魅力アップの中に大きい比重を持っているのがこれだなと思っておりましたんで、

その決意をもう一度お聞かせください。

次に、ページ３、教育長にページ３ページのいじめ、ここのところは人間の一生に関わ

ることでございますんでね、やはり十分に気をつけていただきたいと。それともう１点、

最終的に今回漏れ聞いているのは、不登校の子どもがいて、最終的にはその子はそのまま

中学校終わっていくだろうという話を聞いておりました。私は、本当は人生の節目でござ

いますんでね、子どもが中学校の卒業式に出ていただきたいなあという気持ちでおりまし

た。そのアクションをできれば起こしていただきたい。まあ、無理であればさらっとして

いただければいいんですけど、このハンデがずっと続くわけです。今まで自分が関わった

子ども達の中でそれで一生が狂ってしまった子ども達が、そして遠回りしてようやく普通

の社会人として頑張っていた子どももおりますのでね、おりますって、おります。そんな

ことで、ここのいじめ、不登校、ここの関連は十分に気をつけていただきたいなと、配慮

いただきたいという気持ちでございますんで、答弁をお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の市場の改修であります。福原議員の指摘しているコストの

削減への部分については、十分私も理解できるものであります。ただ、先程も申しました

けども、組合の全体的な経営方針の中で職員も減ってきているというふうな状況の中で、

このような市場の改修を選択したというふうなことも理解していただきたいというふうに

思っております。議員指摘するように、コストをかけないで流通改善、魚価の向上に繋が

るというふうなことが理想であるとは理解しているところでありますので、指摘は十分理

解しているところであります。
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それから、公園の管理、私は検討することを検討するような話させていただきましたけ

ども、職員の方から現状の松前公園は条例上に示されている管理施設ではなくて、通称松

前公園なんだというふうなお話がありまして、従って、公の施設を管理する指定管理者制

度は、今の現状ではなじまないんだというふうなことを今職員に言われました。なるほど

なと思っているところであります。議員のご指摘踏まえまして、より良い方向を検討する

こと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) ３点目、教育長。

○教育長(宮島武司君) ３ページのいじめの関連でご質問ございました。福原議員おっし

ゃるお子さんにつきましては、私どもも学校を通じて常に見守っている状況でございいま

して、日頃から福原議員さんにもバックアップをしていただいている件でございます。現

在、学校の方には２、３日程度休んでおりますけれども、１週間に１回は顔を出している

子どもさんでございます。議員おっしゃるように、最後の締めの卒業式にはぜひ出席をし

てですね、送っていきたいと、そういうふうに考えているところでございます。いずれに

致しましても子ども達が安心して学べる環境づくり、そのためには学校、そして教育委員

会、そして地域の方々含めてですね、このいじめの問題についてはきちっと対応していき

たいなと、そういうふうに思っているところでございまして、先に開催された２月１０日

の町内会連合会におきましても、うちの学校教育課長が出向いて、このいじめ条例含めて

ＰＲしているところでございますし、今後とも地域の方々にＰＲに努めてまいりたいと、

そういうふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 詳細については、予算の中でいろいろ聞かさしてもらいますけど、

どっちにしてでも製氷か市場かっていうことの議論よりも、いかにして松前町の漁業のね、

生産性のアップ、効率化、軽減化に、コストの軽減化に行政が関わっていくかっていう問

題でないかなと思いますんで、町長が大変苦しいでしょうけれども、そこの点は踏まえて

頑張ってほしいと。

それと、松前公園の在り方については予算の中でね、担当課長とゆっくり聞きたいなあ

と思っておりましたんで、よろしくお願い致します。

あの、あとはいじめ、不登校、このことは頑張ってやってください。答弁いいです。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 執行方針とそれから予算書をいただいて、思いを巡らしました、

町長がどんな思いでこの予算編成をしたのかなと。去年の当初予算と比べてマイナス５．

１％の予算ですよね。更にその中の構成している割合を調べてみましたらね、今回の予算

は補助費が一番多いんですよ、２１．なんぼでしたっけ、２１．５％ですか、人件費を上

回っているんですね。私の記憶では、あんまりこういうケースっていうのは思いの中には

なかったんです。ですから、町長恐らく、この補助金の中身はそれぞれの思いがあって、

その効果を期待しながら予算編成したのではないかなと、こんな思いで私は見ておりまし

た。

補助金なんですが、私は非常にいろんな見方があると思います。ある見方では、金出す

からおめえだぢ頑張れよっていう言い方、自分でできない部分は補助金やるからおめえだ

ぢ頑張れやっていう言い方はね、大変失礼かもしれませんけれども、そんな見方もできな

いわけじゃないと。たまたま、この補助金の性格考えるとね、これあくまでも税金ですよ

ね、町民等しくいくものと、ものであればこれは問題はないんですけれども、対象になる
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人方にだけこれが行き亘るもんであって、場合によっては公平性を欠く場合もあり得るん

ですよ。補助金の中身全部調べたわけじゃないんですけどもね、例えばね、この漁業、漁

船漁業の振興に３千万出してますよね。それから、畜産の分野では３００万の新しい制度

の補助金が考えられているわけなんですけど、これ単純に比べてみますとね、私は畜産振

興の補助金はまさにタイムリーな補助金かなと、しかも関係業界の中ではね、等しく公平

であると、そんな見方ができると。ただ、この漁船漁業の３千万に関してはね、私は運用

の面で問題あるんでないかなと。１２月議会でも一般質問で関連の質問しましたけれども、

結局その３千万が増産を願いながら作った制度であるけれども、必ずしもその効果は得ら

れないという、得られない心配があるということが一つと、それからその原因は何かって

いうと今やらなければいけないことをやっていなければ、補助金の効果が上がらないとい

うことが、ですから、１２月でも言いましたけどね、やっぱり今早急にやらなければいけ

ないものは進めて、その上でこうしたものを執行していくと。更には、この３千万の該当

する人が組合員全ての人に等しくこの権利が与えられているわけじゃないと、条件がある

から、その枠にはまらなければこの補助金は使えないわけだ。しかも、その層をずっと調

べていくと、今松前で第一線で活躍してる人、たまたま６５歳を超えている人がために該

当にならないっていったら、この補助金の意味ってのは何だろうかなって疑問わきません

か、ね。ですから、当初、どなたか検証されたかという質問されていましたけども、私は

ね、その質問、そして質疑っていうんですか、質疑、そして答弁を聞いててね、まあ、利

用した人は概ね好評でしょう、利用した人はね。ですけども、今言ったように該当しない

人に対しては、これやっぱり非常に不公平性を感じながら、俺ら一生懸命なってその該当

になる人方以上に生産を上げてても、自分達が補助金を使えないっていうのは矛盾でない

かっていう話もあるんです。ですから、検証するんであればね、今みたいな補助金をもら

った人方の事業結果がどうだったかっていう検証ばかりじゃなくって、その補助金がね、

やっぱり効率ある形で使われているかどうかっていう検証も私は大事だと思うんですよ。

ですから、今回は二度目の補助金ですから、これをやる場合にね、今言ったようなことを

十分に考えてやったかどうかということを、まず１点お尋ね致します。

それから、２点目なんですけどもね、このスルメイカの加工業界の話がちらっとこの執

行方針の中に載っています。その中に従事者の確保が非常に厳しい状態だと、だから外国

の研修生等への住居の応援をしますよというような表現しかないと、私はそう受け止めた。

だけれども、松前を支えるこの加工業界に問題はそれだけなのかなと。確かに、事業経営

者は人員を確保するためにいろんな手を尽くしながら努力してます。でも、行政として何

かできないのか、或いは何かすべきでないのかっていう考え方はもたれなかったのかな。

単なるその人方の住居の心配してやればいいんだっていう、これはちょっと言い過ぎかも

しれませんけどね、そういうことではないとは思うんだけども、もう少し考えを巡らして

もいいんでないのかなと、そう思います。考え方を聞かせてください。

それから、３点目です。新幹線時代の観光のお話ありました。私、常任委員会の席でも

課長にお尋ねした経緯がありますけれどもね、みんな真剣に新幹線時代の観光どうあるべ

きかっていうこと話してるんだけども、聞く範囲ではね、或いは私の見る範囲では、残念

ながら木古内、松前町間のアクセスっていう面には全くこう見えてこない、アクセスって

いう面が見えてこないと。まあ、担当課長は、検討事項の一つだという答えしてましたけ

れども、今予算の中に、或いはこれからの行政の中にそうしたものがどんな形で考えられ

ているか。

それから、もう一つはね、財政運用なんですがね、厳しい松前の財政事情からいけば、
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執行方針に書かれているとおり、的確な財政推計が重要だと、もっともですよね。それか

ら将来過度の負担をかけないようにと、そういう考え方で組まれたっていうことは私は当

然の話だと思います、素直に受け止めます、そのように。そういう中でですね、これから

松前の事業いろいろなものを進める上において、町債の発行をしないで過ごせますか、避

けられないですよね、町債発行っていうのは。だから、その発行はどんな形でこれから考

えていって、更に私はよく言わせてもらうのは財調の話なんですよ、財政調整基金ね。そ

れとの兼ね合いをね、過度に負担をかけないっていう考え方からすれば、町債をできるだ

け抑えて、ある金を上手に活かして使うっていう考え方は、私は自然でないかなと思いま

すけれども、かといって自由奔放に財調使っていいってことにはなりませんね。その辺の

けじめの考え方をお聞かせいただきたいと思います。

教育行政、教育長、１点だけお尋ね致します。松前町のね、最大課題である学力の向上、

これは今まで取り組んできた、何て言いましたっけ、ちょっと待ってね、ターゲット２６、

いわゆるアクションプラン、ターゲット、今回は２９っていう形で載ってます。これの経

緯をこう見てみますと、３年、３年、３年という形で今まではターゲット２６、今回は２

９、いわゆる３年計画でホップステップジャンプでこんな考え方なのかなと、そういう見

方して今回は見ておりました。私も中身よくわかりませんので、昨日教育委員会の方に行

って少し中身説明していただきました。そういう中身を見た時にね、やっぱり教育研究所

が中心になってこういうものを作っていった、でも、そこに必要な教師の学力っていうん

ですか、能力ってんですか、そうしたものが当然要求されると、そういう中で教育委員会

はどう関わっていくのかなと、この計画の中に。何か見てるとね、学校の先生方が中心に

なって学力向上に取り組んでいるけれども、教育委員会としては、そういう計画にどんな

形で関わっていくのかなと。例えば、いい先生をめっけてくるとか、これは例えばの話で

すけどね、そういうものが教育委員会の中でどんな考え方で据えられているかお尋ね致し

ます。

○議長(斉藤勝君) １点から４点まで、町長。

○町長(石山英雄君) １点目、全体の予算の中で昨年と比較してマイナス５．１％の予算

であるというふうな中で、補助費の占める割合が伸びているというふうなご指摘でござい

ます。確かにご指摘のとおりでありまして、やっぱり人件費を超えるような金額になって

るというのは事業、いろんな多種多様な事業に対応している結果がこういうふうになって

きているものだというふうに思っております。その中で突出して補助費等が伸びている要

因と致しましては、渡島広域西部事務組合に対する、消防部門に対する部分が増えている

ということをぜひご理解いただきたいというふうに思います。

それと、補助金の内容であります。まさしく、公平性を欠かないような補助金が望まし

いわけであります。ご指摘のように漁業、漁船の補助につきましては、２６年度から実施

しているところであります。私、前段でもこの補助金を予算化するにあたりまして、私の

方で述べていることはですね、松前町の産業は裾野が広いということを申し上げておりま

して、水産ばかりでないわけであります。畜産もありますし、商工もあります、それから

観光もあるわけであります。私が今取り組んでいるのは、この漁船漁業の支援につきまし

ては、その一つの、パッケージの中の一つであるというふうなことはぜひご理解していた

だきたいというふうに思います。今の一つのこの内容を見る限りであれば、議員ご指摘の

ように公平感に欠けている部分もあると思っております。例えば、３トン以上の漁船です

よ、６５歳以上の年齢じゃないと駄目ですよというふうな規制をかけてますけども、これ

は概ねっていうんですか、もう少しこう裁量のある決め方をさせていただいたと思ってい
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るところであります。従って、６５歳以上の方でもですね、本当にやる気があるんであれ

ば、弾力的に運用させていきたいと思っているところであります。また、３トン未満の階

層をどうするのかというふうなご指摘も当たるわけであります。本当に公平性に欠ける部

分であります。これは、今３トン以上の漁船漁業を支援してますけども、将来は採介藻部

門にもですね、基幹産業をカバーするという意味では、支援も検討してまいりたいという

ふうに思っております。

それから、畜産業の優良繁殖牛の補助金につきましても、まさしくその大きな基幹産業

の大きなパッケージの中の畜産業に支援してるっていうことをぜひご理解していただきた

いと思いますし、商工業者に対する商工会からの要望に対する調査もしますけども、その

部分につきましても全体の基幹産業の中の一角だというふうなことをですね、ぜひご理解

していただきたいというふうに思います。やっぱり議員指摘のように良かれと思ってやる

補助支援であります。公平性を欠かないように対応してまいりたいというふうに思ってお

りますし、検証もきちんとして、町民の皆さんに理解していただけるようにしていきたい

というふうに思っております。

それから、スルメの加工従事者、住宅を提供すればいいのかっていうふうなご質問でご

ざいます。決して、そうは思っておりません。業界の経営者の方とはですね、役場が中心

となっていろんな情報を持ちながら、従業員の確保をしていくように要請もありますので、

水産課の職員とですね、が中心となっていろんな情報を提供したり、そんな取り組みをこ

れからしていって現場の貴重な、本当に大きな産業でありますので、水産加工も産業であ

りますので、人材確保のために町としても一生懸命取り組んでまいりたいというふうに思

っているところであります。

財政運用のお話も、新幹線であります。木古内、松前、いろいろこう９町、渡島、檜山

９町で取り組んでおりますけども、木古内から松前の交通アクセスの件についての話がな

いというふうなご指摘であります。確かに現状はそうでありますけども、今、商工観光課

の方でですね、観光バスを、ツアーのバスの関係でいろいろ誘客、誘致するのに連携取り

ながら今情報をもらっているところであります。この部分についても積極的に取り組んで、

観光客を松前に連れてくることを考えなければ駄目だというふうに思っているところであ

ります。

それから、財政の運用であります。基本の基本であります町債の発行についてはですね、

できれば自前で、町の一般財源で対応できればそれは理想であるわけでありますけども、

現状を考えた場合になかなかそういう状況にはなり得ないという状況であります。従って

町債、これは借金でありますから、将来に財政負担がないような、有利な起債を優先して

充当してまいりたいというふうに思っております。大島中学校が今４月統合なります。そ

れで、かつてありました松前は辺地、これは現在原口地区でありますけども、それからあ

との地区は過疎であります。ですから、過疎債と、この４月からは、大島中学校がなくな

ることによりまして札前まで辺地の対象になるわけでありますので、今度辺地、これは議

会の皆さんに議案としてお示ししますけども、提案しますけども、辺地の地域も増えるわ

けでありますので、過疎より辺地の方が起債の条件がいいわけでありますから、この辺に

つきましても十分考えながら財政運営をしていきたいというふうに思っております。

それから、財政調整基金、貯めるばかりじゃなくて、使うことも一つだろうと、確かに

そのとおりだというふうに思っております。収支のバランスをとった予算を編成してまい

りたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 次、教育長。
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○教育長(宮島武司君) 学力向上に係りますターゲット２９についてご質問いただきまし

た。教育委員会として、どのような関わりをもっているのかというふうなご質問でござい

ました。松前町の学力向上対策につきましては、平成２１年度から取り組んでまいりまし

た。管内でも組織的に動いてるのは早い方だと思っております。第１ステージと致しまし

て、平成２１年度から３年間、これは生活リズム向上と家庭学習の習慣の定着、いわゆる

松前っ子３リズムを中心に設定致しまして、学習、学校の学習改善プランと合わせて３年

間実施してまいりました。全国に近づくようにこのプランを行ってまいりましたけれども、

成果的にはちょっと足りなかったところでございます。このため、第２ステージと致しま

して、２４年度から更なる３年間、目指す目標の数値を設定してこれに取り組んでまいり

ました。これがターゲット２６、いわゆる２３、２４、２６を目途にして実施してまいり

ましたけれども、この目標値、全道平均と同等となるような形での目標設定したところで

ございますけれども、結果的には目標に達するまではいかなかったというのが現実でござ

います。そこで、学力向上対策委員会、各学校の先生方が中心となっている組織でござい

ます。ここに学校教育課の職員も一緒に入っております。この策定段階におきましては、

毎月開催される校長会、教頭会の中でも策定の内容をですね、中間的な報告していただき

まして、その内容を練っているところでございますし、また教育委員会の中でも毎年実施

される学力学習状況調査の結果等を踏まえながら、この対策について教育委員会の中でも

議論をしているところでございます。

今回のターゲット２９、来週最終的に決定されます。その中で大方のものがございます

けれども、今回のこのターゲット２９につきましては、最終年度、平成２９年度を目途と

しておりますけれども、従来と違うのは毎年の設定値を設けること、更には多くの先生方

に入っていただいて、目標値が到達できる可能性を秘めた数値を具体的に持っていこうと

いうふうな内容で作ったものでございまして、従来よりは多くの先生方が参画して実行性

のあるものになっているというふうに考えているところでございます。いずれに致しまし

ても、教育委員会と学校と、そして我々学校職員、そして、この校長会には両課長も出席

しておりますので、連携を組みながら子ども達の学力向上のために、これからも尽力をし

てまいりたいと、そういうふうに考えているところでございますので、ご理解をお願い申

し上げます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) １点目のね、補助金の関係で、特に漁船漁業の絡みの中でね、や

っぱりその事業がいい形で進めてもらうためにはね、それにこう関わる、急いでやらなけ

ればいけない部分もある。それをやっぱりスピードアップして対応していかなければね、

町長が願うようにせっかく水揚げが増えたのに、それが金にならないっていう結果もあり

得るんで、これ緊急に対応するべきだと私は思うんですけど、いかがですか。

それから、４点目のね、財政運営なんですけれども、全く考え方はそのとおりだと思い

ますし、ただ、問題はね、松前町大きな事業控えてますよね。この事業との兼ね合いを早

くこう何て言うか、見通しをつけた中でね、やらなければいけないんでないかなという心

配をしてるもんですから、その辺も考え方を聞かせてください。

それから、教育関係ではね、あくまでもこの学力向上ってのは教育現場が主ですよね、

ですから、そういう意味では私は理解するんです。しかしながら、それだけじゃなく教育

委員会の使命ってのはあるはずなんですから、どのようにそれに関わっていくかという考

え方をお尋ねしたつもりですけど、教育長のそのお答えは、いまいちストンとこないもん

ですから、もう一回お尋ねしたいんですが、もし、上手い答弁してくだされば、私これで
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止めますんで。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 上手くいくかどうか。

１点目の漁船漁業に対する補助の関係であります。緊急を要するものがあるだろうとい

うふうなご指摘であります。今現在、２７年度の要請、要望をとりまとめしているところ

であります。今般、この２６年度の補正予算が通していただければですね、早急に組合の

方でとりまとめることになると思います。いずれに致しましても、今回の補正予算におき

まして、国の交付金事業として漁業の支援の関係が認められておりますので、ここは次の

総合戦略の中にきちんと位置付け致しまして、急ぐものは急ぐというふうなことで位置付

けをしてまいりたいというふうに思っております。

それから、議員心配しているのも理解できるものであります。きちんと将来に財政負担

ならないような町債の運営、借り方を検討しながら進め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) 次、教育長。

○教育長(宮島武司君) 教育委員会としての学校現場への関わりというふうなご質問でご

ざいました。私、形として、こういうふうな形で今現在動いてるんだというふうなお話を

させていただいたつもりでございますけれども、確かに学校現場の先生の力ってのはすご

く、子ども達への影響って言いますか、最大限に発揮されなきゃいけないと。そこで、人

事的な面も含めて、当然今の３月でございますんで、統合問題含めてより良い先生って言

いますか、ちょっと語弊ございますけれども、いろんな形でもって書道教育含めて先生方

の確保に個人的には努めさせていただいておりますし、またターゲット２９の中でも先生

方の研修、これをしっかりしようじゃないかというふうな方向性を打ち出しております。

いわゆる授業力の向上、これがなければ子ども達の学力の向上はないだろうというふうな

ことで、この部分については、従来になく強い内容に、今回のターゲット２９を来週確立

しますけれども、そういうふうな内容で今進んでいるところでございます。更には、先生

方の授業力の向上の他にも生活習慣の改善、先程食育のこともございましたけれども、子

ども達にきちんと朝ご飯を食べながら、睡眠をとり、そしてゲームをきちんと親との関係

を含めて約束しながら短時間でのゲーム、更には家庭での学習習慣等を含めてですね、最

終的には先生方が生徒を指導する力、ここを大きくしていきたいというふうなことで、我

々もその部分については指導をしているって言いますか、校長会、教頭会の中でお願いを

しているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 上手い答弁でなかったってわけじゃないよ。いろいろ準備してき

たんですよ。だけれども、これだけの議員、総意を挙げてね、執行方針に対する質問をさ

れた、それを基にしながら予算委員会もあるし、私にとっては一般質問もありますから、

その中でやりたいと思います。想定内の範囲で終わったみたいで、喜ばしい限りです。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。

以上で平成２７年度町政執行方針及び平成２７年度教育行政執行方針に対する質疑を終

わります。
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◎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。

ご苦労様でした。

(散会 午後 ３時２５分)
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近江谷 邦 彦 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 川 村 敏 之 君 次 長 尾 坂 一 範 君

主 査 斉 藤 明 君
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（開会 午前１０時０１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。

◎議事日程

○議長(斉藤勝君) 本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りですのでご了承

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１４号 松前っ子誕生祝金支給条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第２、議案第１４号、松前っ子誕生祝金支給条例制定についてを

議題と致します。

なお、ただ今の議案は質疑終了後、厚生文教常任委員会に審査を付託したいと思います。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第１４号、松前っ子誕生祝金支給条例制定について、その

内容をご説明申し上げます。

１ページをお開き願います。第１条は、目的です。この条例は、少子高齢化が進む中、

次代に担う子どもの誕生を祝福し、松前っ子誕生祝金を支給することにより子育て世帯の

支援と子どもの健全な育成に資するとともに、地域の活性化の促進を図ることを目的とし

ております。

第２条は、用語の定義です。支給対象児童とは、出生により松前町に住民登録し、引き

続き住所を有する児童とする。

第３条は、祝金の受給資格者です。受給できるものは、支給対象児童を養育するもので

あって、支給対象児童の出生の日以前から引き続き６ヶ月以上松前町に住所を有し、現に

居住するものと、町長が受給資格者との権衡上必要と認めるものとする。

第４条は、祝金の金額、もとい、支給等です。祝金の支給額及び支給時期は、別表に定

めるものとし、出生時と満１歳の誕生日にしようとするものです。支給方法は、商品券に

しようとするものです。

第５条は、支給の申請です。第１回目の支給申請は、支給対象児童の出生の日から起算

して７ヶ月以内、第２回目の支給申請は、満１歳の誕生日から起算して６ヶ月以内としよ

うとするものであります。

第６条は、支給の決定等です。
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第７条は、受給資格の喪失です。支給対象児童が松前町に住所を有しなくなったとき、

受給資格者が支給対象児童を養育しなくなったとき、町長が当該資格を有しないと認めた

ときは、支給資格を失うこととしようとするものであります。

第８条は、祝金の返還です。偽り、その他不正な手段により祝金の支給を受けたときと、

町長が返還させる必要があると認めたときは、既に支給した祝金を商品券又は現金により

返還させることができる規定です。

第９条は、規則への委任です。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後の出生に関わる分

から適用させようとするものです。

次に、別表第４条の関係の祝金の支給額及び支給時期です。支給対象児童を第１子、第

２子、第３子以降と区分し、第１子は第１回目出生時に１０万円、第２回目を満１歳の誕

生日に１０万円、第２子は第１回目出生時に２０万円、第２回目を満１歳の誕生日に１０

万円、第３子以降は第１回目出生時に３０万円、第２回目を満１歳の誕生日に２０万円を

それぞれの額を支給致そうとするものです。

なお、支給対象児童の区分については、受給資格者が出生の日現在において、現に養育

しているもののうち、満１８歳に到達した日以後、最初の３月３１日までにあるものの数

としようとするものです。参考資料として、松前っ子誕生祝金支給条例施行規則(案)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、松前っ子誕生祝金支給条例の条例制定の内容であります。よろし

くご審議のほど、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。

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。

お諮り致します。

議案第１４号は、会期中に審査を終わることとし、厚生文教常任委員会に審査を付託し

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。

議案第１４号の議案審査のため、暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時０６分)

(再開 午前１１時２０分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

議会に関する諸報告は、お手元に配布のとおりであります。

議案第１４号、松前っ子誕生祝金支給条例制定については、厚生文教常任委員会に審査

を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。

厚生文教常任委員長堺繁光君。

○６番(堺繁光君) 議案審査報告書の提出について。

平成２７年３月６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べき事件と

して本委員会に付託された議案第１４号の審査を終えましたので、会議規則第７７条の規
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定により、別紙のとおり審査報告書を提出致します。

審査の経緯、審査年月日、委員の出席状況並びに出席要求した説明員は、記載のとおり

です。

審査の結果、議案第１４号、松前っ子誕生祝金支給条例制定については、適正なものと

認めましたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。

以上で報告を終わります。

○議長(斉藤勝君) 委員長報告が終わりました。委員長報告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。

本案に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の

諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第１４号は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第１５号 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に

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３、議案第１５号、松前町特定滞納者等に対する行政サービス

等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) ただ今、議題となりました議案第１５号、松前町特定滞納者等

に対する行政サービス等の制限措置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。

本条例は、町税等の特定滞納者等に対し、行政サービス等の制限を実施することにより、

町税等の納付義務に対する意識の高揚及び公平性の確保を図ることを目的とし、設置され

たものでございます。平成２６年度松前町一般会計補正予算(第８回)において、新たに優

良繁殖牛購入補助金の交付と、松前っ子誕生祝金の支給事業を計上致しますことから、こ

れらについても本条例の制限対象項目とするため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。

それでは、議案の末尾に添付しております説明資料、松前町特定滞納者等に対する行政

サービス等の制限に関する条例の一部改正に係る新旧対照表の右欄、改正案をご覧願いま

す。別表、区分、補助金の交付欄の事務事業名に「優良繁殖牛購入補助金の交付」を加え、

また資金貸付欄の次に「祝金の支給」を加え、事務事業名を「松前っ子誕生祝金の支給」

にしようとする内容でございます。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行致そうとするものであり

ます。

以上が、議案第１５号、松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関す

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。何卒よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。
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○議長(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。

◎議案第１６号 松前町学童保育所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４、議案第１６号、松前町学童保育所条例の一部を改正する条

例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今議題となりました議案第１６号、松前町学童保育所条例

の一部を改正する条例制定について、その内容を末尾に添付してございます説明資料にて

ご説明を申し上げます。

改正する理由ですが、児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業の対象児童の

範囲が拡大されたことから、所要の改正をしようとするものであります。

条文の内容でありますが、第１条中「第３４条の８」を「３４条の８第１項」に改め、

「おおむね１０歳未満の」を削るとするものであります。

第３条第１号中「１年から３年」を削るとするものであります。

第４条の見出しを「（児童支援員）」に改め、同条第１項中「児童指導員（以下「指導

員」という。）」を「児童支援員（以下「支援員」という。）に改め、同条第２項を次の

ように改めようとするものであります。「支援員は、松前町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年松前町条例第２９号）第１０条３項に

定める者とする。」ものとするものであります。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものであります。

以上が、議案第１６号松前町学童保育所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。何卒よろしくご審議のほど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。

５番。

○５番(伊藤幸司君) 一つだけお尋ねを致します。この条例制定、変更になるわけですけ

ども、今までが１０歳未満ですね、だから、まあ、今でもあんまり学童保育の人数は多く

ありませんけども、例えば清部では今現在３人。年齢が条件がなくなるということであり

ますから、学童保育どんどん増えてくれた方が私はいいと思っておりまして、そうした場

合に、今の松城小学校でやってる部分っていうのはスペースも十分あって、対応は可能だ

ろうと思いますけども、清部のね、現状を見た時にですね、今たまたま３名だから対応で

きてるんですけど、もしも増えたとすれば大変なことになるかなと、そう思っておりまし

た。だから、この改正によって、例えば清部の子どもがどの程度まで増える可能性がある
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とか、つかみにくいとは思いますけどね、多分増えたら大変だという心配があります。そ

の辺どうお考えなのかなと。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 清部保育所の部分で、現在学童保育を使ってございます。それ

で、教室については空き教室を今利用してございます。ただ、現状５名以内であれば、現

有の保育所の保育士が学童保育の方の、今現在指導員って言いますけども、そういうとこ

で対応をしてございます。ですから、相当数の人数が想定される場合においては、新たな

施設ということも考えられますし、また２７年度の予算に対しての指導員の賃金について

も、一応現有の保育士に足りない場合については、賃金の方も計上してございます。

最後になりますけども、大島小学校の方も空き教室があるということを聞いてますけど

も、それらについても事前に協議を進めていきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いします。

○議長(斉藤勝君) ５番。

○５番(伊藤幸司君) 課長もこの春でめでたく退職と。今言われたとおりですね、小学校

の空き教室を使うということはね、将来的に非常に重要なことなので、ぜひ一生懸命汗を

かいていただいて、将来的にみんなが心配のないようなところまで準備をしていただいて、

めでたく円満退職ということになってくれればいいなと、まあ、ご祝儀の質問ではありま

せんが、いやいやね、課長が一生懸命頑張ってくれたみたいな話になれば、大いに結構だ

なと思ったりしてね。まあ、町長もその辺のところ、よくお考えを聞いていただいて、間

違いなく狭くなる可能性がありますし、学童っていうのは、どうして国でこういうことし

たかったら、やっぱりより多くの子ども達を囲い込むったら叱られちゃうんですけど、一

定の時間、そこに留め置いて、いろんな教育っていうのかね、そういったことをしたいと

いうことだと思います。私もそう思って学童保育ってのは重要だって話をさせてもらった

ので、人数がどんどん増えるようだということに将来に繋がるようにね、今から支度をし

ていただきたいなと、そう思います。

力強い答弁をもういっぺん、課長、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) なかなか、あれですけど、まず今回国の政策においても、その

保育にかける学童ってのは非常に多くなるだろうという形で、それは当然女性の職場進出

というのを大きく掲げている中での年齢の撤廃、小学生までという形であります。当然、

そうなるとたまたま今までは３年生までが学童保育で、どうしても年齢制限で学童の方に

は進んでいかないというのが現状であります。そういった観点から、議員おっしゃるとお

り学童の人数も相当数増えてくるというのが予想されてくるものというふうに思います。

その中で、やはり清部保育所の中での学童保育というのは、今後は施設の狭さという観点

からいきますと、やはり余所に施設を設けて学童保育を実施しなければならないというふ

うに思います。その一つは、大島小学校っていうのが一つのいい施設でありますので、そ

こを活用していきながら学童保育を進め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) 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)
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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。

◎議案第１７号 松前町福祉灯油等の助成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５、議案第１７号、松前町福祉灯油等の助成に関する条例の一

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。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１７号、松前町福祉灯油等の

助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容を末尾に添付してござい

ます説明資料にてご説明申し上げます。

改正する理由ですが、灯油価格の下落により、給油券支給世帯と現金支給世帯との間に

生じた不公平などの是正を図るため、給付額及び助成方法を一律にし、また国の補正に係

わる緊急経済対策（地域住民生活等緊急支援のための交付金）の交付対象とするため、支

給方法の見直しをしようとするものであります。

第３条の見出し中「数量及び｣を削り、同条第１項中「灯油の量は」を「額は｣に、「１

００リットル」を「１万円」に改め、同条２項を削るとするものであります。

第５条第１項中「第１項」を削り、「給油券」を「商品券」に改め、同条第２項及び第

３項を削るとするものであります。

第６条中「給油券若しくはそれに相当する金額又は助成した額」を「商品券又は現金」

に改めようとするものであります。

附則として、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１７号、松前町福祉灯油等の助成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。何卒よろしくご審議のほど、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。

◎議案第３２号 議決の変更について
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○議長(斉藤勝君) 日程第６、議案第３２号、議決の変更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３２号につきまして、その内

容をご説明させていただきたいと思います。

本議案は、平成２６年６月１９日に議決されました、松前町過疎地域自立促進市町村計

画につきまして、これを変更致そうとするものでございます。変更致そうとする内容でご

ざいますが、添付しております松前町過疎地域自立促進市町村計画（変更）をご覧いただ

きたいと存じます。

３０ページ、変更前の、２産業の振興、(３)計画、事業計画（平成２２年度から平成２

７年度）の表にあるように自立促進施策区分欄の、１産業の振興、事業名欄で(２)漁港施

設で、事業内容欄、事業主体欄の下線部分について、変更後のとおり事業内容欄下線部分

となっている「札前漁港地域水産物供給基盤整備事業」で、事業主体欄の「北海道」を追

加致そうとするものでございます。同じく、変更前の事業名欄で、(３)経営近代化施設、

水産業で、事業内容、事業主体欄の下線部分について、変更後のとおり、事業内容欄下線

部分となっている「松前市場整備事業」で、事業主体欄の「松前さくら漁業協同組合」を

追加致そうとするものでございます。

更に、３１ページ、変更前の事業計画（平成２２年度から平成２７年度）の表にあるよ

うに自立促進施策区分欄の、１産業の振興、事業名欄で(８)観光又はレクリエーションで、

事業内容欄、事業主体欄の下線部分について、変更後のとおり事業内容欄下線部分となっ

ている「松前藩屋敷改修事業」で、事業主体欄の「松前町」を追加致そうとするものでご

ざいます。

次に３２ページ、変更前の事業計画（平成２２年度から平成２７年度）の表にあるよう

に自立促進施策区分欄の、１産業の振興、事業名欄で(９)過疎地域自立促進特別事業で、

事業内容欄、事業主体欄の下線部分について、変更後のとおり事業内容欄下線部分となっ

ております「畜産奨励事業及び増養殖試験施設等調査事業」で、事業主体欄のいずれも

「松前町」を追加致そうとするものでございます。

次に４２ページ、４生活環境の整備、(３)計画、事業計画（平成２２年度から平成２７

年度）の表にあるように自立促進施策区分欄の、３生活環境の整備で、事業名欄、事業内

容欄、事業主体欄の下線部分について、変更後のとおり事業名欄下線部分となっている

「ごみ処理施設」で、事業内容欄下線部分となっている「ごみ再生処理ストックヤード建

設事業及び旧し尿処理施設解体事業」で、事業主体欄のいずれも「渡島西部広域事務組

合」を追加致そうとするものでございます。

また、４８ページ、５高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、(３)計画、事業計画

（平成２２年度から平成２７年度）の表にあるように、自立促進施策区分欄の、４高齢者

等の保健及び福祉の向上及び増進、事業内容欄、事業主体欄の下線部分については、変更

後のとおり、事業内容欄の「松前っ子誕生祝金支給事業」、事業主体欄で「松前町」を追

加致そうとするものでございます。

今回の計画変更につきましては、「ごみ再生処理ストックヤード建設事業」の追加によ

り、知事との事前協議が必要な、「計画全体に及ぼす影響の大きいもの」にあたるため、

当該過疎計画を変更し、関連事業について過疎対策事業債により財源を確保しょうとする

ものでございます。なお、他の事業の追加については、軽微な変更でありますが一括して

変更承認をいただこうとするものでございます。

なお、当該過疎計画の変更については、この知事との事前協議が平成２７年２月１９日
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付けで終了しておりますことから、議決の提案を致そうとするものでございます。

末尾に参考資料として、事業費及び財源内容のわかる事業計画を載せておりますのでご

参照願います。

以上が議案第３２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。

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３２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３２号は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時４３分)

(再開 午前１１時４３分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

◎議案第８号 平成２６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７、議案第８号、平成２６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８号、平成２６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２６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に歳入歳出それぞれ１億

７千３０７万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億３千１８万

８千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。

第２条、継続費の補正です。既定の継続費の補正は、「第２表継続費補正」によろうと

するものです。

第３条、繰越明許費です。地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第３表繰越明許費」によろうとするものです。

第４条、債務負担行為の補正です。既定の債務負担行為の補正は、「第４表債務負担行

為補正」によろうとするものです。
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第５条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第５表地方債補正」によろうと

するものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。４１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、３７万９千円の減額計上です。１１節需用費、

印刷製本費として議会だよりの入札減によるものであります。１４節使用料及び賃借料、

音響機器借上料では、出張委員会の開催がなかったことによる減額計上です。

４２ページです。２款１項１目一般管理費では、４６６万９千円の減額計上です。各節

において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、９節旅費と１２節役務費で、

フランス国ブサンソン市訪問事業については、通訳者が随行できなかったため減額となっ

ています。また、１３節委託料で行政情報システム保守委託料については、機器の更新時

期が早くなったことにより保守点検などが減額となっています。

４４ページです。２目文書広報費では、９５万６千円の減額計上です。各節において年

度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１１節需用費で町広報発行印刷製本費

は、広報誌の契約単価の減による減額計上です。３目財産管理費では、８８万９千円の減

額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１４節使

用料及び賃借料で、町設宿舎管理借受公宅賃借料は、昨年９月、森定教育長が退職により

退去したことから減額計上です。２５節積立金で、財政調整基金積立金は、土地売払い分

と運用利子分の相殺によって計上したところでございます。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計上です。

４５ページです。４目支所費では、４万２千円の増額計上です。各節において年度末ま

での決算見込みによる計上です。なお、７節賃金では、２７年度に向けて小島支所と大沢

支所において新規採用嘱託職員の研修に係わる賃金分について増額計上したところでござ

います。５目地域振興費では、３０７万１千円の増額計上です。各節において年度末まで

の決算見込みによるものでございます。なお、１１節需用費で、生活路線バス待合所管理

修繕料として、赤神バス停の天井版修繕のための費用計上です。２５節積立金で、ふるさ

と松前応援基金積立金として、寄附実績に基づき、個人３３件と団体４件分に年度末まで

６件分を見込んでの計上分でございます。

４６ページです。３項１目戸籍住民基本台帳費では、２３万８千円の減額計上です。契

約に伴う決算見込みによる減額計上分です。

４７ページです。４項２目明るい選挙推進費では、１８万８千円の減額計上です。決算

見込みによる減額計上です。４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、

８９万２千円の減額計上です。１節報酬から１３節委託料まで選挙後の決算見込みによる

減額計上分です。

４８ページです。５項１目各種統計調査費では、１万９千円の増額計上です。これは、

経済センサスの追加分として増額計上分によるものでございます。

４９ページです。３款１項１目社会福祉総務費では、３千３９２万９千円の減額計上で

す。各節において中身的に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。なお、１２節役務費と１９節負担金補助及び交付金で臨時福祉給付金事業は、

基本分で当初３千４４４人を想定しておりましたが２千８００人に、加算分で当初２千４

７１人が２千７３人の見込みとなることから減額の計上です。２０節扶助費の障害者自立

支援介護訓練等給付費では、２千６６２万９千円の減額計上です。これは、自立訓練のた

めの給付支援と介護給付の支援について、当初総体で１千９８６名を見込んでおりました

が１千７２２名の利用見込みとなることからの減額計上です。また、福祉灯油等助成費と



- 65 -

して、７１万円の減額計上です。これは、当初２７７世帯を見込んでいましたが、２３６

世帯となることから減額の計上です。地域住民生活等緊急経済対策、福祉灯油等助成費と

して、２７７万円の増額計上です。これは、低所得世帯に対し、冬期間の暖房費の軽減を

図るため生活支援として、国の補正予算で実施される経済対策で交付金充当事業としての

実施でございます。なお、地域住民生活等緊急経済対策、福祉灯油等助成事業の概要につ

きましては、参考資料９１ページに掲げておりますのでご参照願います。２８節繰出金で、

国民健康保険特別会計に対する繰出金は、国民健康保険事務費に係わる分と地方単独事業

に係わる分を繰り出し致そうとするものであります。２目社会福祉施設費では、３万５千

円の減額計上です。年度末までの決算見込みと、入札執行に伴う減額計上です。

５２ページです。３目老人福祉費では、９４７万７千円の減額計上です。各節において

事業終了による精算確定分と年度末までの決算見込みによる計上です。なお、１３節委託

料で後期高齢者健康診査業務委託料は、当初４００人を見込んでおりましたが３７３人と

なることから減額の計上です。１９節負担金補助及び交付金で、介護サービス利用者負担

軽減事業補助金については、特別養護老人ホームへの入所者の費用負担を図るため当初５

名分を見込んでいましたが、１名の利用となったことから減額計上です。２０節扶助費で

は、老人福祉施設入所措置費で、町内出身者の養護老人ホーム入所者が死亡などで亡くな

って減ったことによる減額計上です。２８節繰出金で介護保険特別会計に対する繰出金で

は、保険事業勘定の介護給付費分の増による計上です。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額の確定による減額計

上分です。

５３ページです。４目地域活動推進費では、８２万２千円の増額計上です。８節報償費

で地域活動推進功労者記念品代では、町内会役員の退任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８１万円の増額の計上です。また、町内会館運営費補助金についても、６町

内会の水道電気料の実績見込みによる増額の計上です。

５４ページです。２項１目児童福祉総務費では、６７万５千円の増額計上です。４節共

済費から５５ページ、１２節役務費まで、地域住民生活等緊急経済対策、学童保育事業に

ついては、子育て世帯の仕事と家庭の両立を図り、生活支援、子育て支援のため、国の補

正予算に伴う経済対策で交付金充当事業としての実施です。５４ページの７節賃金で学童

保育賃金では、１９７万８千円の減額計上です。これは、清部学童分で既存の保育士対応

により実施したため減額となっております。８節報償費で地域住民生活等緊急経済対策、

松前っ子誕生祝金については、町内の子育て家庭の負担軽減を図るため、第１子に２０万

円、第２子に３０万円、第３子以降は５０万円を出産時と１歳誕生日に２回に分けて祝金

として商品券を発行し、地域経済の活性化を図り、国の補正予算に伴う経済対策で交付金

充当事業としての実施です。なお、地域住民生活等緊急経済対策、学童保育事業の概要は、

参考資料９２ページに、地域住民生活等緊急経済対策、松前っ子誕生祝金支給事業の概要

は、参考資料９３ページに掲げておりますのでご参照願います。

５６ページの１９節負担金補助及び交付金で、保育所広域入所保育実施負担金は、里帰

り出産に伴い、函館市内保育所への入所日数が計画を下回ったため減額計上です。また、

函館大谷短期大学附属松前保育園園児保育実施負担金は、定員６０名に対し、入所者数の

減少により年度末までの決算見込みによる減額計上です。子育て世帯臨時特例給付金は、

支給対象児童が当初見込みを下回ったための減額計上です。２０節扶助費で、児童デイサ

ービス事業障害児通所給付費では、年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目児
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童措置費では、１１６万５千円の減額計上です。２０節扶助費で児童手当支給事務では、

当初見込より対象児童の減となっており、減額の計上でございます。

５７ページです。４款１項２目母子保健費では、５５万９千円の減額計上です。１３節

委託料で決算見込みによる減額計上です。なお、妊婦健康診査業務委託料では、妊娠届出

数が見込みを下回ったため妊婦一般検診、超音波検査ともに利用延数が減ったことによる

計上です。３目予防費では、２７万円の減額計上です。１１節需用費から１３節委託料ま

で、地域住民生活等緊急経済対策、健康増進対策事業として健康で安心な暮らしの確保を

図り、大腸がん、乳がん、子宮がん検診の無料化により、受診率の向上を推進し、特に結

婚、妊娠、出産年齢の方の健康と子育て支援のため、国の補正予算で実施される経済対策

で交付金充当事業としての実施です。なお、地域住民生活等緊急経済対策、健康増進対策

事業（乳がん、子宮がん、大腸がん検診）の概要につきましては、参考資料９４ページに

掲げておりますのでご参照を願います。次に１３節委託料で、一般健診委託料で、決算見

込みによる減額となっています。結核検診委託料は、当初７４７人分を見込んでおり８１

３人分となることから増額の計上です。肝炎ウイルス検査委託料でＢ型肝炎ウイルス検査

では、当初１２５人を見込んでおり８３人に、Ｃ型肝炎も１２５人を見込んで８４人とな

ることから減額の計上です。胃がん検診委託料では、当初２５５人を見込んでおり９０人

となることから減額の計上です。子宮がん検診委託料は、当初２９７人から１８５人にな

ることからの減額の計上です。乳がん検診委託料は、当初３１８人を見込んでおり２３９

人となることからの減額です。大腸がん検診は、当初３１８人から２３９人となることか

らの減額です。がん検診推進子宮頸がん検診委託料は、当初８２人から５０人の見込みと

なることからの減額です。乳がん検診委託料は、当初１５４人から９３人の見込みとなる

ことからの減額です。大腸がん検診委託料は、当初１１６人から８０人となる見込みから

の減額です。結核予防接種委託料は、当初２０人分を見込んでおり３５人分となることか

らの増額計上です。三種混合予防接種委託料は、当初２９人を見込んでおり１５人となる

ことから減額計上です。更に四種混合予防接種委託料は、当初８２人を見込んでおり１２

３人となることからの増額計上です。ポリオ予防接種委託料は、当初１９人を見込んでお

り３４人となることから増額計上です。インフルエンザ予防接種委託料では、当初２千２

８６人を見込んでおり２千２３人となったことから減額計上です。また、子宮頸がんワク

チン接種委託料は、当初１２９人を見込んでおり２４人となることから減額計上です。ヒ

ブワクチン接種委託料では、当初８７人を見込んでおり１３２人となることから増額計上

です。小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料も、当初８７人を見込んでおり１３７人となる

ことから増額の計上です。水痘ワクチン接種委託料は、当初１８２人を見込んでおり９０

人となることから減額です。高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料は、当初１千５０人を見

込んでおり年度末まで２０８人となることから減額計上です。２０節扶助費で高齢者肺炎

球菌ワクチン接種費用助成費は、当初４６人を見込んでおりましたが、１０人となったこ

とから減額計上です。４目環境衛生費では、２４７万３千円の減額計上です。７節賃金か

ら１４節使用料及び賃借料まで、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計上です。１５節工事請負費の火葬場管

理胞衣炉改修工事請負費は、入札による減額計上です。１９節負担金補助及び交付金で、

合併処理浄化槽設置補助金については、当初浄化槽５人槽５基、７人槽１基、１０人槽１

基分を見込んでおりましたが、５人槽３基の実績となることから減額の計上です。７目病

院費では、３千３８０万７千円の増額計上です。１９節負担金補助及び交付金で、病院事

業会計に対する補助金は、交付税の額の確定に伴う精算による増額分の計上です。



- 67 -

○議長(斉藤勝君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時とします。

(休憩 午後 ０時０１分)

(再開 午後 １時０１分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

６１ページから、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、引き続き説明をさせていただきたいと思います。

６１ページです。２項１目清掃総務費では、３１５万９千円の減額計上です。１９節負

担金補助及び交付金で、渡島西部広域事務組合負担金（衛生部門）について、決算見込み

による事務組合の補正に伴い減額補正です。２目じんかい処理費では、６万２千円の減額

計上です。１３節委託料で、一般廃棄物収集運搬委託料で、契約に伴う減額計上分でござ

います。

６２ページです。３項１目上水道施設費では、１４６万９千円の減額計上です。１９節

負担金補助及び交付金で、水道事業会計に対する補助金は、簡易水道事業債元利償還分、

運営費の人件費分、建設改良費において決算見込みにより減額計上です。

６３ページです。６款１項１目農業委員会費では、２３万４千円の減額計上です。９節

旅費は、年度末までの決算見込みによる計上です。１３節委託料で、入札執行に伴う減額

計上です。３目畜産業費では、５６万２千円の増額計上です。４節共済費から７節賃金ま

で、牧場管理事業については、年度末までの決算見込みによる計上です。１１節需用費で

牧場管理修繕料として、９７万２千円の増額計上です。これは、牧場の避難舎の屋根が強

風で剥がれたため、その補修費用の計上です。１８節備品購入費では、いずれも入札執行

による減額の計上です。１９節負担金補助及び交付金で地域住民生活等緊急経済対策、優

良繁殖牛購入補助金として、３００万円の計上です。これは、畜産農家の繁殖雌牛の更新

を促進するため、６ヶ月から１２ヶ月未満の雌子牛の購入費を補助し、増頭を図るため、

国の補正予算に伴う経済対策で交付金充当事業としての実施です。なお、地域住民生活等

緊急経済対策、優良繁殖牛購入補助事業の概要については、参考資料９５ページに掲げて

おりますのでご参照願います。２２節補償補填及び賠償金で、貸付肉用牛事故損害賠償金

では、当初３頭分を見込んでおりましたが事故牛がなかったことから、１５０万円の減額

計上であります。

６５ページです。２項１目林業振興費では、１６０万３千円の減額計上です。７節賃金

から９節旅費まで、熊駆除対策事業については、当初１２頭見込んでおりましたが５頭の

駆除実績となったことからの減額の計上です。１３節委託料では、それぞれ契約による減

額の計上分でございます。１６節原材料費では、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、１７万３千円の減額計

上です。これは、当初１５名を見込んでおりましたが１１名となったことからの減額でご

ざいます。また、鳥獣被害対策実施隊活動助成金では、１万９千円の減額計上です。これ

は、活動実績に基づく減額の計上分でございます。

６６ページです。３項１目水産業振興費では、２千３７９万３千円の増額計上です。１

３節委託料では、決算見込みによる減額計上です。１５節工事請負費では、いずれも入札

執行に伴う減額計上です。１９節負担金補助及び交付金では、水産基盤整備事業負担金

（漁港分）で、２４万９千円の増額計上です。これは、館浜漁港の東護岸調査設計費地元
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追加負担分としての増額分の計上です。また、地域住民生活等緊急経済対策、漁業支援総

合補助金として、３千万円の増額計上です。これは、漁業者の担い手確保と安定経営を図

るため、漁船の更新や漁業設備等にかかる経費負担の軽減を図るため、国の補正予算に伴

う経済対策で交付金充当事業としての実施でございます。なお、当該事業については、参

考資料９６ページに掲げておりますのでご参照願います。

６７ページです。７款１項１目商工振興費では、１千９１０万円の増額計上です。１９

節負担金補助及び交付金で、地域住民生活等緊急経済対策、プレミアム付商品券発行事業

補助金で、これは、千円券１３枚綴りを１セットとし、１万円で販売し、３０％のプレミ

アムとして、７月から１２月を目安に６千セットを発行し、地域消費の拡大と地域経済の

活性化を図るため、国の補正予算に伴う経済対策で交付金充当事業としての実施です。な

お、当該事業の概要については、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。２目観光振興費では、１０５万５千円の増額計上です。４節共済費から７節賃金まで、

年度末の決算見込みによる計上でございます。１１節需用費で、地域住民生活等緊急経済

対策、観光振興印刷製本費では、日本語リーフの増刷の他、英語やフランス語の観光リー

フ等の作成を見込んでおり、新幹線開業に向けた観光客受け入れ体制の充実と交流人口の

拡大を図るため、国の補正予算に伴う経済対策で交付金充当事業としての実施でございま

す。１３節委託料では、入札に伴う減額計上です。

６８ページです。４目公園費では、１２２万円の減額計上です。４節共済費では、公園

管理作業員の年度末までの事業実績見込による減額の計上でございます。１３節委託料は、

入札執行による減額計上分です。１４節使用料及び賃借料の公園管理車両等借上料は、決

算見込みによる減額となったものです。１５節工事請負費については、いずれも入札によ

る減額の計上分です

６９ページです。８款２項１目道路橋りょう維持費では、４１万６千円の減額計上です。

１３節委託料及び１５節工事請負費では、入札執行に伴う減額計上です。２目道路新設改

良費では、３２万５千円の減額計上です。１３節委託料は、入札執行による減額計上です。

１７節公有財産購入費では、事業確定による減額計上分です。３目橋りょう新設改良費で

は、５４万円の増額計上です。２３節償還金利子及び割引料で、茂草橋改良社会資本整備

総合交付金返還金ですが、これは、茂草橋改良工事において鋼材売り払いに伴う返還金と

しての計上分でございます。

７０ページです。３項２目河川改良費では、４万３千円の減額計上です。１３節委託料

で、河川改良用地測量委託料で、入札執行に伴う減額計上です

７１ページです。５項１目住宅管理費では、１５万１千円の減額計上です。町営住宅管

理費では、１２節役務費は、年度末までの決算見込による減額計上です。また、１３節委

託料は、いずれも入札による減額計上です。２目住宅建設費では、２千８３８万円の増額

計上です。町営住宅整備事業で９節旅費から１５節工事請負費で、松前町公営住宅等長寿

命化計画による、豊岡第４団地４棟１５戸の屋根吹き替え及び外壁の塗装工事費用の計上

でございます。なお、当該事業は、社会資本整備総合交付金対象事業で、２７年度繰越事

業として対応をしてまいります。なお、町営住宅整備事業長寿命化改善工事の概要は、参

考資料９８ページに掲げておりますのでご参照願います。

７２ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、２４８万５千円の減額計

上です。これは、渡島西部広域事務組合負担金（消防部門）で、決算見込みによる事務組

合の補正に伴い減額の補正でございます。２目災害対策費では、１２８万円の減額計上で

す。１１節需用費から１８節備品購入費まで、災害対策費では、防災訓練実施に伴う決算
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見込みによる減額の計上です。１４節使用料及び賃借料で、防災行政無線管理電波利用料

として３万５千円の増額計上です。これは、防災無線操作卓一式を購入したことにより、

持ち運び用の非常可搬型卓が利用可能となったことからその電波利用料に係る費用の計上

分でございます。１８節備品購入費では、防災行政無線放送設備購入費として１０４万７

千円減額計上となっています。これは、防災無線操作卓一式に係る入札の減となっていま

す。

７３ページです。１０款１項２目事務局費では、１１４万５千円の減額計上です。１３

節委託料から１８節備品購入費まで、決算見込みによる減と入札による減額分の計上です。

３目教育振興費では、３１４万６千円の減額計上です。４節共済費から１１節需用費まで、

ＡＬＴ外国語指導助手招致事業及び教育指針推進書道教育については、年度末までの決算

見込による減額の計上分です。１９節負担金補助及び交付金では、年度末までの決算見込

による減額計上です。なお、松前高等学校通学生交通費等補助金は、１０月から運行した

大漁くんバス運行により、町内の交通費補助が必要なくなったため減額計上となったもの

です。地域住民生活等緊急経済対策、就職・進学支援事業補助金として２１６万円の計上

です。これは、進学サテライトや公務員試験対策などに関わる費用分の計上です。家計の

負担が大きい教育費負担の軽減を図り、国の補正予算に伴う経済対策で交付金充当事業と

しての実施です。なお、地域住民生活等緊急経済対策、就職・進学支援事業の概要につい

ては、参考資料の９９ページに掲げておりますのでご参照願います。２１節貸付金で奨学

資金貸付金は、当初５人分を見込んでおりましたが２人分となることからの減額計上です。

７５ページです。２項１目学校管理費では、１２７万８千円の減額計上です。１節報酬

は、小学校技能員の通勤手当分の減額の計上です。１２節役務費では、年度末までの決算

見込みによる減額計上です。１３節委託料で学校管理スクールバス運行業務委託料は、事

業実績見込みによる減額の計上です。また、学校教育児童検診委託料、内科検診委託料、

教職員検診委託料は、対象者の減により減額計上です。１９節負担金補助及び交付金は、

年度末までの決算見込による減額計上です。２目教育振興費で、１３７万６千円の減額計

上です。２０節扶助費では、要保護・準要保護児童生徒就学援助費及び特別支援教育就学

奨励費、いずれも対象児童の減少に伴い年度末までの決算見込みによる減額の計上分でご

ざいます。

７６ページです。３項１目学校管理費では、１２７万１千円の減額計上です。４節共済

費から７７ページの１９節負担金補助及び交付金まで、いずれも決算見込みによる計上で

ございます。なお、７６ページの１３節委託料で学校教育生徒検診委託料、教職員検診委

託料は、対象者の減による減額の計上でございます。

７７ページです。２目教育振興費では、１５４万３千円の減額計上です。９節旅費で中

学校統合準備費用弁償は、決算見込みによる減額の計上です。２０節扶助費で、要保護・

準要保護児童生徒就学援助費では、対象生徒の減少に伴い年度末までの決算見込みによる

減額の計上分でございます。３目学校建設費では、１億４千２２２万８千円の増額計上で

す。９節旅費から１５節工事請負費まで、松前中学校及び学校給食センター改築事業に係

る費用の計上でございます。なお、６ページの継続費の補正にあるように、当初２７年度

に計画していたものを国の学校施設環境改善交付金対象分について、２６年度に繰上げを

致しまして補正計上したものでございます。当該交付金の対象外の部分につきましては、

２７年度の当初予算で対応を考えているところでございます。なお、松前中学校の改築事

業年度別事業費内訳につきましては、参考資料１００ページに掲げておりますのでご参照

を願います。
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７９ページです。４項１目社会教育総務費では、８万８千円の減額計上です。１節報酬

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、６万８千円の減額

計上です。１２節役務費では、決算見込みによる減額計上です。１４節使用料及び賃借料

は、決算額確定による減額の計上です。４目社会教育施設管理費では、２１万７千円の増

額計上です。４節共済費から７節賃金まで、図書館屋上等の防水工事に係わる賃金対応分

と野球場の除雪作業分に係わる費用の計上です。５目文化財費では、４１万５千円の減額

計上です。１３節委託料では、郷土芸能の記録映像のデジタル化に伴い、委員会所有のデ

ーターによる映像を使用したことから減額の計上となったものです。１９節負担金補助及

び交付金で、松前町指定文化財保存修理等補助金、徳山大神宮維持補修事業分として、入

札執行に伴う減額計上となったものです。６目史跡保存整備費では、１１万１千円の減額

計上です。４節共済費から１４節使用料及び賃借料まで、各節に増減はございますが年度

末の決算見込みによる計上でございます。

８１ページです。７目郷土資料館費では、２４万９千円の減額計上です。４節共済費で、

年度末までの決算見込みによる減額計上です。８目遺跡発掘調査費では、５万６千円の減

額計上です。４節共済費から１４節使用料及び賃借料まで、福山城下町遺跡発掘調査（道

道松前港線分）については、各節に増減ございますが、年度末までの決算見込みによる計

上です。なお、１１節需用費の印刷製本費については、発掘調査報告書に掲載する遺物量

が見込みを上回ったため、ページ数の増刷による計上分でございます。

８２ページです。５項２目体育施設費では、２９万３千円の減額計上です。４節共済費

では、町民野球場管理は、町民野球場管理人の雇用保険、社会保険が年齢的に適用外とな

ることから全額を減額致そうとするものです。また、ふれあい公園管理は、パークゴルフ

場の臨時職員の決算見込みによる減額の計上分でございます。

８３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、５９万５千円の減額

計上です。これは、入札執行による減額の計上です。

８４ページです。１２款１項１目元金で、財源更正です。２目利子で、１０３万８千円

の減額計上です。２３節償還金利子及び割引料で、年度末までの決算見込みによる減額の

計上です。

８５ページです。１３款１項１目職員給与費では、財源更正です。

以上が歳出でございます。次に歳入です。1３ページをご覧願います。

２．歳入です。２款１項１目地方揮発油譲与税では、８０万円の増額です。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。２項１目自動車重量譲与税では、１５０万円の減額です。年度末まで

の推計見込みによるものでございます。

１５ページです。６款１項１目地方消費税交付金では、３５０万円の増額です。年度末

までの推計見込みによるものでございます。

１６ページです。７款１項１目自動車取得税交付金では、９０万円の減額です。年度末

までの推計見込みによるものでございます。

1７ページです。９款１項１目地方交付税では、４千４５５万１千円の増額です。財源

調整のための増額措置でございます。

１８ページです。１０款１項１目交通安全対策特別交付金では、１千円の減額です。年

度末までの推計見込みによるものでございます。

１９ページです。１１款１項１目民生費負担金では、５７万２千円の減額です。２目教

育費負担金では、１万７千円の減額です。いずれも年度末までの見込みによるものでござ
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います。

２０ページです。１２款１項２目民生使用料から７目教育使用料まで、総体で５万円の

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ございます。

２１ページです。２項３目衛生手数料から４目農林水産業手数料まで、総体で５万３千

円の増額です。年度末までの見込みによるものでございます。

２２ページです。１３款１項１目民生費国庫負担金では、１千７０６万円の減額です。

１節から７節まで、それぞれ歳出事業に対応のための国庫負担金で、年度末までの実績見

込みによるものでございます。

２４ページです。２項１目総務費国庫補助金から２５ページ５目教育費の国庫補助金ま

で、総体で１億６千２４９万６千円の増額です。各節において増減がありますが、いずれ

も、歳出事業の内定額や実績に基づく国庫補助金の計上分でございます。

２６ページです。１４款１項１目民生費道負担金では、８０３万９千円の減額です。１

節から７節まで節内で増減ございますが、国庫負担金同様、年度末までの事業実績見込み

による計上分でございます。

２８ページです。２項２目民生費道補助金から６目商工費道補助金まで、総体で４０万

９千円の減額計上です。各節において増減がございますが、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。

２９ページです。３項１目総務費道委託金から４目農林水産業費道委託金まで、総体で

１３８万４千円の減額です。節内において増減がございますが、いずれも事業の確定と年

度末までの実績見込みによる道委託金の計上でございます。

３０ページです。１５款１項１目財産貸付収入では、４１万７千円の増額です。２目利

子及び配当金で３６万円の減額です。いずれも年度末までの見込によるものでございます。

３１ページです。２項１目不動産売払収入で、９万５千円の増額です。３目生産物売払

収入で、２７万６千円の増額です。いずれも年度末までの売払の確定分による計上です。

４目出資法人清算金収入で、１千８４５万２千円の増額です。松前町土地開発公社の解散

に伴う残余財産清算金分の計上分でございます。

３２ページです。１６款１項２目総務費寄附金で、３１６万６千円の増額計上です。ふ

るさと松前応援指定寄附金は、３３件の個人、４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。

３３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、１４万４千円の増額

です。インフルエンザ予防接種費用軽減助成の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。

３４ページです。２項１目財政調整基金繰入金で、１億円の減額です。これは、当初地

方交付税の動向が不透明な部分がございまして、基金を取り崩して予算対応を致しており

ましたが、大幅な地方交付税の削減もなく予算対応が可能となったことから減額を致そう

とするものでございます。３目教育施設整備基金繰入金で、２千万円の減額です。これは、

松前中学校建設に係る費用に対し、基金を取り崩して予算対応を考えておりましたが、過

疎債の充当額が増えたことに伴い、財源確保が図られたことから減額を致そうとするもの

でございます。

３５ページです。１９款３項３目教育費貸付金元利収入では、４３万２千円の減額です。

年度末までの見込みによるものでございます。

３６ページです。４項１目民生費受託事業収入で、２７万２千円の減額です。また、２

目農林水産業費受託事業収入で、１千円の増額です。いずれも額の確定による計上でござ
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います。

３７ページです。５項２目弁償金から６目雑入まで、総体で４１８万２千円の減額です。

各節の中身的に増減はありますが、いずれも額の確定や年度末までの見込みによるもので

ございます。

３９ページです。２０款１項２目衛生債から４０ページの９目災害復旧債まで、総体で

９千４３０万円の増額です。各節において増減はございますが、歳出事業に対応のための

起債の見込みによる計上でございます。

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６０億５千

７１１万５千円に１億７千３０７万３千円を増額し、補正後の額を６２億３千１８万８千

円に致そうとするものです。

４ページから５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

億７千３０７万３千円を増額し、補正後の額を６２億３千１８万８千円に致そうとするも

のでございます。

６ページです。第２表継続費補正です。変更の分として、１０款３項松前中学校改築事

業（第２期工事分）工事監理業務委託料及び建設工事請負費について、平成２６年度と２

７年度年割額を記載のとおり変更を致そうとするものでございます。

７ページです。第３表繰越明許費です。３款１項社会福祉費から１０款３項中学校費ま

で、事業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ございます。

９ページです。第４表債務負担行為補正です。(１)追加の分として、北前船記念公園総

合管理施設管理運営委託料について、記載しています期間、限度額のとおり補正を致そう

とするものです。(２)変更の分として、漁業近代化資金利子補給金について、記載のとお

り、期間及び限度額を補正後のとおり、これを変更いたそうとするものでございます。

１０ページです。第５表地方債補正です。(１)追加の分として、町営住宅整備長寿命化

改善事業債について、記載のとおり限度額等を追加を致そうとするものでございます。

(２)変更の分として、簡易水道施設整備事業補助金他１１事業について、記載のとおり限

度額をそれぞれ補正後の金額に変更を致そうとするものでございます。

以上が議案第８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。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) 補正も誰も手を挙げませんから、口火を切って私の方から何点か

お聞きしたいと思います。

繰越明許にありますが、まず６４ページ、６款農林水産業費の関係で課長から聞いたん

ですけど、ちょっともう一回確認したいことありますんで、お聞きしたいと思います。

６款の農業水産振興業費の農業費、３目畜産業の関係で３千万の補助金、これは牛の、

繁殖牛の購入の関係でございます。これについては、２分の１の補助金を出すということ

で、年間１０頭ということになっておりますが、ちょっとこれで確認したいのは、公社、

農業公社等で貸付事業する人達については対象外ですよと、それと家畜市場での自己資金、

購入した牛については、これも対象外になってますね。実は、今の畜産のやってる方々に

ついては、ほとんどが６０歳以上の人方が５０％以上、方がいるわけですね。この補助金

の概要っていうのは、その人方も対象にした制度というふうに理解してるんですけど、そ

れでよろしいのかどうか。
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それとですね、この制度の内容で、本当にその人方が求めるような牛の購入ができるよ

うな環境下にあるのかどうか、その点についてまずお聞きしたいわけでございます。

それから、同じく６７ページの水産業費の関係、負担金補助の３千万の関係でございま

す。これは、既に２６年度実施してますが、２６年度３４件に対象した内容で、ちょっと

確認したいのは、この２６年度使った方々も２７年度に希望した場合に使えるのかどうか。

それと、確かこの制度は補助金するかわりに全部、全額残りは自己負担するよと、現金決

済するよというような制度だったと思うんですけど、２６年度設置した方々が完全にそれ

でもって事業を完了しているのかどうか、それの追跡調査をきちっとされてるか。それと、

事業終了後にきちっとそのとおりやられてるかどうか、調査実際したかどうか、１件１件、

この３４件分について事業完了しましたよという組合なりなんなりからきた場合に、きち

っとそういう、そのとおりになってるのかどうか、事業監査をきちっとされてるのかどう

か。私、昨日の町長の執行方針に対して確認したのは、その辺のこともあるから、事業を

きちっと完了されてない方々には、逆に漁が下回ったので苦しい状況下になっていないか

どうかっていうことで確認したのは、この辺のことがね、きちっと整理されてるかどうか。

逆に言いますと完全に整理されてないで、業者負担になってる、本人に負担ならないけど、

業者に支払いしないでそのまま未納状態になってるのかどうかってこともあるんで、その

辺のことを事業が完全に消化されているのかどうかってことで確認したかったんですよ。

それが、事業終了後にきちっと精査されているかどうかって感じたんです。

それから、今回の、今回って２６年度の実施で、組合が固定化債権として倒産扱いした

方々が希望された場合に、その人方にもこの事業が適用なっているのかどうか、また、適

用して使われてるのかどうか、その辺も確認したいと、そのように思っております。

それから、５８ページの４款衛生費でちょっと確認したいわけなんですけども、３目予

防費の子宮頸がんワクチン接種料の関係で、減額が１６７万４千円なっております。聞き

ますと１２９名に対して２４名しか接種されてないということなんで、これについては副

作用って大きな問題で、国も自分の自己責任を否定するために地方に丸投げしてるような

状況で、その辺のことは、地方できちっと本人達説得して管理しながらやってくださいっ

てことなんで、結局国自体が方針出しながら、最後になると副作用出ると逃げてるという

状況下の中で、今のこの２４名がやったわけなんですけど、この２４名はそういう状況下

にありながらも本人が希望して実施されたのかどうか、その辺確認したいと思います。

それから、６０ページの関係でございますけど、４款衛生費、７款病院費の関係でござ

います。補助金として３千３８２万７千円、これは病院の補助することになっております

が、病院の内容みますと中期に、一般会計が負担する債務が１億７千１９０万７千円あり

ますよということで、今年初めてそういうふうな表記がされてあります。結局この一般会

計から病院に対する補助金として納入する３千３８０万７千円ってのは、これに対する一

般会計が負担する１億７千１００万、これに対する補助金なのかどうか、その辺ちょっと

確認したいと思います。以上、答弁お願いします。

○議長(斉藤勝君) １点目、農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) ただ今、優良肉用牛の購入補助金３００万についてのご質問

にお答えしたいと思います。まず、従来、我々町と致しまして、この優良肉用牛の導入方

法としましては、農業公社経由の国の補助制度に乗っかって今現在はしております。ただ

し、その中で制約がござまして、あくまでこの事業は６０歳未満ということの制約が一つ

あります。今回この我々が町独自での施策としてあげた内容の一つには、現在ＴＰＰの問

題が遅かれ早かれ、もう数年後、早ければ２年後にはやってくるだろうということ、それ
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と現在牛の購入、失礼、市場成績が非常に良いということで、今こそ力の体力があるうち

に資質のいいものを揃えてＴＰＰに向かえば、何とか打開できるんではないかなというこ

と、もう一つはこの農業公社経由でありますと６０歳未満の方しかできない。ですが、１

３戸ある農家の内、半数以上が６０歳以上ということで該当が半分しかない、ただし、元

気のある方は定年齢制がございませんので、いくらでも気持ちがあればできるという法則

をね、まして、この中で実際町の事業であれば６０歳以上でも一向に構わなく、どんどん

やりましょうということの掲げております。

また、先程の質問の中で今回の事業に関しまして、公社への事業などの他の補助制度を

した場合には、対象外とするというということについてですが、まず国の農業公社経由の

事業に対しましては、他の補助事業を参入してはなりませんということがまず一つござい

ます。それから、いずれにしても別個な問題として掲げておりますんで、区分けして考え

ていかなければならないと思いますんで、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 漁船漁業支援補助金の関係につきまして、ご説明を申し上げま

す。まず１点目でございますけども、平成２６年度に実施した方が次回またこの制度を使

えるのかというようなご質問でございます。要綱の中でこの制度は、１経営体当たり年間

１回限りとするということを謳ってございまして、それ以降の２回目は駄目ですよという

ことも謳っておりませんで、考え方としましては次年度また申請上げて、基準に合うよう

であれば、また予算の範囲内もありますけども、そういう考え方をしてございます。

２点目でございますけども、自己資金の関係、あと事業の精査、検査、ちゃんとしてる

のかというようなことでございます。これは、組合に補助致しまして組合が申請者を募り

まして、組合長はじめとする審査委員会６名の方々、私どもも参与としてその審査会に出

席させていただいております。それで、審査会ではいろんな審査基準を設けましてやって

おりまして、その審査基準に合致した方々に補助決定を致しまして補助していると。あと

事業の進め方でございますけども、見積もりを取った形で、実際設備なり改修工事をやっ

ていただくと、当然写真等々も撮っていただいて、組合職員においても現場を立ち会った

りというようなことで、最終的には請求書、支払領収書関係も添付していただきまして、

私どもそれをもって確認していると。実際の漁船の部分の確認ですね、全て見たかという

ようなことで、若干何隻か実際は見てない状況もありますけども、一応書類審査関係につ

きましては、そのような形で万全を期しておりまして、未払い等々はないというふうなこ

とで、完全に完了しているというような状況でございます。

３点目でございますけども、固定化債権者等々へ該当になるのかということで、先程言

いましたように審査会の中でいろんな償還金の部分ですとか、いろんなそういう資金的な

部分まで審査基準にありまして、基本的にはちゃんと償還計画に基づいて返済していると

いった、そういう優良な漁業者であるというような組合貢献度等々、総合的なそういう審

査基準の中で審査をしておりまして、そういうような形はないというようなことでござい

ます。以上でございます。

○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) ６０ページの病院事業会計に対する補助金の関係でございま

す。２６年度の病院関係の交付税の関係の見込み分になりますけれども、まず普通交付税

分で算定されてございますのが、１億１千１４６万７千円というような金額になってござ

います。また、特別交付税分と致しまして、これ不採算地区の病院分等も入ってございま

すけれども、トータルで１億３千５７０万５千円、そして特例債の部分になります、これ
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が５千１１４万２千円、合わせまして２億９千８３１万４千円の額になるわけでございま

して、２６年度の現在までの予算額と致しましては、２億６千４５０万７千円ということ

で、その差額分について、今回３千３８０万７千円を増額の計上をさせていただいている

部分でございます。

今、申し上げました普通交付税分と特交分につきましては、我々ルール分というよな言

い方をしてございますけれども、その部分の確定がされたということで、その差額分につ

いて今回補正を対応したところでございます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今、吉田議員からご質問いただきました、子宮頸がん

ワクチンの関係でございます。議員ご承知のとおり、平成２５年の６月１４日から厚生労

働省の方ではワクチンとの副反応の因果関係がわかりませんので、積極的な接種勧奨は一

時差し止めをしますということで通知をいただいております。この２６年度に関しまして

も、当初予算では人数分を見ておりますけれども、２月末現在まで実績はございません。

今回の２４人につきましても、国からの中止をするのか、そのまま継続をするのかという

ことで指示がきておりませんので、２４人分の対象者１回分を一応見込みとして残してお

りますけれども、実績はございません。以上です。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) 順次質問したいと思います。

１点目の畜産の関係でございますが、まあ、５０％以上の対象の方々に優良牛を供給す

るという制度というようなことで理解してますが、ここに家畜市場等で自己資金購入した

牛の部分は対象外とあるもんだから、今この人方がこの補助金をもらいながら実施したい

という状況の中では、どこの市場で購入して、自分の気に入った牛が買える環境にあるの

かどうかってこと、その辺のことをまず教えていただきたいと。要するに、この人方はせ

っっかく金出して、あと残り人生をそれにかけるわけですから、思うような牛が買えない、

制度上購入できなということであれば、せっかく努力も無になってしまいますんで、その

辺のことをもう一回確認したいわけでございます、教えてください。

それとですね、水産の関係なんですけど、２点目の、確かに組合には審査会があると思

います、それと、果たしてこの審査会がきちっと機能してるのかどうかという心配がある

んですね。皆さんが審査会やってるから、それで写真あるから絶対大丈夫なんだと、領収

書あるから絶対大丈夫なんだでなく、皆さんには審査会が、調査する権限ありますんで、

何か人づてのいろんな噂じゃあ、業者持ちになって書類上だけ作られてるって話もござい

ます。いう噂もちらほら聞こえるもんですから、その辺きちっとやられてるのかどうかと

いうのが私、危惧して今質問したわけなんで、実態からいったら作られた書類もあるんじ

ゃなかろうかという心配もございます。その辺、皆さんの方が検査権がありますんで、本

当にそのとおりやられてるのかどうか、ということをちょっと確認して、恐らく皆さんは

確認済みだと言うのかどうか知りませんけど、そういうのがちらほら聞こえてくるとね、

いろんな問題出てきますね。やっぱり公金使って設備しながら、書類上が不備でしたって

いう話になるわけですから、その辺、もう一回ご答弁ね、を願いたいと思います。

それから、２７年度また使えるような話もございますけど、それらはそれとして、ただ

その書類の審査権の問題です、審査のこと。やっぱり当初どおり、１００％補助もらった

以外は自己資金で解決しますよという約束事がございますんで、そのとおりになってなき

ゃとんでもないことになりますんで、その辺のことを確認したいと思います。

それとですね、衛生費の６０ページの関係、差額の支払いということでございますが、
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そうしたら、ちょっと病院の関係から離れて失礼ですけど、１億７千１９０万７千円に対

する補助金はいくらになるんですか。要するに、これが一般会計でもつ、負担する分だっ

ていうんですから、当然一般会計ではまたなきゃないんで、確か去年も５千５００万くら

いってあったなと思ってんですけど、病院会計でこれが初めて１億７千万というのが表記

されているもんですから、これに対する一般会計に負担する補助金とか当然表記出てくる

と思いますんで、それがいくらになってるか、この機会ですんで、ちょっとお聞きしたい

思います。病院会計で聞けばいいんだけど、たまたま３千３００万の補助金出たもんです

から、それが差額の部分であるということでちょっと私も勘違いしてあったもんですから、

そしたら１億７千１００万に対する償還額はいくら補助金してるんですかってこと、つい

でですから、ここで確認したいと思いますんで、お願いします。

もう１点の５８ページの関係はわかりました、よろしいです。

○議長(斉藤勝君) １点目、農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) ただ今についてですが、私の説明不足だったのか、従来の農

業公社経由の導入事業に対しましては、６０歳未満という制約がございます。それから、

今回の町が独自に掲げたものについては、現在１３戸ある農家、年齢制限は問わず全員が

可能だという別ものと考えていただきたいと思います。

それと、今回の町が主催する事業に関しましては、従来の農業公社よりも水準の高い牛

を導入させるべき条件を付けまして、購入させようという思いで行います。以上です、は

い。

○議長(斉藤勝君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ご質問にお答え致します。審査会の機能がちゃんとこう機能し

ているのかですとか、そういうようなご質問で、心配されている内容かと思います。先程

も申し上げましたとおり、審査会の中ではいろんな方々の過去３ヶ年の実績であったり、

今後の営漁計画を立てた中でやっていきますと、いろんな信用取引状況ですとか、見積も

りの部分も精査しながら、実際の現場の分は組合の担当職員の方でも立ち会ったり、写真

を撮ったりというようなことで、抜かりなくやっているというようなことで押さえており

ます。

一つの例と致しまして、特に機関ボーリング、エンジンのオーバーホールと言いましょ

うか、そういう場合、分解してみて部品、多分これだけ使うだろうというような場合、例

えば１５０万かかるとします、その場合、思ったより部品は使わなかったというふうなこ

とで、見積額より低い実績の額できたりというふうな内容もあります。といったことで、

施工業者さん、あと実際やる方々と組合、我々も含めてそういう連携を取りながら事業を

抜かりのないようにやってくださいというようなことで、初年度だったもんですから、本

当にそういう部分については十分意を配しまして、気をつかった部分も実際ございます。

参考までですけども、自己資金の部分、当然２分の１入り用になってくるわけですけど

も、制度資金を利用した方々もおります。２４名の内７件の方々が制度資金、そして４名

の方が近代化資金の制度を使っております。または信漁連の一般資金も３名の方が使って

いるといったことで、そういうようなことを踏まえましてですね、事業の実施、実績にあ

たりましては、万全な形で終えたというようなことでございますので、ご理解いただきた

いと思います。

○議長(斉藤勝君) ３点目、病院事務局長。

○病院事務局長(平田克彦君) 病院特例債の関係につきましては、５千１４２万、５千１

１４万２千円で、２６年度も変わりありません。来年度で終わりです。以上でございます。
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○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) ただ今の病院の関係ね、それでちょっとあわないんでない。１億

７千１００万の残高がありますよということで、一般会計への分ありますよって表記して

るんですね、それが今年初めて会計の後ろに一覧表付けて表記したと、それが特例債の分

だけ５千いくらありますけど他ないんですか。私どもは、１億７千万に対する一般会計か

らの繰り入れはいくら必要なんですかってことを伺いしている。それが、３千３００万で

出てあったもんだから、これ何ですかって確認の意味で質問したんです。それが、そうい

うことでなくてただ特例債の分だっていうことであれば、ちょっと数字合わないもんです

から。これは、今手元にないんであれば後でも結構ですから教えてもらえれば、今手元に

あるんであれば、教えていただきたいんですけど、手持ちに資料がなければ後でもいいで

すよ。ともかくそれ、教えてください。ちょっと待ってください。

それと、水産の関係なんですけど、課長言ってるのはわかるんですけど、当初より減額

したとかそうことでなく、実際事業発注して事業が完成しましたよと。１００万のものが

７０で終わりましたよでもいいんです、いいんですけどこれはきちっと補助分と現金部分

でもってきちっと精査されてるんであればいいんだけど、ちらほら、その部分は業者付け

増しになって、書類上だけ整備されてるよって話が聞こえてくるもんだから、その辺どう

なんですか、確認の意味で今課長に確認してるんですよ。ですから、それが検査権はあん

た方にあるんだから、実際そのとおりになされてあったのかどうかってことの確認だけな

んですよ。実際そうですよであればいいんですけど、後で違いましたであればちょっと困

るんで、その辺の確認をしたいってことなんです。その辺答弁願います。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５６分)

(再開 午後 １時５６分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

病院事務局長。

○病院事務局長(平田克彦君) 後日、病院会計で補正致しますけど、その企業債の償還に

伴う分の１億７千１９０万７千円のことだと思いますけど、それにつきましては企業債の

償還に要する資金を補助金、一般会計からの負担する額であります。だから、今回の補正

につきましては、３千３８０万７千円の補正で、合計で２億９千８３１万４千円になりま

す。病院の予算の組み方につきましては、負担金と補助金とわけておりますので、補助金

につきましては、２億６千２０万２千円で組んでおります。負担金で３千６２９万４千円

を組んで、病院事業会計の補助金の合計額となります。それと合わせて額が病院事業会計

と補正する額が違いますので、その辺よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５８分)

(再開 午後 １時５９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

病院会計の時、ちょっと聞いてください。

他に質疑ありませんか。あっ、水産課長。
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○水産課長(佐藤祐二君) お答え申します。実績が上がった時点で当然のごとく町の方で

も全て検査を実施致しております。ちょっと、答弁、申し訳ございませんでした。よろし

くお願いします。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

８番。

○８番(西村健一君) ４７ページでちょっとお尋ねしたいと思います。４目の１節の関係

ですが、報酬ですね、説明のところで開票管理者報酬、括弧書きのことなんですが、職務

代理者三角付いてますね、１人分、それと下の開票立会人報酬、これも括弧の中の、これ

は通常三角付けば減ということなんですけども、１３人分、この管理者報酬の職務代理者

の関係と立会人の関係、これはそれぞれ上の方が職務代理者お一人が必要なくてとか言い

ますか、減なって１万１千円の補正減、マイナス補正なのか、それとも、それと開票立会

人の方も１３人、立会人これ１３人必要なくてって言いますか、何かの関係で１３人減な

ってで１１万５千円の減額補正なのか、この括弧書きのこの三角について説明願いたいと

思います。

○議長(斉藤勝君) 選挙管理委員会書記長。

○選挙管理委員会事務局書記長(近江谷邦彦君) ４７ページの選挙に関する報酬の部分で

の開票管理者報酬、更には開票立会人の減額の関係です。まず、開票管理者報酬の減額に

ついてはですね、本来選挙管理委員会の中で開票管理者以外に３名は出席しますけども、

たまたまその日１名欠席ということだったんで、代理者分として１名減額というふうな形

にはなりました。それと、立会人の報酬の１３人分の減額の関係なんですけども、法律上、

立会人は２０名まで、選挙区ごとに１０名、１０名で、たまたま衆議については、衆議の

方が１０名、更には選挙区と比例代表ですか、それぞれ１０名までは法律上可能なんです

けども、たまたま届け出があった分が１３名減、７名しかなかったもんですから、残りの

分の１３名の分については減額して落としたというような状況です。以上です。

○議長(斉藤勝君) ８番。

○８番(西村健一君) 再確認ですけど、今の立会人報酬の方のこれ１３人なくて、実際の

ところ７人の立ち会いでことがなされたと、このように理解してよろしいですか。はい、

わかりました、終わります。

○議長(斉藤勝君) 選挙管理委員会書記長。

○選挙管理委員会事務局書記長(近江谷邦彦君) ただ今、議員おっしゃるとおりですね、

実際は７名の出席ということでしたんで、そういう形でやらしていただきました。以上で

す。

○議長(斉藤勝君) ８番。

○８番(西村健一君) １３節の委託料でね、この撤収委託料の１３万７千円の減額補正で

すけど、これは結果として、撤収作業するのに目論んだ作業員の人数が少なくて済んだの

か、その前の方に提示場設置及び撤収委託料となっていますから、どちらの方の関係で減

額補正になったのか。例えば、思うところ、掲示、設置の関係であれば当初予算措置した

時の掲示場の設置に関しては、目論んだ材料の関係で減額になったのか、それとも撤収作

業の方で少ない人数で終わった結果がこうなった、減額補正になったのか、その辺もお答

え願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 選挙管理委員会書記長。

○選挙管理委員会事務局書記長(近江谷邦彦君) １３節委託料の関係ですけども、このポ

スター掲示の設置及び撤収につきましては、一応委託料というふうなことなんで、一応入
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札、見積もり合わせをしてます。その結果として、差金が生じた関係で減額になったとい

うことで、ですから、最終的には材料その辺も多い少ないっていう部分あったかもしれな

いですけど、最終的には入札による差金による減額ということですんで、よろしくお願い

します。

○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) いくつか質問さしてください。

ページ９４ページの健康増進、ちょっと聞きたいと思います。それと９６ページの、あ

あ、ごめんなさい、資料の９４ページ、資料の方がわかりやすかったもんですから、資料

の９４ページ、健康増進、資料の９６ページ、漁業の支援、それと資料の９５ページ、先

程の優良牛、それと最後は９９ページの修学支援の関係で聞かしてください。

まず、９４ページの健康増進、補助を受けて受診料がタダになるのは僕は嬉しいんだけ

れども、嬉しいんだけれども、いつも別な会議で言ってるのは目の病気の人達が多いよと、

それと耳の難聴者も多いもんだから、かえってここの乳がんで子宮がんで大腸がんってい

う人達はまあ、僕は大腸がん受けるんだけども、自己負担してもいいよというふうな人達

が定着したんでないかなと思ってたわけさ。それで、僕は目の病気で苦しんでる人、難聴

で苦しんでる人達の方の関係を検診項目に入れてほしいなといつも思ってたんです。それ

は、うちの町立病院に優秀な眼科医であり、派遣できてるんですよね、そこの場面だとか

利用できないかなと思ってましたんで、一言答弁いただきます。

それと、漁業支援で僕も気にしてたのは、吉田議員と同じ部分もそうなんですけども、

前年度受けた人がまた今年度も受けるっていうことが苦しかったんです。そうすっと総額

上限が２ヶ年で４００万になるんですよね、だから、自己負担が２００万になるんですよ。

負担がきついんでないかなというふうな感じしました。それで、補助受ける人達、受ける

側、そこのところ検討したのかどうかだけでいいです。十分に検討して２ヶ年継続でもい

いよというふうに結論に達したのか、そこのところだけ教えてください。

それと、繁殖牛の関係なんですけどもね、僕も６０歳までの先程聞いて、あああ、そう

だなと、それで６０歳以上、この人達はやるんだけども後継者があまりいないはずなんで

すよ。それで、自分が昨日も執行方針の、町長の執行方針に対して言ってたのは、このリ

タイヤしていくだろう後のやってくれそうな人を、ネットであり、広報活動して募集する

ような、そういう制度を作っていかないと、うちらの畜産業は衰退していくんでないかな

ということを聞いたわけなんです。先程の漁船漁業も同じなんです、設備は充実しても跡

継ぎがいないんですよ。そうすると、その人達が、やりたい人は、今こだわりを持った人

間が多い時代になってきましたんでね、そういう後継者づくりと、それと外部からハンタ

ーして後継者、そして財産については賃貸であり買ったりするという、そういう制度まで

考えたのかなということを聞きたいんです。

それと、教育の方のサテライトですけども、ああ、あの資料っていうよりデータ見さし

てもらって、やはりいい結果を出してるなと、結果として。それで、２６年、２７年度の

関係ですけども２６年度の実績みしてみると、ああ、やはりまだ２年目だったでしょうか、

そんな意味では大きい成果、１年、今年が、今度が２年目になるんだね、そんなことでこ

れの今後の広報活動、一間口よりなくなっていく時代がくるもんですからね、もっと広報

活動を充実してもらいたいなと。それと、参加対象者、もっと多くしてもらいたいなと、

その方法論を、施策を考えているかどうかっていうことを聞きたかったんです。お願いし

ます。
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○議長(斉藤勝君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今、福原議員からご質問いただきました、まずこのが

ん検診につきましては、健康増進法の中で町が実施しなければならないものとされている

事業でございます。今回ですね、この無料化にしたというのは、今現在、町が一部を助成

して行う町のがん検診事業と、国が行っております無料クーポン券を送付して、ある一定

の年齢の方には無料で検診を受けることができますというふうな事業が二つあります。こ

れが、国の無料クーポンも制度が変わりまして、去年受けた人は、今までに一回も受けた

ことない人は更に無料クーポン送りますと、制度がわからなくなってきてまして、より皆

さんに周知の機会をするためには、制度として一本化した方がわかりやすいんではないか

と、そして、例えば去年無料クーポンで受診した方が、来年もじゃあ継続して受診してる

かということになると、これもまたはっきりした効果というものが出てないということも

言われておりますので、継続して検診を受けていただくためには、やはり無料で受けてい

ただくのがいいんではないかと。そしてですね、国の調査の中でどうしてがん検診を受け

ないんですかっていう項目の中で、一番は時間がないというのと、二番目に費用がかかる

からというふうな結果も出ておりますので、その辺も踏まえまして乳がん、子宮がん、大

腸がんについては、無料クーポンと町の事業と一本化して無料にして、より継続して受診

を受けていただきたいということで、今回無料化にさせていただきました。

ただ、福原議員おっしゃいました、例えば目の病気ですとか、耳の病気になりますと、

ちょっとこの健康増進法の中では町がやる事業ということにはなってございませんので、

今まで検討したことはございません。以上です。

○議長(斉藤勝君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 漁船支援補助金の、昨年度実施した方が２年目可能なのかとい

うふうなことで、先程要望するとしたら可能であるというようなことの内容でございます。

これにつきましては、自己資金２分の１以上持って実施していくといった最低限の条件が

ございます。例えば、昨年２００万円の設備をしたと、またいろんな部分で、今年は機関

ボーリング、メンテナンスやらなきゃないなとか、昨年レーダー用意したけども、やっぱ

りこれは３年目でオーバーホールしなきゃないだとか、いろんなそういう事例っていうの

は現実的にあるんだと思うんですね。だから、最低限申請、手を挙げていただいた漁業者

の方々は、半分以上の自己資金を準備して申請していただくといったことの基本になりま

すので、その辺は十分検討してまいったところでございます。

○議長(斉藤勝君) ３点目、農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) 今回の事業を機にですね、飼養頭数を増やすということの中

に、この１、２年バックした中で新規参入農家、残念ながらございませんでしたけども、

後継者、これは１、２件の農家で今現れてる最中なもんですから、その少ないながらの後

継者を何とかより良い気持ちの中でやろうという相談を受けたところ、やっぱり不安は飼

養頭数が少ない、親父、お袋がやってる中ではいいんだけども、自分がやった場合にはど

うしても生活水準が低すぎると、増頭しなければならない、ただし、それ相当の資金がい

ると、そういうことに対して何とかこういう事業を立ち上げていこうじゃないかと。そう

すっと魅力がある牛ということで、それにまた繋げて新しい方が、そういう後継者の若い

人がやって喜ばれる顔を見た場合に生まれてくればいいなと思い、考えた次第でございま

す。

○議長(斉藤勝君) ４点目、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) この補助金の目的でございますが、地域の保護者にとっては
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より良い企業への卒業後の就職、そしてまた、より良い大学への進学を願ってるという思

いから、松前高校での確かな学力の定着と出口の保障を図るということで、子ども達を世

に送り出す責務を手助けしてるというふうに思ってるところでございます。

また、松前高校を選択する一つの魅力あるものと、判断材料になるものと考えておりま

す。これを更にですね、入学時にはこういう事業を行ってるんだということで各種サテラ

イトの構造を説明しているところなんですが、町民の方へは広報誌を使い、また補助金を

している松前高等学校教育振興会とチラシなどを作って、更にＰＲしていきたいなと思っ

ています。そして、高校、今の入学している高校生には多くそういうものを利用して、役

立つようにということで説明をして、更に参加者を増やしていきたいなと思っています。

以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 健康の関係なんですけども、今回のいろんな予算もそうですけども、

やはり一つの法律で決められた枠と、町単独でやろうと、やってそしていい町づくりしよ

うというのが今回のプランづくりで執行方針だったんでないかなと思ったもんですから、

それで可能性があって、余力があるんであれば、そういう人達の検診活動いかがかなあと

いう気持ちがあったものですから、ご質問したわけでございます。

それと、お金をどんどんどんどんつぎ込んでも結果的に結果が現れないで、それが無駄

な投資になっていくような状況だけはブレーキかけなきゃならないなあと。それで、漁業

の関係では良かれと思ったことが、善が悪になっていくという、そういうシナリオは絶対

作ってはいけないなと思ったもんで。それで、１年目やったら２年目はお休みだよと、そ

して３年目対象にするよだとか、そういうルールづくりが僕は必要だったんでないかなと

思ったもんですから、それで、自分の気持ちがスキッと収まらなかったもので質問したわ

けでございます。考え方をお願い致します。

それと畜産の関係ですけれども、現場の苦悩って言うんでしょうかね、現実にぶつかっ

た状況をヒシヒシと感じますけれども、やはりあのもう一歩こう踏み出さないと、プラン

ニングをもう一歩こう練り直して、次、こういうふうにやったから、次この後継者がなり

たいっていう人間がどっかにいるだろうと思うんです。そして、その人が一生懸命充実し

たものが花開くような考え方でいかないと、松前町の乏しい財政の中からこれだけのもの

を投入していくんですから、やはりそこの果実っていうのは次へのステップの段階だとい

うふうに捉えて、僕は今回の補正の部分を十分に考えていただければなというふうなこと

だったもんですから、そのことでも答弁お願い致します。

それと、今回この松高のいろんな支援の関係で、公務員に結構受験して受かってるって

いうことも聞いたし、それとここで学んでいった子どもが大学に行ったよと、推薦ですけ

ども、もう生き生きしていったよっていうことも聞いてます。ですから、この内容の充実

度がやはり子ども達の松高を受けようと、それで松高だったら学んでみようやという気持

ちに転換するんでないかなと思ってたもんですから、そんな意味で質問したんです。そん

なところで今回は松高を公務員受験生が、どれぐらい公務員に入ったのかということ教え

ていただければなと思います。

○議長(斉藤勝君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) まずはですね、町としましては、法律に基づいた検診を実

施していくと、そして、実施するにあたっては当然受診率の向上ですとか、周知の徹底で

すとか、そういうところにまず事業を進めていきたいと考えております。

ただ、それ以外の法に基づかない部分になりますと、当然際限も出てきますので、目だ
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けですとか、耳だけですとかってことにはならなくなりますので、その辺は今後の町とし

てやれるのかどうかというところは、検討してみたいと思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 漁船支援の関係で、投資のしっぱなしが懸念される部分もある

というよなご指摘でございます。私どもと致しましては、採算申し上げてるとおり、さく

ら組合全体の漁船漁業が占める割合が、７割の水揚げを占めているといったような背景も

ございます。そういった中でなかなか資金不足で老朽した設備ですとか、そういうものを

更新できないでいるといった部分にいくらかでも手助けしてあげることによって、安心、

安全操業はもとより、漁獲効率の向上、また水産意欲が高まって、どんどん踏ん張ってい

ただきたいというふうな思いがございます。当然、昨日も検証のお話も出てまして、それ

も当然この事業、検証していく必要があるというふうに考えておりまして、この検証の方

法につきましても、やっぱりこう、その方が去年水揚げなんぼあって、今年なんぼあった

よというふうな具体的な数字では、そういうふうな検証の仕方もあろうかと思います。こ

れもやっぱり２年、３年という複数年次でもって評価して、全体の生産動向を見ながら、

全体的な評価、視点で見ていく必要があるのかなというふうに考えてございます。

参考までにですけども、昨年２４件の方々が、事業実施したわけでございますけども、

この方々の昨年、１月、１２月、昨年１月から１２月までの水揚げがざっくりですけども

３億５千万円ほどございます。これは、１２億５千万円くらいにしますともう３割近い水

揚げあると。多分、この３億５千万っていうのは、若干マグロ延縄やってる方々が３分の

２くらいおりまして、若干前年比で１０％ぐらいマグロの漁獲も少なかったわけですけど

も、多分、若干相対的には前年を下回ったのかなというふうな思いでおりますけども、先

程申し上げましたとおり、生産意欲をもっていただいて、どんどん漁をしていただきたい

というふうな思いがございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

○議長(斉藤勝君) ３点目、農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) 今回の事業が我々にとっては、第一歩の走りと考えましてで

すね、また例年松前高校の生徒を体験学習として迎えてるわけですけども、その中に例え

ば今回にもこういうメニューも入って、君たちどうかというような、一つプランも増える

と思います。また、出稼ぎから帰ってきて何か地元に仕事があればという方々にも、今回

はまた一つ、こういうメニューが増えてどうですかということも訴えていけるんではない

かと思いますんで、一人でも多く、そういう参入できるような方法として考えたわけです

んで、ご理解ください。

○議長(斉藤勝君) ４点目、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) この事業に関しましては、２６年度から始めたばかりでです

ね、３年生については夏場までの講習期間と、すぐ試験なり始まるもんですから、ちょっ

と期間が短かったんではないかなというふうに感じてるところでございます。

松前高校卒業した生徒５５名おりますが、就職につきましては２９名、そして、進学に

ついては２６名ということで、進学した卒業生で４年制の大学の方に行った子どもは３名、

それから短期大学の方に行った子どもは３名、それから専門学校が２０名というふうに聞

いております。また、ちょっと公務員試験の方は、ちょっと受かった子どもはいなかった

というふうに聞いております。

今後も事業を継続して、今の１、２年生がですね、より良い結果が出せるように応援し

ていきたいなと思っています。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。
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(休憩 午後 ２時２３分)

(再開 午後 ２時４０分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１番。

○１番(福原英夫君) まず、畜産の方については、後継者を考えて、二代目、三代目が育

つようなことをシナリオに入れていただかないと、せっかくの投資が活かされないなあと

思ってました。

それと、水産課長の方には、十分にこの補助事業が活きるような、そして、先程言った

ように何億も水揚げがあったというふうなことなもんだから、そのことを今年も信じて、

一生懸命頑張っていただけるように支援してあげてほしいなあと思ってました。

それと、阪本課長にはいろいろと大変でしょうけれども、町民が僕のように段々年取っ

てくると、目も悪くなってくるし、何か、松前の人達、眼科医にかかってるの多いもんだ

から事前に、そして、案外目っていうのは構わないでいる人達が多くてね、行った時には

白内障、緑内障だとか言われるもんだから、できれば先程言ったように検討していただき

たいなという気持ちがあります。

学校教育課長には、いいものはいいということで、それと１年目の時は自分が聞いてる

子どもがいて、看護師になりたくて一生懸命頑張ったんだけども、受けてたんだけどこの

ゼミを、受けてたんだけども、いや、力及ばずだったと、それで１年間専門学校へ行くっ

ていう子がいたもんだから、やはり積み重ね方式だなあと、１年生の時からやってれば普

通高校でもきちっと、能力があればいいけど、やはり専門的な部分が入ってくるんでね、

今年はいい成果上げるように、学校教育として応援してあげてほしいなあということで、

答弁よろしいです。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

３番。

○３番(川内谷進君) 少し聞いておきたいなと思うんですけども、しゃべようかなと、止

めようかなあと思ったけど、お願いします。

まず、１点目は、資料に基づいて聞いていきたいと思うんですけども、１点目は健康増

進対策事業の中の大腸がんね、これどうすんのかな、町立病院でやるのかな、それとも他

のところでも構わないのかな、この辺の扱い方について、どういう想定をしてるのか教え

てください。

次に、漁業振興の９６ページの補助金の関係ね、３千万、だけどこれ、前回やった時に

ね、結構いがったんだよね。かなり重宝にされまして、組合の人達にも川内谷さん何とか

して今年もやんのかみたいな話を言われてたんですね。やっぱり期待してる人がいるんで

すね、やっぱりやりたいんだけども、なかなか若い人、漁師の人はお金を出す余裕がない

ということで、非常に困ってるという状況があってね、何とか今年も予算化したというこ

とについてはね、喜んでおりました。問題はね、その６５歳、概ね６５歳云々ってのがあ

るんですね、だから、６５歳でってなるとね、結構難しい部分も出てくんですよね。この

辺のところをね、少し大目に見るとか何とかね、一つ二つ多い少ないにはこだわらないで

ね、やってほしいなと。ただ、うちの会長なんかに聞くとね、やっぱり組合としてはそこ

の部分がなかなかこう厳しいんで、理解してもらえない部分もあるみたいなんでね、その

辺については浜周りするなり、アドバイスをしてあげればいいなあというふうに思ってま
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した。

３点目は、プレミアム商品券ね。これ、昨日もかなり言ったんですけども、本当に地域

の人がね、プレミアム商品券に参加できるという状況をつけるためにどうするかっていう

ことなんですね。今回のものを参考資料の中にもあるように、福祉灯油の関係、それから

松前の子どもさんの祝金の関係ということで、福祉、全部商工会に任せてる形の中でのね、

商品券になってるんで、この辺の扱い方ね、確かに大型店はなかなか使いづらいっていう

ものがあるんだろうけども、どうなのかなあと。その辺についてね、もう少しルールを緩

めるとか何とかにしないとね、大変だなあという気はしてんですよ。やっぱり郡部からく

る人っていうのは相当不満を持ってくるだろうし、ほしいものを買うとなれば、どうして

もスーパーにいっちゃうっていう状況がありますんでね、その辺の扱い方を再検討しない

と非常に残念でねえかと。大漁くんバスなんか使って、病院の帰りに買い物していくって

いう部分の状況みればね、相当一括して買ってる状況みればね、なかなか大変じゃねえか

なというふうに思いますんでね、そこら辺の扱いについて、何らかの工夫が必要だという

ふうに思いますんで、見解を聞かしてほしいなと。この３点についてお願いしたいと思い

ます。

○議長(斉藤勝君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今、川内谷議員からご質問いただきました大腸がん検

診の方法なんですけれども、これはですね、検査機関は町立松前病院です。検査としまし

ては採便ですね、便を２日間採っていただいて、それを町立病院に提出していただくとい

う方法になります。あと、特定健診の時の申し込みもできますし、随時町立病院の方にも

持っていただいて検査を受けることはできます。以上です。

○議長(斉藤勝君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 漁船支援補助金の年齢、概ね６５歳というご質問でございます。

昨年４月の、さくら組合の総代会が４月上旬にございまして、漁業者の方々からその総代

会の席上でも、この制度の年齢の質問も出ておりました。その際に、組合もそうですけど

も、私どもの方でも概ね６５歳と、６５歳超えたらもう絶対的に駄目だよということの考

え方ではございません。実際、昨年度の運用の中で６７歳か６８歳の方も該当しておりま

す。要するに今後、その方は６５歳以上だけれども継続して漁業に従事していって、生産

増大期待できる方だろうというふうな、そういうふうな見方をしておりますので、６５歳

にはあまりこだわらないというようなことで捉えていただければいいのかなと、そういう

議論も町の方からも聞こえてきますんで、組合の職員の方々にも、常日頃概ね６５歳とい

うようなことで周知してくれるように日頃から話はしているところでございます。以上で

ございます。

○議長(斉藤勝君) ３点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) プレミアム商品券の、商工会に任せる扱い方のルールを緩

めれないものかというお話のことでございますが、これまでプレミアム商品券につきまし

ては、３回程商工会を主体として実施してございます。確かに川内谷議員おっしゃるよう

に、様々な取扱店でできればいいんですけども、これまでの３回の趣旨を踏まえてもです

ね、町としましても商工会事業も推進していかなければならないという、やはりそういう

前提もございまして、商工会を事業主体として、商工会の加盟店で扱う取扱方をこれから

も推進していきたいと。そして、その裏には未加盟店が商工会に加盟していただければ使

えるってこともございますので、その辺は商工会ともこれからいろいろお話させていただ

いて、会員の拡大、方針等を検討していただく旨をご相談したいと思ってますので、ご理
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解の程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) 大腸がんの関係ね。病院のかかるのは松前とかって限定でなくって

ね、どこでも希望するところであれば検査して、受けれるっていう状態では、の解釈では

いいんですか、駄目なんですか。やっぱり、指定された病院でないとまずいですよって話

になる、わかりました。

次に、漁業振興の関係ね、まあ、課長の言うことはね、それで正しいんだろうと思うん

ですよ。現実問題にうってね、やっぱり使いたいって言った時に厳格にやられるとなかな

か大変な漁師もおりますんでね、その辺は相談にのってあげるっていうね、柔軟な対応を

してやらないと、やっぱり年齢高くなってくるとなかなか自主的にやっていくってのは難

しいもんでね、なかなかその辺についての補助っていう形で対応していただければありが

たいなというふうに思ってました。

それから、商工観光のね、プレミアムね、これ何とか考えないとどうしようもないんじ

ゃないですか。僕も昨日いろいろ考えてね、１００円バスをタダにするかっていう話を笑

い話でやってたんですけどね、っていうことはね、店ないんですよ、松前にこないと。そ

ういう今状態なんでね、じゃあ、そこの人の商品券はどうなるのかっていう問題があるん

ですよね。だって、ずっとないよ、あるの月島、朝日のコンビニしかないよ、あと小川さ

んとこだよ、そこまでお店ないんだよ。だから、この辺の本町の人はそれでいいんだかも

しらんけどもね、ほとんど全部が建石行くんですよね。そうすると、そこの商品券は死活

問題になってくるんですね。その辺についての配慮があるのかないのかね。それと、今日

ちょっと控え室の方で話してたけどね、ある商店は券持ってきたら少し割り引いてあげよ

うみたいなね、作戦を考えるみたいなこともあるんでね、やっぱりその辺についての議論

をしていくと、何らかの対策が出てくんでねえかなと思ってね、ただ商工会でお願いしま

すっていう形でなくてね。そうでないと、こっちの上の方もね、恐らく原口とか清部とか

ね、あの辺になると本当に商品がどうなのかって問題も全部やっぱり本町へ来てっていう

話になっちゃうんでね、その辺の対策を真剣に考えないと、ただ単に商品券でどうですか

っていう話にはならないんじゃねえかなと。もし、そうであると大変なこれ格差ができて

しまうなと、利用価値が半減するんじゃないかなと、そんな気がしますんで、その辺につ

いての考え方をね、努力目標も絡めてお話していただければありがたいなというふうに思

います。

○議長(斉藤勝君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) 採便検査につきましては、１週間の内に２日間、自宅で便

を採っていただいて、その便を検査機関に届けるというものですので、町立病院とあとは

特定健診の時に受けていただくというふうな方法をとっておりますので、ぜひ検診をして

ください、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ６５歳の年齢の関係でございます。川内谷議員さんもご心配さ

れているとおり、先程申し上げましたとおりの考え方でございます。今後、また更に組合

など通じまして、浜の方に、漁業者の方々に６５歳、あまりこだわらなくていいよという

ことで周知してまいりたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ３点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 工夫と対策というようなお話いただきました。補助の事務

費の中にですね、販売促進費ということで、町から３０万円の補助をする予定でございま
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す。その他に、商工会でも約、同等の金額を出しまして、６０万くらいの規模でもって販

促活動、要するに販売促進の、先程言いましたように商店が商品券で買ったくれたら５％

なり１０％の割引をやりますよというチラシを作る手助けをしたり、あと区域、区域、区

域で、確かに川内谷さん言うように、私はそこまで店が少ないというのは言ってないんで

すけども、朝日のところで全然ないって言われれば、そこは全然買うところないんじゃな

いかってことになるかもしれませんが、地域、地域、地域でですね、ある程度商品を売る

販促イベントを開催するとかいうような対策も、今商工会とは打ち合わせをしてる最中で

ございます。

努力目標というのはちょっと、ある程度地域、ごめんなさい、プレミアム商品券につき

ましては、６千セットということで販売総額は７千８００万円が全部売れるとあるわけで

す。そこからいかに商店の方達が自分達も努力して、それを呼び込むのかっていうのはや

はり商店の営業活動にもなることなので、率先してそれはやっていっていただきたいとい

う思いは町の方にもありますし、商工会もぜひそれはやりたいという思いがありますので、

努力目標としては、どこまで調べれるかわかりませんが、やはりこの７千８００万以上の

お金が町内で動けばいいなという思いでおります。

○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。

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２６年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第５回）

○議長(斉藤勝君) 日程第８、議案第９号、平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補

正予算(第５回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今議題となりました、議案第９号、平成２６年度松前町国

民健康保険特別会計補正予算(第５回)について、その内容をご説明致します。

平成２６年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第５回)は、次に定めるところに

よろうとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１千４８１万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億

２千８２４万７千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。

今回の補正につきましては、歳出では、共同事業拠出金の減額が主なものであり、また、

歳入では、国庫支出金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
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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節委託料の共同電算

処理委託料まで、９２万円の減額です。年度末までの見込みにより減額するものです。２

目連合会負担金では、１９節負担金補助及び交付金で、１万２千円の減額です。年度末ま

での見込みにより減額するものです。

１５ページです。２項１目賦課徴収費１１節需用費で、２０万円の減額です。これも年

度末までの見込みにより減額するものです。

１６ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費から４目退職被保険者療養費ま

では、財源更正です。５目審査支払手数料１１節役務費で、２０万円の減額です。年度末

までの見込みにより減額するものです。

１７ページです。２項１目一般被保険者高額療養費から４目退職被保険者等高額介護合

算療養費までは、財源更正です。

１８ページです。３項１目出産育児一時金は、財源更正です。

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。

２０ページです。６款１項１目介護納付金は、財源更正です。

２１ページです。７款１項１目高額医療費拠出金で、６０２万円の減額です。２目保険

財政共同安定化事業拠出金で、６９６万２千円の減額です。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ありますが、国保連合会から平成２６

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。

２２ページです。８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２４万４千円の減額です。年度末までの見込みにより減額するもので

す。

２３ページです。２項１目保健衛生普及費８節報償費及び１１節需用費まで、４０万円

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。

２４ページです。９款１項１目利息は、財源更正です。

２５ページです。１０款１項１目一般被保険者保険税還付金及び還付加算金は、財源更

正です。

２６ページです。２項１目一般会計繰出金２８節繰出金では、１４万５千円の追加計上

です。インフルエンザ予防接種に係わる経費、決算見込みで１８人の増、新たに肺炎球菌

感染症予防接種で２２人分を見込んで、全体で１４万５千円の追加計上です。

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。２款１項１目療養給付費等負担金１節現年度分で、１千３６５万４千円

の追加計上です。この療養給付費等負担金については、平成２６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しようとするものです。２目高額医

療費拠出金共同事業費負担金では、１５０万５千円の減額計上です。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ものでありますが、この共同事業拠出金

が減額になったことから、歳入においても減額しようとするものであります。３目特定健

康診査等負担金では、４万１千円の追加計上です。特定健康検査対象費用額の３分の１が

収入として措置されるものです。今回、国の額の確定により追加するものです。

７ページです。２項１目財政調整交付金で、１億３千５１万９千円の減額計上です。財

源調整のための補正であります。
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８ページです。３款１項１目療養給付費交付金では、２千６６３万円の追加計上です。

失礼しました、２千９６３万円の追加計上です。これは、退職者分に係わる社会保険診療

報酬支払基金からの交付金でありますが、平成２５年度の額の確定により追加するもので

す。

９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、１５０万５千円の減額計

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、同費においても歳出の高額

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、共同事業拠出金が減

額だったことから、減額しようとするものであります。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、４万１千円の追加計上です。

１０ページです。２項１目道財政調整交付金では、１千４３５万８千円の追加計上です。

平成２６年度の変更申請が終了し、これにより額が確定されたことから追加しようとする

ものです。

１１ページです。６款１項１目高額医療費共同事業交付金で、２千７６７万２千円の追

加計上です。高額医療費の内、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等により、この交付金も増額になるものです。２目保険財政共

同安定化事業交付金で、２千７２６万円の追加計上です。これは、３０万円から８０万円

までの医療費の内、８万円を引いた残りの金額の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、この交付金も増額になるものです。

１２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、５３９万６千円の追加計上です。平成２６年度の額の

確定見込みにより追加計上であります。なお、その他一般会計繰入金の増額については、

インフルエンザ等予防接種に係わる分で、７万２千円の追加と、国民健康保険事務執行に

係わる経費１５６万円、子ども医療費助成などの地方単独事業に伴う国庫負担金の減額に

伴う分として、１４万９千円、合わせて１７０万９千円の追加繰り入れをしようとするも

のであります。

１３ページです。１０款１項１目一般被保険者延滞金１節一般被保険者延滞金で、６６

万４千円の追加計上です。年度末までの収入見込みによる計上です。

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。歳入の合計、補正前の額１７億

４千３０６万円から、今回１千４８１万３千円を減額し、補正後の額を１７億２千８２４

万７千円に致そうとするものであります。

３ページです。歳出においても歳入同様、補正後の額を１７億２千８２４万７千円に致

そうとするものあります。

以上が議案第９号でございます。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。

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。
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(「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２６年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)

○議長(斉藤勝君) 日程第９、議案第１０号、平成２６年度松前町介護保険特別会計補正

予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今議題となりました、議案第１０号、平成２６年度松

前町介護保険特別会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２６年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ４７７万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億７

千１５２万１千円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入

歳出予算補正」によろうとするものです。

今回の補正予算につきましては、保健事業勘定のみとなります。

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。１３ページを

お開き願います。

１３ページ、３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、１３節委託料で、２９６万

４千円の増額計上です。平成２７年度介護報酬改定に対応するため、介護保険運用システ

ムを改修するための委託料です。

次に１４ページ、２款１項１目介護サービス給付費で、５５９万６千円の増額計上です。

年度末までの支出見込みによる増額補正ですが、訪問介護短期入所生活介護、介護老人保

健施設に係る給付費が増えていることによるものです。

次に１５ページ、４款１項１目介護予防事業費では、４節共済費から１３節委託料まで、

合わせて２４０万１千円の減額計上です。共済費及び賃金につきましては、当初、臨時職

員１名を採用予定しておりましたが、応募者がなかったことにより減額するものです。１

３節委託料では、通所型介護予防事業の年度末までの利用見込みを勘案し、減額しようと

するものです。

同じく１５ページ、２目包括的支援事業・任意事業費では、１２節役務費及び１３節委

託料で、合わせて１３８万４千円の減額です。１２節役務費では、緊急通報システム装置

移転手数料で３０万円、１３節委託料では、居宅支援サービス計画作成等委託料で、６５

万７千円、緊急通報システム受診業務委託料で、４２万７千円の減額ですが、それぞれ年

度末までの支出見込み額を勘案して、減額しようとするものです。

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。３款１項１目介護給付費負担金１節現年度分で、８４万６千

円の増額です。歳出で見込んでおります介護給付費の増額に伴い、国の負担分を増額しよ

うとするものです。

次に７ページ、２項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、６
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０万５千円の減額です。介護予防事業費の減額に伴い、国からの交付金を減額しようとす

るものです。次に同じく７ページ、４目介護保険事務費補助金１節介護保険事務費補助金

で、１４６万円の増額です。歳出で見込んでおります介護保険システムの改修に伴い、国

から改修費用の２分の１が補助金として交付されることから、歳入補正しようとするもの

です。

次に８ページ、４款１項２目地域支援事業支援交付金１節現年度分で、７０万１千円、

次のページ、９ページ、５款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、

３０万２千円をそれぞれ減額補正しようとするものです。いずれも介護予防事業費の減額

に伴い、支払基金及び道からの地域支援事業交付金を減額しようとするものです。

次に１０ページ、７款１項１目一般会計繰入金１節介護給付費繰入金で、６９万９千円

の増額です。介護サービス給付費の増額に伴う、一般会計の負担分を増額補正しようとす

るものです。２節地域支援事業繰入金では、介護予防事業費の減額に伴い、３０万２千円

の減額です。３節事務費繰入金では、１３万４千円の減額です。地域支援事業費の減額等

に伴うものです。

次に１１ページ、２項１目介護給付費準備基金繰入金では、４０５万１千円の増額です

が、介護サービス給付費の増額に伴い、基金を取り崩し繰り入れしようとするものです。

次に１２ページ、９款２項３目雑入では、２３万７千円の減額です。地域支援事業の減

額に伴い、事業に係る自己負担分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９億６千６７

４万６千円に、４７７万５千円を追加し、補正後の額を９億７千１５２万１千円に致そう

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９億７千１５２万１千

円に致そうとするものです。

以上が、議案第１０号、平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)の内容

です。よろしくご審議賜りますようお願い致します。

○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。

◎議案第１１号 平成２６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１０、議案第１１号、平成２６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。
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○福祉課長(船木泰雄君) ただ今議題となりました、議案第１１号、平成２６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２６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

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ございます。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ５６８万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９１５万

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す。

今回の補正の主な理由は、広域連合へ納める事務費納付金及び保健基盤安定分の額が確

定したことから、２６年度予算で精算をしよ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。８ページをお開き願います。

３．歳出です。１款２項１目徴収費１３節委託料で、後期高齢者医療システム保守委託

料で、４５万円の減額計上です。年度末までの見込みにより減額するものです。

９ページです。２款１項１目後期高齢者広域連合納付金１９節負担金補助及び交付金で、

５２３万９千円の減額計上です。これは、事務費負担金として、１０３万９千円の減額及

び保険料等分１８万９千円の追加と、保険基盤安定分で４３８万９千円の減額計上でござ

います。この内、事務費負担分は、平成２５年度分広域連合への事務費の納入額を２６年

度で精算する仕組みで、その額が確定したことから減額するものです。保険料等分は、収

入見込みによる増額です。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目後期高齢者医療保険料では、１８万９千円の追加計上です。

現年度分保険料で１４万８千円、滞納繰越分保険料で４万１千円の増額です。それぞれ年

度末までの決算見込額であります。

７ページです。４款１項１目事務費繰入金では、１４８万９千円の減額計上です。広域

連合への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、４３８万９千円の減額計上です。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思います。

第１表歳入歳出予算補正、歳入でございます。歳入合計、補正前の額１億１千４８、失

礼しました、１億１千４８４万５千円から今回５６８万９千円を減額し、補正後の額を１

億９１５万６千円に致そうとするものであります。

次に３ページです。歳入においても歳入同様、補正後の額を１億９１５万６千円に致そ

うとするものです。

以上が平成２６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)
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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２６年度松前町水道事業会計補正予算(第２回)

○議長(斉藤勝君) 日程第１１、議案第１２号、平成２６年度松前町水道事業会計補正予

算（第２回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました、議案第１２号、平成２６年度松前町

水道事業会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

それでは、予算書１ページでございます。

第１条は、総則です。平成２６年度松前町水道事業会計補正予算(第２回)は、次に定め

るところによろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。平成２６年度松前町水道事業会計予算第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１万７千２

２４立方メートル減らして、計６４万２千６０１立方メートルとし、第３号の１日平均給

水量では、４７立方メートル減らして、１千７６１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、当初予算において３条予算との調整のため計上しておりました人件費分、

１千３１万９千円を減額し、１７件、９千２６５万２千円に致そうとするものです。

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２億１

千１３０万３千円から７４４万８千円を減額し、補正後の額を２億３８５万５千円に致そ

うとするものでございます。内訳ですが、第１項営業収益につきましては、８９万２千円

の減額で、給水収益の年度末までの見込みで、水道料金が１４４万６千円の減額、休栓料

金が６０万７千円の増額、計８３万９千円の減額です。また、受託工事収益で４万２千円

の減額、その他営業収益の内、材料売払収益で１万１千円の減額です。第２項の営業外収

益では、６５５万６千円の減額で、これは、他会計補助金におきまして、簡易水道事業運

営費としての実績による精算と、当初予算において３条予算に計上しておりました、建設

改良費に係る分を４条予算へ振り替えすることによる６６６万９千円の減額、長期前受金

戻入で３万１千円の減額、国、道補助金で１４万４千円の増額でございます。この国、道

補助金は、１２月議会において補正増させていただきました上川地内の導水管の露出に係

るもので、１２月２４日、２５日、厚生労働省と財務省の災害査定を受けまして、国庫補

助金限度額が決定したところでございます。３条予算で応急仮工事として修繕料２８万９

千円を支出しておりましたが、補助率５０％で、修繕料の２分の１、１４万４千円を収入

しようとするものでございます。

次に支出では、第１款事業費で既決予定額２億２２７万５千円から８５２万７千円を減

額し、補正後の額を１億９千３７４万８千円に致そうとするものでございます。内訳と致

しまして、第１項営業費用では、年度末までの見込みによる委託料、材料代等各種の経常
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的経費の減額と、人件費の４条予算への振り替えによる減額、建設改良事業の確定等によ

る減価償却費の減額等、合計致しまして１千６７万２千円の減額でございます。第２項営

業外費用では、企業債利子償還金で３万４千円の減額、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まして、消費税が２１７万９千円の増額、合計致し

まして２１４万５千円の増額でございます。

２ページをお開き願います。

次に第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書中「不足する額１億８

４６万２千円」を「８千５６５万２千円」に、「過年度分損益勘定留保資金１億３９万１

千円」を「７千９４２万９千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

７０７万１千円」を「５２２万３千円」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３千４８４万２千円に、１千２４９万１千円を増額し、補正後の額を４千７３３

万３千円に致そうとするものでございます。内訳と致しまして、第１項企業債で、３３０

万円の減額です。事業費の確定に伴い、企業債の額の算定に変更があり、減額になるもの

でございます。第３項工事負担金で、５４０万７千円の増額です。道道松前港線改良に伴

う配水管改良工事に係る北海道からの物件移転補償金でございます。第４項国、道補助金

で、５１８万４千円の増額です。３条予算における国庫補助金と同様に、４条予算におけ

る建設改良費上川地内導水管保護工事に係るものでございます、５０％の補助率により補

助されるものでございます。第５項他会計補助金で、５２０万円の増額です。これは、３

条予算から４条予算への振り替えで、簡易水道の建設改良費に要する経費、２件分に係る

一般会計からの辺地債１６０万円、過疎債３６０万円の充当分の計上でございます。支出

におきましては、第１款資本的支出で、既決予定額１億４千３３０万４千円から１千３１

万９千円を減額し、補正後の額を１億３千２９８万５千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、１千３１万９千円の減額です。これは、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て費用化したことに

よる減額になったものでございます。

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。変更の分です。入札執行の結果、

事業費の確定に伴い、企業債の額の算定に変更があり、記載のとおりそれぞれ限度額を変

更しようとするものでございます。

第６条は、他会計からの補助金です。予算第８条に定めた経費の金額を次のように補正

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１千９７４万７千円から

１４６万９千円を減額し、補正後の額を１千８２７万８千円に致そうとするものです。こ

の結果、平成２６年度補正予算(第２回)における当年度の純利益は、４８８万４千円を予

定しているところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書、平成２６年度末における予定貸借対照表並びに今補正予算に係る実

施計画説明書を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が議案第１２号、平成２６年度松前町水道事業会計補正予算(第２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。

(「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。
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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１３号 平成２６年度松前町病院事業会計補正予算（第４回）

○議長(斉藤勝君) 日程第１２、議案第１３号、平成２６年度松前町病院事業会計補正予

算（第４回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(平田克彦君) ただ今議題となりました、議案第１３号、平成２６年度松

前町病院事業会計補正予算（第４回）につきまして、その内容をご説明申し上げます。

最初に、制度改正によるリース債務の取り扱いの変更点をご説明致します。制度改正に

より、今年度新たに生じた会計処理方法でございます。今まで医療機器などの高額な機器

は、病院運営の柔軟性を確保するため、賃貸借料による長期継続契約が認められておりま

したが、平成２６年度からは契約期間が１年以上、３００万以上の契約については、全額

賃貸借料に計上するのではなく、利息分と元金分に分けて計上し、加えて資産として減価

償却費も行うよう制度が改正されました。これにより、今年度の契約分で該当となる公用

車と薬局調剤機器の賃貸借料を減額し、利息分と元金分に分けて計上し直し、加えて減価

償却費を新たに計上致そうとするものであります。なお、制度開始前の平成２５年度以前

の契約分については、経過措置が設けられているため、従前どおりの取り扱いとなります。

それでは、今回の補正の主なものは、収益的収入及び支出で、収入と致しまして地方交

付税の確定に伴う一般会計からの補助金の精算による増額でございます。また、支出では、

給与費等の年度末までの決算見込みによる減額でございます。また、資本的支出では、平

成２６年度からは、契約期間が１年以上、３００万以上の賃貸借契約の資産化にすること

の制度改正によるリース債務返済費元金の増額でございます。

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２６年度松前町病院事業会計の補正予算（第４回）

は、次に定めるところによろうとするものでございます。

第２条は、収益的収入及び支出でございます。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１３億１千３０３万６千円に、今回３千６６８万１千円を追加

し、補正後の予定額を１３億４千９７１万７千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項医業外収益は、既決予定額２億１千９５６万７千円に、今回３

千６６８万１千円を追加し、補正後の予定額を２億５千６２４万８千円に致そうとするも

ので、不採算地区病院等の地方交付税の確定に伴う一般会計からの補助金の精算などによ

る増額でございます。次に支出でございます。第１款病院事業費用は、既決予定額１３億

７千１４９万９千円から、今回２千４２６万５千円を減額し、補正後の予定額を１３億４

千７２３万４千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１項医業
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費用は、既決予定額１３億２千８９２万１千円から、今回２千５２６万３千円を減額し、

補正後の予定額を１３億３６５万８千円に致そうとするもので、給与費、材料費などの増

減分の相殺により、年度末までの決算見込みによる減額でございます。第２項医業外費用

は、既決予定額５７５万９千円に、今回９９万８千円を追加し、補正後の予定額を６７５

万７千円に致そうとするもので、制度改正に伴うリース債務の支払利息などの年度末まで

の決算見込みによる増額でございます。

２ページをお開き願います。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、５千９１８万１千円は過年度分

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。支出でございます。第１款資本

的支出は、既決予定額６千９３１万７千円から、今回１５６万１千円を減額し、補正後の

予定額を６千７７５万６千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１項建設改良費を新たに追加し、１３１万９千円を増額し、補正後の予定額を１３１万

９千円に致そうとするもので、制度改正に伴うリース債務返済費元金の増額でございます。

第３項投資です。既決予定額９６０万円から２８８万円を減額し、補正後の予定額を６７

２万円に致そうとするものでございます。奨学資金貸付金の年度末までの決算見込みによ

るものでございます。

第４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。予算第

６条に定めた経費の金額を次のように改めようとするものでございます。第１号職員給与

費で既決予定額８億５千８４５万８千円から、今回１千７０２万５千円を減額し、補正後

の予定額を８億４千１４３万３千円に致そうとするものでございます。

第５条は、他会計からの補助金でございます。予算第７条中｢２億２千８２１万３千円｣

を「２億６千２０２万円」に改めようとするものでございます。

以上が、議案第１３号、平成２６年度松前町病院事業会計補正予算（第４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

のでご参照願います。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、暫時休憩します。

(休憩 午後 ３時４１分)

(再開 午後 ４時００分)



- 96 -

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(斉藤勝君) この際議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議

題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(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１８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例制定について

◎議案第１９号 松前町課設置条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第２０号 ふるさと松前応援寄附条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第２１号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第３０号 松前町財政調整基金の支消について

◎議案第３１号 松前町教育施設整備基金の支消について

○議長(斉藤勝君) 日程第１３、議案第１８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償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１４、議案第１９号、

松前町課設置条例の一部を改正する条例制定について、日程第１５、議案第２０号、ふる

さと松前応援寄附条例の一部を改正する条例制定について、日程第１６、議案第２１号、

松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、日程第１７、議案第３０号、松

前町財政調整基金の支消について、日程第１８、議案第３１号、松前町教育施設整備基金

の支消について、以上６件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。始めに、議案第１８号について、総務課長。

○総務課長（野村誠君） ただ今議題となりました、議案第１８号、特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償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説明資料をお開きください。新旧対照表の下

段の説明欄をご覧願います。

次の二つの理由により、条例を改正しようとするものであります。一つ目は、入学や進

級の際において、学齢児童、生徒の特別な支援の要否を判断する就学指導委員会は、入学

時のみならず、入学後も一貫した支援を行っていることから、文部科学省通知で示されて

いる名称「教育支援委員会」に改正しようとするものです。二つ目は、松前町子どもいじ

め防止条例の規定に基づくいじめ防止等に関係する各学校、ＰＴＡ等の機関及び団体の関

係者で組織する「松前町いじめ問題対策連絡協議会」及びいじめ防止等の対策や調査を実

効的に行う弁護士、人権擁護委員等で構成する「松前町いじめ対策委員会」の設置に伴い、

当該各委員の報酬及び費用弁償の規定について、追加しようとするものです。報酬の額で

ございますが、別表１に教育支援委員会委員として４千円、また、いじめ対策委員会の弁

護士として日額２万円、委員として日額４千円をそれぞれ指定しようとするものでござい

ます。

附則としまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行致そうとするものでござい

ます。
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以上が、議案第１８号の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し

上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に、議案第１９号について、総務課長。

○総務課長(野村誠君) ただ今、議題となりました議案第１９号、松前町課設置条例の一

部を改正する条例制定について、その内容をご説明致します。末尾に添付しております説

明資料をお開きください。新旧対照表の下段の説明欄をご覧願います。

本条例でございますが、町の懸案課題の整理に向け検討を行うため、条例を改正しよう

とするものです。具体的には、町立松前病院の地方独立行政法人化を含む経営形態の在り

方について、北海道より派遣職員を受けまして検討するものでございまして、その体制づ

くりとして、行政改革室を設置するため、条例の一部を改正しようとするものでございま

す。

現行の第１条の見出し中「課の設置」を右側改正案は「課及び室の設置」に改め、現行

の第１条中「次の課を置く」を右側改正案では「次の課及び室を置く」に改め、改正案の

建設課の次に新たに「行政改革室」を設けるため、改正しようとするものであります。

次に、第２条の見出し中「課の分掌事務」を右側改正案は「課及び室の分掌事務」に改

め、現行の第２条中「各課の分掌事務」を右側改正案は「各課及び室の分掌事務」に改め

ようとするものでございます。

附則と致しまして、この条例は、規則で定める日から施行致そうとするものでございま

す。

以上が、議案第１９号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に、議案第２１号について、健康推進課長。

申し訳ありません、訂正させていただきます。

次に、議案第２０号について、総務課長。

○総務課長(野村誠君) ただ今議題となりました議案第２０号、ふるさと松前応援寄附条

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

ます説明資料をお開きください。新旧対照表の下段の説明欄をご覧願います。

次の理由により条例を改正しようとするものであります。ふるさと松前応援寄附金によ

り、基金に積み立てしている指定された事業に、新しく物産振興等による地域活性化に関

する事業を追加し、次の特産品を、町の特産品を全国に発信して地域経済の活性化を図る

ため、条例を改正しようとするものでございます。

現行の第２条中、第４号の「前各号に掲げるもののほか、町づくりに関する事業」を右

側改正案では第５号とし、第４号には「物産振興等による地域活性化に関する事業」を新

たに設けようとするものでございます。

次に、第３条２項中、現行の「前第４号」を右側改正案では「前条第５号」に改正しよ

うとするものでございます。

次に、第６条寄附金の積立で「寄附金は、」次に右側改正案のとおり「第２条第４号に

規定する事業に係る経費を除き、」を追加しようとするものでございます。

附則としまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行致そうとするものでござい

ます。

具体的には、第４号の物産振興等のため、１口１万円の寄附をされた方に送料等含め８

千円相当の特産品を贈呈しようとするものであります。また、第６条でいう積み立てでご

ざいますが、第１号から第３号及び第５号の寄附金については、全額積み立てするもので

ありますが、第４号の寄附金につきましては、１口であれば１万円から事業に係る経費８
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千円相当を除いた２千円について積み立て致そうとするものであります。

以上が、議案第２０号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に、議案第２１号について、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２１号、松前町介護保険

条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

３枚目の説明資料をお開き願います。松前町介護保険条例の一部改正に係る新旧対照表

です。説明資料３ページの下段の説明欄です。１としまして、第６期介護保険事業計画に

おける介護保険料の額を新たに定めるために条例を改正しようとするものです。２としま

して、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（医療介護総合確保推進法）の公布により、介護保険法第１１５条の４５で規定

する地域支援事業の中で、新しく「介護予防・日常生活支援総合事業」「在宅医療・介護

連携」「地域ケア会議」「認知症施策」を平成２７年４月１日より実施することとされま

したが、町の条例で定める場合には、その実施を当該条例で定める日までの間については

猶予することが可能とされたため、各事業の実施に際し、新しいサービスの受け皿の確保

や周知期間、医療機関との調整等に時間を要することから、準備期間を設けて円滑な実施

を図り、更に事業の実施に必要な準備体制の整備が必要であることから、介護保険条例を

改正し、事業の実施を猶予する規定を設けて、それぞれの事業を実施するために条例を改

正しようとするものです。

改正案の内容でございますが、説明資料の１ページへお戻り願います。第３条を改正案

のとおり全部改正しようとするものです。次に、第５条につきましては、介護保険法施行

令第３８条の一部改正に伴う文言等の整理のための改正です。

第３条の改正内容です。介護保険料は、所得段階に応じて保険料が設定されております

が、所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、国の介護保険法施行令に準じて、

現行の６段階から９段階に設定し、平成２７年度から平成２９年度までの保険料を定めよ

うとするものです。介護保険料につきましては、介護保険法では、３年を１期とする介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとすることとされており

ますことから、当町におきましても松前町介護保険事業計画等推進委員会を開催し、委員

各位のご意見をいただきながら事業計画を策定する中で、第６期計画期間中における介護

保険料の改正につきましても議論をしていただきました。

説明資料の４ページをお開き願います。介護保険料の概要です。表の左側は第５期現行

の保険料、右側が第６期新しい保険料です。現行の第１段階と第２段階を合わせて、新し

い第１段階とし、基準額に０．５を乗じた額で年額２万８千８００円、年額６千円の増額

となります。現行の特例第３段階は、新しい第２段階となり、基準額に０．７５を乗じた

額で年額４万３千２００円、年額１万４千４００円の増額となります。現行の第３段階は、

新しい第３段階となり、基準額に０．７５を乗じた額で年額４万３千２００円、年額９千

円の増額となります。現行の特例第４段階は、新しい第４段階となり、基準額に０．９を

乗じた額で年額５万１千８４０円、年額９千８４０円の増額となります。現行の基準額で

あります第４段階は、新しい基準額の第５段階となり、年額５万７千６００円、年額１万

２千円の増額となります。現行の第５段階は、所得の上限金額を細分して新しい第６段階

と第７段階に設定し、第６段階は基準額に１．２を乗じた額で、年額６万９千１２０円、

年額１万２千１２０円の増額、第７段階は基準額に１．３を乗じた額で年額７万４千８８

０円、年額１万７千８８０円の増額です。次に、現行の第６段階です。現行の所得の上限

額を２００万円から２９０万円に改め、第８段階は基準額に１．５を乗じた額で年額８万
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６千４００円、年額１万８千円の増額、第９段階は基準額に１．７を乗じた額で年額９万

７千９２０円、年額２万９千５２０円の増額となります。介護保険料は、平成２７年度か

ら平成２９年度までの第６期事業計画期間３年間の介護給付費の見込額を推計して算定し

ております。また、急激な増加を緩和するため、松前町介護保険給付費準備基金４千２０

０万円を全額取り崩して、基準額を月額４千８００円、年額５万７千６００円に致そうと

するものです。

第６期事業計画期間における高齢者人口、特に７５歳以上の人口や要介護認定の出現率

を推計して介護サービスの需要を勘案し、地域支援事業費も合わせて３年間でおよそ３０

億８千６６０万円、１年間当たりおよそ１０億２千８８０万円を見込んでおります。保険

料の増加の要因の一つには、年間の介護給付費の見込額１０億２千８８０万円の内、６５

歳以上の第１号被保険者の保険料で賄わなければならない割合が、第５期の２１％から第

６期は２２％に変更され、この１％の負担割合の増により、保険料１人当たり基準額で年

額３千８００円の増加となっております。

説明資料の２ページへお戻り願います。次に附則と致しまして、第１項は施行期日です。

この条例は、平成２７年４月１日から施行致そうとするものです。

第２項は経過措置です。この条例による改正後の松前町介護保険条例第３条の規定は、

平成２７年度分の保険料から適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例によるに定めようとするものです。第３項から第６項までは、地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第１４条

に規定する、介護予防日常生活支援総合事業等に関する経過措置です。

附則第３項は、介護予防日常生活支援総合事業の実施に係る猶予規定です。介護予防日

常生活支援総合事業は、介護予防給付に位置付けられていた訪問介護予防サービスと通所

介護予防サービスを地域支援事業として、町が地域の実情に合わせたボランティア、住民

主体と多様な主体による柔軟な取り組みを実施する事業で、平成２９年４月１日から実施

しようとするものです。

附則第４項は、法第１１５条の４５第２項第４号に掲げる在宅医療、介護連携推進事業

の猶予規定です。この事業は、退院支援や日常の療養支援などの在宅医療と介護サービス

等を一体的に提供するため、情報共有等様々な連携を図ることのできる体制の整備など、

関係者の連携を推進する事業で、平成３０年４月１日から実施しようとするものです。

附則第５項は、法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる生活支援体制整備事業の猶予

規定です。生活支援コーディネーターの配置等を通じて、生活支援の担い手の養成やサー

ビスの開発、関係者のネットワーク化や生活支援介護予防サービスの提供の体制の整備に

取り組む事業で、平成３０年４月１日から実施しようとするものです。

附則第６項は、法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる認知症総合支援事業の猶予規

定です。保険医療、福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期の段階から、

適切な対応が可能な体制の整備や地域全体で認知症高齢者やこの家族を支援するネットワ

ークを構築するなど、総合的な支援体制の推進に取り組む事業で、平成３０年４月１日か

ら実施しようとするものです。

以上が、議案第２１号、松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定についての内容

です。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３０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３０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。



- 100 -

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２７年度におきまして、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。

歳入の大宗をなす地方交付税につきましては、国の総枠で０．８％の減額とされてござ

います。出口ベースでの減少のため、地方交付税の動向が不透明であることから基金の繰

入れを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３０号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に、議案第３１号について、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) ただ今議題となりました、議案第３１号、松前町教育施設整

備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。

教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例第５条の規定によりまして、松前

中学校改築事業及び学校給食センター改築事業に充当するため、平成２７年度におきまし

て、２千万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。

以上が議案第３１号でございます。よろしくご審議賜りますようようお願い申し上げま

す。

○議長(斉藤勝君) お諮り致します。

ただ今の６件の議案につきましては、平成２７年度当初予算との関連がありますので、

審議を一時保留し、今後設置が予定されております、予算審査特別委員会の審査終了後に

質疑、討論、採決を行うことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○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) 以上をもって本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで

散会致します。

なお、３月９日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ４時２２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
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日程第５ 議案第４号 平成２７年度松前町介護保険特別会計予算
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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、７番油野篤君、８番西村健一君、

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。

２番近江武君。

○２番(近江武君) おはようございます。

私どもの議員の任期も、いよいよ３ヶ月と残り少なくなってまいりました。私は、いつ

もこの議場に入る時に、昔の武士がですね、鎧兜して、そして、震えながら、決意を込め

ながら入っております。私どもにとっては、この議場というのは神聖な場所であり、闘い

の場所であり、そして、私の背中には町民の顔が、顔を背負っているんだという意識を持

っております。

今回、光ファイバーについて、３回目の質問となるわけです。１回目は、前田町長の時

に質問致しました。２回目は、昨年の予算委員会の総括質問の中で町長に病院問題を絡ん

で、公正な情報を、やはり議会で何が今議論されているのか、議員個々がどんな発言をし

ているのか、公平な情報を提供するべきだと、そういう意味では、やはり光ファイバーを

通じてですね、全国に反映されておりますので、必要であろうというお話を致しましたと

ころ、町長は対応しますよと、来年度の予算でもって対応したいと快いお話でございまし

たので、難聴地域と言われる皆さんから、光ファイバーの問題、どうなりましたと聞かれ

た時には、町長、来年やるからともう少し我慢して、期待してていてくださいというお話

をしてまいりました。そして、今般、予算書をいただきましたけれども、予算の中に入っ

ていないんですね、どうしたものかと。政治に携わる者が、町民に対してやりますよと言

った情報はね、やはり皆さんはまともに聞いてるわけですよ、嘘を言ったことになるんで

すね。ですから、私は今、町長にその真意を質したいなと思って質問に至りました。

前にお話したかと思いますが、これは前田町長に対しての時だと思いますが、なぜ私が

光ファイバーに固執するのかというお話を、若干させていただきます。
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以前ですね、道の駅にあります北前船の製作に携わった時にですね、ただ北前船を作っ

て道の駅に展示するだけでは意味がないよと、北前船にストーリー性を持たせようという

ことをお話したら、お母さん方が船頭さんの人形、或いは下でロープを巻いてる人形、そ

して、荷物、荷台を引っ張ってる人形作って、その着物も縫ってくれたんです。昔はいっ

ぱい北前船が来て、大変賑やかだったんだよっていうその雰囲気を出したいなと、歴史性

を出したいなということで、そしたら、昔の波止場を作ろうじゃないかということで、イ

ンターネットを通じて松前港の昔の図面を取ろうとしたんですね。当時は、原口は辺鄙な

もんですから、当時の回線というのはＩＳＤＮという大変遅い電話回線だったんです。Ａ

版の１ページをプリントアウトするのにですね、４時間も５時間もかかったんですよ。現

代、光をつよってもってプリントアウトするとなればね、ものの５分かそこらでとれるは

ずなんですよ、その不便さ、私に言わせれば松前の人はいいんですね、はじはじのそうい

うような利便性を欠く地域に住んでいる人はね、やっぱり根性が曲がるんですよ。そうい

うような思いをしてですね、私は今、質問しているわけです。

現在は、松前町においてもホームページを立ち上げてですね、町の様々な催事、或いは

観光の情報、そしてですね、病院問題になってからですね、議事録をホームページに入れ

ました。そして、今年から強力に推し進めようとしている、ふるさと納税の、についても

ですね、変えながらホームページを利用しています。ＮＴＴによってですね、松前町にも

光ファイバーがある程度整備されました。企業ですから、経済の的な効率を考えて、営業

の効率的を考えてですね、いろんな設置できない場所、また加入者が少ない、そういうよ

うな理由かどうかわかりませんけども、現在松前町に５箇所か６箇所、光整備、光網の整

備されていない地域があるんです。光にこだわらなくてもいいんじゃないかという人もお

ります。

現在、スマートフォン、タブレットの端末によってですね、いろいろと情報交換できる

んです。１２月と１月に札幌行く用事ありまして、汽車の中で中国人、大量の中国人がね、

タブレットでもってね、情報交換してるんです。そういうような時代なんです。松前にい

たってね、公園にですね、タブレットの端末、Ｗｉ－Ｆｉって言うんですか、あれ、ああ

いうものを設置してね、松前に来た観光客が松前の桜、北碑林、いろんな情報がね、自由

に交換できるんですよ。だけども、取る情報は私らの世代であると活字に直した情報でな

いとね、頭に入ってこないんですよ。それと、若い人が、今ね、盛んにそういう情報を受

け取ってね、いろんなことを勉強してます。ですから、例えば、原口に住んでくれやって

言ってでもですね、光ファイバーの設置できないところにね、行きたくないよというよう

なお話なんですよ。ですから私はね、町長にね、やはり松前町の町民が公平に情報の共有

化できるようなシステム、プリントアウト、早急にプリントアウトできるようなシステム

をね、

私はですね、考えてほしいなと。今の現状、その対応について、まず町長に伺いたいと思

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。

近江議員から光ファイバーを利用した、町民平等の情報の共有化を図れというふうな一

般質問の通告をいただきました。この光回線につきましては、今、議員からもありました、

私、いろいろ近江議員と質疑をしております。その中で昨年ご指摘のように、前向きに答

弁したつもりでありますし、その必要性は今も変わってないところであります。まずもっ

て、光ファイバーの導入につきましては、町民皆さんの願いであるというふうに理解して
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おりますので、本当に早期の整備を必要なものと考えているところであります。

一方、今、近江議員おっしゃいました、いろいろな環境の、インターネット環境も変わ

ってきておりまして、光ファイバーに限らず、町内全域がスマートフォンやタブレットな

どの携帯端末によりまして、いろんな情報が取得できる状況となっているところでありま

す。このような状況を考えた場合に、いかに効率的な整備をしていかなければならないか、

現在の、例えば町でやっております、現在の防災行政無線との兼ね合いもあります。防災

無線も更新時期が平成２８年、２９年に予定しているところでありますけども、このネッ

ト環境を含めました整備を検討しているところでありますので、ぜひご理解いただきたい

というふうに思います。

決して後退しているわけではありません。町民の皆さんに、平等な情報を早く提供した

いという思いでありますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) 今、町長から前向きに検討するというお話をいただきました。いろん

な情報を的確に、そしてですね、今防災無線のお話もされました、何か聞くところにより

ますと、総務庁から今の防災無線をアナログですからデジタルにしてっていうようなお話

もありますようですけども、ただ私はね、やはり光というのはどこ、いつ、どこ行っても

対応機関によってはいろんな使い方ができるんです。

例えば、九州で行われている、山村で行われている料理のつまみ出すね、葉っぱありま

すね、そういう葉っぱをですね、タブレット端末を使って、村内の皆さんに今日はこれく

らい注文ありましたから取ってくださいっていう伝達をしてですね、それを集めて市場に

出荷して経済効果をもたらしているという点もあります。それとですね、今、私が注目し

ているのは、団塊の世代に入るとですね、あと３年か４年すると団塊の世代と言われてい

た方々が７０歳を超えるんですよ。老人世帯も段々多くなってきてるんです。ですからね、

光ファイバーを使ったね、人感、センサーというのもね、いろいろできるんです。例えば、

その光を使った人感センサーを独り暮らしの年寄りも家に設置した場合ね、晩の８時から

朝の５時まで、その方が、独り暮らしの人が動いているのか、動いていないのか、そうい

うのも感知できてね、その情報が役場なり福祉協議会なりね、伝わっていって、あっ、動

いているなと、大丈夫だなという、そういうようなね、方式もされている下川町のね、福

祉の関係の取り組みったらね、私はね、そういうことも利用されておりますのでね、いろ

んな使い方が可能なんです。ただ、今の松前町の現状であれば、光ももう整備してますよ

と、ただ情報取るだけなんですね、取ることのできる可能なところは。ですから、やっぱ

り全町的なものの考え方をしないと、私はできないと思うんです。

ただ、私の推測ですが、この光ファイバーをね、全町に滞りなく設置させるというと、

大変大きな資金が、費用がですね、かかると思っています。費用がかかったっていいじゃ

ないですか、やるべきことはきちっとやるべきですよ。まして、私は憤慨に思ってるのは、

病院問題であれだけ騒がせて、何が話されているのかわからない状況であちこち火がつい

て、とんでもない議論がね、飛び回って、あのような大きな状況になってます。議会では

ね、先生辞めれとか、病院なくせとか、こういう話は一切なかったんですよ。ただ、定年

を迎えた職員のその話なんでしょう、それがいつの間にかそういう繰り替えってんです。

その職員だって、私に言わせればですよ、自分が退職します、ですから、退職した時の予

算もこの中に含まれていますから、どうぞ皆さん議決してくださいと、そこを私どもが今

までの功績を考えた時に、いいんじゃないのっていうことで議決したんですよ。それにも

関わらずですね、余人に代え難い人物だということでごり押ししてですね、ああいうよう
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な辞令を発揮して、なんでその職員が責任持ってね、私は議会でもってね、私の予算も含

めてこういうようにね、議会の議決を得たんです、なぜ辞退しないんですか。その問題が

いつも間にか議会が悪いんだと、議会のルールもわからないで、この神聖なる議場で机を

叩いて、ドアを蹴って、ああいうようなね、ことを見せられたら私どもはね、どうにもな

らないんですよ。

そういうようなお話をですね、やっぱりきちっと情報をきちっと提示できるようなね、

やっぱりシステムがあると、議会だよりが不足だったら、ちゃんとネットでもってやれば

いいんでないですか、今、そういう時代なんです。ですから町長、どの程度のね、費用を

試算してるのか、伺いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 前段でもご答弁申し上げました、現状言いますと、ネット環境がど

んどん変わってきている状況でありまして、予算的にも効率のいい予算で、予算をもちま

して光の整備をしたいというのが今現状の町長としての考えであります。その時期につき

ましても、防災行政無線の更新の時期と一緒に検討することが最大の効果が出るだろうと

いうふうなことを思っている状況であります。

議員から、整備に関する予算はどの程度考えてるのかというふうなご質問いただきまし

た。現状で光ファイバー網の整備については、２億３千万程度を想定しているところであ

ります。なお、議員ご承知のように、この事業をやる、この種の事業につきましては、い

ろんな補助制度があるわけでありますけども、補助をこうやるようになるとオプションが

付けられるというふうなことになると、今必要でない施設の整備というものも出てくるわ

けでありますので、この部分も勘案しまして、補助、例えば補助もらうために必要性のな

い整備をすることのないようにですね、効果がきちんと認められると、そして財政的にも

有利な方法で検討しているところでありますので、ご理解いただければと思います。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) あのですね、やっぱり防災無線との兼ね合いがあるということで、私

もですね、町長いろいろと検討なり、財政的の面も考えながらね、対応すると思うんです

ね。やはり何たって、２億という金額が金額なだけにね、やはりそれは慎重にならないと。

それと、あとの例えば、今、光ファイバーを全家庭にね、常備できるようにしたってね、

アフターの問題も出てくるわけです。ですから、十分ね、その辺をね、やっぱり考えない

わけでないんですけど、その点もきちっとしたもの。そしてですね、防災無線の話が出ま

したけども、やっぱり、総務庁がですね、やっぱり今のアナログでは駄目だから、デジタ

ルにせよという考え方だったと思うんですね。ですから、前倒しでもしてですね、やっぱ

りそのつける方向で、そして、つけるとしたならばね、さっき私が言いましたように、独

り暮らしの老人のセンサー的な面も考えて、そして、ただ一方的にですね、今、防災無線

はですね、松前の本所と、松前の町と庁舎とね、あと組合でもっての発信よりできないん

ですよ。地域ではいろんな町民に使いたい、緊急を要するね、催し物だとかあると思うん

ですよ。その辺もね、含めまして使いやすいようなね、対策をお願いしたいなと思います。

町長、お尋ねします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にこう費用的に２億３千万もかかるような事業でありますので、

本当に財政的に有利な制度を使いながら、しかも効率のあり整備をしていきたいというふ

うに思っているところであります。

防災行政無線、今現在稼働しておりますけれども、高齢者独り暮らしの安否確認もでき
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るような状況、そういうふうなシステムの導入も可能になりますので、これからの高齢化

社会に向かいましてもですね、ぜひ必要な施設だというふうに思っているところでありま

す。今、議員からもありました、現在、町、組合、消防からの情報につきましても、いろ

んな情報提供も可能になっている状況でありますので、ぜひご理解いただきたいというふ

うに思います。

また、どういうふうな形で導入するのかは別と致しまして、現状の防災無線の更新にあ

たってはですね、アナログとして更新するのか、或いは国が進めるデジタルで更新するの

かにつきましてもですね、詳しく検討させていただければというふうに思っているところ

であります。いずれに致しましても、課題と致しましては、光による場合、防災無線、防

災行政無線が停電の時には使用できないという部分も考えられますので、このことも解消

していかなければならない問題だなというふうに思っております。いずれに致しましても、

この実施にあたりましては、十分検討した上でですね、決定していきたいというふうに考

えております。ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) よくわかりました、十分に検討していただきたいなと思います。最後

になりますがね、町長の今、若い人を定住させたいという施策、今年も補正予算でもって

ですね、松前っ子誕生祝金の支給、大変いい政策だなと思っています。ただ、やはりネッ

トを、今の現代の社会を考えると、ネットを整備しないと若い人方のね、定住促進には欠

かせないんですよ。ですから、その私は絶対必要だと思っておりますので、町長の考え方

を伺って、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) 本当に若い人方がですね、定住していただけるように、町に残って

いただけるような、そんな住環境づくりを整えていきたいというふうに思っておりますし、

一日も早く町民の皆さんに、公平で平等な情報を提供し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。

○議長(斉藤勝君) 次、１０番梶谷康介君。

○１０番(梶谷康介君) 皆さん、おはようございます。

昨日の日曜日は、久しぶりに春のような天気でした。町長の行動を伺いますと、そんな

日曜日にもかかわらず公務に専念されてたと聞いております、心から敬意を表します。

私は、そんないい天気の下で家の周りを少し整理整頓しておりました。しかし、吹く風

はまだまだ冷たいです。町長の周りはどうですか、暖かい風吹いてますか。

この定例会に、町長の執行方針が示された時に、２４年に就任されて自分の任期はこの

２７年が区切りの年で仕上げの年だと、そういう思いを込めて執行方針を示され、また予

算もきっちりと我々の前に示されたわけでございます。その中で、国は安倍政権の看板政

策である地方創生の名の下に、いろいろな形で地方の自治体にも投げかけがあります。そ

んな中で、全国の首長に対していくつかのアンケートが出されております。通告の一般質

問に入る前に、そうしたアンケートに町長がどうお答えしていたのかなという中身を、少

し聞かせていただきたいと思いますが、まあ、差し障りのない範囲内でお答えしていただ

きたいと思います。

まず、最初に増田レポートの中に、消滅都市の表現がされております。それを見ますと、

まさに１万人未満の自治体、消滅可能性のある都市だという位置付けをされておりますけ

れども、町長はその辺、やはり松前もそういう地域だと、そういう自治体だという認識を

されておりますか。まず、１点お尋ね致します。
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○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今の２０４０年問題でありまして増田レポート、まさしく私にとり

ましては衝撃的な内容であったものであります。この２０４０年問題で、国民の皆様方に

示されているデータ的なものを言いますと、まず、国立社会保障人口問題研究所、通称社

人研と言っておるようでありますけども、ここで推計した当町の人口は、松前町の人口は

３千５９３人と推計されているところであります。また、今、議員からありました増田レ

ポートであります、増田寛也氏が座長を務めました日本創成会議におきましては、当町の

人口は３千１６２人となっているところであります。本当に大変憂慮されている、される、

すべき事態だというふうに受けて、受け止めているところでございます。以上でございま

す。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) ありがとうございます。

このアンケートの中でね、道新に９問表示されて、それにどのように答えたかという報

道がされております。全て聞くつもりはございません、その中から関心のあるっていうか、

ぜひ確認しておきたい件の中にね、政府に重点的な取り組みを要望する項目があるとすれ

ば、二つまで出してほしいという答えがあるんですけど、問いがあるんですけれども、地

方財政の問題とか、そういう件で答えていた首長さんが多いようですけれども、町長とし

てはその二つの項目はどの点が大事だというふうにおさえてお答えしてましたか、お尋ね

致します。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) アンケートによります結果でありますけども、私にとりまして、町

長と致しましてはですね、まず人口がどんどん減るっていうふうな状況を鑑みまして、ま

ずやっぱり今の経済的なものを考えますと、やっぱり財政的なものがやっぱり大きい要因

になるだろうというふうなことであります。一方では、地方自治体がどんどん職員の数を

減らしてきてまして、そういう中で自治体の体力が落ちているという状況の中でですね、

短い時間におきまして、短時間で国から創生ビジョン示されまして、それに対応する役場

の体力がちょっと不足になってるなというふうな状況もあります。現状を言いますと、も

うちょっと時間をかけて精査した、国からの情報をいただきながらこれに対応していけれ

ばなというふうに思っているところであります。やっぱり、将来の人口減のためにいろん

な手法があると思うんでありますけども、まず財政的なもの、或いは松前町の知恵を絞ら

なきゃならない、この短時間でですね、短い時間でどの辺まで踏み込んでいけるのかとい

うふうな部分は、若干の不安を持っているところであります。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 次にお尋ねしようと思った件がそこなんですよ。でね、１５年度

中の地方総合、地方版総合戦略策定の可否っていう質問がありますよね、その中で自前で

制作可能っていう答えを出したのが３７．１％なんですね。それ以外は、国や民間の支援

があれば可能と、難しいって、こんな順番になっているんですけども、今のお答えですと

非常に厳しいんだというお答えと受け止めてよろしいですよね。

それでは、次のお尋ね致します。日本創成会議が試算した自らの自治体の将来人口、こ

れも前段でお答えいただきましたから、これもパスします。

将来単独では立ち行かなくなり、消滅しかねないとの危機感、これも感じておりますよ

ね。これもパスします。

人口増へ力を入れたい施策、これを三つ挙げてくださいという問いがあるんですけれど
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も、一つ一つ読んでって、この中の何番目と何番目だってお答えいただいた方がいいです

か。あのね、一つ目は雇用の確保、二つ目は子育て環境の充実、三つ目は移住の推進支援、

四つ目は家賃補助など居住支援、その次はインフラ整備、その次は教育環境の充実、その

次は育児世帯への経済支援、その次は結婚支援、その次は都市のコンパクト化、自治体の

ＰＲ、その他となっておりますけれども、選ぶとすればこの内三つどれを選ぶ、まあ、ア

ンケート、町長にもきたんでしょ、きてますね。ですから、それにお答えした中身でこれ

とこれとこれと言ってくだされば、私は何も追求するつもりもないんで、町長がどんなお

考えでいるのかなということの確認だけですから、お願いします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ３点を選ぶとすれば、まず、雇用の確保が第１点目だというふうに

思いますし、それから、子育ての支援、そして、移住環境を整えるというふうなことだろ

うというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 手を煩わせました、恐縮でございます。それでは、通告してござ

います一般質問に移さしていただきます。

表題は、「現在を考え、未来を想う。（実のある「松前版総合戦略」、それを策定する
い ま あ し た

ためには）」というような中身でございます。この通告書にはね、残念ながら字数の制限

がありますからね、私がお尋ねしたい点を一つ一つ丁寧に書き添えるスペースがないもん

ですから、あえて表現はしておりませんけれども、順次お尋ねしていきたいと思います。

まず、第１点目のね、人口の推定なんですよ。冒頭で、町長のお話の中にもありました

ように、自分ではこのように押さえていると、増田リポートでは、レポートではこうだと

いうお話がありましたからね、それは、それなりで町独自でその試算されたのだという認

識はしております。私の質問はね、そういう町長の答えが返ってくるとやりにくくなるん

だけれども、でも、あえて言うのはね、結局今まで計画立ててきた、その時点ではほとん

ど自前でこの松前の将来人口の推計で、推計はされないで、どこかの研究所の報告だとか、

ある数式に当てはめて推計したとかっていう流れになっているもんですから、やっぱり自

分達の町はこういう事情なんだから、外でそういう言い方するけれども、松前町独自で算

定すればこういうふうになるよという数字の捉え方、私は大事だと思っておりました。

町長、今のね、お話にありました、松前町、町長の推定では３千１６２名ですか、増田

レポートからいくと４５０人くらいの差がありますよね。この厳しい算定をされているっ

てことはね、私はそれはそれなりに価値もあるし、認めるものは認めると、そういう思い

でおりますけれども、やはりこういう増田レポートの差ってのは、全国のそういう算定基

準からいくと、松前はもっともっと厳しい条件下にあるという受け止め方でよろしいです

か、お尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 増田レポートにつきましては、本当に衝撃的なものであります。た

だ、これにつきましてはですね、そういうふうにならないための、何て言いますかね、そ

ういうふうにならないために、いろんな施策を町を挙げて考えていかないと町がなくなる

んですよというふうなことでありますので、増田レポートは前向きに、地方に活力を与え

るっていうんですか、そういうふうな部分では前向きに、増田レポートの結果を前向きに

受けていきたいというふうな思いでいるところであります。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 二つ目にお尋ね致します。この総合戦略策定はね、町長部局の中
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で総力を挙げて取り組むと、そういう受け止め方はしております。ただ、松前町民等しく

自分達の町の将来を心配しておりますし、我々議会だって、それぞれの立場で心配してお

るんですけれども、この計画策定、２０１６年３月までという限られた時間の中でやらな

ければいけない、そういう制約がありますから、なかなか大変だと思いますけれども、住

民の考え方を集約、或いは参考にというものを考えた場合にはね、当然声を聞いていかな

ければいけないんでないかなと思いますけれども、その辺はどのようにお考えになってお

りますか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、前段のご質問で人口に対する考え方もございました。私の答

弁、ちょっと足りない部分ありましたので、補足させていただきたいというふうに思いま

す。

まず、議員ご指摘のようにですね、増田レポート、或いは国立社会保障人口問題研究所

が出しております人口につきましては、まず地域の実情は全く入っていないというふうな

私は認識をしているところであります。従いまして、梶谷議員が心配するようにですね、

その町、その町の実情にあわせた人口の推計がこれから求められるのだろうというふうに

思っているところであります。当町の統計概要、或いは統計概要にあります産業人口の推

移なども各業界ごとの人口も統計概要に載ってますので、この部分もきちんと加味しなが

ら人口の推計を出していきたいというふうに思っております。本当にこう、２０４０年ま

での推計人口をきちんと示していきたいというふうに思っているところであります。

それから、松前版総合戦略の策定につきまして、多くの人の意見をというふうなご質問

であります。そのとおりだと思っておりまして、松前版総合戦略につきましては、現時点

では、国から、産、学、官、金、労の代表者の方々の意見を聞きながら策定をしてくださ

いというふうな連絡は受けておりますけども、私も本当にこう多くの町民の皆さんの意見

を聞くことが最善な策だと思っておりますので、機会ありましたら多くの人に意見を聞け

るような環境を作ってまいりたいというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) かつて、私経験したことがあるんですけれども、やはり松前全体

を考えるためには、地域地域の実情を知らなければいけないと、そうしたものの集約の基

に全体を考えるっていうのは、私は基本だというふうにおさえております。

かつて、ロマンフロンティア事業という形で原口地区、大島地区、小島地区、大沢地区

というような区分けをしながらね、その地域の本当に中心になって考えている人方の意見

を聞かせていただいたと。そうしたものを中心に、或いは基本にしながらまちづくりはす

べきだという考え方でいたんですけれども、今の町長のお話ですとね、国自体もそれぞれ

の分野から代表を出してっていうようなお話ですけれども、これはありきたりの方法なん

ですよね。当然手っ取り早い、それぞれの分野の代表の声を聞くっていうことは、限られ

た時間の中ではやむを得ないのかなという気はしておりますけれども、しかしながら、松

前町でやっぱりきちっとした戦略、総合戦略を策定するためには、より幅広い、より深い

意見を聞くのが筋だと思いますけれども、今の答えに更に上乗せしてね、松前の場合はこ

うしたいっていう考えがあるとすればお聞かせいただきたい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程の答弁で、産、学、官、金、労というふうな表現をさせていた

だきました。１２名程度の委員の構成を考えておりまして、今現状では、漁協、それから

農林畜産、林業、観光、商工、高等学校、議会、それから北洋銀行、それから江差信金、



- 111 -

それから労働界、そして町内会というふうなことでですね、今現状ではこういう考えを持

っておりまして、１２名の方々にお願いをしていきたいなというふうなことを考えており

ます。

ただ、本当にこうロマンフロンティアのお話もいただきました。多くの町民の皆さんの

意見を聞くためにですね、議員ご指摘のように各地区に入ってやるのも一つの方法であり

ますので、この部分を検討してみたいと思っておりますし、また総合戦略の概要ができた

段階で、パブリックコメントによる意見の募集につきましても、町民の皆様方からの意見

の募集につきましても、一つの選択肢だというふうに思っております。いずれに致しまし

ても、短い時間で仕上げなければならない、本当にスケジュール的なこともありますので、

この辺はいろんな状況を見ながら判断をしていきたいというふうに考えております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) これから取り組むこの事業に対してね、この時点で私が質問する

ことはいささか勇み足かなと、タイミング的に早いかなという気はしないでもないんです

けれども、あえて、これからの質問をさせていただきたいと思います。

まず、近江議員のお話の中にもありましたようにね、やはりこの松前町に人を定着させ

るための話、手っ取り早く言うとね、人口減少の対応策っていうんですかね。これはもう

今始まったことでない、今までのいろんな席でも議員の立場から、或いはいろんな立場か

ら、松前町の人口減少に対してどうあらねばいけないかという議論はしてきております。

でも、それはそれとしてね、今、新しくこれからの松前をこういうふうにするんだってい

う戦略を作る時点ですから、今までの過程は過程としてね、これからどんな部分に対して

町長は人口減少に対応していくかというお話があればね、これからの話なんだけども、先

走った話で恐縮ですけれども、お聞かせいただきたいなと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にこう人口減少の対応策、いろいろ過疎化の対応、いろいろ取

り組んできているところでありますけども、なかなか効果が見えていない、見えてこない

状況もあるわけであります。本当にこう人口減少への対応策と致しましては、まず若者の

定住が必要でありまして、そのためにも町内における雇用の場の確保が求められるだろう

なというふうに思っておりますし、今まで取り組みをしてきているところであります。現

状言いますと、松前高等学校を卒業して、町外に流失するというふうな状況、ある意味で

は子どもさんにしてみますと、地元から、或いは親から離れて暮らしをしてみたいという

ふうな思いもあるでしょうけども、まず過疎化の対策と致しましてはですね、何か一つこ

う、一つのことをすればいいというふうな特効薬みたいなものは、なかなか見えてこない

んであります。いろんな要素があるんだろうな、地形的なものとかですね、いろんな要素

があるんだろうなというふうに思っております。

まず、この自然、松前高校を卒業して町外に流失する、まずこの自然現象分についての

対策を考えなければならないというふうに思っておりまして、少子化対策、或いは子育て

世帯への支援、そして、若い世帯が子どもを産み育ててくれる環境を支援するというふう

なことも大事なことだろうというふうに思っております。企業誘致もいろいろ取り組んで

おりますけども、なかなか思うようにいかない状況でありますし、まず町内生産の、要は

産業の基盤づくりをしっかり行っていくことが重要だというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 町長、今のね、この人口減少ってのは避けられないんですよね、

はっきり言いまして、素直に私も認めます。なぜかというと産まれてくる子どもが少ない、
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亡くなる方が多いと、しかも、町長のお話の中にありましたようにね、松前高校を卒業す

ると、はっきりこれだけの生徒が町外へ就職するという現象は、もうずっと続いているわ

けでね、それをストップさせることは不可能なんですよ。

ただ問題は、例えば５０人の生徒が毎年いく、そうした５０人を４０人に留めることが

できないかと、この辺が鍵でないのかなと私は思うんですよ。ですから、この１０人を松

前に留めるためにはどうしたらいいのかと。現実的にはね、松前では畜産の状況が極めて、

今までにない、いい好環境にあると、しかも、初めて取り組んだ人がね、数年の間に１千

万の生産をできるだけに育っていってると、そういうものを一つ考えます。それからこん

ぶの養殖でもそうですよね、かつては私の記憶ではね、１基５０万、そんな時代でしたよ、

今恐らく１基１００万でしょ、そうすると、５基やると５００万の水揚げが考えられると。

しかしね、前段で言いました畜産でも、こんぶの養殖でも、そこまでいくために時間がか

かる。この時間がかかる間に、その人はどう取り組んでいけるかってことになると、自力

では私は極めて困難だと。ですから、自立できるまでにそれを支えていくことを考えれば

ね、松前高校卒業された方の中に、畜産に取り組む意欲のある方は、年間、まあ１千万っ

てのはね、高い望みですけれども、少なくとも５００万ぐらい水揚げができるまではあな

たの修行、そして生活を支えてやりますよという形でも、こんぶでもそうでしょう。こん

ぶはどっちかっていうと比較的短い間に収益が可能ですよね。ですから、そういう機構を

ね、松前町全体で自立できるまで、あなた方こう育てて、或いは頑張っていくことによっ

てこういう支援をしますよという機構を作ること、或いは組織を作ること、或いは制度を

考えるということがね、私はいつの場でも議論される後継者の育成だとか、そういうこと

にも繋がるんでないかなという思いを持っているんです。

ですから、この戦略会議、もとい、総合戦略の中にもね、こういう形で育てていきます

よ、というとね、少し中身がね、見えてくるんでないかなという思いでおります。この場

で町長、こういうふうにしますなんて答えはね、簡単に出てこないという思いは私はわか

ります。わかりますけれども、でも、そういう取り組みを忘れていってもらっては、実の

ある総合戦略ができあがらない、そういう気持ちでお尋ねしますんで、今一度お答えをい

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) 梶谷議員から、牛のお話、畜産業のお話、或いはこんぶの、養殖こ

んぶのお話がございました。本当にこう畜産業につきましては、農家の方、このＴＰＰ問

題を抱えている状況の中で、将来に対する不安もあるわけでありますけども、現状黒毛の

繁殖、農家の方大変頑張っておりまして、平成２６年中にはですね、１３経営体で１億４

千万程の売上げをしているところであります。農家の皆さんのご苦労には心から敬意を表

したいと思いますし、また一方こんぶの養殖、目で、自分の目で見ながら育てるこんぶの

養殖も、この数年状況のいい部分もありますので、ここの部分は大事な産業であるという

ふうに思っているところであります。

人材育成、いろいろ後継者不足などがありましてですね、現状、課題、問題多いわけで

ありますけども、何とかこう漁業者、新規にやりたい人、或いは規模を拡大したい人、そ

して畜産農家、これにつきましても、新規着業につきましてもですね、自立指導、自立す

るまでの指導をするための組織づくりのお話があったというふうに思っております。本当

に一次産業で生活できる環境づくりをするのは、我々の責務だというふうに思っておりま

すので、事業の支援に対しましてはいろんな情報提供もありますでしょうし、それから、

自立する期間の支援、どのような支援ができるのか、それをやるための組織っていう部分
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につきましても、検討に値すると思っておりますので、検討させていただきたいなという

ふうに思っております。広大な、畜産業で申しましても広大な採草地、放牧地ありますの

で、今まで投資したお金を無駄にしないような施策を進めていきたいというふうに思って

おります。まず、自立していくまでの部分につきましては、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) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 本当に、真剣に取り組んでいただきたいなと思います。恐らく国

だってね、そういうソフト面でのメニューもあると思いますよ、あれだけ力を入れて地方

創生を謳っている今の政府ですから、人材育成、そうした支援、メニューってのは私は探

せばあるんでないかなと。或いは松前から、もとい、この８区からね、２人も現職代議士

が出ているんですから、そうした力も当然貸していただき、いただく場面もあろうかと思

いますけども、この件はね、町長、人材育成ってのは町単ではなかなかこの財源的にもね、

組織的にも、ある程度の規模をもった都市であれば企業の応援だとか、いろんな形でそう

いう組織づくりっていうのは可能かなと思いますけれども、５０億ちょっとの財政規模の

町でそうしたものを考えていくっていうことの難しさは理解しますけれども、忘れちゃい

けない部分だなと私は受け止めております。

かつて、漁業後継者の育成で、道の制度の中でね、松前に１人若い人来ていただいて、

将来をいろいろと楽しませてくれた場面がありました。その人は体調壊してね、本当に漁

業者でなくなったけれども、そうした関係の仕事をして松前に定着してるでしょ、こうい

う現実もあります、私は非常に参考になると思いますよ。ですから、この件は真剣に取り

組んで、総合戦略の中に位置づけてもらえればなと期待をしております。

次の質問させていただきます。松前には町長いつもおっしゃるようにね、資源がいっぱ

いあります。私は、その資源はそれぞれ可能性を含んでいるものだというふうに認識して

おります。ですから、このある意味では磨けば光るものだというふうに思っております、

今は静かに眠っているんでないかなと。少し刺激を与えて起こして、この松前の今の状況

の中にそれを活かした雇用促進だとか、就業の場づくり、場合によっては自立して企業を

興す、いわゆる起業ですね、起こす方の起業ね、そうしたものへ繋げていく考え方がある

かどうか。まあ、ないって言えばそれまでだけどもね、でも、持ってほしいなと。

私はね、この考え方ってのはね、若佐副町長、経験ありますよね、私と一緒にタケノコ

の缶詰作ったことあるっしょ、退職された工藤正継さん。本当にね、この山の、松前の根

曲がりタケノコを採ってきて缶詰にするとね、結構ないい製品ができるんですよ。あの当

時は、松前にそういう缶詰を作る施設があったの、今どうなってるか私確認はしておりま

せんけどね、こういうものも一つだと。そのヒントを得て、私亡くなった友達２人でね、

秋田、青森ってずっとこうそういう観点から視察したことがあるんですよ。青森に行った

らね、缶詰の施設を自分の家に用意して、そして、自分で今言った採ってきたものを製品

にするっていうことじゃなくってね、周りの人方が、町内の人方がみんなこれを缶詰にし

てくれ、あれを缶詰にしてくれという、そういう仕事を請け負って、缶詰製作資金、賃金

ってんですか、工賃ってんですか、そうしたものを収入として成り立っている企業がある

んですよ。

ですから、今のようなこの松前の資源を活かすためにはね、そういう人がいればこれい

いんですけれども、松前にはいない。だとすれば、そういう施設を作る、或いは事業を起

こすというような形はね、この資源を活かすためには絶対必要だというふうに考えており

ますが、町長、いかがですか。
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○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 若佐副町長と缶詰を作ったお話をいただきました。新たな就業の場

の確保を図れというふうなことだろうというふうに思います。本当にこう眠っております

山菜とかですね、いろいろ松前にはいっぱいありますので、本当に水産センターもこの４

月から新しくなります、そういう意味で、まずやってみたい、例えば山菜の缶詰、或いは

瓶詰めなども含めましてですね、やってみたい方がありましたら支援はしてまいりたいと

いうふうに思います。

ただ、どんな支援ができるのかはあれでありますけども、チャレンジしてみたい方あり

ましたら、いろんなお話を相談させていただきたいと思っておりますし、本当に研究セン

ター、水産センターこれからできますけども、真空パックのものも今できる施設もありま

すので、その規模を拡大してですね、町民の皆さんがいろんな部分で利用できるような設

備投資も検討に値すると思っておりますので、町民の人が、方々が水産センターを利用し

て、いくらでもいろんな部分に発想を転換してですね、チャレンジしていただければなと

いうふうに思っております。支援はしてまいりたいというふうに思っております。それか

ら、いろんな我々もですね、情報いただくためにも工業センターからのですね、情報など

もいろいろいただきながら、検討をしていきたいというふうに思っております。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) 本当に、町長恐縮です、これからね、取り組もうとしていること

の前段でこういう話するのはね、私は非常に恐縮なんですけれども、まあ戦略会議のメン

バーの中に入れれば、そりゃあ、今言ったような話すチャンスはあるかもしれませんけれ

ども、そういう可能性があるない全く関係なくね、もう思いをぶちまけておいた方がいい

かなとそういう気持ちもありますんでね、あえて言わせていただいております。

今の加工施設の件に関しましてはね、水産関係ではスルメの加工場はだいたい２０事業

体ぐらいですか、今松前町に。そういう人方が、何人かの人と私話したことがあるんです

けど、スルメ以外には考えられないんですもんね、今の人方には。なぜかというとね、あ

えてリスクを冒したくないんですよ。新しい分野に手を出すことによって当然そこにはリ

スクが伴うから、非常に厳しい経営であればある程ね、堅実な形で今のものを守っていく

という考え方は私は理解できるんです。ですから、そういう人方に、例えば水産加工のね、

付加価値を付ける取り組みをせったってできないんですから、だとすれば、誰がそれをや

らなければいけないんでしょうね。

かつてね、私は株式会社松前町構想を考えたことがあります。あの考え方ってのは、や

はり遊んでいる農地がいっぱいあります、それを活かしてまず働く場を作ると。松前のこ

の土地っていうのは黒土なんですよ。この黒土に一番合うっていうのが、たまたま当時の

田中さんでしたっけか、松前町出身の改良普及員の方、あの方に相談したらやっぱりこの

いわゆる根菜類ね、地上に葉っぱの出てくるそこで実を成すものよりも、地下で実を結ぶ

ものの方が、しかも松前町の黒土にはニンジンが最適だと、そういうようなことで考えた

のが今の構想なんです。まず、好地を活かすということが一つと、生産されたものを更に

手を加えてお金にするってことになれば、当然そこで雇用の場が生まれると。そこで生産

する人方も、自分達が出稼ぎ、或いは勤めている状態の内はまだね、自分達の生計は保て

るけれども、そうでなくなった、いわゆるリタイヤした時に、年金生活になった時にそれ

だけでは生活できない、だとするならばそれプラスいくらという所得が発生するような場

づくりを考えていくという構想で取り組んだ経緯があります。だから、それが基礎になっ
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ていれば、今の山の資源でも海の資源でもどんどんどんどん手が広げられるし、雇用の場

も広がっていくんでないかなという考え方を持っております。

ですから、やはり前段で申し上げましたようにね、現在取り組んでる人方にそれをやれ

ったって、今を、自分達の今を守ることが精一杯の人方はね、前に向けて投資はできない

んですよ。できないとするならば、やっぱり自治体が中心になって、人もいるだろうし、

お金が有り余ってるって言いませんけれども、何とかやりくりもつくだろうし、国がこう

いう地方創生を強く打ち出してる時点だからこそ、いい構想ができれば国だって金出しま

すよ。それを国は期待しているんですからね、そういう強い考えって言いますか、或いは

前向きな考えって言いますか、それをもって、町長取り組んでほしいなっていう願いがあ

るんですよ。考え方を聞かせてください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に地方創生、この波に乗り遅れるわけにはいきませんので、議

員からご指摘がありましたように、他の町、他の自治体にはないようなですね、松前独自

の、松前のカラーを出した総合戦略を作れればいいなと思っているところであります。皆

様方の、町民の皆様方、或いは職員の皆様方、議会の皆様方のご意見を聞きながらですね、

きちんとした１０年後、２０年後を見据えた総合戦略を作ってい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) 国全体のものを、状況を見ながらね、ことを進めなければいけな

い。国だって人口が増えるってことは想定されて、考えられないもんだから、何とかして

１億人を確保しよう、だから地方も頑張ってほしいと、ある意味では地方に期待をかけて

いるっていうかね、責任をなすりつけて、まあ、表現悪いんですけどね、そんな節も見当

たりますよね。ただ、地方にとってはね、そういう限られた枠の中で人口を守っていくっ

ていうことになれば、外から人を引っ張ってくる可能性ってのないっしょ、枠の中で引っ

張り合いになるんだから。そうすると条件のいいところに人ってのは集まりますから、残

念ながら松前にそういう人を呼び込む要素ってのは非常に少ないと、残念ですね。

ただ、町長、ここはね、私は考えようだと思うんですよ。高齢化社会なんです、ね、お

年寄りがどんどんどんどん増えていくと。首都圏では、そういう人方を面倒見る、或いは

福祉政策の中で取り組んでいくっていうためにはね、まず土地がないんですよ。地方に、

土地があるところにね、建物を建てるなら、そして、自分達の自治体からそういうお年寄

りを受け入れてくれるんであれば、お金を出しますからって声かけた時期があったんです

よ、私経験してます、東京２３区の中のね、１区なんですけれども。松前をずっと見た時

に、本当にこれから利用しなければいけない、或いは可能性のある土地っていっぱいあり

ますよね。更には、学校統合によって廃校になった施設もあります。今の廃校なった施設

のこれからの活用だって課題でしょ、見えてこないでしょ、あのまんまほっといたら後で

整理するのに逆にお金はかかりますよ。そういう観点からいくとね、シルバー産業に目を

向けてみる必要があるんでないかなと。

ですから、松前のお年寄りに対する対応策も福祉政策の中でいろいろ考えられておりま

す、しかし、十分な形とは言えない。言いましたように現実遊んでいる財産が、まあ、遊

んでいるっていうか逆に言ったらね、管理に苦慮される財産があるということを考えたら

ね、それを活かすために何を成すべきかっていうことの選択肢の中に、シルバー産業って

のはひょっとすれば松前にとっては可能かなと、しかも、来年の３月でしょ、新幹線開業

するのは。首都圏からのアクセスも変わってきます。木古内、松前間のアクセスも当然考
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えなければいけません、そういうものをトータルで考えたらね、このシルバー産業に注目

をして然るべき。まあ、観光の問題ももちろんありますけどね、それは今言うと、言うつ

もりはございませんけれども、この場ではやはり総合戦略を策定する中には、重要な位置

付けをする必要があると私は考えております。町長はいかがですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町内には利用されていない、言わば有効利用できる財産があると、

土地もある、それから廃校になった校舎も利用できる、こういう要素は十分あるというふ

うに思っております。まず、高齢化社会を見据えた中でシルバー産業へ、ここの部分につ

いても総合戦略の中にというふうなご意見だったというふうに思います。松前町、本当に

こう、先程申しましたけども、国立社会人口問題研究所の２０４０年の推計では、６５歳

以上の高齢化率がですね、５９％になるというふうなデータも出ておりますので、本当に、

しかし、今の６５歳以上の方々はまだまだ若くてですね、重要な働き手でもあるとも言え

るところであります。いずれに致しましても、シルバー産業、いろんな職種あろうかとい

うふうに思います。意見を聞きながら検討してまいりたいというふうに思いますし、町内

にも高齢者事業団というのもありますし、本当に新しく起業するというふうな部分につき

ましてもですね、希望があれば多いに相談にのりたいと思いますし、高齢者の方の就業に

つきましても支援をしてまいりたいというふうに思っているところであります。いずれに

致しましても、シルバー産業へのご提言につきましては、謙虚に受け止めたいというふう

に思います。

○議長(斉藤勝君) １５分間休憩します。

(休憩 午前１１時１７分)

(再開 午前１１時３２分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) なんだか腰を折られたみたいだな、せっかくいい調子になってき

たのに。

町長、前の続きになりますけども、この高齢化社会はね、間違いなくどんどんどんどん

進んでるんですよ。実際に私は２０年前にそういう話があったっていうことでね、東京２

３区の状態考えれば、やっぱり今、控え室でみんなの話聞くとね、現実にそういう問題も

出てるし、木古内の町長あたりはね、チャンスだから木古内にみたいな話までしてると。

そういう実態はね、松前だって乗り遅れちゃいけないし、可能性のあるものはやっぱりど

んどんどんどん推し進めていってほしいなという願いでございます。

いろいろお話しました、それを基にして、或いは、基にしてっていったらちょっと生意

気だかもしれない、参考にしながらね、この実のある総合戦略を作っていただきたいとい

うことでございます。それを作るにおいても、ただいたずらに後継者づくりだとか、人材

育成だとか、そういうことじゃなくって、例えば前段で言いましたように、松前高校の卒

業生が５０人いるんだったら、１０人を何とか松前に残して育てていって自立させると。

そうすることによって若い人ですから、我々と違って新しい命を作ることも可能なんです

よ。やっぱり松前町で今の状況を考えてたら、まあ、死亡者数に追いつく出生なんてのは

考えられませんけれども、でも、少なくともその差は縮めることは私は可能だというふう

に考えております。ですから、どの計画を立てるにしても、この分野ではこれだけの人を



- 117 -

何年後には育てていきたいと。

更には畜産の話もしました。あの草地開発事業ってのは、１千頭飼育目標にして取り組

んでいますから、まだまだ松前町の畜産振興には可能性があるんです。しかも、前段で言

いましたように、条件整備もいろいろ課題はありますよ、ありますけれども今までにない

いい環境にあるだろうし、こんぶだってそうでしょう。私は予算委員会で言おうと思って

たんだけども、あれだけ水産センターを充実してこんぶのこれからに取り組む、或いは他

のものに取り組む姿勢したって、どうやって生産上げますか、人がいないと上がりません

よ。そういうことだってこういう後継者を、或いは将来に可能性ある人を松前町に残して

いくってことは大きな課題ですよ。人口の減少の歯止めもそうですし、後継者の育成もそ

うです、人材、以降これに繋がるんですけども、そうしたものみんな、これ松前がね、町

長が自分達ではじき出した数字を、右肩下がりの傾斜をね、少しでも緩やかにするための

政策ですから、やっぱりきちっとした数値目標を立てて、これは取り組まなければいけな

いと思いますけども、いかがですかね。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) シルバー産業のご指摘もいただきました。いろいろこう各町の取り

組みもあるようでありまして、例えば、議員ご指摘の部分につきましては、東京都の杉並

区が南伊豆町に特養ホームを整備するんだというふうな、そういう関連のことだなという

ふうに思っております。本当にシルバー産業、大きなご提言をいただいたというふうに思

っておりますので、戦略策定にあたりまして、参考にさせていただきたいというふうに思

います。

また、人口減の、人口の減少のスピード、スピードを減速させるというふうな政策づく

りも必要であるというふうなことだと思います。確かにそのとおりだと思っております。

畜産振興、それから漁業振興、いろいろまだまだ可能性あるところであります。畜産振興、

今の本当にこう海にばっかりマグロはいないというふうに私は思っております。山にもマ

グロがいると、それは畜産だというふうに思っておりますので、この辺の話もですね、ど

んどん町民の方と話をさせていただきたいと思いますし、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おります。

いずれに致しましても、松前町独自の人口のビジョン、或いは総合戦略をきちんと策定

していきまして、後継者の確保、それから担い手の育成、そして更には産業人口の減少に

歯止めをかけるような、かけれるようなその施策が大事だろうというふうに思っておりま

すので、総合戦略策定にあたっては十分配慮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) １０番。

○１０番(梶谷康介君) いろいろ述べてきました。漁業の面でも畜産の面でも、更に高齢

化社会に対応する面でもね、いずれにしましても、松前がね、この地域で抱えている問題

が先へ進めれない状態ではないと思ってんですよ。例えば、畜産振興だって前段で申し上

げましたように、草地開発なんていうのはね、まだまだ余裕が、課長ありますよね。それ

から、漁業だってね、どんどんどんどん組合員の数が減少して生産が下がっておりますけ

れども、町長、原則的にね、これは組合員が下がったから、資源があるからね、一人当た

りが多くなるなんていう発想もっちゃいけないですよ。一人の能力なんて限界があるんで

すから、やっぱり生産を上げるとすれば組合員を増やしていかなければ上がりませんよ。

こうしたものをね、原則に考えていかなければ、これからの松前の姿っていうのは、消滅

可能都市の中に組み込まれていってしまう恐れがありますんで、歯を食いしばって、何と
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してもこの我がふるさとを、きっちりと守っていけるような総合戦略を立てていただきた

いと、期待して質問を終わります。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 貴重な時間、本当にご提言をいただきましてありがとうございます。

松前町独自の人口ビジョン、或いは松前版総合戦略をきちんとした数値目標を立てながら

取り組んでいきたいというふうに思います。本当に強い産業、足腰の強い産業を目指しま

して、更には何回も言いますけども、事業後継者、或いは担い手の確保、育成、更には若

者の定住、定着を推進できるような、そして産業人口の減少に歯止めをかけれるような、

大胆な松前町版総合戦略を策定できればいいというふうに思っているところであります。

頑張らせていただきたいというふうに思います、どうもありがとうございました。

○議長(斉藤勝君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午前１１時４１分)

(再開 午前１１時４６分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(斉藤勝君) この際議事日程第３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２号 平成２７年度松前町一般会計予算

◎議案第３号 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２７年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第５号 平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第６号 平成２７年度松前町水道事業会計予算

◎議案第７号 平成２７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２号、平成２７年度松前町一般会計予算、日程第４、

議案第３号、平成２７年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第５、議案第４号、平

成２７年度松前町介護保険特別会計予算、日程第６、議案第５号、平成２７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６号、平成２７年度松前町水道事業会計予

算、日程第８、議案第７号、平成２７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。

昼食のため休憩します。再開は１３時と致します。
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(休憩 午前１１時４７分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

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。はじめに議案第２号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第２号、平成２７年度松前町一

般会計予算について、その内容をご説明申し上げます。

平成２７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５２億３千５５

０万円と定めようとするものです。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項の規定により一時借入金の

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、６千３７０万９千円の計上です。前年度対

比で３７６万１千円の増となっております。この要因は、３節職員手当等で議員期末手

当と９節旅費が増額となっています。更に大きな要因は、４節共済費の議員共済会負担

金が地方統一選挙により給付負担率が上がることが大きな要因でございます。

６４ページです。２款１項１目一般管理費では、１億１千６４１万５千円の計上です。

前年度対比で３千４７８万７千円の増となっております。各節で増減がありますが、ト

ータルで増額となったところでございます。この要因ですが、１４節使用料及び賃借料

で行政情報システム利用料が増額となっており、更に２３節償還金利子及び割引料で、

行政情報システム譲受代金年賦金が新たに増額となっています。これは、クラウド方式

による行政情報システムの更新に伴う、備荒資金組合への償還金です。また、１９節負

担金補助及び交付金で社会保障・税番号制度システム負担金についても増額となってい

ます。これは、マイナンバーの国のシステムと当町のシステムを接続するための中間サ

ーバー利用料に関わる費用分です。また、４節共済費と７節賃金は、臨時職員前年６名

から今年４名を見込んでいることから減額となってございます。なお、職員研修事業の

概要については、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。

６８ページです。２目文書広報費では、６３１万１千円の計上です。前年度対比で１

７万９千円の減となっております。その要因は、１１節需用費の行政文章管理消耗品が

減額となってございます。なお、広報発行事業については、参考資料２３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、３千５７９万６千円の計上です。前年度対比

で２０６万１千円の増です。各節で増減がありますが、トータルで増額となったところ
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です。１５節工事請負費では、エムエイチソーイング屋根塗装工事請負費を新たに増額

計上したところでございます。これは、老朽化した屋根の塗装対応のための措置でござ

います。一方減額の要因としては、１１節需用費の庁舎管理修繕料と庁舎管理、公用車

管理それぞれ燃料費の減によるところでございまます。なお、町設宿舎（職員住宅）地

区別設置状況については、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。

７３ページです。４目支所費では、１千４７万６千円の計上です。前年度対比で６万

円の増となってございます。各節で増減がありますが、トータルで増となったところで

す。なお、支所別管理費の内訳については、参考資料２５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、４千１４５万４千円の計上です。前年度対比

で１千２６６万円の増となってございます。各節で増減がありますが、ふるさと納税に

関わる費用が増額となっており、７７ページの１３節委託料で、ふるさと松前応援寄附

受入特産品取扱委託料が新たに増額となっています。これは、ふるさと納税で１万円の

寄附者に対し、８千円相当の特産品を選定していただくための費用分です。また、１９

節負担金補助及び交付金で松前歴まち商店街組合補助金が増となっています。これは、

道道松前港線唐津地区延長に伴い新たな事務局長の人件費分です。更に地域生活バス運

行事業補助金が新たに増額となっています。これは、昨年１０月から運行しています大

漁くんバス、１００円バスの運行費用の計上です。一方減額の主なものは、１５節工事

請負費で街なみ環境整備分が減となってございます。１９節負担金補助及び交付金で、

昨年実施した街なみ修景施設等整備補助金の減額、更に新生松前町60周年記念事業実行

委員会負担金の減額が大きな要因であります。なお、パートナーシップランド利用計画

は、参考資料の２６ページに、地域生活バス大漁くんバス運行事業の概要は、参考資料

２７ページに、松前町応援寄附金事業の概要については、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。

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、１千３９７万円の計上です。前年度対比で４１０万２千円の減額

となっております。減額の要因としては、１３節委託料で、昨年実施した固定資産管理

システム導入業務委託料と固定資産評価替処理業務委託料がなくなったことによる減が

その主な要因であります。なお、納税貯蓄組合及び運営費補助金の状況については、参

考資料３０ページに、町道民税特別徴収及び集合主税賦課業務委託の内訳、渡島・檜山

地方税滞納整理機構負担金の内訳につきましては、参考資料の３１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、１千２０７万４千円の計上です。

前年度対比で３０１万９千円の増となってございます。増加の要因としては、戸籍の電

算課に伴う費用が増額となっており、特に１９節負担金補助及び交付金で、戸籍システ

ム共同利用負担金が７４４万８千円で新たに発生しており増額となっています。一方減

額は、昨年実施した１３節委託料で、戸籍マイクロフィルム化業務委託料５４０万円が

なくなったことが大きな要因であります。なお、戸籍電算化事業の概要は、参考資料３

２ページに掲げておりますのでご参照願います。

８３ページです。４項１目選挙管理委員会費では、前年同様３８万６千円の計上です。

２目明るい選挙推進費では、２４万４千円の計上です。前年度対比１１万９千円の減で

す。３目知事及び道議会議員選挙費では、２２８万４千円の計上です。前年度対比で１

３０万８千円の減です。平成２７年の４月執行予定の北海道知事及び道議会議員選挙の
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投票経費の計上分でございます。

８５ページです。４目町議会議員選挙費では、５１０万円の計上です。これは、平成

２７年６月２８日執行予定の松前町議会議員選挙に関わる費用の計上です。

８６ページです。５目農業委員会委員選挙費では、７９万３千円の計上です。これは、

平成２７年６月７日執行予定の農業委員会選挙に関わる費用の計上です。

８７ページです。５項１目各種統計調査費では、５２８万７千円の計上です。前年度

対比で４０７万９千円の増となっておりますが、これは、本年度国勢調査に関わる費用

計上分が大きな要因となってございます。なお、各種統計調査事業につきましては、参

考資料３３ページに掲載しておりますのでご参照願います。

８８ページです。６項１目監査委員費では、１８３万６千円の計上です。なお、前年

度対比で１５万９千円増です。主な要因は、９節旅費で監査委員の研修費用の計上分の

増です。

８９ページです。３款１項１目社会福祉総務費では、４億４千７９０万６千円の計上

です。前年度対比で４千５９９万２千円の減となったところです。要因と致しましては、

昨年実施した臨時福祉給付金関連予算が減額となってございます。また、９４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の減が主たるものであります。更に昨

年は、自立支援医療給付費で予算計上していましたが、今年は更生医療給付費として計

上したところでございます。なお、社会福祉総務事業について、参考資料３４ページか

ら３８ページに掲げておりますのでご参照願います。

９４ページです。２目社会福祉施設費では、３５１万６千円の計上で、前年度対比で

６８万２千円の増となっております。各節で増減はありますが、９５ページの１１節需

用費で基幹集落センターの修繕費の増額が主な要因であります。小島基幹集落センター

前の児童遊園フェンスの一部補修に関わる費用の計上です。なお、社会福祉施設管理事

業については、参考資料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。３目老人福祉費では、３億８千１２２万６千円の計上です。前年度

対比で７４３万６千円の減額となったところです。各節で増減はありますが、減額の主

な要因は９８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、更に９９ページ、介護サービス利用者負担軽減事業補助金が減額と

なっています。また、２０節扶助費で、老人福祉施設入所措置費と２８節繰出金の後期

高齢者医療特別会計に対する繰出金が減額となってございます。一方増額は、９８ペー

ジの１５節工事請負費で、月島福祉の家外壁等塗装工事請負費が新たに増額となってお

り、更に９９ページの繰出金で、介護保険特別会計に対する繰出金が大きく増額となっ

ているところでございます。なお、老人福祉事業については、参考資料４０ページから

４２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。４目地域活動推進費では、１千４２０万円の計上で、前年度対比２４

５万２千円の増となっております。１００ページの１９節負担金補助及び交付金で、松前

町街灯料補助金及び松前町ＬＥＤ街灯設置補助金、更には、町内会館修繕費補助金が増額

となったところであります。なお、地域活動推進事業については、参考資料４３ページに

掲げておりますのでご参照願います。

１００ページです。５目交通安全対策推進費では、１０８万４千円の計上です。前年度

対比で９万５千円の減となっております。なお、交通安全対策推進事業については、参考

資料４４ページに掲げておりますのでご参照願います。

１０１ページです。２項１目児童福祉総務費では、１億４３７万２千円の計上です。前
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年度対比で１千１１１万円の増となったところです。増額の要因は、１０４ページの１９

節負担金補助及び交付金で、昨年まで函館大谷短期大学附属松前保育園園児保育実施負担

金が変更となって、子ども子育て支援施設型給付費として増額計上したところでございま

す。更に１０５ページ、２０節扶助費で、児童デイサービス障害児通所給付費は、対象児

童数の通所回数が増えることから増額となっています。子ども医療費については、高校生

以下無料化に伴い増となってございます。新規では、１０１ページ、８節報償費から１１

節需用費まで、子ども子育て会議費用の計上分となっています。一方減額は、昨年実施し

た子育て世帯臨時特例給付事務で、その費用が減額となってございます。なお、保育所運

営事業は、参考資料の４５ページから４６ページに、一時保育促進事業及び児童デイサ

ービス事業は、参考資料４７ページに、地域子育て支援センター運営事業は４８ページ

に、子ども医療費助成事業、未熟児養育医療給付事業は４９ページに、それぞれ掲げて

おりますのでご参照願います。

１０５ページです。２目児童措置費では、６千３０６万５千円の計上です。前年度対

比で１５６万５千円の減額となっておりますが、これは、２０節扶助費の減によるもの

です。中学校終了前の子どもを対象に児童手当を支給するもので、３歳未満は一人月額

１万５千円を支給、３歳以上小学校修了前までが一人月額、第１子、第２子が１万円、

第３子以降が１万５千円を支給、中学生については一人月額１万円、特例給付として一

人月額５千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５０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。４款１項１目保健衛生総務費では、３１２万円の計上です。前年

度対比で２９８万２千円の増となっております。これは、１９節負担金補助及び交付金

で、道南ドクターヘリ運航経費負担金について、今年２月１６日から運行開始したドク

ターヘリを渡島檜山１８市町により経費を負担し、当町では２０件分を見込んでの費用

計上分です。２目母子保健費では、３２８万７千円の計上です。前年度対比で７万５千

円の減となっております。

１０７ページです。３目予防費では、１千７７９万２千円の計上です。前年度対比で

４７６万７千円の減となっております。これは、１３節委託料で大腸がん、乳がん、子

宮がん検診を国の補正予算に関わる２６年３月補正で対応したため減額となっています。

一方増額は、１０９ページの１３節委託料で水痘ワクチン接種委託料、これは、水ぼう

そうの蔓延防止のため、更に高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料については、新たに定

期接種対象者を拡大し、肺炎の予防をするため増となっています。各種検診事業で増減

がありますが、トータルで減となったところでございます。なお、保健衛生事業の概要

については、５１ページから５４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、１千１３５万１千円の計上です。前年度対

比で６４４万５千円の減となっております。主な理由は、昨年実施した火葬場管理胞衣

炉改修工事、５２６万円がなくなったことによるものです。更に１９節負担金補助及び

交付金で、合併処理浄化槽設置補助金が減となってございます。なお、環境衛生事業の

概要は、５５ページに掲げて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、前年度同様１９万円の計上です。これは、江

良診療所と江良歯科診療所の費用分です。６目健康センター費では、６３万８千円の計

上です。前年度対比で５５万２千円の減となっております。主な要因は、１１節需用費

修繕料で健康センターの修繕料の減額分です。なお、診療所費及び健康センター費の事

業概要については、参考資料５６ページに掲げておりますのでご参照願います。
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１１２ページです。７目病院費では、１億６千３１６万５千円の計上です。前年度対

比で１７３万８千円の減額計上です。昨年実施した松前病院経営形態調査旅費がなくな

ったこと、更に１９節負担金補助及び交付金として、病院事業会計に対する補助金とし

て減額計上です。これは、普通交付税分として１億１千１４６万７千円、特例債の元利

償還分として５千１６９万８千円を見込んでいるところでございます。

１１３ページです。２項１目清掃総務費では、２億５千９６１万千円の計上です。前

年度対比で４千５３９万８千円の増となっております。この要因でございますが、１９

節負担金補助及び交付金で、渡島西部広域事務組合負担金（衛生部門）の人件費や汚泥

再処理センター建設による、し尿処理施設費の増額が大きな要因であります。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５７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、５８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、６千２６１万２千円の計上です。前年

度対比で１２６万７千円の増となっておりますが、主な要因としては、１１節需用費で

印刷製本費の増、これは、ゴミ収集カレンダー作製分の計上です。１３節委託料で、一

般廃棄物収集運搬委託料が労働作業費のアップにより増となっております。なお、じん

かい処理事業については、参考資料５９ページから６０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、２千８万２千円の計上です。前年度

対比で３３万５千円の増となっておりますが、この要因は、水道事業会計に対する補助

金で、簡易水道運営に関わる人件費相当分を見込んだことから増となったものです。

１１５ページです。５款１項１目労働諸費では、２０万８千円の計上です。前年対比

で４万５千円の増となっております。これは、９節旅費と１９節負担金補助及び交付金

で職業紹介責任者講習受講負担金について、１名分の受講を見ての増額分です。

１１６ページです。６款１項１目農業委員会費では、１９６万３千円の計上です。前

年度対比で１７万９千円の増額計上です。主な要因は、新たに農地台帳システム保守委

託料の費用分が増となったことによるものです。２目農業振興費では、３１万２千円の

計上です。前年度対比で２２万円の減となっており、これは、昨年備品として購入した

水土里情報システムパソコン分が減額要因でございます。

１１７ページです。３目畜産業費では、２千４９８万２千円の計上です。前年度対比

で７６５万６千円の減となっております。主な要因としては、昨年実施した草地更新支

援事業委託料、８４７万８千円の減額が主な理由です。一方７節賃金で、牧場管理賃金

が増となっています。これは、現在の牧場看視人が６０歳となることから後継者への引

き継ぎのため、３名体制の雇用のため増額となっております。なお、畜産振興事業とし

て、参考資料６１ページから６３ページに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、６０万７千円の計上です。前年度対比で４２万

６千円の増です。１１節需用費で、農業用施設維持管理修繕料で上川地区農業用水路修

繕分が増となってございます。

１２０ページです。２項１目林業振興費では、１千８５０万３千円の計上です。前年

度対比で６６９万８千円の減となっております。この主な要因ですが、地域材で建てる

住宅支援事業は、国の補正予算に係る２６年３月補正で対応したため減額となっていま

す。失礼致しました、すいません、地域材で建てる住宅支援事業は、国の補正予算に係

わり、この後追加補正で対応しようとするものでございます。また、１３節委託料で、

林道環境整備事業委託料と町有林整備委託料が減額となっています。これは、林道の草
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刈りについて昨年購入の草刈機を一部利用するため減額となってございます。なお、林

業振興事業は、参考資料６４ページから６６ページに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、７千６４万２千円の計上です。前年

度対比で３千５７１万４千円の大幅な減となっております。各節において増減がありま

すが、減額の主な要因ですが、昨年実施の、こんぶ種苗等生産施設実施設計業務委託料

と、磯焼け防止海藻繁茂対策委託料がなくなっております。更に１２６ページの１９節

負担金補助及び交付金で、漁業支援総合補助金については、国の補正予算に係わる２６

年３月補正対応としたことからの減によるところでございます。２１節貸付金で、水産

加工振興資金貸付金は、利用者が少ないことから１千万円に減額したところであります。

一方増額の主なものは、１９節負担金補助及び交付金で、新たに松前市場整備補助金と

して３千２２３万２千円の計上です。これは、さくら漁業協同組合の老朽化の著しい松

前市場を整備するための費用計上分です。なお、水産センター管理事業の概要は６７ペ

ージに、ホヤ養殖試験事業の概要は６８ページに、松前市場整備事業の概要は６９ペー

ジに、水産基盤整備事業(漁港)の概要は７０ページに、漁業支援総合補助事業の概要は

７１ページから７２ページに、水産加工振興資金貸付事業の概要は７３ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１２７ページです。２項漁港管理費では、９５１万６千円の計上です。前年対比で３

１万２千円の増です。主な要因は、１１節需用費の光熱水費で、電気料金の値上げ分の

増です。

１２８ページです。３目漁民センター費では、６０万７千円の計上です。前年対比で

１０万９千円の増です。主な要因は、１１節需用費の修繕料で、漁民センターの玄関手

すり設置費用の計上分です。

１２９ページです。７款１項１目商工振興費では、３千５７４万６千円の計上です。

前年対比で５０万円の増です。これは、１９節負担金補助及び交付金の松前商工会補助

金で、商工会青年部設立５０年ということから記念事業を実施のための増額計上です。

なお、商工振興事業として、参考資料７４ページから７５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、２千８１４万１千円の計上です。前

年度対比で３１６万２千円の増となっております。各節中身的に増減があり、トータル

で増額となったところです。この要因は、１３１ページ、１９節負担金補助及び交付金

で、松前グルメ観光ＰＲ事業負担金が増となっており、更に新規事業で、新幹線木古内

駅活用推進協議会負担金として青森県・函館デスティネーションキャンペーン負担金が

その要因であります。これは、新幹線開業に向けたプロモーション活動や観光メニュー

開発等実施の計上分でございます。なお、観光振興事業の概要については、参考資料７

６ページから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。

１３２ページです。３目温泉休養センター費では、１千４１２万２千円の計上です。

前年度対比で３１１万４千円の減となっております。この主な要因ですが、昨年実施し

た２号井温泉ポンプの入替工事を実施しており、その分の減額がその要因となってござ

います。一方１８節備品購入費で、２４万８千円の計上ですが、自動体外式除細動器Ａ

ＥＤ購入分が増となっています。なお、松前温泉休養センター管理運営事業の概要につ

いては、参考資料８５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、

２千１２５万７千円の計上です。前年度対比で２８１万２千円の減となっております。

各節中身的には増減があり、トータルで減額となったところです。この要因は、１３４
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ページの１３節委託料で、新たに公園管理桜説明板製作委託料が増額となってございま

す。一方では、昨年実施した公園整備計画作成委託料、更に旧光善寺用地の人工林（ス

ギ）伐採等の業務委託料がなくなったことが減額の主な要因です。なお、公園等管理事

業の概要は参考資料の８６ページに、桜説明板製作委託料の概要は８７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、３千２９８万３千円の計上です。前年対比で

２千６９１万２千円の増額です。主な要因は、１３節委託料で、松前藩屋敷管理運営委

託料（債務負担行為分）の増です。これは、冬期間のドクターヘリ離発着場所として除

雪などの管理費分の増額です。また、新規で１５節工事請負費で、松前藩屋敷改修工事

請負費は、老朽化した１４棟の建物の簡易修繕と塗装工事のための費用計上分です。更

に１８節備品購入費で、自動体外式除細動器ＡＥＤ購入分が増となっています。なお、

藩屋敷に係わる事業概要については、８１ページから８３ページに掲げておりますので

ご参照願います。

１３７ページです。６目北前船記念公園費では、７１９万２千円の計上です。前年度

対比で３０３万５千円の増です。その主な要因は、１３節委託料で、北前船記念公園総

合管理施設管理運営委託料（債務負担行為分）が増となっております。これは、２７年

度から運営する指定管理者に対し、１名の人件費分見合い分について増となってござい

ます。更に１８節備品購入費で、自動体外式除細動器ＡＥＤ購入分が増となってござい

ます。なお、北前船記念公園総合管理施設管理運営の概要については、参考資料８８ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。

１３８ページです。８款１項１目土木総務費では、３７６万７千円の計上です。前年

度対比で２５０万２千円の増ですが、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増額要因です。

１３９ページです。２項１目道路橋りょう維持費では、５千４８８万８千円の計上です。

前年度対比で３７２万８千円の減ですが、この要因は、１４０ページ、１３節委託料で、

新たに橋りょう点検業務委託料で増となっていますが、昨年実施した町道側溝清掃委託料

と除雪車の購入費がなくなったことより減額となったものでございます。

１４０ページです。２目道路新設改良費では、４千９６０万５千円の計上です。前年対

比で３千１６４万３千円の減です。この要因は、１５節町道改良工事請負費で、昨年１０

路線を実施しておりましたが、今年は町内６路線を予定しており減となってございます。

また、昨年実施の用地測量と用地購入費がなくなったことにより減額となってございます。

なお、町道改良事業は、参考資料８９ページに掲げておりますのでご参照願います。３目

橋りょう新設改良費では、１億８千５７３万５千円の計上です。これは、昨年社会資本整

備総合交付金事業の前倒しにより、２６年度実施予定の茂草橋改良事業を２５年度３月補

正により対応したため、２６年度当初予算では０円となってございます。なお、新規に１

３節委託料で、大沢橋改良基本設計業務委託料を計上したところでございます。なお、大

沢橋改良基本設計業務委託料の概要は参考資料９０ページに、茂草橋改良事業の概要は９

１ページにそれぞれ掲げておりますのでご参照願います。

１４２ページです。３項１目河川維持費では、前年同様２１５万４千円の計上です。２

目河川改良費では、２千８３２万６千円の計上です。前年度対比で１千７７５万２千円の

増です。３件の河川改良を予定しているところでございます。なお、河川改良事業は、参

考資料８９ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４３ページです。４項１目港湾管理費では、３４６万７千円の計上です。前年度対比



- 126 -

で２６万円の増ですが、この要因は、１１節需用費の港湾管理光熱水費では電気料金値上

げ分の増と、港湾管理修繕料は港内水銀灯等の取替修繕の増、更に１２節役務費で港湾管

理手数料では、ゴミ処理手数料の増によるものでございます。

１４４ページです。５項１目住宅管理費では、１千４１５万円の計上です。前年度対

比で７６万１千円の増となっております。各節中身的には増減があり、トータルで増額

となったところです。主な要因は、１１節需用費、町営住宅管理光熱水費の増です。こ

れは、電気料金の値上げによる増が主な要因です。なお、町営住宅地区別設置状況は、

参考資料の９２ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４６ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、４億８千２９２万円

の計上です。前年度対比で１億７千９８７万９千円の増となっております。渡島西部広

域事務組合負担金（消防部門）の増額の要因は、消防救急デジタル無線共通波整備を終

え、今年活動波整備を実施することからその費用が増となっている大きな要因でありま

す。また、消防施設費では、防火水槽新設工事として原口バス停付近に設置予定として

おります。更に、清部消防団に小型動力ポンプ積載車の購入を予定しているところでご

ざいます。なお、渡島西部広域事務組合負担金の内訳（消防部門）については、参考資

料の９３ページから９５ページに、小型動力ポンプ積載車購入事業の概要は、９６ペー

ジに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、９７２万４千円の計上

です。前年度対比で２千９６０万６千円の減となっておりますが、１節報酬から９節旅

費まで新たに防災専門員の配置費用が増となっております。一方減額の大きな理由は、

昨年購入した防災行政無線放送設備操作卓がなくなったことが大きな要因であります。

１４９ページです。１０款１項１目教育委員会費では、前年と同額の１１８万８千円

の計上です。２目事務局費では、６８１万４千円の計上です。前年度対比５０万３千円

の減となっておりますが、その要因は昨年まで町設宿舎管理システム保守委託があり、

これがなくなったこと、更に１１節需用費で町設宿舎管理教職員住宅光熱水費の減、公

用車管理燃料費の減がその要因であります。なお、町設宿舎（教職員住宅）地区別設置

状況については、参考資料の９７ページに掲げておりますのでご参照願います。

１５１ページです。３目教育振興費では、１千３３７万５千円の計上です。前年度対

比で７３８万１千円の減となっておりますが、１節報酬と９節旅費で新たにいじめ対策

事業が増えております。一方減額の主な理由は、１５４ページの負担金補助及び交付金

で松前高等学校通学生交通費等補助金が減となってございます。これは、昨年１０月か

ら運行した地域生活バス大漁くんバスを高校生が利用したことによる減額です。また、

松前高等学校教育振興会補助（就職、進学対策分）と松前高等学校生資格取得費補助金

は、国の補正予算に係わる補正、或いは今後の予算での計上とさせていただいたところ

でございます。なお、教育指針推進事業は参考資料９８ページに、ＡＬＴ外国語指導助

手招致事業は９９ページに、松前高等学校通学生交通費等補助事業は１００ページに、

奨学資金貸付実績及び計画は１０１ページに、各小中学校の学級数、児童生徒数、学校

職員数の状況につきましては１０２ページに掲げておりますのでご参照願います。

１５５ページです。２項１目学校管理費では、７千１０８万１千円の計上です。前年

度対比で５４万円の増となっております。各節中身的には増減がございまして、要因と

しては、１５５ページの７節賃金で学校管理賃金として、館浜地区の小学生の送迎を主

体に１名分賃金の増額となっております。１５６ページの１１節需用費で学校管理光熱

費が電気料値上げ分が増、教師用教科書及び指導書購入費が４年に１度更新で新たに計

上しております。一方減少となる主なものは、１５６ページの１１節需用費で学校管理
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燃料費が減、１３節委託料でスクールバス運行業務委託料が減、昨年計上していた松城

小学校プール上屋シート購入分がなくなったことによるものであります。トータルにお

いて増額となっているところでございます。

１５９ページです。２目教育振興費では、４２５万８千円の計上です。前年度対比で

４万３千円の減となっております。これは、経済的理由で就学困難なものに対し必要な

援助を行うものでございます。

１６０ページです。３項１目学校管理費では、５千１８１万１千円の計上です。前年

度対比で８２５万６千円の減となっております。要因としては、大島中学校が閉校とな

ることから総じて総額となるものでございます。１節報酬、学校技能員報酬で１名の減

となっています。１１節需用費の学校管理分が全体的に減となってございます。更に１

４節使用料及び賃借料も全体的に減となってございます。一方増額の主なものは、１３

節委託料のスクールバス運行業務委託料となってございます。

１６３ページです。２目教育振興費では、７０１万７千円の計上です。前年度対比で

１０８万４千円の減となってございます。この要因としては、２０節扶助費で、要保護

・準要保護児童生徒就学援助費の対象生徒数が減少となっており、更に、昨年大島中学

校閉校記念事業実施負担金がなくなったことが減額の要因となってございます。３目学

校建設費では、２億６千３７８万５千円の計上です。前年度対比で５億３００万１千円

の減額となっています。減額の要因は、松前中学校改築事業の第１期工事分が終了した

ことから減額となっております。松前中学校改築事業は、２７年度計画していた事業が

学校施設環境改善交付金対象となったため、その交付金対象基準額分を２６年度の３月

補正で対応したところでございます。２７年度予算で当該交付金基準額の対象外分につ

いて対応したところでございます。中学校改築事業は、第１期工事分が２４年度から２

６年度に、給食センターを含みます第２期工事分を２５年度から２７年度までに実施の

予定で、継続費として計上したところでございます。なお、松前中学校改築事業年度別

事業費内訳の概要につきましては１０３ページに、松前中学校及び松前町学校給食セン

ター改築事業に係わる備品等の購入の概要については１０４ページに掲げておりますの

でご参照願います。

１６４ページです。４項１目社会教育総務費では、１０７万８千円の計上です。前年

度対比で５万３千円の増となってございます。主な要因は、１節報酬で社会教育委員が

１名増となっていることがその要因です。

１６５ページです。２目公民館費では、６５０万１千円の計上です。前年度対比で７

７万９千円の増となっております。各節中身的に増減がございますが、１６７ページ、

１９節負担金補助及び交付金で、文化の香り漂う書のまちづくり推進協議会補助金が増

額となってございます。なお、社会教育総務事業、公民館事業は参考資料１０５ページ

に、姉妹都市交流事業の概要は１０６ページに掲げていますので参照願います。

１６７ページです。３目図書館費では、８７０万７千円の計上です。前年度対比で６

７万３千円の増額です。主な要因は、１３節委託料で図書館管理運営委託料の増額が要

因です。なお、図書館運営事業は、参考資料１０７ページに掲げておりますのでご参照

願います。

１６８ページです。４目社会教育施設管理費では、２千７４３万７千円の計上です。

前年度対比で７９万５千円の増となってございます。各節において増減がありますが、

トータルで増となってございます。主な要因は、１節報酬で、町民総合センター管理嘱

託員報酬が増額となってございます。また、１６９ページの１１節需用費で、町民総合
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センター管理費の消耗品が増となってございます。１７０ページ、１３節委託料で、交

流の里づくり館の管理オイルタンク処理業務委託が新たに増額となってございます。一

方減額の主なものは、１１節需用費で、町民総合センター管理燃料費及び修繕料が減額

となってございます。

１７１ページです。５目文化財費では、５１０万８千円の計上です。前年度対比で１

３７万９千円の減となっております。各節中身的に増減がありますが、４節共済費、７

節賃金で文化財保護管理事業が増額となってございますが、一方昨年実施した松前町指

定文化財保存修理等補助金徳山大神宮維持補修事業分と、松前神楽の宴実行委員会負担

金がなくなったことによる減でございます。なお、文化財事業の概要は、参考資料１０

８ページから１１０ページに掲げておりますのでご参照願います。

１７３ページです。６目史跡保存整備費では、５千３７８万１千円の計上です。前年

度対比で３千６３９万２千円の増となっておりますが、１７５ページ、１３節委託料で

新たに史跡保存整備史跡地形測量図及び保存管理計画策定業務委託料、土地鑑定委託料、

測量委託料が増額となっており、１７節公有財産購入費、用地購入分と、２２節補償補

填及び賠償金の立木の補償費と家屋移転補償費が全て増額となってございます。一方昨

年実施した神明石切り場跡保存整備基本設計業務委託料、更に史跡松前氏城跡福山城跡

保存整備、二の丸、三の丸現況地形測量委託料がなくなったことによって減額となった

ものでございます。

１７６ページです。７目郷土資料館費では、１千３６３万７千円の計上です。前年度

対比で１１９万４千円の減となってございます。各節中身的に増減がありますが、１１

節需用費の修繕料が減となってございます。なお、松前城資料館入館者の概要について

は、参考資料１１１ページに掲げておりますのでご参照願います。

１７８ページです。５項１目保健体育総務費では、２１６万１千円の計上です。前年

度対比で８万２千円の増となっております。各節増減がありますが、ほぼ前年並みの計

上でございます。なお、保健体育総務事業については、参考資料１１２ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１７９ページです。２目体育施設費では、１千８０万９千円の計上です。前年度対比

で２３５万４千円の減となってございます。主な要因は、１８０ページ、１１節需用費

で町民野球場管理修繕料の減、更に昨年予算計上しておりました芝管理用トラクター購

入費がなくなったことによって減額となってございます。

１８２ページです。３目学校給食費では、６千７３５万４千円の計上です。前年度対

比で１千５３６万８千円の増となっております。各節中身的に増減がございます。新規

で調理用消耗品など揃えることから、１１節需用費で消耗品費の増、１３節委託料で学

校給食委託料が増となってございます。更に１８節備品購入費で、調理器具備品を揃え

ることから増額となってございます。一方減額は、１１節需用費の燃料費が減となって

ございます。なお、学校給食事業については、参考資料１１３ページに掲げております

のでご参照願います。

１８４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、１０万７千円

の計上です。前年度対比で６万２千円の増となっております。これは、前年災害が多か

ったことから増額となったものでございます。

１８５ページです。１２款１項１目元金で、６億３千５５１万６千円、２目利子で５

千９１０万１千円の計上です。平成２６年度末の残高見込額は、約６７億円となってお

ります。償還元金は、平成１６年に借り入れした地方債の借換債分がありますが、償還
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元金は減少しており、近年の利率の低利化により償還利子も減少しているところでござ

います。

１８６ページです。１３款１項１目職員給与費では、９億４千４９４万９千円の計上

です。一般会計で対応する特別職、一般職１１０人分の給料、手当、共済費を計上した

ところでございます。前年度対比では、１千５８６万８千円の減となってございます。

前年から職員３名分が減となっています。一方、１８７ページ、１９節負担金補助及び

交付金で、地方自治法派遣職員給与費負担金を新たに計上したところでございます。こ

れは、北海道からの派遣職員分の給与、手当分についての増額分です。なお、各種手当

の支給状況については、参考資料１１４ページから１１６ページに掲げておりますので

ご参照願います。

１８８ページです。１４款１項１目予備費では、昨年同様５００万円の計上です。災

害応急対応に備え、計上したところでございます。

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２億２千９２３万８千円、２目法人では２千７

５３万６千円の計上です。前年度までの実績などを基に推計、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１億９千１６４万６千円、２目国有資産等

所在市町村交付金では３３８万円の計上です。前年実績と概要調書などをベースに推計

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、１千３９３万２千円の計上です。昨年１

１月末現在の車両台数２千５８０台を基に推計し、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、６千４８５万９千円の計上です。２５年

度実績と２６年度の実績見込みを勘案の上、推計、計上したところです。

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、６９７万５千円の計上です。前年度の実績見

込等を考慮の上、推計、計上したところでございます。

１８ページです。２款１項１目地方揮発油譲与税では、１千５００万円の計上です。

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、３千２００万円の計上です。前年

度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みを基づき計上したところでございま

す。

２０ページです。３款１項１目利子割交付金では、１５２万２千円の計上です。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。

２１ページです。４款１項１目配当割交付金では、７２万７千円の計上です。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。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金では、１９万４千円の計上で

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。

２３ページです。６款１項１目地方消費税交付金では、９千３００万円の計上です。

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。

２４ページです。７款１項１目自動車取得税交付金では、６９０万円の計上です。国

の地方財政計画見込みにより計上したところでございます。

２５ページです。８款１項１目地方特例交付金では、６３万３千円の計上です。国の
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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。

２６ページです。９款１項１目地方交付税では、２６億４千７３７万６千円の計上で

す。前年度対比で減となってございますが。不透明な部分はありますが、国の地方財政

計画見込みを勘案し、財源調整を含めながらの計上でございます。

２７ページです。１０款１項１目交通安全対策特別交付金では、１千円の計上です。

２６年度実績において交付金がなかったことから補正予算で減額計上しておりますが、

２７年度につきましても同様に予想されるため、１千円を計上したところでございます。

２８ページです。１１款１項１目民生費負担金では、３３４万円の計上です。前年度

対比で１８４万５千円の減でございますが、その主な要因は、１節の老人福祉施設入所

者費用徴収金が減額となっており、更に今回学童保育の保護者負担金が２６年３月補正

計上したことからなくなってるためのものでございます。２目教育費負担金では、１５

万２千円の計上です。

２９ページです。１２款１項１目総務使用料から、３１ページの７目教育使用料まで、

総額で８千４１２万円の計上です。各使用料において増減ございますが、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。

３２ページです。２項１目総務手数料から、３３ページの５目土木手数料まで、総額

で３千３７３万３千円の計上です。それぞれ、前年度の実績見込みなどを推計、計上し

たところでございます。

３４ページです。１３款１項１目民生費国庫負担金では、２億１千４５５万円の計上

です。前年度対比２７３万７千円が減額となっております。各節において中身的に増減

ございますが、１節社会福祉費負担金で、障害者自立支援給付費負担金介護訓練等給付

分が大きく減額になってございます。２節児童福祉費負担金では、子ども子育て支援法

の改正により拡大対象となり、幼稚園運営費負担金が増となっております。また、児童

手当に係わる負担金は、３節から８節までとなっております。歳出に計上しております

それぞれの事業費に対する国庫負担金の計上分でございます。

３６ページです。２項１目総務費国庫補助金から、３７ページ、６目教育費国庫補助

金まで、総額で１億７千７３９万７千円の計上です。なお、３６ページの１目総務費国

庫補助金、１節総務管理費補助金では、新たに社会保障税番号制度システム整備費補助

金を計上しております。３７ページ、６目３節社会教育費補助金、国宝重要文化財等保

存整備費補助金、史跡松前氏城跡福山城跡保存整備分については、大幅に増額となって

ございます。いずれも歳出で計上しております、それぞれの事業に対します国庫補助金

の計上でございます。

３８ページです。３項１目総務費国庫委託金では１７万円、２目民生費国庫委託金で

は２７５万円の計上です。いずれも歳出で計画しています事業に対する国庫委託金の計

上でございます。

３９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、

４０ページの８節特例給付負担金まで、総額で１億８千１０７万５千円の計上です。な

お、国庫負担金同様、１節社会福祉費負担金で、障害者自立支援給付費負担金介護訓練

等給付分が減額となっております。また、２節児童福祉費負担金では、子ども子育て支

援法の改正により拡大対象となり幼稚園運営費負担金が増となってございます。いずれ

も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。

４１ページです。２項１目総務費道補助金から、４２ページの４目教育費道補助金ま
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で、総額で５千９７０万９千円の計上です。なお、新たに４２ページの３目３節水産業

費補助金地域づくり総合交付金(松前市場整備事業分)を計上したところでございます。

いずれも歳出で計上しておりますそれぞれの事業に対する道補助金の計上でございます。

４３ページです。３項１目総務費道委託金から、４５ページの７目教育費道委託金ま

で、総額で２千４５１万４千円の計上です。なお、１目５節各種統計調査委託金が国勢

調査実施のため大きく増額となってございます。いずれも歳出で計上しておりますそれ

ぞれの事業に対する道委託金の計上でございます。

４６ページです。１５款１項１目財産貸付収入では９３３万３千円、２目利子及び配

当金では７７万４千円の計上です。いずれも前年実績及び推計見込みによる計上でござ

います。

４７ページです。２項１目不動産売払収入から、３目生産物売払収入まで、総額で１

千２６万３千円の計上です。それぞれ前年実績等を勘案して売払い見込により計上した

ところでございます。

４８ページです。１６款１項１目一般寄附金から、３目教育費寄附金まで、総体で２

２５万３千円の計上です。なお、２目１節総務管理費寄附金のふるさと松前応援指定寄

附金が増額となってございます。いずれも前年実績等を勘案しての見込みによる計上で

ございます。

４９ページです。１７款１項１目国民健康保険特別会計繰入金から、３目後期高齢者

医療特別会計繰入金まで、総体で６７万円の計上です。前年度との比較では、ほぼ同様

となってございます。

５０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

なします地方交付税は、国の総枠で０．８％の減額となってございまして、出口ベース

での減少のため交付税の動向が不透明であることから、基金の繰入れを致そうとするも

のでございます。２目創玄書道会書の町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

金から繰り入れを致そうとするものでございます。３目教育施設整備基金繰入金では、

２千万円の計上です。これは、松前中学校改築事業に充当するため、基金の繰入れを致

そうとするものでございます。

５１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。

５２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。いずれも前年と同額の計上でございます。

５３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。

５４ページです。３項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４千５６１万９千円の計上です。１目２節水産業費貸付金元利収入の

水産加工振興資金貸付金元金収入が大きく減額となってございます。いずれも、歳出で

計上しています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。

５５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３４３万１千円の計上です。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。

５６ページです。５項１目滞納処分費から、６目雑入まで、５８ページの総額で４千５４

９万３千円の計上です。特に増減の大きいものは、５７ページの児童デイサービス事業

負担金で、通所者が増えたことによる増額となっています。また、雇用保険料等個人負

担金も率の改正により増額となっており計上したところでございます。



- 132 -

５９ページです。２０款１項１目民生債から、６１ページ、９目借換債まで、総額で

８億８千２２万円の計上です。１目から７目までは、本年度計画しております事業など

に充当致そうとするものです。なお、過疎地域自立促進特別事業債については、過疎債

のソフト対象分事業としての計上です。また、８目臨時財政対策債については、地方財

政計画などに基づき、起債発行見込額を計上したところでございます。更に９目借換債

については、平成１６年度借入分を２０年償還で計画しておりますが、金融機関は１０

年での償還となるため、更に１０年間の償還延長のための借換債となるものでございま

す。

以上が歳入でございます。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５２億３千５５０万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、５２億３千５５０万円に致そうとするものでございます。

７ページです。第２表債務負担行為でございます。公用車譲受代金他２件について、

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、ごみ再生処理施設整備事業負

担金から借換債まで、１６件で総額８億８千２２万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) 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。

次に議案第３号、５号について、福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) それでは、予算書２０５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３号、平成２７年度松前町国民健康保健特別会計予算に

ついて、その内容をご説明申し上げます。

平成２７年度松前町の国民健康保健特別会計の予算は、次に定めるところによろうとす

るものです。

第１条は、歳入歳出予算であります。事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１８億９００万円に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に致そうとするもの

です。

それでは、歳出の事項明細よりご説明申し上げます。２２７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、国保事務の執行に必要な経費と致しまし
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て、４節共済費から１４節使用料及び賃借料まで、合わせて５８２万１千円の計上でござ

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。

２２８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８４万９千

円の計上です。北海道国民健康保険団体連合会及び同じく渡島地方支部負担金、共同事業

事務費負担金の計上です。

２２９ページです。２項１目賦課徴収費では、５０２万３千円の計上です。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、徴収用公用車２台分の維持

管理費等を計上しております。また、納税貯蓄組合の補助の内、国保会計負担分を計上し

たところであります。

２３０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、

１０億２４１万４千円の計上です。対前年度６千７８２万１千円の増額であります。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。２７年度においてはこれ

が増加する見込みであります。

２３１ページです。２項１目一般被保険者高額療養費で１億４千４２０万６千円、２目

退職被保険者等高額療養費で７２３万６千円の計上です。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、２５年度実績及び２６年度の実績見込みにより計上し

たものでございます。

２３２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、

４２０万３千円の計上でございます。出産育児一時金につきましては、１０件分を見込ん

でおります。

２３３ページです。４項１目葬祭費では、年間３０件を見込み、９０万円の計上です。

２３４ページです。３款１項１目後期高齢者支援金で、１億７千２６８万１千円の計上

です。２目後期高齢者関係事務費拠出金で、１万１千円の計上です。いずれも支払基金か

らの通知によるものです。

２３５ページです。４款１項１目前期高齢者納付金で、１６万６千円の計上、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。

２３６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。

２３７ページです。６款１項１目介護納付金では、７千２８万６千円の計上です。平成

２７年度納付分として支払基金からの通知によるものです。

２３８ページです。７款１項１目高額療養費拠出金では、４千２０１万７千円の計上で

す。２目保険財政共同安定化事業拠出金では、３億３千８７４万５千円の計上です。いず

れも３ヶ年の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

あります。更に、保険財政共同安定化事業につきましては、従来の拠出金は３０万円以上

の対象からでありますが、２７年度からは全医療費に拡大となったことにより、前年度対

比約１億８千６２４万円が増額となっております。

２３９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１８節

備品購入まで、合わせて７８２万８千円の計上です。

２４０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２３０万５千円の計上です。健康づくり推進協議会への支援と保
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健師、栄養士の活動費、更に小中学校等の生徒に対し、歯科健康教室を実施するための費

用の計上しております。

２４１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、１６万１千円の計上であります。３億円を限度に借り入れをしようとするもの

であります。

２４１ページです。１０款１項１目一般被保険者保険税還付金及び還付加算金から３目

償還金まで、合わせて１１０万１千円の計上です。

次に２４３ページです。２項１目一般会計繰出金では、６６万８千円の計上です。これ

は、インフルエンザ等予防接種した場合に、一般会計へこの分を経費を繰り出しし、一般

会計から支出する仕組みであります。

２４４ページです。１１款１項１目予備費では、１８５万７千円の計上です。

以上が歳出の事項別明細であります。これに対応致します歳入ですが、２１２ページへ

お戻り願いたいと存じます。

２．歳入です。２１２ページから２１３ページに渡っておりますが、２１２ページから

です。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２億３千９１３万２千円の計上です。対前年度３．６％の減、８９６万５

千円の減額であります。現年度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、調定見込額を２億４千４５２万円と

推計し、１目一般被保険者分の現年度分の収納率を９３％、２目退職被保険者分の現年度

課税分で収納率を９３％と、それぞれ見込んで積算したところであります。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１０％、退職被保険者等分の収納率を

１５％で見込んで積算したとこであります。

次に２１４ページです。２款１項１目療養給付費等負担金では、前年度比較７８万４千

円減の２億４千８４６万５千円の計上です。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あります。歳

出の保険給付費で述べたとおり、平成２７年度の医療費が平成２６年度に比べ、増加する

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１億７千７１万６千円となって

おります。２６年度と比較しますと４０２万７千円の増となっております。また、後期高

齢者支援金負担金については、対前年度比較７４万７千円減の５千５２５万７千円、介護

納付金では、前年度比較４０６万４千円減の２千２４９万１千円となっているところであ

ります。次に、２目高額医療費共同事業負担金では、前年度比較９９万８千円減の１千５

０万４千円の計上です。３目特定健康診査等負担金では、前年度比較１万９千円減の１４

２万８千円の計上です。

２１５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、

合わせて対前年度比較７千９２１万９千円増の２億５千９２万９千円の計上です。

２１６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１千２４１万９

千円増の５千９０３万９千円の計上です。なお、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の交付見込額を計上致し

たところであります。

２１７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１千４２６万３

千円減の４億４千４３５万８千円の計上です。前期高齢者に係る医療費の不均衡が生じ、

国保の負担が増えることから保険者間の財政調整のための、支払基金からの交付されるも

のであります。
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２１８ページです。５款１項１目高額医療費共同事業負担金で、１千５０万４千円の計

上です。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の１

４２万８千円を計上しております。

２１９ページです。２項１目道財政調整交付金では、給付費の９％が交付される仕組み

で、７千４６３万円の計上であります。

２２０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、前年度対比１千５２

６万増の５千２３９万４千円の計上です。高額医療費の支払いに係わる保険者負担の軽減

を図るため、１件８０万円を超える額の１００分の５９を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、前年度対比１億６千６８３万３千円増

の３億１千１７２万８千円の計上です。平成２６年までは、３０万円を超える医療費の内、

８万円から８０万までの金額を対象に、１００分の５９が交付される仕組みでありました

が、平成２７年度より対象金額が全医療費に拡大されます。

２２１ページです。７款１項１目一般寄附金では、昨年同様１千円の計上です。

２２２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、合わせて対前年度比較６０２万２千円増の１億３２

８万１千円の計上です。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き計上し、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の額を、５節その他一般会計繰入金では、インフルエンザ等予防接種分３３万４千

円、平成２５年度実績に基づいて、国民健康保険事務執行に係る経費分７３０万３千円及

び子ども医療費助成事業等の地方単独事業に伴う国庫負担金の減額分として２８６万９千

円、合わせて１千５０万６千円の計上です。

２２３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。

２２４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。

２２５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。

２２６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１

１７万１千円の計上です。

以上が歳入の事項別明細であります。２０６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１８億９００万円に致そうとするものです。

次に２０７ページから２０８ページです。歳出におきましても１款総務費から１１款予

備費まで、歳入と同額の１８億９００万円に致そうとするものです。なお、２４６ページ

に予算の参考資料を添付しておりますのでご参照願いたいと存じます。

以上が議案第３号、平成２７年度松前町国民健康保険特別会計予算の内容でございます。

何卒よろしくご審議の程お願い申し上げます。

続きまして、予算書３０６ページをお開き願いたいと存じます。

議案第５号、平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計予算について、その内容をご

説明申し上げます。

平成２７年度松前町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによろうと

するものであります。

第１条は、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９
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６２万２千円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。３２０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

１０５万６千円の計上です。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。

３２１ページです。２項１目徴収費では、１１節需用費から１２節役務費まで４６万円

の計上です。納付書の印刷やトナー代等が計上であります。

３２２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、１億７８４万５

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３３８万１千円の計上です。広域連合からの通知に

よるものです。また、保険料等分で、５千２３４万１千円の計上です。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、５千２１２万３千円の計上です。

３２３ページです。３款１項１目保険料還付金及び２目の還付加算金では、合計１６万

円の計上です。

３２４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。

３２５ページです。４款１項１目予備費では、１０万円の計上です。

以上が歳出の事項別明細であります。これに対応致します歳入です。３１２ページへお

戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、５千２３４万円の計上です。

対前年度で４３万８千円の増額となっております。なお、３２６ページに参考資料を添付

してございますので、失礼致しました、３２６ページに参考資料を添付してございますが、

今年度は年間の月平均人数を１千８７０人、現年度保険料負担総額を５千２８１万８千２

００円、収納率を９９％と見込み、収納見込み額を５千２２９万円としたところでありま

す。

３１３ページです。２款１項１目督促手数料では、２万７千円の計上です。

３１４ページです。３款１項１目事務費繰入金では、５１２万７千円の計上です。歳入

で申し上げました広域連合への共通経費の事務費負担分として、３３８万１千円、その他

町事務費分として１７４万６千円、合計５１２万７千円の計上です。２目保険基盤安定繰

入金では、５千２１２万３千円の計上です。

３１５ページです。４款１項１目繰越金については、１千円の計上です。

３１６ページです。５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。

３１７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。

３１８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。３０７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５款諸収

入まで、歳入の合計を１億９６２万２千円に致そうとするものです。

次に３０８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

１億９６２万２千円に致そうとするものであります。

以上が議案第５号、平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計予算の内容でございま

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４号について、健康推進課長。
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○健康推進課長(阪本涼子君) ２４７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４号、平成２７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２７年度松前町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとするも

のです。

第１条は、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ

１０億１千７９７万７千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１千５５０万８千円と定

めようとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものです。

第２条は、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定めようとするものです。

第３条は、歳出予算の流用です。地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定めようと

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定めようとするものです。

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。２６７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、次のページ、２６８ペー

ジの２３節償還金利子及び割引料まで介護保険事業の事務用経費として、合わせて６２４

万８千円の計上です。１３節委託料では、運用システム改修委託料として、２７７万１千

円を計上しておりますが、これは、平成２７年８月から施行されます一定以上所得者の自

己負担割合の変更及び高額介護サービス費の限度額の見直しと介護保険制度改正に係るシ

ステムの改修費用となります。２３節償還金利子及び割引料では、平成２４年度に整備し

ました介護保険システム更新費用の譲受代金年賦金１６７万５千円となっております。

２６９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３６万３千円の計上です。

次に２７０ページです。３項１目介護認定審査会費では、渡島西部４町で構成しており

ます渡島西部地域介護認定審査会に係る経費としまして、１２節役務費、１９節負担金補

助及び交付金で、合わせて６５５万５千円の計上です。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６６５万３千円の計上です。

次に２７１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の会議運営に伴う費用

の計上です。

次に２７２ページです。２款１項１目介護サービス給付費では、第６期介護保険事業計

画で推計しました事業量により算定し、対前年度比８．１％、６千９９２万７千円増の９

億３千１３７万９千円を計上しております。

次に２７３ページです。２項１目高額介護サービス費では、２千２００万円の計上です。

次に２７４ページです。３項１目審査支払手数料では、１０２万円の計上です。

次に２７５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２７６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２７７ページ、

１３節委託料まで、合わせて８６５万７千円の計上です。地域包括支援センター主任ケア

マネージャー１名分の人件費及び介護予防事業費として実施予定の口腔機能改善教室、脳
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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。

次に同じく２７７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２

８０ページ、２０節扶助費まで、合わせて２千９８７万２千円の計上です。地域包括支援

センター保健師１名と社会福祉士１名の人件費、及びケアマネージャー等臨時職員賃金、

更に介護予防サービス計画作成等の委託料や家族介護用品給付費に係る経費を計上したと

ころです。

次に２８１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、

２万２千円の計上です。基金の預金利子を積立致そうとするものです。

次に２８２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、８万１

千円の計上です。

次に２８３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２８４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２８５ページです。８款１項１目予備費では、４７７万２千円の計上です。

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。２５３ペー

ジへお戻り願います。

２５３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、１億５千７６

０万円の計上です。１節現年度保険料分では、３千５２４人分、１億５千７１７万７千円

見込んでおりますが、対前年度比２４．３％、３千７５万６千円の増となりますが、これ

は介護保険料の改定によるものです。

次に２５４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、２万６千円の

計上です。

次に２５５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８．４％、１

千３１０万２千円増の１億６千９９５万４千円の計上です。１節現年度分で１億６千９９

５万３千円を見込んでおりますが、その内、施設等給付費負担金として基本給付費の１５

％、６千２７８万円、施設等以外の給付費負担金として、基本給付費の２０％、１億７１

７万３千円を見込んでおります。

次に２５６ページです。２項１目調整交付金、１節現年度分では、介護給付費総額の１

０％、９千５４３万９千円を計上し、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％、２００万円、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％、７８０万円、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。

次に２５７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、保険給付費総額の２８％、２億６千７２３万１千円、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補助対象経費の２８

％、２２４万円、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２５８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１億４千２２

万６千円、２節過年度分で１千円の計上です。現年度分では、施設等給付費負担金として

基本給付費の１７．５％、７千３２４万３千円、施設等以外の給付費負担金として基本給

付費の１２．５％、６千６９８万３千円を見込んでおります。

次に２５９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％、１００万円、２目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任
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意事業)、１節現年度分で、補助対象経費の１９．５％、３９０万円、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２６０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２万２千円の計上です。

次に２６１ページです。７款１項１目一般会計繰入金では、１億４千９１９万７千円の

計上です。１節介護給付費繰入金では、給付費総額の１２．５％、１億１千９２９万９千

円、２節地域支援事業繰入金では、介護予防事業分で補助対象経費の１２．５％、１００

万円、包括的支援事業・任意事業分で補助対象経費の１９．５％、３９０万円を見込んだ

ところです。３節事務費繰入金では、２千４９９万８千円を計上しております。

次に２６２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、１千５５８万４千円の計上です。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２６３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、５０９万７千円の計上です。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２６４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２６５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２６６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６５万２千

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。２４８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１０億１千７９７万７千円に致そうとするものです。

次に２４９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１０億１千７９７万７千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。２９５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、次のページ２９６ページ、

１４節使用料及び賃借料まで、合わせて１千４１万円の計上です。町の居宅介護支援事業

所の介護支援専門員である保健師１名分の人件費及びケアプラン作成のための運用システ

ムの借上料です。

次に２９７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。２目保険事業勘定繰出金、２８節繰出金では、５０９万７千円の計上です。歳出

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

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。２９１

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３６万６千円の計上です。居宅介護サービス計画費３件を見込んでいます。

次に２９２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、５０９万７千円の計上です。介護予防支援サービス計画費１０２件を見込んで

おります。

次に２９３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、１千４
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万４千円を計上しています。町の居宅介護支援事業所保健師の職員給与費分として、一般

会計から繰り入れしようとするものです。

次に２９４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。２８６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１千５５０万８千円に致そうとするものです。

次に２８７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１千５５０万８千円に致そうとするものです。なお、附表と致しまして、２９８ペ

ージから３０３ページまでに給与費明細書を、３０４ページに債務負担行為に関する調書

を、また、３０５ページに参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第４号、平成２７年度松前町介護保険特別会計予算の内容です。よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に議案第６号について、水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第６号、平成２７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２７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す。第

１号給水戸数を４千３０９戸、第２号年間総給水量を６３万７千６９１立方メートル、第

３号１日平均給水量を１千７４２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、原口地内配水管改良工事他９件、事業費総額を５千３４４万

２千円に致そうとするものでございます。この内容につきましては、別冊の参考資料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２７年度

において、計量法に定める８年間の使用期間が満了となります６０７個の量水器の更新に

ついて、事業費２千１９６万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２億５４５万円の計上です。内訳と致しま

しては、第１項営業収益で１億６千４４４万８千円、第２項営業外収益で４千１００万２

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１億６千３０５万９千円で、前年度当初

予算と比較して３２５万６千円の減額となります。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、計上してございます。営業外収益では、前年度と比較して４万４

千円の減額となってございます。

次に支出です。第１款事業費で、１億９千８４２万６千円の計上です。内訳と致しまし

ては、第１項営業費用で１億８千５７２万１千円、第２項営業外費用で１千２１９万７千

円、第３項特別損失で８千円、第４項予備費で５０万円に致そうとするものでございます。

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、前年度と比較して合

計で６０２万５千円の減額となってございます。減額の主なものは、１項５目総係費の人

件費で３２４万８千円の減額、１項７目資産減耗費で３１２万円の減額、３項その他特別

損失で２５９万６千円の減額でございます。その他特別損失で２５９万６千円の減額です

が、これにつきましては、平成２６年度予算からの会計制度の見直しにより、平成２６年
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６月に支給される期末勤勉手当の内、平成２５年１２月から平成２６年３月までの４ヶ月

分につきましては、本来平成２５年度の費用となることから、制度の移行年度、単年度の

みの処理として特別損失に計上し、特別損失から支出することとなったため、その４ヶ月

分の期末勤勉手当と法定福利費、合わせて２５９万６千円を計上してございました。平成

２６年度移行年度のみの計上でありまして、平成２７年度の予算計上はございません。平

成２７年６月に支給されます期末勤勉手当等の４ヶ月分につきましては、平成２６年度の

費用として、既に平成２６年度予算に賞与引当金繰入額として計上されてございます。

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８千５１９万７千円は、減債積立金百万円、過年度分損益勘定留保資金８千６０万

５千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５９万２千円で補填致そうと

するものです。収入では、第１款資本的収入が９０６万円の計上で、その内訳は、第１項

企業債５８０万円、第２項他会計負担金３２６万円の計上です。内訳は、参考資料の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２千５７８万２千円の減

額となってございます。これは、１項１目企業債で２千４６０万円減額となったことが主

な要因でございます。また、２項１目他会計負担金では、消火栓更新工事負担金として５

基分を計上してございますが、前年度より２基分１１８万２千円の減額となってございま

す。

次に支出です。第１款資本的支出で９千４２５万７千円の計上で、前年度と比較して３

千８３２万３千円の減額となってございます。内訳は、第１項建設改良費で７千５４０万

２千円、第２項企業債償還金で１千５８６万３千円、第３項備品購入費で２９９万２千円

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、建設改良事業３件分と職員１名分の人件費の計上です。２目簡水改

良費では、建設改良事業６件、３目営業設備費では、量水器の更新６０７個分の計上とな

ってございます。第２項企業債償還金は、上水道事業債１７件分、簡易水道事業債１９件

分、合わせて３６件分の元金償還金となってございます。第３項備品購入費では、検針用

ハンディターミナル６台を購入しようとするものでございます。長期継続契約により、平

成２７年９月末まで借り上げにより使用致しますが、その後は購入した方が長期的に有利

であると判断して購入しようとするものでございます。

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、原口地内配水管改良工事で限度額３２０万

円、清部地内仕切弁新設工事で１７０万円、静浦地内仕切弁新設工事で９０万円です。起

債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりに致そうとするものでござ

います。

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、次のとおりに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よ

うとするものでございます。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするもので、第１

号職員給与費を４千６７８万５千円に、第２号交際費を２万円に致そうとするものです。

第８条は、他会計からの補助金です。簡易水道建設改良費等のため、一般会計からこの
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会計へ補助を受ける金額を２千８万２千円に致そうとするものでございます。

第９条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を２千５００万円に致

そうとするものでございます。

この結果、平成２７年度予算における当年度純利益は、３４３万２千円を予定している

ところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書、平成２７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６号、平成２７年度松前町水道事業会計予算の内容です。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) 次、議案第７号について、病院事務局長。

○病院事務局長(平田克彦君) ただ今議題となりました議案第７号、平成２７年度松前町

病院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、総則でございます。平成２７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、次のとおりに致そうとするも

のでございます。第１号は病床数は、一般病床１００床でございます。第２号、年間取扱

延患者数は、入院３万１千１１０人、外来６万３千４９５人を過去５年間の実績等に基づ

き予定したところでございます。第３号、１日平均患者数は、入院８５人、外来２４９人

を過去５年間の実績等に基づき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

２億２千９１７万３千円を予定し、その内訳と致しまして、第１項医業収益は、１０億６

千７５８万１千円に、第２項医業外収益は、１億１千４４万９千円に、第３項特別利益は、

５千１１４万２千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、１３億５千４１４万

５千円を予定し、その内訳と致しまして、第１項医業費用は１３億４千２９６万１千円に、

第２項医業外費用は６２５万５千円に、第３項特別損失は３９２万９千円に、第４項予備

費は１００万円に、それぞれ致そうとするものでございます。

次に、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６千２２２万１千円は、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８７５万１千円を予定し、その内訳と致しまし

て、第１項補助金は８７５万円に、第２項貸付金返還金は１千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、７千９７万２千円を予定し、その内訳と

致しまして、第１項建設改良費は８１９万９千円に、第２項企業債償還金は５千９８９万

３千円に、第３項投資は２８８万円に致そうとするもので、３人分の修学資金の貸付に伴

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

は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
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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

でございます。第１号職員給与費は８億５千５７６万８千円に、第２号交際費は１８５万

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、１億２千６８７万１千円に致そうとするものでございます。

第８条は、たな卸資産購入限度額でございます。たな卸資産の購入限度額は、１億５千

８００万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７号、平成２７年度松前町病院事業会計予算の内容でございます。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、議案２号から順次質疑を行いますが、細部

にわたる審査は予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにしたいと思いますの

でお含み願います。

始めに議案第２号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(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)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、次に議案第７号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(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１４分)

(再開 午後 ３時３０分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。
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◎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１番福原英夫君が選出されましたのでご報告致します。以上。

○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１番福原英夫君が

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１０日から３月１６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、本日はこれで散会し

ます。

なお、３月１７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。

(閉会 午後 ３時３２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。

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本日の議事日程つきましては、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、９番西川敏郎君、１０番梶谷康介

君、以上２名を指名致します。

◎議案第３６号 平成２６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２、議案第３６号、平成２６年度松前町一般会計補正予算（第

９回）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) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第３６号、平成２６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。

平成２６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３

０４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億３千３２２万８千円に

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。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。７ページをお開き願います。

３．歳出です。１０款４項６目史跡保存整備費では、３０４万円の増額計上です。１１

節需用費で、史跡保存整備修繕料で３０４万円の計上です。これは、３月４日に史跡松前

氏城跡福山城跡の神明の石切場周辺において、断続的な降雨と雪解け水が重なって地滑り

が発生し、沢沿いに土砂が堆積、流入し、大松前川が濁って海に流れ込む事例が発生した

ものでございます。このため土砂の撤去及び運搬、更に土のうの設置など対応のため、ま

た、今後また、雪解け水と雨の影響で沢沿いに残った土砂が流れ落ちることも想定される

ことから、急遽その費用を見込んでの補正予算を計上するものでございます。なお、修繕

の概要につきましては、８ページに掲げておりますのでご参照を願います。
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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目地方交付税では、３０４万円の増額計上です。歳出事業に

対応のための財源調整でございます。

以上が歳入でございます。２ページをご覧願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入です。歳入合計が補正前の額６２億３千１８万８千円

に３０４万円を増額し、補正後の額を６２億３千３２２万８千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３０４万を増額し、

補正後の額を６２億３千３２２万８千円に致そうとするものでございます。

以上が議案第３６号です。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３６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３６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

で散会致します。

(閉会 午前１０時０５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 西 川 敏 郎

署名議員 梶 谷 康 介



平成２７年 ３月１１日（水曜日）第５号
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（開会 午後 １時００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本日の議事日程つきましては、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、１番福原英夫君、２番近江武君、

以上２名を指名致します。

◎議案第２２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

◎議案第２３号 松前町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する

条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第２、議案第２２号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、日程第３、

議案第２３号、松前町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例制定に

ついて、以上２件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(野村誠君) それでは、ただ今議題となりました議案第２２号、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例制定について、その内容を説明致します。

末尾に添付しております参考資料、最後のページをお開きください。新旧対照表下段の

説明欄をご覧ください。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行により、関係する条例を改正及び廃止しようとするものであります。ただし、現教

育長としての任期中に限り、経過措置の規定により改正前の法律が適用されることになる

ため、改正後の条例及び廃止する条例は適用せず、なお、その効果を有することとするも

のであります。参考でございますが、現教育長の任期満了の日は、平成２８年１０月２日

となってございます。

新旧対照表１ページにお戻りください。始めに、第１条による改正は、松前町職員定数

条例の一部改正でございます。左側現行の第１条定義で、下線の「（教育長を含む。）」

を右側改正案では削除しようとするものでございます。

次に２条による改正は、町長等の諸手当額並びにその支給条例の一部改正でございます。
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現行の第１条、この条例の目的で「及び副町長」とあるものを、右側改正案では「副町長

及び教育長」に改正しようとするものでございます。

次に第３条による改正は、町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部改正で

ございます。現行の第１条で「及び副町長」とあるものを、右側改正案では「副町長及び

教育長」に改正し、第２条として右側改正案の「副町長月額 ６１万８千円」の次に「教

育長月額 ５６万５千円」を追加しようとするものでございます。次のページ、２ページ

をお開きください。別表第１は、第４条関係の内国旅行の旅費でございます。１旅費でご

ざいます。現行は町長、副町長が公務のため旅行した時の旅費の金額でございます。右側

改正案では副町長の下段に教育長の旅費の額を追加しようとするものでございます。次に、

２移転料でございます。現行の町長、副町長の移転料のキロ数と金額でございます。右側

改正案では副町長の下段に教育長の移転料の額を追加しようとするものでございます。次

に３ページは、別表第２、第４条関係、外国旅行の旅費でございます。１は町長、副町長

の日当、宿泊料及び食卓料の金額でございます。右側改正案では副町長の下段に教育長の

日当、宿泊料及び食卓料の額を追加しようとするものでございます。次は、２支度料及び

死亡手当でございます。同じく現行の町長、副町長の額に、右側改正案では副町長の下段

に教育長の支度料及び死亡手当の額を追加しようとするものでございます。

次に３ページ下段から４ページにかけては、第４条による改正で、特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。別表１、非常勤の委

員会の委員その他委員報酬及び費用弁償について、４ページをお開きください。現行の教

育委員会の区分で「委員長年額 ２４万３千円」と「（教育長たる委員を除く。）」の下

線部分を削除し、「教育委員会委員」のみにしようとするものでございます。

次は第５条による改正は、松前町特別職報酬等審議会条例の一部改正でございます。現

行の第２条所掌事項で、「及び副町長」とあるものを、右側改正案では「副町長及び教育

長」に改正しようとするものでございます。

次は５ページをご覧ください。第６条による改正は、証人等の費用弁償に関する条例の

一部改正でございます。現行の第１条趣旨で、「公聴会に参加した者」の次に、右側改正

案のとおり「並びに地方行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第５項の規定に基づ

き意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者」の文

言を追加しようとするものでございます。

次に第７条による改正は、松前町教育委員会教育長の勤務条件等に関する条例の一部改

正でございます。まず、題名を右側改正案の「松前町教育委員会教育長の勤務時間その他

の勤務条件に関する条例」に改正し、現行の第１条、「教育公務員特別法第１７条」を右

側改正案では「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１１条第５項」に、また現行

「勤務条件等」を改正案では「勤務時間その他の勤務条件（以下「勤務時間等」とい

う。）」にそれぞれ改正しようとするものでございます。また、第２条では、現行の「勤

務時間その他の勤務条件」を右側改正案では「勤務時間等」に改正しようとするものでご

ざいます。

次に第８条による改正は、松前町議会委員会条例の一部改正でございます。現行の第１

７条は、出席説明の要求で、「教育委員会委員長」を右側改正案では「教育委員会教育

長」に改正しようとするものでございます。

次は６ページをご覧ください。第９条による改正は、松前町社会教育委員設置条例の一

部改正でございます。現行の第４条職務で、「教育長を経て」とあるものを、右側改正案

では削除しようとするものでございます。
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次は第１０条による改正でございまして、松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその

支給方法に関する条例と松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例

を廃止しようとするものでございます。

附則と致しまして、附則第１項は、施行期日でございます。この条例は、平成２７年４

月１日から施行しようとするものでございます。

６ページ、附則第２項から８ページ、附則第１１項までは、地方教育行政組織、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第１項により、この

法律の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会の委員として任期中に限り、な

お、従前の例により在職するものという経過措置の規定を設けようとするものでございま

す。

以上が議案第２２号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴い関係条例の整理に関する条例制定についてでございます。よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。

続きまして、ただ今議題となりました第議案、議案第２３号、松前町教育委員会教育長

の職務に専念する義務の特例に関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説明資料をお開きください。

本条例の概要でございます。本条例制定の趣旨でございますが、この条例は、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により、改正後の教育長の位置付

けが常勤特別職となり、改正前の教育長は一般職でございましたので、現行で規定してい

る職務専念義務の免除規定が適用できなくなることから、新しく制定しようとするもので

あります。

２枚目にあります条例本文にお戻りください。第１条は、趣旨でございます。この条例

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１１条第５項の規定に基づき、松前町教

育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

第２条は、職務に専念する義務の免除でございます。教育長は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、予め教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されるこ

とができる。第１号として、研修を受ける場合、第２号として、厚生に関する計画の実施

に参加する場合、第３号として、前２号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定

める場合でございます。

第３条は、規則への委任でございます。この条例に定めれるもののほか、この条例の施

行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則と致しまして、附則第１項は、施行期日でございます。この条例は、平成２７年４

月１日から施行致そうとするものでございます。附則第２項は、経過措置でございます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第１項により、

この法律の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会の委員としての任命中に限

り、なお従前の例により在職するもとのいう経過措置の規定がございます。

以上が議案第２３号、松前町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例制定についてでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより始めに議案第２２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、質疑を終わります。

これより討論を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(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。

次に、議案第２３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、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 松前町行政手続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４、議案第２４号、松前町行政手続条例の一部を改正する条例

制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(野村誠君) それでは、ただ今議題となりました議案第２４号、松前町行政手

続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

おります説明資料６ページをお開きください。

新旧対照表下段の説明欄をご覧ください。行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴

い、条例を改正しようとするものです。主な内容は、一つ目としまして、法律に規定され

た要件に適合しない行政指導を受けたと思料する場合の、その「行政指導の中止等」の申

し出制度の新設でございます。二つ目としまして、法令違反の事実を発見した場合にそれ

を是正するための「処分等」を求める申し出制度の新設でございます。三つ目と致しまし

て、「行政指導の中止等」や「処分等」を求める申し出制度の新設に伴い、町税条例の適

用除外規定に係る条ずれの一部改正でございます。

新旧対照表の１ページにお戻りください。始めに、目次「第４章 行政指導」の次に右

側改正案では「第４章の２ 処分等の求め」を追加しようとするものでございます。

次に、現行第２条定義の第１号条例等で、条例の次に「及び執行機関」とあるものを、

右側改正案では「執行機関」に改正し、第１号の後段に「及び企業管理規程並びに地方自

治法第２５２条の１７の２第１項の規定により町が処理することとなる事務について規定

する北海道の条例及び北海道の執行機関の規則」を追加しようとするものでございます。

次に、第２条第２号では、法令の定義について、改正案において「北海道の条例、北海道

の執行機関の規則」と「（前号に規定する北海道の条例及び北海道の執行機関の規則を除

く。）」を追加しようとするものでございます。次に、第２条の第３号では、処分の定義
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について、現行の「条例等に基づく」を削除しようとするものでございます。次の現行の

第２条第５号、不利益処分の定義の「名あて人」でございまして、平仮名表記の箇所を改

正案では、全て漢字にしようとするものでございます。以降、１ページの下段から２ペー

ジ目、３ページ目、４ページ目に「名あて人」の箇所がありますので、これらにつきまし

ても同様に改正しようとするものでございます。次に２ページをお開きください。現行の

第５号の次に改正案では第６号として「行政機関」の定義を設け、「町の機関（議会を除

く。）をいう。」を加えようとするものでございます。次に現行の第６号を第７号と改正

し、「町の機関（議会を除く。以下同じ。）」を「行政機関」に改正しようとするもので

ございます。以下、現行第７号は第８号にしようとするものでございます。

次に３条は、適用除外でございます。目次の改正に伴いまして、次章から「第４章」と

あるものを「第４章の２」に改正しようとするものでございます。次に、第３条の第６号

でございますが、平仮名の「かかわる」の表記を漢字に改めようとするものでございます。

次に４ページをお開きください。下段の現行第３３条の行政指導の方式について、新た

に第２項を設け、その内容でございますが、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする

際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使得る旨

を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならず、第１号とし

て「当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項」を、第２号として「前号の条項に規定

する要件」を、第３号として「当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」をそれぞれ

規定致そうとするものでございます。次に、現行の第２項を第３項に改正し、条例、条文

中、「前項」を「前２項」に改正しようとするものでございます。次に５ページをお開き

ください。現行の「第３項」を「第４項」に改正しようとするものでございます。

次に、３４条の２「行政指導の中止等の求め」について新たに規程を設け、その内容に

つきましては、第１項が行政指導が法律や条例に規定された要件に適合しないと思料する

場合に、行政指導の中止等を求めることができる条項です。第２項は、その申し出の際、

第１号から第６号までの内容を記載して申し出しなければならないという内容でございま

す。第３項は、その申し出があった場合、必要な調査をし、行政指導が当該法律や条例に

規定する要件に適合しないと認めた場合には、その行政指導の中止などの措置をとらなけ

ればならないとする規定であります。

次に、５ページ下段から６ページ上段は、新しく第４章の２として、「処分等の求め」

を追加し、第３４条の３の第１項の内容は、法律違反の事実を発見した場合に、それを是

正するために処分等を求めることができる条項です。第２項は、その申し出の際、第１号

から第６号までの内容を記載して申し出しなければならないという内容です。第３項は、

その申し出があった場合、必要な調査をし、必要があると認めたときは、当該処分や行政

指導をしなければならないとする規定であります。

６ページの附則としまして、附則第１項は、施行期日でございます。この条例は、平成

２７年４月１日から施行しようとするものでございます。附則第２項は、町税条例の一部

改正でございます。下段に松前町行政手続条例の適用除外として、その内容を記載してご

ざいまして、条ずれによる一部改正でございます。

以上が議案第２４号、松前町行政手続条例の一部を改正する条例制定についてでござい

ます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(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。
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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 松前町手数料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５、議案第２５号、松前町手数料条例の一部を改正する条例制

定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) ただ今、議題となりました議案第２５号、松前町手数料条例

一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。

それでは、議案の末尾に添付されております説明資料に基づき説明致します。新旧対照

表１ページをお開きください。現行の別表１７の項、１８の項及び１９の項中に記載され

ている法律名「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が「鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律」に改正され、平成２７年５月２９日から施行されることか

ら改正しようとするものであります。

２ページをお開きください。平成２７年４月１日から農地台帳の公表に伴い、農業委員

会窓口での対応となる「農地台帳記録事項要約書」、「農地台帳の閲覧」について、手数

料の徴収をするため改正しようとするものです。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものであります。

ただし、別表１７の項、１８の項、及び１９の項の改正規定は、平成２７年５月２９日か

ら施行しようとするものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(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 松前町保育所における保育に関する条例の一部を改正する条例

制定について
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○議長(斉藤勝君) 日程第６、議案第２６号、松前町保育所における保育に関する条例の

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。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、松前町保育所における

保育に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容を末尾に添付してござい

ます説明資料にてご説明申し上げます。

今回の改正の理由ですが、児童福祉法の改正及び子ども・子育て支援法の施行に伴い、

条例に規定している「保育所における保育を行う基準」が、条例委任でなくなったため、

この基準を改め、子ども・子育て支援法における入所資格を規定するほか、関連する条項

の整理を行おうとするものであります。

第２条を次のように改めようとするものです。入所資格第２条です。「保育所に入所し、

保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。」第１号は、「子ども

・子育て支援法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童」に、

これは３歳以上です。第２号は、「子ども・子育て支援法第１９条第１項第３号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する児童」に、これは３歳未満です。第３号は、｢その他町長

が特に保育所において保育する必要があると認める児童」にしようとするものであります。

第３条の見出しを「入所手続」に改め、同条第１項を次のように改めようとするもので

す。「前条に定める資格を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望する

ときは、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。」とするものです。第３条

第２項中「承諾」を「承認」に改めようとするものです。

第４条第１項中「町長が別に定める。」を「国が定める額を限度として、世帯の課税所

得金額の状況及びその他の事情を勘案し、松前町特定教育、保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担等に関する規則の定めるところによる。」に改めようとするものです。

保育料の案についてですが、参考資料をご覧願いたいと思います。これまで、幼稚園、

保育所とも前年度分住民税及び前年分所得税の状況により、階層区分を設定してまいりま

したが、国の新基準により、直近の住民税の課税状況により設定することとなりました。

新たな保育料ですが、幼稚園については、現行の保育料は実際の定額１万８千円から、

就学奨励費補助の額を差し引いた額とし、保育所と同じ階層区分をなるよう７階層に設定

されていますが、これを国の基準に合わせ、５段階の階層区分を設け、第１、第２階層は

国の基準どおりの額とし、５階層は現行と同額に最大保育料とし、３、４階層は国の基準

の５階層との差額を勘案して設定しております。

次に保育所です。保育標準時間を１１時間、７時半から１９時の間と、保育短時間８時

間、８時から１６時までに設定し、市町村民税額を基に階層区分し、標準時間分を現行の

額と同額し、短時間分を国の基準と同様に標準時間の１．７％、２００円から７００円減

額した額となるよう設定しております。

幼稚園、保育所とも４月から８月分までは前年度の住民税、９月分からは当該年度の住

民税により決定されます。なお、保育料の改正内容については、保護者説明会等を開催し、

周知することとしております。

附則として、この条例は、平成２７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２６号でございます。何卒よろしくご審議のほど、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。
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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。

◎議案第２７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の一部を改正する条例制定について

◎議案第２８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の一部

を改正する条例制定について

◎議案第２９号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定め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７、議案第２７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の一部を改正する条例制定について、日程第

８、議案第２８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の一部を改正する条例制定について、日程第９、議案第２９号、松

前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて、以上３件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今、一括議題となりました議案第２７号、松前町地域

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一部を改正する

条例制定について、議案第２８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の一部を改正する条例制定について及び議案第２９号、

松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定に

ついて、その内容をご説明申し上げます。

３件の条例につきましては、平成２７年１月１６日に公布されました厚生労働省令第４

号、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、町の条例が従う、または参酌す

べきとされている基準の一部が改正されたことに併せて、条例においても改正基準との整

合性を図るため条例を改正しようとするものです。

始めに、議案第２７号及び議案第２８号です。２件の議案につきましては、同じ改正内

容となりますことから、議案第２７号に基づきまして議案第２８号も併せてご説明させて

いただきます。
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議案第２７号の６枚目の説明資料をお開き願います。条例の一部改正に係る新旧対照表

です。目次中「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅介護」に

名称を改めようとするものです。複合型サービスの内容が具体的にイメージできるような

名称として、看護小規模多機能型居宅介護に名称を変更するものです。名称の改正につき

ましては、本則において「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改めよ

うとするものです。

説明資料１ページの第６条の改正は、第５項において、夜間から早朝までの間にオペレ

ーターとして職員を充てることができる施設、事業所の範囲に同一敷地内又は隣接する施

設、事業所を追加するとともに文言の整備を致そうとするものです。

３ページの第２３条の改正は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護において義務付

けていました外部の者による評価を、運営推進会議に効率化するための改正です。

第３２条は、文言整備のため、改正しようとするものです。

４ページの第６０条の改正は、認知症対応型通所介護において、基本方針に生活機能の

維持、向上を追加するための改正です。

第６３条の改正は、第４項において、認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、

介護保険制度外の夜間及び深夜の宿泊サービス等を実施している事業所については、届け

出を求めることを新たに追加するとともに、引用条項の整備です。この改正は、議案第２

８号においても同様の改正を致そうとするものです。

５ページの第６５条は、文言の整備のための改正です。

第７９条の２は、認知症対応型通所介護事業者に対して、事故発生時の対応として事故

報告の仕組みを新たに設けるものです。この改正は、議案第２８号においても同様の改正

を致そうとするものです。

６ページの第８０条及び第８１条は、引用条項の整備のための改正です。

第８３条の改正は、文言の整備を行うとともに、第６項において、小規模多機能型居宅

介護事業所の看護職員が兼務可能な施設事業所の種別に指定居宅サービス事業所、指定地

域巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老

人福祉施設、指定介護老人保健施設を加え、当該看護職員が兼務可能な施設事業所の範囲

に、同一敷地内又は隣接する施設、事業所も追加するための改正です。この改正は、議案

第２８号においても同様の改正を致そうとするものです。

９ページの第８４条の改正は、文言の整備のための改正です。

１０ページの第８６条の改正は、小規模多機能型居宅介護の登録定員を「２５人以下」

から「２９人以下」に改正し、併せて通いサービスに係る利用定員を、登録定員が２６人

以上２９人以下の事業所においては、その登録定員に応じて１６人から１８人までに致そ

うとするものです。

１０ページの第９２条の改正は、小規模多機能型居宅介護事業所に義務付けていました

外部の者による評価を、運営推進会議に効率化するための改正です。この改正は、議案第

２８号においても同様の改正を致そうとするものです。

次に１２ページの第１１４条の改正です。認知症対応型共同生活介護事業所が有する共

同生活住居の数を、現行の「１又は２」を標準とし、新たに用地確保が困難である等の事

情がある場合には、例外として「３」とすることができるものとしようとするものです。

この改正は、議案第２８号においても同様の改正を致そうとするものです。

１３ページの第１３６条の改正は、有料老人ホームである指定地域密着型特定施設にお

いて、介護報酬を代理受領する際の同意書の義務付けを廃止するため、条項を削除しよう
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とするものです。

１４ページの第１４９条は、文言の整備のための改正です。

第１５２条の改正は、第４項において、サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本

体施設として認められる対象について、「地域密着型介護老人福祉施設」を追加し、関連

する文言の整備のための改正です。

１６ページ、第１５３条から、１７ページ、第１８２条までは、文言の整備のための改

正です。

２１ページの第１９６条の改正は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員

を「２５人以下」から「２９以下」に改め、併せて通いサービスにかかる利用定員を、登

録定員が２６人以上２９人以下の事業者においては、その登録定員に応じて、１６人から

１８人までにしようとするものです。

２２ページの第１９８条の改正は、看護小規模多機能型居宅介護においても、外部評価

を運営推進会議に効率化するために改正しようとするものです。

議案第２７号の附則としまして、第１項は、施行期日です。この条例は、平成２７年４

月１日から施行しようとするものです。第２項は、経過措置です。改正前の松前町指定地

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第６条第２項の

規定は、なお、その効力を有することに致そうとするものです。

議案第２８号の附則におきましても、平成２７年４月１日から施行しようとするもので

す。

次に、議案第２９号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等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等を定める条例の一

部を改正する条例制定について、その内容をご説明致します。３枚目の説明資料をお開き

願います。

条例の一部改正に係る新旧対照表です。１ページの第１１条は、文言を整備するための

改正です。

第３０条の改正は、条項のずれに対応するため改正しようとするものです。

２ページの第３２条は、新たに第１２号として、介護支援専門員は居宅サービス計画に

位置付けた指定介護予防サービス等の担当者から、個別サービス計画の提出を求めること

を規定するものです。現行の第１２号から第２６までの改正につきましては、文言の整備

と条項のずれに対応するための改正です。４ページは、新たに第２８号として、地域ケア

会議において個別のケアマネジメントの事例の提出の求めがあった場合には、これに協力

するよう努めなければならないとする規定を追加しようとするものです。

附則としまして、この条例は、平成２７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２７号、議案第２８号及び議案第２９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) 説明が終わりました。始めに議案第２７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、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号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(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。

次に、議案第２８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、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号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(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。

次に、議案第２９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、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号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(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。

◎議案第３３号 新たに生じた土地の確認について

◎議案第３４号 字の区域の変更について

○議長(斉藤勝君) 日程第１０、議案第３３号、新たに生じた土地の確認について、日程

第１１、議案第３４号、字の区域の変更について、以上２件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ただ今、一括議題となりました議案第３３号、新たに生じた土

地の確認について並びに議案第３４号、字の区域の変更についての内容につきまして、ご

説明を申し上げます。

本議案は、江良漁港の蓄養施設整備工事に伴います、公有水面の埋立工事が平成２６年

３月２５日に竣工致しましたことから、新たに生じた土地の確認と、字の区域の変更につ

いて、地方自治法の規定に基づきまして議会の議決を受けようとするものでございます。

始めに、議案第３３号です。地方自治法第９条の５第１項の規定により、本町の区域内

に新たに生じた土地を確認しようとするものであります。地方自治法第９条の５第１項に

よりますと、よりますと、市町村の区域内に新たに土地を生じたときは、市町村長は当該

市町村の議会の議決を得て、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとなってお

ります。新たに生じた土地でございますが、松前郡松前町字江良３００番、３００番２、
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３０２番及び３０３番地先の埋立地１千６３２．９平方メートルでございます。

続きまして、議案第３４号でございます。字の区域の変更についてでございます。公有

水面の埋め立てに伴い、字の区域を変更しようとするものでございまして、地方自治法第

２６０条第１項の規定により、公有水面の埋め立てに伴い、本町の字の区域を次のとおり

変更しようとするものでございます。変更する字の区域ですが、字江良の、松前郡松前町

字江良３００番１、３００番２、３０２番及び３０３番地先の埋立地１千６３２．９平方

メートルを編入するという内容でございます。

なお、参考資料に新たに生じた埋立区域を示す平面図を添付させていただいております

ので、ご参照願います。

以上が、議案第３３号並びに議案第３４号でございます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、始めに議案第３３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、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３３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第３４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、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３４号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

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１２、議案第１８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償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。

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)
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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。

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。

◎議案第１９号 松前町課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１９号、松前町課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。

既に説明が終わっておりますので、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。

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。

◎議案第２０号 ふるさと松前応援寄附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１４、議案第２０号、ふるさと応援寄附条例の一部を改正する

条例制定についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、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。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第２１号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１５、議案第２１号、松前町介護保険条例の一部を改正する条

例制定についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) 条例改正の関係、２１号ね、これについて若干お聞きします。結

構この改正により介護保険料が大幅に値上げになっております。この大幅に、必要に応じ

て大幅に応じて値上げするのはいいんですけど、ただ、この中でまず確認したいのはです

ね、現状の介護基金、これが１月３１日現在の出納のあれ見ますと、５千８０５万４千円

というふうになっております。それで、さくら苑が１ユニット増えてます。更に、この中

で今回の改正によって予算計画見ますと３千万くらい保険料の増となってますね。この３

ヶ年を経過することによって、この５千万なりの基金っていうのは、どのような推移を見

通してるか。まず、まあ、無くなるってことはないだろうけど、減額はある程度予想され

ますんで、３千万の増収と１ユニットやることによった基金がどういうふうに変更するか、

その辺ちょっと計算してあったら教えてください。

○議長(斉藤勝君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今ご質問いただきました、介護保険準備基金、積立基

金でございますけれども、２６年度末で予定としては４千２００万円残額を予定してござ

います。そして、その４千２００万円を第６期の事業計画、平成２７年度から平成２９年

度までの３ヶ年で全て取り崩しまして、介護保険料の減額に努めようとするものでござい

ます。以上です。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) そうすると、この新たな３年のね、３年後はゼロっていうことに

なりますね。そうすると、それ以後の基金っていうのはなくなると、更に自主的に保険料

を値上げしながら維持しなきゃないっていうことになりますね。そうすると値上げしなき

ゃない要素が出てくるということを考えますけど、どのくらい値上げしなきゃなくなるか、

まだ今のところ考えれったって無理だろうけど、大変そうした介護保険料が厳しくなると、

値上げ負担が大きくなるということで、ということは恐らく介護保険料なんて、増える、

対象者が増えるかもしれないけど、逆に所得が少なくなるから、税額としては、保険料と

しては大きく望みができないということになりますね。更に今回の７、８、９、これの対

象するのは何人くらいになりますか。そうすると、ここの介護保険料っていうのは、我々

は今回１期はいいとしても、次回については相当やっぱり覚悟してかからなきゃないって

いう問題が出てきますんで、その辺がどういう推移をたどれるか、たどるのか、もう一回

その点を教えてください。

○議長(斉藤勝君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今の吉田議員さんおっしゃるとおりですね、第６期の

事業計画で、４千２００万円の積立基金を全額取り崩すことに予定しておりまして、第７

期以降の介護保険料の推計ということになりますと、介護サービスの需要をどれだけ見込

むかということにもよってきますけれども、現在のところはですね、恐らく今基準額で月
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額４千８００円に致そうとしますので、できればなるべく値上げはしたくないんですけれ

ども、介護サービスの需要が増えてきておりますし、７５歳以上の人口も増えてきており

ますので、介護保険料につきましても、千円まではいかないと思いますけれども、介護保

険料の値上げは必要不可欠かなと思ってございます。

またですね、新しく第７段階、第８段階、第９段階のだいたい推計している人数でござ

いますけれども、第７段階は２００人と推計してございます、第８段階は７７人、第９段

階は６９人と推計してございます。

またですね、松前町の介護保険料につきましては、現在３千８００円なんですけれども、

これは渡島管内でも一番低い方でございます。全道でもですね、３千８００円というのは

安い方でございまして、第６期の事業計画、まだ各町村の保険料自体も決まってはいない

んですが、第６期につきましても、松前町の介護保険料は低い方で推移していると思って

おります。以上です。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) 今のところは状況としてはいい方だっていうけど、油断はできな

いと。それと、人間増える可能性がない、だんだん減ってくる状況の中で、特にやっぱり

厳しい環境ででくる。更には要支援がね、町村に委託されてしまうということからすると、

非常に厳しい介護状況ももっと制約されてくるんでないかなという、それに金出さなくな

ればみんな町村に移すっていう考え方になりますんでね、そうするとやっぱり大きい影響

が出てくるなって感じもってます。その推移について我々も今後注目してみていかなきゃ

ないなと思いますけど、まあ、状況としては大変厳しい方向に向かってるっていうことを

認識してよろしいですね。じゃあ、答弁はいいです。

○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。

◎議案第３０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１６、議案第３０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。

(「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。
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お諮り致します。

議案第３０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３０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３１号 松前町教育施設整備基金の支消について

○議長(斉藤勝君) 日程第１７、議案第３１号、松前町教育施設整備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。

(「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３１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３１号は原案のとおり可決されました。

１５分間休憩します。

(休憩 午後 １時５６分)

(再開 午後 ２時１１分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

◎議案第２号 平成２７年度松前町一般会計予算

◎議案第３号 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２７年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第５号 平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第６号 平成２７年度松前町水道事業会計予算

◎議案第７号 平成２７年度松前町病院事業会計予算

○議長(斉藤勝君) 日程第１８、議案第２号、平成２７年度松前町一般会計予算、日程第

１９、議案第３号、平成２７年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第２０、議案第

４号、平成２７年度松前町介護保険特別会計予算、日程第２１、議案第５号、松前町後期

高齢者医療特別会計予算、日程第２２、議案第６号、平成２７年度松前町水道事業会計予

算、日程第２３、議案第７号、平成２７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。

本件については、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。
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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の報告について。

平成２７年３月９日、松前町議会第１回定例会において、会期中に審査すべき事件とし

て本特別委員会に付託された議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第

６号及び議案第７号について審査を終えたので、会議規則第７７条の規定により、別紙の

とおり審査報告書を提出致します。

審査年月日、委員の出席状況及び出席要求した説明員は、記載のとおりです。

審査結果。

審査事件、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号及び議案第

７号は、全て適正なものと認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。

以上で報告を終わります。よろしくお願い致します。

○議長(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。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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２号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第３号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第４号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第５号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)
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○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第６号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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７号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第７号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第３５号 平成２７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２４、議案第３５号、平成２７年度松前町一般会計補正予算

（第１回）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) それでは、ただ今議題となりました議案第３５号、平成２７

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。

今回の補正予算につきましては、国の平成２６年度補正予算に係わる「地域住民生活等

緊急支援交付金」を充当し、実施予定をしておりましたが、国への実施計画を提出したと

こと、現金給付等の課題から充当事業として認められなかったため、平成２７年度の補正

予算により対応を致そうとするものでございます。

それでは、平成２７年度松前町一般会計予算補正（第１回）について、その内容をご説

明申し上げます。

平成２７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５

４１万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億４千８１万４千円

に致そうとするものです。失礼致しました、５２億４千９１万４千円に致そうとするもの

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条地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第２表地方債補正」によろうとす

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。９ページをお開き願います。
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３．歳出です。６款２項１目林業振興費では、５０３万４千円の増額計上です。１１節

需用費から１９節負担金補助及び交付金まで、地域材で建てる住宅支援事業についての計

上です。これは、町内において地域材を利用して住宅等を建築する方々に対し、その地域

材の利用量に応じ、建築費の一部を助成致そうとするものでございます。なお、事業概要

につきましては、末尾の参考資料１１ページに掲げてございますのでご参照を願います。

１０ページです。１０款１項３目教育振興費では、３８万円の増額計上です。１９節負

担金補助及び交付金で、松前高等学校生資格取得費補助金と致しまして、３８万円の計上

です。これは、松前高校生に対し、複式簿記の検定や介護ヘルパーなどの資格取得のため

の費用計上分でございます。

以上が歳出でございます。７ページにお戻り願います。

２．歳入です。９款１項１目地方交付税では、４１万４千円の計上です。歳出財源に

対応のための計上でございます。

８ページです。２０款１項３目農林水産業債で、５００万円の増額計上です。歳出事業

に対応するための起債額の計上でございます。なお、過疎地域自立促進特別事業債につい

ては、過疎債のソフト対象分事業としての計上でございます。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正で歳入です。歳入の合計が補正前の額５２億３千５５０万円、

これに５４１万４千円を増額補正致しまして、補正後の額を５２億４千９１万４千円に致

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５４１万４千円

を増額補正致しまして、補正後の額を５２億４千９１万４千円に致そうとするものでござ

います。

４ページです。第２表地方債補正です。変更の分として、過疎地域自立促進特別事業に

ついて、記載のとおり限度額を補正後のとおりこれを変更を致そうとするものです。

以上が議案第３５号です。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。

(「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３５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３５号は原案のとおり可決されました。

◎所管事務視察調査報告について

○議長(斉藤勝君) 日程第２５、所管事務視察調査についてを議題と致します。

議会運営委員会から所管事務視察調査報告書の提出がありましたので、委員長の報告を

求めます。議会運営委員会委員長伊藤幸司君。

○５番(伊藤幸司君) それでは、所管事務視察調査報告を申し上げます。
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本委員会は、閉会中の所管事務視察調査を終えたので、会議規則第７７条の規定により、

所管事務視察調査報告書を提出致します。

調査事項、調査年月日、視察先、視察参加者及び視察調査内容については、記載のとお

りです。

所見。

議会運営について。

久御山町は、人口１万６千３６９人、６千７８９世帯、面積１３．８６平方キロメート

ルの京都府で三番目に小さい面積の平坦地の町勢に、議員定数１４人、２常任委員会で各

７人ずつ、ただし、議長は辞退、議会運営委員会は６人で構成されている。

議会基本条例を平成２３年３月に制定しているが、そのきっかけになったのは、「小さ

い町ですが、議員は何をしているか住民はよくわからない。」ということから、議会から

いろんなことを発信していくことが、住民の皆さんに理解していただくことと、議員の不

祥事を機に議員として、どうあるべきかを明文化することで議員の活動を住民の皆さんに

理解していただくために議会基本条例を制定している。

基本条例制定を機に、開かれた議会づくりが推進され、休日議会、地域懇談会、議会見

学会を開催している。昨年２月からは、議員における政策討論会を行うとともに、本会議

のインターネット中継や会議録の公開に取り組んでいる。しかし、参加者数が少ないこと

などから、特に休日議会は年１回の開催で過去４回実施してきたが、平成２６年度の開催

を見送るなど、住民に関心を持ってもらえる議会づくりが課題となっている。

近江八幡市は、人口８万２千５４９人、３万２千２４０世帯、面積１７７．３９平方キ

ロメートル、内７６．１２平方キロメートルが琵琶湖の市勢に、議員定数２４人、３常任

委員会で各８人ずつ、議会運営委員会は８人で構成されている。

近江八幡市は、平成２２年３月に旧安土町と合併をし、町議会と市議会での議会運営に

おいても違いがあり、その違いの解消と、今後の開かれた議会を目指すとともに市民の負

託に応え、市民に身近な議会及び議員活動の活性化を図ることを目的に議会基本条例を制

定している。

議会基本条例制定に伴い議会改革推進委員会が設置され、常任委員会での議員相互間の

自由討議の開始、議会報告会の開催などを実施したことで、市民との意見交換などから県

への意見書提出や要望活動などの活性化が図られている。議会基本条例制定後も常に社会

情勢の変化等を勘案し、必要があるときは基本条例を見直し、また議会改革を進めるため、

議会改革推進委員会を設置し、検討を行っている。

当議会としても住民に開かれた議会づくりをめざし、常に議会改革に取り組んでいかな

ければならない。

次に、議会だよりの編集について。

久御山町議会では、広報特別委員会を設置し、６人の委員が編集等を行っている。編集

内容は、定例会、常任委員会の内容を主に掲載している。一般質問は、質問者が会議録を

要約した原稿を提出し、内容を委員会で精査し掲載している。審議した議案と各議員の賛

否は掲載していないが、賛成討論や反対討論があった場合は、討論の内容、氏名を掲載し

ている。その他の記事として、住民参加の記事の掲載をしている。表紙の題字は、住民参

加の推進を図る目的から、現在、小学校低学年の書いた字を題字として載せ、住民の関心

を呼んでいる。これらの取り組み等が評価され、平成２５年度町村議会広報全国コンクー

ルで、表紙フォトグランプリ賞を受賞している。広報特別委員会の所管事項として、議会

だよりの他に広聴活動やホームページの充実に取り組んでいる。
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近江八幡市議会では、近江八幡市議会だより発行規程に基づき編集委員会を設置し、副

議長、各常任委員長及び各会派１名の選出からなる委員をもって構成されている。編集内

容は、主に一般質問を中心に掲載している。一般質問は、１人１問とし、質問者が選択し、

それ以外の質問は表題のみを掲載している。１人２分の１ページ以内、写真、カットなど

を含むとし、１問あたりの字数は質問、答弁ともそれぞれ２５０字以内を原則とし、質問

内容は通告原文を掲載することを基本とし、答弁は当局に依頼して作成している。発行は

年４回、定例会ごとに発行し、全戸に市広報と一緒に配布している。また、市のホームペ

ージにも掲載している。

当議会としても町民に関心のある記事等を掲載し、更に町民が関心を抱く紙面づくりを

検討していかなければならない。

以上であります。

○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の申し出について

○議長(斉藤勝君) 日程第２６、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致しま

す。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中

所管事務調査したい旨の申し出がありましたが、申し出のとおりこれを承認することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、承認することに決定致しました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(斉藤勝君) 日程第２７、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致しました。

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、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。

◎会期中閉会の議決
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○議長(斉藤勝君) お諮り致します。

今期定例会の会期は３月１７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２７年松前町議会第１回定例会

は、閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(斉藤勝君) これで、平成２７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 ２時２９分)
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