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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。

伊 藤 幸 司松前町議会議長
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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

１ 平成２８年度松前町一般会計予算 28. 3. 4 原案可決

２ 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算 同 上 同 上

３ 平成２８年度松前町介護保険特別会計予算 同 上 同 上

４ 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計予 同 上 同 上

算

５ 平成２８年度松前町水道事業会計予算 同 上 同 上

６ 平成２８年度松前町病院事業会計予算 同 上 同 上

７ 平成２７年度松前町一般会計補正予算(第７回) 28. 3. 2 同 上

８ 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計補正 同 上 同 上

予算（３回）

９ 平成２７年度松前町介護保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第４回）

１０ 平成２７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）

１１ 平成２６年度松前町水道事業会計補正予算（第 同 上 同 上

１回）

１２ 平成２６年度松前町病院事業会計補正予算（第 同 上 同 上

３回）

１３ 松前町行政不服審査会条例制定について 28. 3. 4 同 上

１４ 松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定 同 上 同 上

について

１５ 松前町行政不服審査法による手数料条例制定に 同 上 同 上

ついて
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

１６ 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に 28. 3. 4 原案可決

関する手数料条例制定について

１７ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁 同 上 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

１８ 職員で給与に関する条例等の一部を改正する条 28. 3. 2 同 上

例制定について

１９ 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除 28. 3. 4 同 上

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て

２０ 町条例等の一部を改正する条例制定について 同 上 同 上

２１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 同 上 同 上

制定について

２２ 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 同 上 同 上

制定について

２３ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部 同 上 同 上

を改正する条例制定について

２４ 松前町人事行政の運営等の状況の公表に関する 同 上 同 上

条例の一部を改正する条例制定について

２５ 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

２６ 松前町指定地域密着型介護予防サービス事業の 同 上 同 上

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

２７ 松前町史跡福山城保存整備審議会条例の一部を 同 上 同 上

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

２８ 渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約の変 28. 3. 4 原案可決

更について

２９ 松前町過疎地域自立促進市町村計画の策定につ 同 上 同 上

いて

報告１ 専決処分報告について 28. 3. 2 承 認

報告２ 専決処分報告について 同 上 同 上
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

意見書案 介護報酬の再改定を求める意見書について 28. 3. 4 原案可決

１

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２８年 ３月 ２日（水曜日）第１号
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平成２８年

松前町議会第１回定例会

平成２８年 ３月 ２日（水曜日）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 行政報告

日程第５ 報告第１号 専決処分報告について

日程第６ 報告第２号 専決処分報告について

日程第７ 一般質問

日程第８ 議案第１８号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定に

ついて

日程第９ 議案第７号 平成２７年度松前町一般会計補正予算（第７回）

日程第１０ 議案第８号 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第３回)

日程第１１ 議案第９号 平成２７年度松前町介護保険特別会計補正予算（第４回）

日程第１２ 議案第１０号 平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２回）

日程第１３ 議案第１１号 平成２７年度松前町水道事業会計補正予算（第１回）

日程第１４ 議案第１２号 平成２７年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）

日程第１５ 議案第１３号 松前町行政不服審査会条例制定について

日程第１６ 議案第１４号 松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について

日程第１７ 議案第１５号 松前町行政不服審査法による手数料条例制定について

日程第１８ 議案第１６号 行政不服審査法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１９ 議案第１７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２０ 議案第２９号 松前町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

◎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 行政報告

日程第５ 報告第１号 専決処分報告について

日程第６ 報告第２号 専決処分報告について

日程第７ 一般質問

日程第８ 議案第１８号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定に

ついて

日程第９ 議案第７号 平成２７年度松前町一般会計補正予算（第７回）

日程第１０ 議案第８号 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第３回)

日程第１１ 議案第９号 平成２７年度松前町介護保険特別会計補正予算（第４回）
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日程第１２ 議案第１０号 平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２回）

日程第１３ 議案第１１号 平成２７年度松前町水道事業会計補正予算（第１回）

日程第１４ 議案第１２号 平成２７年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）

日程第１５ 議案第１３号 松前町行政不服審査会条例制定について

日程第１６ 議案第１４号 松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について

日程第１７ 議案第１５号 松前町行政不服審査法による手数料条例制定について

日程第１８ 議案第１６号 行政不服審査法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

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 伊 藤 幸 司 君 副議長 １１番 西 村 健 一 君

１番 飯 田 幸 仁 君 ２番 沼 山 雄 平 君

３番 福 原 英 夫 君 ４番 近 江 武 君

５番 工 藤 松 子 君 ６番 堺 繁 光 君

７番 油 野 篤 君 ８番 西 川 敏 郎 君

９番 梶 谷 康 介 君 １０番 斉 藤 勝 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員

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 岩 城 広 紀 君

健康推進課長 阪 本 涼 子 君 町民生活課長 平 田 昭 浩 君

水 産 課 長 佐 藤 祐 二 君 渡 辺 孝 行 君水産課参事兼水産センター所長

商工観光課長 佐 藤 隆 信 君農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長

佐 藤 工 君 建 設 課 長 鍋 谷 利 彦 君

行政改革室長 内 藤 敏 徳 君 小 川 佳 紀 君会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

水 道 課 長 三 浦 忠 男 君 木 村 眞 司 君病院事 業 管 理 者 兼 病 院 長

教 育 長 宮 島 武 司 君病 院 事 業 副 管 理 者 兼 病 院 事 務 局 長

学 校 教 育 課 長 兼 学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長小 本 清 治 君

佐々木 信 秀 君 阿 部 猛 君文 化 社 会 教 育 課 長

選挙管理委員会事務局書記長兼監査室長監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君

議会事務局長 川 村 敏 之 君 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(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成２８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を申し上げます。

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から平成２８年松前町議会第１回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、６番堺繁光君、７番油野篤君、

以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) ２月２９日に開催された議会運営委員会において、

本定例会の会期は本日３月２日から３月８日までの７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(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から３月８日までの

７日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。
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◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

松前町議会第１回定例会にあたりまして、行政報告を申し上げます。

福山城天守整備住民意見交換会等の開催結果について。

福山城天守の整備方法（木造復元・耐震補強）に係る住民意見交換会については、昨年

３月から４月にかけて町内１１地区で開催し、その後、７月から８月にかけて松前観光協

会など関係６団体と行った結果、合わせて１７０名の参加がありました。

更には、本年１月２日以降、各町内会の総会に合わせて福山城天守の現況や今後の整備

の在り方について、全２３町内会７０３名の方々に説明とアンケート調査を行ってまいり

ました。

町内会総会における主な意見として「木造復元が望ましい」とするものの、｢資金調達

はどうするのか」「城よりも病院を」「町民の負担はあるのか」などの意見も出されまし

た。

また、今回のアンケート調査では、回答者６４４名のうち、「木造で復元すべき」が４

２８名（６６．５％）で、「耐震補強すべき」が１７７名（２７．５％）、その他の意見

が３９名（６％）の結果となっております。

今後、町民から出された意見とアンケート調査の結果を参考に、福山城天守整備の在り

方についてを検討してまいります。

アンケート実施結果報告については、記載のとおりでございます。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済みと致します。

◎報告第１号 専決処分報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第１号、専決処分報告について、町税条例等の一部

を改正する条例の一部を改正する条例を議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) おはようございます。

ただ今、議題となりました報告第１号、町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正

する条例制定に係る専決処分につきまして、その内容をご説明申し上げます。

お手元の議案の最後のページをお開きいただき、説明資料として添付しております町税

条例等の一部を改正する条例の一部改正に係る新旧対照表の３ページ下段説明欄をご覧願

います。専決処分に至った理由でございますが、平成２８年度与党税制改正大綱（平成２

７年１２月１６日決定）において、一部手続における個人番号の取扱いを見直す方針が示

されたこと等を踏まえ、平成２７年１２月１８日付け総務省自治税務局長通知（総税市第

９５号）により、「市町村条例(例)等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(例)」

が示され、平成２８年１月１日に施行される一部改正条例を、施行される前に一部改正条

例の一部改正をする必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分したものであります。

改正の内容でございますが、１ページお戻りいただき、説明資料の２ページ、現行欄一
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部改正条例、改正案欄一部改正条例の一部改正後をご覧願います。第５１条町民税の減免

でありますが、第２項第１号中「又は名称、住所、若しくは居所又は事務所、若しくは事

業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号」を「及び住所又

は居所（法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号）」に改め、第

１３９条の３特別土地保有税の減免でありますが、第２項第１号中「個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は」を削り、「同条第１５項」を「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第１５項」に

改め、「個人番号又は」を削ろうとするものであります。いずれも本人確認手続等の納税

義務者の負担を軽減することを目的とし、個人番号の取扱いのみを見直したもので、減免

申請書に個人番号の記入が必要としていたものを記入しなくてもよいこととしようとする

ものであります。

なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。

以上が、報告第１号の内容でございます。何卒ご承認賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

報告第１号を承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、報告第１号は承認することに決定致しました。

◎報告第２号 専決処分報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、報告第２号、専決処分報告について、平成２７年度松前

町一般会計補正予算（第６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) おはようございます。

ただ今議題となりました報告第２号、専決処分報告について、その内容をご説明申し上

げます。本件につきましては、火葬場内の１号炉主燃料点火設備に異常を来しまして、故

障が発生したことにより、緊急に執行を要する修繕費用のため、平成２７年度松前町一般

会計補正予算（第６回）の専決処分でございます。

昨年１２月３０日に、火葬業務終了後に１号炉のバーナー点火不良による異常が判明し、

火葬場管理人から連絡があり、年末年始に掛かったことにより、本年１月８日に業者によ

る点検確認を実施したところでございます。点検結果として、老朽化による機器の故障が

大きな要因と思われ、部品の交換が必要とのことから、その見積書を早急に要請したとこ

ろでございます。しかし、部品も相当古く、特注品であることから、見積もりにはある程

度日数が係るとのことから、火葬場管理人と協議し、当分の間２号炉のみの利用による対

応を行うこととしたところでございます。１月中旬に当町から事業所に対し、見積もりを

早急に提出するよう再要求をしたところであり、１月２９日に見積もりが提出されたこと
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から、その費用について、既定の予算内での対応ができないため、緊急を要したことから

２月２日付をもって、９４万円の補正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専

決処分書のとおり専決処分させていただいたところでございます。このため、同条第３項

の規定によりまして、議会に報告し、その承認を求めようとするものでございます。

それでは、専決処分書により、その内容をご説明申し上げます。

平成２７年度松前町一般会計補正予算（第６回）でございます。平成２７年度松前町の

一般会計補正予算（第６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９４

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億９千５６９万８千円に致し

たところでございます。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

ることとしたところでございます。

以上のとおり、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を致したところで

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。７ページをお開き願います。

３．歳出です。４款１項４目環境衛生費で９４万円の増額計上です。１１節需用費で火

葬場管理修繕料として９４万円の計上です。これは、火葬場内１号炉の主燃料設備の修繕

費用分として緊急を要したことから、その経費の計上分でございます。なお、１号炉につ

きましては、２月２６日に修繕を完了し、既に稼働していることをご報告致します。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。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１節地方交付税で９４万円の計上です。これは、

歳出財源に対応するための計上でございます。

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５５億９千４７５万

８千円、これに補正額９４万円を増額致しまして、補正後の額を５５億９千５６９万８千

円に致したところでございます。

次に、３ページです。歳出です。歳出につきましても補正前の額に９４万円を増額補正

致しまして、補正後の額を５５億９千５６９万８千円に致したところでございます。

以上が専決処分内容でございます。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(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

報告第２号を承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、報告第２号は承認することに決定しました。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、一般質問を行います。

既に通告がありますので、発言を許します。

５番工藤松子君。
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○５番(工藤松子君) おはようございます。

石山町長は、現在次期に向け立起表明されておりますので、また次の議会にもその席に

座れる可能性がありますので、あえて質問をさせていただくこととしました。

今や、町民の命、健康を守り、安心できる生活に町立松前病院の果たしている役割の大

きさは町民がよく理解するところとなっております。このまま続いてほしい、特に高齢者

に安心を与え続けてほしいとの思いは、誰でもが持っております。しかし、今後、時代に

即応して前に進まなければ、独立行政法人化しなければ松前町も、それから松前病院も立

ち行かなくなる、そういう危惧があることを知る人は少ないと思います。現在、この状態

で動いていれば、そのまま永続するものと町民は考えがちです。そこで、町長は今、人口

減少、高齢化の真っ只中にあるこの松前町で一歩、町立病院のことは、独立法人化を進め

なければ大変なことになるっちゅうことを町民に知らせる責任と義務を持っていると思い

ます。

○議長(伊藤幸司君) 静粛にしてください。

○５番（工藤松子君） 町長の見解を求めます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今、工藤議員から今任期中最後の一般質問を通告を受けたとこ

ろであります。ご答弁させていただきたいというふうに思います。

町立松前病院につきましては、不採算地区に位置付けられている松前町におきまして、

２４時間体制で地域医療を守り、更には、交付税分の補助金のみで黒字経営を行っている

ことは誠に評価に値するものでありまして、職員の皆さんには経緯と感謝を申し上げたい

というふうに思っているところであります。しかしながら、北海道はじめ、全道的な医師

不足、看護師不足の厳しい医療環境、更には国の財政や医療に対する改革の方向性等々を

考慮すると、今後の病院の経営が益々厳しさを増すものと思われているところ、思ってい

るところであります。このことと合わせまして、独立行政法人化や病院の改築によって、

病院、更には町の財政に対しまして、どの程度の影響が出るのか、また、その影響に病院、

町が耐えられる、耐えられるのか等々につきまして、しっかりと検討する必要があると考

えているところであります。現在、黒字経営で病床利用率が高い今だからこそ、今後の医

療環境の変化を見据えた経営形態を検討するときであると思っております。議会の皆さん

や、町民の皆さん、職員の方々に丁寧な説明をさせていただきながら、また、病院の経営

責任者であります院長の話をしっかりお聞きしながら、検討を進めていく必要があると考

えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) この厳しい情勢下なので、本当に時代に即応した、自立的病院経営

を目指すためにも、ぜひ進めてもらいたいと考えております。

今、答弁にありましたように、町財政みるとか何とかっちゅう話でしたが、私は、まず

町民の命が第一だと考えております。そして、全国一の高齢化率っちゅうんですか、もう

人口減少もありますし、大変な状態をそれでも松前病院の方では黒字経営でもってきてお

ります。そして、総務省からも一歩前へ進むようにっちゅう指導も受けております。ぜひ、

町民の皆さんにそこのところをきちんと理解いただくように、町長の方から、ただ、私達

見守る会だけが説明に歩いてるんじゃなくて、町長の方からきちんと町民に説明をしてい

ただきたいと思っております。いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員からご指摘のように、町民の健康、命と健康を守る、町長の大
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きな責任だというふうに思っております。しかし、一方、町の将来的な財政、将来の世代

に負担の残らないような財政の運営も町長の責務だというふうに思っております。バラン

スの良い町政運営をしてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきた

いというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) そのバランスですが、ぜひ、町民の命を第一に考えていただきたい

と思っております。よろしくお願いします。

次に、公営企業法全部適用と独立行政法人化との違いは、もう既に調査特別委員会にも

資料が提出され、よく説明を受けましたので、もう明らかだと思います。９月議会でも町

長は、独法化について職員共々スピード感をもって対応する旨、覚悟をお答えいただきま

したが、未だになかなか一歩が踏み出せないでいるように思われます。何が問題だったの

か、何がその一歩を留め、止めてしまっている重要課題なのか、町長の本心をお聞かせい

ただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 全部適用と独法化との違いは、既に明らかだというふうなご指摘で

ございます。資料等拝見しましても、それは十分理解できるところであります。しかしな

がら、現在、全国で独法化している病院がだんだん多くなってきているのも事実でありま

して、経営改善、増収、増益の手法として、独法化を選択している状況であります。都道

府県や政令指定都市など、病院の回りにある程度の人口の密集している地域において実施

されているようである、あります。病院の独立行政法人化につきましては、公営企業法の

全部適用よりもより機動性、弾力性が向上し、経営責任と権限が明白になることから、検

討する価値は十分あると考えているところであります。独法化により、病院や町にどの、

どんな影響がでるのか、しっかりと検討する必要がある。更には、町民の皆さんに説明し

ていく必要があるというふうに思っております。

併せまして、病院の改築によります影響についても検討する必要があるとも考えており

ますので、それらのことについて、病院と連携しながら議会の皆様や町民の皆様、更には

職員の方々にご理解をいただけるよう、進めていきたいというふうに思っているところで

あります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 非常にありがたい答弁ではあります。しかしながら、聞くところに

よりますと、町長がなかなか病院の方に足を向けていないんじゃないかっていう話がちら

ほらあります。本当に行政、まあ、行政の中に病院も含まれるわけですけども、病院と町

長がちゃんと膝を交えて話し合いを持ってほしいと思います。担当に任せるとか、病院の

ことは院長先生に全てお任せっていう発想ではなくて。

○議長(伊藤幸司君) 静粛にしてください。

命令に従わないときは、退場となりますから。次は退場ですよ、よろしいですか。

はい、続けてください。

○５番(工藤松子君) ぜひ、病院に足を運んで、院長先生と親しく、そして、連携が上手

くいくように、町民誰もが一番望んでいるところでございます。ぜひともよろしくお願い

したいのですが、町長、ご意見をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員からご指摘、まあ、お叱りを受けたような気をしているところ

であります。十分配慮しながら検討、連携を進めてまいりたいというふうに思っておりま
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すので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) もう、石山町長の気持ちの中はよくわかってるんですが、その外に

表す形がどうも今一のように思われるんです。次期も、もう決意しておられる町長ですか

ら、そこにいられるっていう、お座りになるっていうことを念頭において、ぜひ、ただ、

心の内に秘めてるものっちゅうことではなくて、外に表していただきたいと思います。今

一歩踏み出す決意、努力、一つよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 答弁はよろしいの、まだ。

○５番(工藤松子君) はい、答弁いりません、よく分かっておりますので。

次に、行政改革室についてですが、町長は、行政改革室を設置されました。町職員の中

で人選をしてそう立ち上げたわけですが、どのような理由から、道から職員の派遣を受け

たのか。そして、町立松前病院の部分についてだけでよろしいので、行政改革室の役割っ

ちゅうんですか、町長がどういう気持ちでその道職員派遣を受けたのか、そのあたりをお

聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 行政改革室には、どのような理由で道職員の派遣があったのか。ま

た、役場組織内での位置付けは、町立病院との関係はっていうふうな質問だというふうに

思います。

まず、行政改革室の設置につきましては、平成２７年の第１回松前町議会定例会におき

まして、町の懸案事項の課題の整理の、整理に向けた検討を行うために、松前町課設置条

例の一部を改正させていただきながら、行政改革室を設置させていただいたものでありま

す。

この行政改革室は、北海道より職員派遣を受けまして、町立松前病院の非公務員型地方

独立行政法人化を含む経営形態のあり方について検討するためのもの、というふうな位置

付けで考えているところであります。地方独立行政法人化を含む経営形態のあり方につい

て、検討するためには病院と町の連携はもとより、独法の、独立行政法人化の認可や病院

の開設許可、更には病院の改築に係る起債などの事務において、国や北海道とも連携を図

る必要があることから、町と致しまして、その体制づくりのために北海道からの職員の派

遣を受け、新たな部署を設置したものであります。議員ご承知のように、独法化に向けた

検討を進めるための行政改革室であるというふうにご理解いただければよろしいかと思い

ます。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 役場での組織内のその位置付けっちゅうんですか、それは、どのよ

うな、構造図がちょっと思い描けませんので、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 役場組織内の位置付けについてのご指摘がございました。町長部局

でありまして、総務課の横に行政改革室の事務を司る席を用意しているところであります。

町長部局に設置してるというふうにご理解いただければというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) それから、行政改革室と、それから町立松前病院の構造図の中での

位置付けはどんなふうになりますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程の答弁でも申し上げましたけども、経営形態のあり方について



- 14 -

検討するためには、病院側の考え、或いは、一方、町の考えもありますので、病院と町の

連携をとりながら、更には許認可の関係もあります。北海道、国とも連携を図る必要があ

るというふうな立場で町としての体制づくりをしてきたというふうにご理解いただければ

というふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 行政改革室の位置はわかりました。それで、松前病院は町行政の中

の構造図っつんですか、組織図の中にどの位置にあるんでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時３１分)

(再開 午前１０時３２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 病院の位置付けであります。町長部局には、総務課始め、各課設置

しております。一方、教育委員会は教育委員会で独立しているものでありまして、病院は

独立しているものだというふうにご理解いただければと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 位置付けの関係はよくわかりました。それで、行政改革室に病院の

その関わり、病院との関わりを全て丸投げしてっちゅう形ではなく、私、前、前っていう

か、前の質問にも申し上げましたけども、町長が直接交渉しろっていう言い方はできませ

んが、親しく、院長と親しくしていただきたいっていう思いが十分あります。室長が病院

に出向くとか、しょっちゅう行ってるからとか、連絡取り合ってるからっちゅうんじゃな

くて、町長ご自身がもっと病院側と接近してほしいな、親しく、人間的に付き合いを持て

るような関係になってほしいなと思っております。一つ、そこのところ。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○町長(石山英雄君) ご指摘十分理解しているところでありまして、私も病院に行きます

し、病院の方からも町長室に来ていただけるような、そんな環境ができればいいなという

ふうに思っております。ご指摘ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 次に、新公立病院改革プラン、これにはただ、その病院の改築だけ

でなくて、そういう独立行政法人化、それも含めて密接な関係があるものと思います。１

２月議会で、もう３１年には病院は建つんだっちゅうことを明言いただきましたので、本

当にその点では安心しておりますが、建物だけができればオーケーではなくて、やりやす

い病院運営が一番の課題だと思います。実は、前回の私の一般質問の答弁の中に、調査特

別委員会、それが立ち上がっているのでっちゅう、何かそういう理由付けっちゅうんです

か、そういうお答えがありましたが、調査特別委員会っちゅうのは、我々議員側の勉強し

ようっていう気持ちから作ったものであって、町長が、行政側が諮問機関として任命して

動いてるわけではありません。ですから、地域医療の今後のあり方、まだまだ議員の中で

は討論も必要ですし、長くかかる委員会だと思われます。もう独立行政法人化の説明は、

大方し尽くされております。特別委員会が調査中であっても、行政は独立した機関であり

ますので、定款の提案、これは、町長としてできるものと思います。現時点で、町長とし

て道に本当に定款を出す気持ちがあるのかどうか、独立行政法人化を進める気持ちがある
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のかどうか、はっきりと意思表示をしていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご指摘のように、現在特別委員会でいろいろ勉強をしていただ

いているところであります。私どもも１２月の定例会でもお話させていただきましたけど

も、決して独法化を否定しているわけでありません。その準備のために議員の皆さんにも

調査していただいておりますし、そういうことで前向きに進んでいるっていうことは理解

していただきたいというふうに思います。議員おっしゃるように、行政は独立したもので

あるというものは確かにそのとおりであります。しかし、この４月３日、先程冒頭議員か

らもありましたけど、町長選挙が予定されているところであります。町政を預かる町長と

致しましては、病院の経営形態の見直しについて、更には改築、町の将来に大きな政策の

転換であるというふうに判断しているところであります。町民の皆さんの審判をいただい

た後に、責任のある対応をするべきと判断しているところでありますので、今回、１定、

第１回定例会におきまして、定款のご提案を、議案提案をできないというふうなことをご

理解いただきたいというふうに思います。町民の皆さんの審判を受けた後に、責任のある

対応をするべきと判断しましたので、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 独立行政法人化、それは、町財政の面からも、それから医師確保の

面からも、それから、新しい町の将来の面からも、これは、私考えるには有意義なものだ

と思っております。昔の話にも聞きますが、本当にお医者さん一人を調整するために、お

金をかけて、そういう組織を作って、もう大変な苦労をしてお医者さんを呼んできた、そ

ういう経緯があります。ところが、今、院長先生の進めている教育っちゅう面において、

本当に研修医の先生方が松前町に大勢来られ、そして、松前町、いい町だ、住みたいなっ

て思うような気持ちにさせる、そういうふうにすることが医師確保の面で、大変有意義な

ことだと思います。高齢化が進む松前町において、そういう安心できる、お年寄りが安心

できる町であるっちゅうことを宣伝することによって、都市部の人達が自然環境のいい、

この松前に、そして、病院それから介護施設、そういうところが充実していると思ってい

ただければ、まあ、若い人だけが人口減少食い止めるんではなくて、そういう諸々の方々

が松前町に来ていただくことによって、更にそこにお見舞いにくるとか、それから、いい

自然環境を再認識していただいて、また松前町に足を向けるとか、そういう将来の面にお

いても十分プラスになるものと思います。ぜひとも、そこのところをよくご理解いただい

て、ぜひとも、その席において、またいいお答えをいただけるようにご期待申し上げます。

町長、一言。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町立松前病院、本当に安定した経営をしていただいているところで

あります。院長始め、スタッフの皆さんには、冒頭申し上げましたけども、心から敬意と

感謝を申し上げたいというふうに思います。本当に持続可能な病院であってほしいし、独

法化につきましても、これから定款の提案等々、状況を見据えてですね、考えていかなけ

ればならないと思っております。松前型の、他の地域にない松前型の独立行政法人化とい

うものもあるだろうというふうに信じておりますので、前向きに検討してまいりたいとい

うふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) ぜひとも、そう願いたいと思います。松前の将来のためにも、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。一歩を踏み出す勇気、それを一つ、よろしくお願いし
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ます。

○議長(伊藤幸司君) 答弁はどうしましょう。いいですか。

以上で通告のあった一般質問を終わります。

はい、了解しました、どうぞ、退場してください。早く出てってください。

◎議案第１８号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第１８号、職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(野村誠君) ただ今議題となりました、議案第１８号、職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例制定について、その内容を説明致します。

議案の中程にですね、説明資料として１ページから２１ページにかけて、改正条例の概

要、新旧対照表、行政職給料表が添付してございます。まず、１ページをご覧いただきた

いと思います。

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の概要を説明致します。１、改正の趣

旨でございます。国家公務員に対する給与改定及び勤務時間の改定に関する人事院の勧告

を踏まえ、職員の給与改定及び特別職等の期末手当支給率の改定、更には、勤務時間の割

り振り等に係る規定を整備するため、条例を改正しようとするものであります。

２の改正の主な内容でございます。始めに、(１)職員の給与に関する条例の改正でござ

います。人事院勧告により、①は給料月額を平均０．４％、昨年の４月１日に遡って引き

上げ致そうとするものです。その行政職給料表は、１８ページから２１ページにかけて、

別紙２として給料月額の現行と改正案を載せてございます。

説明資料の１ページにお戻り願います。②期末・勤勉手当として、アの再任用職員以外

の職員は、０．１ヶ月分引き上げ、引き上げし、年間４．２ヶ月分に致そうとするもので

す。改正点は、網掛けの部分になりまして、平成２７年度現行６月と１２月の勤勉手当支

給割合各０．７５月を、６月に支給する場合においては０．７５月、１２月に支給する場

合にはおいては０．８５月に引き上げしようとするものです。また、平成２８年度以降か

らは、勤勉手当の支給割合を改正案のとおり、６月、１２月とも、０．８月に改正しよう

とするものでございます。その下にございます、イ再任用職員は一般の職員と同様に網掛

けしております勤勉手当の支給割合について、０．７月を０．７５月に改正しようとする

ものでございます。２ページをお開きください。③は時間外勤務手当の１時間当たりの算

出方法の改正でございます。現行は、国家公務員の基準により算出していたものを、地方

公務員は労働基準法の適用が優先されることから、分母から休日の日数を差し引き、本年

４月１日から改正案のとおり改正しようとするものでございます。

次に、(２)の職員の勤務時間、休暇等に関する条例でございますが、昨年の人事院勧告

を受けて、原則として適切な公務運営の確保に配慮しつつ、全ての職員を対象としてフレ

ックスタイム制を拡充させる内容でございます。フレックスの適用を希望する職員から申

告が行われた場合、公務の運営に支障がないと認められる範囲内において、始業及び終業

の時刻について、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることができるようにしようと

するものでございます。まず、一般の職員では、全員勤務しなければならない「コアタイ

ム」という名称ですけども、月曜日から金曜日まで毎日５時間は今までどおり勤務時間内

での勤務になるところであり、また、始業及び終業時刻を設定する時間帯の「フレキシブ
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ルタイム」は、職員の申告を考慮しつつ、公務の運営に支障がないよう、今までの時間の、

勤務時間の前後に勤務することができるようになるものであります。また、育児、または

介護を行う職員に係るフレックスタイム制は、より柔軟な勤務形態になる仕組みで、コア

タイムを毎日２時間以上４時間３０分以下の範囲内で設定できるものでございます。なお、

先程も言いましたけども、業務の性質上、適用が困難な場合や必要な体制を確保できない

場合等、公務の運営に支障が生じる、生ずる場合には適用ができないものでございます。

次に、(３)は一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の改正でございます。①の給

料月額と３ページにあります②の期末手当の支給割合について、昨年の人事院勧告に伴い、

特定任期付き職員の改正をしようとするものでございます。なお、現在この対象となる特

定任期付き職員はいないところであります。

次に、(４)の町長等の諸手当額並びにその支給条例の一部改正から、(５)の旧松前町教

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の一部改正、(６)の松前町病院事

業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正、更には、４ページの(７)議会の議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正までの以上４件の改正案につきましては、

一般職と同様に、特別職においても期末手当を０．１ヶ月分引き上げ、それぞれ年間で４．

２ヶ月分にしようとするものでございます。

最後に、(８)その他としまして、①新旧対照表の別紙１は、５ページから１７ページの

とおりでございます。また、②の行政職給料表は、別紙２としまして、１８ページから２

１ページに掲載してございます。

附則と致しまして、説明資料２ページに戻っていただきます。説明資料からめくってい

ただくと附則がございます。附則の第１項は、説明資料に戻っていただきまして、戻って

いただくと、附則の条例が、案が添付してございます。逆に戻っていくと附則がございま

す。よろしいでしょうか。説明資料の前のページです、戻っていただくと条例案の附則が

ございます。第１項は、施行期日等でございます。この条例は、附則の日から施行しよう

とするものです。ただし、第２条、第３条、第５条、第７条、第９条、第１１条及び第１

３条から第１５条までの規定は、平成２８年４月１日から施行致そうとするものです。第

２項と致しまして、第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第４条の規定

に関する改正後の一般職の任期付き職員の採用等に関する条例、第６の規定による改正後

の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第８条の規定による改正後の旧松前町教育委員

会教育長の給料額及び諸手当額並びにその支給条例、第１０条の規定による改正後の松前

町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例及び第２条の規定による改正後の議会の議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例のそれぞれの規定につきましては、平成２７年

４月１日から適用しようとするものでございます。第３項は、給与の内払の規定でござい

ます。次のページの第４項は、規則への委任の規定でございます。

以上が議案第１８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(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

９番、失礼しました。

○９番(梶谷康介君) 参考資料の２ページのね、この通常の勤務は１日７時間４５分、そ

の下にフレキシブルタイム、いわゆる可動性のもたせた時間と、全員が揃って勤務しなけ

ればいけないコアタイム、時間数は書いてますけどね、このコアタイムの時間帯ってのが

明示されていないんですけど、何時から何時までなんですか。確認したいと思います。
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○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 国家公務員の給与の改正に伴います改正でございます。今、条例

で、この３月議会で可決してもらいますと、４月からですね、このコアタイム、フレキシ

ブルタイムの、フレックスタイムにつきましては各課に相談しながら、職員と相談しなが

ら、このコアタイムが、その課によってですね、例えば、農林畜産課朝早いとか、夜遅い

ところもありますし、その課によって協議していただいて、職員がとりやすいような時間

帯をこれから協議して、相談しながら協議していかなきゃないと思っております。ですか

ら、その課によってですね、５時間は一緒に勤務しなきゃないものですから、勤務時間が

早いか、１ヶ月毎ですけども、その時期によってそういう課があると思いますので、そう

いうのを考慮しながらですね、課によって１ヶ月単位で職員の希望を聞きながら、これか

ら相談していきたいと思っております。

ですから、そのコアタイムっていうのは５時間です。当然、ここにですね、昼食、昼食、

休憩時間って言うんですか、それも入ってきますので、ですから、その課によっていろい

ろと時間帯が変わってくるかと思いますので、よろしくご理解願いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 課長、この資料を見るとね、このコアタイムってのは、全員が揃っ

て勤務しなければいけない時間、５時間ってのがあるんで、それが９時から５時間なのか、

１０時から５時間なのか、その時間帯が明示されていないんだよ。話聞くと各課の事情に

よってそれが動くっていう話であればね、この表現の全員が揃って勤務するって説明は、

ちょっと理解しかねるんですが、もう一度説明いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 申し訳ありません。例えばですね、コアタイムが、今、勤務時間

が朝８時４５分ですけども、８時４５分からコアタイムということにしますと、前に２時

間半、朝早く時間を設定するということに、その職員ですね、によって２時間半、例えば、

あとは後半にやるということになると、２時間、フレキシブルタイムの方に２時間半移動

するということになります。

すいません、その５時間というのは、固定されていない時間です。ですから、その課に

よってですね、いろいろと職員と相談しながら決定するということになります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時５８分)

(再開 午前１０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

総務課長。

○総務課長(野村誠君) 申し訳ありません。コアタイムに全員が勤務しなければならない

時間帯ということで記載してございますけども、それは先程も説明しましたとおり、課単

位になりますので、はい、各課単位の職員が全員ということになります。申し訳ありませ

ん。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですか。

６番。

○６番(堺繁光君) 今の関連でもってお聞きします。聴いてますと、その課、その課によ

って５時間なり４時間半なりというものを決めてやるって言うんですけども、そうなりま
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すと、例えば町民の方々が役所に来たときに、いっぱいいる部署もあれば誰もいない部署

もあるっていうことなんですね、結構誤解を招く事態が起きると思うんですよ。なんだ、

ここの部署で誰もいねんでねえがとかってね。だから、そういうことのないように、やっ

ぱり町民にきちっと知らしめる方法も考えてやってほしいなと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 今、堺議員さんから言われたとおりでございます。きちっとした

ですね、その課によって、窓口も朝きちっとした時間帯設定して勤務してございますので、

その課によってですね、先程も言いました現場持ってるところとか、健診やるときは朝、

６月、７月町民健診とかありますので、その時間帯しかなかなかとれないと思います。そ

れで、当然先程も説明した勤務時間帯ですね、皆さんの迷惑に、町民の迷惑に掛からない

ような対応、そして、コアタイム５時間、必ずきちっと全員が揃うような体制で希望とり

ながら実施してまいりたいと思いますので、よろしくご理解願いたい思います。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) 理解しました。ですけどもですね、今現在でも一生懸命やってる、皆

さん一生懸命やってるんですよ、職員の方々ね。ところが、あすこの部署のあの人はずい

ぶん楽してるとかって思われてることもあるもんですから、その辺はきちとやっぱり取り

組んでほしいなと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 答弁はいりますか。いらない。

３番。

○３番(福原英夫君) このフレックタイム、コアタイムの導入という、国でもう既に導入

しているんでしょう。それ、まず１点確認したいっていうこと。

その次、この、僕もこういうのやってほしいなあという気持ちの人間だったんですよ。

なぜかっていうと、時間外であり、それと夜遅くまでどうしても勤務しなければならない。

特に今年の冬だったでしょうか、休み期間中に上川で水道管が破裂しました。休み中だっ

たんですけども作業してくれました。大変だったなと思ってました、私。この人達、いつ

休むのかなと、代替え休暇はあるんでしょうけれども、こういうフレックタイムを導入す

ることによって、随分解決できるなと思ってたもんで、今日こういう提案されたもんです

から、もう少しこのフレックタイムの意図するところ、長所だよね、それをちょっとおさ

えているんであればお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) まず、福原議員の質問ですけども、国ということですか。国はで

すね、もう一部の職場において実施しております。今回、改正によりまして全員というこ

とでの法律の改正でございますので、民間の会社であれば、もうとっくにそういうフレッ

クスタイムはご存じのとおり実施してございまして、要は、そのコアタイム３時間から４

時間というのが民間ではもう普通になってまして、国家公務員ではこの５時間というのが、

実施しなさいよ、全員揃いなさいよっていうことでの条例でございまして、その方向で何

とか今、これから各課と協議しながら実施していきたいと思います。

先程も、長所ということでご質問ありましたけども、今、言ってますけども、各課によ

って勤務体系が早い、あの年中ということではありません、その職場によってですね、早

い時間帯で、先程も言いました健診とか、あと農林畜産課であれば牧草の刈り取りとかっ

ていうのがありますから、そこは各課に事情を聞きながら、勤務しやすいような場にして

いければなというふうに思いますので、ご理解願いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。
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○３番(福原英夫) 心配するのは、土日出たときに、それ代替えで時間であり、休むこと

ができるんでしょうけど、なかなかそれも定着してないんでないかなと思ったんです。や

はり、先程堺議員もおっしゃったように、町民とそれと行政職員との、町職員とのギャッ

プがあるんでないかなと思うんですよ。それで、いいシステムなんですけども、そこの穴

埋めをどのように周知徹底するか。それと、課としてどのように考え方でこのフレックタ

イムを導入するか、ここのところがやはり課題になるなあと思ってたもんですから、なか

なか実行できないで進むんでないかなという懸念はちょっとしたもんですからね、そこの

周知徹底、ＰＲ方法、その等々をどのように考えてこれから進めようとしているのか、お

聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 今、福原議員から質問あったとおりですね、今回、初めて４月か

ら実施しようとするものでありますけども、事前に、先程も何回も言ってますけども、課

の状況をきちっと把握しながらですね、実施する場合は当然町民の皆さんに周知していっ

て、はっきりわかるようなフレックスタイムって言うんですか、そういうのを実施してい

きたいなと思います。

それから、職員に対しましてもですね、当然このフレックスタイムやることによって、

先程長所という話をしてましたけども、当然これをやることによって時間外とか多くなっ

たりしたら逆になってしまいますので、これをやることによって時間外、職員の負担にな

る時間帯を減らして、時間外をなるべく減らしていくようなことにしたいと、いくように

したいと思っております。職員、今言いましたとおり、当然急に勤務する場合とか、そう

いうのはですね、またこれと違った、代替えとか、そういう勤務の、休む態勢ができてお

りますので、それはそれとして今までどおり実施してまいりたいと思いますので、ご理解

願います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今、総務課長、私も懸念してるところ答弁してくれたんですけども、

やはり水産課であり農林畜産課であり、水道課であり、教育委員会であり、現場を持って

いるポジションの人達っていうのは、課全体で休むっていうことはなかなかこうできない、

個々人がその職務で朝早く出たり、夜遅く出たり、土日出るもんですから、そこのバラン

スっていうのもやはり検討課題でないかなと思ったんです。ですから、課全体で休むから

フレックタイム導入できるっていうことにプラスアルファ、ある程度の許容範囲って言う

んでしょうかね、柔軟性を持った対応も総務課としてはきちっと取りまとめた方がいいん

でないかなと。せっかく、ここまで導入を決断して、これから導入しようとしてるもんで

すから、いい結果を生むようにしていただきたいなと。

それと、やはり何度も言いますけども、町民にやはり十分に理解してもらう。このこと

がやはり大きい課題かなと思いましたんで、十分にそのことを検討してください。

○議長(伊藤幸司君) 答弁はどうしましょう。

○３番(福原英夫君) いいです。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。
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お諮り致します。

議案第１８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。

１５分間休憩します。

(休憩 午前１１時０９分)

(再開 午前１１時２５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第７号 平成２７年度松前町一般会計補正予算(第７回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第７号、平成２７年度松前町一般会計補正予算（第

７回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 丁寧に説明をさせていただきます。

ただ今議題となりました議案第７号、平成２７年度松前町一般会計補正予算(第７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７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

６千２７５万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億５千８４５

万７千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、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

しして使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」によろうとするものでござい

ます。

第３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３表債務負担行

為補正」によろうとするものです。

第４条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第４表地方債補正」によろうと

するものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。４０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、４８万９千円の減額計上です。３節議員期末

手当として、２６万６千円の増額計上です。これは、人事院勧告に伴う議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部改正により増額分でございます。９節から１４節まで、年度末

までの決算見込みによる減額計上分でございます。なお、１１節の印刷製本費につきまし

ては、議会だよりの入札減によるものでございます。

４１ページです。２款１項１目一般管理費では、４千７０８万８千円の増額計上です。

４節から１２節まで、年度末までの決算見込みによる減額計上分でございます。４２ペー

ジの１３節行政情報システム改修業務委託料は、４千９９１万円の増額計上です。これは、
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国の示す新たな自治体情報セキュリティ強化対策のため、個人番号利用事務系、ＬＧＷＡ

Ｎ接続系、インターネット接続系の三層からなるセキュリティ対策を講じ、全市町村が実

施をするもので、その対応費用の増額計上分でございます。また、選挙システム改修業務

委託料は、選挙人名簿の登録制度に関する見直し対応のため、その対応費用の増額計上分

です。更に、子ども子育てシステム改修業務委託料は、ひとり親世帯等に関わる幼児教育

の段階的な無償化に伴うシステム改修分の計上です。１８節備品購入費では、パソコン端

末２６台の購入に関わる入札による減額計上分となってございます。１９節社会保障・税

番号制度システム負担金は、中間サーバーに関わる利用負担金の確定に伴う減額計上です。

また、通知カード・個人番号カード関連事務交付金は、マイナンバーシステムに関わる委

任事務等の確定精算による増額計上です。なお、行政情報システム管理概要については、

参考資料９６ページに掲げておりますのでご参照を願います。２目文書広報費では、６６

万５千円の減額計上です。１１節町広報発行、印刷製本費では、広報誌の契約単価の減に

よる減額の計上でございます。３目財産管理費では、１８５万円の減額計上です。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、４３ページの１５節ＭＨソー

イング屋根塗装工事請負費については、入札による減額計上分です。２５節積立金で、財

政調整基金積立金、減債基金積立金、役場庁舎建設金積立金は、いずれも決算見込みによ

る運用利子分の減額計上分でございます。

４４ページです。４目支所費では、７万３千円の減額計上です。これは、小島支所にお

ける年度末までの決算見込みによる計上分です。５目地域振興費では、１千９９５万７千

円の増額計上です。各節において増減はありますが、９節及び４５ページの１３節地方創

生加速化対策、移住定住推進事業として、松前町創生総合戦略に掲げる交流人口拡大のた

め、移住定住推進計画の策定やホームページの整備等を実施し、国の補正予算に伴う緊急

経済対策で交付金充当事業としての対応です。戻って、４４ページの１１節パートナーシ

ップランド管理、光熱水費では、ＬＥＤ化に伴い電気料の減額に伴う計上分です。４５ペ

ージの１３節ふるさと松前応援寄附受入、特産品取扱委託料は、年度末までの見込みによ

る増額計上分です。１３節及び１５節地方創生加速化対策、公衆Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業

については、国内外の観光客が公園内で情報の利便性が図られ、商店街へ流れる仕組みづ

くりのため環境を整備し、国の補正予算に伴う緊急経済対策で交付金充当事業としての対

応です。１９節地域生活バス運行事業補助金は、大漁くんバスの利用者増に伴い、運賃収

入が増額となったため、補助金の減額計上となったところでございます。２５節ふるさと

松前応援基金積立金として、主にふるさと納税の特産寄附分として、年度末まで３８８口

分を見込んでの計上分でございます。なお、地方創生加速化対策、移住定住推進事業の概

要は参考資料９７ページに、また、公衆Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業の概要は参考資料９８ペ

ージに掲げてございますのでご参照願います。

４６ページです。２項２目賦課徴収費では、１万１千円の減額計上です。１３節町道民

税特別徴収及び集合主税賦課業務委託料で、年度末までの決算見込みによる減額計上です。

４７ページです。３項１目戸籍住民基本台帳費では、８２万３千円の減額計上です。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、１８節備品購入費は、マ

イナンバー顔認証システム機器等の契約に伴う減額計上分でございます。

４８ページです。４項３目知事及び道議会議員選挙費では、７９万２千円の減額計上で

す。これは、選挙後の決算見込みによる減額計上分でございます。

４９ページです。４目町議会議員選挙費では、１３２万２千円の減額計上です。これも、

選挙後の決算見込みによる減額計上分でございます。
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５０ページです。５目農業委員会委員選挙費では、７２万６千円の減額計上です。これ

は、選挙がなかったことによる減額計上分でございます。

５１ページです。３款１項１目社会福祉総務費では、６４２万９千円の減額計上です。

各節においてそれぞれ年度末までの決算見込みによるものでございます。なお、４節から

５２ページの１９節まで、臨時福祉給付金は、当初３千人を想定しておりましたが２千８

４３人の見込みとなることから減額の計上でございます。５３ページの２０節障害者自立

支援、介護訓練等給付費では、１千６３３万７千円の減額計上です。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、当初総体で延べ１千８９０名を見込んでおり

ましたが延べ１千７５０名の利用見込みとなることからの減額計上でございます。２８節

繰出金で国民健康保険特別会計に対する繰出金は、低所得者の多い保険者を支援し、保険

税負担の軽減を図る保険基盤安定繰入金分等を繰り出し致そうとするものであります。３

目老人福祉費では、２千８４４万２千円の減額計上です。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、１５節月島福祉の家外壁等塗

装工事請負費では、入札執行に伴う減額計上分です。１９節北海道後期高齢者医療広域連

合療養給付費負担金で、１千１２９万８千円の減額計上です。これは、後期高齢者医療広

域連合より２６年度の精算に伴い額が確定したことによる減額計上分です。また、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３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の減額計上分

でございます。５４ページの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いなくなったことによる、失礼、亡くなったことによる措置費

の減額計上です。２８節介護保険特別会計に対する繰出金では、保険事業勘定の介護給付

費分と事務費負担金分の減による計上です。また、後期高齢者医療特別会計に対する繰出

金は、広域連合への事務費納付金及び保険基盤安定分の額の確定による減額計上分です。

４目地域活動推進費では、３９万８千円の減額計上です。８節地域活動推進、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計上です。１９節松前町街灯

料補助金及び松前町ＬＥＤ街灯設置補助金は、２３町内会の実績精算により減額計上です。

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精算による減額計

上でございます。

５５ページです。２項１目児童福祉総務費では、１４９万３千円の減額計上です。７節

賃金では、年度末までの決算見込みによる減額分でございます。９節及び１９節で子育て

世帯臨時特例給付金では、児童手当支給対象児童１人当たり３千円を支給するもので、当

初７００人を見込んでおりましたが、６１９人の実績となったことから減額計上です。１

９節障害児保育事業所補助金は、障害児の利用がなかったため、減額計上です。２０節児

童デイサービス事業障害児通所給付費では、利用者の利用回数を当初１７７人で計画して

おりましたが、２０７人となることから増額補正致そうとするものです。

５６ページです。２目児童措置費では、２７４万円の減額計上です。２０節児童手当で

は、各対象児に増減はありますが、年度末までの決算見込みによる減額計上分でございま

す。

５７ページです。４款１項１目保健衛生総務費では、２３万２千円の減額計上です。１

９節道南ドクターヘリ運航経費負担金では、負担割合の変更などにより、年度間調整によ

って負担金の確定となることから減額の計上分でございます。２目母子保健費では、６８

万７千円の減額計上です。各節において決算見込みによる計上分です。なお、８節乳幼児

健康診査、歯科医師謝礼分として、健診回数を少なく見積もったことによる不足分の増額
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計上です。１３節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減額計上です。また、先天性股

関節脱臼検査業務委託料は、当初３０人を見込んでおり、２７名分となることから減額の

計上でございます。３目予防費では、１４９万５千円の減額計上です。１２節エキノコッ

クス症検診手数料では、当初６００人を見込んでおり、３１９人となることから減額です。

１３節一般健診委託料で、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７７７人分を見込んでおり８３９人分となることから増額計上です。インフルエンザ予

防接種委託料は、接種単価の値上がり分となることから増額計上です。また、子宮頸がん

ワクチン接種委託料は、当初２４人を見込んでおり受診者がないことから減額の計上でご

ざいます。５８ページです。水痘ワクチン接種委託料では、当初１０６人を見込んでおり

７９人となることから減額計上です。高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料は、３６０人を

見込んでおり年度末まで１６１人となることから減額計上です。４目環境衛生費では、２

９万４千円の減額計上です。７節及び１１節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。６目健康センター

費では、２万８千円の減額計上です。年度末までの決算見込みによる減額計上です。７目

病院費では、３千４３７万４千円の増額計上です。１９節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。

５９ページです。２項１目清掃総務費では、７６１万１千円の減額計上です。１９節渡

島西部広域事務組合負担金（衛生部門）について、決算見込みによる事務組合の補正に伴

い減額計上です。２目じんかい処理費では、６０万５千円の減額計上です。１１節需用費、

印刷製本費で、ゴミ袋の取扱店舗の減少等により減額の計上です。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。

６０ページです。３項１目上水道施設費では、１３９万４千円の減額計上です。１９節

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、辺地、過疎債充当分４条予算への振り替えに伴う決算見込みにより減額の

計上です。

６１ページです。６款１項１目農業委員会費では、１１万９千円の減額計上です。年度

末までの決算見込みによる計上です。３目畜産業費では、１６３万７千円の増額計上です。

４節から１２節まで、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減額計上

です。１９節地方創生加速化対策、優良繁殖牛購入補助金として、３００万円の計上です。

これは、松前町創生総合戦略に掲げる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、所得の拡大と増頭を図るため、国の補正予

算に伴う緊急経済対策で交付金充当事業としての対応でございます。２２節貸付肉用牛事

故損害賠償金では、当初３頭分を見込んでおり、事故牛１頭発生のため、差額分の減額の

計上です。なお、地方創生加速化対策、有料繁殖牛購入補助事業の概要については、参考

資料９９ページに掲げておりますのでご参照願います。

６２ページです。２項１目林業振興費では、３９３万５千円の増額計上です。７節から

９節まで、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６頭の駆除実績

となったことからの減額計上です。１１節から１９節まで、地方創生加速化対策、地域材

で建てる住宅支援事業では、松前町創生総合戦略に掲げる、町内において松前スギを始め

とする地域材を利用して住宅等を建築する方々に対し、その地域材利用量に応じ建築費の

一部を助成致そうとするもので、国の補正予算に伴います緊急経済対策で交付金の充当事

業としての対応でございます。１３節委託料では、キツネ駆除委託料で、当初６０頭を見
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込んでおり、駆除実績が５１頭となったことから減額の計上でございます。また、町有林

整備委託料は、入札による減額計上分です。１５節工事請負費では、入札執行による減額

計上です。１９節森林整備担い手対策推進事業負担金では、当初１２名を見込んでおりま

したが９名となったことからの減額です。また、鳥獣被害対策実施隊活動助成金では、狩

猟税の税制改正による減免措置に基づく減額の計上でございます。なお、地方創生加速化

対策、地域材で建てる住宅支援事業の概要については、参考資料１００ページに掲げてお

りますのでご参照願います。

６３ページです。３項１目水産業振興費では、４千８９９万３千円の増額計上です。１

１節水産センター管理、光熱水費では、水産センターの電気料の決算見込みによる減額計

上分でございます。１５節工事請負費では、入札執行に伴う減額分でございます。１９節

水産基盤整備事業負担金（漁港分）として、主に茂草地区、札前漁港の地元負担分が減額

となったことからの計上でございます。また、地方創生加速化対策、漁業支援総合補助金

では、５千１８８万６千円の増額計上です。これは、松前町創生総合戦略に掲げる漁業者

の経営安定と所得向上のため、ナマコ、ホヤ等の増養殖事業を推進するとともに、漁業者

の担い手確保と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

算に伴う緊急経済対策で交付金充当事業としての対応でございます。なお、地方創生加速

化対策、漁業支援総合補助事業の概要については、参考資料１０１ページから１０２ペー

ジに掲げておりますのでご参照願います。

６４ページです。７款１項２目観光振興費では、１千３７４万５千円の増額計上です。

各節内において増減がありますが、年度末までの決算見込みによる計上でございます。な

お、４節から９節まで、地域おこし協力隊では、２名の中途退職により決算見込みによる

減額計上分となってございます。８節観光振興、報償費では、年度末まで観光大使の予定

者がないことからの減額計上です。１１節観光振興、印刷製本費では、春の観光に合わせ、

観光リーフ及び観光マップの改訂、インバウンド対策としての英語や中国語の観光リーフ

等の作成を見込んでおり、その費用の増額計上でございます。また、地方創生加速化対策、

観光振興修繕料として、２３４万７千円の増額計上です。これは、松前町創生総合戦略に

掲げる交流人口拡大のため、観光地に相応しいヒストリーオアシスの公衆トイレの洗浄用

洋式化と照明のＬＥＤ化を図るため、国の補正予算に伴う緊急経済対策で交付金充当事業

としての対応でございます。１３節委託料は、入札執行に伴う減額の計上でございます。

６５ページの１９節地方創生加速化対策、観光イベント創出事業負担金は、春のさくらま

つりにおける松前城プロジェクションマッピングや、移動ミニ動物園の開設など、イベン

トによる誘客増を図り、また秋のマグロまつりは、食の一大イベントとして松前マグロの

ブランド力強化のため、国の補正予算に伴う緊急経済対策で交付金充当事業としての対応

でございます。また、クルーズ船誘致受入事業負担金は、５月５日に寄港予定となってお

り、官民連携により受入体制を整え、歓迎ムードを盛り上げ、乗船客は富裕層が多く、町

内経済の消費効果が期待されることから、国の補正予算に伴う交付金充当事業としての対

応でございます。更に、レンタカー利用客おもてなしキャンペーン事業負担金は、新幹線

開業後の二次交通の充実化が期待されており、官民連携による誘客促進のため、町内の宿

泊業、飲食店、土産店で利用できるクーポン券をレンタカー利用者に助成し、購買力の拡

大を図るため、国の補正予算に伴う交付金充当事業としての対応でございます。松前観光

ＰＲビデオ制作事業負担金は、松前町創生総合戦略に掲げている桜、食、文化、歴史など

の磨き上げを図り、町内外へ情報発信し、松前観光のＰＲを強化するとともに、外国人対

応のインバウンド対策も図るため、国の補正予算に伴う緊急経済対策で交付金充当事業と
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しての対応でございます。なお、地方創生加速化対策、観光イベント創出事業の概要は参

考資料１０４ページに、クルーズ船誘致受入事業の概要は参考資料１０５ページに、レン

タカー利用客おもてなしキャンペーン事業の概要は参考資料１０６ページに、松前観光Ｐ

Ｒビデオ制作事業の概要は参考資料の１０７ページに掲げておりますのでご参照を願いま

す。３目温泉休養センター費では、８万３千円の減額計上です。１８節備品購入費で、自

動体外式除細動器ＡＥＤの購入契約に伴う減額計上分でございます。４目公園費では、４

２１万９千円の増額計上です。各節において増減はありますが、年度末までの決算見込み

による計上です。なお、６６ページの１１節公園管理、修繕料は、公園内の休憩場所とな

っているベンチ付きテーブルの修繕、更に日本庭園内の２箇所の橋の修繕、街灯の取替修

繕３箇所分の増額の計上分でございます。また、地方創生加速化対策、公園管理修繕料と

して、松前町創生総合戦略に掲げる誘客促進のため、観光地に相応しい公園内の松城と西

館の公衆トイレの洗浄用洋式化と照明のＬＥＤ化を図るため、国の補正予算に伴う緊急経

済対策で交付金充当事業としての対応でございます。１３節委託料は、入札及び契約に伴

う減額計上分です。１４節使用料及び賃借料は、いずれも決算見込みによる減額となった

ものでございます。１８節備品購入費は、薬剤散布機器の契約による減額計上分です。５

目藩屋敷費では、３万６千円の増額計上です。各節において増減はありますが、年度末ま

での決算見込みによる計上です。なお、６７ページの１５節工事請負費は、いずれも入札

執行に伴う減額計上です。１８節備品購入費は、自動体外式除細動器ＡＥＤの購入契約に

伴う減額計上です。６目北前船記念公園費では、１１万３千円の減額計上です。１２節総

合管理施設、火災保険料は、決算見込みによる減額計上です。１８節備品購入費は、自動

体外式除細動器ＡＥＤの購入契約に伴う減額の計上でございます。

６８ページです。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩します。

(休憩 午前１１時５１分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、引き続きまして、内容の説明をさせていただきま

す。６８ページからになります。

８款２項１目道路橋りょう維持費では、１千４３０万２千円の減額計上です。１３節委

託料は、いずれも入札執行に伴う減額計上でございます。２目道路新設改良費では、２７

万円の減額計上です。１３節委託料は、いずれも入札執行による減額計上でございます。

３目橋りょう新設改良費では、１千４３４万１千円の減額計上です。１３節委託料は、入

札執行に伴う減額計上です。１４節から２２節まで、茂草橋改良工事に関わるもので、仮

橋の借り上げ、工事入札の減、更に電柱等の移転補償による増額分でございます。

６９ページです。３項１目河川維持費で、財源更正でございます。

７０ページです。４項１目港湾管理費では、３３万４千円の減額計上です。１５節工事

請負費で、入札執行による減額計上でございます。

７１ページです。５項１目住宅管理費では、３７万９千円の減額計上です。１８節備品

購入費は、年度末までの風呂釜や流し台などの購入費で、決算見込みによる減額計上分で

ございます。
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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、７８０万１千円の減額計

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計上です。なお、主な要因は、消防救急デジタル無線整備工事費の入

札減、入札の減額分となってございます。２目災害対策費では、５６万円の減額計上です。

１２節役務費で、年度末までの決算見込みによる減額計上です。１５節防災行政無線館浜

中継局マスト改修工事請負費は、入札による減額の計上分でございます。

７３ページです。１０款１項３目教育振興費では、３７９万１千円の減額計上です。４

節から９節まで、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きまして

は、いずれも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。１９節負担金補

助及び交付金では、年度末までの決算見込みによる減額でございます。なお、松前高等学

校通学生交通費等補助金は、町外からの通学生と下宿対象者がなかったことにより減額の

計上となったものでございます。松前高等学校生各種資格取得費補助金は、漢字能力検定

や英語検定、複式簿記や介護職員初任者研修などの資格取得受験者の減少による減額計上

分でございます。７４ページの２１節奨学資金貸付金は、当初５人分を見込んでおりまし

たが貸付がなかったことからの全額減額計上分です。２５節教育施設整備基金積立金で、

決算見込みによる運用利子分の減額計上分でございます。

７５ページです。２項１目学校管理費では、８千９８２万５千円の増額計上です。１節

から１２節まで、小学校管理に関わる年度末までの決算見込みによる減額計上分です。７

６ページです。１３節学校管理の各種委託料は、契約に伴う減額計上です。また、学校教

育、児童検診委託料、教職員検診委託料は、対象者の減により減額計上です。１５節松城

小学校改修工事請負費で、９千５８万円の増額計上です。これは、老朽化が進んでいる外

壁の落下防止のため、松城小学校の校舎外壁の全面塗装などの大規模改修を実施するもの

で、児童の安全確保のため、２７年度学校施設環境改善交付金が内定となったことから、

繰越事業として対応しようとするものでございます。１９節及び２３節で、いずれも年度

末までの決算見込みによる減額計上です。なお、松城小学校改修工事の概要については、

参考資料１０８ページに掲げておりますのでご参照願います。２目教育振興費で、９８万

８千円の減額計上です。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

額計上でございます。

７７ページです。３項１目学校管理費では、４９万４千円の増額計上です。８節報償費

から７８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、７７ページの１３節学校管理、スクールバス運行業務委託料は、契約に

基づく年度末までの決算見込みにより減額の計上分です。また、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計上です。７８ページの２目教育振興費

では、１５４万５千円の減額計上です。２０節要保護・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

計上でございます。

７９ページです。４項１目社会教育総務費では、１５万６千円の減額計上です。１節社

会教育委員報酬で、決算見込みによる減額計上です。１９節松前町女性団体協議会補助金

は、平成２７年５月２３日、会員の減少により解散となったことから、全額減額の計上で

ございます。２目公民館費では、１２２万３千円の増額計上です。８節から１４節まで、

姉妹都市交流事業は、事業終了に伴い減額計上でございます。１２節役務費では、決算見

込みによる減額計上でございます。８０ページの１９節地方創生加速化対策、文化の香り
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漂う書のまちづくり推進協議会補助金として、松前町創生総合戦略に掲げる当町の強みを

活かす書道パフォーマンスの開催による他校との交流を図り、関係団体との連携を強化し、

国の補正予算に伴う緊急経済対策で交付金充当事業としての対応でございます。なお、地

方創生加速化対策、文化の香り漂う書のまちづくり推進協議会補助事業の概要は、参考資

料の１０９ページに掲げておりますのでご参照願います。４目社会教育施設管理費では、

１７万１千円の減額計上です。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。６目史跡保存整備費では、１４万５千円の増額計上です。各節において増減はありま

すが、年度末までの決算見込みによる計上でございます。なお、１１節史跡保存整備、修

繕料は、１月１８日から１９日の暴風により、松前藩松前家墓所内の門が倒壊被害を受け

たため、その補修費用の計上分でございます。８１ページの７目郷土資料館費では、２５

万１千円の減額計上です。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ござ

います。 ８２ページです。５項２目体育施設費では、３８万９千円の減額計上です。４

節共済費では、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、４節及び７節のふれあい公園管理は、パークゴ

ルフ場シーズン終了に伴う事業確定のため、臨時職員の減額計上分でございます。３目学

校給食費では、２５万７千円の増額計上です。１１節光熱水費で過去２年間の平均額で予

算計上しておりましたが、新築に伴い増額となっており、既存予算に不足を生じることか

ら、年度末までの見込みにより増額計上するものでございます。

８３ページです。１２款１項２目利子で、９９万９千円の減額計上です。２３節一時借

入金利子で、年度末までの決算見込みによる減額計上分でございます。

８４ページです。１３款１項１目職員給与費で、２０２万２千円の増額計上です。２節

給料で、中途退職者分による減額の計上分です。３節職員手当等で人事院勧告に伴う遡及

分の増額計上分でございます。４節共済費では、年度末までの決算見込みによる増額計上

です。

以上が歳出です。次に歳入です。1２ページをご覧願います。

２．歳入です。１款４項１目町たばこ税では、１０８万１千円の減額計上です。年度末

までの推計見込みによるものでございます。

１３ページです。２款１項１目地方揮発油譲与税では、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。

１４ページです。２項１目自動車重量譲与税では、４４０万円の増額です。年度末まで

の推計見込みによるものでございます。

１５ページです。６款１項１目地方消費税交付金では、７千万円の増額です。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、１１０万円の増額です。年度

末までの推計見込みによるものでございます。

1７ページ。８款１項１目地方特例交付金では、１５万５千円の増額です。年度末まで

の推計見込みによるものでございます。

１８ページです。９款１項１目地方交付税では、６６８万円の増額です。財政調整のた

めの増額措置でございます。

１９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。

２０ページです。１１款１項１目民生費負担金では、８７万円の減額です。２目教育費

負担金では、１万２千円の減額です。いずれも年度末までの見込みによるものでございま
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す。

２１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２６万１

千円の減額計上でございます。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。

２２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。

２３ページです。１３款１項１目民生費国庫負担金では、２６０万２千円の減額です。

１節から２４ページの８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。

２５ページです。２項１目総務費国庫補助金から２６ページ６目教育費国庫補助金まで、

総体で８千５２８万４千円の増額です。各節において増減がありますが、いずれも、歳出

事業の見込みによるもの、内定額や実績に基づく国庫補助金の計上でございます。なお、

１目１節総務管理費補助金として、地方創生加速化交付金で８千万円の計上です。これは、

国の２７年度補正予算で、当町の総合戦略で掲げている施策を事業化したもので、繰越事

業としての対応です。なお、事業概要については、参考資料９５ページに掲げております

のでご参照を願います。

２７ページです。１４款１項１目民生費道負担金では、２４６万６千円の減額です。１

節から２８ページの８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道費負担金の計上でございます。

２９ページです。２項２目民生費道補助金から５目衛生費道補助金まで、総体で３１３

万１千円の増額計上です。各節において増減がありますが、いずれも事業の確定と実績見

込みによる道補助金の計上でございます。

３０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

２５５万９千円の減額です。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。

３１ページです。１５款１項１目財産貸付収入では、８１万５千円の増額です。２目利

子及び配当金で５３万６千円の減額です。いずれも年度末までの見込みによるものでござ

います。

３２ページです。２項２目物品売払収入で、１万３千円の増額です。３目生産物売払収

入で、７２万４千円の増額です。いずれも売払いの確定分による計上でございます。

３３ページです。１６款１項２目総務費寄附金で、１８２万５千円の増額計上です。ふ

るさと松前応援指定寄附金は、今後の見込みを含めた計上でございます。

３４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、３０万３千円の増額

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ございます。

３５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あり、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、予算対応が可能なことから減額を致そうとするものでご

ざいます。

３６ページです。１９款４項１目民生費受託事業収入で、４５万７千円の増額です。ま

た、２目農林水産業費受託事業収入で、２千円の減額です。いずれも額の確定による計上

分でございます。

３７ページです。５項２目弁償金から６目雑入まで、総体で３９万１千円の減額です。
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各節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。

３８ページです。２０款１項１目民生債から３９ページの１０目総務債まで、総体で９

千９５０万円の増額です。各節において増減はありますが、歳出事業に対応のための借入

起債の見込みによる計上分でございます。なお、７目５節小学校債で松城小学校改修事業

債、１０目１節総務管理債で行政情報システム改修事業債は、繰越事業となるものでござ

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５５億９千

５６９万８千円に１億６千２７５万９千円を増額し、補正後の額を５７億５千８４５万７

千円に致そうとするものでございます。

４ページから５ページになります。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の

額に１億６千２７５万９千円を増額し、補正後の額を５７億５千８４５万７千円に致そう

とするものでございます。

６ページです。第２表繰越明許費です。２款１項総務管理費から７ページの１０款４項

社会教育費まで、１０件の事業について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。

８ページです。第３表債務負担行為補正です。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致そうとするも

のでございます。

９ページです。第４表地方債補正です。(１)追加の分として、行政情報システム改修事

業及び松城小学校改修事業について、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７事業につきまして、

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７号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

４番。

○４番(近江武君) ３点ばかり、質問したいと思います。ページ４５ページ、歳出２款１

項５目１３節、地方創生の加速化対策の移住対策推進計画についてですね、ホームページ

の作成だとか、委託料とかっていう主なことなんですけども、移住促進するための専門的

な部署だとか、ホームページを見て来た人にどのように対応をし、どのように進めようと

しているのか、まず１点聞かせてください。

それから、同じく５目１３、１５節の公衆Ｗｉ－Ｆｉの整備環境について、委託料と工

事費なんですが、これはやはり新幹線開業の観光元年と捉えて、非常にいい政策だなと思

っております。しかしながら、なんか、情報によりますと、総務省において、離島や山間

部に暮らす住民にも高速ブランドバンドを利用できるような、民間企業に代わって環境整

備乗り出すと、そして財政支援を行うんだというような話、内容があります。当然、交付

金がこの施設に係る事業のについては、国では３分の１から２分の１に増額するというよ

うな話も伺っておりますので、今、松前町においても高速の光ファイバーの設置してない

箇所がかなりあります。もう、この質問に対しましては、もう今質問すると４回目にあた

るんですね。もうさっぱり先が見えてきませんので、こういうような大変有効な国でもっ

て対策を講じているという話がありますので、その点について、少し詳しくお聞きしたい

と思います。
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次に、ページ６３ページの６款３項１目１９節、地方創生加速化対策の中の漁業支援総

合補助金でもって、漁船対策資金として３千万あります。今までですね、３トン以上のク

ラスの漁船に対して対応してますけども、これから介藻漁業者、コンブやワカメ、アワビ

を採る、そういうような介藻漁業者に対しての対応というのはどのように考えてるのか、

お聞かせください。

それと、６５ページ、７款１目、１項２目１９節、観光事業の創出事業に係る各イベン

トの内容について、もう少し具体的にお聞かせしてください。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １点目、２点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) まず、１点目の地方創生に関わります移住、定住の部署はど

こになるのかということと、ホームページの対応についてというようなお尋ねでございま

す。

まず、一つ目の部署の関係につきましては、これは、当課であります政策財政課の方で

担当していこうというふうに考えているところでございます。また、ホームページの更新

の部分につきましては、現状、今、政策財政課の方で担当してございまして、主に一人の

人間がですね、ホームページに従事をしているというふうな状況にございます。このホー

ムページの改修をすることによって、原課から直接情報が適用できるような、そういう改

修にまずしていきたいということでございます。また、状況によってこの移住、定住がら

みの部分につきましてもですね、合わせてそういうものの情報を網羅できるような形のも

のを考えているということでご理解をいただきたいと思います。

それから、２点目の公衆Ｗｉ－Ｆｉについては、いいことだというような趣旨のお尋ね

で、しかしながら、今、ブロードバンドの整備がなされていない地域の部分について、ど

うあるべきなのかというお尋ねでございます。この点につきましては、昨年の３月の定例

会で、近江議員の方から一般質問で町長に対する質疑が行われているかと思います。その

中で町長の方からも答弁してございますけれども、２８年、２９年に防災行政無線の更新

の時期を迎える、この時期に合わせた形でこのブロードバンド化につきましてもですね、

同様に検討をしていきたいという回答をしていると思います。そんなことで、２８年度、

骨格予算、当初は骨格予算でございますけれども、補正の中でですね、調査費を計上しよ

うというふうに考えているところでございます。

それと、議員おっしゃったブロードバンドの新しい財政支援の関係、これも私も情報を

ある程度入手してございますけれども、これもですね、過疎地における割合が非常にこの

ブロードバンドのですね、財政支援拡充については、やはり過疎地域中心に全世帯の１％

に当たる約５７万世帯が、利用できる環境に今ないというふうな状況でございます。こう

した地域の過疎対策について、やはり一番ネックになっているのは採算が合わないという、

非常に費用対効果が悪いということでございまして、これは、もう既に総務省あたりもそ

こを狙って、市町村にやってもらった場合については３分の１の補助から２分の１の補助

にしようという動きがあるようでございます。ただ、この例えば光ファイバーの配線って

言いますか、敷設をするだけでは、これは用足りないわけでございまして、結果的に台風

や災害などでその埋設されたものが壊れたり、そういう場合の維持補修、或いは１５年後、

２０年後に新しく更新をしなければならない費用、こういうものがやはりどこの町もネッ

クになってるというのが現状でございまして、この辺を総体的にですね、財政的なものと

絡めて考えていく必要があるんだろうというふうに思っておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、水産課長。
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○水産課長(佐藤祐二君) ページ６３ページの漁業支援総合補助金に係る漁船支援補助金、

現在まで３トン以上に支援してまいりましたけども、いわゆる３トン未満の和船ですとか、

船外機船の採介藻階層への支援の考え方はないのかというようなご質問でございます。ご

案内のとおり、この３トン以上の漁船支援補助金も今般で３年目を迎えるというようなこ

とでございまして、今後は採介藻階層への支援対策も２９年度の制度化に向けて、新年度、

２８年度の秋頃までには制度化に向けた整理をしていきたいというようなことの考えがご

ざいます。これは、町長の思いとするところでございます。そういった中で、漁協や漁業

者の方々ともどんな支援内容が必要としているのかといったことを、新年度の中で縷々協

議しながら進めてまいりたいというふうな考えでおります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ４点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) それでは、４点目の６５ページの観光イベント創出事業負

担金の、もう少し具体的な内容をということのご質問にお答えさせていただきます。参考

資料の１０４ページをちょっと見ながらですね、ご説明させていただきたいと思います。

今回、観光イベント創出事業の中で二つ絞りまして、我々の方では予算を今回お願いし

てるところでございます。

一つ目は、桜、松前さくらまつりの期間中のイベントの強化というのが一つでございま

す。昨年、実はかなりさくらまつりの観光客の入り込みが落ち込みました。これは、桜が

早く咲いたというのもあるんですけども、いろいろ反省会の意見なども踏まえると、桜に

はすごい魅力があるが、イベントの魅力が少ないんじゃなかというようなお話も承ってご

ざいます。そういうのも考えまして、既存のイベントにいろいろプラスしたイベントを創

出していって、桜がなくてもイベントで人が引っ張れるようなものを今年から、今年から

と言いますか、２８からやっていこうじゃないかということで、観光協会等とも打ち合わ

せしまして、今回考えたのが、松前城のプロジェクションマッピング、すいません、横文

字で。私も詳しくはよくわからないんですが、お城をスクリーンにして、そこに映像を映

し出しながら、音楽と一緒に１０分程度映像を流すというような仕組みのものでございま

す。いろいろ東京駅だとか、雪祭りでもやってる事業でございまして、これを松前城でや

ろうというのがプロジェクションマッピングでございます。松前の魅力は確かにあるんで

すけども、やはり夜間のイベントが少ないという声もございまして、これは、どうしても

夜間にやらなきゃないイベントでございます。そして、連休を越えた土日あたりが入り込

みも落ち込みますので、今回は宿泊者にも波及できるよう、金曜の夜、土曜の夜を今回ポ

イントとしまして、そのプロジェクションマッピングというのをやりたいと考えてござい

ます。

もう一つは、エア遊具と移動ミニ動物園の開設ということで、やはり子ども向け、ファ

ミリー層に訴えるものが何かほしいと。やっぱり子どもおひとりにつき、親２人、すると

３人来る。そういうイメージで子どもをやはりこのさくらまつりにイベントを通じて、体

験や参加型のもので取り込みたいということで、エア遊具、言うなれば、皆さん、お孫さ

ん、お孫さんって言ったら失礼な方もいらっしゃるでしょうけども、お孫さんを連れてい

ったりですね、子どもさん連れていったりした場合のふわふわと言いますか、空気の入っ

た、中に入って遊ぶ遊具。そして、今度札幌の方にありますノースサファリサッポロとい

う動物園的な、小さな動物を飼育しているところがございまして、そこからいろいろ２０

種類ぐらいの小動物なり、ちょっとしたニシキヘビとか爬虫類とかの恐物動物とかも連れ

て来ていただいて移動動物園を開催できるというのも、この５月の７、８、これは５月の

８日が日曜日でございまして、やはり、ファミリー層が日曜日にターゲットとして動物園
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を開くと。エア遊具につきましては、土日、７日、８日というようなことをファミリー層

に向けてやりたいと。

そして、もう一つは、最近ちょっと下火って言うか、止めてたんですけども、桜フォト

コンテスト、やはり近隣町で観光地ということでフォトコンテスト多いんですが、松前町

ではちょっとやってないという実態がちょっとありまして、いろいろ確認しましたら、２

年程やってたんですけども、ちょっと休んでたというのがありまして、ぜひ今デジカメと

かのものもかなり普及してございまして、カメラ女子やいろんなものが、皆さんがカメラ

を撮ってるという状況があるので、この皆さんの滞在を取り込んで、さくらまつりのフォ

トコンテストをやると。ただ、コンテストは、秋の松前城下マグロまつりで賞を発表を行

うと。それで、さくらまつりにも来ていただいて、賞、僕があたるのかなということでマ

グロまつりにも来てもらおうというような、ちょっと欲張った考え方でこのイベントの創

出を考えているところでございます。

もう一つは、皆さんご存じの城下時代、ごめんなさい、城下マグロまつりの開催に、の

経費も町の賑わい創出ということで今回交付金事業として繰越事業で挙げさしていただい

たところでございますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) いろいろ質問の答えをいただきましたけれども、まず、第１点目ので

すね、定住推進計画ね。やはり、これはね、余程ね、きちっとした計画を持たないとなり、

絵に描いた餅に終わる可能性がありますんでね。と申しますのも、今、あちこちでやって

る定住促進事業みますというと、やはり問題なるのは住宅の環境、それと働く場所の環境、

子どもを育てるための環境、これが一番大きな問題になるんですね。ですから、松前町で

果たしてそれだけのね、環境整えるだけのね、そういうような施策なりね、きちっと出さ

なければね、ただ単にインターネット見てね、ホームページ見て、私は来るような状況で

ないと思うんですね。ですから、その辺きちっとね、きめ細やかな行政、それを対応しな

いと私は来ないと思うんです。ですから、計画立てる際についてもですね、やっぱりそう

いう面を十分に考えた施策をしなければならないと思います。

それと、２点目のＷｉ－Ｆｉの問題ですけども、今、確かに昨年の私のお話しました。

町長にもお話しましたし、町長の答えも返っております。ただ、この総務省の私、資料見

てますとですね、アフターケアについての考え方かなと思ってあったんですね、それなの

かな、それとも全く既存に何もない離島だとか、山間部の全く敷設されない、そういう施

設までもね、この補助事業に対してね、該当するのかなという考え方もあったもんですか

ら、今お尋ねしたんです。ですからね、そういう点をね、今既存のやつの補修だとか、そ

ういうのもわかりますけども、もうちょっとそういう本当に今困ってるんですよと。施設

面で２億掛かりますよ、３億掛かりますよって、財政的にとても余裕ありませんからとい

うような状況ですね、きちっと総務省に訴えてね、やっぱり動かすべきだと思うんですよ

ね。それをまずお聞きしたい、お答えください。

それと、３点目の漁業振興についてですけども、やっぱり、私、前から主張してますけ

ども、この漁業振興に関しては、やっぱり松前の漁業を維持するためにやはりね、大変大

切なことなんです、だと思うんですね。ですから、３トン以上の漁業者ばかりでなくて、

実際６５歳以上の組合員がかなりおりますし、一旦船外機の事故あったら機関の入れ替え

できないで辞めますよと、人がかなり予備軍としているんです。ですから、そういう面に

ついてもですね、３年だら３年と言わないで、３年のものを５年だら５年という長いビジ

ョンでもってやるようなね、やっぱり施策、私は必要だと思いますので、その点について
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もお聞かせください。

それと、観光事業について、大変課長も考えておりますなあと、苦労してますなあとい

う感じを受けました。やっぱりね、松前町の観光というのは桜とお城がメインなんですけ

ど、やはりこの辺で新幹線が出ますので、いかに松前町にお客を呼ぶ、やっぱりイベント

の重要性がね、私は問われてると思うんです。ですからね、その点についてね、多いに頑

張っていただきたい、いただきたいというふうに思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １点目、２点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) まず、１点目の移住、定住に関わる住まいの関係とですね、

やはり来ていただく方々のニーズというものをしっかりと見極めながら、この対策をとっ

ていかなければならないと、私も同様に、そのように思っております。一応、今うちの方

で考えておりますのは、参考資料の９７ページにこの移住定住事業の概要を載せてござい

ますけれども、昨年１０月に議会の方で大山氏を呼んでいただいた。いろいろとこの移住、

ちょっと暮らしの部分につきまして、講演会等を開いていただきました。今、私どもの方

で考えているのは、この大山氏を柱にしてですね、アドバイザーとして、松前町の移住施

策について、計画づくりについて考えているところでございまして、一つは、いきなり移

住、定住って言ってもこれはなかなか厳しいだろうなと。考え方としては、何週間、例え

ば一週間とか二週間とかという形でのですね、ちょっと暮らし体験から始めていきたいと、

こんなふうに思ってございまして、その点、今３月の中旬に私も大山氏と会ってですね、

その辺の状況をまた詳しく、今後の進め方について検討していきたいというふうに思って

いるところでございます。

それから、議員ご指摘のブロードバンドの整備の関係でございますけれども、今回、補

助等で示されているのは、あくまでも初期投資に関わる部分が３分の１の補助から２分の

１の補助に財政支援をするというような立場でございます。ただ、当然これもオプション

がついてございまして、その先程言いました敷設するだけでは駄目よと、そこには例えば

単身世帯の見守りが絡むとか、医療福祉関係の部分についての絡み、そういうオプション

がなければですね、従来は補助の対象にならないということでございまして、この辺は深

みまではまだ今示されてございませんので、いずれにしても町村がやる場合についての３

分の１から２分の１になったというのはですね、私どもも捉えているところではございま

すけれども、先程答弁したように、まずは防災無線との絡みがございますので、この中で

ブロードバンドの整備がもしできるのであれば、これは費用的にもかなり緩やかになって

まいりますので、その辺を総合的に判断してまいりたいと考えているところでございます

ので、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 漁業支援策の中で漁船漁業対策ということで、３トン以上対象

にしまして、今般の補正予算で３ヶ年度目の支援策の予算を計上さしていただいていると

ころでございますけども、先程申し上げましたとおり、４年目以降の考え方については、

３トン未満階層の和船だとか船外機船の方々も支援を望んでいる声もありますので、４年

目以降は漁船漁業対策の中でその採介藻未満の方々への支援を講じていく目線でもって検

討してまいりたいと。

もう１点、３トン以上の漁船の方々、３年間やるわけですけども、当然その評価もして

いかなきゃないと。あと、その需要がまだまだあるのかといった部分も当然評価、検討し

ていく余地があるものというふうに考えておりますので、４年目につきましても、町長か

らも話をいただいている部分ありますし、そういう考え方でまいりたいというふうに思っ
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ております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 近江議員、４点目、答弁は。はい。

他に。

７番。

○７番(油野篤君) ちょっと１点をちょっと聞きたいんですけども、６５ページのですね、

観光振興費の中のですね、クルーズ船の関係なんですけども、１０５ページにですね、詳

しいこと載ってるんですけども、これ来たときにですね、クルーズ船内の見学会を予定し

てますってあります。普通の一般の方は、それはわかるんですけども、例えばですね、例

えば、教育委員会の方になるんですけども、学校の生徒方なかなかこういうのってのは普

段見れないんでですね、そういう部分できないかどうか、その辺を考えられないかどうか

聞きたいです。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 油野議員さんから、１０５ページの参考資料のクルーズ船

の方で学校の生徒などを見学会に招待できないかというお話でございます。現在ですね、

このクルーズ船船内見学会も(予定)ということで、詳細を商船三井客船株式会社の方と詰

めている最中でございます。なので、実際一般見学も可能かどうかがですね、まだ、こち

らからはお願いしてるんですけども、内容的にはちょっとまだ絶対やりますということに

はなってないので、これからの検討課題になります。その中で、もし油野議員おっしゃる

とおりですね、生徒達もどうだという話はこちらからもできますので、あとは教育委員会

ともちょっと連携とりながらですね、そういう希望があれば、うちの方でも交渉していき

たいと考えてございます。

そして、付け足しますが、実は、日本丸というクルーズ船が来るんですけども、実は松

前港湾内は、マイナス５．５しかないもんですから、岸壁に付けれません。なので、沖で

錨泊してる状態で、何て言うんでしょう、救命ボートみたいのがありましてですね、それ

が１００人乗りだそうです。それを３台ぐらいでピストン輸送かけて松前港まで連れてく

るという状況なものですから、もし船内見学が実現されれば、逆に今度、その救命ボート

でこう行ってですね、何時間か見学して帰るような形になろうかと思いますので、何とか

我々もそういう意味の交渉に頑張ってみたいと思いますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(油野篤君) ありがとうございます。それでですね、教育委員会の方もですね、も

し可能だったら積極的に子ども達のね、これからの将来のいろんな部分で見方が段々変わ

ってくると思うんでですね、国際的な部分でも見ていくような形になっていくと思うんで、

もし可能だったら積極的に話し合ってですね、進めていただきたいと思います。終わりま

す。

○議長(伊藤幸司君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) ただ今、クルーズ船の来航に伴いまして、学校の児童生徒が

見学できないかということで、できるんであればそういうふうな形で見学もですね、学校

の校長及びその父兄とも相談しながら進めていきたいなと思ってますので、よろしくお願

い致します。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですか。

他に。

１１番。

○１１番(西村健一君) 歳入について１件と歳出１件。歳入３２ページ、１５款２項のこ
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の２目１節の物品売払収入１万３千円ですけど、これはどういう売り払いするまでに至っ

た経緯はどういう状態であったのか。まあ、１万３千円ですけど、売り払いした書籍の冊

数について、お知らせください。

それと、歳出の４５ページ、２款１項５節、５目１９節の大漁くんバスの関係なんです

が、先程の説明では大漁くんバスの利用者が大漁であったと、こういうことで事業の補助

金が軽減することになったちゅう説明がありましたけど、ちなみにこれ、利用した、利用

した現在までのあれですね、人数は何人くらいであったのか、これちょっと興味あったも

んですから聞きたくて。こういう大変良かったちゅうことであれば、そういう良かった関

係ってのは、行政の方でどのようなＰＲとか、いい結果に至った、こういうことで効果が

あったんだっちゅうものがあれば披瀝していただきたいと、このように思います。以上２

点。

○議長(伊藤幸司君) １点目、文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(佐々木信秀君) まず、１点目の書籍売払収入でございます、１万３

千円の補正でございます。この中で、我々の方で所管してございます「概説松前の歴史」

それと「松前の文化財」というふうな冊子、それと「松前町史」というふうなことで計上

してございますけども、実際お城ですとか道の駅、或いは教育委員会でも保管してござい

ますけども、そういったものを来客者に売却してございますけども、当初、「概説松前の

歴史」という冊子でございます。これ１１０冊計上してございましたけども、実際は１０

６冊というふうなことで若干減りましたけども、逆に「松前の文化財」という５１０円の

ものがですね、１３０冊の予定が１８７冊ということで５７冊増えております。そういっ

たことで今回実績に合わせまして１万３千円を増額補正するところでございます。以上で

す。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 大漁くんバスの運行実績の関係でございます。２６年の１０

月の１日から１年間、２７年の９月までの実績に基づいてのものでございまして、当初、

私ども年間５万人のお客さんの利用見込みを目標としてございました。結果と致しまして、

５万８千６２２人のお客さんに利用をしていただいたところでございます。この運行経費

等の部分につきましては、総事業費で年間３千６００万を予定してございまして、運賃収

入で、先程申し上げました５００万、５万人ということで５００万を見込んでございます。

また、国からの補助金、これが６１０万３千円いただきまして、松前町の補助金をこの差

額の分と致しまして当初の計画では２千４８９万７千円を見込んでおりました。ところが

実績ではですね、先程言いましたように運賃収入が５００万の予定が５７９万３千円にな

ったことによりまして、この７９万３千円が補助金の減額に繋がったと、こういうふうな

内容でございます。

利用者の増に繋がった部分は、どんなものが考えられるのかというような趣旨もござい

ました。やはり、利用者の利便性を考慮致しまして、停車箇所をやはり多くしたというこ

ともあるんだろうなと思っておりますし、また、当初路線バスの一元化ということでです

ね、温泉にも毎日行けるようにしてございます。非常に多くの利用者が入った背景には、

松高生の利用、これは保護者の方々が送ってた部分があったんですけども、これが大分で

すね、１００円のバスを利用していただけるようになったということもあるのかなと。そ

れから、先程言いました温泉が毎日行けるようになったという、そういう背景がこのよう

な増に繋がっているのかなというふうに捉まえているところでございます。以上でござい

ます。
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○議長(伊藤幸司君) 他に。

６番。

○６番(堺繁光君) 先程、近江議員が言ってたのにちょっと関連するんですけれども、観

光のイベント創出事業の中で、１０４ページ、参考資料の方のですね。移動ミニ動物園の

開設ということで先程説明受けたんですけども、これ、札幌市の南区にあるあすこの動物

園のことなんでしょうか。あすこ、私も去年行ってきまして、すごい人数だなあと思った

りしてね、動物の数もかなりありました。そして、ふれあう、そういう場面もあったもん

ですからね、敷地も相当広くないとできないのかなと思ってましたけども、この敷地なん

かどの辺を計画立てて、これを行おうとしてるのか、その辺も聞きたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 堺議員さんは実際に見て来られてる方なので、大変心強い

んですけども、今の予定はですね、いつもイベントやってございます松前城広場、あすこ

に舞台はつくるんですけども、そのあとは結構広い敷地になります。そこに８日の日は、

そこの大きな、まあ、でも２０種類ぐらいの動物なので十分対応ができると思ってますし、

そこにエア遊具のふわふわと言いますか、それも一緒に設置して、子ども達対応の形でや

りたいなと考えてます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) その種類についてはまあ、詳しく聞くつもりもないんですけど、いろ

んなね、虫の、ちっちゃい虫の果てからウサギ、その他カンガルーやらなんやら、そのシ

ョーだとか、いろんなものいてあったんですよ。相当な数だなあと思ってましたけど、今

２０種類ぐらいって言ってましたっけ、そしたら当然大きなものは持って来れないかなと

思うんですけども、その中でウサギが一番なんかこう好評であったように記憶してました。

ウサギだとやっぱりちっちゃい子ども達も自然と触れるような状況にありましたもんです

から、当然子どもさん方を中心にしているもんだと思いますから、その選定におかれまし

ても、やっぱり人を集めるためには、こういうのが必要だなということ、向こうさん方と

相談して、しっかりやってもらえばいいかなと思ってます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ウサギ等について、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) おっしゃるとおりだと思ってございまして、この２０種類

ぐらいっていうのは、何て言うんでしょう、いろいろ、移動動物園もプランがございまし

て、値段によって。今回は一番、取りあえずいいデラックスプランでちょっと考えてるん

ですけども、その中の２０種類の中は、議員おっしゃったようなですね、まずは小動物で

子ども達がふれあえるってのをメインとして呼ぼうとしてございます。その中で、２０種

類の中でふれあえる動物がほとんど多くなるんですけども、もしかすれば、ポニーだとか、

ちょっと乗馬なると逆にお金がとられるような話も出てきてるんですが、そういうポニー

だとか、あと鷹だとか、そういう何て言うんでしょう、普段子ども達が可愛いと思わない

と言うか、精悍な鳥ですとか、あと女性の方がなぜかわかりませんが、ニシキヘビがすご

い受けるんだそうです、子どもはやでしょうけども、そういう女性ファンも本当につかめ

るかどうかわかりませんが、いろいろ皆さんと協議して、小動物等を厳選していい動物園

にしたいと思いますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) それで、その中でですね、カブトムシ、クワガタなんかもあのあたり

では最高の人気の商品って言えばいいんですか、製品って言うんですか、売買もしてあっ

たんですよ。そこでもって売り買いね、クワガタなんかも。その中で異例であったのが猫
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なんですよ、その猫も捨て猫なんですよね、捨て猫をそういう動物愛護団体達がカゴに入

れて、どうかこの猫をね、飼ってくれる人いませんかとかっていう形のコーナーもありま

して、結構好きな人はそういうのを目がけて行ってる方もありましたんで、この際は動物

愛護の気持ちも含めて、そういうのも一つやったらいかがかなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 答弁入ります。

他に。

５番。

○５番(工藤松子君) 商工費の中の６５ページです。４目公園費、公園の桜のことなんで

すけども、皆さん、もう老木化してて、何とかもっと小まめに手入れしてほしいものだっ

ちゅう話。それから、今、木の根元には入られないような形になっておりますけども、肥

料十分にやっているだけの人手やなんか、間に合ってるんだろうかっちゅう、そういう話

が出てましたので、節の方まではよくわかりませんけども、一つよろしくお願いしたいと

思います。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 公園の桜の老木化の対策ということのご質問だと承ります。

うちどもでは、入れなくしてるのはお城の前のところの南殿のところなんですけども、あ

そこはやはりあまり人が入り過ぎまして、地面が固くなっちゃって、桜の根に支障を来し

てるので今入れない状況にさせてもらってるというのが現状でございまして、その入れな

くすることが老木対策の一つで、まずあります。そして、肥料とかも、うちの公園係及び

公園に使われてる作業員の皆さんで、どこまでを小まめと言うかっていう定義はあるんで

しょうけども、まめに肥料はやってございますし、環境整備、草刈り等も実施してござい

ます。我々は常に、いかに老木を延命させて、綺麗な花をずっと咲かせるかというのを常

に念頭に置いて公園管理をしているつもりでございますので、今後ともそういうことに気

をつけながら実施したいと思いますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他にございませんか。

３番。

○３番(福原英夫君) 社会教育課長が３月で終わるんで、一つだけ。ページ７９ページ、

社会教育総務費、節で１９負担金補助及び交付金、いよいよ来たなと、女性団体がなくな

ったなと。俗に言う産業団体であり、その他そういうふうな団体は目的集団とこう言って

ましたけども、松前町の地域に根差したボランティア意識が高い松前町女性団体協議会が

解散ということを聞いて、やあ、来たなあというふうに思いました。それで、やはり婦人

団体は松前町の活動、活力の原動力、一番大きいものだったと思います、私は。そんな意

味で失ってしまうことが忍びないものですから、町内会であれば町内会婦人部、それと静

浦では小島、大島地区であれば婦人会とこういうふうなことであったんですけど、それも

もうほとんどなくなってきていたなと。最終的なカウンターパンチとした、女性団体がな

くなってしまう。前後をどのように考えて対応していたのかなということを、担当課長、

厳しいことを聞きますけども、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(佐々木信秀君) ただ今、女性団体協議会の補助金の減額につきまし

て、解散ということでご質問ございました。この松前町女性団体協議会につきましては、

昭和４１年に女性の自立と社会参加を目指してということで立ち上げられた、当初松前町

女性団体協議会、後に松前町婦人団体協議会という名称に変更してございますけども、当

初、発足当時１４団体１千６００名ほどでスタートした団体でございます。これが、１団
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体、各町内会の中に婦人部ですとか、婦人団ですか、そういった団体ございまして加入し

てたんですけども、一つ欠け、二つ欠けして、とうとう平成２６年の段階でですね、最後

三つ残ったところが、そこからまた１団体脱退致しまして、最終的に松前婦人の会と大沢

婦人の会、この２団体だけ残る結果となりました。昨年のちょうど今頃予算の作成時のと

きにもそういったお話がございまして、何とか存続させられないかというふうなことでご

相談にものらせていただいて、協議させていただきました。最終的にはですね、この２団

体５６名の団員しか残らないというふうなことで、会員が減って協議会自体の活動自体が、

独自の活動ができなくなったというふうなことでですね、そういった団体でいつまでも助

成を受けているのが非常に忍びないというふうなこともございまして、発展的に解消に至

ったところでございますけども、先程申しましたように独自の活動、我々ももう少し指導

の手を差し伸べてですね、いろんな活動っていうふうなことも考えられたんですけども、

やはり、なかなか会員の方の高齢化等もございまして、特に他団体の交通安全指導ですか、

街頭啓発ですとか、そういったものが主な活動になってですね、なかなか活動ができない

というふうなことで。我々もですね、何とかこれを残せないかということで、例えば今の

町内会連合会の中に婦人部的なもの、そういったものを作って残せないだろうかというふ

うなお話も協議してまいりました。しかしながら、やはりこれから一つ残った若手の人、

若干若手と言いましてもほとんどもう６０代の方ばかりでございました。そういったこと

でどうしてもやっぱりそこまでは行き着くのは非常に大変だというふうなことで、昨年の

５月の２３日に定期総会を終えまして、このときも１３名の会員の方の出席がございまし

た。申し訳ございませんけど、ほとんどが７０代、或いは前後ぐらいの会員の参加でござ

いましたけども、そういったことで残念ながら解散に至ったというふうな経過がございま

す。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 経過経緯はだいたい認識しておりますけれども、それではどういう

ふうに松前町の婦人団体の組織を、今後組織化していくのかっていう視点に立っていただ

きたかったんです。ですから、目的集団として、商工会婦人部であり、更生保護女性会で

あり、赤十字奉仕団であり、いっぱいあるわけでございますけども、そういうふうな目的

に沿った集団化していくかなとか。それと、全町的に有志、そういうことを活動したいよ

という人達を集めての婦人のＮＰＯ集団にするだとか、何かこう知恵を出していただきた

い、それが社会教育だっていうことなんですよね。だから、そこ終わるから、それでまあ

終わりましょうやっていうのであれば、行政を担当するものとしてはね、やはり厳しい、

苦しいかなと思ったもんですから、今後十分検討して、婦人組織っていうのはいろんな意

味で町内会で万が一災害あった場合は、その人達に組織があればすぐお願いして、炊き出

しをお願いしたり、また、ボランティアとして介護の関係もしてもらえるだろうし、救助

のボランティアもできるだろうし、やはり組織っていうのは、すごく重要でございます。

過疎になればなるほど、相互扶助精神であり、大事な組織ですから、もう一度練り直して

考えてください。そんなことで、答弁はいいですけれども、苦しい胸の内はわかりますけ

ども、そういう前向きに考えて捉えてください。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) 単純な質問２点と、考え方をきちっと整理して答弁していただきた

い点が２点ございます。

まず１点目のね、５４ページの措置費の関係なんですけれども、説明では、入所者が亡
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くなったことですと、そして金額は３０２万８千円の減額になっております。まあ、普通

ですとね、施設の誰かが亡くなった、その場合には待ってる人が入っていくから措置費の

減額なんていうのはちょっと考えられないんですけど、この施設ってのはどこなんですか。

まずそれ１点。

それから２点目は、５７ページ、５８ページにかけて予防接種事業が計画されておりま

した。結果として、エキノコックスの事業は６００人が３６９人で終わってる、これが結

果ですね。それからもう一つ、子宮頸がんに関しては２４人の計画がゼロだったと。更に

は、５８ページでは高齢者の肺炎菌ワクチンが３６０人計画したけれども１６０人であっ

たと。こういうような関係で減額措置されておりますけれども、その中身について、どう

いう現実なのか。そして、それに対してはどんなお考えを持っているのか、説明をいただ

きたいと思います。

それから、もう１点は、町長の肝煎りで政策予算、漁船漁業の支援事業３千万。先程４

番議員からもね、関連の質問がありましたけれども、やはり過去２年間実施して、非常に

いい点、悪い点、そういうものが目に見えてきております。その中で一番考えていただけ、

考えなければいけない点は、３トン以上６５歳未満というこの枠なもんだから、現実とし

て３トン以上の人で６５歳以上の方、まだまだいるんですよね。ですから、そういう人方

にすれば、一生懸命松前の漁業を支えているのに我々がこの事業の対象外だというのは、

いささか不公平でないかと、こんな声も聞かれております。今回もこの地方創生の中でね、

これ、３年目にあたりますか、それが計画されておりますけれども、これに関しては既に

組合から該当者に対して仮申請書が送られて、申し込みを受け付けております。しかし、

その受付申請書の配布先を見ると、この３トン以上６５歳未満の人以外の人方にもいって

るんだよね。その人方に言わせるとね、何で申請しても駄目なものを俺らのとこによこす

んだと、これは考え直したのかっていうような疑問があるもんですから、この辺をきちっ

と説明をいただきたいなと。

それから、もう一つはね、これは、予算資料の９５ページ、地方創生加速化交付金事業

の概要、縷々載っております。正に国の政策に則って松前のまちづくりをするために、私

は大事な事業ばかりだなと、そういう認識はしております。ですから、できることならば

ね、この計画している事業が１００％、まあ採択ってんですか、そういう形になってもら

えれば私は疑問も何も起きてこないんですよ。ところがね、この財源内訳見るとね、その

４千万から５千万の間の補助金なんですけれども、８千万満度に採択される可能性は、非

常に不明確ですよね。そういう中で、更にこの２７年度で予算化しても、実際この年度で

はできない、繰越明許という形で２８年度の事業に持ち越されますよ。ところが、この今

の国のこの採択するか、採択にするかっていうその審議の過程で、もし仮にね、１００％

採択にならない場合には、財源不足がそこに生ずるわけだ。だから、その財源不足は、こ

の間の担当課長の説明を聞いた際には、それが仮に不採択になっても、町としては大事な

事業だから推し進めますよと、ということは、不足は町の財源を持って２８年度に事業を

実行しますよという意味に私は受け止めたんですよ。その流れを考えますとね、非常にこ

の２７年度の残された時間の中で、そうしたものがきちっと事務的に整理されていく可能

性ってのは非常に薄いと、いわゆる採択が決まって不足財源が生じたと、それを補正をし

て繰越明許して２８年度に事業を実施するという時間的な余裕ないんだわ。それが正常の

年であればね、問題ないんです。たまたま、今回町長選があります、執行者がまだ決まり

ません。そういうときにこういう政策予算をこんな形で計上することがいかがなものか。

一つは新しい町長の執行権に触れるんでないかなという気がしてなりません。きちっと整
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理してお答えいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時１３分)

(再開 午後 ２時２８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

１点目、福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) 梶谷議員から質問ありました５４ページ、扶助費で老人福祉施

設入所措置費３０２万８千円の減額でありますけども、これにつきましては当初予算では

２名の方の措置費を見込んでおりました。実際のところ、２７年度では１名分が実際に入

所しておりました。入所先につきましては、函館市にあります養護老人ホーム永楽荘でご

ざいます。それで、この方がですね、４月にお亡くなりになりまして、実際、現在のとこ

ろは今入所者はいないということでありまして、ただ、今後の見込みも考えられることか

らですね、１名分は残して予算残を見込んで補正しているところであります。

それで、この養護老人ホームにつきましては、特別養護老人ホームとはまた違いまして、

ある程度自立した方が入所する施設で、松前町から利用者の希望ありまして、それで判定

会議というものを開いてですね、そこで利用可能ということであれば、町外の養護老人ホ

ームの施設とやりとりして、可能な場合はそちらの方に措置していただくというようなシ

ステムでありますので、現在のところは１名分の実績で、今後の見込みも１ヶ月分ほどの

措置費を見込んで補正したところでありますので、ご理解願います。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) 梶谷議員から予防接種の関係でご質問いただきました。ま

ず、１点目のエキノコックスの関係でございます。このエキノコックス症の検査というの

はですね、まず５年に１度検査を受けていただくというふうなことになってございます。

当初予算で６００人を見込んでおりますけれども、この６００人につきましては、２６年

度の決算見込み額に基づきまして、決算人数にも見込みまして６００人を見込んでおりま

す。実施方法につきましては、６月、７月の特定健診の時に血液を採取して検査を行うと

いうふうなことで行っておりまして、この時にですね、どの方が５年目なのかというふう

なものは、健診の会場でわかるんですけれども、事前にわからないというところもありま

して、６００人の人数に関しては前年度の実績見込みで算定させていただきまして、２７

年度の特定健診で検査を受けていただいた方が、２２０、すいません、失礼しました、３

１９人というふうになってございます。

次にですね、高齢者の肺炎球菌の関係でございます。まず、この高齢者の肺炎球菌につ

きましては、定期の予防接種になってございますけれども、定期の予防接種もＡ類とＢ類

というふうに分かれておりまして、まずＡ類というのがですね、行政は接種しなさいとい

う勧奨義務があります。受ける方も予防接種を受ける努力義務をしなさいというふうなも

のがあります。Ｂ類に関しては、定期の接種なんですけれども、努力義務もありませんし、

接種の勧奨のあれもありませんというふうなものになってまして、高齢者の肺炎球菌に関

してはＢ類に該当しまして、個人の方の努力義務というものが課せられていないというこ

とになってます。ただですね、松前町としましては、多くの方に６５歳以上の方なんです

けれども、受けていただきたいということで、広報で周知は年に何度かさせていただいて

おります。あとですね、高齢者肺炎球菌に関しましては、国の方では５歳刻みで、例えば
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２７年度は６５歳の方、７０歳の方という年齢を決めてるんですが、松前町の場合はその

年齢をなくしまして、いつでも６５歳以上の方は受けれますよと。ただし、一生に一回と

いうふうな言い方はちょっとあれなんですが、助成するのは一度だけですというふうな制

度になっております。

次にですね、子宮頸がんワクチンの関係なんですが、これに関してはご存じだと思うん

ですけれども、定期の予防接種になりまして、その後ですね、平成２５年の重度な副反応、

副作用があるということで、積極的な勧奨は中止しますということで国から通知がありま

して、平成２５年の６月以降は積極的な接種の勧奨を中止してございます。ですので、２

７年度に関しては、接種を受ける方が一人もいなかったということで減額しております。

以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 漁船支援補助金の６５歳の年齢の件のご質問をいただきました。

梶谷議員さんもお話されていましたとおり、組合では３年目にあたりますこの支援補助金

の部分を、２月中旬に３トン以上の漁船を持っている正組合員の方々、年齢を関係なくし

て皆さんに通知をしております。３月末までに申請をしてくださいというようなことで、

予算決まっていない中で、現在では仮申込書と、予算が決まった以降には本申請書に変え

ますよという内容で手続を進めているところでございます。当然、事前に我々も組合の方

から協議を受けまして、そういう内容でいいでしょうねという、そういう段取りを踏まえ

た中で手続を進めていただいております。

ご質問の６５歳の部分でございますけども、これ、初年度、昨年の総代会もそうですけ

ども、度々議論になってまして、要綱上では概ね６５歳未満ということで謳っております。

実際、申請が上がった中で初年度につきましても６８歳の方が該当になったり、昨年度７

２歳の方も元気で漁業されているというようなことで、そういう方も実際審査会の結果を

踏まえて、事業実施をしているといった状況にございます。そういうようなことで、組合

も町水産課としましても、今まで６５歳というのは一つのこう「概ね」というような中で、

一つのこうそれにこだわったものではないというようなことで、今まで説明してきたとい

うようなことで理解をしておりますので、もし、そのような方がおりましたら、組合なり、

町の方にもご相談いただければなというようなことで考えておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ４点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 参考資料の９５ページの関係でございます。地方創生加速化

交付金事業との関連で、政策予算を計上することが今回町長選に絡みましての執行権につ

いての関わりというような趣旨のお尋ねでございます。まず、この地方創生加速化交付金

事業の概要について、概要をまず簡単に説明させていただきますけども、これにつきまし

ては昨年の１２月の１８日に閣議決定されてございまして、今年の１月の２０日にこの地

方創生加速化交付金の関連予算が国会の方で可決、成立してございます。それを受けまし

て、ここに書いているように、市区町村につきましては、４千万円から８千万円の交付金

を１００％いただけるよと、そして、申請の事業数としては二つまでを認めますと。この

ような趣旨の交付金事業ができまして、私どももこの３に書いてありますように、繰越明

許費事業と致しまして、まちの賑わい創出事業、生涯活躍のまちづくり事業という事業を

パッケージ化を致しまして、実施計画を２月の１２日に提出を国の方にさせていただいて

いるところでございます。この内容は、３月の、今国の方では中旬から下旬に内示をした

いというようなお話になってございます。そこの部分でおそらく梶谷議員の方では今回の
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町長選挙絡みの骨格予算にあたる部分を繰り上げての政策予算になるということで、しか

も、国の内示が３月の中旬から下旬ということで、不明瞭な中での予算計上がどうなのか

と、このようなことかと思います。

私どもは、まず一つはですね、例えば、松前町の最高計画であります総合計画、これは

一般的に１０年間の計画で事業を進めていくことになります。また、昨年総合戦略という

形で松前町の人口減少の加速化を少しでも遅らせるためのですね、総合戦略というものも

できあがりました。それに向かって今回、この政策予算を計上させているところでござい

ます。例え、選挙等で町長が代わると、そういうようなことは仮にあったとしてもですね、

私どもはこれは、行政の継続性というものも当然あるんだろうと思ってございます。そう

いう中で、政策的な予算とはいえですね、今、目の前に８千万円という国庫補助金がいた

だけるような状況下で、じゃあ、この事業にそういうことで手を挙げないでいいのかと、

こういうことも一つ出てくるのかなと思ってございます。私どもとしましては、これにし

っかりと手を挙げさせていただいて、これは８千万いただけるかどうかわかりませんけれ

ども、政策的な予算とはいえ、２８年度には当然実施をしていかなければならない事業と

して考えてございますので、そういう意味で政策的予算をこういう形で計上させていただ

いたということで、ご理解をいただければというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) １点目のこの施設入所者、１名の方が亡くなって３０２万８千円の

減になった経緯はわかりました。どうなんですか、この後、引き続いて町内でこの施設に

入所希望される該当者っていうのはいらっしゃるんですか。それが、もしいるんであれば、

先程１人分残してあるっつったけか、わかりました。いいや、答え、いい。

それから、２点目のね、この予防接種事業のこの予定、計画人口と実施人口の開きなん

ですけれども、事業ですからやってみなければわからない点ももちろんあるんですけれど

も、やっぱり計画する以上は実施結果がね、あまりに大きな開きがない形が望ましいんで

ないかと。当てずっぽうに計画立てるっていうことはあり得ないと思いますけれども、あ

まりに数が違うんであればね、計画の時点ではもう少し慎重にやられた方がいいんでない

のかなということで、これも答弁入りません。

それから、３点目のね、この３トン以上６５歳未満の方の考え方は私は理解してます。

しかし、この６５歳以上の漁業者、いわゆる３トン以上の漁船を持った漁業者がね、今そ

したら松前に何人いますか。いわゆるこの制度をね、使えない漁業者ですよ。その人方が

この制度に対する不満持ってるんですから、結局漁業振興不公平でないかと。やはり、で

きるならば漁船漁業者は３トン以上であれば、６５歳以上の人方だってもっともっと頑張

るんだろうし、水揚げにも貢献しているっていうことを考えればね、その人方を外すって

ことは、非常に問題が残るような気がしますんでね。ちなみに、そういうこの区分したと

きに、今言ったようなものの範囲内に入ってくる漁業者ってのは何人ぐらいいるか、押さ

えていましたら説明いただきたいと思います。

それから、４点目の今の地方創生加速化交付金事業の件はね、課長おっしゃるようにね、

正にこういうチャンスを逃す手はないし、ぜひ採択をね、１００％勝ち取ってほしいし、

そうすれば、タイミングが非常にこの２７年度ギリギリの形であっても、オーケーが出れ

ば、１００％オーケーが出ればよ、これ、何も問題のない形なんですよ。ただ、この１０

０％でない採択率が下がった場合の不足分は、当然町で手当てしないといけない。この部

分が２８年度でなければ今の流れの中で対応できないよね。それも私、理解できるんです

よ。だからと言ってね、場合によっては執行権に触れるようなものを知らないふりしてっ
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て訳にいかないから、そうしたものを十分認識した上でね、今度事務方はね、そういう考

え方で進めたものに対して議決する側としてはね、やっぱり議決責任をきちっとわきまえ

てこれ臨まないといけないんで、あとは議長、もしできたらね、休憩でもしていただいて、

その辺の認識みんなでしてね、これ大事なことだから、そういう心配はあるけども、みん

なでこれをオーケーしようやってんであれば、私はそれでいいんですよ。ただ、他の人は

意見が食い違うんであればね、これやっぱり慎重にかからないといけないんで、その辺だ

け、これ休憩の中でしゃべらせて、ね、そういう形の中でやった方が私はいいんでないか

なと思って。見過ごすわけにはいかないんですよ。私ね、参考までに監査委員の意見も聞

いたんですよ。基本的には、財源の裏付けのないものを予算計上するってのはいかがなも

のかって、そういう意見の一致みたこともあるしね、その辺の調整はきちっとやっぱり共

通認識に立たないといけないんでないかなという気持ちです。どういうふうに扱いますか、

諮ってください。

○議長(伊藤幸司君) まず、１点目、水産課長の答弁をいただきます。

○水産課長(佐藤祐二君) 漁船支援補助金の６５歳以上の該当する人数、何人ぐらいとい

うことのご質問でございます。平成２６年、制度作った時点の人数ですけども、対象者が

１００、３トン以上の正組合員の方々が１２６人いた内、６５歳未満の方が概ね６５歳未

満の方が８０名で、その時点で４６名の方々が６５歳以上だったというようなことの数字

でございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) それでは２点目、梶谷議員から、ただ今皆さんにお諮りしたらどう

かということでございますので、まず、暫時休憩をさせていただきます。

(休憩 午後 ２時４６分)

(再開 午後 ２時５７分)

○議長(伊藤幸司君) それでは、再開します。

他に質疑ございますか。

３回目やりますか。はい、９番。

○９番(梶谷康介君) すいません、全てね、お話したとおりなんですけども、さっきの漁

船漁業支援の話でさ、計画時点で１２６名で、そして６５歳未満は８０人と、外れる人が

４６名いるってことはね、この４６名の人方がね、やっぱりこの振興資金を使えるような

形にしなければいけないんじゃないかなって、私は言ってるんですよ。ただ、この数字を

ね、このとおりに説明して、はい、それまでよじゃなくてね。やっぱりこういう人方も万

遍なくね、この資金を使えるような方向にしていくべきじゃないかなっていう、この質問

を含めて、お願いを含めて言ってんでね、その辺の考え方聞かせていただきたいなと思っ

てますんで。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 先程、答弁が不備な部分もございまして、大変申し訳ございま

せん。前段の中でもご説明申し上げましたとおり、確かに一つの組合も町もそれを作る時

点で一つの目安、まあ、６５歳くらいなのかなという部分で、安易ではなかったんですけ

ども、一応のそういう基準を設けたといった部分があります。実際には、やっぱり現状の

中では７２歳の方もちゃんと過去３ヶ年の漁業実績、また今後３ヶ年の営漁計画もちゃん

と書類、申請書の中につけた中で組合の組合長はじめ、私もその審査会の委員の１名なっ

てますし、いろんな筆頭理事さん、副組合長、参事まで入った中でいろんな債権関係の部
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分、購買の取扱い関係等、全ての部分によって審査をしてきてる、そういう審査会の中で

もって、吟味をした中で、この方であれば大丈夫だろうというようなことで決定をして、

その７０歳以上の方も事業着手してきたというような状況がございます。

梶谷議員さんから言われるとおりのことであろうかと思いますけども、その運用の中身

の中でそういうふうなことで対応してきてるというようなことでございますので、切なる

ご理解を賜れればというふうにお願い申し上げます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございますか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８号 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第８号、平成２７年度松前町国民健康保険特別会

計補正予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました、議案第８号、平成２７年度松前町国

民健康保険特別会計補正予算(第３回)について、その内容をご説明致します。

平成２７年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところに

よろうとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ４千５２万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１７億６千５４５万４千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものです。

今回の補正につきましては、歳出では、保険給付費及び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の減額と共同事業交付金等

の追加計上が主な内容でございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１５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、４節から１４節まで５９万２千円の減額で

す。これは、年度末までの見込みにより減額するものであります。２目連合会負担金では、

５万５千円の減額です。負担金額の確定により減額するものです。内訳は、北海道国民健

康保険団体連合会負担金で１万８千円、渡島地方支部負担金で３万７千円の減額です。

次に１６ページです。２項１目賦課徴収費１１節燃料費で、１０万円、１２節市町村共

済損害賠償保険料で５千円の減額です。いずれも年度末までの見込みにより減額するもの

であります。
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次に１７ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費及び３目一般被保険者療養

費、４目退職被保険者等療養費は、財源更正であります。２目退職被保険者等療養給付費

では２千５５３万９千円、５目審査支払手数料では３９万円の減額です。いずれも年度末

までの見込みにより減額によるものであります。これは、退職被保険者数の減少並びに受

診件数の減少によるものが主な要因であります。２項１目一般被保険者高額療養費及び３

目一般被保険者高額介護合算療養費、４目退職被保険者等高額介護合算療養費は、財源更

正であります。２目退職被保険者等高額療養費で、４０６万８千円の減額です。こちらも

年度末までの見込みにより、減額するものであります。

次に１９ページです。３項１目出産育児一時金では、２５３万６千円の減額です。こち

らも年度末までの見込みにより、減額するものであります。

次に２０ページです。４項１目葬祭費は、財源更正であります。

次に２１ページ。３款１項１目後期高齢者支援金は、財源更正です。

次に２２ページ。６款１項１目介護納付金は、こちらも財源更正であります。

次に２３ページ。７款１項１目高額医療費拠出金で、１０６万２千円の減額です。２目

保険財政共同安定化事業拠出金で、４３２万１千円の減額です。これらの共同事業拠出金

につきましては、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となっており

ますが、国保連合会から平成２７年度分の額の確定通知があったことにより、今回減額す

るものであります。

次に２４ページです。８款１項１目特定健康診査等事業費１１節から１４節まで、合計

１０６万１千円の減額です。いずれも年度末までの見込みにより減額するものであります。

次に２５ページです。２項１目保健衛生普及費８節から１１節まで、６４万８千円の減

額です。こちらも年度末までの見込みにより減額するものであります。

次に２６ページです。９款１項１目利子は、財源更正であります。

次に２７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では、

４５万円の減額です。こちらも年度末までの見込みにより、減額するものであります。３

目償還金は、財源更正です。

次に２８ページです。２項１目一般会計繰出金では、３０万２千円の追加計上です。国

保加入者のインフルエンザ等予防接種に係る経費の増額です。

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

ジへお戻りいただきたいと存じます。

２．歳入です。２款１項１目療養給付費等負担金で、１千３２６万３千円の追加計上で

す。この療養給付費等負担金については、平成２７年度の変更申請が終り、額の確定がさ

れる見込みであることから今回追加しようとするものであります。２目高額医療費共同事

業費負担金では、２６万６千円の減額計上です。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すが、この共同事業拠出金が減額になったことから、

歳入の負担金につ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、５万１千円の追加計上です。特定健康診査対象費用額の３分の１が収入として、失礼

しました。３目特定健康診査等負担金では、５万１千円の減額計上です。特定健康診査対

象費用額の３分の１が収入として措置されるものですが、国の平成２７年度の負担金の額

が確定により今回減額するものであります。

次に７ページです。２項１目財政調整交付金では、６千１５８万７千円の減額計上です。

財源調整のための補正であります。

次に８ページでございます。３款１項１目療養給付費交付金では、３千７４１万５千円
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の減額です。これは、退職者被保険者等の療養給付費に係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２７年度の額の確定により減額するものであります。

次に９ページでございます。５款１項１目高額医療費共同事業負担金では、２６万６千

円の減額計上です。国庫負担金と同じく、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、この共同事業拠出金の減額に伴い、道負担金も減額しよう

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５万

１千円を減額するものであります。

次に１０ページです。２項１目道財政調整交付金では、４６９万１千円の追加計上です。

平成２７年度の調整交付金変更申請により交付金の額が確定され、増額となる見込みであ

ることから今回追加するものであります。

次に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は、３３５万９千円の

減額計上です。この交付金は、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ありますけれども、高額な医療費の減少により、減額となったもの

であります。２目保険財政共同安定化事業交付金では、２千８９０万５千円の追加計上で

す。これについては、医療費が８０万円までの医療費から、自己負担相当額を除いた金額

の１００分の５９が交付される仕組みですけども、こちらの部分については対象医療費が

増加し、今回交付金も増額となるものであります。

次に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、合わせて１千４１２万８千円の追加計上です。平

成２７年度繰入金の確定見込みにより追加計上するものであります。

次に１３ページです。１０款１項１目一般被保険者延滞金で、４２万２千円の追加計上

です。こちらは年度末までの収入見込みによる計上であります。

次に１４ページです。３項雑入では、１目被保険者第三者納付金から５目雑入まで、合

わせて１０６万１千円の追加計上であります。こちらは、年度末までの収入見込みによる

計上であります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページに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)の歳入でございます。歳入合計、補正前の額１８億

５９７万９千円から、今回４千５２万５千円を減額し、補正後の額を１７億６千５４５万

４千円に致そうとするものでございます。

３ページでございます。３ページ、歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１７億

６千５４５万４千円に致そうとするものでございます。

以上が議案第８号、平成２７年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第３回)の内容

でございます。何卒よろしくご審議の程お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 質疑が終わりましたので、あっ、ごめんなさい、失礼しました。

質疑なしと認め、説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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)
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 平成２７年度松前町介護保険特別会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第９号、平成２７年度松前町介護保険特別会計補

正予算(第４回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今議題となりました、議案第９号、平成２７年度松前

町介護保険特別会計補正予算(第４回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２７年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第４回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ８千９５８万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

９億５千６０６万６千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ７６万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千５９１万３

千円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」によろうとするものです。

それでは、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。１４ページを

お開き願います。

１４ページ、３．歳出です。１款３項２目介護認定調査費、要介護認定調査委託料で、

４３万２千円の減額です。年度末までの支出見込みを勘案して減額しようとするものです。

次に１５ページ、４項１目計画推進費で、介護保険事業計画等推進委員報償費１２万円

の減額です。年度末までの支出見込みによる減額です。

次に１６ページ、２款１項１目介護サービス給付費で、８千６８７万８千円の減額です。

平成２７年度の介護報酬がマイナス改定されたことに加えて、当初見込みましたサービス

費の内、特に通所介護とグループホームに係る給付費が見込み量の伸び率を大きく下回っ

たことによるものです。主な理由としまして、通所介護につきましては、当初予算で見込

んでおりました新規事業所の開設時期が大幅に遅れたことにより、またグループホームに

つきましては、町外グループホームの退所による給付費の減、更に当初見込みました町外

グループホームの新規入所者がいなかったことによるものです。

次に１７ページ、４款１項１目介護予防事業費では、２節給料から１３節委託料まで、

合わせて５２万４千円の減額計上です。給料及び職員手当等につきましては、主任介護支

援専門員の人件費に掛かる平成２７年度給与改定による増額となります。共済費につきま

しては、当初見込みました共済組合の掛け金率が変更になったことによる減額となります。

１３節委託料では、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１７ページ、２目包括的支援事業・任意事業費では、２節給料から次のページ、

１８ページ１３節委託料まで、合わせて１６３万５千円の減額です。給料、職員手当等及

び共済費につきましては、地域包括支援センターの保健師及び社会福祉士に係る給与改定

等に係る人件費です。１２節役務費及び１３節委託料では、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
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お戻り願います。

６ページ、２．歳入です。歳入につきましては、歳出で計上しました介護サービス給付

費及び介護予防事業費の減額に伴い、国、支払基金、道及び一般会計の負担割合に基づき、

それぞれ減額しようとするものです。

６ページ、３款１項１目介護給付費負担金１節現年度分で、１千６３２万９千円の減額

です。介護サービス給付費の減額に伴い、国の負担分を減額しようとするものです。

次に７ページ、２項１目調整交付金では、７８７万５千円の減額です。同じく２目地域

支援事業交付金(介護予防事業)では、１２万５千円の減額です。

次に８ページ、４款１項１目介護給付費交付金では、２千４３２万５千円の減額です。

支払基金の交付金を減額しようとするものです。同じく２目地域支援事業支援交付金では、

現年度分で１４万円の減額です。

次に９ページ、５款１項１目介護給付費負担金では、現年度分１千１９０万６千円の減

額です。

次に１０ページ、２項１目地域支援事業交付金(介護予防事業)で、６万２千円の減額で

す。それぞれ道の負担分を減額しようとするものです。

次に１１ページ、７款１項１目一般会計繰入金です。介護給付費繰入金で１千８５万９

千円、地域支援事業繰入金で６万２千円、事務費繰入金で１６９万３千円をそれぞれ減額

しようとするものです。

次に１２ページ、２項１目介護給付費準備基金繰入金では、１千５５８万４千円の減額

です。介護サービス給付費の減額に伴い、基金からの繰り入れを必要としないことから、

全額補正減しようとするものです。

次に１３ページ、３項１目サービス事業勘定繰入金では、６２万９千円の減額で、介護

予防に係るサービス計画作成費の減額によるものです。

以上が保険事業勘定、歳入の事項別明細です。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、保険事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額１０億４千５

６５万５千円から８千９５８万９千円を減額し、補正後の額を９億５千６０６万６千円に

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９億５千６０６万６千

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です。２５ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、３節職員手当等及び４節共済費、合わせ

て１４万円の減額です。被扶養者の異動及び給与改定等により減額しようとするものです。

次に２６ページ、２款１項２目保険事業勘定繰出金では、６２万９千円の減額です。介

護予防サービス計画費収入の減額に伴うものです。

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。２３

ページをお開き願います。

１款２項１目居宅支援サービス費収入で、６２万９千円の減額です。年度末までの支出

見込みを勘案して減額するものです。

次に２４ページ、２款１項１目一般会計繰入金では、１４万円の減額です。職員給与費

等に係る繰入金の減額です。

以上がサービス事業勘定、歳入の事項別明細です。１９ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、サービス事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額１千６６

８万２千円から７６万９千円を減額し、補正後の額を１千５９１万３千円に致そうとする
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ものです。

次に２０ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１千５９１万３千円

に致そうとするものです。

以上が、議案第９号、平成２７年度松前町介護保険特別会計補正予算(第４回)の内容で

す。よろしくご審議賜りますようお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 平成２７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(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第１０号、平成２７年度松前町後期高齢者医療特

別会計補正予算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました、議案第１０号、平成２７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２７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あります。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

６７万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９５６万７千円に致

そうとするものであります。

第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであり

ます。

今回の補正の主な内容は、歳出では、北海道後期高齢者医療広域連合納付金の減額、こ

れに対応する歳入においても後期高齢者医療保険料の繰入金の減額で、いずれも額の確定

や年度末までの見込みによるものであります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。予算書一番最後のページ、８ペ

ージをお開き願います。

８ページ、３．歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で、６７万１千

円の減額計上です。内訳と致しまして、１９節、説明欄に記載しておりますが、事務費負

担分として６５万３千円の減額、保険料等分で１９万円の減額、保険基盤安定分で１７万

２千円の追加計上であります。この内事務費負担分は、平成２６年度分の後期高齢者医療

広域連合への事務費の納入額を２７年度で精算する仕組みとなっておりまして、その額が

確定したことにより減額するものであります。保険料等分については、決算時までの収入
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見込みによる減額であります。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、これも額の確定により追加計上するものであります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入でございます。６ペー

ジへお戻りいただきたいと思います。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料で、１９万円の減額です。１節現年

度分で２１万９千円、２節滞納繰越分では２万９千円の増額です。それぞれ決算時までの

収入見込みによるものであります。

次に７ページです。３款１項１目事務費繰入金では、６５万３千円の減額計上です。こ

れは、後期高齢者医療広域連合へ納付する事務費の精算による町負担分を一般会計から繰

り入れするものであります。２目保険基盤安定繰入金では、１７万２千円の追加計上です。

こちらは、事務費繰入金同様、後期高齢者医療広域連合へ納付します低所得者に対する保

険料軽減分の町負担分を一般会計から繰り入れするものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻りいただきたいと思います。

第１表歳入歳出予算補正の歳入であります。歳入合計、補正前の額１億１千２３万８千

円から今回６７万１千円を減額し、補正後の額を１億９５６万７千円に致そうとするもの

であります。

次に３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１億９５６万７千円に

致そうとするものであります。

以上が、平成２７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。よろしくご審議の程お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 平成２７年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第１１号、平成２７年度松前町水道事業会計補正

予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました、議案第１１号、平成２７年度松前町

水道事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、収益的収支の３条予算、資本的収支の４条予算共に年度末までの

決算見込みによる補正でございます。

それでは、予算書の１ページでございます。

第１条は、総則です。平成２７年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)は、次に定め
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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２７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１千５７２

立方メートル追加し、計６３万９千２６３立方メートルとし、第３号の１日平均給水量で

は、５立方メートル追加し、１千７４７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１千４２万５

千円を減額し、計９件、４千３０１万７千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２億５

４５万円から３９７万５千円を減額し、補正後の予定額を２億１４７万５千円に致そうと

するものです。内訳と致しまして、第１項営業収益につきましては、１３５万１千円の増

額で、給水収益の年度末までの見込みで、水道料金が１１４万８千円の増額、休栓料金が

２４万２千円の増額、計１３９万円の増額です。また、受託工事収益では２万２千円の減

額、その他営業収益の内、材料売払収益等で１万７千円の減額です。次に、第２項の営業

外収益では、５３２万６千円の減額です。これは、他会計補助金におきまして、簡易水道

等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、

建設改良に関わる分を４条予算へ振り替えすることによる５２９万４千円の減額、また、

長期前受金戻入で３万２千円の減額です。

次に支出です。第１款事業費で既決予定額１億９千８４２万６千円から９２４万８千円

を減額し、補正後の予定額を１億８千９１７万８千円に致そうとするもので、内訳と致し

まして、第１項営業費用では、年度末までの支出見込みによる修繕料、委託料、材料費等、

各種の経費の減額と、人件費の４条予算への振り替え等による減額により、合計１千６７

万８千円の減額です。第２項営業外費用では、企業債利子償還金で５万４千円の減額と、

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、国庫納付金、国

庫納付消費税及び地方消費税が１４８万４千円の増額、合計致しまして１４３万円の増額

です。

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８千５

１９万７千円」を「７千２６９万６千円」に、「過年度分損益勘定留保資金８千６０万５

千円」を「３千９９６万円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５

９万２千円」を「２３７万２千円」に改め、「当年度分損益勘定留保資金２千９３６万４

千円」を追加し、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正致そうとす

るものです。

収入です。第１款資本的収入で、既決予定額９０６万円に２００万円を追加し、補正後

の予定額を１千１０６万円に致そうとするものです。内訳と致しまして、第１項企業債で、

１９０万円の減額です。事業費の確定に伴い、企業債の額の算定に変更があり、減額とな

るものでございます。第３項他会計補助金で、３９０万円の増額です。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、一般会計からの補助

金で３件分の辺地債３９０万円分の充当分の計上でございます。

次に支出です。第１款資本的支出で、既決予定額９千４２５万７千円から１千５０万１

千円を減額し、補正後の予定額を８千３７５万６千円に致そうとするものです。第１項建

設改良費で、１千４２万５千円の減額です。これは、当初予算で計上しておりました、４
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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り、減額となったもので

ございます。第３項備品購入費で、７万６千円の減額です。検針用ハンディーターミナル

６台分に係る減額でございます。

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。３件分の簡易水道事業債で、合計３９０万円の限度額

に変更し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す。予算第７条に定

めた経費の金額を次のように改めようとするもので、第１号職員給与費で、既決予定額４

千６７８万５千円に２５万３千円を追加し、補正後の予定額を４千７０３万８千円に致そ

うとするものです。これは、８月の人事異動、また、人事院勧告に伴う給与改定等による

ものでございます。

第７条は、他会計からの補助金です。予算第８条に定めた経費の金額を次のように改め

ようとするもので、一般会計から受ける補助金で、既決予定額２千８万２千円から１３９

万４千円を減額し、補正後の予定額を１千８６８万８千円に致そうとするものです。この

結果、平成２７年度補正予算(第１回)における当年度純利益は、９９２万５千円を予定し

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、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１１号、平成２７年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)の内容です。

ご審議賜りますよう、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号 平成２７年度松前町病院事業会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、議案第１２号、平成２７年度松前町病院事業会計補正

予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(小本清治君) ただ今議題となりました、議案第１２号、平成２７年度松

前町病院事業会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、年度末決算見込みによる補正でございます。その主な内容
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でございますけれども、始めに収益的収入及び支出の補正でありますけれども、収入とし

まして入院収益の増額と医業外収益の内、補助金として普通交付税、特別交付税確定に伴

う精算による増額でございます。支出としまして、医業費用の内、年度末までの決算見込

みによる給与費の減額と、入院収益の増額に伴う薬品費等の増額による材料費の増額です。

更に、北海道から自治法派遣職員、派遣負担金の精算見込みによる減額に伴う経費の減額

となっております。これは、当初、管理職を予定していたところでございますけれども、

現在主査職が派遣となっておりますので、それに伴う減額ということでございます。医業

外費用の内、決算見込みによる消費税及び地方消費税の増額となっております。次に、資

本的収入及び支出では、支出としまして、投資、修学資金貸付金を当初３名見込んだとこ

ろですが、１名分の貸付けのみでありましたことから、これを減額するものでございます。

それでは、１ページよりご説明を申し上げます。

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補正予算(第３回)は、

次に定めるところによろうとするものでございます。

次に、第２条は、業務の予定量でございます。平成２７年度松前町病院事業会計（以下

「予算」と言う。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正致そうとするものでご

ざいます。第２号、年間取扱延患者数、入院は、既決予定量３万１千１１０人から１千１

１５人減じ、補正後の予定量を２万９千９９５人に致そうとするものでございます。第３

号、１日平均患者数、入院、既決予定量８５人から３人減じ、補正後の予定量を８２人に

致そうとするものでございます。いずれも４月から１２月までの実績と、１月から３月ま

での見込みによるものでございます。

次に、第３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１３億３千１８２万４千円に、今回５千６２２万６千円

を追加し、補正後の予定額を１３億８千８０５万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項医業収益、既決予定額１０億６千７５８万１千円に、今回２

千１８５万２千円を追加し、補正後の予定額を１０億８千９４３万３千円に致そうとする

もので、入院収益の増額によるものでございます。第２項医業外収益、既決予定額２億１

千３１０万円に、今回３千４３７万５千円を追加し、補正後の予定額を２億４千７４７万

４千円に致そうとするもので、普通交付税不採算地区病院等の特別交付税確定に伴う精算

による増額でございます。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

７千２２５万円に、今回６１９万５千円を追加し、補正後の予定額を１３億７千８４４万

５千円に致そうとするものでございます。その内訳と致しまして、第１項医業費用、既決

予定額１３億６千１０６万６千円に、今回５７７万６千円を追加し、補正後の予定額を１

３億６千６８４万２千円に致そうとするもので、入院収益の増額に伴う薬品等、材料費等

の増額でございます。第２項医業外費用、既決予定額６２５万５千円に、今回４１万９千

円を追加し、補正後の予定額を６６７万４千円に致そうとするもので、消費税及び地方消

費税の増額でございます。

次に２ページです。第４条は、資本的収入及び支出でございます。予算第４条に定めた

資本的収入及び支出の既定予定額を次のとおり補正致そうとするものでございます。なお、

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５千７８０万６千円は、過年度分損益勘

定留保資金で補てん致そうとするものでございます。それでは、支出でございますが、第

１款資本的支出は、既決予定額６千８４７万７千円から今回１９２万円を減額し、補正額

の額を６千６５５万７千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
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３項投資、既決予定額２８８万円から今回１９２万円を減額し、補正後の予定額を９６万

円に致そうとするもので、修学資金貸付金を当初３名見込んだところですが、１名のみの

貸付けでありましたことから減額するものでございます。

第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。予算第

６条に定めた経費を次のように改めようとするものです。第１号職員給与費、既決予定額

８億５千５７６万８千円から今回３８６万４千円を減額し、補正後の予定額を８億５千１

９０万４千円に改め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ございます。予算第７条中｢２億２千６８７万１千円｣

を「２億６千１２４万５千円」に改めようとするものでございます。

第７条は、たな卸資産購入限度額でございます。予算第８条中「１億５千８００万円」

を「１億７千３００万円」に改めようとするものでございます。

以上が、平成２７年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）の内容でございます。関

係書類等につきましては、３ページ以降に添付してございますのでご参照をお願いします。

ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１２号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号 松前町行政不服審査会条例制定について

◎議案第１４号 松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について

◎議案第１５号 松前町行政不服審査法による手数料条例制定について

◎議案第１６号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定

について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、議案第１３号、松前町行政不服審査会条例制定につい

て、日程第１６、議案第１４号、松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について、

日程第１７、議案第１５号、松前町行政不服審査法による手数料条例制定について、日程

第１８、議案第１６号、行政不服審査法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、以上４件を一括議題と致します。

なお、ただ今の議案は質疑終了後、総務経済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。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１３号、松前町行政

不服審査会条例制定について、議案第１４号、松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例

制定について、議案第１５号、松前町行政不服審査法による手数料条例制定について及び

議案第１６号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを
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説明申し上げます。

行政不服審査法の全部改正に伴う条例制定として、議案第１５号の後に別冊として説明

資料を添付してございます。始めに、この資料を説明してまいりますので、この横長の説

明資料、別冊となっておりますんで、こちらをお開き願いたいと思います。

１は、条例制定の趣旨でございます。行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為

に関しては、国民の権利、利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること

を目的として、行政不服審査法によりその不服申し立てに関する制度が定められています

が、今般、公正性の拡大、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大等の観点から、

行政不服審査法が全部改正となり、平成２８年４月１日から施行されることとなりました。

改正法では、不服申立構造の見直しにより不服申立の種類が審査請求に一元化されるほか、

新たに審理員制度や第三者機関への諮問手続が導入されるなど、現行法から新たな規定が

盛り込まれており、また、資料の謄写等に係る手数料の額についても条例で定めることが

規定されていることから、議案第１３号から第１５号の条例をそれぞれ制定し、議案第１

６号では、法の施行に伴い関係条例の整理に関する条例を制定しようとするものです。こ

れまで異議申立につきましては、当該処分を行った松前町の部署が対応することとなって

おりましたが、当町では、議案が、事例が今までないところであります。改正法の下では、

審査請求に関する対応は基本的に松前町が審理員を指名し、審理員が審査請求人と処分庁

の間に入って審理手続を進め、審理員としての意見をまとめたものを第三者機関にその意

見が妥当なものかどうか諮問、答申しながら最終的に裁決をしていくという形になるもの

であります。

次に、２は、行政不服審査法の主な改正点でございます。始めに、(１)不服申立の手続

の種類ですが、改正前では審査請求と異議申立の主に二つの不服申立の手続が存在しまし

たが、改正後においては審査請求に一元化され、処分庁に上級行政庁がない場合であって

も、処分庁に対して審査請求できるようになるものでございます。次に(２)の審理手続の

主宰者でございますが、改正前では審査庁が主宰し、処分に関与した者でも審理が可能で

したが、改正後においては基本的に審理員が主宰することとなり、処分に関与した者によ

る審理はできないこととなります。次に(３)では、第三者機関への諮問制度が設けられる

ことになり、審理員、意見書の提出を受けた審査庁は、原則として第三者機関に諮問しな

ければならないことから、地方公共団体に執行機関の附属機関として、上記諮問を受ける

第三者機関を設置することになります。次に(４)では、審査請求期間でございまして、改

正前では処分があったことを知った日から起算して６０日に、６０日であったものが、改

正後においてはこれが３ヶ月となるものでございます。次に(５)の証拠書類等の閲覧・謄

写制度でございます。改正前では閲覧のみ可能でございましたが、改正後においては閲覧

の他に写しの交付が可能となるため、写しの交付に係る実費の範囲内の手数料額について

条例の規定が必要になるものであり、合わせて写しの交付に係る手数料額の減免に関する

条例の規定についても必要となるものでございます。なお、今、説明を致しましたことは、

次の３ページに、失礼しました、改正前、４ページに改正後の一般的な審査の流れとして

図で表してございます。

次に、議案第１３号、松前町行政不服審査会条例制定について、その内容をご説明申し

上げます。２枚目の条例をお開き願います。本条例は、先程説明致しました行政不服審査

法に基づく第三者機関として、松前町行政不服審査会を置く内容でございます。

第１条は設置です。松前町行政不服審査会の設置について、規定しているものでござい

ます。
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次に、２条は組織です。この審査会は、５人の委員をもって組織しようとするものでご

ざいます。

次に、第３条は委員です。委員に関する事項について、第１項から第９項により規定し

ようとするものでございます。

次に、第４条は会長です。この審査会には会長を置くことなど、第１項から第３項によ

り規定しようとするものでございます。

次に、第５条は専門委員です。この審査会に専門の事項を調査させるため、専門員を置

くことができるよう、第１項から第５項により規定しようとするものでございます。この

専門委員は、その事案により法律的な部分においては弁護士を想定しているところでござ

います。

次に、第６条は会議です。この審査会は、会長が招集し、その議員となることなど、第

１項から第３項により規定しようとするものでございます。

次に、第７条は庶務です。この審議会の庶務は、総務課において処理致そうとするもの

でございます。

次に、第８条は規則への委任です。この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関

し、必要な事項は規則で定めようとするものでございます。

次に、９条は罰則です。第３条第６項の規定に違反して、秘密を漏らした者の罰則につ

いて規定しているものでございます。

附則として、第１項は施行期日です。この条例は、平成２８年４月１日から施行致そう

とするものでございます。次に、２項は経過措置です。最初の審査会は、第６条第１項の

規定に関わらず、町長が招集しようとするものでございます。次に、第３項は、特別職の

職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正です。次のページ、別表１

中「情報公開及び個人情報保護審査会の委員」の次に、新しく「行政不服審査会委員、日

額４千円」と「専門委員、日額２万円」を追加しようとするものでございます。

以上が、議案第１３号でございます。

次に、議案第１４号、松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例の制定について、その

内容をご説明申し上げます。２枚目の条例をお開き願います。本条例は、先程説明致しま

した行政不服審査法に基づく審査員を設置する場合、町に所属する職員で処分に関与した

者以外であることが、その要件とされております。町のプロパー職員を審理員に指名する

ことは可能ですが、プロパー職員では重要書類に合議等で関わっていることが多く、審理

手続の公平、中立性を確保する点においては、弁護士や自治体職員ＯＢなどのプロパー職

員ではない活用についても必要であると考えているところであります。その場合において

は、その身分を非常勤特別職として考えることが良いとのことから、松前町での法務嘱託

職員として委嘱できるよう条例を制定するものであります。

それでは、条例の内容について説明致します。

第１条は趣旨です。行政不服審査法に規定する審理手続の業務を行う法務嘱託職員の任

用等について必要な事項を定めるため、制定するものでございます。

次に、２条は任用です。法務嘱託職員の任用について、第１項及び第２項により規定し

ようとするものでございます。

次に、第３条は身分です。法務嘱託職員は、地方公務員法第３条第３項第３号に規定し

ている特別職にしようとするものでございます。

次に、第４条は報酬等です。法務嘱託職員の報酬等及び勤務時間等は別に条例や任命権

者において定めようとするものでございます。
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次に、第５条は秘密を守る義務です。法務嘱託職員の秘密を守る義務について、第１項

から第３項により規定しようとするものでございます。

次に、第６条は委任です。この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、任命権者が別に定めようとするものでございます。

次に、第７条は罰則です。第５条第１項又は第２項の規定に違反して、秘密を漏らした

者の罰則について規定しているところでございます。

附則として、第１項は施行期日です。この条例は、平成２８年４月１日から施行しよう

とするものでございます。第２項は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正です。次の別表１中「監査委員」の前に新しく｢法務嘱託職員 日

額 ２万円以内」を追加しようとするものでございます。

以上が、議案第１４号でございます。

次に、議案第１５号、松前町行政不服審査法による手数料条例制定について、その内容

をご説明申し上げます。２枚目の条例をお開き願います。本条例につきましては、行政不

服審査法の全部改正に伴い、審査請求人等は提出書類等について、閲覧のみならず、写し

の交付を求めることができるようになり、手数料を徴収する場合は、条例で手数料の額を

定めなければならないこと。また、減免においては条例でその規定する必要があることか

ら条例を制定しようとするものでございます。

第１条は趣旨です。この条例は、行政不服審査法の規定による手数料に関し、必要な事

項を定めようとするものでございます。

次に、第２条は、提出書類等写し等の交付に係る手数料の額です。審査請求人等は、審

理員に対し、提出書類等の写し等の交付を求めることができますが、その際、条例で定め

る額の手数料を納めなければならないことから、手数料の額を別表のとおり条例で定めよ

うとするものでございます。

次に、第３条は、提出資料の写し等の交付に係る手数料の額でございますが、審査請求

人等は、第三者機関の行政不服審査会に対し、提出書類等の写し等の交付を求めることが

できますが、その際、条例で定める額の手数料を納めなければならないことから、手数料

の額を第２条の規定による額と同額で定めようとするものでございます。

次に、第４条は手数料の減免です。これは、提出資料の写しの交付を受けるものが経済

的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め１件につき２千円

を限度として減免できるよう規定しようとするものでございます。

次に、附則として、この条例は、平成２８年４月１日から施行しようとするものでござ

います。

次に、別表として、提出書類等の写し等の交付方法、手数料の額、備考を記載してござ

います。

以上が、議案第１５号でございます。

次に、議案第１６号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定に

ついて、その内容をご説明致します。末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の下

の欄をご覧願います。

行政不服審査法の全部改正の施行に伴い、改正が必要となった条例の整理を行うため、

条例を制定しようとするものです。新旧対照表の１ページにお戻りください。１ページか

ら３ページでございます。

第１条による、固定資産評価審査委員会条例の改正でございます。地方税法第４３３条

第１１項の規定によりまして、固定資産評価委員会条例の第４条の審査申出規定に、規定
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の改正をしようとするものでございます。第６条では、書面審理規定の改正をしようとす

るものでございます。２ページでは、１０条の手数料の額等の規定と第１１条の手数料の

減免規定の追加をしようとするものでございます。次に３ページでは、第１３条の決定書

の作成の規定の改正等をしようとするものでございます。次に３ページの下段でございま

す。

第２条による、職員の給与に関する条例の改正でございます。本条例は、先程説明致し

ました「不服申立」の名称が「審査請求」に改正する、しようとするものでございます。

４ページでございます。第３条による、松前町行政手続条例の改正でございます。第１

９条の聴聞の主宰、第２項第４号を改正しようとするものでございます。

次に、４ページから５ページでございます。第４条による、松前町情報公開条例の改正

でございます。本条例は、第３章の見出し「不服申立」を「審査請求」に、第１９条の審

査員による審査手続の関する、審査手続に関する規定の除外と、第２０条の審査会への諮

問について、改正しようとするものでございます。

次に、５ページから６ページでございます。第５条による、松前町個人情報保護条例の

改正でございます。本条例は、第３章の見出し「不服申立」を「審査請求」に、第２７条

の審査員による審査手続に関することと、第２８条の審査会への諮問についてを全部改正

しようとするものでございます。

次は、第６条による、松前町情報公開及び個人情報保護審査会条例の改正でございます。

本条例は、第６条「不服申立人」を「審査請求人」に改正しようとするものでございます。

次は、７ページでございます。第７条による、松前町人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の改正でございます。本条例は、第５条第２項の「不服申立」を「審査請求」

に、改正しようとするものでございます。

次は、８条による、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

例の改正でございます。本条例は、第２条の見出しの「不服申立」を「審査請求」に、

「不服申し立てる」を「審査請求する」に改正しようとするものでございます。

次は、７ページから８ページでございます。附則としまして、第１項では施行期日とし

て、この条例は、平成２８年４月１日から施行しようとするものでございます。第２項か

ら第４項までは経過措置でございます。

以上が、議案第１３号から議案第１５号でございます。よろしく審議賜りますよう、１

６でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

始めに、議案第１３号について、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に、議案第１４号について、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に、議案第１５号について、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に、議案第１６号について、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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お諮り致します。

議案第１３号、議案第１４号、議案第１５号、議案第１６号は、会期中に審査を終わる

こととし、総務経済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(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎延会宣告

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

本日の会議はこの程度に留め、延会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

本日はこれをもって延会致します。

なお、明日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(延会 午後 ４時１０分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 伊 藤 幸 司

署名議員 堺 繁 光

署名議員 油 野 篤



平成２８年 ３月 ３日（木曜日）第２号
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平成２８年

松前町議会第１回定例会

平成２８年 ３月 ３日（木曜日）第２号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第１７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３ 議案第２９号 松前町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

◎追加した議事日程

日程第４ 議案第１号 平成２８年度松前町一般会計予算

日程第５ 議案第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算

日程第６ 議案第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計予算

日程第７ 議案第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

日程第８ 議案第５号 平成２８年度松前町水道事業会計予算

日程第９ 議案第６号 平成２８年度松前町病院事業会計予算

◎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 議案第１７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３ 議案第２９号 松前町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

日程第４ 議案第１号 平成２８年度松前町一般会計予算

日程第５ 議案第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算

日程第６ 議案第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計予算

日程第７ 議案第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

日程第８ 議案第５号 平成２８年度松前町水道事業会計予算

日程第９ 議案第６号 平成２８年度松前町病院事業会計予算

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 伊 藤 幸 司 君 副議長 １１番 西 村 健 一 君

１番 飯 田 幸 仁 君 ２番 沼 山 雄 平 君

３番 福 原 英 夫 君 ４番 近 江 武 君

５番 工 藤 松 子 君 ６番 堺 繁 光 君

７番 油 野 篤 君 ８番 西 川 敏 郎 君

９番 梶 谷 康 介 君 １０番 斉 藤 勝 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員

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
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税 務 課 長 松 谷 映 彦 君 福 祉 課 長 岩 城 広 紀 君

健康推進課長 阪 本 涼 子 君 町民生活課長 平 田 昭 浩 君

水 産 課 長 佐 藤 祐 二 君 渡 辺 孝 行 君水産課参事兼水産センター所長

商工観光課長 佐 藤 隆 信 君農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長

佐 藤 工 君 建 設 課 長 鍋 谷 利 彦 君

行政改革室長 内 藤 敏 徳 君 小 川 佳 紀 君会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

病 院 事 業 副 管 理 者 兼 病 院 事 務 局 長水 道 課 長 三 浦 忠 男 君

教 育 長 宮 島 武 司 君 小 本 清 治 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

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 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により議長において、８番西川敏郎君、

９番梶谷康介君、以上２名を指名致します。

◎議案第１７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２９号 松前町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第１７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３、議案第２９号、松

前町過疎地域自立促進市町村計画の策定について、以上２件を議題と致します。

提出者の説明を求めます。始めに、議案第１７号について、総務課長。

○総務課長(野村誠君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました議案第１７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、その内容をご説明申し上

げます。末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の下の説明欄をご覧願います。本

条例は、非常勤の嘱託員に関わる時間外勤務手当について、現行の労働基準法第３７条が

適用されるため、条例の改正を行おうとするものでございます。本来、非常勤職員につい

ては、勤務条件として明示された所定労働時間を超える勤務は想定されるものではありま

せんが、労働基準法が適用される非常勤職員に対して、当該所定労働時間を超える勤務を

命じた場合においては、当該勤務に対し、時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきも

のであると総務省から通知されたところであり、松前町としても現行の別表３の備考を全

部改正し、時間外勤務手当相当額を加算できる規定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２８年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。

以上が議案第１７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(伊藤幸司君) 次に、議案第２９号について、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。

それでは、ただ今議題となりました、議案第２９号、松前町過疎地域自立促進市町村計
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画の策定について、その内容をご説明申し上げます。

これまでの過疎対策の経緯でございますが、昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法が制

定されて以来、過疎対策立法に基づき、昭和５５年、平成２年、平成１２年と過去１０年

毎に４次にわたり過疎対策を進め、更に平成２２年から平成２７年まで６年間の時限立法

として制定されてきたところでございます。この間、平成２３年３月の東日本大震災の発

生により、被災市町村を中心に法の失効期限の延長を求める声が大きくなり、現行の過疎

法を５年間延長する法律が平成２４年６月に衆議院、参議院ともに全会一致で可決成立し

てございます。２４年６月２７日に公布され、同日付で施行されてございます。これによ

り、過疎地域自立促進特別措置法の失効期限が平成３２年度まで延長されたことに伴い、

同法第６条第１項の規定に基づき、平成２８年度から平成３２年度までの５ヶ年間の計画

を作成し、議会の議決を得ようとするものでございます。

本計画の策定にあたっては、同法第６条第４項の規定により、あらかじめ都道府県との

協議が必要とされており、国から示されました作成要領及び道からの通知等に基づき作成

し、事前協議を進め、平成２８年の２月１９日付で道との協議が整ってございます。議会

の議決をいただいた後には、本計画を道を経由し、国に提出致しまして、最終的に決定さ

れる運びとなってございます。この計画に基づいて行う事業に対し、起債対象事業費の一

般会計で１００％、企業会計で５０％の過疎債の充当が受けられ、更にこの過疎債の元利

償還金の７０％が普通交付税措置されることが大きなメリットとなってございます。なお、

事業計画の中には、過疎債を持って財源措置されない事業や、町負担の伴わない国直轄事

業及び道代行事業なども記載してございますが、これにつきましては、過疎地域の自立促

進の観点から、計画上必要なものとして道と協議の上、記載したところでございます。ご

了承を賜りたいと存じます。また、過疎地域の自立促進のためのソフト事業に要する経費

につきましては、平成２２年度から過疎債の対象となることとされたことから、事業計画

において、過疎地域自立促進特別事業分として区分し、掲載をしてございます。

それでは、計画の概要につきまして、簡単にご説明申し上げます。

１ページをお開きいただきたいと存じます。ここでは、始めにということで、本計画を

策定するにあたっての目指すべき方針を述べてございます。

次に、２ページでございます。１、基本的な事項ということで、(１)松前町の概況につ

いて、アの自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要。５ページ、イの過疎の状況。

６ページ、ウの社会経済的発展方法の概要を述べてございます。７ページに、(２)人口及

び産業の推移と動向について。１０ページに(３)行財政の状況について。次に、１５ペー

ジをご覧いただきたいと存じます。(４)地域の自立促進の基本方針について述べてござい

ます。

また、１６ページから、重点施策として、次の項目について掲げてございます。①産業

の振興として、水産業では、蓄養殖事業の拡大やナマコの試験事業支援や、松前マグロの

ブランド化など。農林畜産業では、高品質牛の生産やスギの活用促進など。１７ページに

商業で、小規模小売店の経営指導の強化や商工会への支援など。観光レクレーションにつ

いては、体験型、滞在型観光の形成や近隣自治体との連携強化などについて述べてござい

ます。②交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進では、地域高規格道路の早期

着工整備要望や、地域住民との情報共有のための基盤整備、更に地域間交流としての広域

連携の推進などについて述べております。次に、③生活環境の整備では、町営住宅の建て

替え、安定した水の供給、ゴミの減量化などについて述べてございます。次に、１８ペー

ジの④高齢者等の保険及び福祉の向上及び増進では、生涯学習の一環として、高齢者教育
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の充実やボランティア活動への参加機会の拡充、少子化に向けた保育サービスの強化や子

育て支援などについて述べております。次の⑤医療の確保では、医療サービスの充実や子

育て家庭への経済的負担軽減について述べております。次に、１９ページの⑥教育の振興

では、教育指針条例に基づく施策の推進や、生涯学習の基盤整備などについて述べており

ます。次の⑦地域文化の振興等では、文化遺産や伝統文化の伝承、文化の香り漂う書のま

ちづくりの推進などについて述べております。次に、２０ページの⑧集落の整備では、歴

史を活かすまちづくりの推進、生活環境の整備などについて述べております。次の⑨その

他地域の自立に関し必要な事項では、地域の連帯感の醸成やまちづくりへの住民参加など

について、それぞれ述べてございます。

２１ページの(５)計画の期間では、本計画期間を平成２８年４月１日から平成３３年３

月３１日までの５ヶ年間としてございます。次に、(６)公共施設等総合整備管理計画との

整合につきましては、松前町総合計画を上位に位置付け、公共施設等の維持管理に努めて

いくことを述べてございます。

次に、２２ページから最後の６５ページにかけては、各項目毎の現況と問題点、そして、

その対策について述べております。また、それらの事業計画についても記載をしてござい

ます。

なお、６２ページから６５ページには、前段で申し上げました過疎地域自立促進特別事

業分、いわゆるソフト事業分と致しまして再掲してございますので、ご覧いただきたいと

存じます。

続きまして、参考資料として提出しております事業計画について、その概要をご説明申

し上げます。

この参考資料は、松前町過疎地域自立促進市町村計画に挙げております事業計画の概算

事業費と、その財源を記載してございます。それでは、１ページをお開き願います。

１ページから３ページにかけまして、１、産業の振興でございます。５ヶ年度の概算事

業費は、直轄事業も含め、５６億７千６１２万９千円でございます。

次に４ページから５ページですが、２の交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の

促進でございます。概算事業費では、道代行事業、受託事業も含め、２０億８千９０６万

５千円でございます。

次に６ページから７ページの３生活環境の整備でございます。概算事業費は、１８億６

千７５５万８千円でございます。

次に８ページの４高齢者等の保険及び福祉の向上及び増進でございます。概算事業費は、

３億４１１万５千円でございます。

次に９ページですが、５医療の確保でございます。概算事業費は、３９億１千６７５万

円でございます。

次に１０ページの６教育の振興でございます。概算事業費は、７億７２２万２千円とな

ってございます。

最後の１１ページとなりますが、７地域文化の振興等でございます。概算事業費は、８

千１５４万５千円でございます。

総計と致しまして、概算事業費で１４７億９千６０６万７千円でございます。この財源

内訳は、国庫支出金で４５億４千８８８万４千円、道支出金で１６億２千２０７万４千円、

地方債で６４億５千７３９万円、うち、過疎債が２７億３千６９２万４千円であります。

そして、その他特定財源で３億２千６３２万８千円、一般財源で１８億４千１３９万１千

円をそれぞれ見込んだところでございます。また、この内、過疎地域自立促進特別事業分、
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いわゆるソフト事業分につきましては、概算事業費で１６億１千７２１万７千円で、その

財源内訳は、国庫支出金で２千９０９万５千円、道支出金で７千７２９万５千円、地方債

は４億３千５５０万円で、うち、過疎債が４億２千５５０万円であります。そして、その

他特定財源で２億３千３０８万円、一般財源で８億４千２２４万７千円をそれぞれ見込ん

だところでございます。

以上、概略ではございますが、松前町過疎地域自立促進市町村計画及び参考資料の説明

とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

ただ今の２件の議案につきましては、平成２８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(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

議事日程協議のため、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１０時１４分)

(再開 午前１０時２９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを

議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よってそのように決定致しました。

◎議案第１号 平成２８年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第５号 平成２８年度松前町水道事業会計予算

◎議案第６号 平成２８年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第１号、平成２８年度松前町一般会計予算、日程第

５、議案第２号、平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第６、議案第３号、

平成２８年度松前町介護保険特別会計予算、日程第７、議案第４号、平成２８年度松前町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第８、議案第５号、平成２８年度松前町水道事業会計

予算、日程第９、議案第６号、平成２８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
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を設置し、細部にわたり審査する予定ですので、説明は簡略に受けたいと思いますのでご

了承願います。

提出者の説明を求めます。始めに議案第１号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、ただ今議題となりました議案第１号、平成２８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２８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４６億９千万円

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項の規定による一時借入金の

借入の最高額は、１２億円に定めようとするものでございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。６１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、５千９３３万７千円の計上です。前年度対

比で４３７万２千円の減となっております。９節旅費が増額となっていますが、減額の

主な要因は、４節共済費の議員共済会負担金の給付負担率が下がることが大きな要因で

ございます。

６３ページです。２款１項１目一般管理費では、１億２千２４９万円の計上です。前

年度対比で６０７万５千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、６４ページの９節旅費で職員研

修旅費、及び６６ページの１３節委託料で人事評価制度運用支援業務委託料が増額とな

っており、更に１４節使用料及び賃借料で行政情報システム利用料と社会保障・税番号

制度システム利用料が増額となってございます。一方、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は、減額となっています。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

る費用分でございます。なお、職員研修事業の概要につきましては、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。

６７ページです。２目文書広報費では、６７１万１千円の計上です。前年度対比で４

０万円の増となっております。その要因は、１１節需用費の行政文書管理、消耗品が増

額となってございます。なお、広報発行事業については、参考資料の２３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。３目財産管理費では、３千７２５万６千円の計上です。前年度対比

で１４６万円の増です。各節で増減がありますが、トータルで増額となってございます。

７節賃金では、庁舎管理賃金を新たに増額計上したところであります。これは、職員の

退職に伴い、対応のための措置でございます。７０ページの１３節委託料で、庁舎管理

警備委託料が長期継続契約更新のため増額となっております。更に７１ページの２３節

公用車譲受代金年賦金（債務負担行為分）が増額となっており、一方、減額の要因とし

ては、昨年実施したエムエイチソーイングの屋根塗装工事請負費と庁舎管理備品がなく
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なったことによるものでござます。なお、町設宿舎（職員住宅）地区別設置状況につき

ましては、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。

７２ページです。４目支所費では、１千４４万３千円の計上です。前年度対比で３万

３千円の減となっております。各節で増減ありますが、トータルで減となってございま

す。なお、支所別管理費の内訳につきましては、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。

７３ページです。５目地域振興費では、４千９９５万８千円の計上です。前年度対比

で８５０万４千円の増となっております。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、７６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増額となってございます。これは、ふるさと納税で１万円の寄

附者に対し、送料含めて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ござい

ます。また、７７ページの１５節工事請負費では、民放テレビ中継局管理受診アンテナ

撤去工事及び送信設備撤去工事請負費が新たに増額計上したところであります。１９節

負担金補助及び交付金で地域生活バス運行事業補助金が増額となってございます。これ

は、大漁くんバス、１００円バスの国補助金が減額となったことからの対応分でござい

ます。一方減額の主なものは、昨年実施した街なみ環境整備案内板設置工事分がなくな

ったことによるものでござます。なお、パートナーシップランド利用計画は参考資料２

６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、創玄書道会書のまちづくり

基金の概要は参考資料２９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、１千７２４万６千円の計上です。前年度対比で３２７万６千円の

増額となっております。増額の要因としては、８０ページの１３節委託料で、宅地標準

地鑑定業務委託料が増額となったところでございます。これは、３年に一度実施ている

鑑定評価でございます。なお、納税貯蓄組合及び運営費補助金の状況につきましては参

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、２千６３０万４千円の計上です。

前年度対比で１千４２３万円の増となっております。増加の要因としては、戸籍の電算

化に伴う２３節戸籍システム譲受代金年賦金（債務負担行為分）が発生しており増額と

なってございます。一方、減額は、昨年実施した戸籍電算化に伴う人件費分、共済費と

賃金がなくなったこと、更に１９節負担金補助及び交付金で、戸籍システム共同利用負

担金が減額となったことが要因であります。

８３ページです。４項１目選挙管理委員会費では、３９万円の計上です。前年度対比

で４千円の増です。２目明るい選挙推進費では、３３万９千円の計上です。前年度対比

で９万５千円の増です。３目参議院議員通常選挙費では、４８９万８千円の計上です。

本年７月執行予定の参議院通常選挙の費用の計上分でございます。８５ページです。４

目町長選挙費では、１２５万５千円の計上です。本年４月３日執行予定の町長選挙の費

用の計上分でございます。８６ページです。５目渡島海区漁業調整委員会委員選挙費で

は、１２５万６千円の計上です。本年８月７日任期満了となる渡島海区漁業調整委員会

委員選挙費用の計上分でございます。

８８ページです。５項１目各種統計調査費では、８０万８千円の計上です。前年度対
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比で４４７万９千円の減となっております。これは、昨年実施した国勢調査に関わる費

用計上分が大きな減額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３２ページに掲載しておりますのでご参照願います。

８９ページです。６項１目監査委員費では、１８７万７千円の計上です。なお、前年

度対比で４万１千円の増額でございます。主な要因は、９節旅費の増額計上分でござい

ます。

９０ページです。３款１項１目社会福祉総務費では、５億１千６０３万６千円の計上

です。前年度対比で６千８１３万円の増となったところでございます。各節で増減があ

りますが、要因としては、新たに年金生活者等支援臨時福祉給付金関連予算が大幅に増

額となっております。また、９６ページの２８節繰出金で、国民健康保険特別会計に対

する繰出金が増額となっています。一方、減額は、９５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額が主たるものでございます。なお、社会福祉総務事

業については参考資料３３ページから３７ページに、年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付事業の概要につきましては３８ページに掲げておりますのでご参照願います。

９６ページです。２目社会福祉施設費では、２６３万３千円の計上です。前年度対比

で８８万３千円の減となっております。各節で増減はありますが、昨年実施した小島基

幹集落センター前の児童遊園フェンスの修繕が完了したため、修繕費用の減額が主な要

因であります。なお、社会福祉施設管理事業につきましては、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。

９８ページです。３目老人福祉費では、３億９千２４万８千円の計上です。前年度対

比で９０２万２千円の増額となったところでございます。各節で増減ございますが、増

額の主な要因は、１００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が大幅な増額となってございます。一方、１９節七飯町立

渡島養護老人ホーム好日園改築事業負担金（債務負担行為分）と、２０節扶助費で老人

福祉施設入所措置費、更に２８節介護保険特別会計に対する繰出金が減額となっており、

更に昨年実施した月島福祉の家外壁等塗装工事がなくなったことによるものでございま

す。トータルと致しまして増額となってございます。なお、老人福祉事業につきまして

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。

１０１ページです。４目地域活動推進費では、１千５２８万円の計上です。前年度対比

１０８万円の増となってございます。１０２ページの１９節負担金補助及び交付金で、松

前町ＬＥＤ街灯設置補助金が増額となったところでございます。これは、当初計画の前倒

しで事業量を増やしたことによる増額分でございます。なお、地域活動推進事業につきま

しては、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。

１０２ページです。５目交通安全対策推進費では、１１０万９千円の計上です。前年度

対比で２万５千円の増となってございます。なお、交通安全対策推進事業につきましては、

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。

１０３ページです。２項１目児童福祉総務費では、１億３千６２３万２千円の計上です。

前年度対比で３千１８６万円の増となったところでございます。要因は、清部保育所の再

任用者の退職に伴い、４節共済費及び７節賃金の人件費増額分と、昨年実施した国の緊急

経済対策で学童保育関連予算と、１０４ページの８節報償費の松前っ子誕生祝金が増額と

なっており、１０７ページの１９節子ども子育て支援施設型給付費が制度改正により大幅

に増額計上したところでございます。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の４７ページに、地
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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、学童保育事業の概要は５１ページに、松前っ子誕生祝金支給

事業の概要は５２ページにそれぞれ掲げておりますので、ご参照願います。

１０８ページです。２目児童措置費では、５千９９３万円の計上です。前年度対比で

３１３万５千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ご

ざいます。なお、児童手当支給事業につきましては、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。

１０９ページです。４款１項１目保健衛生総務費では、３２２万３千円の計上です。

前年度対比で１０万３千円の増となっております。１９節道南ドクターヘリ運航経費負

担金は、渡島、檜山１８市町により経費を負担し、当町では５５件分を見込んでの費用

計上分でございます。２目母子保健費では、３３２万１千円の計上です。前年度対比で

３万４千円の減となっております。

１１０ページです。３目予防費では、３千２６１万円の計上です。前年度対比で１千

４８１万８千円の増となっております。これは、１１１ページの１３節委託料で子宮が

ん、乳がん、大腸がん検診が、昨年実施した国の緊急経済対策で対応したため、今回増

額となってございます。また、日本脳炎ワクチン接種委託料を新たに計上でございます。

各種検診事業で増減がありますが、トータルで増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きましては、５３ページから５６ページに掲げておりますので

ご参照願います。

１１３ページです。４目環境衛生費では、１千２７６万６千円の計上です。前年度対

比で１４１万５千円の増となっております。主な要因は、１１節需用費で花いっぱい運

動消耗品、更に１１４ページの１９節負担金補助及び交付金で合併処理浄化槽設置補助

金が増となってございます。なお、環境衛生事業の概要は、５７ページに掲げておりま

すのでご参照願います。

１１５ページです。５目診療所費では、１９万４千円の計上です。前年度対比で４千

円の増となってございます。これは、町立江良診療所と江良歯科診療所の費用分でござ

います。６目健康センター費では、６０万７千円の計上です。前年対比で３万１千円の

減となっており、ほぼ前年並みとなってございます。なお、診療所費及び健康センター

費の事業概要につきましては、参考資料５８ページに掲げておりますのでご参照願いま

す。

１１６ページです。７目病院費では、１億１千１２６万７千円の計上です。前年度対

比で５千１８９万８千円の減額計上です。これは、繰出基準に基づき補助していた特例

債償還分が終了したことから減額計上分となってございます。なお、事業費の事業概要

については、参考資料５８ページに掲げておりますのでご参照願います。

１１７ページです。２項１目清掃総務費では、２億２千８９４万１千円の計上です。

前年度対比で３千６６万９千円の減となっております。１９節渡島西部広域事務組合負

担金（衛生部門）のし尿処理施設の解体完了による減でございます。なお、渡島廃棄物

処理広域連合負担金の内訳につきましては参考資料５９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６０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、６千２３７万３千円の計上です。前年度対比で

２３万９千円の減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

と、１３節委託料で町指定ゴミ袋等交付業務委託料が取扱店等の減少に伴い減となって

います。なお、じんかい処理事業につきましては、参考資料６１ページから６２ページ
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に掲げておりますのでご参照願います。

１１８ページです。３項１目上水道施設費では、２千７９２万５千円の計上です。前

年度対比で７８４万３千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、簡易水道建設改良工事の増額分が要因となったものでございます。

１１９ページです。５款１項１目労働諸費では、２５万８千円の計上です。前年対比

で５万円の増で、ほぼ前年並みとなってございます。

１２０ページです。６款１項１目農業委員会費では、１８２万６千円の計上です。前

年度対比で１３万７千円の減で、ほぼ前年並みの計上でございます。

１２１ページです。２目農業振興費では、７５万７千円の計上です。前年度対比で４

４万５千円の増となっております。これは、新たに農業改良普及事業が増となっており、

植物工場の先進地視察に関わる旅費と、水耕栽培機器の備品購入費の増によるものでご

ざいます。３目畜産業費では、２千４５５万４千円の計上です。前年度対比で４２万８

千円の減となってございます。節内において増減はありますが、要因としては、４節共

済費と７節賃金で、牧場管理賃金が減となっています。これは、昨年牧場看視人を若手

後継者へ引き継ぐため、３名体制から２名体制とすることから減となってございます。

一方、１２３ページの２３節貸付肉用牛購入代金償還金（債務負担行為分）は、前年９

頭から１７頭となることから増額となっております。トータルで減となったところでご

ざいます。なお、畜産振興事業としては、参考資料６３ページから６５ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１２４ページです。４目農地費では、７５万６千円の計上です。前年度対比で１４万

９千円の増です。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

繕分が増となっております。

１２５ページです。２項１目林業振興費では、１千７９４万３千円の計上です。前年

度対比で５６万円の減となっております。節内において増減はありますが、この主な要

因ですが、１２７ページの１９節で北海道治山林道協会渡島支部負担金、森林整備担い

手対策推進事業負担金が減額になってございます。なお、林業振興事業は、参考資料６

６ページから６８ページに掲げておりますのでご参照願います。

１２８ページです。３項１目水産業振興費では、１千３４万７千円の計上です。前年

度対比で６千２９万５千円の大幅な減となってございます。各節において増減がありま

すが、減額の主な要因ですが、昨年実施の松前市場整備事業補助金、漁業支援総合補助

金、水産基盤整備事業負担金（漁港分）がなくなっており、大幅に減となってございま

す。更に水産加工振興資金貸付金は、松前町水産加工協同組合が解散となり、商工費の

中小企業振興資金貸付金で対応することとして、全額減額したところでございます。な

お、水産センター管理事業の概要は、６９ページに掲げておりますのでご参照願います。

１３２ページです。２目漁港管理費では、９９０万６千円の計上です。前年対比で３

９万円の増です。主な要因は、１９節北海道漁港漁場協会負担金の増でございます。こ

れは、漁港工事が増えたことによる増額分でございます。

１３３ページです。３目漁民センター費では、４５万２千円の計上です。前年対比で

１５万５千円の減でございます。主な要因は、昨年実施した漁民センターの玄関手すり

修繕費用がなくなったため、減となってございます。

１３４ページです。７款１項１目商工振興費では、４千６００万円の計上です。前年

対比で１千２５万４千円の増です。これは、２１節貸付金で水産加工振興資金貸付金が

なくなったことにより、中小企業振興資金貸付金で増額計上でございます。なお、商工
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振興事業として、参考資料７０ページから７１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、２千５６万６千円の計上です。前年対比で７５７万５千円

の減となっております。各節中身的には増減ございますが、減額の主な要因は、地域お

こし協力隊関連費用が３名から１名となることから減額となってございます。また、観

光イベント創出事業負担金は、国の補正予算で２７年３月補正の対応でございます。更

に、福島キッズ交流体験事業負担金もなくなったことから減額となっています。なお、

観光振興事業につきましては、参考資料７２ページから７９ページにそれぞれ掲げてお

りますのでご参照願います。

１３７ページです。３目温泉休養センター費では、２千１１万６千円の計上です。前

年対比で５９９万４千円の増となっております。この主な要因ですが、１５節３号井温

泉ポンプ入替工事請負費が概ね３年毎の入れ替えのため、その分の増額がその要因とな

っております。なお、松前温泉休養センター管理運営事業の概要は、参考資料８０ペー

ジから８１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、１千９４１

万円の計上です。前年対比で１８４万７千円の減となっております。各節中身的に増減

がございます、トータルで減額となってございます。この要因は、１４１ページの１８

節備品購入費で乗用草刈り機購入に関わる分が増額となってございます。一方では、１

４節公園管理、車両等借上料は、昨年公園内除根作業が完了したことから減額となって

ございます。更に、昨年実施した公園管理桜説明板製作委託料がなくなったことが減額

の主な要因でございます。なお、公園等管理事業は、参考資料の８２ページに掲げてお

りますのでご参照願います。

１４１ページです。５目藩屋敷費では、５０４万７千円の計上です。前年対比で２千

７９３万６千円の減でございます。主な要因は、昨年実施した松前藩屋敷改修工事で、

老朽化した１４棟の建物を簡易修繕と塗装工事完了のため減額となってございます。な

お、藩屋敷に関わる事業概要につきましては、７７ページから７８ページに掲げており

ますのでご参照願います。

１４２ページです。６目北前船記念公園費では、６５９万円の計上です。前年度対比

で６０万２千円の減です。その主な要因は、１１節需用費で修繕料が減額となっており、

更に昨年購入した備品購入費で自動体外式除細動器ＡＥＤ購入分が減となってございま

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きましては、参考資料の８

３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。８款１項１目土木総務費では、７１万７千円の計上です。前年対

比で３０５万円の減ですが、その要因は、昨年実施した土木設計積算システム運用委託

と保守委託、更に隔年実施の道路台帳経年変化整備委託料がなくなったことが減額の大

きな要因でございます。

１４４ページです。２項１目道路橋りょう維持費では、３千３１万１千円の計上です。

前年度対比で２千４５７万７千円の減ですが、この要因は、昨年実施した橋りょう点検業

務委託料がなくなったことにより減額となったものでございます。

１４５ページです。２目道路新設改良費では、４千６４４万円の計上です。前年度対比

で３１６万５千円の減です。この要因は、１５節町道改良工事請負費で減となっておりま

す。本年度当初計画では、町内９路線を計画しているところであります。なお、町道改良

事業は、参考資料８４ページに掲げておりますのでご参照を願います。３目橋りょう新設

改良費では、４千４２９万円の計上です。前年度対比で１億４千１４４万５千円の減額で

す。この要因は、今年２月に完成した茂草橋の関連費用がなくなったことから、大幅な減
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額となっています。なお、新規に大沢橋改良工事に関わる費用を計上したところでござい

ます。なお、大沢橋改良事業の概要は、参考資料８５ページに掲げておりますのでご参照

を願います。

１４６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、２千４０６万３千円の計上です。前年度対比で４２６万３千円の減で

す。５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８４ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４７ページです。４項１目港湾管理費では、３３８万８千円の計上です。前年度対比

で７万９千円の減ですが、この要因は、１２節役務費で港湾管理、手数料のゴミ処理手数

料等の減によるものでございます。

１４８ページです。５項１目住宅管理費では、１千４２０万８千円の計上です。前年

度対比で５万８千円の増となっております。各節中身的に増減がありますが、ほぼ前年

並みの計上となってございます。なお、町営住宅地区別設置状況は、参考資料の８６ペ

ージに掲げておりますのでご参照を願います。

１４９ページです。２目住宅建設費では、７４５万２千円の計上です。これは、豊岡

第３団地１棟４戸の木造建築に関わる実施設計分の計上でございます。

１５０ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、３億４千５８２万円

の計上です。前年対比で１億３千７１０万円の減となっております。減額の要因は、消

防救急デジタル無線整備が完了したことから、その費用が減となっている大きな要因で

ございます。また、原口消防器具置場新築工事及び解体工事を予定しており、更に水槽

付消防ポンプ自動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）につきましては参考資料８７ページから８９ページに、

原口消防器具置場新築工事の概要は９０ページに、水槽付消防ポンプ自動車購入事業の

概要は９１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、７５９

万５千円の計上です。前年度対比で２１２万９千円の減となっておりますが、減額の主

な要因は、１５１ページの１１節災害対策消耗品費で保存食の備蓄が概ね整備されたこ

と、１８節備品購入費が減となっているところでございます。

１５３ページです。１０款１項１目教育委員会費では、１２３万６千円の計上です。

前年度対比４万８千円の増となっており、ほぼ前年並みとなっています。２目事務局費

では、６９３万１千円の計上です。前年度対比１１万７千円の増となっており、各節中

身的に増減ございますが、ほぼ前年並みとなってございます。なお、町設宿舎（教職員

住宅）地区別設置状況につきましては、参考資料の９２ページに掲げておりますのでご

参照を願います。

１５５ページです。３目教育振興費では、１千７０６万７千円の計上です。前年度対

比で３６９万２千円の増となっておりますが、増額の主な理由は、１５８ページの松前

高等学校教育振興会補助金（就職・進学対策分）が、昨年国の補正予算に関わる緊急経

済対策で対応したため増額となっています。また、松前高等学校生資格取得費補助金、

更に２５節積立金で教育施設整備基金積立金が増となってございます。なお、教育指針

推進事業は参考資料９３ページに、ＡＬＴ外国語指導助手招致事業は９４ページに、松

前高等学校通学生交通費等補助事業は９５ページに、松前高等学校教育支援事業の概要

は９６ページに、奨学資金貸付実績及び計画は９７ページに、各小中学校学級数、児童

生徒数、学校職員数の状況につきましては９８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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１５９ページです。２項１目学校管理費では、６千５７１万２千円の計上です。前年

対比で５３６万９千円の減となってございます。各節中身的に増減ございまして、要因

としては、昨年実施した教師用教科書及び指導書購入費がなくなったこと、更に１６１

ページの１３節委託料スクールバス運行業務委託料が減になったこと、一方、増額とな

る主なものは、１６２ページの２３節公用車譲受代金年賦金（債務負担行為分）となっ

てございます。トータルにおいて減額となっているところでございます。

１６２ページです。２目教育振興費では、４１０万５千円の計上です。前年度対比で

１５万３千円の減となってございます。２０節扶助費で、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。

１６３ページです。３項１目学校管理費では、５千７４６万９千円の計上です。前年

対比で５６５万８千円の増となってございます。要因としては、１６４ページの１１節

需用費の学校管理、光熱水費が増となってございます。新校舎になって電気料が多くな

ってございます。新たに教師用教科書及び指導書購入費が、４年に一度の更新となるこ

とから増となってございます。新校舎に伴い、１２節役務費の火災保険料も増額となっ

たところでございます。

１６６ページです。２目教育振興費では、７８９万１千円の計上です。前年度対比で

８７万４千円の増となってございます。この要因としては、２０節扶助費で対象生徒数

が増えたことなどによるものでございます。

１６７ページです。４項１目社会教育総務費では、１０８万４千円の計上です。前年

度対比で６千円の増となってございます。各節において増減ございますが、９節社会教

育委員、費用弁償が増となってございます。一方、解散となった松前女性団体協議会補

助金がなくなったことが減となってございます。

１６８ページです。２目公民館費では、４９３万５千円の計上です。前年度対比で１

５６万６千円の減となってございます。各節中身的には増減ございますが、１７０ペー

ジ、１９節文化の香り漂う書のまちづくり推進協議会補助金が減額となってございます。

これは、国の２７年度補正予算で地方創生加速化対策事業として、書道パフォーマンス

分に限り計上したことから減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９９ページに、姉妹都市交流事業の概要は１００ページに掲げてございま

すのでご参照を願います。

１７０ページです。３目図書館費では、８９１万５千円の計上です。前年度対比で２

０万８千円の増です。主な要因は、１７１ページの１８節備品購入費で、図書購入費が

その増額の要因でございます。なお、図書館運営事業は、参考資料１０１ページに掲げ

てございますのでご参照を願います。

１７１ページです。４目社会教育施設管理費では、２千４４５万３千円の計上です。

前年度対比で２９８万４千円の減となってございます。各節において増減ございますが、

主な要因は、１７２ページの１１節需用費で町民総合センター管理の消耗品等が減とな

っており、更に昨年予算化した備品購入、パネル購入分が減額となってございます。一

方、交流の里づくり館管理に関わる関連経費が増となってございます。トータルで減額

になっているところでございます。

１７４ページです。５目文化財費では、１千１４５万３千円の計上です。前年度対比

で６３４万５千円の増となっております。４節共済費、７節賃金で文化財保護管理事業

が増となってございます。これは、旧小島中学校から文化財の移設費用の増額分でござ

います。１７５ページで新たに埋蔵文化財運搬業務委託料、埋蔵文化財収蔵棚加工設置
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業務委託料が増となってございます。更に、１９節松前神楽北海道連合保存会合同公演

補助金が増額となってございます。これは、５月５日に開催予定で、大型クルーズ船日

本丸寄港に合わせた取り組みとして対応する計画でございます。なお、文化財事業の概

要は参考資料１０２ページから１０３ページに、松前神楽北海道連合保存会合同公開公

演事業は１０４ページに掲げておりますのでご参照願います。

１７７ページです。６目史跡保存整備費では、２千９４３万５千円の計上です。前年

対比で２千４３４万６千円の減となっております。主な減額要因は、昨年実施した史跡

保存整備用地購入分と立木の補償費、更に家屋移転補償費がなくなっていることが大き

な要因でございます。一方、増額分は、１３節委託料で１７９ページ新たに史跡松前氏

城跡福山城跡保存整備に関わる各種委託料となってございます。

１７９ページです。７目郷土資料館費では、１千１２９万３千円の計上です。前年対

比で２３４万４千円の減となってございます。各節中身的に増減ございますが、主な要

因は、郷土資料館館長報酬がなくなったことが大きな要因であります。これは、職員の

対応を予定していることから減額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１０５ページに掲げておりますのでご参照を願います。

１８１ページです。５項１目保健体育総務費では、２２７万６千円の計上です。前年

対比で１１万５千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１０６ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１８２ページです。２目体育施設費では、１千１７０万６千円の計上です。前年度対

比で８９万７千円の増となってございます。主な要因は、１１節需用費で町民体育館管

理修繕料の増となってございます。

１８５ページです。３目学校給食費では、５千６７７万円の計上です。前年度対比で

１千５８万４千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、１１節需用

費で消耗品費の減、昨年備品購入費で調理器具備品を揃えたことから大幅な減額となっ

ています。一方増額は、新たに１２節排水処理槽汚泥処理手数料、１３節委託料で排水

処理施設管理業務委託料が増額となってございます。更に、１４節除雪車借上料が新た

に増となってございます。トータルで減となっているところでございます。なお、学校

給食事業につきましては、参考資料の１０７ページに掲げておりますのでご参照を願い

ます。

１８７ページです。１１款１項１目道路橋りょう河川災害復旧費では、５千円の計上

です。前年対比で１０万２千円の減となっております。これは、前年災害実績に基づき

減額となったものでございます。

１８８ページです。１２款１項１目元金で、６億３千９２８万７千円の計上です。前

年度対比で３７７万１千円の増です。また、２目利子で４千９５０万１千円の計上です。

前年度対比で９６０万円の減となっております。これは、平成２７年度末の町債残高見

込額が約７１億２千万円となっており、償還元金は地方債の借換債分がありますが、近

年の利率の低利化により償還利子は減少しているところでございます。

１８９ページです。１３款１項１目職員給与費では、１０億１千７１９万円の計上で

す。前年度対比で７千２２４万１千円の増となっております。一般会計で対応する特別

職、一般職１１１人分の給料、手当、共済費を計上したところでございます。なお、増

額の主な要因は、４節共済費の退職手当組合負担金が大幅に増額となっております。こ

れは、退職手当の事前納付に関わる３年毎の清算金の計上分でございます。なお、各種
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手当の支給状況については、参考資料１０８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。

１９１ページです。１４款１項１目予備費では、前年同様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。

以上が歳出でございます。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２億２千５２２万１千円、２目法人では２億３

千、失礼、２千３４７万円の計上です。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１億８千７７３万１千円、２目国有資産等

所在市町村交付金では３１９万９千円の計上です。前年実績と概要調書などをベースに

推計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、１千３９５万２千円の計上です。昨年１

１月末現在の車両台数２千５２０台を基に推計計上したところでございます。

１５ページです。４項１目町たばこ税では、６千１０７万８千円の計上です。２６年

度実績と２７年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、６８８万５千円の計上です。前年実績見込等

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、１千３００万円の計上です。

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をしたところでご

ざいます。

１９ページです。２項１目自動車重量譲与税では、３千７００万円の計上です。前年

度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みに基づき計上したところでございま

す。

２０ページです。３款１項１目利子割交付金では、１２４万５千円の計上です。前年

実績見込みを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、２７６万４千円の計上です。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。

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、１４８万３千円の計上

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、１億７千１００万円の計上で

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、７９０万円の計上です。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、６４万５千円の計上です。国の

地方財政計画見込みに基づき、減収補てん特例交付金、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、２６億７千６５４万２千円の計上で

す。前年対比で増となっていますが、国勢調査人口との関係で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。

２７年度実績において交付金がなかったことから、前年同様に１千円で計上したところ

でございます。
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２８ページです。１１款１項１目民生費負担金では、２８２万８千円の計上です。前

年対比で５１万２千円の減ですが、その主な要因は、２節の児童福祉費負担金で保育料

が減となっており、一方で今回学童保育保護費負担金が増となっているものでございま

す。２目教育費負担金では、１４万４千円の計上です。

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８千４７８万９千円の計上でございます。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推計を致しましてに計上したところでございます。

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

３千２２２万１千円の計上です。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。なお、３目衛生手数料では、前年比１８０万９千円の減となってい

ますが、２節廃棄物処理手数料が減額となっている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、２億３千６８万７千円の計

上です。前年度対比１千６１３万７千円が増額となっております。各節において中身的

に増減がありますが、１節社会福祉費負担金で、国民健康保険基盤安定負担金が大きく

増となってございます。２節児童福祉費負担金では、子どものための教育・保育給付費

負担金が増となってございます。また、児童手当に関わる負担金は、３節から８節まで

となっており、９節で低所得者保険料軽減負担金が新たに計上されてございます。それ

ぞれ歳出事業費に対する国庫負担金の計上でございます。

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１億１千７６０万３千円の計上です。なお、３６ページの２目民生費国庫補

助金、１節社会福祉費補助金では新たに年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助

金、更に２節児童福祉費補助金で子ども・子育て支援交付金を計上しております。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１９万３千円、２目民生費国庫委託

金では２７５万７千円の計上です。いずれも歳出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、１億９千１７０万７千円の計

上です。前年対比で１千６３万２千円の増となっています。これは、国庫負担金同様、

１節社会福祉費負担金で、国民健康保険基盤安定分が大きく増となってございます。２

節児童福祉費負担金では、子どものための教育・保育給付費負担金が増となってござい

ます。また、児童手当に関わる負担金は３節から８節まで、９節で低所得者保険料軽減

負担金が新たに計上されており、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金でございます。

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で、

総額で３千２４３万３千円の計上です。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分でございます。

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２千６６４万１千円の計上です。なお、４３ページの１目４節選挙費委託金が前

年比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

る道委託金の計上分でございます。

４６ページです。１５款１項１目財産貸付収入では１千１８万４千円、２目利子及び

配当金では８２万３千円の計上です。いずれも前年実績及び推計見込みによる計上分で
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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

６０万３千円の計上です。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７２

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分でご

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１０１万３千円の計上です。なお、１目１節国民健康保

険特別会計繰入金が増額になっているところでございます。

５０ページでございます。２項１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条に定める歳出の事業に充当するため、基金から繰り入

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４千７１１万６千円の計上です。２目１節商工費貸付金元利収入の中小

企業振興資金貸付金元金収入が増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４３３万１千円の計上です。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４千４８６

万３千円の計上です。

５９ページです。２０款１項１目民生債から６０ページ８目借換債まで、総額で４億

７６８万円の計上です。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ございます。なお、説明欄の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。また、７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８目借換債については、平成１７年借入分を２０年償還で計画しておりますが、

金融機関は１０年ま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

計を４６億９千万円に致そうとするものでございます。

５ページでございます。歳出です。１款議会費から６ページの１４款予備費まで、歳

出の合計額につきましても、歳入同様、４６億９千万円に致そうとするものでございま

す。

７ページです。第２表債務負担行為です。公用車譲受代金他１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。
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８ページです。第３表地方債です。当初予算において、簡易水道施設整備事業補助金

から借換債まで、９件で総額４億７６８万円の地方債の発行を予定したところでござい

ます。

以上が議案第１号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に議案第２号、第４号について、福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、予算書の２０６ページをお開き願い願いたいと存じ

ます。

ただ今議題となりました議案第２号、平成２８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２８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

るものであります。

第１条は、歳入歳出予算であります。事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１７億７千６００万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

であります。

第２条は、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入の最高額は、事業勘定３億円に定めようとするものであります。

第３条は、歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項のただし書に規定

により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定めよ

うとするものであります。第１号と致しまして、保険給付費の各項に計上された予算額に

過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用に致そうとする

ものであります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。ページ２２８ページをお開きい

ただきたいと存じます。

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

て、４節から１４節まで、合わせて５４８万６千円の計上でございます。医療費適正化事

業によるレセプト点検員の共済費及び賃金、医療費通知等に係る経費が主な内容となって

おります。

次に２２９ページです。２目連合会負担金では、１９節で７８万３千円の計上です。こ

れは、北海道国民健康保険団体連合会及び共同事業事務費負担金の計上であります。

次に２３０ページです。２項１目賦課徴収費では、４７０万６千円の計上です。３節か

ら２７節まで、徴収事務に係る時間外勤務手当、国保税徴収車２台分の維持管理費等を計

上しております。また、１９節では納税貯蓄組合に対する補助金、国保会計負担分を計上

したところであります。

次に２３１ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費から５目審査支払手数料

まで、９億６千３３万１千円の計上です。対前年度比較で４千２０８万３千円の減額であ

ります。積算にあたっては、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、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推計しているところで

あります。

次に２３２ページです。２項１目一般被保険者高額療養費で１億４千２００万円、２目

退職被保険者等高額療養費で５０万円の計上です。失礼しました、２目退職被保険者等高

額療養費で５００万円の計上です。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、平成２６年度実績及び平成２７年度の実
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績見込みにより計上しているところでございます。

次に２３３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。出産一時金につきましては、１件４２万円で１

０件分を見込み、４２０万円を計上したところであります。

次に２３４ページです。４項１目葬祭費では、１件３万円で年間４０件を見込み、１２

０万円を計上しているところであります。

次に２３５ページです。３款１項１目後期高齢者支援金で、１億６千７８３万８千円の

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が、いずれも支払基

金からの通知による計上であります。

次に２３６ページです。４款１項１目前期高齢者納付金で１５万８千円の計上、２目前

期高齢者関係事務費拠出金で１万円の計上です。こちらも、いずれも支払基金からの通知

による計上であります。

次に２３７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。こ

ちらも、支払基金からの通知による積算で計上しております。

次に２３８ページです。６款１項１目介護納付金では、７千１９５万２千円の計上です。

平成２８年度納付分として、こちらも支払基金から通知がありまして計上しているところ

であります。

次に２３９ページです。７款１項１目高額医療費拠出金では、５千９３８万４千円の計

上です。また、２目保険財政共同安定化事業拠出金では、３億３千８５４万７千円の計上

です。いずれも３ヶ年の医療費の状況を勘案し、国保連合会からの通知により計上してい

るところであります。

次に２４０ページです。８款１項１目特定健康診査等事業費では、１１節から１４節ま

で、合わせて７７９万３千円の計上です。これは、各保険者が実施する特定健診、特定保

健指導で国保加入者に係る予算計上でございます。

次に２４１ページです。２項１目保健衛生普及費では、８節から１９節まで、合わせて

２０６万４千円の計上です。これは、健康づくり推進協議会への支援と保健師、栄養士の

活動費の計上、更に小中学校等の生徒を対象とした歯科健康教室を実施するための費用を

計上しております。

次に２４２ページです。９款１項１目利子では、一時借入金利子として１６万１千円を

計上しております。

次に２４３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９０万１千円の計上です。一般被保険者、退職被保険者それぞ

れ３年間の実績を勘案して計上しております。

次に２４４ページです。２項１目一般会計繰出金では、１０１万円の計上です。これは、

国民健康保険加入者のインフルエンザ等予防接種に要した経費を繰り出しするものであり

ます。

次に２４５ページです。１１款１項１目予備費では、１９５万１千円の計上であります。

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ありますが、２１３ページへお戻り願います。

２．歳入であります。まず、国民健康保険税ですが、２１３ページから２１４ページに

わたっております。２１２ページをご覧願います。２１３ページをご覧願います。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、現年課

税分、滞納繰越分、合わせて２億２千７９万１千円の計上です。対前年度比較でマイナス
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７．７％、１千８３４万１千円の減額であります。なお、現年度課税分の調定見込につい

ては、後期高齢者医療制度への移行による被保険者の減少、更に前年度課税状況等を勘案

し、推計しております。収納率につきましては、９３％を見込んでるところであります。

次に２１５ページです。２款１項１目療養給付費等負担金では、対前年度比較１千１９

７万１千円減の２億３千６４９万４千円の計上です。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となっ

ております。平成２８年度の医療費が２７年度に比べて減少する見込みであることから、

この療養給付費負担金については１億５千９７６万１千円となっており、平成２７年度と

比較しまして１千９５万５千円の減となっております。また、後期高齢者支援金負担金に

ついては対前年度比較１５４万９千円減の５千３７０万８千円、介護納付金は前年度比較

５３万３千円の増の２千３０２万４千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４３４万２千円増の１千４８４万６千円を計上し

ています。これは、歳出の７款高額医療費拠出金５千９３８万４千円の４分の１の負担と

なっているところであります。３目特定健康診査等負担金では、前年度比較７万８千円の

減の１３５万円を計上しております。これにつきましては、特定健康診査等に関わる国庫

負担金で、補助対象費用の３分の１が交付されるものであります。

次に２１６ページをお開き願います。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３千１５９万１千円減の２億１千９３３万８千

円の計上です。普通調整交付金につきましては、年間の財源不足、過不足をする額を見込

みまして、また特別調整交付金では、現時点では療養担当手当分のみを計上しているとこ

ろであります。

次に２１７ページです。３款１項１目療養給付費交付金では、前年度比較２千３４２万

８千円減の３千５６１万１千円の計上です。歳出２款の退職被保険者等保険給付費及び高

額療養費の財源の一部として、社会保険診療報酬支払基金から交付見込額を計上したとこ

ろであります。

次に２１８ページです。４款１項１目前期高齢者交付金では、前年度比較６６３万３千

円の増、４億５千９９万１千円の計上であります。これは、前期高齢者の割合が高いと個

々の医療費の負担が増え、保険者間の不均衡を生じることから、財政調整のため社会保険

の支払基金からの交付されるものであります。

次に２１９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、１千４８４万６

千円の計上です。これは、歳出７款高額医療費拠出金５千９３８万４千円に対応する負担

割合４分の１を計上したところであります。２目特定健康診査等負担金では、国庫負担金

同様、補助対象費用の３分の１の１３５万円を計上しております。

次に２２０ページです。２項１目道財政調整交付金では、給付費等の９％が交付される

仕組みとなっております。今回、７千１３万８千円を計上したところであります。

次に２２１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、前年度比較１７

９万３千円増の５千４１８万７千円を計上しております。高額医療費の支払いに係る保険

者負担の軽減を図るため、１件８０万円を超える額の１００分の５９を国保連合会から交

付されるものであります。２目保険財政共同安定化事業交付金では、前年度比較３千５０

万９千円増の３億４千２２３万７千円の計上です。これは、道内の市町村間、市町村国保

間の財政の安定化を図るため、８０万円までの医療費から自己負担相当額を除いた金額の

１００分の５９が交付される仕組みであります。

次に２２２ページです。７款１項１目一般寄附金では、前年度同様１千円の計上であり
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ます。

次に２２３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１億１千３０７万１千円の計上です。

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、前年度実績に基いてそれぞれ計上してるところであります。

３節出産育児一時金繰入金については、１件当たり４２万円の１０件分４２０万円の３分

の２の額を計上しております。また、５節その他一般会計繰入金では、合わせて５９６万

１千円の計上をしておりますが、内訳としましては、インフルエンザ等予防接種分６０万

８千円、国民健康保険事務執行に係る経費分２５３万１千円、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２８２万２千円、合わせて５９６万１千円となっ

ております。

次に２２４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。

次に２２５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。

次に２２６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。

次に２２７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７４万１千円の計上です。

以上が歳入の事項別明細であります。これに対応する歳入です。２０７ページにお戻り

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１７億７千６００万円に致そうとするものです。

次に２０８ページから２０９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１７億７千６００万円に致そうとするものであります。なお、２

４７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２号、平成２８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致します。

続きまして、予算書３０７ページをお開き願います。

議案第４号、平成２８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２８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１億８

３８万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。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節から１２節まで合わせて９４万１千

円の計上です。これは、事務執行に伴う職員旅費やプリンタートナー等の消耗品、保険証

の更新に係る郵送料等の計上であります。

次に３２１ページです。２項１目徴収費では、１１節から１２節まで３４万６千円の計

上です。納付書の印刷やプリンタートナー、それら納付書の発送に係る経費の計上であり

ます。
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次に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、１億６８３

万２千円の計上です。１９節の北海道後期高齢者医療広域連合納付金と致まして、共通経

費の事務費負担分として３５３万８千円、保険料分として５千３８万２千円の計上です。

更に、低所得者に係る保険料軽減分の保険基盤安定分として５千２９１万２千円の計上で

す。これは、道が４分の３、町が４分の１をそれぞれ負担する仕組みとなっております。

これは、いずれも広域連合からの通知によって計上しているところであります。

次に３２３ページです。３款１項１目の保険料還付金及び２目の還付加算金では、合計

１６万円の計上です。保険料の過誤納還付を想定し、計上したところであります。

次に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。

次に３２５ページです。４款１項１目予備費では、１０万円の計上したところでありま

す。

以上が歳出の事項別明細であります。これに対応する歳入であります。３１３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、５千３８万１千円の計上です。

対前年度で１９５万９千円の減額となっております。３２６ページに参考資料を添付して

おりますが、今年度は、年間の月平均人数を１千９０５人、現年度保険料負担総額を５千

８３万９千７１８万円、収納率を９９％と見込み、収納見込額を５千３３万１千円とした

ところであります。

次に３１４ページです。２款１項１目督促手数料では、３０人分、９期分になりますが

２万７千円を計上したところであります。。

次に３１５ページです。３款１項１目事務費繰入金では、５０５万５千円の計上です。

歳出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３５３万８千円、その

他町事務費分として１５１万７千円、合計５０５万５千円の計上です。２目保険基盤安定

繰入金では、これは、低所得者に対する保険料軽減分を道が４分の３、町が４分の１の割

合で負担する仕組みで、合わせて５千２９１万２千円の計上です。

次に３１６ページです。４款１項１目繰越金につきましては、前年度繰越金として１千

円の計上です。

次に３１７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。

次に３１８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。

次に３１９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。３０８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１億８３８万円に致そうとするものであります。

次に３０９ページです。歳出におきましても１款総務費から４款予備費まで、歳入と同

額の１億８３８万円に致そうとするものでございます。なお、３２６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ます。

以上が議案第４号、平成２８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致します。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩します。

(休憩 午前１１時４８分)
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(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に議案第３号について、健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) それでは、２４８ページをお開き願います。

ただ今議題となりました、議案第３号、平成２８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２８年度松前町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとするも

のです。

第１条は、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ

９億７千５５９万８千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１千５５０万５千円と定め

ようとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものです。

第２条は、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定めようとするものです。

第３条は、歳出予算の流用です。地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めよう

とするものです。第１号と致しまして、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を

生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項の間の流用と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。２６８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２６９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３６５万

６千円の計上です。１９節では会議出席負担金として、介護支援専門員更新研修に係る受

講料２人分６万２千円、２３節では平成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１６７万円となっております。年賦金につきましては、平成２８年度

が最終支払年度となっております。

２７０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３８万３千円の計上です。

次に２７１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６４２万１千円の計上です。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６７５万２千円の計上です。介護認定申請に伴う医師

の意見書作成手数料９６２件４１９万７千円、認定調査委託料６７７件２４３万５千円等

を計上しております。

次に２７２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２０万円の計上です。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２７３ページです。２款１項１目介護サービス給付費では、平成２７年度の決算見

込みに基づき推計しました介護サービス事業量で算定し、対前年度比４．５％、４千１４

８万９千円減の８億８千９８９万円を計上しております。

次に２７４ページです。２項１目介護サービス給付費では、２千２０３万７千円の計上
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です。

次に２７５ページです。３項１目審査支払手数料では、１万４千１４８件分、９６３万

円の計上です。大変失礼しました、９６万３千円の計上です。

次に２７６ページです。３款１項１目財政安定化基金拠出金で、１千円の計上です。

次に２７７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２７８ページ

１３節委託料まで、合わせて１千６９万２千円の計上です。地域包括支援センター主任ケ

アマネージャー１名分の人件費及び臨時職員の賃金、更に介護予防事業費として実施予定

のガンバルーン体操教室、脳の健康教室、介護予防教室等に係る経費を計上しております。

次に同じく２７８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

８１ページ２０節扶助費まで、合わせて２千９８４万３千円の計上です。地域包括支援セ

ンター保健師１名と社会福祉士１名の人件費及び臨時職員賃金、更に介護予防サービス計

画作成等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２８２ページです。５款１項１目介護給付費準備基金積立金では、１万円の計上で

す。基金の預金利子を積立致そうとするものです。

次に２８３ページです。６款１項１目利子で、一時借入金利子として８万１千円の計上

です。

次に２８４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２８５ページです。２項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。

次に２８６ページです。８款１項１目予備費では、４５６万４千円の計上です。

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。２５４ペー

ジへお戻り願います。

２５４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、１億６千２２

８万２千円の計上です。１節現年度保険料分では、３千６６３人分、１億６千１９７万３

千円見込んでおりますが、対前年度比３．１％、４７９万６千円の増となっております。

次に２５５ページです。２款１項１目督促手数料では、保険料督促手数料２万６千円の

計上です。

次に２５６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４．６％、７

８７万９千円減の１億６千２０７万５千円の計上です。１節現年度分で１億６千２０７万

４千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％、

施設等以外の給付費負担金として基本給付費の２０％を見込んでおります。

次に２５７ページです。２項１目調整交付金では、介護給付費総額の９％、８千２１６

万円を計上し、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％、２２５万円、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％、７４１万円、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２５８ページです。４款１項１目介護給付費交付金、１節現年度分では、第２号被

保険者の保険料負担分として、給付費総額の２８％、２億５千５６０万９千円、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％、

２５２万円、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２５９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１億３千４６

１万４千円、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



- 86 -

て基本給付費の１７．５％、施設等以外の給付費負担金として基本給付費の１２．５％を

見込んでおります。

次に２６０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％、１１２万５千円、２目地域支援事業交付金(包括的支援事業

・任意事業)、１節現年度分で補助対象経費の１９．５％、３７０万５千円、更に１目及

び２目の２節過年度分でそれぞれ１千円の計上です。

次に２６１ページです。６款１項１目利子及び配当金では、介護給付費準備基金運用利

子として１万円の計上です。

次に２６２ページです。７款１項１目一般会計繰入金では、１億４千７５９万５千円の

計上です。１節介護給付費繰入金では給付費総額の１２．５％、１億１千４１１万１千円、

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％、１１２万５千

円、包括的支援事業・任意事業分で補助対象経費の１９．５％、３７０万５千円を見込ん

だところです。３節事務費繰入金では、２千４４８万１千円を計上しております。更に４

節低所得者保険料軽減繰入金では、所得の少ない第１号被保険者に係る介護保険料の軽減

分として、４１７万３千円の計上です。

次に２６３ページです。２項１目介護給付費準備基金繰入金で、８２６万２千円の計上

です。第１号被保険者保険料の不足分として、介護給付費の財源に充てるため基金を取り

崩し、繰り入れしようとするものです。

次に２６４ページです。３項１目サービス事業勘定繰入金では、５２９万３千円の計上

です。サービス事業勘定歳入における、予防給付サービス計画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２６５ページです。８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。

次に２６６ページです。９款１項１目預金利子で、１千円の計上です。

次に２６７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６５万３千

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。２４９ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算(保険事業勘定)です。歳入では、１款保険料から９款諸収入まで、

歳入合計で９億７千５５９万８千円に致そうとするものです。

次に２５０ページです。歳出におきましても、１款総務費から８款予備費まで、歳出合

計は歳入と同額の９億７千５５９万８千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。２９６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２９７ページ１

４節使用料及び賃借料まで、合わせて１千２１万１千円の計上です。町の居宅介護支援事

業所の介護支援専門員である保健師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２９８ページです。２款１項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。２目保

険事業勘定繰出金では、５２９万３千円の計上です。歳入で見込んでおります、介護予防

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。２９２

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で、３８万１千円の計上です。松
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前町居宅介護支援事業所における、居宅介護サービス計画費３件を見込んでいます。

次に２９３ページです。２項１目居宅支援サービス費収入で、５２９万３千円の計上で

す。地域包括支援センターにおける、介護予防サービス計画費１０２件を見込んでいます。

次に２９４ページです。２款１項１目一般会計繰入金で、９８３万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２９５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。２８７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１千５５０万５千円に致そうとするものです。

次に２８８ページです。歳出におきましても、１款総務費及び２款諸支出金で、歳出合

計は歳入と同額の１千５５０万５千円に致そうとするものです。

なお、附表と致しまして、２９９ページから３０４ページまでに給与費明細書を、３０

５ページに債務負担行為に関する調書を、また、３０６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３号、平成２８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(伊藤幸司君) 次に議案第５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５号、平成２８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２８年度松前町水道事業会計予算は、次に定めるところによ

ろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量を次のとおりに致そうとするもので、第１

号給水戸数を４千２６８戸、第２号年間総給水量を６１万７千１６８立方メートルに、第

３号１日平均給水量を１千６９１立方メートルにそれぞれ致そうとするものです。この内

容につきましては、予算に関する参考資料の１ページ、給水現況調べをご参照願いたいと

思いますが、いずれの数値も前年度より減少しているところでございます。第４号主要な

建設改良事業は、江良地内配水管改良工事（その１）他１７件、事業費総額を７千８７０

万５千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、参考資料の４ペー

ジ、建設改良事業の概要をご参照願いたいと思います。また、量水器更新工事では、平成

２８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５０７個の量水器

の更新について、事業費１千６８９万円で実施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。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２億９２４万８千円の計上です。内訳と致

しまして、第１項営業収益で１億６千５７万４千円、第２項営業外収益で４千８６７万３

千円、第３項特別利益で１千円に致そうとするものです。この内容につきましては、参考

資料の５ページにその詳細を記載してございますが、営業収益の内、給水収益が１億５千

９１５万９千円で、前年度と比較しまして３９０万円の減額となってございます。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７６７万１千円の増額となってございます。これは、他会計補助金

として、一般会計からの簡易水道等運営費補助金で、辺地債充当事業の増加によるもので

ございます。
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次に支出です。第１款事業費で、１億９千８９２万５千円の計上です。内訳と致しまし

て、第１項営業費用で１億８千８３４万１千円、第２項営業外費用で１千７万１千円、第

３項特別損失で１万３千円、第４項予備費で５０万円に致そうとするものです。この内容

につきましては、参考資料の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４

９万４千円の増額となっております。増額の主なものは、１項５目総務費の、総係費の人

件費で１２２万８千円の増額、１項６目減価償却費で７１万６千円の増額。一方、減額の

主なものは１項４目業務費で８３万５千円の減額となってございます。

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９千３０５万２千円は、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留保資金４千６

７５万７千円、当年度分損益勘定留保資金４千３９万円及び当年度分地方消費税及び、消

費税及び地方消費税資本的収支調整額４９０万５千円で補てん致そうとするものです。収

入では、第１款資本的収入が２千２２万５千円の計上で、その内訳は、第１項企業債１千

２８０万円、第２項他会計負担金４００、失礼、７４２万５千円の計上です。内訳は、参

考資料の７ページ上段に記載しておりますが、収入全体で前年度と比較して１千１１６万

５千円の増額となっております。これは、１項１目企業債で７００万円の増額、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１０基分を計上してございます。

前年度より５基分４１６万５千円の増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１億１千３２７万７千円の計上です。その内訳は、

第１項建設改良費で９千５５９万５千円、第２項企業債償還金で１千７６８万２千円の計

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１３事業分、それと職員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４事業分、３目営業設備費では量水器の更新工事５０７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２０件分、合わせて３７件分の元金の償還となっております。

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

ように定めようとするもので、起債の目的は、江良地内配水管改良工事（その１）で限度

額１３０万円、江良地内配水管改良工事（その２）で３４０万円、札前地内配水管改良工

事で８１０万円です。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す。

次に３ページです。第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各

項の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、第１号消費

税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の流用につ

いて定めようとするものでございます。

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、又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４千７６６万７千円に、第２号交際費を２万円に致そうとするものです。

第８条は、他会計からの補助金です。簡易水道建設改良費等のため一般会計からこの会

計へ補助を受ける金額を２千７９２万５千円に致そうとするものです。

第９条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を２千５００万円に致

そうとするものです。

この結果、平成２８年度予算における当年度純利益は、５４１万８千円を予定している
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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２８年度末における予定貸借対照表等、更に予算に関する参考

資料を添付してございますので、ご参照願います。

以上が議案第５号、平成２８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(伊藤幸司君) 次に議案第６号について、病院事務局長。

○病院事務局長(小本清治君) ただ今議題となりました議案第６号、平成２８年度松前町

病院事業会計予算について、その内容をご説明申し上げます。

第１条は、総則です。平成２８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す。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量は、次のとおり致そうとするものです。第

１号病床数は、一般病床１００床です。第２号年間取扱延患者数は、入院３万１千２５人、

外来５万８千８８８人を過去５年の実績等に基づき予定したところです。第３号１日平均

患者数は、入院８５人、外来２３０．９人を過去５年間の実績等に基づき予定したところ

です。

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は、次のとおり定め

ようとするものです。収入です。第１款病院事業収益は、１２億１千５１６万９千円を予

定し、その内訳と致しまして、第１項医業収益は１１億３２０万５千円に、第２項医業外

収益は１億１千１９６万３千円に、第３項特別利益は１千円に、それぞれ致そうとするも

のです。

次に２ページです。支出です。第１款病院事業費用では、１３億２千７１０万４千円を

予定し、その内訳と致しまして、第１項医業費用は１３億１千６７９万８千円に、第２項

医業外費用は５７９万１千円に、第３項は特別損失は３５１万５千円に、第４項予備費は

１００万円に、それぞれ致そうとするものです。

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す。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額１千３７万８千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填致そうとするものです。

収入です。第１款資本的収入は、８９３万２千円を予定し、その内訳と致しまして、第

１項補助金は８９３万１千円に、第２項貸付金返還金は１千円に致そうとするものです。

次に支出です。第１款資本的支出は、１千９３１万円を予定し、その内訳と致しまして、

第１項建設改良費は８４５万８千円に、第２項企業債償還金は８９３万２千円に、第３項

投資１９２万円に致そうとするもので、２人分の修学資金の貸付金に伴うものでございま

す。

第５条は、一時借入金です。一時借入金の限度額は、２億５千万円に定めようとするも

のです。

第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各項の経費の金額を流

用することできる場合は、次のとおり定めようとするものです。第１号消費税及び地方消

費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用間の流用です。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするものです。第１

号職員給与費は８億４千２７０万円に、第２号交際費は１８５万円に、それぞれ定めよう
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とするものです。

８条は、他会計からの補助金です。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、７千４９７万３千円に致そうとするものです。

第９条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額は、１億６千万円に定

めようとするものです。

予算実施計画他関係書類につきましては、４ページ以降に添付しており、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２８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

賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、議案１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１号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に議案第２号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に議案第３号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に議案第４号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に議案第５号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に議案第６号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

ただ今６件の議案については、慎重審査の必要があると思われますので、議長を除く全

議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、会期中に審査を終わるようこれに付託した

いと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

ただ今設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の互選を松前町議会委員会条例

第７条第２項の規定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩致します。

(休憩 午後 １時３４分)

(再開 午後 １時４１分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果をご報告願います。

１１番、西村健一君。

○１１番(西村健一君) 予算審査特別委員会委員長の互選を、私が松前町議会委員会条例

第７条第２項の規定によって行ったところ、委員長には９番梶谷康介君が選出され、更に

副委員長には３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(伊藤幸司君) ただ今、１１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９番梶谷康介君、副委員長には３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(伊藤幸司君) この際お諮り致します。

議案審査のため、３月４日から３月７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(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よってそのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

致します。

なお、３月８日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 １時４２分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 伊 藤 幸 司

署名議員 西 川 敏 郎

署名議員 梶 谷 康 介
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平成２８年

松前町議会第１回定例会

平成２８年 ３月 ４日（金曜日）第３号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第１９号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例制定について

日程第３ 議案第２０号 町税条例等の一部を改正する条例制定について

日程第４ 議案第２１号 職員の給与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５ 議案第２２号 職員の分限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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る条例制定について
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部を改正する条例制定について

日程第８ 議案第２５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９ 議案第２６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１０ 議案第２７号 松前町史跡福山城保存整備審議会条例の一部を改正する

条例制定について

日程第１１ 議案第２８号 渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約の変更につい

て
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例制定について

日程第１８ 議案第１号 平成２８年度松前町一般会計予算

日程第１９ 議案第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算

日程第２０ 議案第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計予算

日程第２１ 議案第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

日程第２２ 議案第５号 平成２８年度松前町水道事業会計予算
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日程第２４ 意見書案第１号 介護報酬の再改定を求める意見書について

日程第２５ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第２６ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎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 議案第１９号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する
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日程第７ 議案第２４号 松前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一

部を改正する条例制定について

日程第８ 議案第２５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９ 議案第２６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１０ 議案第２７号 松前町史跡福山城保存整備審議会条例の一部を改正する

条例制定について

日程第１１ 議案第２８号 渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約の変更につい

て

日程第１２ 議案第１７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１３ 議案第２９号 松前町過疎地域自立促進市町村計画の策定について
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（開会 午前１０時００分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

本日は休会の日ですが、議事の都合により会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、１０番斉藤勝君、

１番飯田幸仁君、以上２名を指名致します。

◎議案第１９号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第１９号、松前町過疎地域における固定資産税の課

税免除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) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第１９号、松前町過疎地域における固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明申し上げます。

お手元の議案の最後のページをお開きいただき、説明資料、松前町過疎地域における固定

資産税の課税免除に関する条例の一部改正に係る新旧対照表の２ページ目、下段の説明欄

をご覧願います。

今定例会に本議案を提案し、ご審議いただきます理由でございますが、本条例の規定の

一部について、現行の過疎地域自立促進特別措置法の規定に準ずるための文言の整理をす

るとともに、平成２４年６月２７日に公布、施行された過疎地域自立促進特別措置法の一

部を改正する法律（平成２４年法律第３９号）により、現行法の失効期限が５年間延長さ

れていることから、関連する規定の整備を行おうとするものであります。

まず、１ページお戻りいただき、新旧対照表の１ページをご覧願います。改正の内容で

ございますが、第３条固定資産税の課税免除であります。ありますが、文言の整理で「内

閣総理大臣の」を削ろうとするものであります。

次に２ページをお開き願います。附則第２項、この条例の失効でありますが、現行法の

失効期限が平成２８年３月３１日から平成３３年３月３１日に改正されたことに伴い、同

様に当該条例の失効期限も「平成３３年３月３１日」に改めようとするものであります。

なお、附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
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以上が、議案第１９号、松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例制定の内容でございます。何卒よろしくご審議賜りますようお願い致

します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２０号 町税条例等の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第２０号、町税条例等の一部を改正する条例制定に

ついてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。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２０号、町税条例等の一部を改

正する条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。お手元の議

案の５枚目、説明資料、町税条例等の一部を改正する条例の概要１ページをお開き願いま

す。

まず、今定例会に本議案を提案し、ご審議いただきます理由でございますが、地方税法

等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）が平成２７年３月３１日に公布された

ことに伴う改正で、一部未実施であった規定について、改正を行おうとするものでありま

す。また、今回の改正では、第１条による改正、第２条による改正に区分しておりますが、

これは、第１条による改正は、地方税法等の改正により今回新たに改正するものであり、

第２条による改正は、以前の地方税法等の改正により、既に条例改正が行われております

が、施行されていない一部改正条例を今回なおかつ改正しようとするものであり、これら

を区分するため、第１条、第２条に区分するものであります。

それでは、改正の内容について申し上げます。第１条による改正は、猶予制度の見直し

であります。地方税の猶予制度について、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ

的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請に基づく換価の猶予制度が創設され、

その際、地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情を、実情が様々であること

を踏まえ、換価の猶予に係る申請期限など一定の事項について、各地域の実情等に応じて

条例で定めることとされたことから、規定の整備を図ろうとするものであります。

最初に参考として掲載しております地方税法の主な改正点をご覧ください。まず、徴収

の猶予でありますが、猶予となる要件には変更がありません。改正点なんでありますが、

①猶予期間、猶予の延長期間、②督促、滞納処分の禁止などについても変更はありません

が、③担保の徴収については、猶予の金額が５０万円以下の場合は不要であったものが、

条例で定める場合は不要とされました。また、徴収金の納付又は納入方法について、条例
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で定める分割納付又は分割納入の方法によるとされ、申請手続等についても資産、収入等

の条例で定める資料を提出することとされました。合わせて不許可事由、取消事由につい

ても定義されたところであります。

次のページをお開き願います。換価の猶予であります。納税者の申請による換価の猶予

が新設されており、職権による換価の猶予を、猶予と申請による換価の猶予の２本立てと

なりました。職権による換価の猶予につきましては、猶予となる要件に変更はなく、申請

による換価の猶予の要件については、一時に納付又は納入することにより、その事業の継

続又はその生活の維持が困難となるおそれがあり、納税について誠実な意志を有すると認

められるときとされ、申請期限についても「納期限」から「条例で定める期間内」とされ

たところであります。換価の猶予について、改正点欄①猶予期間、猶予の延長期間には変

更はありませんが、②担保の徴収については、猶予の金額が５０万円以下の場合は不要で

あったものが、条例で定める場合は不要とされたところであります。また、徴収金の納付

又は納入方法について、条例で定める分割納付又は分割納入の方法によるとされ、申請手

続等についても資産、収入等の条例で定める資料を提出することとされました。合わせて

不許可事由、取消事由についても定義されたところであります。

以上のような地方税法の改正を踏まえまして、今回の町税条例の改正は、地方税法の改

正により条例で定めることとされた部分について、規定の整備を行おうとするものであり

ます。

まず、ア第８条、徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法でありますが、

徴収猶予（その猶予期間の延長も含む。）に係る徴収金について、地方団体による条例で

定めるところにより、分割して納付又は納入させることができるとされたことから、分割

納付又は分割納入の方法について規定の整備をしたものでございます。

次にイ第９条、徴収猶予の申請手続等でありますが、徴収猶予、その猶予期間の延長を

含む申請手続において、地方団体の条例で定めた事項を記載した申請書に、地方団体の条

例で定める書類を添付し、町長に提出しなければならないとされたことから、申請者は猶

予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額、期間等を記載した申請書に猶予該当事実

を証するに足りる書類、財産目録その他資産の状況を明らかにする書類等を添付し、町長

に提出しなければならないこととし、その場合、猶予を受けようとする金額が１００万円

を超え、かつ、期間が３月を超える場合には、担保を要することとしたものであります。

また、申請書の訂正や添付すべき書類の訂正若しくは提出の期間については、その旨を記

載した書面の通知を受けた日から２０日としたところであります。

次にウ第１０条、職権による換価の猶予の手続等でありますが、職権による換価の猶予

の手続において、必要があると認めるときは、地方団体の条例で定める書類の提出を求め

ることができるとされたことから、町長が必要があると認めるときは、滞納者に対し、財

産目録、担保の提供に関する書類等の提出を求めることができることとしたものでありま

す。

次にエ第１１条、申請による換価の猶予の申請手続等でありますが、申請による換価の

猶予について、徴収金の納期限から地方団体の条例で定める期間内にされた申請に基づき、

滞納処分による財産の換価を猶予することができるとされたことから、その期間を納期限

から６月としようとするものであります。また、申請手続等については、徴収の猶予に準

ずる規定と致そうとするものであります。

次にオ第１２条、担保を徴する必要のない場合でありますが、担保の徴収について、徴

収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る金額、期間その他の事
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情を勘案して担保を徴する必要がない場合として、地方団体の条例で定める場合は、この

限りでないとされたことから、猶予を受けようとする金額が１００万円以下、期間が３月

以内の場合は、場合又は特別の事情がある場合は、担保を徴しないことと致そうとするも

のであります。

次にカ第１８条、公示送達でありますが、第８条第１項の改正に伴う文言の整理であり

ます。「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」に改め

ようとするものであります。

最後に(２)第２条による改正、町税条例等の一部を改正する条例（平成２６年松前町条

例第１５号）の一部改正における第２３条、町民税の納税義務者等でありますが、第１条

による改正中、第９条第２項第４号の改正に伴う文言の整理とし、「地方税法施行令（昭

和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）」に改める規定を削ろうとするものであ

ります。

附則と致しまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行する、しようとするもの

であり、ただし、第２条の規定は、公布の日から施行しようとするものであります。

また、新旧対照表につきましては、説明資料の４ページから１１ページにわたり、別紙

のとおり掲載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。

以上が、議案第２０号、町税条例等の一部を改正する条例制定の内容であります。何卒

よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) １点だけ教えていただきたい。今までであれば、５０万円を超える

ものには担保が必要だと、こうなっていたんだけども、これからは１００万円にするんだ

よと。ただし、特別な理由がある場合は、１００万円も猶予することできると、こういう

ふうに読み取っていいのかどうか、ご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) 今のご質問でありますが、全くそのとおりであります。ただ、

５０万円から１００万円という数字は、実は国の基準がやはり５０万円だったものが１０

０万円の方に上がってございまして、その基準に合わせる形で１００万円とさせていただ

いたわけでございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２１号 職員の給与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２２号 職員の分限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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◎議案第２３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

制定について

◎議案第２４号 松前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改

正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第２１号、職員の給与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５、議案第２２号、職員の分限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６、議案第２３号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等

の一部を改正する条例制定について、日程第７、議案第２４号、松前町人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定について、以上４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２１号、職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第２２号、職員の分限に関する条例

の一部を改正する条例制定について、議案第２３号、職員の勤務時間、休暇等に関する条

例等の一部を改正する条例制定について及び議案第２４号、松前町人事行政の運営等の状

況公表に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容を説明致します。

今回の改正につきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴い、地方公務員法が改正され、関連する条例の一部を改正しようとするもの

でございます。

最初に、議案第２１号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてで

ございます。末尾に添付してございます説明資料、新旧対照表の下の説明欄をご覧願いま

す。本条例は、地方公務員法等の改正に伴い、地方公務員法第２５条第３項の規定により、

等級別基準職務表を定めることとなったこと及び引用条項が繰り上げられるため、条例を

改正しようとするものであります。

説明資料１ページにお戻りいただきたいと思います。第１条ですけども、引用条項の繰

り上げでございまして、「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改正しようとするも

のでございます。また、第３条を改正案のとおり改正し、新たに別表２として等級別基準

職務表を定めようとするものでございます。なお、この等級別基準標準表、職務表は、今

まで規則で定めていた級別標準職務表のその内容をそのまま条例化するところでございま

す。

附則と致しまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行しようとするものでござ

います。

以上が、議案第２１号でございます。

次に、議案第２２号、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定について、そ

の内容をご説明申し上げます。末尾に添付しております説明資料の新旧対照表、下の説明

欄をご覧願います。３ページ目でございます。

本条例は、地方公務員法等の改正に伴い、地方公務員法による「降任」の定義が明確に

され、「降給」と区別されることとなったこと、また、人事評価制度の導入に伴い、人事

評価の結果を分限等の人事管理に反映させることとされたことから、条例を改正しようと

するものでございます。

その内容でございますが、新旧対照表１ページに戻っていただきます。第１条の２は、

降給の種類です。降格と降号がありまして、ここでいう「降格」とは、職員の意に反して
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当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務級に変更することを言い、例えば、４級

の主査から３級の主査に変更することを言うものでございます。また、「降号」とは、職

員の意に反して当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することを言いまし

て、例えば、４級の主査であれば、同じ級の中で下の号俸に変更になることを言うもので

ございます。

本条例の第１条の３及び第１条の４の降給の事由については、地方公務員法の規定によ

り、条例で定めなければならないこと、同じく第２条の２の降給の手続についても条例で

定めなければならないこと、更には、第２条においては、降任、免職及び休職の手続につ

いて、必要な条文の改正を行うため、それぞれ改正案のとおり改正致そうとするものであ

ります。

附則としまして、この条例は、平成２８年４月１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２２号でございます。

次に、議案第２３号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制

定についてでございます。その内容をご説明申し上げます。末尾に添付しております説明

資料の新旧対照表、下の説明欄をご覧願います。

本条例は、地方公務員法等の改正に伴い、本条例で引用している地方公務員法第２４条

６項が同条第５項に繰り上げられることとなるため、条項の整理の行おうとするものでご

ざいます。

説明資料１ページにお戻りください。第１条による改正は、職員の勤務時間、休暇等に

関する条例でございます。第２条による改正は、職員の旅費に関する条例でございます。

第３条による改正は、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例でございます。第４条に

よる改正は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例でございます。いずれも「第２４

条第６項」とあるのを「第２４条第５項」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。附則としまして、この条例は、平成２８年４月１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２３号でございます。

次に、議案第２４号、松前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正

する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。末尾に添付しております説明資

料の新旧対照表の下の説明欄をご覧願います。

本条例は、地方公務員法等の改正に伴い、地方公務員法第５８条の２第１項に規定する

人事行政運営等の状況公表事項について、人事評価及び退職管理の規定が追加されたため、

条例の改正をし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、平成２８年４月１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２１条から第２４号でございます。議案第２１号から議案第２４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(伊藤幸司君) 説明が終わりました。始めに、議案第２１号について質疑を行いま

す。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) まず、議案の２１号ですけども、これ参考資料の一番最後の方です

けども、困難な業務を処理するっていうのは、６級、７級にあるんですけど、これ、どん

な職種ですか。まず、１点ご答弁ください。
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２点目はですね、議案第２２号、職員の人事評価の話が出てますけども、２１だけ。

○議長(伊藤幸司君) １個ずつ。

○１０番(斉藤勝君) １本ずつ、はい。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。失礼しました、総務課長。

○総務課長(野村誠君) ただ今ご質問ありました、別表第２の等級別基準職務表の内容の

中での困難な業務という内容でございます。実は、今の場合は６級と７級の課長の職務の

位置付けの差だと思いますけども、６級、課長職は６級ということになっておりますけど

も、この課長職においてですね、困難な業務ということは、課の仕事によってそれぞれ、

当然困難なことがあるということになっておりますけども、これにつきましては、国家公

務費の給料表で６級に何年か経験を積んだものがですね、それ以上の７級に昇格すると、

昇給するということに伴いまして、当然いろんな経験を積むことになりますので、困難な

業務を所管する課長ということで位置付けております。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 俺、総務課長の演説聞いてるわけでねえんだよ。６級、７級に困難

な業務ということあって、主幹と課長があるわけですよ。この「困難な業務」ってどうい

うことを言うんですかって聞いてるんですよ。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長、副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。先程、野村総務課長の方か

らもお話ありましたが、それぞれの役職につきましてから、時間経過をしまして、それぞ

れの職務のですね、実績、また、経験を積んでいくわけでございます。そういうものは長

く続くことによって、その技量、技量でなく職務能力が高まるということで、例えば、課

長職になってすぐの人、課長職なって３年、４年経って経験を積んでいった人と同じにす

るというのではなくて、そういう方々、経験を積んでいった方々を昇格させていくという

ことでございまして、永年頑張って、一生懸命やれば給料も上がるんだよということでで

すね、職員を激励していきたいと、そういうような関係で、この困難なという言葉は、総

務課長の方からお話ありましたように、国の方のものを準用して使わしていただいており

ます。一応そういうことでご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) そしたら、困難な業務でなくて、経験積んだ人だと、こういうふう

に受け止めればいいんですね。はい、了解しました。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございますか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２２号について質疑を行います。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) 早いうちにこの人事評価制度っていうこと出ておりましたけれども、



- 102 -

誰がどんな評価をするのかということですよね。特定の人、仮に町長があんた人事評価や

ってくださいって言う、例えば総務課長やれとか、そういうことになるのかどうかという

ことがまず１点です。

それから、考課表という文字があるんですけど、これは、どんなことを考課するのか教

えてほしいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) まず、人事評価の関係ですけども、この説明致しました地方公務

員法の改正がございまして、地方公務員もこの人事評価を取り入れて仕事の評価をしなさ

いよということになっております。国では、もう平成２１年度から国家公務員の場合はこ

の人事評価を取り入れてまして、大きいところ、例えば道とか県とかはやっておりまして、

地方公務員法、全国市町村に関しましてはやっとですね、平成２８年から実施しなきゃな

いということが義務付けられております。それで、去年６月の議会にですね、この人事評

価を取り入れるために予算をしていただきまして、事前に職員に周知、３回程周知してお

りまして、実際に今年の４月から実施しようということでございまして、この人事評価い

ろいろとこう地方公務員も厳しいって言うか、環境になると思いますけども、きちっと仕

事等の内容を把握して、目的をもって、それで進めて、仕事を進めてもらいたいなという

ことのこの人事評価でございます。それで、人事評価は誰がするのかということですけど、

当然課単位、室とか部署がございますけども、その課長が人事を、職員の評価をするわけ

でございます。当然、課長が把握しきれなければ主幹の意見を聴きながら人事評価をして

いくと。課長の人事評価は副町長、最後は町長が評価するんだという仕組みになります。

それから、２点目。申し訳ありません、その考課表に関しましては、今まで、これから

ですね、今までもいろいろと人事評価って言うんですか、勤務評定って言う名前でござい

ましたけども、その表が勤務評定する場合にありまして、それを今回人事評価の制度が導

入されたことによりまして、先程も言いました人事評価する場合にですね、いろんな項目

を設けて、査定項目って言うか、目的制定とか、そういう実績と、したら１年間かけてど

ういうような実績があったのかっていうのを、当然個別で面談して、話し合って、また目

標とか設定していくわけですけども、その表を考課表と言いまして、いろいろな、これか

らきちっと仕事の中での目標設定に向けての表を作っていこうということで、今、検討委

員会でも協議してございます。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) これ、人事評価というのは、だいたい各課の課長がするんだよと。

各課長方は最後は町長がするんだと、これが答弁ですけど、これで了解していいですか、

そういうことですか。もう一回ご答弁ください。

それから考課表は今、作ってる最中だという、これ４月１日まで間に合うんですか。例

えば、私方が想像するには、仕事に積極性がないとか、いくら教えても覚えれないとか、

度々遅刻してくるとか、こういうことが入るのかなと予想はするんですよ。そういう捉え

方でいいんですか。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) まず、１点目の人事評価の関係でございます。人事評価の場合で

すね、今、進めているのは、これから当然、４月１日から個人別に目標設定してもらいま

して、仕事の内容についてやっていきますけども、その結果に伴いましてですね、先程も

ちょっともらしたんですけども、評価の方法として第１次評価、それから第２次評価って

いうのを設定致しまして、最終的に先程も言いました町長の最後の評価で進めていくとい
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うことになります。

先程、申し訳ありません、考課表のお話を致しましたけれども考課表はですね、今後、

先程も言った考課表という名前でなくって、第１次評価、第２次評価の表をですね、記入

の表を作って、それで人事評価をしていこうということで進めていこうと思っております。

すいません、考課表というのはなくなるということです。申し訳ありません、先程の。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時３６分)

(再開 午前１０時３９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

総務課長。

○総務課長(野村誠君) 申し訳ありません。まず、一番最初にご質問ありました考課表で

すけども、考課表は今後はなくなりまして、記録表、人事評価の記録表で評価をしていく

ということになります。

続きまして、その評価の仕方、方法でございますけども、例えば、町長部局であれば、

主査以下の職は課長職が第１次評価を致しまして、それから副町長、最後に町長というこ

とになります。それから、主幹職の場合は、課長職が第１次評価をしまして、２次評価が

副町長、それから、最終的に町長と。課長職の場合は、１次評価が副町長がしてございま

して、２次評価が町長と、最終的にも町長というふうな評価方法でございます。よろしく

お願いします。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) あまりよくわからないんですけども、職員の人事評価っていうのは、

まあ、係長クラス以下の人は主幹なり課長なりがするんだと、最後は町長、町長、副町長

がするんだってことでは、まあ了解します。

でも、考課表の関係ですけども、これ、文言にですね、「考課表その他勤務成績を評定

するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なものなどが明らかな場

合」をというような下りがあると。私がさっき具体的な例を出して言ったのは、例えば課

長の言うことを聞かないとかね、なんぼ教えても覚えれねえとか、度々遅刻してくるとか、

そういうものも中に入るのかいって聞いてるんですよ。それを答えてくれなきゃわかんね

えっしょ。

更にもう一つはね、これ説明欄の中で、職員にとってあんまり面白いことではないと思

うんですけどね、人事評価の結果を分限等の人事管理に反映させるって、こうなってるん

ですよ。ですから、職員にとってはあんまり嬉しいことではないけども、一生懸命働けよ

って意味だと思うけれども、その辺も含めてご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。まず、最初にはっきりと申

し上げずに申し訳ございませんでした。今回の条例改正の中で出ております第２条第１項

中のですね、考課表その他という、おっしゃってる部分なんですけど、これが従前のもの

であって、この部分が削られるわけでございます。それで、先程、これは削る部分でござ

います。説明の中で新旧対照表の２ページ目をお開き願います。こちらの第２条降任、免

職及び休職の手続と、この中にですね、考課表その他という言葉が出てくるんですけど、

この部分が削られまして、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにも関わらずと、
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こういうような文言に変わってくるということのもんでございます。それで、私どもとす

れば先程総務課長の言ったような考課表というものではなくて、違う目標設定とかですね、

そういうものを書いたものを、新たなものを作ってやるということでご理解いただきたい

と思います。

それと、先程言いました、当然、斉藤議員がおっしゃった遅刻とか、そういうものも含

まれるのかと、当然そういうものも含まれますが、項目としてそういう部分に関しては、

通常常識としてあるものですから、そういう、遅刻とかそういう細い項目には入ってござ

いませんが、そちらの方にはですね、大きく、やはり本人の目標、自分の仕事に対する目

標というものを上司の方と相談しながら、今年度どうやってやっていくとか、こういう仕

事に取り組むとかですね、そういう目標をまず掲げていただきます。それに対してどのよ

うな実績を残したかとかのものがあります。ただ、先程おっしゃったように、指導の段階

では当然遅刻等ですね、目標に対する取り組みが不足の場合は、上司の方からも当然日頃

からその辺の指導は入ります。それに対して最終的にその１年間とか、そういう期間、半

年とかでですね、どの程度の実績を残したかということでやっていくものでございます。

確かに、何度上司が指導しても全く改善が見られない場合は、これは、やはりある程度の

対応も、先程言いました分限も必要になってくる場合もあります。そして、頑張った人は、

それは上げるということにはなるんですけど、そういうことにはなってるんですけど、ラ

スパイとかの関係もあるもんですから、上げる部分には下げる部分がないと均衡が取れな

いということになっておりますので、一番は、今回は今年の４月から初めて取り組むもの

ですから、何とかこの制度を熟知していただいて、より良い制度を構築しながらこれを活

用していきたいと。そして、職員の仕事に対するやる気をもっと育んでいきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) この、人の評価ってのは、非常に難しい面があると思います。原則

的には公平でなければいけないし、第三者から見ても納得のいくものでなければいけない

と思います。ただね、こういう問題をここでね、きちっと整理できるかっていうとなかな

かできない、まあ、信頼するしかないと。あえて、お尋ねするのはね、例えば今のような

システムの中で評価された結果、この条例が引用されるというようなものの受け止め方を

してもね、私は、人間オールマイティではない、ですから、場合によってはＡという場所

でなかなか発揮できなくても、Ｂという場所に行くとずば抜けた才能、或いは仕事をする

っていうこともあり得るんでね、俗に言う適材適所みたいな形での人事は行われるだろう

から、ストレートで、その場所でこの人は駄目ですよっていうような評価の仕方じゃなく

って、どこに行ったらこの人が活きてくるんだろうみたいなものもね、考慮の中に入れて

やらなければ、これは職員、可哀想でないのかなと思いますよね。特に気をつけなければ、

パワフルみたいなものがあってね、それがこの条例に則って行使されるようなことがあっ

てはいけないと私は思いますんでね、その点は十分考慮された運営をするべきだと思いま

すけれども、今の件に関してね、適材適所含めて考え方を示していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 梶谷議員のご助言、誠にそのとおりだと重く受け止めております。

それで、おっしゃったようにですね、職員にこの件に取り組む場合にも、決して粗探しと

かそういう意味ではなくて、職員の能力を発揮させる、伸ばしていくと、そういうような

考えでやっていきたいと。当然、まず評価の場合には、一方的に、１次評価者、２次評価

者が一方的に決めるだけではなくて、それを本人とも当然話を持ちます。そして、その段
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階でやはり欠けてる部分、いい部分、それを認めてまいります。おっしゃったように、そ

の職員がもっとこういう場所に行った方が伸びるであろうと、そういうものを明快に、明

快というか、相手も納得しながらそういう理解できるようなものにして、そういう人事に

も活用していけると。あくまでも私どもは、これは職員のやる気を伸ばし、能力を育てる

ということを前提に考えておりますので、決して職員の皆さんにもですね、その辺を十分

理解していただいて、誤解のないように。そして、議員の皆さんにも胸を張って後々答弁

できるような、そういう制度に構築していきたいと考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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(伊藤幸司君) 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(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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(伊藤幸司君) 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。

次に、議案第２４号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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(伊藤幸司君) 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 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
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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２６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

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第２５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９、議案第２６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、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。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２５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及び議案第２６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、その内

容をご説明申し上げます。

地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービスの運営基準につきましては、

介護保険法第７８条の４及び第１１５条の１４の規定に基づき、厚生労働省令に定める基

準に従い、または参酌してその運営基準を条例で定めなければならないこととされており、

厚生労働省令の改正に伴い、条例を改正しようとするものです。

始めに、議案第２５号につきましてご説明させていただきます。

議案第２５号をご覧ください。１２枚目から参考資料の条例の一部改正に係る新旧対照

表となります。参考資料の３４ページ、最後のページをお開き願います。

３４ページの下段、改正理由です。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（平成２６年法律第８３号）による介護保険法の

改正により、通所介護の内、定員１８人以下のものについて、地域密着型通所介護として

新たに地域密着型サービスに位置付けられ、平成２８年２月５日公布の指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労

働省令第１４号）により、平成２８年４月１日から施行されることとなり、更に指定地域

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の一部が改正されたことから、

関連部分を整備するため、条例を改正しようとするものです。現行上の基準では、通所介

護事業につきましては、利用定員の人数により大規模、通常規模、小規模の通所介護事業

所があり、事業所の指定、指導、監督等は全て都道府県が行ってきましたが、１８人以下

の小規模の通所介護が地域密着型サービスに位置付けられることで、小規模の通所介護に

ついては、指定権限や監督等を市町村が行うこととなります。地域密着型通所介護等の基

準につきましては、原則現行の通所介護等の運営基準をそのまま地域密着型サービス基準

として移行されております。

それでは、新旧対照表に基づきまして、ご説明させていただきます。

１ページ、第１４条につきましては、地域密着型通所介護の新設に伴う条項移動、文言

整理のための改正となります。
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２ページ、第５９条の２は、地域密着型通所介護の基本方針です。利用者が可能な限り

居宅で日常生活を営むこと、家族の負担の軽減を目指すこと等を規定しております。第５

９条の３から５ページの第５９条の４までは、人員に関する基準です。事業の運営にあた

り、必要とする生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員など、従業員の員数

や配置などについて規定しております。

５ページの第５９条の５は、設備に関する基準です。事業所に備えなければならない設

備として、食堂、機能訓練室及び相談室などについて規定しており、更に食堂及び機能訓

練室の合計面積は、１人当たり３平方メートル以上と規定しております。

６ページの第５９条の６から１２ページの第５９条の２０までは、運営に関する基準で

す。サービス計画の作成、運営規定の定め、勤務体制の確保、管理者等の責務、非常災害

対策、記録の整備等の具体的内容について必要事項を規定しております。特に１０ページ

の第５９条の１７においては、地域との連携として第１項及び第２項では、運営推進会議

の開催が義務付けられ、地域に開かれたサービスとするため、サービス活動状況を報告し、

評価を受けるとともに会議で要望や助言を聞く機会を設けること。また、第３項では、地

域住民又は自発的な活動等の連携及び協力を行う等、地域との交流を図らなければならな

いこと。更に第５項では、事業所と同一の建物に居住する者以外へのサービス提供に関す

る努力義務が新たに規定されております。また、１２ページの第５９条の１９第３項につ

きましては、町独自の規定となります。地方自治法による地方公共団体の金銭債権の消滅

時効である５年と整合性を図る必要から、利用料に関する記録の保存年限を５年間として

おります。

１３ページの第５９条の２１から２１ページ第５９条の３８までは、難病等を有する重

度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供にあたり、常時看護師による観察が

必要な者を対象者とする療養通所介護における基本方針、人員に関する基準、設備に関す

る基準、運営に関する基準など、地域密着型通所介護事業と同様に事業所が行わなければ

ならないことや、留意すべき事項など、運営上求められるルールなどについて規定されて

おります。

２１ページの第６０条から３３ページの第２０４条までにつきましては、地域密着型通

所介護の新設に関連して読み替え規定等の所要の条文整備のための改正となります。

附則としまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行致そうとするものです。

以上が、議案第２５号の内容です。

次に、議案第２６号につきまして、その内容をご説明させていただきます。

議案第２６号につきましては、議案第２５号でご説明致しました地域密着型サービスに

地域密着型通所介護を新設したことに伴いまして、地域密着型介護予防サービスにおける

介護予防認知症対応型通所介護におきましても、地域との連携に関する規定を追加するた

めの一部改正となります。３枚目をお開き願います。

一部改正に係る新旧対照表です。１ページ、第９条は、介護保険法の改正による条項の

移動に伴う改正です。

第４０条は、介護予防認知症対応型通所介護に地域との連携に関する規定を追加するた

めの改正です。第１項は、運営推進会議の開催を義務付けるものです。更に第５項では、

事業所と同一の建物に居住する者以外へのサービス提供に関する努力義務が規定されてお

ります。

次に２ページ、第４１条では、運営推進会議の内容についても記録、保存することを義

務付けるものです。
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第６３条から５ページの第８７条の改正につきましては、第４０条の改正に伴う準用規

定に関して関連部分の改正となります。

附則としまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行致そうとするものです。

以上が議案第２５号及び議案第２６号の内容です。何卒よろしくご審議賜りますようお

願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりました。始めに議案第２５号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を。

９番。

○９番(梶谷康介君) まあ、質問って言うよりもね、お願いって言った方が早いんだけど

も、説明をいただいても、この条文、本文の方の何ページって言われてもページ数が書い

てないのさ。だから、条文を追いながら説明を聞いて、そして解釈するっていうのは大変

な仕事なんでね、できれば条文の方にも説明されるページが、もし、ページで説明される

んであったらページも記載していただければなと。これに限らずね、こういう場面で言う

のもちょっと不謹慎かもしれませんけどね。そういうことを要望しましてね、質疑ござい

ません。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) すいません、大変申し訳ありません。説明資料はですね、

新旧対照表、参考資料の新旧対照表のページを追っていって説明したつもりだったんです

が、大変説明の仕方が申し訳なく、大変失礼致しました。今後気をつけたいと思います。

よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) 阪本課長、ちょっと確認なんですがね、この説明では大規模、普

通規模、小規模って都道府県、前であれば都道府県がやってたっていうことで、今度は１

８人以下の場合は市町村がってことのそういうスタイルになると。であれば、この１８人

以下の部分の関係は、これからでなくて、前はどの部分に入っていたのか、それとも一番、

三番目のランクの小規模のところには、この１８人よりももっと多くな人数でやる施設の

ことを言ってたのか、その辺。新しいこれ、人数の制限っていうの、新しく設けて、そこ

のとこを市町村にってこう、そういうスタイルになるのか、その辺お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) 実はですね、先程ご説明致しました通所介護、通常デイサ

ービスと言われるものなんですけれども、これはですね、小規模、大規模、通常規模とい

うふうなものがありましたけども、今までも小規模なデイサービスっていうのはあったん

ですね。これは、１０人以下というふうになってまして、これも今までは通常のサービス

になりますので、これも都道府県の指定権限の中にありました。今回は、小規模が今まで

１０人以下だったんですけども、人数を１８人まで上げて、はい、それを新たに地域密着

型サービスに移行して、更に指定権限等、指導、監督については市町村がやりなさいよと

いうふうなものに、新たに移行されるものでして、今までも小規模はあったんですが、そ

れは都道府県の管轄でしたということでございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わり。

６番。失礼しました。
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○６番(堺繁光君) いろいろこうサービス受ける人方が便利なように改正はされてくるん

ですけども、昨日、一昨日のニュースとかの新聞、このサービス事業でもってかなりな赤

字を出してる事業者が結構いると、特に小規模のね、５０人以下のということなんですけ

ども、それを解消する何らかのあれにもなるんでしょうか、この改正ってのは。事業者が

大変赤字経営でもってですね、それこそ苦慮してるっていうんですよ。事業者が赤字をお

こすっていうことは、サービスを受ける人方も大変な状況に陥るのかなと思ってんです。

だから、この改正の趣旨がそういうのも含まれているのかなというふうに、今お聞きした

いんですけども。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) 今、堺議員さんからご質問いただきました、５０人以下の

事業所というのは、それがデイサービス事業所のお話だったのかどうか、ちょっと私もそ

の辺のニュースは見ていないんですけれども、今回の改正につきましては、あくまでも１

８人以下の小規模な事業所については、地域密着型サービスに移行しますと。厚生労働省

令で定められた基準、今までも、先程も説明しましたけれども、例えば２０人ですとか、

２５人ですとかのデイサービスにつきましては、今までは厚生労働省令の基準の中に定め

られておりました。その定められていた基準を１８人以下については、地域密着型に移行

しますということなので、基準の中身自体は今までの指導、例えば、運営基準ですとか、

職員の配置ですとか、それは全く変わらないままで地域密着型サービスに移行しますとい

うことですので、例えば、介護報酬の改定とか、そういうものに関しては今回の条例には

出てきません。地域密着型サービスに移されて町の指定権限ですとか、指導監督は市町村

に移るんですけども、じゃあ、その中で介護報酬を町が勝手に決めていいかということで

はなくって、あくまでも１８人以下の小規模の事業所については、地域密着型サービスと

新しく位置付けて、指導は町の指導ですよというふうなものになりますので、よろしくお

願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

１番。

○１番(飯田幸仁君) ちょっと、印刷の関係でお伺いしたいんですけど、表の見方がわか

らないので説明をしていただきたいんですけど、参考資料の１ページを見ると、見てから

この資料の１ページを見てやっとわかったんですけども、まず、参考資料の１ページの目

次の下の下線の引いてあるところ、第４節運営に関する基準の５０条から５９条を右側に

改正をしますというふうにしてから、この本ページの、失礼しました、本ページの１ペー

ジ目を開いたときに、私の印刷には第４、「第４、第３章、第１、第２、第３、それから

目次中、第４節運営に関する基準、右側に第４、それから第４章認知症対応型通所介護を、

右側の第５、そしてその下に第、第、第、第って書いてある印刷物があるんですよ。これ

がちょっときてたんですけど、これについて、ただの印刷の段の違いなのかどうか、ちょ

っと教えていただきたいんですけども。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) すいません、ただ今の飯田議員のご質問なんですが、実は

ですね、説明資料のですね、目次を見ていただくと、現行と改正案ということで分かれて

まして、その第３章の２を追加するんですけども、これはですね、条例の改正の手法で、

大変わかりづらく申し訳ないんですけども、この目次の場合は、目次をですね、図として

捉えるんですね。例えば、条例の本文だと第何条第何項っていうふうに１個ずつ分かれる

んですけども、この目次に関しては、この目次自体が一つの図だと考えていただいて、そ
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うすると、今ある図を新しいこっちの図にしなければならないというふうな、これがです

ね、法制執務の手法でして、印刷ミスでも何でもなく、これぐらいの図をこういう図に変

えますよっていうふうなことで、段ズレが生じてしまいまして、ちょっと大変わかりづら

く申し訳ないんですけれども、そういうふうな改正の仕方が法制執務にはありますよとい

うことで理解していただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 何せ、初めてで申し訳ございません。勉強不足だと思いますけども、

こういう手法があるということを今回知りましたので、これから気をつけてみたいと思い

ます。失礼致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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(伊藤幸司君) 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。

次に、議案第２６号について質疑を行います。

６番。

○６番(堺繁光君) 説明資料１ページの第４０条のところなんですけども、指定介護予防

認知対応というふうに続いていって、利用者、利用者の家族、地域住民の代表ってありま

すけども、利用者と利用者の家族はわかるんですけども、地域住民の代表っていうのはど

ういう立場の方なんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) この運営推進会議の関係なんですけれども、これはですね、

現在も地域密着型サービスの中の認知症対応型、俗に言うグループホームなんですけれど

も、こちらの方でももう既に運営推進会議を開催しなければならないというふうなことに

されております。この中でですね、地域住民の代表者、例えば、今グループホームの方で

は町内会の役員の方ですとか、地域の婦人会の方ですとか、そういう方を想定して推進会

議の委員さんの中に入れております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) 私もきっと、おおよそそういう方々かなあって思ったんですけれど、

とりあえず確認のための質問でした。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。
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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(伊藤幸司君) 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。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時１０分)

(再開 午前１１時２５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第２７号 松前町史跡福山城保存整備審議会条例の一部を改正する

条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第２７号、松前町史跡福山城保存整備審議会条例

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。文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(佐々木信秀君) ただ今、議題となりました議案第２７号、松前町史

跡福山城保存整備審議会条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明

申し上げます。末尾に添付しております、説明資料をお開き願います。

松前町史跡福山城保存整備審議会条例の一部改正に係る新旧対照表です。本条例第２条

におきまして、松前町史跡福山城保存整備審議会の設置目的が定められております。現行

の条文に示されております「史跡福山城保存管理計画」という名称、文言につきましては、

昭和５４年に文化庁が定めた史跡等保存管理計画策定費国庫補助要綱に定める補助対象事

業名、史跡等保存管理計画策定事業を引用し、条例に組み入れたものでございますが、今

般この国庫補助要綱の改正により、要綱で定められている「保存管理計画及び保存管理」

という文言が全て「保存活用計画及び保存活用」に変更となったところでございます。国

の方針と致しましては、これまでの史跡等に係る保存管理計画を今後は保存と活用に向け

た計画策定にシフトしていくというふうなことでございまして、現在、当町におきまして

は、平成２９年度からのスタートを目指して、第３次の史跡福山城保存整備計画の策定協

議を行っているところであり、今回の国の補助要綱の改正に合わせまして、条例第２条に

定める「史跡福山城保存管理計画」を「史跡福山城保存活用計画」に改正しようとするも

のでございます。

附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。

以上が、議案第２７号、松前町史跡福山城保存整備審議会条例の一部を改正する条例制

定についてでございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。
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議案第２７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２８号 渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第２８号、渡島西部地域介護認定審査会共同設置

規約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。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２８号、渡島西部地域介護

認定審査会共同設置規約の変更について、その内容をご説明申し上げます。３枚目をお開

き願います。規約の一部変更に係る新旧対照表下段の説明欄です。平成２７年１２月１６

日に公布された介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２７年政令第４２５号）に

より、介護認定審査会の委員の任期が改正されたことから、木古内町、知内町、福島町、

松前町で共同設置している渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約における審査会の委

員の任期について、規約の変更を行おうとするものです。

改正内容です。規約第５条中、審査会の委員の任期は、介護保険法施行令第６条の規定

により「２年」とするとされている任期を改正案の下線部分のとおり「３年」に致そうと

するものです。

次に、附則の第１項と致しまして、この規約は、平成２８年４月１日から施行致そうと

するものです。第２項と致しまして、この規約の施行日の前に行われた渡島西部地域介護

認定審査会の委員任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例によると致そうと

するものです。

以上が、議案第２８号の内容です。よろしくご審議賜りますよう、お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１７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(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第１７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。
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３番。

○３番(福原英夫君) １点だけ。これは、どのようなことを想定しているのかっていうこ

となんです。その１点だけ。まあ、もう少し言った方がいいですか。非常勤の嘱託職員が

こういうような事例にこれからあるのか、こうような事例をなるのかっていうことなんで

す。現状として、そんなに見られないなあと思ったもんですから、国のルールだろうと思

いますけれども、松前町で想定されるものがあるかっていうことだけ聞かしてください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) ただ今、福原議員からご質問ありました。具体的にですね、その

職種って言うんですか、どういう職種があるのかということでございます。別表３に、最

後のページに簡単に別表３で学校嘱託員から防災専門員ということで載せておりますけど

も、この中がですね、結構ございまして、支所の嘱託員から学校技能員から、それからパ

ートナーシップランドの技能員というふうなことが現在任命されている職種、職員がいま

す。ご存じのとおり、勤務時間は決められておりまして、それ以外にですね、結構、例え

ば防災専門員であれば当然災害のときとかって出てきます、支所の職員も例えば急に仕事

が入ったとかという場合も出てきますんで、その場合にですね、この報酬だけ、今までの

みだったもんですから、一般の職員と違って時間外っていう制度が確立されてなかったも

のですから、今回そういう場合にも時間外勤務を支給しようということの条例でございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですか。他に。

１０番。

○１０番(野村誠君) この同じところですけども、備考の２の方ですね。正規の勤務時間

が定められている特別職の職員って、こうなってますけど、これはどんな人を予定してる

んですか。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 正規の時間が定められているということで、その職種によってで

すね、学校嘱託員は、当然学校に出向いて勤務をしてるわけですから、きちっと勤務時間

が定められているわけではないんですけども、先程も言いましたその職種によってですね、

きちっと職員と同じ時間帯であったり、朝早く管理人、各種の管理人であれば早く出て、

職員の勤務以外の時間帯に帰る、７時間４５分ですけども、そういうことの、その職種に

よっての勤務時間でございます。

具体的な職員であります。先程も別表３の方で省略している部分がありますけども、パ

ートナーシップランドの技能員、それから学校技能員、それから支所の嘱託職員、それか

ら防災専門員っていうのが正規の時間帯が設定されている職員になります。よろしくお願

いします。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) この正規の勤務時間っていうのは、１日何時間ぐらいが正規の勤務

時間って決めてるんでしょうか。その辺もちょっとわからないんですよね。この人方は特

別職になるんでしょうか。その辺の答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 正規の勤務時間、先程も申しましたとおり、職員とほとんど同じ

７時間４５分の勤務時間でございます。特別職の職員で非常勤のものということで、特別

職の中でもたまたまここは第３表の非常勤の嘱託職員でありまして、１表から２表、３表

ということでなってますけども、この該当するところは、別表３の非常勤の嘱託職員及び
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これに類するものということの第３表の職員って言うんですか、非常勤でございます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時３７分)

(再開 午前１１時３７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

総務課長。

○総務課長(野村誠君) その職員、嘱託職員によりまして、先程も言いました江良のパー

トナーシップであれば８時からの勤務時間、それから総合センターの管理人ですけども、

今のところは７時半からの７時間４５分というふうにして、その職場職場での時間が違い

ますので、その時間帯でございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 最初っからそう言ってくれればわかる。ようはね、この朝早くだと

か夜遅くまで７時間４５分か、今、職員方の勤務時間っていうのは、その範囲なんですよ

って言ってくれれば一回でわかるのさ、そうして説明してくれれば。そういうことでいい

んでしょ。例えば、勤務時間が７時からであれば、それから７時間４５分と、こういう捉

え方でいいんですね。了解。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２９号 松前町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第２９号、松前町過疎地域自立促進市町村計画の

策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(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号 松前町行政不服審査会条例制定について

◎議案第１４号 松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について

◎議案第１５号 松前町行政不服審査法による手数料条例制定について

◎議案第１６号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定

について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、議案第１３号、松前町行政不服審査会条例制定につい

て、日程第１５、議案第１４号、松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について、

日程第１６、議案第１５号、松前町行政不服審査法による手数料条例制定について、日程

第１７、議案第１６号、行政不服審査法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、以上４件を一括を議題とし、総務経済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。

総務経済常任委員会委員長、西川敏郎君。

○８番(西川敏郎君) それでは、議案審査報告書の提出について。

平成２８年３月２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１３号、議案第１４号、議案第１５号及び議案第１６

号の審査を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、別紙のとおり審査報

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

であります。

審査結果。

議案第１３号、議案第１４号、議案第１５号及び議案第１６号は、いずれも適正なもの

と認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。

以上で報告を終わります。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 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。

始めに、始めに議案第１３号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第１３号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１４号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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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(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第１４号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第１５号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第１５号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第１６号に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第１６号は委員長報告のとおり可決されました。

昼食のため休憩します。

(休憩 午前１１時４３分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第１号 平成２８年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第５号 平成２８年度松前町水道事業会計予算

◎議案第６号 平成２８年度松前町病院事業会計予算
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○議長(斉藤勝君) 日程第１８、議案第１号、平成２８年度松前町一般会計予算、日程第

１９、議案第２号、平成２８年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第２０、議案第

３号、平成２８年度松前町介護保険特別会計予算、日程第２１、議案第４号、平成２８年

度松前町後期高齢者医療特別会計予算、日程第２２、議案第５号、平成２８年度松前町水

道事業会計予算、日程第２３、議案第６号、平成２８年度松前町病院事業会計予算、以上、

６件を一括議題と致します。

本案については、予算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

予算審査特別委員会委員長、梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 予算審査特別委員会審査報告書の提出について。

平成２８年３月３日、松前町議会第１回定例会において、会期中に審査を要するべき事

件として本特別委員会に付託された議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、

議案第５号及び議案第６号について審査を終えたので、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１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号及び議案第

６号は、いずれも適正なものと認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しまし

た。

以上で報告を終わります。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長を除く全議員による特別委員会

ですので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに議案第１号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第１号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第２号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第３号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。
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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(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第４号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第５号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定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(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第６号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。

◎意見書案第１号 介護報酬の再改定を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２４、意見書案第１号、介護報酬の再決定を求める意見書に

ついてを議題と致します、失礼しました、意見書案第１号、介護報酬の再改定を求める意

見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長、油野篤君。

○７番(油野篤君) 意見書案第１号、介護報酬の再改定を求める意見書について、別紙の

とおり松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内

容については記載のとおりであります。

ご審議の程、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２５、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中

所管事務調査したい旨の申し出がありましたが、申し出のとおりこれを承認することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり承認することに決定しました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２６、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は３月８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）
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、平成２８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(伊藤幸司君) これで平成２８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 １時０７分)
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