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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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（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２９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２９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、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２８日に開催されました議会運営委員会におい

て、本定例会の会期は本日３月２日から３月１０日までの９日間と致しました。議事日程

につきましては、お手元に配布のとおりで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、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１０日まで

の９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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◎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４、報告第１号、専決処分について、平成２８年度松前町一

般会計補正予算（第９回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 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、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、平成２８年１２月１７日、白神寿の家において発生した火

災被害により、和室の修繕など早急に対応致そうとするものでございます。

今回、その費用について、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２８年度松前町一

般会計補正予算(第９回)でございます。

平成２８年度松前町の一般会計補正予算(第９回)は、次に定めるところによろうとする

ものでございます。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４

４万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億９千７８６万８千円

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

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

による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。３款１項３目老人福祉費で、２３５万８千円の増額計上です。１１節老

人福祉施設管理消耗品費として、２万１千円の増額計上です。これは、蛍光管などの消耗

品が火災により使用できなくなったため、その補充のための費用計上分でございます。ま

た、修繕料と致しまして、２０７万２千円の増額計上です。これは、火災被害により和室

部分について緊急を要したことから、畳の取り替えや内装の修繕に関わる費用の計上分で

ございます。なお、事業概要につきましては、末尾の参考資料に掲げておりますのでご参

照願います。

次に、１８節老人福祉施設管理備品購入費と致しまして、２６万５千円の増額計上です。

これは、火災被害により、業務用掃除機やポータブル石油ストーブ、更には防炎カーペッ

トの購入費用の計上分でございます。

８ページでございます。９款１項２目災害対策費で、９万１千円の増額計上です。１８

節災害対策備品購入費として、９万１千円の増額計上です。これは、避難所用テレビが火

災被害により使用不能となったことから、新たに購入費用としての計上分でございます。

なお、この火災による修繕、改修につきましては、年末年始が重なったところでございま

すけれども、平成２９年の２月６日に完了をしているところでございます。

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、２４４万９千円の増額計上

です。これは、歳出財源に対応するための計上分でございます。
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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５３億９千５４１万

９千円、これに補正額２４４万９千円を増額補正致しまして、補正後の額を５３億９千７

８６万８千円に致したところでございます。

次に、３ページです。歳出でございます。歳出につきましても補正前の額に２４４万９

千円を増額補正致しまして、補正後の額を５３億９千７８６万８千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。

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。

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しました。

◎平成２９年度町政執行方針及び平成２９年度教育執行方針

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、平成２９年度町政執行方針及び平成２９年度教育行政執

行方針を議題と致します。

町長の発言を許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

平成２９年第１回定例会の開会にあたり、町政執行への所信を申し上げます。

平成２８年４月３日に執行されました松前町長選挙におきまして、町民の皆様から「町

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

く使命を担うことの責任の重さを痛感しながら町政運営に向き合い、「こころ豊かなまち

づくりを町民とともに」を基本姿勢として、その実現のために取り組んでまいりました。

町議会議員の皆様並びに町民の皆様の深いご理解とご協力をいただきましたことに、心か

ら感謝申し上げます。

我が国の経済状況は、内閣府が公表した１月の月例経済報告によると、「景気は、一部

に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。先行きについては、雇用・

所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期

待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があ

る。」となっております。

平成２９年度の国の予算編成については、持続的な経済成長と一億総活躍社会の実現を

掲げ、平成２８年度第３次補正予算と合わせて、総合的かつ大胆な経済対策を講ずること

としており、本格的な事業展開を迎えた地方創生についても、地方公共団体での先導的な

取り組みを強力に推進する役割が期待されております。

松前町においても、人口減少や少子高齢化などの構造的課題に対処するため、国の取り
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組みと基調を合わせて、一億総活躍社会の実現と、松前町創生総合戦略に掲げる目標達成

を目指し、全力で取り組む覚悟であります。

総合計画については、平成３０年度から始まる次期総合計画の策定に向け、松前町創生

総合戦略委員との意見交換や松前町総合計画審議会の答申を踏まえ、取り組みを進めてま

いります。

中長期的な観点から、地域の実情に応じ、自主性、主体性を最大限発揮し、「こころ豊

かなまちづくりを町民とともに」を基本姿勢とした予算編成に配慮したところであります。

ここに、平成２９年度の予算編成にあたり、主な施策の内容について、総合計画に掲げ

る基本計画に沿って申し上げます。

なお、学校教育、社会教育及び文化財等については、総合教育会議において協議を済ま

せておりますので、教育行政執行方針において申し上げます。

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

水産業については、水産センターにおいてコンブ養殖、ナマコ放流やホヤ養殖試験のた

めの種苗生産を推進するとともに、漁業者が主体的に実施している増養殖事業、更には、

漁港を利用した新たな増養殖事業の推進にも取り組んでまいります。

また、漁協の直接加工による付加価値販売や高鮮度出荷、荷捌施設の衛生改善対策にも

支援してまいります。

更には、３年間取り組んだ漁船漁業支援に代わり、磯根資源や一本釣漁業の生産の底上

げを目指し、３トン未満の漁船階層に対して、老朽設備の更新や操業の効率化を図るため、

機器類の更新などに支援してまいります。

漁港整備については、老朽漁港の機能保全計画の策定が整った漁港から、順次、整備改

善が進められる予定であることから、今後も北海道などに整備要望を継続してまいります。

スルメ加工業は、当町で最も雇用の多い産業であります。安定した原料の確保ができる

ことを念願するとともに、引き続き消費拡大への支援やイカ残滓処理対策について、関係

者と連携を図ってまいります。

また、水産加工業の経営改善や、経営改善及び経営の安定化に対する支援や外国人研修

生の受け入れなど、労働力確保の方策について検討してまいります。

畜産業については、優良繁殖牛購入補助事業の実施や伝染病に対する防疫思想を高揚さ

せ、繁殖経営の安定に繋がるよう支援してまいります。

また、子牛価格が高値安定している現状を好機と捉えて、新規着業者を増やすために農

業系の大学等と提携した中で、研修生の受け入れを積極的に実施するとともに、町営牧場

の利活用と牛以外の事業展開についても調査研究を進めてまいります。

更には、本年度から「新規就農」、「繁殖センター」、「既存農家所得向上」の三つを

テーマとして調査し、繁殖センターの建設等に向けて取り組んでまいります。

畑作農業については、安心、安全な低農薬野菜づくりに励む農家の指導や自家消費中心

の営農者などに支援してまいります。

また、高床型水耕栽培による周年計画生産や、企業と提携しての薬草等の契約生産販売

の実現に向けた調査をしてまいります。

次に、観光についてです。

本年、松前さくらまつりが第７０回の節目を迎え、町民の皆様とともにお祝いし、とも

に楽しめるよう、町をあげて支援してまいります。更には、北海道新幹線開業２年目の恩

恵を十分に享受できるよう、観光振興の充実により滞在時間の延長を促進し、交流人口の

増加と、町内における雇用の確保及び経済活動の活性化に努めてまいります。
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また、各種イベントに積極的に参画し、これまで以上にグルメや観光のＰＲに努めてま

いります。

松前温泉休養センター、松前藩屋敷、北前船記念公園総合管理施設「道の駅 北前船松

前」については、指定管理において、利用者などの意見を取り入れながらサービスの向上

に努めております。これらの施設については、施設の修繕、設備の更新など、安全に配慮

し、円滑な運営に一層努めてまいります。

商工業の振興については、商工業者経営改善等支援補助金により、事業者の投資及び経

営改善意欲の向上が図られていることから、引き続き実施するとともに、商工会の運営の

基盤強化を図り、商工業の活性化を進めるため支援してまいります。

次に、労働についてです。

松前町就職サポートセンターでは、求人情報の提供や就職相談を実施しており、今後も

地元出身者が経営する企業の情報提供などを通じて、雇用先の確保に努めてまいります。

移住定住推進事業については、短期滞在者を迎え入れるため準備を進めてきましたので、

その対応に意を尽くし、本年度は東京、大阪等での移住事業のＰＲにも努めてまいります。

なお、移住生活体験住宅の整備については、補正予算で対応してまいります。

二つ目は、「自然を愛する美しい町」を目指す取り組みについてです。

ごみの減量化については、古紙類の集団回収等リサイクル運動の促進や資源ゴミの分別

意識の更なる向上を図り、町内会などの協力を得ながら、町民全体で取り組んでいけるよ

う、広報広聴活動を進めてまいります。

また、各町内会等と連携し、クリーン作戦や花いっぱい運動、更には、ゴミの不法投棄

防止対策に引き続き取り組んでまいります。

松前公園は、将来に向けて公園整備を進めるため、「松前公園整備計画（基本構想）」

に基づく公園用地の拡充について、予定する用地の購入を行い、今後の方向性を検討して

まいります。

また、公園管理にあたっては、桜の管理マニュアルに基づき、桜の保護、保存、管理に

努めてまいります。施設整備では、西館地区の公衆トイレ浄化槽の改修を進めてまいりま

す。なお、用地の購入及び浄化槽の改修工事は、補正予算で対応してまいります。

林業については、公共建築物への地域材活用とともに、森林資源の循環利用による地域

の森林整備の促進と林業、木材産業の活性化を図ってまいります。更に、地域材の使用量

に応じた建築費の一部助成事業につきましては、町民からの要望が増加していることから、

継続して取り組んでまいります。

三つ目は、「若い力を育てる明るい町」を目指す取り組みについてです。

子育て支援事業として、松前っ子誕生祝金支給事業を引き続き実施するとともに、安心

して子育てができるように、乳幼児から高校生までの医療費の無料化を継続してまいりま

す。

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

てです。

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

は、唐津工区の延伸に向け、平成３０年度までに松前小学校入口付近までの用地購入と物

件補償を行い、引き続き道路工事を実施する計画で進められております。

町として、早期完成を目指し、歴まち商店街組合や各関係機関と連携しながら、北海道

への要望活動を継続してまいります。

平成２８年に設置された「北前船寄港地日本遺産登録推進協議会」において、当町を含
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む全国１１自治体により、文化庁が実施する日本遺産登録認定の申請が代表自治体である

山形県酒田市から提出され、４月の結果発表に期待しているところであります。

五つ目は、「互いに仲良く助け合う平和な町」を目指す取り組みについてです。

はじめに、町立松前病院についてです。

人口の減少や高齢化が進み、近隣の大きな病院までの移動に時間を要するこの松前町に

おいて、将来にわたって持続できるように取り組んでまいります。

常勤医師の確保については、喫緊の課題であることから、最優先事項として取り組んで

いるところであり、このたび北海道から自治医科大学を卒業された医師１名を１年間の期

限付きで派遣を受けられることになり、４月からは常勤医師５名の体制が整うこととなり

ました。

また、今後も常勤医師の確保に努めるとともに、近隣病院とも良好な関係を維持し、医

療体制の確立を図ってまいります。

町として、町立松前病院を支援するため、平成２８年度から４年間で総額１億２千８０

０万円の支援をしてまいります。これは、不採算地区病院に位置付けられている町立松前

病院に対し、地域で必要とされる医療を継続して提供できる体制を整えるための事業であ

り、期間を限定し、集中的に支援するものであります。

地方独立行政法人化への経営形態の見直しと改築については、引き続き中断させていた

だき、安定した運営体制が確立された後に検討してまいります。

病院運営については、今後も病院長と連携し、地域医療の充実に向けて取り組んでまい

ります。

健康づくり事業については、健康に関する正しい知識の普及や適切な保健指導に取り組

むほか、町民の健康増進が図られ、発病が予防されるよう、がん対策や生活習慣病予防、

重症化予防の取り組みを推進してまいります。

各種検診に対する支援については、胃がん等の予防のため、新たにヘリコバクターピロ

リ菌検査の無料化を図るほか、引き続き各種がん検診、脳ドック検診などへの助成を行い、

疾病予防及び早期発見、早期治療に努めてまいります。

予防接種事業については、乳幼児を含め、適切に実施できるよう取り組んでまいります。

介護保険事業については、平成３０年から３２年までの次期松前町介護保険事業計画の

策定に向けて取り組んでまいります。

特に今回の計画策定においては、平成３０年からの第７次医療計画と同時改訂となるこ

とから、医療と介護の連携を図りながら、平成３７年度目標の「地域包括ケアシステムの

構築」を目指すことが、計画策定にあたっての重要課題であります。

新たな計画の策定にあたっては、関係者の意見を拝聴しながら取り組んでまいります。

「介護予防・日常生活総合支援事業」については、本年度からスタートしてまいります。

これまで介護保険の予防給付で実施されておりました、予防訪問介護・予防通所介護の

サービスについては、地域支援事業へ移行され、町の事業として実施してまいります。

介護予防サービスを利用していた方へのサービス向上と高齢者の方々が住み慣れた地域

で生活を継続できるよう、介護予防や生活支援活動など、新しい総合支援事業の充実に取

り組んでまいります。

障がい者支援については、「障害者総合支援法」に基づき、必要な障害者福祉サービス

の提供や地域生活支援事業を実施してまいります。

高齢者支援については、高齢者の異変等を発見した際に、町、地域住民及び事業所、関

係機関等が連携して、迅速に対応できる体制を構築することにより、高齢者が住み慣れた
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地域で安心して生活できるよう支援してまいります。

国民健康保険事業については、持続可能な医療制度を構築するため、平成３０年度から

は、都道府県が財政運営の責任主体となる都道府県単位化が決定しております。

この都道府県単位化の円滑な移行に向けて準備を進めていくとともに、引き続き特定健

診、特定保健指導の推進や医療費の適正化、保険税収納率の向上に努めてまいります。

後期高齢者医療制度については、今後も北海道後期高齢者医療広域連合と連携を図りな

がら、被保険者が安心して医療が受けられる保険財政の運営に努めてまいります。

次に、生活環境についてです。

地域の安心、安全に寄与するため、各町内会が維持管理する街路灯の電気料金に対して、

本年度も補助してまいります。

また、各町内会が設置している街路灯のＬＥＤ化については、本年度で完了する予定で

あります。

放置された空家等が、町民の安心、安全な暮らしに悪影響を及ぼしていることに鑑み、

「地域における安心安全なまちづくりと連携した空家対策の推進」を基本理念とする「松

前町空家等対策計画」を策定し、除却費用補助等の具体的な支援対策を検討してまいりま

す。

交通安全対策については、引き続き関係機関、関係団体と連携を密にしながら街頭啓発

やパトライト作戦など、町民参加型の交通安全運動を展開し、交通安全に対する意識の高

揚を図ってまいります。

公共交通については、大漁くんバスが本格運行してから２年が経過し、平成２７年１０

月から平成２８年９月までの利用者数は６万人を超え、町内移動の利便性が図られている

ことから、引き続き持続的な運行に努めてまいります。本年度は、以前から要望があった

建石地区の「町営団地前バス停」に待合所を整備してまいります。

次に、道路、河川、橋りょうの整備についてです。

町道については、町道原口線、町道江良上町１１号線、町道大磯２号線など８路線の改

良工事を予定しております。

河川については、上川無名川、白神川の河川、白神の改良工事を予定しており、橋りょ

うについては、昨年度に引き続き大沢橋の架け替えを進め、本年度中の完成を目指してま

いります。

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

故の防止に万全を期してまいります。

地域高規格道路建設については、平成２８年１１月に町内の１９団体より整備促進の要

請があったことから、これらの団体とも連携し、松前半島道路建設促進期成会において、

継続して国土交通省など関係機関に対し、要請活動を実施してまいります。

町営住宅については、松前町公営住宅等長寿命化計画に基づき、豊岡地区１棟４戸の建

て替えを補正予算で対応してまいります。

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

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

一層効果的、効率的な事業運営を努めてまいります。

館浜集会施設については、用地測量と実施設計を行い、本年度中の完成を目指し、建設

工事費を補正予算で対応してまいります。

次に、防災についてです。

現在、北海道から公表された新たな日本海沿岸の津波浸水想定に基づく「津波ハザード
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マップ」と、これまでに北海道が指定した土砂災害警戒区域に基づく「土砂災害ハザード

マップ」を作成しておりますが、完成後に町広報を通じて町民への周知を図るとともに、

早い時期に各地域での説明会を開催してまいります。

また、防災行政無線更新工事については、本年度から２ヶ年で実施する予定でありまし

たが、より良い財源を模索するため、１年延期することと致します。

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

げます。

町税については、就業人口の減少により、総所得金額の増加が見込めず大変厳しい状況

にあります。

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

処分を実施しながら、歳入の確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

税外収入の収入未済額については、債権管理条例や行政サービスを制限する条例の規定

を適用し、歳入の確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

国の経済は、緩やかな回復基調が続いているとされておりますが、消費税率引き上げ延

期以降、個人消費の低迷が見られることから、地方消費税交付金の減額を見込んでおりま

す。また、歳入の大宗を占める地方交付税については、国の総枠で２．２％の減額となっ

ており、厳しい財政状況であります。

このことにより、財政収支の均衡を図るため、財政調整基金を編入し、予算を編成した

ところであります。

町債の発行については、基本的に地方交付税で元利償還金の多くが措置される、有利な

過疎対策事業債を活用してまいります。

また、町債発行の数年後から元利償還が発生し、公債費が増嵩することを十分認識のう

え、推計を精査しながら将来に過度の負担がかからないよう留意してまいります。

次に、ふるさと松前応援寄附金についてです。

全国の多くの自治体が、ふるさと納税を取り扱うホームページを活用し、寄附者の利便

性を図りながら、ふるさと納税の受入額を増加させております。

松前町においても、更なる地域経済の活性化が図られるよう、このホームページを活用

する方向で検討してまいります。

結びに、地方交付税の算定方法の見直しなど、今後の見通しはきわめて不透明でありま

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

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

る財政運営に意を尽くしてまいりますので、町議会議員の皆様並びに町民の皆様の一層の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長の発言を許します。

教育長。

○教育長(宮島武司君) おはようございます。

平成２９年松前町議会第１回定例会の開会にあたり、教育委員会所管の教育行政執行に

関する主要な方針について申し上げます。

今日の社会は、急激な少子高齢化、グローバル化の進展及び情報通信技術の発展に伴い

激しく環境が変化する中にあって、国が進める一億総活躍社会の実現と松前町が持続的に

発展し、地方創生を実現するためには、地域の発展を支える教育の役割が益々重要となっ

ています。

社会が大きく変化する時代にあって、子ども達には、ふるさとに誇りを持ち、互いに支
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え合いながら、生涯にわたって、生き抜く力を身につけさせることが求められており、こ

うした期待に応えていくためには、教育に携わる全ての関係者がそれぞれの果たすべき役

割と責務を自覚し、子ども達が、新たな時代に対応できる、「知・徳・体」の調和のとれ

た成長を遂げていけるよう、子ども達の「生きる力」を地域全体で育んでいくことが、強

く求められています。

こうした中、学校、地域住民と保護者が一体となって学校の運営に取り組む、「地域と

ともにある学校（コミュニティ・スクール）」の制度を導入するため、本年度に準備委員

会を立ち上げて検討を進めてまいります。

教育指針条例の制定から９年目を迎え、先人への感謝の心を持ち、ふるさと松前に誇り

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

みを続けており、教育は、人づくり、地域づくりの基本であり、地域発展の礎であるとい

う理念を踏まえ、五つの教育指針の実現に向け、鋭意、取り組みを進めるとともに、松前

町の将来を担う子ども達に良好な教育環境と学習環境を確保し、提供してまいります。

はじめに、学校教育について申し上げます。

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

題となっており、各小中学校との連携を図りながら学力向上対策委員会が策定した学力向

上アクションプラン「ターゲット２９」に基づき、「教師の授業力向上」と生活リズムの

改善による「松前っ子３リズム」の完全定着を柱に基礎学力の向上に取り組んでまいりま

す。

また、松前町創生総合戦略の施策であります。「伸び伸びとした子どもの育成」のため、

習熟度の低い子どもへの個別支援を行う「学力向上支援員」及び障害を持っている子ども

の学習や学校生活をサポートする「特別教育支援員」を学校に配置してまいります。

国の「教育課程特例校制度」を活用した小学校及び中学校の書道教育については、これ

までの取り組みの成果と課題を踏まえ、指導内容の充実を図るとともに、小・中・高を通

した書道の一貫教育の下、書道教育推進会議や各学校と連携し、書の日常化を更に進めて

まいります。また、全道、全国書道展への出展や学校における公開授業及び公開研究会な

どを開催し、その取り組みを広く町内外に発信してまいります。

スタートから５年目となる「ふるさと学習」については、昨年度ふるさと読本を改訂し、

各学校に配布しました。

新しい「ふるさと読本」を活用した授業を推進するとともに、「ふるさと応援団」の方

々のご協力をいただきながら、町の自然や歴史の学習及び産業などの体験や町民との交流

を実践し、郷土を愛する心を育てることのできる町独自の学習を進めてまいります。

また、児童生徒の体力は、平成２８年度全国体力・運動能力調査結果の体力合計点にお

いて、概ね全道の平均数値を上回りましたが、全国と比べると若干下回っていることから、

各学校毎に種目毎の目標を設定し、体育授業のほか休み時間などを利用し、体力及び運動

能力の向上を図ってまいります。

平成２７年度に、新生松前中学校のスタートと同時に情報化社会に対応するＩＣＴ機器

を活用した教育環境が整えられました。また、昨年度には、各小学校にもＩＣＴ機器等が

導入されましたので、本年度からは、小中学校を通したＩＣＴ教育を推進してまいります。

学校施設は、子ども達の学習、生活の場であるとともに、災害時には、避難場所として

も重要な役割を果たすことから、その安全性、機能性の確保が不可欠でありますので、老

朽化対策や安全、安心な教育環境の整備を進めてまいります。

本年度は、松城小学校の石綿含有煙突の改修を含む給排水暖房設備の改修の外、松前中
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学校のグラウンドについては、天然芝の野球場と人工芝のサッカー場等の整備するため、

全面改修を進めてまいります。

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

教育」を三つの柱とする教育を進めており、海外から日本に留学している高校生を松前高

校に招聘しての国際交流教育活動事業への支援、通学定期券購入費、下宿費及び見学研修

旅行費に対する補助を継続してまいります。

また、昨年度に引き続き、生徒が卒業後に希望どおりの進路を実現するための対策とし

て開設される進学サテライン講座、公務員対策講座の運営費及び受験する全ての生徒を対

象にした各種資格取得に要する経費に対する補助を継続して行い、保護者の負担軽減と松

前高校の魅力ある学校づくりを支援してまいります。

奨学資金の貸し付けについては、貸付金額の増額や償還債務の免除規定などの内容が昨

年度において充実されたことから、保護者等に対して貸付内容の説明と周知を図り、利用

者の増加に努めてまいります。

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

生がパスツール高校生と交流を図る大切な事業でありますが、フランス国の情勢等に注視

しながら、保護者の方々のご意見を参考に松前高校と協議してまいります。

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

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

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

ため、学校、家庭、地域、行政が連携し、それぞれが役割等に基づき、主体的にかつ協働

して、いじめの早期発見、早期解決に努めてまいります。

次に、学校給食について申し上げます。

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

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

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

食に対する意識啓発や給食指導の充実に努めてまいります。

新しい学校給食センターでは、週４日の米飯給食の実施により、残飯率が大幅に低下し

ており、地元を含めた道南の食材を利用した献立の見直し等を行い、児童生徒に栄養バラ

ンスのとれた美味しい給食が提供できるよう努めてまいります。

また、給食費の未納対策については、就学援助制度の活用などについて、保護者への周

知を徹底するとともに、学校との連携を更に図りながら、着実に取り組みを進めてまいり

ます。

次に、社会教育について申し上げます。

近年、少子高齢化の進行や人口減少により、生活や家庭環境が大きく変わり、各種団体

やサークルにおける活動者の減少や後継者不足が課題となっており、更に、家庭や地域の

教育力の低下が指摘される中、地域全体で子ども達の成長を支える子育てと学びの環境づ

くりが求められています。

子育てや家庭教育をサポートする的確な情報を提供するため、「子育て応援セミナー」

を引き続き開催してまいります。

また、未就学児を対象とした異文化交流体験事業として、英語による童話の読み聞かせ

や手遊び等を実施し、親子で楽しみながら異文化に触れ学習することができる、国際的な

感性を自然に育むための環境づくりに取り組んでまいります。

自然体験型の親子のふれあいをテーマとした「離島小島体験事業」については、小学校
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高学年を対象に昨年度から実施しており、北海道最南端の地、離島小島において、故郷松

前の自然と漁業の歴史を親子で一緒に学ぶことができ、保護者の方を含め、参加者に好評

を得ておりますので、継続して取り組んでまいります。

姉妹都市交流事業は、小学校６年生を対象に愛媛県松前町（まさきちょう）と、そして

中学生を対象に福島県伊達市梁川中学校と実施しており、それぞれの気候、風土の違いや

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

ため、交流事業を継続して取り組んでまいります。

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

青少年を取り巻く環境が憂慮される状況にあります。このため、地域全体で青少年の非行

防止と健全育成に取り組むことが求められておりますので、松前町青少年健全育成連絡協

議会など関係機関と連携を密にしながら、ネット・トラブルの未然防止や、「あいさつ運

動」「少年の主張大会」の開催に取り組んでまいります。

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

かな生活をおくれるような「楽しく集まることができる場所づくりと健康づくり」をテー

マとして、多くの方々に参加していただけるよう、創意工夫に取り組んでまいります。

町立図書館については、現在、民間委託により運営しており、乳児と保護者を対象とし

たブックスタート事業、乳幼児、小学生を対象とした読み聞かせ事業、高齢者などへの宅

配サービス事業や各学校図書室との連携による各種事業を、利用者の趣向に配慮しながら、

充実した図書館運営を実施してまいります。

また、昨年度、町内で図書に携わる方々によって策定された「子ども読書推進計画」に

基づいて児童生徒等の読書活動の推進に努めてまいります。

次に、文化・スポーツについて申し上げます。

町民総合センターを拠点に、サークルや団体が毎日のように自主的な文化活動を行って

おります。発表や交流の場としての町文化祭や各地区での芸能祭には、各団体等と連携を

取りながら町民の文化活動の促進に努め、子ども達や町民の方々が参加する文化活動を継

続して支援するとともに、各種文化活動の継承に取り組んでまいります。

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

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

フォーマンス」をはじめ、「子ども書道塾」や「マグロまつりでの書道推進事業」「金子

鷗亭記念・児童生徒書き初め席書大会」等の各種事業を実施し、優秀作品の町内展示など

を通して、「書のまち松前」の一層のＰＲと情報発信に努めてまいります。

スポーツは、町民の体力向上や健康の保持増進に欠かせないものであり、地域づくりや

町づくりに大きな役割を果たしております。

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

年団活動を継続して支援するとともに、各小学校で実践している「なわとび」については、

一般参加者を含めた「町民なわとび大会」を開催し、子ども達がスポーツに親しむ機会の

充実に努めてまいります。

また、関係団体や町長部局との連携を図り、参加者の健康づくり意識を高めながら、誰

もが参加しやすい環境づくりに努めるとともに、パークゴルフ協会が主催する各種大会へ

の運営協力をはじめ、その他町内の一般スポーツ団体等の活動のサポートや他町とのスポ

ーツ交流などを通して、町民の方々の体力づくりを支援してまいります。

最後に、文化財の保存・活用について申し上げます。

国指定史跡「松前氏城跡福山城跡」については、平成８年度に策定した第二次保存管理
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計画(２０ヶ年)が平成２８年度で終了するため、新たに策定した平成２９年度からの「第

三次保存活用計画(１０ヶ年)」に基づき整備を進めてまいります。

本年度は、福山城築城当時の法面の復元に向けて、引き続き、旧太田病院跡地遺構確認

調査を行い、法面の整備を実施してまいります。

また、復興天守の整備については、これまでに町民の意向調査も終え、一定の方向性が

見えてきました。今後、文化庁の考え方などを視野に入れ、関係機関等と十分な情報交換

及び協議し、松前町と北海道の歴史の象徴である福山城天守の整備に向け取り組んでまい

ります。

昨年１０月の暴風雨により被災した土塀の修理については、文化庁と協議の結果、現状

復旧が原則でありますが、暴風雪に耐えられる工法の検討が必要とのことから、本年度は、

史跡福山城保存整備検討委員会において、工法等について検討、協議してまいります。

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

よる講習会の開催や文化財を活用した学校への「出前講座」のほか、ふるさとの学習の場

なども活用しながら、後継者の育成に努めてまいります。

以上、平成２９年度の松前町教育行政執行方針について申し上げましたが、教育委員会

と致しましては、松前の子ども達一人一人が、ふるさと松前に誇りと愛着を持ち、未来に

向かってたくましく成長していくことができるよう、各教育委員ともども全力を尽くして

まいりますので、議員の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ

ます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時５１分)

(再開 午前１１時０８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

これより平成２９年度町政執行方針及び平成２９年度教育行政執行方針に対する質疑を

行います。

質疑ありませんか。

６番。

○６番(堺繁光君) 一般質問する程のものでもないので、行政執行方針について、少しお

話をさせていただきます。執行方針の３ページなんですけども、漁業整備に、漁港整備に

ついてをちょっと聞きたいところがございますんで、質問致します。

町長は、漁港整備については、老朽漁港の機能保全計画の策定が整ったと、順次、整備

改善が進められていく予定であるというふうに今回述べられております。いろんなことで

もって北海道に整備要望継続していくっていうことですので、ちょっと聞きたいと思いま

す。その中にはですね、漁港の蓄養なり、養殖なりをするような漁港の整備なども入って

おられるんでしょうか。ということはですね、この確か暮れだったと思うんです。国と道

がこの道南の町村の港に対して利用変更って言いますか、漁港でなく、漁港を利用した蓄

養なり、養殖なりにする計画があれば支援しますよって話が新聞等なり、なんか載ったよ

うな記憶がありました。なんせここの町は、ただ捕る一本槍の漁業ですので、今現在、魚

もあんまり捕れなく、漁業者の生活も大変な今状況でございます。であればこそ、この国、

道がそういう施策をとったんであれば、それを利用して何とか漁業者の支援に回せないも

のかなと、そのような感じがしましたんで、こんな話をしてます。
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この話はですね、私、１８年の９月議会と１９年の１２月議会、前の町長であります前

田町長に対しても質問した記憶がございます。ただ、それからその話が、まあ、尻すぼみ

って言うんですか、どうなったのかなってことも踏まえて質問させてもらってるわけです

けども、松前町に１３個ぐらいなんか港がある、大小合わせて。しかし、その港を見る限

りでは、本当に船の数がまばらで、ああ、もったいないな、何とかこれ利用できないのか

なって、もういつもそう心傷めている一人でございます。

しかしながら、なかなかその整備っていうのは、漁業者の考えと、漁協の考えがマッチ

しなかったりして、利用促進ができてこれなかったと。そういうふうに感じておりました。

であればこそ、今年、昨年の暮れにそういう国、道なりがそういう施策するよって話があ

るもんですから、これを利用しなければならない、そういう次期にあるのではないかなっ

て、そう感じたもんですから、町長がそのことに関しまして、どのような気構えでおられ

るのか、質問致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 堺議員から、漁港の利用についてのお尋ねがあったわけであります。

毎年のようにですね、今、松前町漁港期成会連合会の皆さんと北海道庁、更には北海道開

発局の方に漁港の整備の関係で要望を行動を起こしているところであります。今、現状で

言いますと、今も持ってる計画の中ではですね、議員言うような大胆に漁港を切り替える

というふうな、港形を切り替えるとか大きな計画はないわけであります。基本的には現行

の港を、どういうふうに港内の静穏域を利用するかというところでの要望活動をしてきて

いるところであります。今まで、従前からも港内の静穏域を利用した増養殖の取り組みを

進めてきたところであります。アワビの養殖、更にはホッケ長期蓄養、更には現在ナマコ

もやっております。そういうふうなところで、その漁港、確かに船も減っている状況であ

りまして、漁業者の方々もその方向に切り替え、考え方を切り替えてきているのが実態で

ありますし、今年度また新たにホッケの蓄養、着業したい業者、漁業者も出てきておりま

す。そういう状況の中で、本当に有効に漁港を使って、生産を上げていくという方に漁業

者自らもそういう方向転換の方に今、切り替わってきているということは間違いない状況

だというふうに思っています。

本当にこの漁港、有効に利用致しまして、生産を、所得を上げていけるような方策を支

援してまいりたいというふうに思っております。

ただ、今、いろいろ北海道と要望しておりますけども、今、大沢地区の漁港でですね、

平成３０年度に海水の、要は港内の海水交換ができるような、防波堤の海水部分を空洞化

させて海水交流、交換させるようなことも考えているところであります。有効に漁港の静

穏域を利用して、利用して生産を上げていきたいというふうに思っているところでありま

すし、漁業協同組合の方とも連携をとりながら進めてまいりたいというふうに思っている

ところであります。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) 今、町長から前向きな考え方を聞きましたけども、私は、１８年の年

に一般質問する前に、土現ですか、開建ですか、そっちにちょっと足を運んで聞いたこと

があるんですよ。将来おそらく蓄養なり、養殖なりをしなきゃここの漁業成り立っていき

ませんねってことで、ちょっと聞いてみたら、やあや、堺さん、あんた来る場所でないっ

ていうような話されました。なぜならば、あなたよりも当事者、漁業者、組合、自治体、

その方々が本気でやる気で来たんであれば、我々動かないわけにはいかないんだと。その

ときには、漁港の海水温ですか、海水温を変えれる、ケーソン、スポッと抜いて、水を入



- 19 -

れ替えるという話までも出てました。そういうこともちゃんとできますよって話もあった

んですけども、まして、前の町長にその質問はしたんですけれど、努力はしてみますって

形で終わったんですよ。今現在、漁業者の人方も後継者がいない、後継者がいないから、

ずんずん今もう辞めていく人が多いんですけど。私に言わせれば、後継者は自分の子ども

でなくても、町内で漁業を営む人方がそれぞれが後継者だと思ってね、みんなが自分の技

術をやっぱり伝達していかなければならないもんでないかなと思います。

今まで、きっとおそらく漁業者は各々の方々が全体に自分の技術をね、波及させてはい

なかったのかなと。そして、それぞれの方々が協力して一つのものを達するというその気

持ちも少し少なかったのかなと思います。なぜならば、足を引っ張るという人の方が多か

ったもんですから、漁業者は。今はそういう時代でなくて、みんなで協力してやっぱり一

つのものを作っていく。その形の中でこの漁港の利用っていうのはね、欠かせないものか

なと、このように感じたものですから、今回このような質問をさせていただきました。町

長の今のそのお考えが達成できるように、私達も協力していきますんで、頑張ってやって

続けていってほしいなと思います。終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

１番。

○１番(飯田幸仁君) 三つほどございまして、まず最初は５ページ目なんですけども、労

働についてです。それと、６ページの子育て支援としてというところ、それともう一つは

１２ページ目の防災です。まず最初に５ページ目なんですが、労働について、就職サポー

トセンターではという云々が３行ほどありますが、労働について、３行だとなんか少なす

ぎるような気が致しまして、実際にはパート、アルバイトの就業が多くて、やはり松前の

人口減を考えるのであれば、なるべく社員と言いますか、世帯を養える労働について、も

う少し具体的に真剣に考えていただければなと思いました。これについて、ちょっとまた

回答いただきたいと思います。

続きまして６ページなんですが、やはり子育て事業も３行で終わってしまってますので、

もう少し具体的にどういったことをしたらいいのかというのを教えていただきたいと思い

ます。

あと、１２ページ目につきましては、防災なんですが、ハザードマップ、津波ハザード

マップですとか、行政無線、あと土砂災害ハザードマップなどを作成というふうな予定に

なっておりますが、それよりも、役場の今の場所が津波が来た場合に多分壊滅してしまう

可能性があるので、役場の位置ですとか、そういったものも検討していただいて、希望は

やっぱり高台だと思いますので、新築するのではなくて、既存の高台にある建物なども考

慮して、今後の役場の場所なども行政執行って言いますか、長期的考えをもっていただき

たいのですが、そこの三つについて質問したいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、５ページの就職サポートセンターの３行で寂しいというふう

なことであります。決して寂しいという状況じゃなくてですね、どういうふうな情報を提

供したらいいのか、町内の就職する就労環境もありますし、いろんな情報、最大限提供で

きるような体制ではいるわけでありますけども、どういうふうにしたら充実できるのか、

ちょっと職員と相談させていただきたいというふうに思っております。

それから、子育ての部分であります。いろいろ、子育て支援するためにいろいろ政策を

うってきているところであります。ここはご理解いただきたいというふうに思いますし、

これからも松前町の財産でありますから、子育て支援は積極的に推進してまいりたいとい
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うふうに思ってますし、３行だというふうなご指摘であります。来年、４行なれるように

職員と検討していきたいというふうに思ってます。

それから、防災ハザードの関係で、役場の庁舎のお話がございました。大変タイムリー

なお尋ねでありまして、今、国の方も緊急防災対策ということで、やっぱり災害時におけ

る役場の存在っていうのは、本当に一番中枢になるわけですから、お国の方も役場建て替

えする場合はお金出しますよというふうにシフトをしてきているところであります。ただ、

突然今、国から提案されても、まずこの役場、例えば高台に移すということにしても、相

当なエネルギー使いますし、住民の理解なければできないわけでありますので、ここはち

ょっと議員の質問はタイムリーなんですけど、我が町にとって、国から示された役場建て

るのもお金出しますよというのも、今はちょっと受け入れる状況ではないなというふうに

思ってます。ただ、基本的に今の役場の状態を申しますと、この沢の状況、後ろに、町長

室の後ろには川がある、その川の一番近くに町長が座ってるわけでありますんで、津波来

れば町長がいなくなって、副町長がいなくなる、そういう場所に座っておりますので、議

員のご指摘は十分理解しているところであります。これからのまちづくりの観点からいく

と、役場の移転っていう、庁舎の移転ってことは大きな、重要な課題だというふうに認識

しているところであります。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) お答えいただいてありがとうございました。５ページのですね、就

業についてなんですけども、実際に広報まつまえに折り込みで就業状況というのを拝見さ

せてもらいますと、町内に関してましてはパート、アルバイト、あと、例えば世帯を持っ

てる方は出稼ぎということで、いずれにしても松前町の中で長く生活できるような感じの

イメージを受けませんものでしたので、できることであれば、商工会、役場、そして他の

民間団体全部協力しあってですね、できることであれば、福利厚生のしっかりした、家族

を養えるような産業をつくるべく、一生懸命みんなで努力していきたいなというふうに感

じました。答弁はよろしいので、今のことを踏まえて、またこの三つ、ぜひとも前に進め

るようにしていただければと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 答弁はいいんですか。

他に。

２番。

○２番(沼山雄平君) 健康づくり事業に関して、一つだけお聞きしたいと思います。

今回、胃がんの対策としてピロリ菌の検診と無料化ということを導入していただきまし

た。がん対策としては一歩前進したなという感を強く深めております。大変にありがとう

ございます。そこで、まだがん対策はようやく一歩踏み出したところであります。がんの

中でも、特に、町長ここで触れてるがん対策や生活習慣病で述べられてるとおり、今の死

亡率高いのはまだ肺がん、胃がん、大腸がんがすごくまだ三大がんと言われているとおり

でございます。その意味では、胃がんだけ寄ることなく、今後のこの三大がんに対するが

ん対策は、町長はどのようなイメージを持たれているか、聞きたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) がんの死亡、肺がん、胃がん、大腸がんというふうなことはいろん

なマスメディアでも紹介をされているところであります。まず、町長と致しましてはです

ね、健康保険も抱えておりますし、やっぱり町民の健康っていうのは貴重なものだという

ふうに思っておりますので、町民の健康を保持するために、やっぱりたいぎだけども検診

を受けれるような、その環境づくりをしていければなというふうな思いで、今、職員と相
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談させていただいているところであります。まず、助成、検診助成するっていうふうな体

制づくりしてますけども、まだまだ受診率が上がってこない。状況はいかにあるのかとい

うふうなことも含めましてですね、職員と検討させてもらっているところであります。

病院も抱えてますし、それから国保の健康保健も抱えております。しかしながら、一番

大事なのは町民の健康だと思ってますので、健康を守るためにどんな政策がうてるのか、

ちょっと検討させて、今より一歩踏み込んだ体制ができるんであれば踏み込んでいきたい

というふうに思っておりますので、いい案があれば、まだお示しいただければというふう

に思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) １月にですね、国立函館病院の院長先生が、胃がんとピロリ菌の関

係に関して講演をいただきました。これは、健康推進課の方でも大変努力したものと思い

ます。そういった意味ではすごい人数集まりまして、当日胃がんの検診ということで、８

０名ですか、当日検診を受けたということで、中でも半分近くの方がピロリ菌を持ってい

るということでございました。やはり、健康推進課からの呼びかけだとか、それから町民、

或いは各地の健康推進委員に発信した情報量がすごく良かったんだと思います。そういっ

た意味では、今後のがん対策に関しては、やはり町民に対して適確な情報の提供が大事か

なと思います。そういった意味では、今後、年に数回なり、肺がん、大腸がん、胃がんっ

ていう講演を専門のドクターを呼んでいただきまして、がん対策への更なる充実を図れる

のではないかというふうに思うんですが、町長の考え、ちょっと聞か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) １年に数回の専門医による町民に対する講演をしてくれれば、町民

の意識も変わるというふうなご指摘だというふうに思います。検討に値するものだという

ふうに思いますので、検討させていただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番。

○５番(工藤松子君) すいません、言葉の意味のわかんないとこや、ちょっとしたことば

っかしなんで、ぜひお知らせ願えればと思います。

３ページにあります漁業の件で、付加価値販売や高鮮度出荷っちゅう部分で、この間、

テレビなんかでも船上にいて神経抜きなんてことは指導されてた漁師さん方、そういうの

が入っていたことがありました。松前において、付加価値販売ちゅうのは前田町長のとき

も低温出荷とかなんかってことで取り組まれていたちゅう記憶がありますが、高鮮度出荷、

具体的に取り組み、どのようなものがあって、どの程度普及されていますか。

それから、もう一つは、８ページの町立松前病院に支援４年間ってことで、そこに述べ

られておりますが、今まで交付税から来ているものだけが、確か病院の方へ渡っていて、

町からの支援ちゅうのはなかったように思います。それで、町長の計らいでこれから応援

するんだよっちゅう意気込みとは思いますが、どのような経緯で、まあ、４年ちゅうから

町長任期中っちゅう限定的なものだと思いますが、どういう気持ちが入っているか。すご

い、素晴らしいとは思うんですが、４年切れた後どうすんだろうと思ったり、そういうこ

とを感じましたので、ぜひお願いします。

それから、１１ページに一番下のところですが、松前町公営住宅等長寿命化計画、この

住宅が長寿命化とはいったいなんだろうって感じで、ちょっと言葉の意味がわかんなかっ

たもんですから、その３点、お願いします。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業の関係で、付加価値に対するお尋ねがありました。漁業者の方

々、自分で生産した魚、貝類はですね、きちんと鮮度保持のためにいろいろ工夫しており

まして、皆さんで取り組んで、本当に鮮度のいいものを出荷できるような体制づくりをし

てきているところであります。マグロ漁師の人が船上で締めて、活締めして、海水氷を使

いながら鮮度のいいものを出荷しております。それから、ホッケ、今、港の中でホッケを

蓄養養殖をして出荷してますけど、その漁業者の皆さんも海水氷という氷を使って、本当

に鮮度のいい、高いホッケを出荷しているところであります。函館に函太郎っていうお寿

司屋さんがあるんですが、時期的に松前産のホッケが一皿３００円で提供されてる。これ

は何を隠そう、やっぱり鮮度のいいものを出荷してるっていうことが、それに表れてきて

るんだなというふうに思っております。いろいろ、漁業者の方も考えながら、鮮度のいい

もの、それから付加価値を付けることに努力しておりますので、ここの部分はご理解いた

だきたいというふうに思います。

それから、病院に対してであります。本当に病院に対する交付税、今まで交付税、特別

交付税、普通交付税の部分、まあ、長い歴史の町の財政の中では、全額病院に繰り出して

いる時期もありましたし、本家本元の町長部局の方の町の財政が覚束ない部分におきまし

ては、全額交付税として病院に繰り出す、出せない時期もあったわけであります。幸い今

は全額出しておる状況であります。しかしながら、国の制度が不採算地区病院云々ってい

うふうなことで特別交付税が措置される、必ず措置される状況でもありませんし、その状

況によって見直しかけられる部分あるわけであります。そういうふうにならないように、

この１億２千８００万、これは４年間、私の、まあ、議員ご指摘のとおり任期中なんであ

ります。任期中のことしか私言えませんので、ですから、それは理解してほしいし、です

から安定した病院運営ができるように、改築についても当面中断という状況でありますの

で、病院の部分で補修する箇所も出てくるかというふうに思ってますので、その辺の町か

らの支援の部分については、病院長が運営しやすいような、利用しやすいような環境づく

りを進めてまいりたいというふうに思っているところであります。私、４年分しか責任あ

りませんので、そこはご理解いただきたいというふうに思います。

それから、公営住宅についてはですね、前建設課長してました副町長から説明させます

んで、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 建設課長が私からと言ったんですけど、なかなか出番がないんで、

この機会にぜひということで、私の方から答弁させていただきます。

公営住宅等の長寿命化計画と、なかなかどういう意味なんだということになろうかと思

います。人間の身体と同じでございまして、年数が経つとやはりあちこち悪いところも出

てくると。これは住宅等も同じでございまして、早めの検診、予防を講じることによって

健康で長生きさせると。これを住宅に考えた場合に、早めにそういう点検、そういう治す

ところ、傷んだところを早めに治すことによって、それまで４０年くらいしか使えなかっ

た住宅等を６０年使うようにしようとか。今、これ自体はですね、町営住宅だけではなく

て、橋りょう、道路、様々なハード部門でそういう計画のもとに、早め早めに手立てをす

ることによって長く使って、最終的な投資を少なくしようと、こういうことに基づいて計

画を作りまして、現在ではこれに則っての建て替え、そして改修を町営住宅については行

っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。
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１１番。

○１１番(西村健一君) 町長の執行方針の中で簡単な質問、質問って言いますかね、確認

になります。１１ページのところで、建石団地前バス停のところで、待合所のことを言わ

れておりました。確認ですが、私、あんまり自分の車でばっかり通ってるもんですからね、

バス停の箇所、あまりわからない、おぼろげに覚えてるんですけど、金村さんのところで

いいんですか、建石団地前バス停っていうのどこなんでしょうかね。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 建石のバス停の関係のお尋ねがございました。本当にいろんな要望

が長い間、町の方に、バス停の設置につきましては要望があったところでありまして、ま

た、利用者の方に大変ご不便をおかけしてきているのも実態であります。今、議員からご

指摘の場所につきましては、金村さんのところではなくて、松前から江良方面、原口方面

に行く、まずイエローグローブの前に１箇所、イエローグローブの前に１箇所とその逆、

松前方面に来る、クロネコヤマトのところに新しく建築したいと。往復１箇所ずつ設けて、

雨の時期とか冬期間の雪のときに大変不便かけてますので、１日も早くその辺は解消して

いきたいなというふうな思いで、２箇所の整備を考えているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) わかりました、ありがとうございます。

今の件につきましては、大変良かったなと思うんですが、その建てる場所、用地の確保

なんかについての心配はないんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 用地については、地権者ときちんと了承、了解いただきまして進め

ているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) すいません、一度に言えば良かったんですけど、教育行政執行方

針の関係で、高校教育、４ページから５ページにわたってのところですね。夢と文化を創

造して云々ありますけど、高校生の教育方針なんですが、三つの柱としておりますが、や

っぱり教育っていうのは、地域に根ざした教育方針が問われてることは昔からのことなん

ですが、その中で地域産業に根ざした教育はどうなのかっちゅうこと、思いもあったもん

ですから。ということは、いろいろと一次産業の関係でも申し上げたいところがあったん

ですが、漁業の他に農業、農業の分になりますと、私、農協の組合長という立場から、な

かなか言葉発することは控えておりましたんで。高校生にはですね、年に何回か、１、２

回でもいいんですよね。希望としては地域産業、今、農協、黒牛の元牛生産で大変北海道

の道内市場で好評を博して、わずか１２、３件の農家でありますけど、大変効果がありま

して、農家の経営も健全化されております。ですけど、後継者育成の悩み、新規産業の希

望してもなかなかという、そういう状態でありますので、高校生に地域のそうした優れた

産業の場に触れる機会を与えてやって、興味を持ってもらって、例えば書道の勉強もいい

んでしょうけど、牛の身体に触って、まあ、書道の筆は馬のしっぽ使ってますのでね、そ

ういう動物に触れることでね、畜産業にも興味を持ってもらっていただきたいなと。そう

いうことによって新規産業の芽が芽生えてくることも期待できるんで、何としてでもそう

いう地域の産業に根ざした教育のことも考えてもらいたいと思うんですよね。

今回の教育方針は２９年度の執行方針ということでありますけど、教育長の方で、今年

の、ここに表記されておりませんけど、もし、教育長の方でそういう計画も持ち合わして

あれば答えていただきたいなと、このように思っております。
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○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今の西村議員の方から、松前高校生の地元に根ざした産業と

触れ合いというふうなご質問いただきました。実は、松前町におきましても中学生、更に

高校生におきまして、地元の産業とのふれあいを求める機会を設けております。例えば、

松前中学校におきましては、毎年でございますけれども役場をはじめ、いろんな産業に実

際にそこにきて職場体験をしてもらうというのを実施しておりまして、具体的なお話をさ

せてもらいますと、中学校におきましては、役場、こども園、更に保育所、または教育委

員会で小島小学校とか。それから消防、更には病院、またさくら園、福祉的な関係、あと

は民間の会社ということでラルズマートや、また道の駅まつまえですか、更には温泉旅館

矢野、そして、ヤマト運輸、それから組合、更には小川建設と言いますか民間会社、それ

から、あとは自動車産業というふうに。更にまた高校におきましては、消防署、それから

これも同じ役場でございますけど、ただ、議員おっしゃるように、農協の関係は残念なが

ら、今回は入っていなかったところでございます。ただ、過去に実際に牧場に行ってです

ね、経験した、体験してもらった経緯ございますので、その辺、２年に１回とか実施して

いる経緯ございますんで、今のご意見をいただきながら数多くの松前、ふるさと松前町で

の地元就職もやはり検討していただくためにもですね、いろんなやはり職場経験をして、

将来自分の職というふうなものを見つけ出していただきたいなと思っておりますので、引

き続き、この部分につきましては力を入れてですね、中学校、高校への支援をしてまいり

たいと、そういうふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番。

○３番(福原英夫君) 議長、喜んだでしょ。

そんなにあれなんですけども、この執行方針を読まさしてもらいました。よく頑張って

まとめ上げて執行するんだなあということを感じましたけれども、ただ、文章だけで予算

がどうしても伴ってないなあという。それと、もう一つは、後継者であり、これからの展

開が見えなかったもんですから、そんな中でちょっといくつか質問さしてください。

３ページ、農林畜産、漁業の関係は僕、一般質問しますんでね、農林畜産の関係でこの

間、ある方から聞いたら、今年も随分１頭の牛の値段が高いよと。しかし、高いんだけれ

ども、今回統計概要見たんですけども、平成９年からのデータが出てあったんですけども、

年々やはり頭数が減ってるということ一つと、着業者が減少しているっていうことなんで

す。それで、どういうふうにこれを後継者づくりであり、これだけの高級牛として売れて

るもんですからね、生産性の規模を拡大してくのかなと。予算を見てもあんまりわからな

かったもんですからね、つかめなかったと言ったらいいんでしょうかね。そんなことで、

町長はどのようにお考えなのかなということなんです。

それと、農業についての、こう文章はわかりますけれども、いつも農業について予算の

ときに自分は質問してますけれども、具体的にそうするとこの文章によって表現している

こと、どのように松前町の農業を振興していくのかなというふうに考えたときに、農業の

予算があまり見えなかったということなんです。それと、松前で稲作をやっていて、細々

とやっていた上川の１件が今年でやめるようなことを言ってました。そうすると農業のデ

ータを見ても、ほとんどもう壊滅状態になってきてるもんですからね。それで、町長はこ

の４行の農業について、具体的にこれから考えて、今年１年間でまとめると思いますけれ

どもね、なんかこう考えがあったら具体的に教えて、答弁していただきたいなと。

それと、１０ページなんですけれども、空き家対策について、町長が文章化してました、
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してくれてました。それで、この空き家対策っていうのが、常任委員会でもとらえて、視

察も行ってまして、そして、早い段階で条例化して対応策を考えるということであったよ

うな記憶しておりました。それで、どのような内容でこの空き家対策を進めようとして、

条例化するのかなあと。その一端でもいいですから、答弁していただければなと。

ちょっとお待ちください。１１ページ、３回よりできませんのでね、逃げないでくださ

い。それで１１ページ、大漁くんバスの関係なんです。常にその都度質問しますけども、

２年間やってました。それで、６万人と、１人あたりの経費単価が結構大きいなっていう

ふうに思ってるもんですから、それで、そろそろ転換しなければならない時代に入ったか

なと。なぜかというと、高齢者が多くなってきたもんですから。それで、先程、こういう

ところに、こういうところに駐車して乗車できるようにしてくれっていう要望が多くなっ

てきてると思うんですよ。そんなことで、私としてはデマンド方式でありね、無くするっ

ていうこと駄目なんです、これは。だから、どういうふうに改善するのかということなん

です。そして、同じ経費、経費を軽減して、新しいシステムを導入してね、そして展開し

ていただきたいなと。それで、きめ細やかな、そして俗に言う玄関前までね、迎えに行く

ような、そういうようなことをしていかないと、足が悪くて車椅子だよとか、そういう人

達が多くなってきているはずですから。自分の上川でも足が悪くて大漁くんバス利用でき

ないからと、そういうふうな人達が多くなってきている、タクシーで通ってます。そんな

ことで、この見直しもどうかなと、どういうふうに考えているのかなあというふうに思い

ます。

あと、教育委員会一つだけ。教育委員会で、付箋はいっぱいしたんですけども、１０ペ

ージ、やはり教育長が一生懸命スタッフともんだもんですから、敬意を表して質問させて

ください。ここの１０ページの子ども達の運動、体力。自分も随分走りすぎて、汗をかき

すぎて、今ちょっと通風になって痛いんですけども、やはり、子ども達には、やはりなん

て言うんでしょうかね、エネルギー余ってるもんですからね。それで、今、松前でこの少

年団の関係なんですよ。組織はもうスポーツ少年団なくなったんでないかなと。それで、

そういう組織をもう一回立ち上げたらいいんでないかなということと、それと、この少年

団が、今、松前に何々があるかというと陸上少年団、サッカー少年団、野球少年団、バス

ケット、バレー、ね、もう一つなんだっけ、あとで教えて。それで、そうゆう地域ボラン

ティアで支えている人達に、予算化が見えないもんですから、どういうふうな支援をして

いくのかなあと。今まで支援してきたのかなと、今後ともどういうふうに支援していくの

かなと。やはり、大会に行くというとき、みんな個々人が車を持ち寄ってね、連れて行っ

たり、そうしてユニフォームっていうと結構大きいお金がかかるもんですからね。なんか

支援してあげれば、数少ない子ども達なもんですから。どうにかして健康で元気な子ども

達を松前から作りたいもんですからね。どういうふうに教育委員会としては、教育長が考

えているのか。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私には４点のお尋ねがありました。まずは畜産業の関係であります。

議員ご指摘のように、平成２７年の牛の販売の関係をご説明致しますと、平成２７年にお

いては２５７頭、それで販売額が１億５千１５９万７千円なんです。平成２８年、この１

２月までなんですが、２７５頭でいよいよ２億を突破しておりまして、２億８２４万７千

円の生産をしているわけであります。この１月、２月の市場の推移見ましても１頭１２０

万という値段のつく牛も出てきているわけでありまして、正しく松前の牛のブランド化が

されてきているというふうなことであります。一方、議員ご指摘のように後継者が育たな
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い状況もありますので、何としても松前から畜産の灯りを消さないように、町の政策をと

ていくべき、今、職員と検討させてもらっております。そして、今回の執行方針にも繁殖

センターということで表示してます。これ正式名称ではありません。先般の今年、４月、

今年度４月には新しく人工授精師を採用する予定でありまして、その人工授精師の所属、

卒業した農業系の大学ともいろいろ知恵も借りながら、連携をとりながら松前の農業のあ

り方についてもいろいろ、畜産ばかりじゃなくて、農業の部分についてもいろんな勉強さ

せていただきたいというふうな思いでおります。

この繁殖センターの内容、簡単に言わせてもらいますと、まず大学生みたいな研修生を

受け入れるような、これ繁殖センターっていうのはちょっと今私が考えているのは、町直

営の繁殖センターだというふうにご理解いただきたいと思うんですが、まずこの大学生な

どと研修生を受け入れる、それから後継者、更には新規就農者の確保というふうな部分。

更には、畜産業に経営に必要なための餌の管理、技術等々の知識を習得させるというふう

なことが、この繁殖センターという発想になってきているところでありまして、まずこの

松前から畜産の灯りを消さないということが大前提で進めているところであります。これ

をやることによって、少なくても後継者、或いは新規着業者が増えてくるというふうな予

想しておりまして、規模の拡大、所得の向上に少しでも繋がってほしいなというふうに思

っているところであります。

それから、もう１点は、今、漁業者の方にもですね、このことは情報提供させていただ

いております。海にばかりマグロはいないと、山にもマグロいるよって話はさせてもらっ

てるんです。ですから、安定して町でそういうふうな施設を構えるようになれば、漁業者

の方も、まあ、労力使う仕事ですけれども、単独じゃなくても協働でもそういうふうなア

イディアも出てくるような気してますので、まず今そういうところで後継者対策、或いは

新規着業に対する部分も考えてきているというふうなことでございます。

それから、農業についてであります。予算が見えないというふうな状況であります。今、

担当課といろいろ協議を進めさせていただいておりまして、既存の予算の中でまず調査に

踏み切っている状況であります。その環境が整えば本当に予算化できるような状況に持っ

て行きたい。水耕栽培でもありますし、先般の議会の一般質問でもありましたけども、薬

草の関係のお尋ね、質問も出ておりますので、そういうふうな部分も含めまして、今調査

をするという、してる状況でありますので、やがて予算化できればいいなというふうに思

って今、進めているところであります。

それから、空き家の対策についてであります。本当に町民の皆さんに安心と安全を与え

る意味では空き家の対策は不可欠だというふうに思っておりました。２９年度においては

いろんな情報をいただきながら、２９年度中に町民の皆さんに周知致して、３０年の当初

では予算組めるような状況に持って行きたい。今、その作業を進めているところでありま

す。いろんな町の取り組み、全道でもいろんな取り組みしているしている自治体あります

ので、いろんな情報もらいながら、松前町にあった対応を検討して、年度内には議会の皆

さんに示すことができるように、来年度当初で実施できるような体制づくりを今している

ところでありますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

それから、大漁くんバスの転換期に来ているんじゃないかと、その要因として高齢化が

進んでおりまして、デマンド化が必要でないか。お尋ねは十分わかるわけであります。今

までも検討はしてきているところであります。しかしながら、今、大漁くんバス、順調に

推移している、一方では高齢化率も進むということで、議員の心配している部分、十分理

解できるんでありますけど、当面大漁くんバスの充実に向けた取り組みをさせていただき
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たいと思いますし、いろんな声を聞きながら、対応を進めていきたいというふうに思って

ますので、ご指摘は受けたいというふうに思います。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 議員の方から子ども達の体力の関係で、少年団活動についてご質

問いただきました。現在、松前町には６団体の少年団活動しております。野球少年団、そ

れから陸上少年団、サッカー少年団、百人一首少年団、それからバスケットボール少年団、

更には六つ目としてバレー少年団、この六つの団体がございます。子ども達の体力増進は

やはり体力基礎づくりということで、学校においても１校１実践という形で今まで実施し

てきているところでございます。

また、今年度、大会ということでですね、北海道大会の方にカルタ大会が出場しており

ます。先月の２月でございますけれども、今、議員の方から大会等への支援と言いますか、

そういうふうなお話がございまして、松前町としては昔から松前町対外活動選手派遣補助

金というふうな制度がございまして、渡島大会勝ち抜いて全道大会に行った場合について

は旅費はじめ、日当、食卓料と含めて支援しているところでございます。また、近年は宿

泊が高額になっておりますので、その辺の改定もしながら金銭的な負担をなるべく少なく

するような支援をしているところでございます。

また、スポーツ少年団の育成につきましては、スポーツ少年推進員の方々にご協力いた

だきながら団体の育成に努めていただいているところでございまして、これからも推進員

の皆さん方のご協力いただきながら、このスポーツ少年団の育成に努めてまいりたいと、

そういうふうに考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時５８分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

３番。

○３番(福原英夫君) 三国主事と僕のこう気持ちが通じ合ってなかったな。

町長、さっき繁殖センターの関係、僕も興味持ってたもんですからね。それで、繁殖セ

ンターをするといろんな意味ですそやが広がってくるもんですから、早めにこれは具体的

にね、できればしていただきたいなあと。前から、何人かから聞いたことあるもんですか

らね、ようやく肉牛の方に力をもう一回ギアチェンジすんのかなというふうに思ったもん

ですから。あれだけの広大な牧場だもんですからね、あれを活用しないわけにはいかない

し、設備も十分整ってきたんでないかな。まず、もう一回基盤づくりをしていただいて後

継者を。それで、この後継者の関係は、僕はいつも思ってるのは協力隊の人達が将来定住

するような仕組みを作ってあげる、３年間。そして、松前町が２年間であれ、３年間支え

てあげる、そして、自立していくような。やはり後継者がほしい方々が結構今の肉牛の方

々はおるもんですからね。そんなことも一つ考えていただきたいなと。

それと、漁業の人達にもっとこう、委託生産もできるし、直接関わってもいいし、そう

すっとまたこうやる環境が整ってきますんで、そういう視点も僕はいいなあと思ってまし

た。まず、頑張っていただきたい、２億が３億、４億になるようにお願いしたいなと思っ

てました。
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それと、農業の関係で前にも何回も質問しましたけども、松前町の農業は消滅するのか

なあというふうに危惧してるもんですから。そして、また稲作の、最終的な稲作はもうな

くなって、それとシイタケをやっていた方々が最終的には上川でやった人が最後で、あれ

だけシイタケに着業していた方が、もう全てなくなってしまった、辞めてしまったと。そ

んなことで農業をもう一回見直してほしいなと。きっともって土地台帳の整理は終わった

んでないかなと思っておりますんでね、そんなことでもう一度ギアをここも入れ替えて、

松前町の農業は外部からそういうノウハウを持った方を入れて、そして基盤整備は松前町

がやるぐらいの気持ちがないと育たないかなあと思ったりしましたんで、それも抜本的に

考えて執行してもらいたいなと。

それと、大漁くんバスなんですけども、先程言ったように大漁くんバスが駄目だってい

うことではないんです。町民の足を確保するっていうことは大変重要ですけども、結構ス

クールバスと大漁くんバスを含めると膨大な経費を投入してるんですよね。それで、交付

税もなかなかこれから伸びないだろうというふうに、うちの議員からも出てますのでね、

町長もそのようにおっしゃってますのでね、やはりもっと経費は圧縮しながらいい方法っ

ていうのは、今年１年考えていただきたいっていうのが、この質問のポイントでございま

す。ですから、もっときめ細かなことはできるんでないかなということでの質問でござい

ます。

それと、教育長、少年団の関係なんですけどもね、自分は町内でなく、檜山に遠征だと

か大会に行ったとき、函館だとかそういう渡島管内に行ったとき、それと全道に選出だと

か、全国に選出だとか、そういうことではなく、日常普段子ども達の健全育成のために、

すごくそういう大会が多いものですからね。ただし、基本がございます、自分達でやれる

ことは自分達でやる、当然。そして、安全管理の観点からこうした方がいいんでないかな

というふうな視点が二つあるんです。ですから、自分達が準備するものは当たり前に準備

する。しかし、ここのところだけ頼むよというふうなことがあると思うんです。それで、

教育長にはお願いしたいのは、その少年団の方々とね、何か支援することがないかという

問い掛けをしてですね、いや、何もないよということであれば、私はそれでいいんですけ

ど、何かあるんでないかな。この間もサッカーも自主的に室内サッカーやったし、夏には

サッカーのクラブが主催して、ＯＢで松前高校のグランドで大会をやったりとか。そうい

うふうな自主的な町の活性化であり、町の若者達の交流、町外出たりした人達を呼んでま

でやってるような大会もございますんでね、ですから、１００％でなく、５％でも１０％

でも支援できるような体制が整えてあげるのが行政の役割かなと。全ては駄目ですよ、全

ては駄目ですんで、今言ったように５％でも１０％でも１５％でもやれる、彼らをよいし

ょできるような支えてあげる、そして尻を押してあげるような支援策を団体と協議して考

えていただければなということなんです。そういうことで答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の畜産の関係であります。１回目の質疑でもお答えしたよう

に、もう大分前になるんですが、私の記憶でありますと、黒毛に転換して１億円達成した

ときにですね、町の職員の喜びようとか、つぶさに思い出されるんですよ、１億円達成し

たというふうな、大きな喜びがあったんですね。それが、その当時の農家の戸数と大分今

減ってきてます。減ってきてる中で２億円を超えたということは素晴らしいことだと思い

ますし、私の先輩の歴代の町長さん方の取り組みがこういうふうな結果に出てきてるとい

うふうなことではね、本当に感謝をしているところであります。この畜産の灯りを消すわ

けにいかないというのが私の思いでありまして、議員言うように広大な土地もありますし、
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牧場もありますので、ですから、これを上手く利用していくことも可能だと思いますし、

その一つとして協力隊をどういうふうに利用してくかっていうのも、それも検討する価値

があるもんだなというふうに思っています。

それから、私は繁殖センターを構想を立ち上げるにあたってはですね、研修してもやっ

ぱり自己資金なければ開業できない状況っていうのは見えてくるんですね。ですから、そ

この部分にも手厚く支援できるような、制度設計もきちんと考えた中で松前の畜産の灯り

を消さないというような施策をしていければ、農業全体に、畜産も農業でありますので、

農業でも力はまだまだ可能性あるなというふうに思って。ただ、残念ながら、米を作る農

家さんがない状況でありますけども、あとは先程も言いましたけども、ハウス栽培とかい

ろんな部分で支援できるものはしていきたいし、そのための調査をしていきたいなという

ふうに思っております。総じて、畜産含めまして、農業の振興を図っていきたいというふ

うに思っているところであります。

それから、大漁くんバスのお尋ねであります。松前の、現状を見ますと松前の公共交通、

確かにスクールバスも走ってますし、病院の患者輸送バスもあります。それから、町内に

はお願いしてタクシーの業者もあるわけであります。議員ご指摘のようにデマンド化って

いうのは、これは一つの選択肢だと思うんでありますが、今の現状の松前の公共交通を考

えた場合にはですね、今が一番私はバランスがとれているなというふうな思いはしている

んであります。っていうのはですね、やっぱり公共交通のバランスをとるっていうことで、

例えばタクシーの業者もおりますので、タクシーの業界に圧迫するような展開も行政とし

ては避けていかなければならない。確かに、お金はかかるんでしょうけども、町内の公共

交通のバランスとるっていうことになると、私は今が一番いい状況になってきてるなとい

うふうな思いはしております。ただ、議員ご指摘の部分はですね、やっぱり検討する余地

もありますので、高齢者がどんどん増えていきますので、それは公共交通全体の中で考え

ていかなければならないというふうに思ってます。現状申しますと、やっぱり民業を圧迫

できないという私どもの考えもありますので、想いもありますので、そのことはぜひご理

解いただきたいなというふうに思って答弁にしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、議員の方から少年団の関係でご質問いただきました。議

員の教育委員会の経験を踏まえて、少年団に対する温かい気持ちを感じたところでござい

ます。町と致しましてもこの少年団に対する現在の支援の状況でございますけれども、事

務局を担当している人的支援、更には従来から補助金を支出している金銭的な支援、更に

は練習会場等々、環境面での支援を行っているところでございます。従来まで、一定の額

でもって補助しているところでございますけれども、新年度、今年度はその額をアップし

ながら団体への支援をしてまいりたいと、そういうふうに考えているところでございます。

更には、今、議員からご指摘がございました、団体とのお話をしながらですね、足りない

部分について、どのような方向性があるのかという部分については、検討させていただき

たいなと、そういうふうに思っているところでございます。

子ども達のスポーツ、体力の増進っていうのは、やはり基本的なことでございますので、

環境整備を含めてこれからも邁進してまいりたいと考えているところでございますので、

ご理解をよろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 牛の関係ですけども、後継者合わせて着業してくれる人を育てる、

それと関心を持たせる。以前からいろいろやっておりましたのでね、その土台に立って、
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やはりこれだけ生産性の高い産業っていうのはないですよね。ですから、いいものをいい

ものとしてどんどんどんどん町外で発信していただいて、その協力隊で国からお金もらい

ながら、その人達が将来の指導者であり、繁殖センターを運営する、そういうふうなシス

テムを構築するように頑張ってもらいたいなと思ってました。

それと、大漁くんバスですけども、工夫、改善、これは常にしていかなければならない

と。やはり、スクールバス、病院バスもそうですけれども、やはり保育所のバス、幼稚園

のバスも動いておりますんでね、やはり一つの一体化した中で時間をかけていいんでない

でしょうか。そして、ゆっくり担当課とね、お話をして結論を出していただければ。

今回、教育長の指針については一つだけにしたんですけど、いっぱい質問したかったで

すけども、ただ、大事なポイントは教育がやはり町を支えるし、人を変えるし、教育が頑

張ってれば、町は衰退の方向に行かないんです。そんな意味から、一番大事な子ども達に

もう一回、先程から言ってるように１００％は駄目です、絶対。親ができる、周りができ

ることはしてもらう。そして、自分達はいろんな人達から寄附金をもらう、これも自助努

力であって。しかし、どうしてもできない部分があったら、お話し合いの中で検討してい

ただきたいということだけなんです。以上で質問終わります。

○議長(伊藤幸司君) 答弁は。

町長。

○町長(石山英雄君) まず、畜産の関係であります。本当に大事な、大きな産業になって

ほしいという願いもありますので、何とかしていい環境で後継者が育つ、裾野が広がるよ

うな政策展開できれば、そういうふうに思っております。努力させていただきたいという

ふうに思います。

それから、大漁くんバス。本当に経費の削減の部分も議員ご指摘のように、この部分も

にらみながら、お年寄りにも喜ばれるような公共交通の体制づくりも必要だと思いますの

で、検討させていただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 教育執行方針の中でも前段に書かせていただきましたように、子

ども達の基本でございますので、真摯に対応してまいりたいと、そういうふうに考えてお

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) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) 体調不十分なもんですから、控えていたんですけど、これで聞こえ

ますか、聞こえます。やらせていただきます。

３点、お尋ね致します。今回の執行方針、更には予算、全て目を通したわけではござい

ませんけれども、おおよその見る範囲、気がつく範囲でお尋ねしたいと思います。

まず、全般的に目の行き届いた予算編成、限られた予算の中で大変ご苦労されたんでな

いかなと。これは、敬意を表します。ただ、そういう中で心配なるのはですね、やっぱり

松前町の財政事情考えたときに、執行方針の中でも更に四つの補正予算、確か四つだった

と思いますけどね、四つの補正予算もこれから当然組まなければいけないと。だとすれば、

これは補助がついたからって１００％つくわけでもない。当然、町の財政負担をしていか

なければならない。そういう面がどうなっているのかなという心配が一つあります。特に

予算編成のやりくりの中で、財調の支消も来しております。残りはまだまだ余裕があると

いう表現は適切かどうかわかりませんけど、あるんですけれども、そういう形で削られて

いってしまうのか。更には、今補正を組んでも最終的には当然借金もしなければいけない
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し、そうしたものも含めて、年度末にはどれぐらいの予算なって、財調も何とか元に戻せ

るような形になるのか。更には町債を起こすことによって、当然借金が増えるんだけれど

も、そうしたものが今年の予算編成の、今年度の予算の中では公債費どれぐらい予定され

ているのか。そういう問題、諸々も心配になりますもんですから、考え方と現状聞かせて

いただきたいと思います。

ただ、考え方としてね、私は将来に向けて絶対しなければいけない投資もありますよね。

これは、やっぱり勇気をもって投資していただきたいし、かといって何でもやればいいん

だっていってどんどんどんどんやって、結果的には将来負担が増えていくような状態は、

これもまた困るしと。そういう観点から、この今年度の予算に関して、最終的にこんな考

え方を持っておりますよっていうものまで含めてね、お知らせいただきたいなと。これが

１点です。

それから、もう一つ、２点目にね、平成３０年度から国保事業の形が変わるわけです。

そういうその中身を今、それに向けて当然取り組んでいる姿だという説明をいただいてお

りますんです。私考えますに、後期高齢者医療のような形でね、都道府県単位でその財政

運営を考えるという形に持って行こうとしてますよね、今の形は。ある意味では松前町の

ような町の状態からゆけば、歓迎する形かなと。救われる面もあるんでないかなって気は

あります。ただ、実情は、松前の町民所得ってのは低いんですよね。低いですから、所得

の面から言った税負担っていうのは、それ程大きなものはないかもしれませんけれども、

やっぱりことはそうはいかないですよね。やっぱりみんなで負担しなければいけない、ざ

っくばらんに言うと割り勘みたいな形でね、全道もれなく負担をしなければいけない部分

ってのは、当然出てくるはずなんですよ。そうしたときに、ある程度の所得のある人はそ

ういう割り勘部分ってのは対応できても、所得の低い人ってのは大変なんです、対応はね。

だから、それをどう考えているのか。その辺の執行は３０年ということですから、それま

での間にどう進めていくか、お尋ね致します。

それから、もう１点は、教育長にお尋ねしたいと思います。新しい教育委員会制度でき

て初めての教育長の執行方針ですから、前もって私、お尋ね致しますよというお話はして

あったと思います。今までですとね、教育長っていうと、端からみると特別職のような見

方してる人もおりましたけれども、一般職ですよね。これからはれっきとした特別職です

から、町長のあてがわれた予算の中でやりくりしますよっていうような考え方じゃないで

すよね。やっぱり、教育長としては、一つ政治家っていうとちょっと大きな言い方になる

かもしれませんけども、やはり、その立場にあるんであれば、きちっとした自分の政策っ

ていうものを持ちながら、教育行政で望んでいただかなければいけないです。あなたの上

に教育委員長いませんから、あなたはもう事実上教育制度の中のトップなんですからね。

そういう形でこの予算を見させていただきました。

でね、一番この気になったのはね、この教育の地域の発展を支えるのが教育の役割だと、

そういうような言い方の１ページにしております。それから、２ページにいきますと教育

は人づくり、地域づくりの基本であると、そういう理念のもとにこの執行方針書かれたと

思いますよね。各議員からもお話、お話っていうか質問もあり、答弁もあった中身からお

いても、縷々、それぞれの立場の教育行政議論ありましたけども、私一番心配するのはね、

小さい子ども、それからこれまで頑張ってきたお年寄り、そうした人方に対する教育方針

っていうのは、そんなに私は異論はないんです。一番肝心なのはね、次の時代を担っても

らう人に対する教育に一切触れてないんですよ。青年ですよ、青年。

ですから、今までのね、この教育行政の中で青年の人づくりに対してのね、取り組み方
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ってのは、ちょっと厳しい言い方言いますけども、言い方で言いますけどね、去年の事業

はね、１件あるんですよ、青年に対する教育。それが何だと思って中身見たら、成人式な

んですよ。これが、青年の人づくりの教育なのかなっていう疑問があるわけなんです。そ

ういう経緯がありました、そして、今回こういう形で教育長が就任されました、しかし一

切触れてません、これはいかがでしょうか。お考えを聞かせていただきたいと思います。

以上。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員から、２９年度の予算編成にあたって、国の財政状況等の

ありながら、財政の運営をどうするのかというふうなお尋ねだったと思います。当初予算

につきましては、ご承知のように４８億５千４６０万円で当初予算を計上させていただい

たところであります。国の交付税の関係、地方財政計画見ましても交付税は総額で２．２

％減少するっていうふうな国の予算のスタンスの中での予算編成になった、町の予算編成

になったところであります。その中で、財政調整基金の支消を１億繰り入れながらの予算

編成になりました。お尋ねは、最終的には決算見込みとしてどうなのかというふうなお尋

ねもありました。ここの部分について、お答えしたいというふうに思っているところであ

ります。

予算編成の基本であります歳出は、多少めに、多くみても歳入には控えめにというのが

原則であります。そういう中で私ども、平成２９年度の交付税についても決して過大見積

もりのないような形で予算編成をしてきているところであります。決算見込みまでに補正

予算案で提案する事業も１億くらい、１億ちょっと、１億ですね、ごめんなさい、１０億

だ、補正予算総額で１０億、約１０億くらい今のところ予定しております。ですから、今、

４８億５千４００万の予算プラス、今の現状では５７億１千７００万くらいになるような、

今の見込みを立てているところであります。その中で財政調整基金は最終的にどうなのか

というふうなお尋ねであります。今の現状申しますと、現計予算では１億の支消かけてま

すけど、ぎりぎり何とか支消できないような、しなくてもいいような財政運営になれるよ

うに、いろいろ検討って言いますか、推計を立てながらの予算編成しているところであり

ますので、いろいろ年度動くことによりまして、追加の需要も出てきますので、その辺は

流動的なんでありますけども、現状の中では財政調整基金の支消を少なくする、全くゼロ

にするとは断言できませんけども、そういう思いで予算編成はさせていただいております。

それから、追加、これから決算見込みとして約１０億くらいの予算案を提案をすること

なりますけども、相対的に心配される公債費の額なんであります。借り入れの額でありま

すけど、通年であれば５億くらいっていうふうなものが一定の目途で今まで予算編成して

きておりますけども、松前中学校が改築のときは大幅に増えた時期もありますけど、今年

もちょっと結構松前中学校のグラウンドの部分とか、大型の事業があるところでありまし

て、今の見込みで借入金については７億５千万くらいを予定しているところであります。

そんなところで、将来の財政運営にきちんと推計をしながら、安定した財政運営をしてい

きたい、心がけて予算編成をさせていただきました。いろいろ予算の中でまたご指摘いた

だければ、予算委員会の中でまたご指摘をいただければというふうに思っているところで

あります。全体的な財政運営については、そういう形であります。

それから、国保、議員ご指摘のように、国保が、被保険者が都道府県下になるというこ

とであります。北海道が国保の財政運営の中心的な役割を果たすような状態でありまして、

町村は、地域住民と身近な関係の中で引き続き国保の資格管理とか、それから給付の関係

というふうなことで、地域におけるこういうふうな、引き続き事業は、今の事業を引き継
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ぐわけなんですが、被保険者が北海道になるというふうなことであります。そのために今

準備を進めているところであります。

ですから、議員ご指摘のように、低所得世帯、或いは所得のある世帯というふうなこと

で、必ずしも松前町にとって減額になるのか、増える人もいるだろうし、そんな状況の中

で推移していくんだろうなというふうに思っております。ただ、新聞報道で松前の、現状

なったらどういうふうになるとか新聞で出てますけども、まだまだ正確に町民の皆さんに

お知らせできるような情報が来てない状況であります。ですから、適確に情報つかみまし

てですね、早い時期に町民の皆さんにお知らせできるような、そんな体制づくりをしてい

かなければならないというふうに思っているところであります。税は負担の公平性が原則

であります。そういう部分と、そういうふうな形で今進められています。

それから、議員ご承知のように、国保の今の国保税の算定の仕方につきましては、世帯

割、均等割、人数割、資産割というふうなことがあるわけであります。現状、松前町では

四つの分類で課税してますけども、これが本当にいいのかどうか、その辺の議論も必要に

なろうかというふうに思います。ですから、四つの部分で現状、税を積算してますけども、

今の体制でいいのか、職員と検討しているところであります。変更できるんであれば、ど

ういうふうな制度設計ができるのか、その辺も含めて勉強させていただいているところで

ありますので、まずは３０年、もう来年度からなんであります。ですから、きちんと町民

の皆さんに早い情報、情報を早く提供致しまして、税はこういうふうになるよということ

が説明できるような体制づくりができればいいなというふうに思っておりますので、ご理

解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、議員の方から新教育委員会制度におきます新教育長につ

いてのご質問をいただいたところでございます。昨年の９月の松前町議会第３回定例会に

おきまして、議員皆様方のご同意賜りまして、１０月３日より新教育長として、現在まで

５ヶ月間、頑張らさせていただいたところでございます。議員おっしゃるように、従来の

教育委員長と教育長というふうなことで、二つの立場を併せ持つ新しい立場になりました。

町内外の業務も増えておりまして、更にはこの職務を感じながら、この職責の重さを常に

感じているところでございまして、今後とも教育分野におきましては、いろいろと課題が

ございますけれども、教育は人づくりということで、職員共々一生懸命に邁進してまいり

たいと、そういうふうに考えているところでございます。

今、議員の方から執行方針の中で、現役世代と言いますか、青年層についての部分につ

いては触れてないんではないだろうかと、一団体一事業というのが成人式というようなお

話でございます。けれども、我々と致しましては、保育所時代と言いますか、それから幼

少時代から児童、生徒、そして、高齢者まで流れる連携した取り組みをしてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。現役世代におきましては、子どもさん方のス

ポーツの指導者として活動していただいておりますし、また、いろんな部分におきまして、

連携しながら小中高、そしてその中間層として子ども達の育成のために指導していただい

ているといった流れを感じているところでございます。具体的にお話しますと、スポーツ

少年団の育成、それについてもいろんなお力をいただいたり、更には大会の開催への後援

って言いますか、いろんな形で青年層が携わっているところでございます。先程ご質問い

ただきました少年団の中でも青年層がやはり主体になって、後継者の育成に携わっている、

そういうふうな中で、青年部分については、その位置での中で生涯学習の一員として位置

付けをさせていただいているところでございまして、これからも、将来的な部分を含めて、
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子どもから大人まで、そして、高齢者まで含めて、生涯学習の一環として推進、邁進して

まいりたいと、努力してまいりたいというふうに考えているところでございますので、ご

理解をよろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 体力の限界ありますんで、これで止めますけども、まだまだ予算委

員会もありますし、その時点でお話さしていただきたいと思います。

特に、教育長、この今のね、次の時代を担う人に関しては、教育行政だけでできないよ

ね。町全体で考えていかなければいけないから。そうしたことも含めて、機を改めてお話

させていただきますんで、以上で終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番。

４番。

○４番(近江武君) ３番といえば長嶋の背番号は３なもんですから、つい。

私も梶谷議員が質問されました財政調整基金の助成、基金について聞こうかなと思いま

したけども、お答えになりましたので、移住定住についての推進事業について、ちょこっ

とお聞きしたいなと思うんです。この件に関しましては、総務経済の所轄でもってやって

ます。そして、予算もつけまして、清部の教員住宅を今ね、ちょっと住めるという感じで

もってやってます。ただ、これは壮大な事業なんですね。今のところ、財政企画の方でも

って担当していますけども、総体的にね、住ませるためには、やはりどんなアフターのケ

アが必要なんですね。例えば、来た人が何も知らないで黙っているわけでないですから、

空いている畑の用地を提供するとか、それから、沖に出て魚釣りたいと思ったら、船の整

えるとか、そういうのが必要になってくる。いろんな課においての連携が私は必要だと思

うんです。そうしないと、なかなか移住定住の政策というのは進まないだろうというふう

に感じております。ですからね、そういう一つの課だけでなくて、総体的な目で見てね、

言わば対策をし、推進していくようなね、考え方がどのように思ってるのか、お尋ねした

いと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 移住定住についてのお尋ねがございました。議員ご指摘のように、

これから松前町の総合戦略がありまして、６２名の若い人方の意見をもらいながら作り上

げた総合戦略がありますので、きちんとこれを形の見えるような、形にできるように進め

たいなというふうに思っております。心配されるように、どんな方が来るか、どんなニー

ズがあるのかっていうのは適確にまだつかめないところであります。いろんなニーズがあ

るんだろうなというふうに思っております。それに適確に対応できるような組織づくり、

課の連携をとれるような体制づくりのことを言ってるだなと思います。そういうことでよ

ろしいですか。すごく大変大事なことだと思ってました。今も原口の交流館の部分でいろ

いろ地域にご苦労かけてますけども、一層いい形にするために、体制づくりするためには

ですね、当然そういうふうな連携プレーは必要だというふうに思っております。現有の町

の、指摘は十分理解しております。体制、積極的に横断的な体制づくりについては、本当

に情報を共有して対応していかなければなりませんので、本年度総合計画の策定という部

分もありますので、全町的な組織の会合を持ちたいなというふうに思って、政策財政課長、

課の職員とはお話をさせていただいているところであります。まず、横断的な連携がとれ

るような体制づくりを検討させていただきたいというふうに思ってます。本当にニーズに

応えれるように、体制が必要だというふうに思っております。
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○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 大変、町長、これ、大変な広大なね、私、大変難しい政策だと思うん

ですね。ただ、この間テレビ放映されました。ああいうような番組はね、本当にインパク

トがあってね、松前町もやってるんだなという実感を得ました。ですから、全道的にでも

こういうふうにＰＲできるようなね、今後もそういうような活動も必要だろうし、それで

たまたま出ました原口地区の塩を作ってる方、それからあすこから移住してもっこを作っ

ている方、やはりね、田舎に来て、地域がケアをしないと長く続かないんです。ですから、

仮に地域を選定した場合はね、場合についても、地域の人がこぞって見守って支援してい

くようなね、私は体制が望ましいと思うんです。それによってですね、移住なり定住なり、

それから後継者問題にも一般質問してありますけども、そういう問題がね、大きく展開し

ていくものと思いますので、本当に、本格的にね、この問題については人口減少の中でね、

やっぱり重要な政策ですので、本当に真剣になってやっていただきたいなというふうに。

あまり長くしゃべると総務経済常任委員会やってますので、これ以上言いませんので、そ

の辺、町長、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先般のテレビ放映、本当に１時間の番組でありました。松前町のＰ

Ｒのためには相当な効果があったというふうに思っているところであります。本当に大事

な部分でありますので、また新たに今回清部地区に、そういう可能性のあるセットしてま

すので、清部地区の皆さんときちんと連携とりながら体験事業などを実施していきまして、

移住者と地域との交流が深まるような、そんな展開にできればいいなというふうに思って

おります。少し意を尽くしてまいりたいと思っています。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

８番。

○８番(西川敏郎君) せっかくの石山町長２期目の本格的な予算の執行でありますので、

何点か尋ねてみたいなと思います。

まずですね、町長、冒頭にここで１億総活躍社会、それと地方創生のこと出てますけれ

ど、もう一つ、重要な施策が日本には観光立国政策、安倍政権の、これがちょっと抜けて

るかなあというふうに思ったところであります。ということは、やはり新聞報道でもあり

ますように、やはり北海道、観光税を検討するというところがですね、急激に増えた外国

人観光客に向けての政策が町長の今回の執行方針の中に、教育執行方針の中にもチラチラ

とこういうふうなもの出ておりますんで、少なくともこの安倍政権が続く限りは、積極的

な予算編成は結構だなというふうに正直感じております。

その中でですね、順次質問していきたいと思いますけども、町長、総合計画等について

も触れておりますけれども、自主的主体性を最大限発揮していくことが、まずこれが本当

に、正に松前町にとってはこれが本当に、なんちゅうか欠けてるっていうのかなあという

ふうに常日頃思っておりますので、まず、水産業のですね、ことについても漁協の直接加

工による付加価値販売や高鮮度出荷ってありますけれども、本当に私はびっくりした、あ

る新聞報道を見てびっくりしたんですよね。シンデレラメニューということで松前漬けが

紹介されて、成功例として紹介されていたんですけども、発祥の地が函館周辺の町ってい

うな感じで、松前でなかったんですよね。ずっと前からの小板町長さんの頃からずっと言

ってましたけれども、せっかくのこの松前ブランド、松前漬けっていうのが、なんで松前

の特産って、松前独自の、したから、なんて言うの、専売特許でも取られねえのかなって

言って、まあ、笑われたこともありますけれど。本当に、誰か先程も言ってましたように、
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松前ブランドっていうのはなかなか、いっぱいあるんですけども、確実なものがないって

いうのが、本当に率直な感じたところでありますが、これからそういったことを我々共に、

一緒になってね、行政とも一緒になって、いろいろ、本当にシンデレラメニューって今ま

であったものをちょっと工夫を加えてやれば、例えば松前漬けのなんで北海道を代表する

ブランドになったかということ書いてありましたけれども、なんてことない、ただ普通の

松前漬けに海鮮、海鮮松前、ホタテ混ぜて海鮮松前にしたり、或いはまた豪華松前漬けっ

ていろんなツブ入れたり、そういったものが今では北海道で一番の売れ筋だっていうふう

な記事を見まして、本当に、ああ、もったいないなあと感じたところなんです。そういっ

た意味で加工施設もですね、やはり流行に海産物ばっかりでなくて、山菜などの加工なん

かでも目を向けて、一緒に考えてやっていけたらいいかなというふうに思いますんで、そ

の辺もちょっと心の隅に置いておいて、これからも町政の執行してもらえればなあという

ふうに思っております。

また、この３トン未満の漁船への助成もそうなんですけども、結構なことなんですけれ

ども、その費用対効果と言いますか、例えば、ただ漁船機具の助成ばかりでなくて、その

漁業者、特に若い漁業者を相手にですね、勉強会を働きかけたり、これからの漁業、どう

あるべきかっていう勉強会、少なくとも１ヶ月に１回ぐらいずつ開くような方に誘導して

いくとか、そういうことにも少し目を向けていけば、少しは松前の漁業も光が見えてくる

のかなあというふうに感じましたんで、その辺、町長、頭の隅に入れて、行政の執行にあ

たってほしいなというふうに思っております。

それとですね、農業につきましては、本当にこれ、やはり先程町長誰かに答えてました

けれども、やっぱり畜産の方でも、漁業が暇な時期は、何かの畜産。他の、サフォークの

話かと思いますけど、他の動物の飼育もっちゅうふうなことも前々からありましたけれど、

そういったものは、昔は我々ね、半農半漁でやっていたもんですから、我々元気なうちに、

そういうことももう一回やりたいもんだなあというふうに考えておりますので、まあ、よ

く言われてますように、自給率じゃなくて自給力だってね、言われてますよね。私は本当

に、松前はその点では再三、くどく言ってますけど本当に住みやすい、もうどんなことが

あっても食ってはいける町だなというふうに感じておりますので、その辺にもちょっと目

を向けていただければなというふうに思っております。

いろいろありましたけれども、他の議員さんからもいろいろありましたけれども、一つ

だけ、建石のバス停の件なんですけど、あれもかつて、地元の業者があの辺でパチンコ屋

やってましたよね。あの当時、辞める１年ぐらい前でしたかな、このバス停の、なんて言

いますか、見積もりを出してくれということで出した経緯がありました。なんて言います

かね、受益者負担でですね、あの辺のお客さんがそのバスのおかげで潤ってる部分もござ

いますんで、声かけなんどしたことがあるんでしょうかね。バス停の一部助成、お願いし

たことがありますか。少なくとも、名前出して悪いですけども、ラルズとパチンコ屋、そ

れとイエローグローブですか、そういったものに声かけて、少しでもこのバス停の負担軽

減になるようなこと、まあ、いらないことですけども、お答えいただきたいと思います。

それとですね、病院の問題なんですけども、昨日も特別委員会ありました。まあ、はっ

きりしたところはですね、２０２５年問題に向けて、やはり、本当に現状、病院の以前の

本当の通常のこと、これもう言うまでもなく、本当に全力を尽くしていただいて、１日も

早く回復されまして、医師の確保も６名まで、これは全力で本当に今しなければならない

最大の課題かなというふうに思っておりますんで、町長、少し力を発揮して、１日も早い

回復を願って全力尽くしてほしい、こういうふうに思っております。町長ももちろん全力
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を尽くすって書いてありますけれど、より力を入れてほしいなというふうに思います。以

上。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の松前漬けのお尋ねがございました。本当に議員ご指摘のと

おりでありまして、テレビの通販番組見ましても、松前漬けにホタテ入れたり、カニ入れ

たり、ツブ入れたりというふうことで、多様化されているところであります。それで、常

日頃、職員とは言ってるんですけど、松前漬けと松前神楽は何百年経っても残るだろうと

いうふうな話はしているんであります。ですから、ここの何百年経っても残るような資源

があるところを強く攻めていくのも、一つの手法かなというふうな思いをしております。

今、松前漬け、町内に７業者か８業者、いろいろ味を工夫しながら作っておりますので、

何とか全国に、本当に元祖松前漬けっていうふうなパターンでもいいんで、そういう展開

できればいいなあというふうに思っております。まず、函館で作っても松前漬け、小樽で

作っても、札幌で作っても松前漬けでありますんで、松前漬けは避けて通られない部分あ

りますので、その松前漬けを松前でどういうふうに守っていくかっていうのが、大きな課

題だろうというふうに思ってます。全国で松前神楽と一緒にＰＲできればいいなというふ

うに思いをしているところであります。ご指摘、本当に真摯に受け止めたいというふうに

思います。

それから、３トン未満の漁船介藻へのご指摘がございました。私、町長に就任して以来

ですね、３トン以上の漁船漁業、更には商工業、それから建築業、言わば町の産業の底上

げをしたいというふうな思いで、いろんな政策をとってきたところであります。その中で、

今般３トン未満の漁船介藻に対して、老朽設備の更新、更には操業の効率化、操業への意

欲の向上を図るというふうな目的もありまして、今回提案をさせていただいたところであ

ります。町内見回すと、地道ながら船外機船でコンブとったり、アワビとったり、地道に

頑張っている漁師がいっぱいおりますので、その皆さんの仕事に対する意欲が向上するよ

うなですね、そんな手助けもしたいし、経費のかからない漁業を営んで地道に頑張ってい

る漁師もおりますので、その辺の部分も今の漁船漁業の方々、或いは３トン未満の介藻の

方々にもですね、頑張ればこんな漁業できるんだよというふうな部分も、言わば知ってい

ただきたいというふうなおもいがあるところであります。今回、３トン未満の部分もさせ

ていただきましたけども、狙いとすれば、地道に頑張ればしぶとく食べれるというふうな

漁業展開、経費のかからない部分があるわけですけど、そこの部分を支援してまいりたい

というふうに思っております。本当に勉強会ですね、どの漁業でどう食べていくための勉

強するための一つのきっかけになってほしいなというふうな思いで、この部分を提案させ

ていただきました。

それから、病院、何回も言ってますとおり、常勤の医師の確保は急務でありますので、

その体制づくりをしまして、そして、前のように午後から診療できるような体制が１日も

早くできるように、そんな体制づくりに努力をしたいというふうに思ってますので、議員

の皆様方も私と一緒に、その方向に向かって、より良い病院の環境づくりのためにご協力

いただければというふうに思っているところであります。

それから、バス停につきましては、受益者からの負担を考えたことがあるのかというふ

うなことでありますけども、皆さん、負担をしている方でありまして、業界の方には話を

した経緯は、私も前から聞いていませんし、私が町長になってからそっちの方に受益を求

めたというふうな経緯は承知しておりません。

○議長(伊藤幸司君) ８番。
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○８番(西川敏郎君) ありがとうございます。３トン未満の、効率の良い漁業してもらい

たいというふうな話でございますが、ブランドの話にまた戻るんですけれども、松前漬け

ばかりでなくてね、つい先週ですか、札幌じゃない、函館泊まって、あすこ函館、屋台函

館ですか、あすこ行ったら、世間話で松前にノリ頼んだけどさっぱり手に入らないと。松

前のノリ、こんなに函館でも評判いいんだなと思って感心してきたんですけれども。本当

に、そういった松前のブランドっていうのはすごいインパクトのある、私もかつて、ノリ

１枚２００円でも高いなあと思ってあった時代もあったんですけど、今や１枚５００円の

時代で、本当にね、まあ、松前って宝庫だなと。っていうことばかりじゃなくてですね、

今度、ノリの、青ノリの話なんですけど、ちょっと青ノリ採りに下がったら誰かにとられ

てまったっていう、こういう話もあってね、したら犯人がカモだったって、カモの大群が

来てやられたって。そういったまだいろんな問題ができてくるんですけれども、そういう

ときが町長が言うようにですね、この陸漁師って言いますか、沿岸漁業の人達が協力しな

がらそういった駆除と言いますか。この前、テレビでありましたよね、桜のウソ、鷹匠が、

青森の鷹匠がやってた、ああいうふうなですね、いろんな知恵がございますんで、やはり

前浜は前浜で守っていくものでございますんで、こういったせっかくの機会ですので、た

だ助成金あるだけじゃなくて、そういうことも町長、投げかけてくれればありがたいかな

というふうい思います。質問、終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、松前ならではのもの、ブランドがありますので、全国に発

信できるようなことも考えてまいりたいというふうに思っておりますし、それから、今年、

観光ポスター、これから皆さんに紹介することになると思いますけど、３月に入ると、も

うできあがってるんですけど、観光ポスター、松前漬けの写真もポスターの中に組み入れ

ております。そんな思いで松前漬けをもうちょっと全国に発信できればいいなというふう

に思っているところであります。

それから、海の資源の管理、大変な問題になるというふうに思っておりますので、３ト

ン介藻未満の介藻、このきっかけにそんな話し合いもできる環境があれば、漁協の方とも

話してまいりたいというふうに思っております。いずれにしても、前浜の資源をどういう

ふうに利用するかっていうふうな部分も大事なことですので、漁協と話し合いさせていた

だきたいというふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５９分)

(再開 午後 ２時１５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

他に質疑ありませんか。

７番。

○７番(油野篤君) ちょっと聞きたいんですけども、教育長、７ページのところにですね、

未就学児童を対象とした異文化交流体験事業として、英語による童話の読み聞かせや手遊

び等って書いてるんですけども、国際的な感性を自然に育むための環境づくりに取り組ん

でまいりますってあるんですけども、これだけ国際的になってるんでですね、未就学児童

よりもですね、例えば中学生とか高校生でも海外にですね、海外でも近いところでもいい

んですけども、それ修学旅行みたいにですね、行くことってのは可能なのかどうか、その
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辺教えていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 教育執行方針７ページの未就学児童を対象とした異文化交流事業

体験でございますけれど、これは現在ＡＬＴさんが松前町にお一人いまして、去年から図

書館等で彼氏が子ども達に英語を使った絵本を見せたりしてる。大変好評でございまして、

保護者も大変賛成しておりましたんで、引き続き、この事業を実施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。

また、今ご質問いただきました中学生の修学旅行の関係で海外というふうなお話でござ

いましたけども、現在は国内で実施しているところでございますけれども、可能性という

ふうなお話でございましたけれども、確かに義務教育の中で実施している全国的な町とい

うふうなものは捉まえていませんけれども、可能性自体はゼロじゃないと思いますけれど

も、現在松前町においては国内的な、歴史的な関係で今実施しております。ただ、高校に

おきましては、ご存じのように海外における研修、更には日本に留学をしている高校生を

招きながら国際的な交流事業を実施しているところでございますので、今しばらくは、町

としては高校生を対象にした海外での研修というふうなものを実施してまいりたい。中学

生については、今のところは検討していないところでございます。以上です。

○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。今すぐっていうことでないんですけれどもで

すね、これから、例えばこれから国際的な感覚をだんだん身につけていかなければならな

くなってきているような状況になっています。そして、高校生がフランスのブザンソンに

行ってるのも、例えば、みんなが、例えば何学年が行くとかってんだらわかるんですけど

も、何人か選ばれた人ばっかりなんでですね、できれば、そういう機会ってんですからね、

修学旅行みたいな、研修旅行でもなんでもいいんですけども、例えば、何学年か、できれ

ばですね、そういうのを行って、要するになんてんですかね、海外は安全性も考えなきゃ

ない、このたびもフランスのブザンソン、フランスがちょっと危ないからって行きません

ですよね。例えば、実際に行ってみると。日本とやっぱり全然違うって、安全性ってのは

危険だって部分も肌で感じることができるんですよね。そうすると、そういうのはやっぱ

りできればですね、若い内に身につけておくと、日本くらいいいところはないっていう、

逆に感覚が生まれるんですよね。だから、そういう部分も、例えば松前町から行ったら、

松前くらいいいところがないみたいな、そういう部分も生まれてくるのではないかなあと

思うんで、今すぐっていうことはできないと思うんですけども、そういう可能性がもしあ

るんでしたら、これからのことを要するに、５年後でも１０年後でも考えていくべきでは

ないかなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 今、確かに国際的なグローバル化が浸透致しまして、子ども達に

世界を見てもらう、そして、松前の良さを感じる。いろんな風土的なものを感じながら自

分の実りとなるというふうな経験を、体験と言いますか、してもらうというふうな時代に

なってきております。そういう関係で、去年、たまたまフランスがテロの関係で行けなか

ったというふうなことで、もう一つの事業として、松前高校に先程お話したように、国内

に来ている留学生５名を招き入れて、一人のクラスに１人ずつ入っていただきながら、こ

れも各国、１国ではなくてスイスとかイタリアとか、いろんな国の子ども達に来てもらっ

て、約１週間一緒に勉強していただきました。更には、ホームスティをしていただきまし

て、日本の風土慣れていただきながら、そういうふうな中で、実際に子どもさん方の終わ
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った後にアンケートをとった結果、大変有意義だったというふうなこと、更には保護者の

方から、ホームスティもう少し長くしていただきたいと、実際にそういうふうな要望いた

だきまして、いかに関心があるのかなあというふうな実態を感じたところでございます。

今、議員からご質問あったように、それが例えば中学生にもそういう経験をさせるべき

ではなだろうかというふうなお話でございます。今の高校、今年もブザンソンについては

早めにアンケートをとりながら方向性を見いだして行きたいなと、そういうふうに思って

いるところでございます。更には、今実施している高校生の海外の高校生との交流事業、

この部分についても去年の推移を見ながら、今年２年目でございます、その推移を見なが

ら拡充の方向性を検討していきたいなと、そういうふうに思っておりますし、また、中学

生についても、議員今おっしゃるように、将来的なものを見据えて松前以外に、将来的に

子ども達が松前にいる場合、また離れる場合においても実となるような教育の推進に力を

入れてまいりたいと、そう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) ７番。

○７番(油野篤君) ありがとうございます。やっぱりですね、向こうから来て教わるのは

すごく安全だし、大丈夫なんですけど、ただ、向こうに行くっていうことはですね、身体

でやっぱり危険性も覚えるもんですから、それだから、できればもしそういう機会作れる

ようだったら、これから考えていってほしいと思いますんで、どうもありがとうございま

す。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) まず、町政執行方針の方から、ちょっと町長の考え方を聞きたいと

思います。

まず、２ページです。２ページの下の方に水産の関係が載っておりますけれども、コン

ブ、ナマコ、ホヤという名前が載ってますけども、ニシンはどういうふうな捉え方してる

のか。最近江差で白く濁って、群来と言いますか、そういうふうになっているようであり

ますので、やはり、明治、大正時代は松前も大変ニシン漁で栄えたわけですから、一定の

判断してやっぱり放流するなりなんなりの工夫が必要でないのかなと、こう思うもんです

から、この点の考え方をまず１点お知らせください。

それから、３ページのスルメの関係です。最近の報道でも函館市はイカの街を返上しな

ければならないだとか、スルメ加工業者は休業、もしくは廃業しなければならないとかっ

ていう報道がたくさんあります。松前町も同じ運命にあるんでないかなという気がします。

そこで、スルメ加工をしてる業者と町長との間で、その辺について十分に議論して対応し

ていかなきゃならないというふうに考えておりますので、この点の見解をお聞かせくださ

い。

それから、１１ページの下段、高規格道路の関係ですけども、半島道路です。様々こう

私も町長と一緒に何回も国土交通省へ足を運んだり、或いは開発局に足を運んだりしてき

ましたけれども、やや具体的に見えてこないと。最近、町長が半島道路は白神からやって

くださいということをこの期成会で決めて、白神から手をつけるという方向にあるという

ふうには噂で聞いておりますけれども、一つ私、最近情報耳にしたら、北海道の来年度の

重点事項に入らなければ、国交省はなかなか動かないよっていうような話まで耳に入って

きたんです。道庁から派遣されてきている職員もおりますけれども、北海道の最重点事項

に取り上げなければ、なかなか国土交通省は言うことをきけないんじゃないかという話ま
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で入ってきているわけですよ。ですから、町長としてはもう徹底して北海道に働きかけて、

更には国土交通省に働きかけると、こういうことが必要だと思うんですよ。やはり、この

道路作らなければ、移住定住も思うようにいきませんし、様々な外国人の観光客だって木

古内からこっち、或いは函館からこっちと。木古内までは平成３１年に完成するんです、

もう２９年、３０年が勝負です。道東の高速道路も３１年で終わるんだと、その予算をど

うするかというようなことまで考えてですね、やっぱり積極的に行動するべきでないかな

と思いますので、この３点、町長から答弁をお願いしたいと思います。

次は教育長、２ページなんです。アクションプラン、ターゲット２９です。これは前任

の教育長時代から学力の向上ということを目指して進めてきておりますけれども、このア

クションプランを行ったおかげで子ども達の成績はどうなったのか。全道平均まで届いて

いるのかどうか、全国平均まで届いているのかどうかと。こういうところがターゲット２

９の一番の目標としたところでないかなと思うもんですから、この辺の中身を教えてほし

いと思います。

更に３ページの中程の、全道、全国書道展っていう部分が載ってます。参加料が結構高

いというふうな話も聞いております。子ども達が書いた書ですから、みんなの分出せるぐ

らいの参加料を持つべきでないかなという気がするんですが、この辺について、教育長の

見解求めていきたいと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、１点目のニシンの関係であります。先般、江差町で群来来る

というふうなニュース載ってました。その結果につきましてはですね、群来なのかどうな

のかっていう確認はまだ、産卵の確認はできてないというふうな情報もいただいてる。群

来だったの、卵めっかったそうであります、すいません。そんなことでですね、ずっとニ

シンの関係につきましては、職員といろんな情報をもらえるような体制をしてきておりま

して、例えば、今現状で言いますと、北斗市で定置網にニシンが多く入ってるような状況

も聞いてますし、そのニシンがどっちの系群のものなのか、その辺の情報もとりながら進

めている、情報収集しているところであります。いずれにしても、日本海、かつて松前も

賑わったニシンでありますので、注意深く推移を見ていきたいと思いますし、いろんな情

報を持ちながら、積極的に取り組めるんであれば取り組んでいきたいなというふうに思っ

ております。

それと、松前の海も水温がこう大分変わってきているようでありまして、真鯛が白神の

低地に入るような、多く入ってきているような状況でありますので、確実に海の状況が変

わってるなというふうに思っております。今、組合長といろいろお話をさせていただいて

おります。まず前浜の資源が、どうもこの資源調査できないものかというふうな話を今し

ているところでありまして、海の来ている魚も、いろいろ漁師の人から聞くと、小島の漁

港の間口でハタハタが産卵してるんでないだろうかというふうな情報も聞きますけど、確

実な、確定した情報でありませんので、いずれにしてもニシンは注目してもいい魚種だな

と思ってますので、松前の海の資源も調査できればなというふうな思いで、今いるところ

であります。どっちにしても情報収集をしっかりとしていきたいというふうに思っており

ます。

それから、スルメの加工、本当に大変な状況になってきております。今年の業界の皆さ

んとの話し合いもさせていただきました。そうしたら、やっぱり南の方も状況よくないと

いうことも来てます。ですから、今年は去年よりも厳しいかなというふうな、業界の中で

は見る方もおりますし、いずれにしてもいい状況には来てないというふうな状況でありま
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す。ですから、私どもいろいろ昨年の情報聞きますと、韓国から原魚仕入れたっていう業

者の方もおりますんで、その辺の状況もいろんな情報もらいながら、それに対応するよう

な、行政としてどんな対応できるのか、それを考えていきたいなというふうに思っており

ます。

それから、半島道路。国鉄松前線の代替路線として計画路線にのった半島道路でありま

して、当時の状況から言いますと、もう着工してもう工事が進んでもいい状況なんだとい

うふうに思ってますけども、残念ながらそういうふうになってない。ですから、昨年から

国土交通省、或いは財務省の方に何としてもこの半島道路につきましては、早期に着工で

きるような、松前側から着工していただけるような運動をしているところであります。函

館市長が期成会のトップとして、いろいろ期成会をまとめていただいております。これか

らも、力強く運動を展開してまいりたいというふうに思っております。

それから、年明けてからですね、町の、松前町の経済界の代表の方々と函館開発建設部

の方に、部長の方にも何としても早期の計画路線にのれるようなお願いをしてきていると

ころであります。松前の経済を支えるうえでもですね、大変重要な、大きな経済効果のあ

る事業でありますし、松前ならではなくて、道南の大きな経済効果がある事業であります

ので、本当にこの２、３年が勝負だというふうな思いで、一生懸命運動してまいりたいと

いうふうに思っているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、教育執行方針の２ページでございますけれども、アクシ

ョンプラン、ターゲット２９の内容、更には子ども達の学力の状況について、ご質問いた

だいたところでございます。子ども達の学力の向上につきましては、当町の永年の教育課

題となっているところでございまして、各小中学校と連携を図りながら、子ども達の学力

向上に努めてきたところでございます。今お話ありました学力向上アクションプランにつ

きましては、学力向上対策委員会が、この向上のために第３番目として取り組んでいると

ころでございまして、第１ステージにつきましては、平成２０年７月１日の教育指針条例

から実は始まっているところでございます。このアクションターゲット２９については、

教師の授業力の向上と、松前っ子３リズムの完全定着を学力の基礎として、学力向上を目

標にして定めたものでございます。このターゲット２６につきましては、第２ステージと

して、平成２４年度から３年間の数値を掲げ、更には２６年から２９年までの３年間を目

標としてターゲット２９というふうなものを実施してまいりました。

現在の子ども達の学力の状況でございますけれども、毎年学力学習状況調査が実施され

ているところでございます。平成２８年度の状況見ますと、松前町の結果でございますが、

小学校６年生では、知識問題の国語Ａ、算数Ａ及び活用問題の国語Ｂと算数Ｂの科目の平

均で全道平均を初めて上回りました。全国平均とほぼ同等の結果となって、大変喜んでい

るところでございます。昨年度より大幅に伸びたところでございまして、全国平均以上の

目標の達成が見え始めてきたというふうに考えてるところでございます。

ただ、一方中学校３年生でございますけれども、全道平均及び全国平均からポイント的

にはちょっと、１０ポイントほど下回りまして、毎年の生徒の状況もございますけれども、

この部分については授業の改善を図る必要があるというふうに考えているところでござい

まして、これからも、この中心的になります学力向上対策委員会と、この辺を密にしなが

ら進めてまいりたいと、そのように考えているところでございます。

それから、書道の参加料の関係でご質問いただきました。現在、小学校、中学校におき

まして、全国学生書道展への出展、更には全国書画展覧会等々の数多くの出展がなされて
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いるところでございます。２８年度の今の見込みでございますけれども、学生書道展につ

いては１６１人、更には全国書画展覧会１６２人というふうに、小学校においても多くの

方々が出品をし、その予算を計上し、町で対応しているところでございます。ただ、議員

おっしゃる高額というふうな捉え方をしておりませんので、高くても千円くらいの負担と

いうふうに聞いておりまして、それ以上の負担があるところには、実は今、町としては補

てんしてないところでございますんで、もし、子ども達がそれ以上の高額のところにある

んであれば、臨みたいんであれば、ちょっと検討させていただきたいなと、いただきたい

と、そういうふうに考えているところでございますので、ご理解を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) ニシンについては、群来が来たと受け止めて私質問しております。

まだ、群来と判断しないということではないんです。承知しておいてください。

ニシンも、さっきも言うように明治、大正時代は沸き返ったわけですよ、松前の浜も。

だから、江差と一緒に手を組むだとか、或いは日本海沿岸で手を組むとかということで、

全体で放流したらどうかなという気がしてるもんですから、この辺についても、日本海対

策は北海道でやってますけども、全体で放流してみたらどうかなという気がしてるもんで

すから、今、議論してるわけです。今一度ご答弁ください。

それから、スルメの関係。今、南の方はあまり状況良くないと、私もそれは聞いており

ます。しかし、松前のスルメの加工業者はたくさんおりますし、そこで働いてる人はたく

さん今いるということもありますので、原魚の確保ということについて、今韓国の話して

ました。もっと安い原魚が、凍った原魚が手に入るんでないかなって気もしなくはないん

です。ですから、この辺も十分加工業者と協議して進めてみる必要があるんでないかなと、

こう思うもんですから、今一度ご答弁をお願いしたい。

３点目の半島道路については、町長、答弁ちょっともらしてるんです。私は、北海道の

重点事業にならなければ、国交省はなかなか取り上げにくいという話もしてるんですよ。

北海道に、はるみ知事以下たくさんいますから、その上の方に早く話をして、最重点事業

ですということであげてもらうのも、半島道路建設の一つの早まる道でないかなと、こう

思うもんですから、今一度、ご意見を聞かせてください。

それから、教育長、教育長がターゲット２６から２９ですね、それで小学校は全国平均

まで近付いてきたと、こういうことでありますけれども、中学３年生はという話がありま

した。これ、２９ですから、今年もう１年きちっと続けていくんでしょうけれども、一層

この学力向上に力を注いでくれるように、この向上対策委員会ですか、これにネジを巻く

ということが必要だと思いますので、徹底した先生の、或いは委員会への働きかけが必要

だというふうに思っておりますので、今一度ご答弁願います。

それから、書道の関係の参加料っていうのは、特定の学校と関連する、特定の展示会っ

て言いますか、大会って言いますかね、そこには千円未満なのかもしれませんけども、も

っと民間でやってるところもあるんです。だから、１人の参加料が３千円とかってありま

すからね。この辺も十分専門家の先生、たくさんいるでしょうからね、聞いて、どこの展

示会に何点ぐらい出したらいいかっていうようなことを、よく指導する先生、もしくは書

道の民間の団体ありますね、この人方と十分相談して選んで、できるだけ出してやるよう

にした方がいいと。特定の展示会だけであれば、書の町が大きく取り扱われないという可

能性もあります。ですから、書の町を推進するためには、一定の大規模な、或いは参加料

が多少高くても出してやるぐらいの発想が必要だと思うもんですから、今一度ご答弁願い
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ます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目のニシンの関係、本当に大変失礼致しました。日本海対策、

北海道も本腰入れております。情報収集しながら、我々でチャレンジできる可能性がある

んであれば、積極的にチャレンジしてまいりたいというふうに思っております。

それから、スルメ、本当に厳しい状況下でありまして、松前の大きな産業であります。

しかしながら、昨年、一昨年と老舗の水産加工業者が廃業というふうな状況もあります。

そういう現状、この大事な産業でありますので、きちんと情報収集に努めまして、業界と

一緒になって、このスルメ加工業を守っていきたいというふうに思っております。努力さ

せていただきたいというふうに思います。

これは半島道路、議員ご指摘のように北海道の最重点事業でなければ、国交省も動かな

いっていうふうな状況があるんであればですね、その事実を確認致しまして、期成会の会

長であります、それから期成会を構成してる２市４町の首長と、その辺確認して行動して

まいりたい、積極的に動いてまいりたいというふうに思ってますので、ご理解いただきた

いというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 学力向上の関係でご質問いただきました。議員おっしゃるように、

中学校の部分については、若干弱いところがございますので、先生方含めて、学力向上対

策委員会と十分に協議をしながら子ども達の学力を高めるために努力してまいりたいと、

そういうふうに考えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

また、書道の関係でございますけれども、先程小学校、中学校の部分をお話させていた

だきました。高校の部分につきましては、全国大会へは、書道推進協議会への補助金を出

しながら、大会への参加を奨励しているところでございます。しかし、今、議員おっしゃ

るように、いろんな大会がございます。そこに挑戦していくことによって、子ども達がの

びのびとまた伸びていってですね、更なる書道の広がりが見えると、そういうふうに考え

ておりますので、関係機関と、関係者と協議をしながら、子ども達のために推進してまい

りたいと、そういうふうに考えておりますので、ご理解をよろしくお願いしたいと思いま

す。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 最後に１点、半島道路の関係だけです。最近の情報で、町長が白神

からやってくれということを期成会で話をして、そういう方向になってるというふうな情

報も入っておりますのでね、できるだけ早く、福島町と松前町だけ道路がないんですよ、

１本しか。知内や木古内まで行けばありますし、上ノ国は江差まで行かなくてもあるんで

すね、木古内に抜ける道路が。松前と福島だけ１本しかないんです。ですから、津波でも

災害でもあったときには困りますし、先般のように石が落ちてきて車にぶつかることもあ

りますのでね、きちんと白神から手をつけてもらうということを強く要望して、答弁は不

必要ですから、答弁はいりません。

○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。

以上で、平成２９年度町政執行方針及び平成２９年度教育行政執行方針に対する質疑を

終わります。
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◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれ

で散会致します。

なお、明日の会議時間は午前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 ２時４５分)
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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。

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) 本日の議事日程については、お手元に配布の通りですのでご了承願

います。

◎会議録署名議員の指名

○議長(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、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７号 平成２８年度松前町一般会計補正予算(第１０回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第７号、平成２８年度松前町一般会計補正予算（第

１０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。ゆっくりと丁寧に説明を致したいと思

います。

それでは、ただ今議題となりました議案第７号、平成２８年度松前町一般会計補正予算

(第１０回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２８年度松前町の一般会計補正予算(第１０回)は、次に定めるところによろうとす

るものです。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１

６８万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億９千６１８万３千

円に致そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算

補正」によろうとするものでございます。

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ございます。

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。３７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、８４万７千円の減額計上です。９節から１４
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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。

３８ページです。２款１項１目一般管理費では、４５９万７千円の減額計上です。４節

から１９節まで、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

では、ファイルサーバーの減額計上分となってございます。また、１９節通知カード、個

人番号カード関連事務委任交付金は、マイナンバーに関わる国の算定見込み等による減額

計上分でございます。

４０ページでございます。２目文書広報費では、８７万４千円の減額計上です。１１節

町広報発行、印刷製本費は、広報誌の契約単価の減による減額計上でございます。３目財

産管理費では、２７４万５千円の減額計上です。各節におきまして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、１３節庁舎管理警備委託料については、入札に

よる減額計上分でございます。２５節積立金は、いずれも決算見込みによる運用利子分の

減額計上分です。４目支所費では、７万７千円の減額計上です。これは、支所における年

度末までの決算見込みによる計上分でございます。５目地域振興費では、２５０万２千円

の減額計上です。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

見込みによる減額計上分でございます。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もので

ございます。２５節ふるさと松前応援基金積立金は、桜と城、更に書の基金については増

額となっておりますが、一方、物産寄附分は減額となっており、トータルで増額となった

ところでございます。

４３ページです。２項２目賦課徴収費では、１０５万６千円の減額計上でございます。

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。

４４ページです。３項１目戸籍住民基本台帳費では、１１万円の減額計上です。各節に

おいて年度末までの決算見込みによる減額計上分でございます。

４５ページです。４項２目明るい選挙推進費では、１５万４千円の減額計上です。年度

末までの決算見込みによる減額計上分でございます。３目参議院議員通常選挙費では、１

４５万３千円の減額計上です。昨年の７月１０日執行の参議院通常選挙の確定精算による

減額計上分でございます。

４６ページです。４目町長選挙費では、２３万３千円の減額計上です。昨年４月３日執

行の松前町長選挙の確定精算による減額計上分でございます。

４７ページでございます。５目渡島海区漁業調整委員会委員選挙費では、１１９万２千

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の計上分でございます。

４９ページでございます。５項１目各種統計調査費では、３３万６千円の減額計上です。

年度末までの決算見込みによる減額計上分でございます。

５０ページです。３款１項１目社会福祉総務費では、３千７０３万１千円の減額計上で

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５１ページの１９節まで、年金生活者等支援臨時福祉給付金は、１人あたり３万円を

支給するもので、当初２千１５０人を予定しておりましたが、２千３人の見込みとなるこ

とからの減額計上分でございます。また、臨時福祉給付金は、１人当たり３千円を支給す

るもので、当初３千人を想定しておりましたが、２千７０４人と見込みとなることからの

減額の計上分でございます。５２ページの２０節障害者自立支援、介護訓練等給付費では、

２千４５０万８千円の減額計上です。これは、自立訓練のための給付支援と介護給付の支

援につきまして、当初総体で延べ１千８５７名を見込んでおりましたが、延べ１千７３７
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名の利用見込みとなることからの減額の計上分となってございます。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操出金分等の額の確定による減額の計上分でございます。２目社会福

祉施設費では、１３万１千円の減額計上です。決算見込みによる減額計上分でございます。

３目老人福祉費では、６８４万８千円の減額計上です。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分でございます。なお、２０節扶助費では、

老人福祉施設入所措置費で、養護老人ホーム入所者１名を見込んでおりましたが、該当者

がないことから、１ヶ月分を見込んで減額計上しております。２８節介護保険特別会計に

対する繰出金では、保険事業勘定の事務費負担金分の減による計上分でございます。また、

後期高齢者医療特別会計に対する繰出金は、主に、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ございます。

５４ページでございます。４目地域活動推進費では、１１万５千円の減額計上です。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、５２１万５千円の減額計上です。各節

において年度末までの決算見込みによる計上分でございます。なお、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２０８人で計画しておりました

が、２３０人となることから、増額補正を致そうとするものでございます。また、子ども

医療費は、当初２千３０万円を想定しておりましたが、１千６６１万９千円の推計見込み

から減額を致そうとするものでございます。２目児童措置費では、３１７万円の減額計上

です。２０節児童手当支給事務では、各対象児に増減はありますが、年度末までの決算見

込みによる計上分でございます。

５６ページです。４款１項１目保健衛生総務費では、１１万９千円の減額計上です。１

９節道南ドクターヘリ運航経費負担金では、平成２７年度精算分で、当初２０人を想定し

ておりましたが、利用実績では３８人となっております。しかしながら、総体の事業経費

が減額となったために、町村負担も減額となったことにより、利用者は増えましたが減額

計上となったところでございます。２目母子保健費では、１２８万９千円の減額計上です。

各節におきまして決算見込みによる計上分でございます。なお、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の計上分でございます。３目予防費では、６８２万円の減額計

上です。１２節エキノコックス症検診手数料では、当初５００人を見込んでおり、３１９

人となることから減額計上です。１３節一般健診委託料で、決算見込みによる減額となっ

てございます。結核検診委託料は、当初８０９人分を見込んでおり７８７人分となること

からの減額計上です。肺炎ウイルス検査委託料は、当初９０人を見込んでおり、４０人と

なることから減額です。子宮がん検診委託料は、４６０人を見込み、３０４人となること

からの減額です。大腸がん検診委託は、６５０人に対し、５４７人となることからの減額

です。インフルエンザ予防接種委託料は、接種回数２千２４０回を見込んでおりましたが、

２千６６回となることからの減額計上です。また、子宮頸がんワクチン接種委託料は、当

初２６人を見込んでおり受診者がないことからの減額計上分でございます。水痘ワクチン

接種委託料では、当初延べ１０２人に対し、６３人となることからの減額計上です。高齢

者肺炎球菌ワクチン接種委託料は、２７０人に対し、年度末まで１１０人となることから
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の減額計上です。日本脳炎ワクチン接種委託料は、８１０人に対し、６８０人となること

から減額計上です。４目環境衛生費では、２１３万２千円の減額計上です。７節及び１４

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。１９節合併処理浄化槽設置補助金は、当初５人槽４基、７人

槽２基、１０人槽１基を予定しておりましたが、実績見込みで５人槽が２基、７人槽１基

となることから減額となってございます。６目健康センター費では、６万７千円の減額計

上です。年度末までの決算見込みによる減額計上です。７目病院費では、７千５万２千円

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

よる増額分と、新たに病院運営費に対し、３千２００万円を計上したところでございまし

て、これは、当町で必要とされる医療を継続して提供できる体制を整えるため、病院運営

費に対し、補助を致そうとするものでございます。

５９ページでございます。２項１目清掃総務費では、９３３万１千円の減額計上です。

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

補正に伴い減額の計上でございます。主にゴミ再生処理施設費のストックヤード建設工事

費の入札減によるものでございます。２目じんかい処理費では、２６万２千円の減額計上

です。１３節委託料で、一般廃棄物収集運搬委託料で、契約に伴う減額計上分となってご

ざいます。

６０ページでございます。３項１目上水道施設費では、１２８万６千円の減額計上です。

１９節水道事業会計に対する補助金は、主に建設改良費において、辺地債充当分に伴う決

算見込みにより減額計上でございます。

６１ページでございます。５款１項１目労働諸費では、５万９千円の減額計上です。決

算見込みによる減額計上分でございます。

６２ページです。６款１項１目農業委員会費では、５万４千円の減額計上です。年度末

までの決算見込みによる計上でございます。２目農業振興費５万１千円の減額計上です。

決算見込みによる減額計上分でございます。３目畜産業費では、２０８万９千円の減額計

上です。各節におきまして、年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。なお、

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ましたが、事故牛がな

かったことからの減額計上でございます。

６４ページでございます。２項１目林業振興費では、１５９万６千円の減額計上です。

年度末までの決算見込みによる減額計上分でございます。なお、７節から９節まで、熊駆

除対策事業につきましては、全体で２３頭を見込んでおりましたが、１７頭の駆除実績と

なったことからの減額計上です。１３節委託料では、町有林整備委託料は、入札に伴う減

額計上分でございます。

６６ページでございます。３項１目水産業振興費では、６７５万９千円の減額計上です。

各節において決算見込みによる減額計上分でございます。なお、１９節水産基盤整備事業

負担金（漁港分）と致しまして、主に茂草、札前漁港の地元負担分が減額となったことか

らの計上分です。２目漁港管理費では、２０万円の減額計上です。決算見込みによる減額

計上分でございます。

６７ページでございます。７款１項１目商港振興費では、４０５万円の減額計上です。

１９節商工事業者経営改善等支援補助金は、当初から３０名の利用予定で、３０名の利用

実績となりましたが、事業費の減額による計上でございます。２目観光振興費では、３９

８万６千円の減額計上です。各節内において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、事業実績がなかったことから減
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額の計上分でございます。８節観光振興報償費では、年度末まで観光大使の任命がなかっ

たことと、観光事業に関わる謝礼金がなかったことから減額計上です。１９節松前グルメ

観光ＰＲ事業負担金は、マグロ祭り負担金の黒字決算による減額が、未開催イベントなど

による減額の計上分でございます。３目温泉休養センター費では、６２万２千円の減額計

上です。なお、１５節３号井温泉ポンプ入替工事請負費は、入札に伴う減額計上でござい

ます。４目公園費では、２２１万３千円の減額計上です。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、１１節北鷗碑林管理印刷製本費は、更新のためのリー

フレットの作成に伴う契約による減額の計上分となってございます。１３節委託料は、入

札及び契約に伴う減額計上分です。１７節公園管公園用地購入費は、購入予定地に国有地

が含まれており、財務の算定単価が低かったことからの減額となってございます。１８節

公園管理備品購入費は、乗用草刈り機の契約に伴う減額の計上分でございます。５目藩屋

敷費では、２万５千円の減額計上です。１５節工事請負費は、入札執行に伴う減額計上で

す。６目北前船記念公園費では、１９万２千円の減額計上です。各節内決算見込みによる

減額の計上分でございます。なお、１３節総合管理施設パノラマ展望テラス調査設計業務

委託料は、入札執行による減額の計上でございます。

７１ページでございます。８款２項１目道路橋りょう維持費では、財源更正です。２目

道路新設改良費では、４６万４千円の減額計上です。１３節委託料は、いずれも入札執行

による減額の計上でございます。３目橋りょう新設改良費では、４８２万４千円の減額計

上です。１３節委託料は、入札執行に伴う減額の計上分でございます。

７２ページです。４項１目港湾管理費では、５万円の減額計上です。決算見込みによる

減額計上分でございます。

７３ページです。５項１目住宅管理費では、財源更正です。２目住宅建設費では、７９

０万７千円の増額計上です。１３節町営住宅建設実施設計業務委託料及び工事管理業務委

託料は、入札執行による減額計上です。１５節町営住宅建設工事請負費は、豊岡第３団地

１棟４戸の入札による減額の計上でございます。町営住宅解体工事請負費は、１千３９９

万７千円の増額計上です。これは、長寿命化計画による建替事業のため、豊岡第６団地３

棟１２戸の解体を致そうとするもので、当該事業は繰越事業としての対応でございます。

なお、町営住宅解体事業の概要につきましては、参考資料９７ページに掲げておりますの

でご参照願います。

７４ページでございます。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、２３９万８千円

の減額計上です。これは、渡島西部広域事務組合負担金（消防部門）で、決算見込みによ

る事務組合の補正に伴い減額の計上です。なお、主な要因は、消防職員手当等の消防諸費

の減、更には原口消防器具置き場新築工事費の入札減などによるものでございます。２目

災害対策費では、１３６万９千円の減額計上です。各節内において増減はありますが、決

算見込みによる計上分でございます。なお、１３節防災行政無線整備電波伝搬調査設計業

務委託料は、入札による減額の計上分でございます。

７５ページです。１０款１項１目教育委員会費では、２万２千円の減額計上です。決算

見込みによる計上分でございます。３目教育振興費では、３１３万９千円の減額計上です。

各節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、１９節松前高等学校通

学生交通費等補助金は、町外からの通学生がなかった分が減額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、介護職員初任者研修の資格取得受験者が

なかったことによる減額の計上です。２１節奨学資金貸付金は、当初５人分を見込んでお

りましたが貸付者が２名となったことからの減額計上です。２５節教育施設整備基金積立
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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。

７７ページでございます。２項１目学校管理費では、５１２万９千円の増額計上です。

各節内において、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、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分となってございます。２目教育振興費で、

９７万８千円の減額計上です。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。

８０ページでございます。３項１目学校管理費では、１５５万７千円の減額計上です。

各節いずれも決算見込みによる計上分でございます。なお、１８節ＩＣＴ教育推進備品購

入費は、公務用パソコンの入札に伴う減額の計上でございます。

８２ページでございます。２目教育振興費では、１５９万９千円の減額計上です。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の計上でございます。３目学校建設費では、

６千５２２万７千円の増額計上です。これは、松前中学校グラウンドの右側半分を野球場

改修整備とし、関連事業の計上分で、繰越事業として対応致そうとするものでございます。

なお、２９年度におきましては、左側半分は人工芝による改修整備を予定しているところ

でございます。なお、事業概要は、参考資料９８ページに掲げておりますのでご参照を願

います。

８３ページでございます。４項２目公民館費では、５０万９千円の減額計上です。いず

れも事業終了や決算見込みに伴う減額計上です。４目社会教育施設管理費では、２９万７

千円の減額計上です。４節共済費は、年度末までの決算見込みによる減額計上です。１５

節町民総合センター外壁等塗装工事請負費は、入札に伴う減額の計上分です。５目文化財

費では、７３万２千円の減額計上です。いずれも決算見込みによる減額計上分です。６目

史跡保存整備費では、６２４万１千円の減額計上です。各節におきまして年度末までの決

算見込みによる計上でございます。なお、１３節史跡松前氏城跡福山城跡保存整備石切場

地区現況地形測量委託料は、国庫補助の減額に伴い事業実施ができなかったため、減額と

なってございます。更に、二ノ丸地区コンクリート擁壁撤去委託料につきましても国庫補

助金の減額に伴い、事業を縮小しての実施となったところでございます。７目郷土資料館

費では、３３万５千円の減額計上です。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。

８６ページでございます。５項１目保健体育総務費では、６５万９千円の減額計上です。

年度末までの決算見込みによる減額計上です。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ございます。また、４節のふれあい公園管

理は、パークゴルフ場臨時職員のシーズン終了に伴う事業確定のための減額計上分でござ

います。

８７ページでございます。１２款１項１目元金は、財源更正でございます。２目利子で、

１２２万１千円の減額計上です。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。

８８ページでございます。１３款１項１目職員給与費で、１０７万１千円の減額計上で

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

以上が歳出でございます。次に歳入です。１１ページをご覧願います。
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２．歳入です。２款１項１目地方揮発油譲与税では、３５０万円の増額です。年度末ま

での推計見込みによるものでございます。

１２ページでございます。２項１目自動車重量譲与税では、２５０万円の減額です。年

度末までの推計見込みによるものでございます。

１３ページでございます。３款１項１目利子割交付金では、７１万１千円の減額計上で

す。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１４ページでございます。６款１項１目地方消費税交付金では、３千２００万円の減額

です。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１５ページです。７款１項１目自動車取得税交付金では、１００万円の増額です。年度

末までの推計見込みによるものでございます。

１６ページでございます。９款１項１目地方交付税では、１４９万８千円の減額です。

財源調整のための減額措置でございます。

１７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。

１８ページでございます。１１款１項１目民生費負担金では、２０万８千円の増額です。

２目教育費負担金では、１万３千円の減額です。いずれも年度末までの見込みによるもの

でございます。

１９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１４万５

千円の増額の計上でございます。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。

２０ページでございます。２項４目農林水産業手数料では、３４万８千円の増額です。

年度末までの見込みによるものでございます。

２１ページでございます。１３款１項１目民生費国庫負担金では、１千５０５万９千円

の減額です。１節から２２ページの８節まで、それぞれ節内において増減はありますが、

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。

２３ページです。２項１目総務費国庫補助金から２４ページ６目教育費国庫補助金まで、

総体で４千７１０万１千円の増額です。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分でございます。

２５ページでございます。１４款１項１目民生費道負担金では、１千２３万７千円の減

額です。１節から２６ページの８節まで節内で増減はございますが、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分でございます。

２７ページでございます。２項２目民生費道補助金から６目衛生費道補助金まで、総体

で２７５万８千円の減額計上です。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。

２８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

３３７万１千円の減額です。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。

２９ページでございます。１５款１項１目財産貸付収入から２目利子及び配当金まで、

総体で８２万２千円の減額です。いずれも年度末までの見込みによるものでございます。

３０ページでございます。２項２目物品売払収入で、６８万２千円の増額です。３目生

産物売払収入で、１７万２千円の増額です。いずれも売払いの確定分による計上でござい

ます。

３１ページでございます。１６款１項２目総務費寄附金で、３７万２千円の減額計上で
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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。

３２ページでございます。１７款１項１目国民健康保険特別会計繰入金で、５万５千円

の減額です。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

り入れを致そうとするものでございます。

３３ページでございます。１９款３項１目農林水産業費貸付金元利収入で、２０９万５

千円の増額です。１節農業費貸付金元利収入で、沿岸及び低位経済町村振興事業貸付金元

利収入（滞納繰越分）について、完済となることから増額補正を致そうとするものでござ

います。

３４ページでございます。４項１目民生費受託事業収入から２目で農林水産業費受託事

業収入まで、総体で６１万９千円の減額計上です。いずれも年度末までの実績見込みによ

る減額計上分でございます。

３５ページでございます。５項２目弁償金から６目雑入まで、総体で２１２万円の減額

です。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。

３６ページでございます。２０款１項２目衛生債から６目教育債まで、総体で１千５２

０万円の増額です。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

見込み計上分でございます。なお、６目５節中学校債で松前中学校グラウンド野球場改修

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５３億９千

７８６万８千円に１６８万５千円を減額し、補正後の額を５３億９千６１８万３千円に致

そうとするものでございます。

４ページから５ページでございます。歳出でございます。歳出につきましても歳入同様、

補正前の額に１６８万５千円を減額し、補正後の額を５３億９千６１８万３千円に致そう

とするものでございます。

６ページでございます。第２表繰越明許費です。２款１項総務管理費から１３款１項職

員給与費まで、５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。

７ページでございます。第３表債務負担行為補正です。変更の分と致しまして、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。

８ページです。第４表地方債補正です。(１)追加の分として、松城小学校改修事業及び

松前中学校グラウンド野球場改修事業について、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)変更の分と致しまして、簡易水道施設整備事業補助金他６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。

質疑ありませんか。

３番。

○３番(福原英夫君) 質問がないようで、１点だけ、８２ページ、１５節松前中学校グラ

ウンド野球場改修、必要だから改修する、すべきだという考え方、町長の公約でもござい

ますんでね、それはそれでいいとして、今、子ども達の数が１３７人、松前中学校、そう
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して私は保護司をさせていただいてますけども、その中で４町の野球大会を毎年開催して

おりますけども、松前中学校単独ではチームを構成することができない。そうして、他町

村の野球少年をお願いしてチームを構成している段階。それと、松前高校も野球チームが

編成できない段階。そんな中で必要性があるのかなあと、こうちょっと疑問符を持ったわ

けです。

それと、もう一つ、うちらの町民野球場も、ああいうふうに地盤沈下して、そして、利

用してる中でも危険が伴ってございますんでね。そして、学校教育の設備、整備がものす

ごく行われているんですけども、町民のためのそういう整備がおろそかになっているんで

ないかなというふうに思ったもんですから、この野球場の内容を、どのような整備をどの

ようにするのか、ボリュームが大きいもんですから、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 松前中学校の野球場の整備でございますが、それにつきまし

ては、以前から野球場が、グラウンドがですね、雨が降って水たまりができ、また、土ぼ

こりが舞ったり、また、芝生がデコボコということで、野球場以外もグラウンド全体が使

用に、学校の授業、また部活などで使用する段階でちょっと支障が出てるということで、

このグラウンドにつきましては、学校が開設以来、４０年以上大規模な改修がされないと

いう状況がありまして、支障がでてるということで、学校及び町内の団体、スポーツ団体

等、教育委員会が協議致しまして、グラウンド全面を改修しようということに進めてまい

りました。その中で、まず、野球場に、右半分は野球場を改修し、また左側半分を陸上、

サッカー場として次年度で改修しようということで進めてまいりました。それで、今回は

野球場の部分が改修ということなんですが、確かに松前中学校の野球部は、今１、２年生

２名ということになっておりますが、また新年度で入部するということも、少年団の子ど

も達が入部するという噂も聞いております。野球だけではなく、そこはソフトやったり、

授業で使ったりということでございますので、野球に特化した分だけを考えて改修すると

いうわけでございませんので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 説明の根拠に乏しくないですかね。たった今、２名よりいないだと

か、来年は何人入るよだとか。この間の体力の状況からいくと、新聞報道より私はつかん

でおりませんけれどもね。施設を整備するっていうことは駄目だと言ってるわけでないん

です。根拠、それと将来、それと学校側はどういうふうにして子ども達の健康づくり、体

力づくり、将来にわたってその子ども達の役立つような、体力づくりをするかっていうこ

とで、学校教育の中学校の担当者と、それで話し合っての整備なのかということなんです

よ。いや、話し合ったっていうんであればいいですよ、そのように答弁していただければ

いいですから。ただ、１３７人よりいないんですよ。そして、体力づくり、それじゃあど

ういうふうにするのかっていうことは、学校は考えてるんでしょうや。それにそぐわない

整備の仕方したらまずくないかなあ。いや、それは学校は野球はもっとその他多目的に使

うんですよということであれば、私は大賛成しますよ。しかし、根拠がちょっと乏しいか

なと思うんですが。再度答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 学校側、町内の団体とも十分そこら辺は協議してまして、今

回野球場というふうな名称に改修をしておりますが、学校の授業、体育の授業、それから

そこら辺で子ども達の体力づくりを目指し、また、そこでは野球以外にも使うということ

もありますし、野球場ということの今回の目的を出しておりますが、それ以外に右側、人
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工芝の部分で陸上の部分も整備しますし、全面的な改修を目指して、子ども達の健康、体

力づくりを目指していくと。今回は野球場という名称ですが、一部改修というふうなこと

で捉えていただきたいと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 最後ですんでね、もう一つ、私が心配するようなことじゃあないん

でしょうけども、どうしても起債をおこして公共事業をやってるわけですから、起債償還

が重なって、膨らんで、そして財政が動かなくなるという危険性がないのかなあ、そんな

気持ちを持っていたり。町長自身は、これを決定したわけですから、町長自身、どういう

ふうに思っているのか、最後答弁してくださいよ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 基本的にはですね、議員心配している子どもの少ない部分も理解で

きるんでありますけども、やっぱりいい環境で、校舎も新築をしましたし、子ども達にい

い環境で、教育の環境づくりをするのも私どもの仕事だと思っているところであります。

財政の部分で、起債の償還のこと指摘ありましたけども、昨日の執行方針の中でも梶谷

議員からご指摘があったところでありまして、将来の財政推計、きちんと把握した中での

対応とらせていただいておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。子ど

も達にいい教育の環境で提供したいというふうな思いからでありますので、ご理解いただ

きたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

５番。

○５番(工藤松子君) すいません、５７ページ、５９ページ、７９ページからお願いした

いんですが、５７ページの方、予防費っていうんですか、検診だとか、ワクチンだとかの

部分なんですが、町民はそれこそ病気になっちゃってから病院でっちゅうことじゃなくて、

できれば早め早めの手当をきちんと自覚して、いろんな検診、それから接種やっていただ

きたいと思うんですよね。一生懸命呼びかけはしてるんですけども、やっぱりまだ検診率、

受診率が伸びていかない。松前町ではずっと前からそういう傾向があるんですけども、何

とか町民に意識を持っていただけるような、なんか施策があればなあと思うんで。

それから、５９ページの方は、ゴミが減量化されてきたのかなっていう気がしたんです

が、単なる町内の一斉清掃のその分だけが減って減額なってるのか、それから一般ゴミの

方も減ってきてるのか、その付近をちょっと伺いたいと思いました。

それから、７９ページの教育費の振興費の方の扶助費、対象児童が減ったっちゅう説明

の仕方がありましたけども、もう産まれたときから大体何歳になれば入学して、そして、

補助対象となるってその人数は、そんなに大きくは動かないもんだと思うんですよね。そ

れで、子どもの数が減るっちゅうことは、収入が増になって、その要保護家庭の数が減っ

て、その数が減ったのかな。それとも要保護家庭が転出したため、対象児童が減ったのか

な。産まれたときからの子どもの数、それから大体家庭の経済状態っちゅうのはそんなに

変わりないと思うんで、どういうあれで扶助費の対象児童減ったに繋がっていったのかな。

その付近がちょっと知りたいので、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) 各種検診の受診率の向上の関係でご質問をいただきました。

各種検診の予算を計上するにあたっては、これまでの実績、対象者の人数を含めまして、

それに今ご指摘のありましたように、町民に対する呼びかけをした中でですね、受診率を

上げることも、目標も加味した中で推計値を出しまして予算計上しているところです。そ
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の部分で、推計値までいかないという部分で今回減額となるわけですけれども、例えば乳

幼児等に必要な検診につきましては、保健師等の個別の指導もありまして、ほぼ１００％

受診を、検診を受けている状況にあります。そういう中でですね、今ご指摘のありました、

例えばがん検診等におきましては、なかなか住民の理解を得るに、までに行ってないとい

う部分は毎年指摘を受けてるところではあります。引き続き、健康推進課一丸となりまし

て、必要な、検診の必要性を町民に周知するよう努力していきたいと考えております。特

に、がんにつきましては早期発見、早期治療で治る時代になったということでございます

ので、引き続き努力していきたいと思っているところです。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) ただ今、工藤議員からご質問いただきました、まずこの５

９ページの、５９ページですね、ゴミの委託料という部分なんですけれども、これに関し

ましては、先程政策財政課長の方から説明ありました契約による減額ですということなん

ですが、ゴミの量につきましても、春と秋と２回クリーン作戦やってまして、これにつき

ましてもゴミの量は減っております。またですね、ゴミの処理量、可燃ゴミ、不燃ゴミ、

資源ゴミにつきましても、平成２２年度から平成２７年度までの実績を比較しますと、２

２４トンほど減ってきております。毎年度ゴミの量は減ってきております。人口減少とい

うのも要因ではあるかと思いますけれども、皆様のゴミの減量化に対する取り組みの効果

もあるのかなと考えておりますので、今後ともゴミの減量化に向けて町民の皆様、そして

町内会とともに取り組んでいきたいなと思っておりますので、ご理解よろしくお願い致し

ます。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 要保護・準要保護児童生徒就学援助費の減額の内容でござい

ますが、この援助につきましては学校教育法、または国で定める法によりまして、生活保

護及び経済的に就学が困難な児童生徒に対して、学業用品、給食費などの援助を行うもの

ですが、当初、生活保護の児童５名、そして、経済的に生活が困難な児童ということで５

９名、計６４名を見込みました。それによって申請をいただきまして決定していくわけな

んですが、準要保護世帯につきましての基準につきましては、年収、４世帯で３２５万円

という基準を設けておりまして、これで５９名を予定したところなんですが、結果的には

生活保護の世帯の子ども達７人、それから経済的な理由による決定者が４６名ということ

で、５３名に減少したことによりまして、今回９２万８千円の減額となったところでござ

いますので、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 検診のことなんですけども、年何回か同じことやったら手間だとは

思うんですが、チャンスが何回かあれば、その何月何月の間は行けなかったけども、冬の

間だったらいけるとか、それからお盆の間だとか、正月近辺とか、分けて何回かに検診、

チャンスが何回かあればね、何とか増えるんじゃないかなって気はしてるんですよ。なん

か２回くらいありますよね、がん検診の部分は確か。だから、ちょうど働き盛りの人方の

声を聞きながら、一番大事なときにちゃんと検診を受けなきゃないって意識は持っていた

だけるとは思うんですよ。ただ、チャンスを何回かにしてあげたら、もっと増えるんじゃ

ないかなっちゅう気はしてるんで、もう忙しいと聞いてはいたけども行かないで、それか

ら時期を逃しちゃうっていうか、そういう部分もあると思うんです。例えば仕事が休みと

検診の日が重なってくれればいいのになって感じで、みんな聞いてるんじゃないかと思う

もんですから、なんかそういうチャンスを作った方がいいんじゃないかなっていう気がし
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ます。

ゴミの減量の方は、しつこいかもしれませんが、何回も何回も働きかけながら町内会か

らもおろすようにしたら、本当に意識をもって動いてくれるんじゃないか、町民を動かす

ってことで、何とかやってほしいなと思います。

それから、保護費の方の話はわかりました。辞退される方もいるんですね。こっちは権

利があったら使えっちゅう気持ちになるんですけども、本当みんなぎりぎりで生活してる

ところが多いはずなんですよね。ですから、ひとつ、入学のときはこういう場合は、この

紙を使って申請してくださいっちゅう説明はされると思うんですけども、その年１回のス

タートのときだけでなくて、途中であっても拾い上げるような、そういう工夫もしていた

だきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １点目、健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) 町民の皆さんが検診を受けやすい環境づくりが必要とのご

指摘かと思います。がん検診につきましては、乳がん検診、子宮がん検診、それから大腸

がん検診につきましては年中、年間を通して受けることができるんですけども、今、ご指

摘があったのは、肺がん検診、胃がん検診、年２回ほどあるんですけども、この点だと思

います。対がん協会の方に来ていただくという部分も含めまして、今ご指摘のありました

季節的なものとか、時間的なもの等工夫して、より一層受診しやすい環境を検討していき

たいと思っておりますので、ご理解よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) 今、工藤議員さんからもお話ありましたようにですね、や

はり一人ではなかなかゴミの減量って難しいので、町民の皆様がゴミの減量化に向けた意

識の高揚ですとか、また町内会の活動の中で皆さんに周知していくというのが、何よりも

大切だというのは理解しておりますので、今後とも町内会の皆様と一緒にゴミの減量に向

けて取り組んでい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) ３点目、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 毎年、その世帯の収入が変わるもんですから、人数の予測は

困難なところでありますが、毎年度、これにつきましては学校を通じて各家庭にその基準

を示して、該当するような世帯については申請していただくように通知しておりますので、

よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

６番。

○６番(堺繁光君) 今、工藤議員が質問しておりました５７ページのワクチンの接種のこ

とで聞きたいと思います。

先程、子宮頸がんワクチン接種委託料が全くなかったというような説明があったと思う

んですけども、これはあれですか、世間でよく言われている危険性があったから受けなか

ったというのが原因なんでしょうか。その辺、ちょっとお知らせお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) 子宮頸がんワクチンにつきましては、その後の副作用がこ

のワクチンが原因でないかというふうなことがありまして、これは医学的にも議論が分か

れているところでありまして、すぐに子宮頸がんワクチンを接種を再開するようにという

ふうな意見も出ておりますけれども、今のところ、まだ明確な判断がなされないというこ

とで、厚生労働省の方からは積極的な勧奨は今のところ控えるという形になっておりまし

て、その影響もありまして、今回受診者はいないという状況になっております。
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○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) 結果がそういう結果であったということなんですけども、松前町では

そういう事例っていうんですか、実態あったんでしょうか。そして、今後まだこれを続け

ていく予定なのかどうかも教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) この子宮頸がんワクチンが原因というふうな明確な事例は

ありませんけれども、ただ、もしかしたらというふうな事例もありますので、それも含め

てですね、今、全国的にいろいろ検討されている状況であります。

○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。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時００分)

(再開 午前１１時１５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第８号 平成２８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３、議案第８号、平成２８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) それでは、ただ今議題となりました、議案第８号、平成２８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、その内容をご説明申し上げま

す。

平成２８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あります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ８千４７１万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１７億１千２３４万４千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あります。

今回の補正につきましては、年度末までの決算見込みや額の確定による補正でありまし

て、歳出では、保険給付費及び後期高齢者納付金や共同事業拠出金等の減額、歳入におい
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ては、療養給付費交付金や共同事業交付金等の減額が主な内容でございます。

それでは、歳出の事項別明細によりご説明申し上げます。１６ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、４節から１２節まで、合わせて３７万円

の減額計上です。これは、年度末までの決算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、１９節北海道国民健康保険団体連合会負担金で１万５千円の減額計上

です。これは、額の確定により減額するものであります。

次に１７ページです。２項１目賦課徴収費１１節と１９節合わせて２０万３千円の減額

計上です。いずれも年度末までの見込みによる減額であります。

次に１８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１千５００万円の減額、５目審査支払手数料でも１７万円の減額計上です。いずれも

年度末までの決算見込みによる減額であります。

次に１９ページです。２項１目一般被保険者高額療養費は、財源更正です。２目退職被

保険者等高額療養費で、４００万円の減額、３目一般被保険者高額介護合算療養費で２９

万円の減額、更に、４目退職被保険者高額介護合算療養費で１０万円の減額計上です。い

ずれも年度末までの見込みによる減額するものであります。

次に２０ページです。３項１目出産育児一時金では、３３６万円の減額計上です。こち

らも年度末までの見込みによる減額であります。

次に２１ページです。４項１目葬祭費では、３０万円の減額計上です。こちらも年度末

までの見込みによる減額であります。

次に２２ページです。３款１項１目後期高齢者支援金では、２千５３６万８千円の減額

計上です。これは、額の確定により今回減額するものであります。

次に２３ページです。４款１項１目前期高齢者納付金では、６万９千円の減額計上です。

こちらも額の確定により減額するものであります。

次に２４ページであります。５款１項１目老人保健事務費拠出金では、４千円の減額計

上です。こちらも額の確定により減額するものであります。

次に２５ページです。６款１項１目介護納付金では、１千３１６万５千円の減額計上で

す。こちらも額の確定により減額するものであります。

次に２６ページです。７款１項１目高額医療費拠出金では、１４４万円の追加計上です。

２目保険財政共同安定化事業拠出金では、２千１３０万５千円の減額計上です。これらの

共同事業拠出金は、過去３年間の医療費の状況により拠出金を負担する仕組みとなってお

りますが、このたび国保連合会から額の確定通知があったことから、これにより補正する

ものであります。

次に２７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、合わ

せて２０８万７千円の減額計上です。いずれも年度末までの決算見込みにより減額するも

のであります。

次に２８ページです。２項１目保健衛生普及費８節から１２節まで、合わせて２９万１

千円の減額計上です。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２９ページです。９款１項１目利子、こちらは財源更正であります。

次に３０ページです。１０款２項１目一般会計繰出金では、５万５千円の減額計上です。

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係る経費の減額によるもので

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
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ジへお戻り願います。

２．歳入です。２款１項１目療養給付費等負担金１節現年度分で、療養給付費等負担金

及び後期高齢者支援金負担金、更に介護納付金負担金、合わせて９３万６千円の減額計上

です。これは、２８年度負担金の変更申請により、補正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、３５万９千円の追加計上です。この負担金は、歳出の高額医

療費共同事業拠出金の４分の１が収入されるものであります。その額の確定により今回補

正するものであります。３目特定健康診査等負担金１節現年度分で、１１万２千円の減額

計上です。この負担金は、特定健康診査等対象費用の３分の１が収入として措置されるも

のですが、国の負担金の額の確定により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、普通調整交付金として４１０万６千

円の減額計上です。年度末までの決算見込みによるものであります。

次に８ページです。３款１項１目療養給付費交付金では、２千１５３万７千円の減額計

上です。これは、退職者被保険者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、こちらも額の確定により減額するものであります。

次に９ページです。４款１項１目前期高齢者交付金では、３千１６９万２千円の減額計

上です。これは、６５歳から７４歳までの前期高齢者に係る交付金でありまして、社会保

険診療報酬支払基金から交付されるものでありまして、こちらも額の確定により減額する

ものであります。

次に１０ページです。５款１項１目高額医療費共同事業負担金では、３５万９千円の追

加計上です。国庫負担金同様、歳出の高額医療費共同事業拠出金の４分の１が収入として

措置されるものであります。２目特定健康診査等負担金においても、国庫負担金同様、１

１万２千円の減額計上であります。

次に１１ページです。２項１目道財政調整交付金では、５２万９千円の減額計上です。

こちらは、平成２８年度の交付金変更申請により今回減額しようとするものであります。

次に１２ページです。６款１項１目高額医療費共同事業交付金では、１１３万９千円の

追加計上です。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すが、その額の確定により増額しようとするものであります。２目

保険財政共同安定化事業交付金では、２千４２０万８千円の減額計上です。この交付金は、

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

仕組みでありまして、これも額の確定により減額しようとするものであります。

次に１３ページです。８款１項１目一般会計繰入金では、１節保険基盤安定繰入金軽減

分から５節その他一般会計繰入金まで、各節増減はありますけども、合わせて３９４万３

千円の減額計上です。平成２８年度繰入金の確定見込みにより減額するものであります。

次に１４ページです。１０款１項１目一般被保険者延滞金で、７０万４千円の追加計上

です。年度末までの見込みにより計上するものであります。

次に１５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と５目雑入、合わ

せて９万８千円の減額計上です。いずれも年度末までの収入見込みにより減額するもので

あります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページの方へお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正前の額１７億９千７０

５万６千円から、今回８千４７１万２千円を減額し、補正後の額を１７億１千２３４万４

千円に致そうとするものあります。

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１７億１千２３４万４
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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２８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。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 平成２８年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第９号、平成２８年度松前町介護保険特別会計補正

予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ただ今議題となりました、議案第９号、平成２８年度松前

町介護保険特別会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２８年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ２２７万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０

億８８８万９千円に、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７２万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千５２８万３千円に

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

ろうとするものであります。

それでは、はじめに保険事業勘定、歳出の事項別明細書によりご説明申し上げます。８

ページをお開き願います。

８ページ、３．歳出です。１款３項２目介護認定調査費、１２節役務費で、４１万円の

減額計上です。介護認定審査のための医師意見書作成手数料の減額で、年度末までの支出

見込みによるものです。

次に９ページ、４款１項１目介護予防事業費では、８節報酬におきまして、１０万円の

減額計上です。これは、介護予防教室でのボランティアに対する謝礼分の支出見込みに伴

い、減額となります。また、１３節委託料では、４７万４千円の減額計上です。通所型介

護予防事業において、該当する方がいなかったことにより、年度末までの支出見込みを勘

案し、減額しようとするものです。同じく９ページ、２目包括的支援事業・任意事業費で

は、１２節役務費から１９節補助金及び交付金まで、合わせて１２９万１千円の減額で、

いずれも年度末までの支出見込みにより減額しようとするものです。１２節役務費では、
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緊急通報システム装置の移転手数料で１６万円の減額、１３節委託料では、緊急通報シス

テムの装置の受信業務委託料で、２４万３千円減額、及び居宅支援サービス計画作成委託

料につきましては、３０万円の減額となっておりますが、地域包括支援センターが、要支

援者のサービス計画作成を居宅介護支援事業所に委託するための予算です。サービス利用

者等の減少により、委託件数も減少したことによるものです。１９節補助金及び交付金に

おきましては、成年後見制度利用支援助成金におきまして、後見人の報酬への助成を含め

予算計上しておりましたところですが、対象者が昨年７月に死亡し、また、その後後見人

の方から報酬につきましては、被後見人の所持金により精算処理した旨、連絡があったこ

とにより、助成が不要になったことにより減額しようとするものです。

以上が保険事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページへ

お戻り願います。

６ページ、２．歳入です。７款１項１目一般会計繰入金３節事務費繰入金で、１５４万

９千円の減額です。歳出総務費の減額分の４１万円と、地域支援事業費の減額分のうち、

１１３万９千円を一般会計からの繰入金から減額しようとするものです。

次に７ページです。サービス事業勘定からの繰入金につきましては、７２万６千円を減

額致そうとするものです。これは、地域包括支援センターで行っております予防介護サー

ビスに係る介護予防サービス支援計画の作成に対する介護報酬の年度末までの収入見込み

が、サービス事業勘定において減額となることから、繰入金について減額補正しようとす

るものです。

以上が保険事業勘定、歳入の事項別明細です。次に、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１０億１千１

１６万４千円から２２７万５千円を減額し、補正後の額を１０億８８８万９千円に致そう

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１０億８８８万９千円

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。１５ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項２目保険事業勘定繰出金２８節操出基金におきましては、７２

万６千円の減額計上です。先程、保健事業勘定の歳入の補正で説明致しましたが、予防介

護に係る居宅支援計画の計画作成に係る介護報酬の決算見込みによる減額となります。

前のページ、１４ページをご覧願います。

２．歳入で、１款２項１目居宅支援サービス費収入におきまして、７２万６千円の減額

計上となります。

以上がサービス事業勘定歳入の事項別明細です。１０ページにお戻り願います。

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１千６０

０万９千円から、今回７２万６千円を減額し、補正後の額を１千５２８万３千円に致そう

とするものです。

次に１１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１千５２８万３千円

に致そうとするものです。

以上が、議案第９号、平成２８年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)の内容で

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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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。

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２８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５、議案第１０号、平成２８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２８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２８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に歳入歳出それぞれ１

３４万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１千７４万２千円に

致そうとするものであります。

第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであり

ます。

今回の補正の内容は、歳出では、北海道後期高齢者医療広域連合納付金の増額、これに

対応する歳入においては後期高齢者医療保険料の増額と、一般会計繰入金の減額で、いず

れも額の確定や年度末までの見込みによる補正であります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。一番後ろのページ、８ページを

お開き願います。

３．歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で、１３４万５千円の追加

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６７万９千円の減額、保険料等分で３５０万４千円の増額、保険基盤安定分で１４８万

円の減額です。このうち事務費負担分は、平成２７年度分後期高齢者医療広域連合への事

務費の納入額を平成２８年度で精算する仕組みとなっております。それで今回その額が確

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、決算時までの収入見

込みによる増額であります。また、保険基盤安定分は、低所得者に対する保険料の軽減分

を町が負担する仕組みとなっていることから、その額の確定により減額するものでありま

す。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入ですが、６ページへお

戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、３５０万４千円の追加計上で

す。１節現年度分で３４１万４千円、２節滞納繰越分では９万円の増額です。いずれも決

算時までの収入見込みによる補正であります。
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次に７ページです。３款１項１目事務費繰入金では、６７万９千円の減額計上です。こ

れは、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、事務費負担分を一般会計から繰り入

れするものであります。２目保険基盤安定繰入金では、１４８万円の減額計上です。こち

らも事務費繰入金同様、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、保険基盤安定分を

一般会計から繰り入れするものです。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正の歳入です。歳入合計、補正前の額１億９３９万７千円に今回

１３４万５千円を追加し、補正後の額を１億１千７４万２千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１億１千７４万２千円

に致そうとするものであります。

以上が、平成２８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申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 平成２８年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第１１号、平成２８年度松前町水道事業会計補正予

算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました、議案第１１号、平成２８年度松前町

水道事業会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、収益的収支の３条予算、資本的収支の４条予算共に年度末までの

決算見込みによる補正でございます。

それでは、予算書の１ページでございます。

第１条は、総則です。平成２８年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)は、次に定め

るところによろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。平成２８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す。第２号、年間総給水量を１万２千

８２９立方メートル追加し、計６２万９千９９７立方メートルとし、第３号の１日平均給

水量では、３５立方メートル追加し、１千７２６立方メートルに致そうとするものでござ

いますが、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
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人件費分１千７万９千円を減額し、計１７件、６千８６２万６千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、第１款事業収益で、既決予定額２億９２

４万８千円から９５７万１千円を減額し、補正後の予定額を１億９千９６７万７千円に致

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、３１４万５千

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２６４万８千円の増額、休栓

料金が５２万６千円の増額、計３１７万４千円の増額です。また、受託工事収益で２万２

千円の減額、その他営業収益で７千円の減額でございます。次に、第２項の営業外収益で

は、１千２７１万６千円の減額です。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条予算へ振り替えることによる１千２６８万６千円の減額、また、受

取利息及び配当金で３万円の減額でございます。預金金利の変更に伴う利息の減額でござ

います。

次に支出でございます。第１款事業費で既決予定額１億９千９１１万５千円から７６４

万６千円を減額し、補正後の予定額を１億９千１４６万９千円に致そうとするものです。

内訳と致しまして、第１項営業費用では、年度末までの支出見込みによる委託料、薬品費、

材料費、修繕料等、各種経費の減額と、人件費の４条予算への振り替え等による減額によ

りまして、合計９６１万１千円の減額でございます。第２項営業外費用では、企業債利子

償還金で２万８千円の減額と、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

の整理によりまして、国庫納付消費税及び地方消費税が１９９万３千円の増額、合計致し

まして１９６万５千円の増額でございます。

２ページをお開き願います。

次に第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書中不足する額「９千３

０５万２千円」を「７千２９７万６千円」に、過年度分損益勘定留保資金「４千６７５万

７千円」を「４千６７４万７千円」に、当年度分損益勘定留保資金｢４千３９万円｣を「２

千１９８万７千円」に当年分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「４９０万５千円」

を「３２４万２千円」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正致そうとするものです。

収入です。第１款資本的収入で、既決予定額２千２２万５千円に１千万円を追加し、補

正後の予定額を３千２２万５千円に致そうとするものです。内訳と致しまして、第１項企

業債で、１４０万円の減額です。事業費の確定に伴い、企業債の額の算定に変更があり、

減額になるものでございます。第３項他会計補助金で、１千１４０万円の増額です。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に要する経費、一般会計

からの補助金で３件分の辺地債１千１４０万円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１億１千３２７万７千円から１千７万

６千円を減額し、補正後の予定額を１億３２０万１千円に致そうとするものです。内訳と

致しまして、第１項建設改良費で、１千７万６千円の減額です。これは、当初予算で計上

しておりました、４条予算における人件費を各事業に振り替えて費用化したことにより、

減額になったものでございます。第２項企業債償還金で、３千円の増額でございます。こ

れは、平成１７年度に借り入れした配水管改良工事に伴う企業債１５０万円の利率見直し

により、元金の償還総額には変わりはありませんが、元利均等償還であることから、平成

２８年度は２千２６４円増加するものでございます。なお、この見直しにより、利子償還
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は減額となってございます。

次に、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。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

するものです。３件分の簡易水道事業債で、合計１千１４０万円の限度額に変更しようと

するものです。

第６条は、他会計からの補助金です。予算第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２千７９２万５千円から１

２８万６千円を減額し、補正後の予定額を２千６６３万９千円に致そうとするものです。

この結果、平成２８年度補正予算(第３回)における当年度純利益は、４９６万６千円を予

定しているところでございます。

４ページ以降に予算の参考資料と致しまして、予算実施計画、キャッシュフロー計算書、

給与費明細書、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２８年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)の内容です。

ご審議賜りますよう、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

４番。

○４番(近江武君) 二つ、三つ、勉強不足なもんですから教えてください。

まず、他会計の補助金のですね、１２８万６千円、この要因、減額だという要因なんで

すけども、いっぱいあると思うんですね。その要因の主なもの、もう一度確認のために教

えてください。

それとですね、予定貸借対照表見ると、先程言いましたように純利益が４９６万６千円

あるんですね。すごくこう大変だなあと見ておりましたけども、頑張ってるんだなあとい

う姿が浮かびます。それと、未収金を見ますというと百何十万ありますけども、未収金に

対してでも、対しましてでもね、なんか課長自ら、先頭になって回収に歩いているという

お話が聞こえてきております。大変努力しているものだと思います。それと、教えていた

だきたいのは、３号資金、４号資金からの繰り入れって言うんですから、変えて、会計上

有利な展開をしているなということなんですね。その３号資金、４号資金の繰り入れにつ

いてのね、これちょっとわかりませんので、ちょっと教えていただきたいなと。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) 近江委員より、何点か質問いただきましたので、順次答弁した

いと思います。

まず、他会計補助金、今回１２８万６千円の減額となってございます。この補助金をい

ただくにあたって、それぞれの算出ございまして、簡易水道事業債の元利償還金に関わる

部分、また児童手当に関わる部分、またそれぞれ辺地債の充当に関わる部分等々ございま

して、今回１２８万６千円の減額になってございます。この大きな要因は、建設改良費で

事業の確定で辺地債が１４０万減額になったことで、１２８万６千円が補助として減った

ということが大きな要因でございます。

続きまして、貸借対照表、当年度純利益で４９６万６千円ということで、大変厳しい数

字かなと考えてございます。実際、決算の段階では不用額等出てきますので、これよりは

もう少し黒字の幅を大きくできるのかなというふうに思ってますけども、毎年給水収益も

落ちてきておりますので、厳しい状況ですけども、未収金の回収含めて今後対応していき
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たい、こういうふうに思っております。

それと、３条予算と４条予算の繰り入れの関係ですけども、基本的には建設改良に関わ

る繰り入れ、辺地債、これについては４条予算でいただいていると。それと、元利償還金

の部分とか、先程言いました児童手当の部分につきましては、３条予算の方で収入してい

るということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) よくわかりました。純利益がまだ伸びる可能性があるということでご

ざいますので、一層の奮闘をお願いして質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

(「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。

昼食のため休憩します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時５８分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第１２号 平成２８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７、議案第１２号、平成２８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２８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す。始めに収益的収入及び

支出の補正です。その主な内容です、収入としまして医業外収益のうち、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と、新たな松前病院集中支援事業に伴う

増額です。支出と致しまして、医業費用のうち、年度末までの決算見込みによる給与費の

減額と、経費の減額です。また、固定資産の除却費用があったことに伴う資産減耗費の増

額となっています。次に、資本的収入及び支出では、支出としまして、投資として修学資

金貸付金を当初２名見込んだところですが、１月末現在、申し込みがなかったことから２

月、３月分を残し、２名分、１０ヶ月分を減額するものです。

それでは、１ページよりご説明を申し上げます。
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第１条は、総則です。平成２８年度松前町病院事業会計の補正予算(第３回)は、次に定

めるものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。平成２８年度松前町病院事業会計（以下「予算」

という）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。収

入です。第１款病院事業収益は、既決予定額１２億３０８万４千円に、今回７千５万２千

円を追加し、補正後の予定額を１２億７千３１３万６千円にするものです。その内訳と致

しまして、第２項医業外収益、既決予定額２億１千１９６万３千円に、今回７千５万２千

円を追加し、補正後の予定額を２億８千２０１万５千円にするもので、普通交付税と不採

算地区病院等の特別交付税確定に伴う精算による増額と、新たな松前病院集中支援事業に

伴う補助金の増額です。支出です。第１款病院事業費用は、既決予定額１２億５千３８６

万円から、今回２千９３０万円を減額し、補正後の予定額を１２億２千４５６万円にする

ものです。その内訳と致しまして、第１項医業費用、既決予定額１２億４千３５５万４千

円から、今回２千９３０万円を減額し、補正後の予定額を１２億１千４２５万４千円にす

るもので、賃金と福利厚生費の減に伴う給与費の減額と、旅費、光熱水費、手数料、委託

料、負担金の減に伴う経費の減額及び固定資産の内視鏡洗浄消毒器と検査室の保冷庫の除

却に伴う、除却費用に伴う資産減耗費の増額です。

第３条は資本的収入及び支出です。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するものです。支出です、第１款資本的支出は、既決予定額２千１３

６万２千円から今回１６０万円を減額し、補正後の予定額を６千９７６万２千円にするも

のです。その内訳と致しまして、第３項投資、既決予定額１９２万円から今回１６０万円

を減額し、補正後の予定額を３２万円にするもので、修学資金貸付金を当初２名見込んだ

ところですが、１月末現在申し込みがなかったことから２名、１０ヶ月分を減額するもの

です。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する１千８３万円を過年度分損益

勘定留保資金で補てんするものです。

２ページです。第４条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。

予算第７条に定めた経費の金額を次のように改めるものです。第１号職員給与費、既決予

定額７億６千９４５万６千円から今回１千５６３万９千円を減額し、補正後の予定額を７

億５千３８１万７千円に改めるものです。

第５条は、他会計からの補助金です。予算第８条中「１億７千４９７万３千円」を「２

億４千５０２万５千円」に改めるものです。

６ページをお開きください。予定貸借対照表です。右の段の７、剰余金(２)利益剰余金

の書式の一部を見直しをして、利益剰余金合計の項を設けたところです。この内容をご説

明申し上げます。今回の補正予算において、イ、当年度純利益が４千７７９万７千円が出

ました。よって、ア、前年度未処理欠損金４千７２７万３千円から当年度純利益を差し引

きますと、５２万４千円が生じることになります。この額を利益剰余金合計として記載し

たところでございます。

以上が、平成２８年度松前町病院事業会計補正予算(第３回)の内容です。関係書類等に

つきましては、３ページ以降に添付しておりますのでご参照ください。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。

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２２号 平成２８年度松前町一般会計補正予算(第１１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第２２号、平成２８年度松前町一般会計補正予算

（第１１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) それでは、ただ今議題となりました議案第２２号、平成２８

年度松前町一般会計補正予算(第１１回)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補正予算(第１１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６千

４４９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億６千６８万１千

円に致そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算

補正」によろうとするものです。

第２条、繰越明許費の補正です。既定の繰越明許費の補正は、｢第２表繰越明許費補正｣

によろうとするものでございます。

第３条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第３表地方債補正」によろうと

するものでございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１１ページをお開き願います。

３．歳出です。７款１項６目北前船記念公園費では、６千４４９万８千円の増額計上で

す。１３節委託料及び１５節工事請負費については、北前船記念公園総合管理施設パノラ

マ展望テラス等整備工事に関わる費用の計上でございます。１８節総合管理施設備品購入

費では、１０１万９千円の計上です。これは、国内外の観光客に対し、観光情報や歴史文

化の紹介、更には体験情報や特産品のＰＲなどを実施するため、デジタルサイネージの導

入とタブレットを購入するため、その費用の計上分でございます。なお、北前船記念公園

総合管理施設パノラマ展望テラス等整備工事の概要につきましては、１２ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。８ページをご覧願います。

２．歳入でございます。９款１項１目地方交付税では、４７１万２千円の増額計上です。

歳出事業に対応のための財源調整でございます。

９ページでございます。１３款２項７目商工費国庫補助金では、２千１８万６千円の増

額計上です。歳出で計上してございます事業に対する国庫補助金の計上でございます。

１０ページでございます。２０款１項１０目商工債では、３千９６０万円の増額計上で

す。歳出で計上しております事業に対する起債額の計上でございます。

以上が歳入でございます。２ページをご覧願います。
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第１表歳入歳出予算補正で、歳入でございます。歳入合計が、補正前の額５３億９千６

１８万３千円に６千４４９万８千円を増額し、補正後の額を５４億６千６８万１千円に致

そうとするものでございます。

３ページでございます。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の額に６千４

４９万８千円を増額し、補正後の額を５４億６千６８万１千円に致そうとするものでござ

います。

４ページでございます。第２表繰越明許費補正でございます。追加の分と致しまして、

７款１項北前船記念公園総合管理施設パノラマ展望テラス等整備事業、６千４０５万１千

円を国の二次補正による国庫補助事業により繰り越しを致そうとするものでございます。

５ページでございます。第３表地方債補正でございます。追加の分と致しまして、北前

船記念公園総合管理施設パノラマ展望テラス等整備事業について、記載のとおり、限度額

などを追加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。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) お待ちくださいませ。

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) 委託している方に対してですね、今、補正前の金額のですね、約８倍

にあたる金額なですね、補正の額が。国の補助金と入れております。今正に新幹線の開通

による客の見込みを立てた、このようなパノラマを作ってですね、より効果を上げるとい

う考え方からだと思うんですね。その辺の詳しい内容について、課長にお聞きしたい。

それとですね、もう１点は、この資金の導入ですね、外国人旅行者受入基盤整備事業補

助金、この内容についてね、もうちょっと詳しく説明をお願いしたいなと思います。以上

です、２点です。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ただ今、近江議員の方からパノラマ展望テラスの、観光客

を増やすためにやったと思われるということの詳しい経緯と、補助の内容の詳しい経緯と

いうことでご質問受けましたので、私の方からご説明申し上げます。このまず、パノラマ

展望テラス構想ですけども、道の駅が建った後に私が商工観光課に赴任した際に、滅多に

この海に近い道の駅ってのはあまりないというお話がありまして、すごく観光客の皆様の

松前の海はとても綺麗だと、そして、青森県が見えるこのロケーションは素晴らしいとい

うお話の中で、インバウンドの外国人観光客も徐々に増えてきたときにですね、特に中国

系の外国の皆様は海が大変好きだというような情報も踏まえまして、２年ほど前からこの

辺にパノラマの展望テラスができれば、天気のいい日は海を見ながらのお食事をとれたり

ですね、あとそこでいろんな体験物できたり、皆さんがもっともっと楽しめる、津軽海峡

のロケーションや日本海を見れるというのを作りたいというお話が２年前からございまし

て、道の駅の指定管理者の方も、ぜひ作っていただきたいということがあったのが２年ほ

ど前でございます。内容的にいろいろ温めていきましてですね、先程おっしゃったように

北海道新幹線の開業もございまして、今年の春も観光客の外国人の皆様が大変増えてござ

います。これをもって、我々としてはいかに観光客を増やすこと、そして、インバウンド

というのは恐ろしいことで、ＳＮＳって言いますか、いわゆるフェイスブックなり、ツイ

ッターなり、そのようなアイテムでもって爆発的に人気が増えるという特色を持っている

皆さんでございますので、ここでパノラマ展望テラスを作ることによりまして、大きく外

国人観光客の集客を伸ばし、その集客された皆さんから商工業の皆さんや、お土産屋の皆
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さんがいろいろお金を落とせる努力をしていただければというつもりで、パノラマ展望テ

ラスというものを今回作ろうということで、今年の６月に実施設計を提案しまして、皆様

にご承認をいただいたところでございます。

なお、本当は２９年度に工事を施工するべく、様々な補助制度を探してまいりましたが、

なかなかそぐう補助金がなかなかありませんでして、そこで今回１２月に北海道運輸局の

方から今回の補助金でございます、訪日外国人旅行者受入基盤整備事業の補助金というこ

とで、国が第二次補正で出した補助金でございます。そして、実は一次募集が、もう既に

私が１２月にお話いただいたときは一次募集終わってまして、約、国の予算規模では１千

５００億ぐらいの規模だったと思うんですが、一次募集でかんばしくなかったようなんで

す。それで二次募集がありまして、そこで初めてお話をちょっといただいたもんですから、

その内容の、補助金の内容としてはですね、観光拠点情報交流施設に対する補助制度って

のがあります。その中身が観光拠点に関する情報の提供する施設ですよと、そして、体験

学習を提供を目的とした施設ですよと、外国人や不特定多数の観光客が寄れる施設ですよ

というような内容のものでありまして、我々はパノラマ展望テラスを外国人だけに見せた

いってわけじゃないですが、全部の一般の観光客に見せたいんですけども、このような補

助制度があるんであれば、これに合致するだろうということで、直ぐさま運輸局の方にお

電話しまして、偶然にも札幌から北海道運輸局の担当者が函館に来るという話も聞きつけ

まして、すぐにこのお話を持ってって、ご相談申し上げたところ、運輸局の方でも全面的

にバックアップしますので、ぜひやりませんかというお話が１月の２７日です、にお話が

ありまして、私どもは本来来年度にやろうと思ってたものをこの１月の末にこういうお話

があって、じゃあ、繰り越しでもいいからすぐやろうというようなお話になった補助金で

ございます。

そして、この補助金はあくまでも、残念ながら訪日外国人の受入体制をとるための施設

にしなさいということがありますので、ある程度、今の北前船の総合管理施設も実は外国

人表記してるんですが、意外と少ないんですよ。北前船の歴史とかのパネルもいっぱいあ

るんですが、それについては日本語表記しかされてございません。そういうのも加味しま

して、何が一番補助に持っていきやすいかというと、そういうパネルとか、全てにおいて

多言語表記をしてください。そして、もっともっと多言語表記をアピールできるものの付

けてくださいということで、テラスだけでは多言語表記できませんので、先程備品にもあ

りましたデジタルサイネージ、格好いい言葉ですが、日本語に直しますと電子看板です。

そして、我々今買おうとしてるのは６５インチほどのテレビです。このテレビを買うこと

によってサイネージとして使える。そして、災害時はテレビも流せるというような状況か

らテレビを買います。というように、基盤整備事業と効果促進事業と合わせた形で申請い

ただけるとかなり補助がつきやすいのではないかというような助言もいただきながら、こ

のような補助を申請したところでございます。

補助内容につきましては、補助対象経費の３分の１以内、そして、残りの補助裏は補正

予算債が１００％つけれると。補正予算債というのは、普通交付税措置５０％、残り５０

％が持ち出しということで、現在ですと６千４００万程度の事業費に対しまして、利子を

抜かして、元利償還の利子を抜かしてですね、持ち出しは２千４、５００万程度というこ

とで事業ができるという運びの補助でございまして、何とかこの補助を使って、訪日外国

人、言うなればインバウンドの対応を松前もこれを機会に強く進めていきたいと思います

ので、これからも皆様のご協力いただきながら、ぜひ進めて行きたいと思ってますので、

よろしくお願い致します。
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○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 今、全国において、大型観光船の誘致についてですね、躍起になって

いる状況なんですね。何百人も何千人も一度に外国人を呼びたいという、大変な、これは

誘致だと思います。そんな中でもってですね、そういうような松前の自然をやっぱりアッ

ピールしておく必要にはですね、必要に大変沿った、そして、しかも、課長が永年抱いて

いた政策ですのでね、ぜひとも成功してほしいなというふうに思います。

それと、やはり海が綺麗ですよ、自然がいいですよ、桜がありますよ、歴史があります

よという松前の売り物をね、最大限にもう少しアッピールして、究極的にはね、港もあり

ますので、将来的には観光船の誘致も含めたそういうような構想を立てて、そして、展開

していただきたいということをお願いして質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 答弁は。

他に。

３番。

○３番(福原英夫君) 近江先輩が質問しました、私も質問させてください。

この補助メニュー、随分優遇されてるのかなあと思ってました。私もやはり松前の新し

い産業は、観光でより生み出せないなあという考え方、ずーっと持ってましたし、折に触

れて観光については質問して答弁をいただきました。それで、どのようにこのテラスを作

るのかというのを１点、１点目です。この写真、このプリントしたものは見ればわかりま

すけれども、どういうふうに作るのかということ。

それともう一つ、どのようにこれを活用するのかということなんです。それで、先程佐

藤課長が体験メニューと、こういうふうに言ってました。体験メニュー、どういうふうに

考えているのか。

三つ目、それと新しい食事のメニュー、テラスですから、きっとやっぱりバーベキュー

だとか、松前のものを使ったバーベキューだとかいろいろ、高々水産はそういうことをし

てますのでね、そういうことも考えてるのかなあと。それでちょっと心配してるのは、軌

道に乗っていったら駐車場スペースが僕は狭くなるんでないかなと思ってるんです。繁忙

期になると僕ずっとジョギングしながら何回も往復してるもんですからね、そうすっとあ

ふれてしまって、国道に渋滞してしまう。そして、どこ行って駐車場確保すればいいかっ

ていうふうに迷ってしまいます。ですから、効果が出たときに、そのことも心配だなと思

ったりして、まずは、どういうふうに活用するのか。そして、体験メニューであり、食事

メニューどうなのか。

それと、高々水産の道の駅での経営状態、もう大体今年度の出てるかなと思うもんです

から、どういうふうな経営状態なってるのか。当初の赤字で何年も過ごすという考え方で

いたんですけど、結果がいいんであればどうなのか、そこのところも答弁いただきたいと

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) まず、１点目のどのようにテラスを作るのかというお話で

ございますが、どのようにと言うとですね、これ見るとわかりづらいのかな、基本的には

鉄筋コンクリート造りで、下に、この下が護岸の道路なもんですから、護岸なもんですか

ら、そこに斜めの法面が走ってまして、そこの端っこのところ、一番付け根のところから

柱を、コンクリート柱を６本立てて、上にパノラマ展望テラスが乗るというような作りで

ございます。この見た感じが上からの平面図と立面図がありますが、立面図のここに柱が

１本こう立ってるように見えますが、これが６本ありまして、これでもって支えて立てる
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と。そして、上は危険ですので囲いって言いますか、を回して、危険防止柵を回してやる

というのが簡単なテラスの内容でございます。このようなことでよろしいんでしょうか。

どのように作るっていうのは。

本当は大工さんが作るって言おうとしたんですけども、どのように作るかと言いますと、

このような形になります。

そして、どのような活用方法したいのかということでございますが、これの話を持って

いかないと補助もつかないということになってございまして、活用方法と致しましては、

基本的に補助のメニューっていうのが、拠点情報交流施設と。これ何だっていうことなん

ですが、それは観光拠点っていうのがどっかにありますでしょっていう話から始まるんで

すよ。そうするとうちの観光拠点は松前公園です。松前公園に行きたいお客様に対して、

道の駅は松前町の玄関口ですから、そこでもって松前公園の及び松前城の及び松前藩屋敷

の情報を発信できる。そして、そこでは交流ということで、後で述べますが体験、そして

お食事、そして地元の物産が買えるということがこの交流施設の一つのテーマでございま

して、これが今現在も実は日本人向けにはやってございます。それをもっと広く外国人向

けに歴史の勉強、更には松前の情報をいかにタイムリーに伝えるかということで、先程言

いましたデジタルサイネージを設置しまして、実は本年度に、すいません、間違えました、

平成２９年度に新しい観光ビデオも５ヶ国語対応で完成する予定でございます。その観光

ビデオをそのサイネージに流しながら、外国人が来たら、ちょっとボタンを押してくれる

とあなたの国の言葉っても５ヶ国語しかないので、数は少ないんですが、それで流れると

いうような方法をしてですね、活用方法というのは、今の活用を少しバージョンアップす

るような活用方法になると思います。

そして、体験メニューでございますが、なかなかテラスで何を体験させるのかというの

を補助側の方にも説明するのが難しかったんですけども、意外と我々がああ、こんなもの

と思ったのがすごく受けるっていうのもありまして、今回テレビでも流れましたノリ打ち

体験。これ、実は私は地味だなと思ってあんまり言わない方いいのかなと思ったら、これ、

いいですねと。ノリ打ちなんてそんじょそこらじゃできない体験ですし、テラスで、寒い

中であっても表でノリ打ち体験して、そこで乾かして、すぐは食べれませんが、その乾か

したのが道の駅のレストランでノリ弁当が食べれたりという体験はものすごくいいと。そ

して、今でもやってございますが、松前漬け体験。これについては日本人にも大変好評で

すが、びっくりしましたが外国人にも大変好評で、この間も外国人の、どこだったかな、

西洋の方の人と中国の人とか来たんですけど、楽しんで、面白がって松前漬けを作るとい

うのもやってましたので、松前漬けの作る体験。そして、究極はですね、テラスで何をで

きるかって言ったら、あんまり保健所に触れるようなことはできないので、ただ、生の物

はやれるんです。なので、イカ刺しを作るとか、そういうことはできるんですね。加工し

ない、ただやるってのはできる、ということも体験メニューに入れたら松前の特色を活か

した食材を作って、そういう体験できるのはいいですねと。

そして、もう一つ私達体験で、テラスで体験ってわけじゃないんですが、外国人はすご

く日本の歴史が大好きなので、松前、今藩屋敷でやってる着付け体験がございます。あれ

も要望があれば、下まで下ろしてきて、その着付けもさせようと。というような体験も入

れて観光庁の方に出しまして、まあまあ、大変、大変とは言いませんけども、いいんじゃ

ないですかということで、実はこの補助対象経費も満額つきました。落とされるもの何も

なかったという状況にあります。

そして、福原議員が心配していただいた駐車場の狭さと言われてしまったんですけども、
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そこはそういうふうになると、うちの方は大変喜ばしいことであります。ただ、やはり駐

車場の費用対効果っていうことを松前に置き換えますと、５月の１週間か１０日ぐらいし

かないんですよね。そのときの、じゃああふれたのどうするんだと言われてしまうと、こ

れから将来的に考えていくことになるんですけども、それを年がら年中おっきい駐車場を

じゃあ、ただ広げておくだけなっちゃうのも苦しいので、その辺が行政としては悩みどこ

ろかなというふうには感じてございますので、何とか別なところにご案内するですとか、

そういうのを今後はもし、爆弾のように人が来るのであれば考えていきたいと思ってござ

います。

あと、道の駅の指定管理者の経営状態ということでございますけども、大分２回目とも

なる、２年目ともなりまして、昨年よりは経営状況はよくはなってきておりますが、やは

り初期投資をされてるという状況下にございまして、まだ完全黒字というようにはなって

ございませんが、１年目よりは赤字幅は圧縮されているという話は聞いてございます。以

上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 質問する側っていうのは、詳細を知らないし、素朴なことを今質問

したので、そこのところは質問側はわかってほしいです。わかってれば質問しません。

それと、ここのところにテラスを作るっていうことは、先程ちょっと食事の関係を言っ

たんですけど、ちょっともらしてましたけれども、外で、現在も外に小さいテラス、高々

さんで整備してましたけども、ああいうところで外でのバーベキューだとかっていうのは

できるのかなあと。

それともう一つ、自分が小さい頃遊んでた海岸、波止場、あすこのでの磯遊びだとか、

海水浴だとか、そういうメニューっての、組合との話し合いで調整でしょうけれども、や

はり高々水産がより経営をよくするには、そういうメニューをして、そういう環境整備が

必要かなあと思ってたんです。それで、駐車場の関係は枝として言ったんですけども、や

はりそういうところまで踏み込んだプランの構想をちょっとできるんであれば、考えても

らえないかなあと思ったんです。

それともう１点目、木古内の道の駅、よく僕も行くんですけども、やはり混んでるんで

す。何にもメニューがない、桜があるわけでないけれども、通年混んでるんですよね。で

すから、新幹線のお客がたいした止まらないのに、あすこの道の駅に来ないのに、道南の

方々があしげく足を運ぶ。これもやはり自立した経営で、早く随分いい経営してきてるっ

ていうことなもんですから、やはり、そういうことの観点から、やはり周辺をね、借りる

なり、何も整備するっていうのは作るっていうことでないですから、借りるように調整し

ておけば、龍川さんの前のさいとうプラザの大きい駐車場借りたりもいくらでもできます

のでね。そういう工夫だということをちょっとお伝えしておきたいなと。

それで、まずメニューを、体験のメニューをその場で松前漬けを作ったり、イカ刺しや

ったり、ノリ打ちだとかということだけでなく、あともう少しあればいいなあと思ったん

ですけども、わかりました。まず、そうですね、一生懸命頑張っていい効果を上げていた

だきたいなと思ってますので、最後、頑張ってここまでもってきた佐藤課長に敬意を表し

ますけども、元気な力強い言葉をいただいて、私の質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 答弁もれして申し訳ありません。外でのバーベキューは、

ヨーイドンのときから高々さんではやりたいというお話をしてます。その他、テラスがで

きることによって、当然机椅子が増えまして、表での通常のお食事もやるということで進
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めてまして、いろいろですね、このテラスというのがただいるだけじゃなくて、そこで今

度は道の駅さんが主催するちょっとしたコンサートですとか、というのもやりたいなとい

うお話はあります。また、余談でございますけども、夏の花火大会が目の先で上げるわけ

になります。すごい近いとこで見れることになるんですが、それはちょっと町としてもあ

んまり近すぎて駄目じゃないかなと思うんですが、素晴らしい ポイントにもなるサーナビ

んだろうなという思いもしてございます。

そしてですね、駐車場のお話は、我々も旧プラザの跡地については、マグロの祭りでも

実はお借りしてます。今言う借りるというのは、そういう平常時であれば、そういう考え

方も我々もってますが、多分混むだろうという想定されるのはお花見の時期でございまし

て、そうなるとあすこは有料駐車場として、皆さんがやってらっしゃるところなので、な

かなか借りるのが難しいかなというのが今の現状でございます。が、頑張りなさいという

お言葉ですので、頑張らさせていただきます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありますか。

１番。

○１番(飯田幸仁君) １２ページの設計図をちょっと拝見してまして、テラスの左側なん

ですけど、パノラマ展望テラスの右の方にスロープとありますが、これ、出入口はここ１

箇所だけなのでしょうか。

それと、道の駅に行きますと、道の駅の窓ガラスの両側に扉があるんですが、そこから

直接外に出たくなるんですけども、大体注意されて駄目ですって言われるんですね。あえ

て、外からテラスに行くという方法をとるのか、中からテラスに出られるのかというのを

聞きたいのと、あともう一つは、風と雨の対応で、例えばバーベキューやるんでも風が強

いと中止、雨降ると中止っつって何でもかんでも中止になってしまうような場合があり得

るんですけど、予算の関係上、屋根は付いてないと思うんですが、これにあといくら足し

たら屋根付くんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) まず、テラス、これ上から見て、立面図見るとわかるんで

すが、道の駅のところとフラットなってございまして、このスロープっていうのは、足の

悪い方、車椅子の方等が通れるとこでございます。あとは全部ちょっと段差つきますけど、

普通に歩いて全面そちらに行けるという状態でございます。

そして、道の駅の窓ガラスからどのように行けるかということで、私もこの間確認して

きて道の駅の方ともお話してきたんですが、真ん中の、道の駅の真ん中のガラスは多分、

多分って言うか通れないんですが、端々は開けれるので、ここから、中から外に出したり、

外から中に入れたりってことは可能ですよということでは確認してございます。

そして、雨降ったら、風降ったらの話なんですけども、一応テラスということでの考え

方を持ちまして、道の駅さんの指定管理者の方とも相談して、屋根どうするがねという話

もさせてもらいました。して、屋根にすればかなりまた高くなるし、何か、太陽当たんな

いのもあれだよねという話したら、まあ、テラスなんだから、眺望邪魔しないためにも屋

根は、こっちも特に要望しないよと。ああ、そうですかということで屋根は付けませんで

した。なので、飯田議員おっしゃるとおりですね、雨降ったら中止になるかもしれません、

当然のごとく。風降っても中止になるかもしれませんが、それをカバーするためにいろん

な囲いしちゃうと、もうなんかテラスじゃないっていうか、建物なってしまうので、その

辺は大変恐縮ではございますが、野外のテラスということの考えで作ってございますので、

残念ながら屋根付けたらいくらになるかは、設計屋さんとも算出してございません。以上



- 78 -

でございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) そうしますとこれ、パノラマ展望テラスの建物寄りの方には柵はつ

かないって認識でよろしいでしょうか。はい。

それとですね、あとちょっとお聞きしたいんですけども、例えば、よくゴミ捨てる方い

らっしゃると思うんですよ。そのときに、このテラスの分は当然指定管理者が拾うと思う

んですけど、その沖ノ口波止場のどの辺りまでを指定管理者がゴミ拾って、あとそれ以降

は町で処理しなきゃなんないとかっていう、この境界線ってのはこの図で示せますかね。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 境界線は特にないんですが、指定管理者の方からは、しょ

っちゅう私も確認できてはいませんけども、常日頃、指定管理者であるこの施設の周辺は

我々が目を届かせなきゃないだろうということで、お客様がそっち行ったときにゴミ落ち

てれば拾いに行ったりしてくれるというお話では承ってございますので、どこまでやれば

いいかっていうのはちょっとあれなんですけども、今のところ境界ってのは特にそういう

お話があって、こっからここまではあなたのものだから、ここは綺麗にしてくださいって

いうのはやってなくてですね、大宇工業さんの方では周辺のゴミ拾いをしますというお話

だったので、それは大きな意味で波止場のところまではお願いしますみたいな話で、お話

させていただいてございます。

○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。

◎議案第１４号 町税条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第１５号 松前町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第１６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２０号 松前町財政調整基金の支消について

◎議案第２１号 議決の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第１４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１０、議案第１５号、松前町道路占用料徴収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１６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１２、議案第２０号、松前町

財政調整基金の支消について、日程第１３、議案第２１号、議決の変更について、以上５

件を議題と致します。
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提出者の説明を求めます。始めに、議案第１４号について、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１４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７枚目、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概要の

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等の法律（平成２８年法律第１３号）、地方税法施行令等の一部を改

正する等の政令（平成２８年政令第１３３号）及び地方税法施行規則の一部を改正する等

の省令（平成２８年総務省令第３９号）が平成２８年３月３１日に、社会保障の安定財源

の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正

する法律等の一部を改正する法律（平成２８年法律第８６号）及び地方税法施行令の一部

を改正する政令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第３６０号）が平成２８年１１

月２８日にそれぞれ公布され、また、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成

２８年法律第７０号）が平成２８年６月７日に交付されたことに伴い、関連する町税条例

等の規定の整備を行おうとするものであります。

それでは、今回の主な改正の内容について申し上げます。最初に、個人町民税の住宅ロ

ーン減税の対象期間の延長であります。住宅借入金等特別税額控除の適用期限について、

居住の用に供した年が「平成３１年６月３０日まで」を２年６ヶ月延長し、「平成３３年

１２月３１日」までにしようとするものであり、交付の日から施行致そうとするものです。

次に、法人町民税法人税割の税率引き下げ時期の変更であります。町税条例等の一部を

改正する条例制定（平成２８年松前町条例第１７号）により、「１２．１％」から「８．

４％」に改正された法人町民税法人税割の税率について、消費税１０％引き上げ時期の延

期に伴い、当該引き下げ時期も同様に延期しようとするものであります。

次のページをお開き願います。施行年月日等について、「平成２９年４月１日から施行

し平成２９年４月１日以後に開始する事業年度から適用する」とあるのを「平成３１年１

０月１日から施行し平成３１年１０月１日以後に開始する事業年度分から適用する」に改

めようとするものです。なお、施行年月日は、公布の日から施行致そうとするものです。

次に、消費税１０％引き上げ時における車体課税（軽自動車税）の見直しであります。

道税であります自動車取得税を廃止し、道税の「自動車税環境性能割」と「町税の軽自動

車税環境性能割」を創設しようとするものであり、また既存の軽自動車税はその名称を変

更し、「軽自動車税種別割」に変更しようとするものです。創設される軽自動車税環境性

能割の概要②アからオでありますが、ア、納税義務者は軽自動車の取得が行われた際に、

当該軽自動車の主たる定置場の所在地において、当該軽自動車を取得した者に課する。イ、

課税主体ですが、環境性能割は市町村が課す税とする。ただし、当分の間、道府県が賦課

徴収を行うものとする。ウ、課税標準と免税点ですが、環境性能割の課税標準は軽自動車

の通常の取得価格とし、免税点は５０万円とする。エ、徴収の方法ですが、環境性能割は

申告納付により徴収する。

次のページをご覧願います。オ、税率は燃費基準値達成度、失礼しました、燃費基準値

達成度等に応じて決定し、非課税１％、２％、３％の４段階を基本とする。ただし、軽自

動車の税率は、当分の間、２％を上限とすることとなっており、適応する税率は燃費基準

達成度に応じて、自家用車が、自家用が非課税１％、２％、２％、営業用が非課税０．５

％、１％、２％となっております。また、軽自動車を購入した方の手続きは、道府県が当

分の間賦課徴収を行うものとされたことから、現在の自動車取得税と変わりはありません
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が、町は道に対して徴収取扱費として、環境性能割の額の５％を支払うこととなります。

なお、軽自動車税種別割につきましては、名称の変更で、税額等についての変更はありま

せん。当該改正の施行年月日は、平成３１年１０月１日とし、環境性能割については平成

３１年１０月１日以後の取得分から、種別割については、平成３２年度課税分から適用し

ようとするものです。

次に、軽自動車税グリーン化特例の１年延長であります。平成２８年４月１日から平成

２９年３月３１日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車（新車に限る）で、排

出ガス性能の燃費性能の優れた環境負荷の小さなものについて、取得した日の属する年度

の翌年度分（平成２９年度分）の税率を軽減しようとするものです。軽課の基準等につき

ましては、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までに新規取得し、平成２８年

度で軽課の対象となった軽自動車と同様であります。なお、施行年月日を平成２９年４月

１日とし、平成２９年度課税分について適用しようとするものです。

次のページをお開き願います。最後に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の

施行に伴う文言の整理であります。「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特

定非営利活動法人」に改めようとするものであり、施行年月日は、特定非営利活動促進法

の一部を改正する法律（平成２８年法律第７０号）の施行の日から施行しようとするもの

です。

以上が、今改正の主な内容であります。また、新旧対照表につきましては、説明資料の

５ページから３１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１４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

よろしくご審議を賜りますよう、お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第１５号について、建設課長。

○建設課長(鍋谷利彦君) ただ今、議題となりました議案第１５号、松前町道路占用料徴

収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。

新旧対照表をお開き願います。新旧対照表末尾３ページ下段の説明欄でございます。こ

のたびの改正でございますが、道路法施行令の改正により、国道の占用料が改訂され、当

町においても国道の占用料に準じているため、占用料の改訂をしようとするものでありま

す。

それでは、新旧対照表の１ページにお戻り願います。道路占用料の額につきましては、

占用料の額の算定基礎となる固定資産税評価額の変動等を反映した適切なものとするため、

適宜見直しを行う必要があり、道路法施行令では、平成２７年度に行われました固定資産

税評価額の評価替え等を踏まえた改正がされ、占用料が下がったものです。

次に、２ページをお開き願います。備考欄です。備考６は、占用料の額を計算する際の

の計算式を載せてございますが、道路法施行令の改正により、より精密に額を算出するた

め、面積、長さを１メートル単位から１センチ単位で計算するよう改正されたため、当町

においても計算式を改正しようとするものです。

附則でございますが、第１項施行期日です。この条例は、平成２９年４月１日から施行

しようとするものです。

第２項、経過措置です。この条例による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定は、

この条例の施行の日以後に行う道路の占用に係る占用料で、施行日以後に納付するものに

ついて適用し、施行日前に行った道路の占用に係る占用料で、施行日以後に納付するもの

については、なお、従前の令によろうとするものです。
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以上が、議案第１５号、松前町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の内容で

ございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第１６号について、総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第１６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２ページをお開き願います。下段の説明

欄です。非常勤の特別職として、次のものを別表に加え、報酬及び旅費の額を定めるため、

条例を改正しようとするものであります。はじめに、顧問及び参与であります。町政全般

及び具体的な政策課題について、必要な意見及び助言を求めるために地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号第３条第３項第３号）に規定する非常勤の顧問及び参与を委嘱する

ことができることにしようとするものであります。

次に、認知症サポート医、専門医であります。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に関する法律（平成２６年法律第８３号）の規定によ

り、介護保険法（平成９年法律第１２３号第１１５条の４５）地域支援事業が改正された

ことに伴い、認知症施策の組織である認知症初期集中支援チームを置き、このチーム認知

症サポート医、専門医を委嘱しようとするものであります。

１ページへお戻り願います。改正案の内容であります。別表には、顧問及び参与を加え

るものであります。改正案の下線部分のとおり、顧問及び参与を加え、報酬は支給しない

こととし、旅費の額は副町長相当額にしようとするものであります。

２ページをお開き願います。別表３は、認知症サポート医を加えるものであります。改

正案の下線部分のとおり、認知症サポート医を加え、報酬の額は年額１２万円に、旅費の

額は副町長相当額にしようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、平成２９年４月１日から施行致そうとするもので

あります。

以上が議案第１６号の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第２０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２０号、松前町

財政調整基金の支消につきまして、その内容をご説明申し上げます。

松前町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例第５条の規定により、下記事業に

該当、失礼、下記事業に充当するため、平成２９年度におきまして、１億円以内を支消で

きるように致そうとするものでございます。これは、歳入の大宗を成します地方交付税が

国の総枠で２．２％の減額とされておりまして、出口ベースで減少のため、地方交付税の

動向が不透明なことから、基金の繰り入れを致そうとするものでございます。なお、充当

事業につきましては、記載しております財産管理事業など他６件でございます。

以上が、議案第２０号でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げま

す。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第２１号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ただ今、議題となりました議案第２１号、議決の変更につい

て、その内容をご説明申し上げます。

本議案は、平成２８年３月３日に議決されました、松前町過疎地域自立促進市町村計画

につきまして、これを変更致そうとするものでございます。変更致そうとする内容でござ
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いますが、添付しております松前町過疎地域自立促進市町村計画変更をご覧いただきたい

と存じます。

４５ページ、変更前の５、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進について、変更後の

とおり、下線部分となっております事業計画（平成２８年度～平成３２年度）の表を追加

し、自立促進施策区分欄の「４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」、事業名（施

設名）欄で「（９）その他」、事業内容欄で「福祉バス購入事業」、事業主体欄で「松前

町」、備考欄を追加致そうとするものでございます。

今回の過疎計画の変更は、福祉バス購入事業の追加によるもので、知事との事前協議が

必要な計画全体に及ぼす影響の大きいものにあたるため、当該過疎計画を変更し、過疎対

策事業債により財源を確保しようとするものでございます。

なお、当該過疎計画の変更につきましては、この知事との事前協議が平成２９年２月１

７日付で終了しておりますことから、議決の提案を致そうとするものでございます。末尾

に参考資料と致しまして、事業費及び財源内容のわかる事業計画を載せておりますのでご

参照願います。

以上が、議案第２１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) お諮り致します。

ただ今の５件の議案につきましては、平成２９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 午後 ２時０４分)

(再開 午後 ２時２０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２９年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成２９年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２９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２９年度松前町水道事業会計予算
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◎議案第６号 平成２９年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、議案第１号、平成２９年度松前町一般会計予算、日程

第１５、議案第２号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第１６、議案

第３号、平成２９年度松前町介護保険特別会計予算、日程第１７、議案第４号、平成２９

年度松前町後期高齢者医療特別会計予算、日程第１８、議案第５号、平成２９年度松前町

水道事業会計予算、日程第１９、議案第６号、平成２９年度松前町病院事業会計予算、以

上６件を一括議題と致します。

なお、ただ今の議案につきましては、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、細部にわたり審査する予定ですので、説明は簡略に受けたいと思いますのでご

了承願います。

提出者の説明を求めます。始めに議案第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、議題となりました議案第１号、平成２９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２９年度松前町の一般会計の予算は、次に定めるところによろうとするものでござ

います。

第１条、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８億５千４５

０万円に致そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分

及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものでございます。

第２条、債務負担行為です。地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によろうするもの

でございます。

第３条、地方債です。地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」に

よろうとするものでございます。

第４条、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入の最高額は、１２億円と定め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を申し上げます。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、５千９６５万９千円の計上です。前年度対

比で３２万２千円の増となっております。各節で増減はありますが、３節議員期末手当

が増額の主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、１億３千５０４万７千円の計上です。

前年度対比で１千２５５万７千円の増となっております。各節で増減がありますが、ト

ータルで増額となったところでございます。この要因ですが、６４ページの９節旅費で

新たに非常勤顧問費用弁償、及び６６ページの１３節委託料で行政情報システム改修業

務委託料と、新たに北海道自治体情報セキュリティクラウド運用業務委託料、更に職員

メンタルヘルス研修業務委託料、公務員倫理研修業務委託料、職員ストレッチチェック

検査業務委託料が増額となってございます。更に１４節使用料及び賃借料で行政情報シ

ステム利用料が増額となってございます。なお、職員研修事業の概要につきましては、

参考資料２５ページに掲げておりますのでご参照願います。

６８ページでございます。２目文書広報費では、６６３万１千円の計上です。前年度

対比で８万円の減となっております。その要因は、１１節需用費の行政文書管理、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２６ページ
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に掲げておりますのでご参照願います。

６９ページです。３目財産管理費では、３千９１９万９千円の計上です。前年度対比

で１９４万３千円の増額です。各節で増減がありますが、トータルで増額となったとこ

ろございます。７節賃金では、庁舎管理賃金を増額計上したところでございます。これ

は、今まで職員が対応していた除雪についまして、賃金対応のための措置でございます。

７１ページの１３節委託料で、新たにその他財産管理測量委託料、更に１７節公共用地

購入費が増額となってございます。これは、白神地区の防火水槽用地に関わる測量と用

地購入費用分でございます。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２７ページに掲げておりますのでご参照願います。

７２ページでございます。４目支所費では、１千６２万４千円の計上です。前年度対

比で１８万１千円の増となっております。各節で増減がありますが、トータルで増とな

ったところでございます。なお、支所別管理費の内訳につきましては、参考資料２８ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。

７４ページです。５目地域振興費では、７千８３３万７千円の計上です。前年度対比

で２千８３７万９千円の増となってございます。各節で増減がありますが、新たに総合

計画策定に関わる費用と、移住定住推進事業に関わる費用、更に公衆Ｗｉ－Ｆｉ管理費

用が増額となってございます。７９ページの１３節委託料で、館浜集会施設建設実施設

計業務委託料と、旧館浜小学校跡地測量業務委託料が新たに増額となってございます。

また、８０ページの１５節工事請負費では、沖ノ口広場管理舗装工事請負費及び地域公

共交通確保対策バス待合所建設工事請負費を新たに増額計上したところでございます。

一方、減額の主なものは、２５節積立金で、創玄書道会書のまちづくり基金積立金の減

額によるものでございます。なお、地域公共交通確保対策バス待合所建設工事の概要は、

参考資料３１ページに、移住定住推進事業の概要は３２ページに、沖ノ口広場舗装工事

の概要は参考資料３４ページに掲載しておりますのでご参照願います。

８２ページでございます。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、１千５８９万３千円の計上です。前年度対比で１３５万

３千円の減額となってございます。減額の要因としては、昨年計上していた３年に一度

実施している鑑定評価の委託料がなくなったことが大きな要因となったところでござい

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３５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

構負担金の内訳は参考資料３６ページに掲載しておりますのでご参照願います。

８４ページでございます。３項１目戸籍住民基本台帳費では、２千６４１万６千円の

計上です。前年度対比で１１万２千円の増となってございます。要因としては、１１節

需用費で、個人番号カード管理修繕料及び１９節戸籍システム共同利用負担金が増額要

因となってございます。

８６ページでございます。４項１目選挙管理委員会費では、３９万円で、前年度と同

額計上でございます。２目明るい選挙推進費では、４０万７千円の計上です。前年度対

比６万８千円の増でございます。これは、９節旅費の増額分が要因でございます。

８８ページでございます。５項１目各種統計調査費では、２８万３千円の計上です。

前年度対比で５２万５千円の減となってございます。これは、昨年国勢調査整理分と致

しまして、１節報酬で指導員に関わる費用計上分がなくなったため、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３７ページに掲

載しておりますのでご参照願います。
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８９ページです。６項１目監査委員費では、１９３万５千円の計上です。なお、前年

度対比で５万８千円の増です。主な要因は、９節旅費の増額計上分でございます。

９０ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費では、４億３千９１８万８千

円の計上です。前年度対比では７千６８４万８千円の減となったところでございます。

要因としては、昨年実施された年金生活者等支援臨時福祉給付金関連予算がなくなった

ためで、また９５ページの２０節扶助費で、障害者自立支援介護訓練等給付費及び療養

介護医療給付費が減額なってございます。更に２８節繰出金で、国民健康保険特別会計

に対する繰出金が減額となってございます。一方、増額は、９５ページの２０節扶助費

の障害者自立支援更正医療給付費と、福祉灯油等助成費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３８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。

９５ページでございます。２目社会福祉施設費では、２９９万７千円の計上です。前

年度対比で３６万４千円の増となってございます。各節で増減はありますが、９６ペー

ジの１１節需用費で、基幹集落センター管理修繕料の増額が主な要因でございます。こ

れは、小島基幹集落センターの非常用階段塗装修繕費用の計上分でございます。なお、

社会福祉施設管理事業につきましては、参考資料４３ページに掲げておりますのでご参

照願います。

９８ページでございます。３目老人福祉費では、４億５７４万３千円の計上です。前

年度対比で１千５４９万５千円の増額となったところでございます。各節で増減はあり

ますが、増額の主な要因は、９９ページの新たに福祉バス購入関連事業を計上したこと

により、大幅に増額となってございます。１００ページの２８節介護保険特別会計に対

する繰出金も増額となってございます。一方、減額は２０節扶助費で、老人福祉施設入

所措置費が減額となっており、更に昨年まであった七飯町立渡島養護老人ホーム好日園

改築事業負担金がなくなったことによるものでございます。トータルとして増額となっ

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４４ページから４７ペー

ジに掲げておりますのでご参照願います。

１０１ページでございます。４目地域活動推進費では、１千２３９万６千円の計上です。

前年度対比２８８万４千円の減となってございます。減額の主な要因は、１９節負担金補

助及び交付金で、松前町街灯料補助金及び松前町ＬＥＤ街灯設置補助金が減額となったと

ころでございます。これは、町内会の街灯のＬＥＤ化が図られたことから減額となったも

のでございます。なお、地域活動推進事業については、参考資料４８ページに掲げており

ますのでご参照願います。

１０２ページです。５目交通安全対策推進費では、１０９万５千円の計上です。前年度

対比で１万４千円の減となっております。なお、交通安全対策推進事業については、参考

資料４９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、１億４千２６４万１千円の計上です。

前年度対比で６４０万９千円の増となったところでございます。各節において増減はあり

ますが、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について、大幅に増額計上したところでござい

ます。一方、減額は、１０８ページの２０節扶助費で、子ども医療費が減額となってござ

います。なお、保育所運営事業は参考資料の５０ページから５１ページに、一次保育促進

事業及び児童デイサービス事業は参考資料の５２ページに、地域子育て支援センター運営

事業は５３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５４ページに、
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学童保育事業の概要は５６ページに、松前っ子誕生祝金支給事業の概要は５７ページにそ

れぞれ掲げてございますのでご参照願います。

１０８ページでございます。２目児童措置費では、５千５９４万５千円の計上です。

前年度対比で３９８万５千円の減額となってございますが、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いては、参考資料５５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、３１２万４千円の計上です。

前年度対比で９万９千円の減となっております。減額の主なものは、１９節道南ドクタ

ーヘリ運航経費負担金が減額となってございます。当町では４０件分を見込んでの費用

計上分でございます。一方、増額分は、職員である栄養士が育児休暇のため、新たに関

連する管理栄養士の費用計上分が増額となってございます。トータルで減額となったと

ころでございます。

１１０ページでございます。２目母子保健費では、４８７万円の計上です。前年度対

比で１５４万９千円の増となっております。要因は新たに１９節妊産婦安心出産支援補

助金の計上分が増額となってございます。

１１１ページです。３目予防費では、３千３５７万２千円の計上です。前年度対比で

９６万２千円の増となってございます。これは、１３節委託料で結核検診委託料、イン

フルエンザ予防接種委託料、日本脳炎ワクチン接種委託料が増額となってございます。

更に、ピロリ菌検査委託料とＢ型肝炎予防接種委託料を新たに追加計上したところでご

ざいます。一方、子宮頸がんワクチン接種委託料と高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料

が減額になってございます。各種検診事業で増減がございますけども、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、５８ページか

ら６３ページに掲げておりますのでご参照願います。

１１３ページです。４目環境衛生費では、１千５９６万３千円の計上です。前年度対

比で３１９万７千円の増となってございます。主な要因は、１１５ページの１３節委託

料で、生活環境美化産業廃棄物等処理業務委託料、１５節工事請負費で、火葬場管理２

号炉改修工事請負費が新たに追加計上分で増でございます。

１１５ページでございます。５目診療所費では、１８万４千円の計上です。前年度対

比で１万円の減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。

１１６ページでございます。６目健康センター費では、７９万５千円の計上です。前

年度対比で１８万８千円の増となっており、１１節需用費で修繕料が増額となっていま

す。これは、感知型火災報知器の修繕分となってございます。７目病院費では、１億６

千８８６万９千円の計上です。前年度対比で５千７６０万２千円の増額計上です。これ

は、繰出基準に基づき補助をしていた普通交付税分と、政策予算として運営費用に対す

る３千２００万円を含めた計上分でございます。

１１７ページです。２項１目清掃総務費では、２億３千９４万８千円の計上です。前

年度対比で２００万７千円の増となってございます。１９節渡島西部広域事務組合負担

金（衛生部門）の汚泥再処理センター建設によるし尿処理公債費の増が要因となってご

ざいます。なお、渡島廃棄物処理広域連合負担金の内訳については参考資料６４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６５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、６千２２３万７千円

の計上です。前年度対比で１３万６千円の減となっておりますが、主な要因としては、
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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ございます。なお、じんかい処理業務につきましては、参考

資料６６ページから６７ページに掲げておりますのでご参照願います。

１１８ページでございます。３項１目上水道施設費では、２千５０３万２千円の計上

です。前年度対比で２８９万３千円の減となっておりますが、この要因は、辺地債充当

分が減額の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、２６万３千円の計上です。前年対比

で５万千円の増で、ほぼ前年並みとなってございます。

１２０ページでございます。６款１項１目農業委員会費では、２３５万７千円の計上

です。前年度対比で５３万１千円の増額計上でございます。要因は、９節旅費が増額と

なってございます。

１２１ページです。２目農業振興費では、４４万９千円の計上です。前年度対比で３

０万８千円の減となっております。これは、昨年の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がなくなったことによるものでございます。３目畜産業

費では、２千６６５万３千円の計上です。前年度対比で２０９万９千円の増となってご

ざいます。節内において増減はありますが、要因としては、１２３ページの１９節負担

金補助及び交付金で、優良繁殖牛購入補助金が新たに増額となってございます。これは、

２７年度の国の補正予算で地方創生加速化交付金事業により対応したため、増額となっ

たものでございます。なお、畜産振興事業として、参考資料６８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。

１２３ページでございます。４目農地費では、７８万９千円の計上です。前年度対比

で３万３千円の増で、ほぼ昨年並みとなってございます。

１２４ページです。２項１目林業振興費では、２千６０４万３千円の計上です。前年

度対比で８１０万円の増となってございます。節内において増減はありますが、この主

な要因ですが、１２６ページの１９節地域材で建てる住宅支援事業補助金が新たに増額

となっています。これは、２７年度の国の補正予算で、地方創生加速化交付金事業によ

り対応したため、増額となったものでございます。なお、林業振興事業は、参考資料７

２ページから７５ページに掲げておりますのでご参照願います。

１２７ページでございます。３項１目水産業振興費では、５千４６万７千円の計上で

す。前年度対比で４千１２万円の大幅な増となってございます。各節において増減があ

りますが、増額の主な要因ですが、１３０ページの１９節負担金補助及び交付金で、新

たに漁村地域の活性化を図る新たな漁業経営手法を検討する協議会負担金及び水産基盤

整備事業負担金（漁港分）が増額となっております。更に漁業支援総合補助金は、１７

年度の国の補正予算で地方創生加速化交付金事業に対応したための増額となってござい

ます。なお、水産センター管理事業の概要は参考資料７６ページに、松前町漁業支援総

合補助事業の概要は７７ページから７９ページに、漁村地域の活性化を図る新たな漁業

経営手法を検討する協議会（松前・福島地区）の概要は８０ページに、水産基盤整備事

業（漁港分）の概要は８１ページに、それぞれ掲げておりますのでご参照を願います。

１３１ページでございます。２目漁港管理費では、１千２５７万５千円の計上です。

前年対比で２６６万９千円の増です。主な要因は、１３節委託料で、産業廃棄物等処理

業務委託料及び１５節工事請負費で、白神漁港物揚場改良工事請負費が新たに計上分で

増額でございます。なお、白神漁港物揚場改良工事の概要は、参考資料８２ページに掲

げておりますのでご参照願います。
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１３２ページです。３目漁民センター費では、４２万８千円の計上です。前年対比で

２万４千円の減額で、ほぼ前年並みとなってございます。

１３３ページです。７款１項１目商工振興費では、７千９００万円の計上です。前年

対比で３千３００万円の増です。これは、１９節負担金補助及び交付金で、松前商工会

補助金で増額、商工事業費経営改善等支援補助金が増額の主な要因となってございます。

なお、商工振興事業としては、参考資料８３ページから８５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、３千４２１万８千円の計上です。前年度対比

で１千３６５万２千円の増となってございます。各節中身的には増減がございますが、

増額の主な要因は、１３４ページの１９節負担金補助及び交付金で、観光イベント創出

事業負担金及び松前観光ＰＲビデオ制作事業負担金が２７年度の国の補正予算で、地方

創生加速化交付金事業に対応したため、増額となっているものでございます。なお、観

光振興事業については、参考資料８６ページから９４ページに掲げてございますのでご

参照願います。

１３５ページでございます。３目温泉休養センター費では、１千９５８万円の計上で

す。前年度対比で５３万６千円の減となってございます。１３節委託料で、温泉成分分

析業務委託料及び空気中粉じん濃度測定業務委託料が追加計上となってございます。更

に、１５節２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増額になっ

ております。一方、減額の要因は、昨年実施した３号井温泉ポンプ入替工事の計上分が

なくなったことから、トータルで減額なってございます。なお、松前温泉休養センター

管理運営事業の概要につきましては、参考資料９５ページから９６ページに掲げており

ますのでご参照願います。

１３６ページです。４目公園費では、２千９７３万円の計上です。前年度対比で１千

３２万円の増となってございます。各節中身的に増減があり、トータルで増額となった

ところです。この主な要因は、１３８ページの１３節委託料で、公園管理用地測量委託

料及び公衆トイレ西館浄化槽改修実施設計業務委託料が増額、更に１９節工事請負費で、

公園用地雑木除去整地工事請負費が新たに増額となってございます。なお、公園等管理

事業は、参考資料９７ページから９８ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４０ページでございます。５目藩屋敷費では、５２８万８千円の計上です。前年対

比で２４万１千円の増です。主な要因は、１３節委託料で、松前藩屋敷管理運営委託料

債務負担行為分が増額となってございます。６目北前船記念公園費では、７６２万円の

計上です。前年度対比で１０３万円の増です。その主な要因は、１１節需用費で修繕料

が増額となっており、更に１３節委託料北前船記念公園総合管理施設管理運営委託料債

務負担行為分が増となってございます。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９９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。８款１項１目土木総務費では、３１６万８千円の計上です。前年

度対比で２４５万１千円の増ですが、その要因は、１３節委託料で、道路台帳経年変化

整備委託料が隔年実施のため、増額の大きな要因となってございます。

１４２ページです。２項１目道路橋りょう維持費では、３千２４４万３千円の計上です。

前年度対比で２１３万２千円の増ですが、各節中身的には増減がありますが、この要因は

１１節需用費で、町道維持修繕料が増額となったものでございます。

１４３ページです。道路新設改良費では、４千６７３万６千円の計上です。前年度対比

で２９万６千円の増です。この要因は、１５節工事請負費で町道改良工事請負費で増とな

ってございます。本年度当初計画では、町内８路線を計画しているところでございます。
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なお、町道改良事業は、参考資料１００ページに掲げておりますのでご参照を願います。

３目橋りょう新設改良費では、１億２千７９８万円の計上です。前年度対比で８千３６９

万円の増です。この要因は、１５節工事請負費で、大沢橋改良工事請負費、更に馬坂橋改

良工事請負費を計上し、増額となったところでございます。なお、大沢橋改良工事の概要

は、参考資料１０１ページに、馬坂橋改良工事の概要は参考資料１０２ページに掲げてお

りますのでご参照を願います。

１４４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、１千３２６万４千円の計上です。前年度対比で１千７９万９千円の減

です。これは、昨年５件の河川改良を予算計上から、今年は２件の河川改良を予定したこ

とから減額となっ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１００ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。

１４５ページです。４項１目港湾管理費では、６０４万６千円の計上です。前年度対比

で２６５万８千円の増ですが、各節中身的には増減がありますが、この要因は、１３節委

託料で、松前港維持管理調査業務委託料、更に産業廃棄物処理業務委託料が新たに増とな

ったものでございます。

１４６ページでございます。５項１目住宅管理費では、２千２４６万７千円の計上で

す。前年度対比で８２５万９千円の増となってございます。主な要因は、１１節需用費

で、町営住宅管理修繕料が大幅に増額となっております。これは、豊岡第１団地１６戸

のトイレの洋式化の実施、また、大磯団地に児童遊具の設置の実施、更に町営住宅周辺

の街灯をＬＥＤ化に伴う計上分でございます。なお、町営住宅地区別設置状況は、参考

資料１０４ページに掲げておりますのでご参照を願います。

１４７ページです。２目住宅建設費では、６５７万３千円の計上です。前年対比で８

７万９千円の減となっており、各節中身的には増減がありますが、主な要因は、１４８

ページの１３節委託料の減となっており、これは、豊岡第６団地３棟１２戸の実施設計

分の計上分でございます。

１４９ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、３億４千５４４万８

千円の計上です。前年対比で３７万２千円の減となっております。昨年の指定寄附関連

事業で、高規格救急自動車の購入を予定しており、更に原口地区に小型動力ポンプ積載

車の購入を予定しているところでございます。なお、渡島西部広域事務組合負担金の内

訳（消防部門）については参考資料１０５ページから１０７ページに、松前消防署高規

格救急自動車購入事業の概要は１０８ページに、松前消防署小型動力ポンプ積載車購入

事業の概要は１０９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、

８７３万４千円の計上です。前年度対比で１１３万９千円の増となっておりますが、増

額の主な要因は、１５０ページの１１節需用費で、災害対策修繕料が避難路等の修繕に

関わる分として増となっているところでございます。

１５２ページでございます。１０款１項１目教育委員会費では、１１９万２千円の計

上です。前年度対比４万４千円の減となっており、ほぼ前年並みとなってございます。

２目事務局費では、６７４万７千円の計上です。前年度対比１８万４千円の減となって

おり、各節中身的に増減がありますが、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いては、参考資料１１０ページに掲げておりま

すのでご参照を願います。

１５４ページです。３目教育振興費では、２千３８４万５千円の計上です。前年度対

比で６７７万８千円の増となっておりますが、増額の主な理由は、新たに学力向上のた
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め、学習支援員を２名配置するため、その関連予算が増額となっており、また、コミュ

ニティスクール推進事業が新たに増となってございます。１５８ページの松前高等学校

通学生交通費等補助金と、松前高等学校教育振興会補助金国際事業分及び松前高等学校

生見学旅行費用補助金、更に２１節貸付金で、奨学資金貸付金が増額となってございま

す。なお、教育指針推進事業は参考資料の１１１ページに、ＡＬＴ外国語指導助手招致

事業は１１２ページに、松前高等学校通学生交通費等補助事業は１１３ページに、松前

高等学校教育支援事業の概要は１１４ページに、奨学資金貸付実績及び計画は１１５ペ

ージに、各小中学校学級数や児童生徒数、学校職員数の状況には１１６ページに、コミ

ュニティスクール学校運営協議会制度推進事業の概要は１１７ページに、それぞれ掲げ

ておりますのでご参照を願います。

１５９ページでございます。２項１目学校管理費では、７千７６７万７千円の計上で

す。前年度対比で１千１９６万５千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、増額の大きな要因としては、１６２ページの１４節ＩＣＴ教育推進情報通信機

器借上料が新たに追加計上分となってございます。

１６３ページでございます。２目教育振興費では、４５４万円の計上です。前年度対

比で４３万５千円の増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。

１６４ページでございます。３項１目学校管理費では、５千２６１万８千円の計上で

す。前年度対比で４８５万１千円の減となっており、各節中身的には増減がありますが、

要因としては、１６５ページの１１節需用費の学校管理、光熱水費が減となっており、

昨年実施した４年に一度の教師用教科書及び指導書購入費なくなっています。１３節委

託料で、スクールバス運行業務委託料と、昨年実施したＩＣＴ教育ソフト研修業務委託

がなくなったことが減少の主な要因となっております。一方、特別支援教育支援員の配

置に伴う関連費用が増額となっておりますが、トータルとして減額となったところでご

ざいます。

１６７ページでございます。２目教育振興費では、９２８万７千円の計上です。前年

度対比で１３９万６千円の増となっております。この要因としては、２０節扶助費で対

象生徒が増えたことなどによるものでございます。３目学校建設費では、１１８万８千

円の計上です。前年度対比で１１８万８千円の増額計上です。本年度、松前中学校グラ

ウンド整備を実施のため、実施設計に関わる費用計上分でございます。

１６８ページです。４項１目社会教育総務費では、１３６万３千円の計上です。前年

度対比で２７万９千円の増となっております。主な要因は、９節旅費で、社会教育委員

費用弁償が増となってございます。

１６９ページです。２目公民館費では、７７５万１千円の計上です。前年度対比で２

８１万６千円の増となっております。各節中身的には増減がありますが、１７１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増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の増額となってございます。なお、社会教育総務事業、公民館事

業は参考資料１１８ページに、姉妹都市交流事業の概要は１１９ページに掲げてござい

ますのでご参照を願います。

１７１ページでございます。３目図書館費では、１千１０９万４千円の計上です。前

年度対比で２１７万９千円の増です。主な要因は、１３節委託料で、木製書架製作委託

料が新たに計上で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１２０
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ページに掲げておりますのでご参照願います。

１７２ページです。４目社会教育施設管理費では、３千８万９千円の計上です。前年

度対比で５６３万６千円の増となってございます。各節において増減がありますが、主

な要因は、７節賃金で、町民総合センター管理賃金の増、１１節需用費で、町民総合セ

ンター管理の修繕料の増額となってございます。更に、１７５ページの１８節町民総合

センター管理備品購入費で、Ｗｉ－Ｆｉ機器の計上分などが増額となってございます

１７５ページです。５目文化財費では、５５３万１千円の計上です。前年度対比で５

９２万２千円の減となっております。各節において増減がありますが、主な要因は、４

節共済費、７節賃金で文化財保護管理事業が減となっています。これは、昨年実施した

旧小島中学校から文化財の移設に関わる人件費の減額分です。１７７ページ、１３節委

託料で、昨年計上の埋蔵文化財運搬業務委託料と埋蔵文化財収蔵棚加工設置業務委託料

がなくなっており、更に、１９節で昨年実施の松前神楽北海道連合保存会合同公演補助

金が減となっているものでございます。なお、文化財事業の概要は参考資料１２１ペー

ジから１２２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、３千３３４万６千円の計上です。前年

対比で３９１万１千円の増となっております。各節において増減はありますが、主な増

額分は、１７９ページ、１３節委託料で、新たに史跡松前氏城跡福山城跡保存整備本丸

地区等現況地形測量委託料と、１５節工事請負費が新たに追加計上となっての増額とな

ってございます。

１８０ページでございます。７目郷土資料館費では、１千３５８万４千円の計上です。

前年対比で２２９万１千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、主

な要因は、１１節需用費で、修繕料の増額となってございます。これは、トイレの洋式

化に伴う計上分です。なお、松前城資料館入館者数の概要については、参考資料１２３

ページに掲げておりますのでご参照を願います。

１８２ページです。５項１目保健体育総務費では、２２１万４千円の計上です。前年

度対比で６万２千円の減となっており、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１２４ページに掲げており

ますのでご参照を願います。

１８３ページです。２目体育施設費では、１千５５１万１千円の計上です。前年度対

比で３８０万５千円の増となっており、各節中身的には増減がありますが、主な要因は、

１１節需用費で１８４ページの町民グラウンド管理修繕料の増で、一塁側のフェンスの

更新費用計上分です。また、ふれあい公園管理修繕料の増で、鉄柵の修繕と物置修繕費

用の計上分となってございます。

１８７ページでございます。３目学校給食費では、６千１５万７千円の計上です。前

年度対比で３３８万７千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、主

な要因は、１１節需用費で光熱水費が増額となっています。また、１１節排水処理槽汚

泥処理手数料が増となっているところでございます。なお、学校給食事業については、

参考資料１２５ページに掲げておりますのでご参照を願います。

１８９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、前年同様の５

千円の計上です。

１９０ページでございます。１２款１項１目元金で、７億３２１万６千円の計上です。

前年度対比で６千３９２万９千円の増です。また、２目利子で４千２５６万７千円の計

上です。前年度対比で６９３万４千円の減となっております。これは、平成２８年度末
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の町債残高見込額が約７０億９千万円となっております。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。

１９１ページでございます。１３款１項１目職員給与費では、８億５千５０２万８千

円の計上です。前年度対比で１億６千２１６万２千円の減となっております。一般会計

で対応する特別職、一般職１１２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、減額の主な要因は、１９２ページの４節共済費の退職手当組合負担金が大

幅に減額となってございます。これは、昨年３年ごとの退職手当負担金の精算年であっ

たため、今回大幅に減額となっております。なお、各種手当の支給状況については、参

考資料１２６ページから１２８ページに掲げておりますのでご参照願います。

１９３ページでございます。１４款１項１目予備費では、前年同様５千万円の、失礼、

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２億２千２７０万８千円、２目法人では２千８

２７万２千円の計上です。前年度までの実績などを基に推計計上したところでございま

す。

１３ページです。２項１目固定資産税では１億８千７０８万３千円、２目国有資産等

所在市町村交付金では２６５万９千円の計上です。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、１千６３８万９千円の計上です。昨年１

１月末現在の車両台数２千５３８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、５千８５４万４千円の計上です。２７年

度実績と２８年の実績見込みを勘案の上、推計計上したところでございます。

１６ページです。５項１目鉱産税では、１千円の計上です。

１７ページです。６項１目入湯税では、６３１万５千円の計上です。前年度実績見込

等を考慮し、４万２千１００人を見込んで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、１千６００万円の計上です。

前年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みに基づき計上をしたところでご

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つきまして計上したところでござ

います。

２０ページでございます。３款１項１目利子割交付金では、５０万９千円の計上です。

前年実績見込みを考慮の上、推計計上したところでございます。

２１ページです。４款１項１目配当割交付金では、１９９万５千円の計上です。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、１億３千１００万円の計上で

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、１千９０万円の計上です。

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、６７万５千円の計上です。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
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たところでございます。

２６ページでございます。９款１項１目地方交付税では、２６億６千６７４万円の計

上です。前年度対比で減となっていますが、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分でござい

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。

２８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１千円を計上したところ

でございます。

２８ページでございます。１１款１項１目民生費負担金では、３０５万６千円の計上

です。前年度対比で２２万８千円の増ですが、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、１３万６千円

の計上で、ほぼ前年並みとなってございます。

２９ページでございます。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８千５５７万８千円の計上です。各使用料において増減はございますが、

前年度の実績見込みなどから推計により計上したところでございます。

３２ページでございます。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３千１７６万４千円の計上です。それぞれ、前年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１００万１千円の減となって

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ページでございます。１３款１項１目民生費国庫負担金では、２億２千２５５万

９千円の計上です。前年度対比８１２万８千円が減額となっております。各節において

中身的に増減がありますが、１節社会福祉費負担金で、障害者自立支援給付費負担金介

護訓練等給付費分と、国民健康保険基盤安定負担金が大きく減なってございます。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額となってござい

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節では低

所得者保険料軽減負担金が計上されており、トータルで減額となってございます。それ

ぞれ歳出事業費に対します国庫負担金の計上分となってございます。

３６ページでございます。２項１目総務費国庫補助金から３７ページ５目教育費国庫

補助金まで、総額で１億３千７５２万４千円の計上です。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、昨年実施の年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付事業補助金がなくなったため、大きく減額になってございます。一方、４目土木費

国庫補助金、１節道路橋りょう費補助金で、社会資本整備総合交付金大沢橋改良分で増

額となっており、更に３７ページ、２節住宅費補助金で、社会資本整備総合交付金家賃

低廉化分が新たに増額となってございます。いずれも歳出で計上しております、それぞ

れの事業に対する国庫補助金の計上分でございます。

３８ページでございます。３項１目総務費国庫委託金では１５万８千円、２目民生費

国庫委託金では２５４万９千円の計上です。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、１億８千５９９万円の計上で

す。前年度対比で５７１万７千円の減額となってございます。これは、国庫負担金同様、

１節社会福祉費負担金で、障害者自立支援給付費負担金介護訓練等給付費分及び国民健

康保険基盤安定負担金が減額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額となっており、トータルで減額となってござい
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ます。いずれも歳出で計上しております、それぞれの事業に対する道負担金の計上分で

ございます。

４１ページでございます。２項１目総務費道補助金から４２ページの５目教育費道補

助金まで、総額で３千６３８万７千円の計上です。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ページでございます。３項１目総務費道委託金から４４ページの７目教育費道委

託金まで、総額で１千６３万２千円の計上です。なお、４３ページの１目総務費同委託

金が１千６０３万５千円の減額になっていますが、これは、昨年選挙費委託金が計上さ

れていたことから、今回大きく減額となってございます。いずれも歳出で計上しており

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。

４５ページでございます。１５款１項１目財産貸付収入では９７９万２千円、２目利

子及び配当金では８８万８千円の計上です。いずれも前年実績及び推計見込みによる計

上分でございます。

４６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

１８５万８千円の計上です。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。

４７ページでございます。１６款１項１目一般寄附金から３目教育費寄附金まで、総

額で５７５万３千円の計上です。なお、２目１節総務管理費寄附金のふるさと松前応援

指定寄附金が減額になっております。いずれも前年実績等を勘案しての見込みによる計

上でございます。

４８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１００万５千円の計上です。

４９ページでございます。２項１目財政調整基金繰入金では１億円の計上です。これ

は、歳入の大宗を成す地方交付税が国の総枠で２．２％の減額とされており、出口ベー

スで減少のため、地方交付税の動向が不透明であることから、基金を繰り入れ致そうと

するものでございます。２目指定寄附基金繰入金では、１千万円の計上です。これは、

指定された救急自動車購入にあてるため、繰り入れを致そうとするものでございます。

５０ページでございます。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。

５１ページです。１９款１項１目延滞金から３目過料まで、いずれも前年度と同額の

計上でございます。

５２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。

５３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４千５９９万９千円の計上です。いずれも、歳出で計上しております貸

付金の元利収入見込額を計上したところでございます。

５４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４２９万８千円の計上です。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。

５５ページです。５項１目滞納処分費から６目雑入まで、５７ページの総額で５千１０４

万６千円の計上です。

５８ページです。２０款１項１目総務債から６０ページ９目借換債まで、総額で５億

１千３２４万円の計上です。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
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いては、過疎債のソフト対象分事業としての計上分でございます。また、８目臨時財政

対策債については、地方財政計画などに基づき、起債発行見込額を計上したところでご

ざいます。更に９目借換債については、平成１８年度借入分を２０年償還で計画してお

りますが、金融機関は１０年での償還となるため、更に１０年間の償還延長のための借

換債となるものでございます。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算で歳入でございます。１款町税から４ページの２０款町債まで、

歳入合計で４８億５千４５０万円に致そうとするものでございます。

５ページです。歳出です。１款議会費から６ページの１４款予備費まで、歳出の合計

額につきましても、歳入同様、４８億５千４５０万円に致そうとするものでございます。

７ページでございます。第２表債務負担行為でございます。公用車譲受代金他１件に

つきまして、記載しています期間、限度額のとおり債務負担行為を致そうとするもので

ございます。

８ページでございます。第３表地方債です。当初予算において、館浜集会施設整備事

業から借換債まで、１５件で総額５億１千３２４万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) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ３時１７分)

(再開 午後 ３時３２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

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２０９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２号、平成２９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２９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１６億７千１００万円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入

歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとす

るものであります。

第２条は、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入の最高額は、事業勘定３億円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項のただし書の規定

により、歳出予算の款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、保険給付費の各項の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、歳出の事項別明細によりご説明申し上げます。２３１ページをお開き願いま

す。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、国保事務の執行に必要な経費と致しまし
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て、４節から２３２ページ、１８節まで、合わせて６９６万７千円の計上です。前年度対

比１４８万１千円の増であります。主な内容は、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役務費などになっております。

次に２３２ページです。２目連合会負担金では、７４万３千円の計上で、前年度対比４

万円の減です。１９節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

す。

次に２３３ページです。２項１目賦課徴収費では、４５４万９千円の計上で、前年度対

比１５万７千円の減です。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。なお、１９節納税貯蓄組合に対する補

助金では、国保会計負担分を計上しております。

次に２３４ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費で９億円、２目退職被保

険者等療養給付費１千５００万円、３目一般被保険者療養費２５０万円、４目退職被保険

者等療養費１０万円、５目審査支払手数料１８７万５千円となっており、これら療養諸費

合計９億１千９４７万５千円の計上です。前年度対比で４千８５万６千円の減であります。

減少の主な要因は、国保の被保険者が７５歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行するこ

とによる被保険者数の減少等が要因と考えられます。積算にあたりましては、一般被保険

者、退職被保険者の療養給付費並びに療養費については、過去３年間の平均１人当たりの

保険者負担額を基に年間推計しております。

次に２３５ページです。２項１目一般被保険者高額療養費で１億３千７００万円、２目

退職被保険者等高額療養費１５０万円、３目一般被保険者高額介護合算療養費で４０万円、

４目退職被保険者等高額介護合算療養費で１万円となっており、これら高額療養費合計で

は、１億３千８９１万円の計上で、前年度対比８５９万円の減です。積算にあたっては、

平成２７年度実績並びに２７年度の実績見込みにより計上しております。

次に２３６ページです。３項１目出産育児一時金で４２０万円、２目出産育児一時金支

払手数料３千円で、合計４２０万３千円の計上となっております。出産育児一時金につい

ては、１件４２万円で１０件を見込み、４２０万円を計上したところであります。

次に２３７ページです。４項１目葬祭費では、１件３万円で年間３０件を見込み、９０

万円の計上です。前年度対比３０万円の減となっております。

次に２３８ページです。３款１項１目後期高齢者支援金で、１億３千２０９万３千円、

２目後期高齢者関係事務費拠出金１万１千円、合計１億３千２１０万４千円の計上となっ

ております。前年度対比３千５７４万５千円の減です。いずれも社会保険診療報酬支払基

金からの通知による計上であります。

次に２３９ページです。４款１項１目前期高齢者納付金で４９万３千円、２目前期高齢

者関係事務費拠出金１万円、合計５０万３千円の計上となっております。前年度対比３３

万４千円の増です。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２４０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、こちら

も、支払基金からの通知によるものであります。

次に２４１ページです。６款１項１目介護納付金では、６千１４０万７千円の計上で、

前年度対比１千５４万５千円の減です。こちらも支払基金からの通知によるものでありま

す。

次に２４２ページです。７款１項１目高額医療費拠出金では、７千２７１万１千円の計

上で、前年度対比１千３３２万７千円の増であります。また、２目保険財政共同安定化事

業拠出金では、３億１千５２６万５千円の計上で、前年度対比２千３２８万２千円の減で



- 97 -

す。いずれも３ヶ年の医療費の状況を勘案し、国保連合会の通知により計上しております。

次に２４３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６８２万７千円の計上で、前年度対比９６万６千円の減です。これは、各医

療保険者が実施する特定健診、特定保健指導に係る経費で、国保加入者に係る予算計上で

あります。

次に２４４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

２３３万６千円の計上で、前年度対比２７万２千円の増です。内容は、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、更には小中学校等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２４５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２４６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。それぞれ３年間の実績を勘案し計上

しております。

次に２４７ページです。２項１目一般会計繰出金では、１００万２千円の計上で、前年

度対比８千円の減です。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

た経費を一般会計へ繰り出しするものであります。

次に２４８ページです。１１款１項１目予備費では、２０２万６千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。

これに対応します歳入でありますが、２１６ページにお戻り願います。

２．歳入です。国民健康保険税ですが、２１６ページから２１７ページにわたっており

ます。まず、１款１項１目一般被保険者国民健康保険税で２億８６２万１千円、２目退職

被保険者等国民健康保険税８９９万６千円で、合計２億１千７６１万７千円の計上です。

対前年度比較マイナス１．４％、３１７万４千円の減であります。なお、現年度課税分の

調定見込みは、被保険者数の推移や前年度の所得状況を勘案しながら積算し、収納率につ

いては、一般被保険者、退職被保険者等分、共に９２％を見込んでおります。また、滞納

繰越分については、一般被保険者分１５％、退職被保険者等分１０％で見込んで積算して

おります。

次に２１８ページです。２款１項１目療養給付費等負担金では、２億１千６６万円の計

上で、前年度対比２千５８３万４千円の減です。１節現年度分の内訳は、療養給付費負担

金が１億４千８７４万１千円、後期高齢者支援金負担金４千２２６万円、介護納付金負担

金１千９６４万９千円となっております。次に、２目高額医療費共同事業負担金では、１

千８１７万７千円の計上で、前年度対比３３３万１千円増です。これは、歳出の高額医療

費拠出金７千２７１万１千円の４分の１の負担となっております。３目特定健康診査等負

担金では、１２１万７千円を計上で、前年度対比１３万３千円の減です。こちらは、特定

健康診査等に係る国庫負担金で、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２１９ページです。２項１目財政調整交付金では、１億６千９７９万１千円の計上

で、前年度対比４千９５４万７千円減です。内訳は、普通調整交付金が１億６千８７１万

７千円、特別調整交付金が１０７万４千円となっております。普通調整交付金は、年間の

財源に過不足を調整する額を見込んでおり、また特別調整交付金については、現時点では

北海道だけが認められております冬期の診療に係る暖房費であります療養担当手当分、そ

れと歯科健康教室等の保健指導事業分を計上しております。

次に２２０ページです。３款１項１目療養給付費交付金では、1千５１８万５千円の計
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上で、前年度対比２千４２万６千円減です。歳出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、支払基金から交付される見込みの額を計上したところでありま

す。

次に２２１ページです。４款１項１目前期高齢者交付金では、４億５千９７９万９千円

の計上で、前年度対比８８０万８千円の増です。これは、６５歳から７４歳までの前期高

齢者の割合が高いと国保の医療費の負担が増え、医療保険者間での不均衡を生じることか

ら、財政調整のため支払基金からの交付されるものであります。

次に２２２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、１千８１７万７

千円の計上で、前年度対比３３３万１千円の増です。国庫負担金同様、歳出高額医療費拠

出金に対する負担割合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、こちらも国庫負担金同様、補助対象費用の３分の１の１２１万７千円を計上してお

ります。

次に２２３ページです。２項１目財政調整交付金では、６千２８７万２千円を計上して

おります。前年度対比で７２６万６千円の減です。これは、療養給付費等の約９％相当が

が北海道から交付されるものであります。

次に２２４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、５千４５０万３

千円の計上で、前年度対比３１万６千円増です。これは、道内の高額医療費の支払いに係

る保険者負担の軽減を図るため、国保連合会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、３億３千３０１万円の計上で、前年度対比１千２２２万７

千円の減です。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、こち

らも国保連合会から交付されるものであります。

次に２２５ページです。７款１項１目一般寄附金では、前年同様１千円の計上です。

次に２２６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１億１千１０２万５千円の計上で、前

年度対比２０４万６千円の減です。内訳は、１節保険基盤安定繰入金軽減分が５千１１３

万１千円、２節保険基盤安定繰入金支援分が２千６０２万３千円、４節財政安定化支援事

業繰入金が２千３１５万８千円、いずれも前年度の実績に基ずく額を計上しております。

また、３節出産育児一時金繰入金については、２８０万円の計上で、これは歳出の出産育

児一時金４２０万円の３分の２を計上しております。５節その他一般会計繰入金では、７

９１万３千円の計上で、国民健康保険事務執行に係る経費分とインフルエンザ予防接種分、

それと子ども医療費助成事業の地方単独事業に伴う国庫負担金の減額分を計上しておりま

す。

次に２２７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２２８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２２９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２３０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。２１０ページへお戻り願います。

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１６億７千１００万円に致そうとするものであります。
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次に２１１ページから２１２ページになります。歳出におきましても１款総務費から１

１款予備費まで、歳入と同額の１６億７千１００万円に致そうとするものであります。な

お、２５０ページに予算に関する参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第２号、平成２９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。

よろしくご審議の程お願い申し上げます。

続いて、予算書３０９ページをお開き願います。

議題となりました議案第４号、平成２９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２９年度松前町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによろうと

するものであります。

第１条は、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９

４６万４千円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものであり

ます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。３２２ページをお開き願います。

３．歳出であります。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８３

万４千円の計上で、前年度対比１０万７千円の減となっております。経費の内容は、事務

執行に伴う職員旅費や保険証の発行や更新に係る消耗品、郵送料等の計上であります。

次に３２３ページです。２項１目徴収費では、１１節、１２節合わせて３４万８千円の

計上で、前年度対比２千円の増となっております。これは、納付書の印刷や、これら発送

に係る経費の計上であります。

次に３２４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、１億８０２

万１千円の計上で、前年度対比１１８万９千円の増となっております。内訳は、１９節説

明欄に記載のとおり、共通経費の事務費負担分が３８９万円、保険料等分で５千２４２万

８千円です。また、低所得者に対する保険料軽減に係る保険基盤安定分は５千１７０万３

千円の計上です。これらの軽減分については、道が４分の３、町が４分の１を負担する仕

組みとなっております。

次に３２５ページです。３款１項１目保険料還付金及び２目の還付加算金では、合計１

６万円の計上です。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３２６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３２７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。これに対応致します歳入でありますが、３１５ペ

ージにお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、５千２４２万７千円の計上で、

前年度対比２０４万６千円の増額となっております。３２８ページに予算に関する参考資

料を添付しておりますが、今年度は、年間被保険者数を１千９２４人、現年度保険料負担

総額が５千２９０万６千１００円、収納率を９９％と見込み、収納見込額は５千２３７万

７千円としたところであります。なお、滞納繰越分は、５万円を見込んでおります。

次に３１６ページです。２款１項１目督促手数料では、３０人分の９期分、２万７千円

を計上したところであります。

次に３１７ページです。３款１項１目事務費繰入金では、５３０万２千円の計上で、前

年度対比２４万７千円の増です。内訳は、広域連合への共通経費の事務費負担分として３
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８９万円、その他町事務費分１４１万２千円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、５千１７０万３千円の計上で、前年度対比１２０万９千円

の減です。歳出の低所得者に対する保険料軽減分を一般会計から繰り入れするものであり

ます。

次に３１８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１千円の計

上となっております。

次に３１９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３２０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３２１ページです。３項１目雑入では、その他雑収入として１千円の計上です。

以上が歳入の事項別明細であります。３１０ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算であります。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１億９４６万４千円に致そうとするものです。

次に３１１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１億９４６万４千円に致そうとするものであります。

以上が議案第４号、平成２９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。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第３号について、健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ２５１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２９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２９年度松前町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとするも

のです。

第１条は、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ

１０億１千９４６万８千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１千３０５万６千円と定

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によりご説明申し上げます。２７１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１９節負担金補助及び交付

金まで、介護保険事業の事務用経費として、合わせて１９２万９千円の計上です。１９節

負担金補助及び交付金では、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１人分３万１千円を計上しております。

２７２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３８万４千円の計上です。
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次に２７３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致しまして、１９節負担金補助及び交付金

で、６２５万８千円の計上です。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６８６万１千円の計上です。介護認定申請に伴う医師の意見書作成手数料４

２５万９千円、認定調査委託料２４８万２千円等を計上しております。

次に２７４ページです。４項１目計画推進費では、１節共済費から１３節委託料まで、

合わせて３１３万８千円の計上です。平成２９年度では、平成３０年度から３２年度まで

の第７期の介護保険事業計画等策定することになりますことから、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他に、策定に係るデータ解析等に係る支援業務について

の業務委託料を２７５万４千円計上しております。

次に２７５ページです。２款１項１目介護サービス給付費では、平成２８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、前年対比１．７％、１千５３５

万５千円増の９億５２４万円を計上しております。

次に２７６ページです。２項１目高額介護サービス費では、２千１９９万円の計上です。

次に２７７ページです。３項１目審査支払手数料では、１万３千８９６件分に係る９４

万６千円の計上です。

次に２７８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２７９ページです。４款１項地域支援事業費では、平成２９年度４月からこれまえ

の介護予防事業が、介護予防日常生活支援総合事業費として新しく始まりますことから、

１目は介護予防日常生活支援総合事業費として、１節給料から２８０ページ１９節負担金

補助及び交付金まで、合わせて３千３８９万円の計上です。地域包括支援センター主任ケ

アマネージャーの１名分の人件費及び臨時職員の賃金、更に一般介護予防事業として実施

予定のガンバルーン体操教室、各介護予防教室等に係る経費を計上しているほか、新たに

介護給付費から町事業に移行となります要支援者に対する通所型サービス、訪問型サービ

スに係る事業給付費２千３００万円を計上しております。

次に２８１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２８４ペ

ージ２０節扶助費まで、合わせて２千９８２万１千円の計上です。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。同じく２８４ページ、

３目社会保障充実事業費におきましては、生活支援コーディネーター業務委託料を４１７

万６千円の計上です。

次に２８５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、７千円の計上で

す。基金の預金利子を積立ようとするものであります。

次に２８６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２８７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２８８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２８９ページです。８款１項１目予備費では、４６４万１千円の計上です。

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。２５７ペー

ジへお戻り願います。

２５７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、１億６千４９

３万７千円の計上です。１節現年度保険料分では、３千６６２人分、１億６千４６４万５
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千円、対前年度比では１．６％、２６７万２千円の増を見込んでおります。

次に２５８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４万円の計上

です。

次に２５９ページです。３款１項１目介護給付費負担金では、対前年度比で１．６％、

２６２万２千円増の１億６千４６９万７千円の計上です。１節現年度分で１億６千４６９

万６千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２６０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％、８千３５３

万５千円を計上し、また２目地域支援事業交付金(介護予防日常生活支援総合事業)では、

１節現年度分で補助対象経費の２５％、８２５万円、３目地域支援事業交付金(介護予防

日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)では、１節現年度分で補助対象経費の３９％、

７０２万円、更に２目及び３目の２節過年度分でそれぞれ１千円を見込んでおります。ま

た、４目同じく地域支援事業交付金の社会保障充実事業では、対象経費の３９％、１５６

万円を見込んでおります。

次に２６１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％、２億５千９８８万９千円、２目地域

支援事業支援交付金、１節現年度分では、介護予防日常生活支援総合支援事業分として補

助対象経費の２８％、９２４万円、また、１目及び２目の２節過年度分では、それぞれ１

千円を見込んだところです。

次に２６２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１億３千６９

６万１千円、２節過年度分で１千円の計上です。現年度分では、施設等給付費負担金とし

て基本給付費の１７．５％、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２６３ページです。２項１目地域支援事業交付金（介護予防日常生活支援総合事

業）では、１節現年度分で補助対象経費の１２．５％、４１２万５千円、２目地域支援事

業交付金（介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）では、１節現年度分で補

助対象経費の１９．５％、３５１万円、更に１目及び２目の２節過年度分でそれぞれ１千

円の計上です。また、３目地域支援事業交付金の社会保障充実事業では、補助対象経費の

１９．５％、７８万円を見込んでおります。

次に２６４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７千円の計上です。

次に２６５ページです。７款１項１目一般会計繰入金では、１億５千６０５万８千円の

計上です。１節介護給付費繰入金では、給付費総額の１２．５％、１億１千６０２万２千

円、２節地域支援事業繰入金では、介護予防日常生活支援総合事業分で補助対象経費の１

２．５％、４１２万５千円、包括的支援事業・任意事業分で補助対象経費の１９．５％、

３５１万円、社会保障充実事業分では、同じく１９．５％、７８万円を見込んだところで

す。３節事業費、失礼しました、事務費繰入金では、２千７６３万８千円を計上しており

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、３９８万３千円の計上です。

次に２６６ページです。２項１目介護給付費準備基金繰入金で、１千４８９万５千円の

計上です。第１号被保険者の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２６７ページです。３項１目サービス事業勘定繰入金では、３２６万８千円の計上
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です。これは、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２６８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２６９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２７０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６８万７千

円の計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２５２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算(保険事業勘定)です。歳入では、１款保険料から９款諸収入まで、

歳入合計で１０億１千９４６万８千円に致そうとするものです。

次に２５３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１０億１千９４６万８千円に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定の説明をさせていただきます。歳出の事項別明細書より説明致し

ます。２９９ページをお開き願います。

２９９ページ、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

３００ページの１４節使用料及び賃借料まで、合わせて９７８万７千円の計上です。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３０１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、３２６万８千円の計上です。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。戻りま

して、２９５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

前町居宅介護支援事業所による、居宅介護サービス計画費３件分を見込んでおります。

次に２９６ページです。２項１目居宅支援サービス費収入で、３２６万８千円の計上で

す。新しい総合事業へ移行となる利用者を除いた地域包括支援センターで行う、介護予防

サービス計画費６３件を見込んでおります。

次に２９７ページです。２款１項１目一般会計繰入金で、９４０万６千円を計上してい

ます。町の居宅介護支援事業所保健師の職員給与費分として、一般会計から繰り入れしよ

うとするものです。

次に２９８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。２９０ページにお戻り願います。

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１千３０５万６千円に致そうとするものです。

次に２９１ページ、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１千３０５万６千円に致そうとするものです。

なお、附表と致しまして、３０２ページから３０７ページまでに給与費明細書を、また、

３０８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２９年度松前町介護保険料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。
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○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２９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２９年度松前町水道事業会計予算は、次に定めるところによ

ろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量を次のとおりに致そうとするものです。第

１号給水戸数を４千１２７戸に、第２号年間総給水量を６１万２千３３７立方メートルに、

第３号１日平均給水量を１千６７８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当初予算より減少しているところでございます。第

４号主要な建設改良事業は、江良地内配水管改良工事他１７件、事業費総額を７千７８万

７千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２９

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５２７個の量水器の更

新につきまして、事業費１千８２７万１千円で実施致そうとするものです。

次に、第３条は、収益的収入及び支出です。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２億４５９万９千円の計上です。内

訳と致しまして、第１項営業収益で１億５千８９１万３千円、第２項営業外収益で４千５

６８万５千円、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

１億５千７５２万円で、前年度と比較しまして１６３万９千円の減額となってございます。

これは、過去３ヶ年間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２９８万８千円の減額となっております。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、辺地債充当事業の減少によるもので

ございます。

次に支出です。第１款事業費で、１億９千９７４万１千円の計上です。内訳と致しまし

て、第１項営業費用で１億８千９０３万３千円、第２項営業外費用で１千１９万６千円、

第３項特別損失で１万２千円、第４項予備費で５０万円に致そうとするものでございます。

この内容につきましては、参考資料６ページに記載してございますが、前年度と比較して

事業費合計で８１万６千円の増額となっております。増額の主なものは、１項７目資産減

耗費で、固定資産除却費として２０６万９千円。一方、減額の主なものは１項６目減価償

却費で１１２万４千円の減額となっております。

予算書２ページをお開き願いたいと思います。第４条は、資本的収入及び支出です。資

本的収入及び支出の予定額を次のとおり定めようとするもので、資本的収入額が資本的支

出額に対し、不足する額８千７８３万６千円は、減債積立金１００万円、過年度分損益勘

定留保資金５千５１２万６千円、当年度分損益勘定留保資金２千７３９万７千円及び当年

度分消費税及び、地方消費税資本的収支調整額４３１万３千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１千８５８万３千円の計上です。その内訳は、第１

項企業債１千７０万円、第２項他会計負担金７８８万３千円の計上です。この内容につき

ましては、参考資料の７ページに記載しておりますが、収入全体では前年度と比較して１

６４万２千円の減額となっております。これは、１項１目企業債で２１０万円の減額、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。４５万８千円の増額となっております。

次に支出です。第１款資本的支出で１億６４１万９千円の計上です。その内訳は、第１
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項建設改良費で８千９０５万８千円、第２項企業債償還金で１千７３６万１千円の計上で

す。参考資料７ページにその内容を記載してございますが、第１項建設改良費１目浄水改

良費では建設改良事業１２件の事業分と職員１名分の人件費の計上です。２目簡水改良費

では建設改良事業５件分、３目営業設備費では量水器の更新工事５２７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１８件分、簡易水道事業債２０件分、

合わせて３８件分の元金の償還となってございます。

次に、第５条は、企業債です。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

を次のとおり定めようとするもので、起債の目的、江良地内配水管改良工事で限度額２１

０万円、江良配水地水位計更新工事で１６０万円、札前地内配水管改良工事で７００万円

です。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりに致そうとするも

のでございます。

次に３ページでございます。第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定

支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりに致そうとするもの

で、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４千８５７万６千円に、第２号交際費を２万円に致そうとするものでござい

ます。

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２千５０３万２千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２９年度予算における当年度純利益は、５４万５千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参考資料と致しまして、予算実施計画、キャッシュフロー計算書、

給与費明細書、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おりますので、

ご参照願います。

以上が議案第５号、平成２９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２９年度松前町

病院事業会計予算（当初）について、その内容をご説明申し上げます。

新年度の医師体制は、１名増の常勤医５名になりますが、引き続きこの医療体制を維持

するため、医師確保に取り組み、健全な財政運営を推進していきたいと考えています。

それでは、予算(当初)の内容について、ご説明申し上げます。

第１条は、総則です。平成２９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２万７千３７５人、外来４万９千

７８４人を実績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７５人、外

来１９６人を実績に基づき予定したところです。第４号は、主な建設改良事業は、Ｘ線、
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ＣＴ装置購入一式で、事業費は３千１３２万円と、患者送迎バス１台で、事業費は１千２

７万１千円を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

るものです。収入です。第１款病院事業収益では、１１億４千３２６万８千円を予定し、

その内容と致しまして、第１項医業収益は９億９千４６３万円に、第２項医業外収益は１

億４千８６３万７千円に、第３項特別利益は１千円に、それぞれするものです。

次に２ページです。支出です。第１款病院事業費用では、１２億４千１万６千円を予定

し、その内訳と致しまして、第１項医業費用は１２億２千６０１万３千円に、第２項医業

外費用は５３８万円に、第３項特別損失は７６２万３千円に、予備費は１００万円に、そ

れぞれするものです。

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は、次のとおり定め

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２千１１４万円は、過

年度分損益勘定留保資金で補填するものです。

収入です。第１款資本的収入は、４千５５１万１千円を予定し、その内訳として、第１

項企業債は１千５６０万円に、第２項補助金は２千９９１万円に、第３項は貸付金返還金

は１千円にするものです。

次に支出です。第１款資本的支出は、６千６６５万１千円を予定し、その内訳として、

第１項建設改良費は５千５６１万５千円に、第２項企業債償還金を９１１万６千円に、第

３項投資１９２万円にするもので、２人分の修学資金貸付金に、貸付に伴うものです。

次に３ページです。第５条は、企業債です。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、次のとおり定めるものです。起債の目的としては、Ｘ線、ＣＴ装置購入

です。限度額は１千５６０万円です。起債の方法、利率、償還の方法、記載のとおりです。

第６条は、一時借入金です。一時借入金の限度額は、２億５千万円と定めるものです。

第７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、次のとおりと定めるものです。第１号消費税及び地方消費税に

不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用。

第８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７億８千４５万円に、第２号交際費は１８５万円に、それぞれ定めようと

するものです。

次に４ページです。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、１億３千２５７万５千円にするものです。

第１０条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を、１億４千５００

万円と定めるものです。

第１１条は、重要な資産の取得及び処分です。重要な資産の取得及び処分は次のとおり

です。１、取得する資産の種類、名称、数量は２件で、機械備品Ｘ線装置一式と、車輌患

者送迎バス１台です。

予算実施計画他関係書類につきましては、５ページ以降に添付しております。更に別冊

で予算に関する参考資料を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が平成２９年度松前町病院事業会計当初予算の内容です。ご審議の程よろしくお願

い申し上げます。

○議長(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
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部にわたる審査は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにしたいのでお含

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、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、次に議案第３号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第４号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第５号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第６号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

ただ今の６件の議案については、慎重審査の必要があると思われますので、議長を除く

全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、会期中に審査を終わるようこれに付託し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

ただ今設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の互選を委員会条例第７条の規

定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩します。

(休憩 午後 ４時３４分)

(再開 午後 ４時４３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果をご報告願います。

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、私が委員会条例第７条第２

項の規定によって行いましたところ、委員長には３番福原英夫君が選出され、更に副委員

長には２番沼山雄平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) 委員長には３番福原英夫君、副委員長には２番沼山雄平君が選出さ

れました。以上ご報告致します。

◎議案第１３号 松前町総合計画策定条例制定について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、議案第１３号、松前町総合計画策定条例制定について

を議題と致します。

なお、ただ今の議案は、質疑終了後、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。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１３号、松前町総

合計画策定条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

従来、総合計画は、地方自治法第２条第４項において、市町村に対し、総合計画の基本

部分でございます基本構想について、議会の議決を経て定めることが義務付けされてござ

いましたが、平成２３年５月２日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されまして、

基本構想の法的な策定義務がなくなり、議会の議決を経るかどうかは町の独自の判断に委

ねられたことから、当町と致しましては、町の最上位計画である総合計画につきまして、

基本構想を議会の議決を経ることとするため、松前町総合計画策定条例を制定致そうとす

るものでございます。

それでは、１ページをお開き願いたいと思います。第１条は趣旨でございます。この条

例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画を策定することに関し、

必要な事項を定めるものとするものでございます。

第２条は、用語の定義でございます。第１号の総合計画、第２号の基本構想、第３号の

基本計画、第４号の実施計画について、それぞれ用語の意義を定めたところでございます。

第３条は、総合計画審議会の諮問でございます。これは、町長が基本構想策定するにあ

たって、松前町総合計画審議会に諮問するものと致そうとするものでございます。

第４条は、議会の議決でございます。これは、町長が基本構想策定するときは、地方自

治法の規定に基づき、議会の議決を経るものとしたところでございます。２項と致しまし

て、松前町総合計画審議会の諮問と議会の議決については、基本構想の変更についても準

用を致そうとするものでございます。

第５条は、基本計画及び実施計画の策定でございます。これは、基本構想に基づき、基

本計画等実施計画を策定するものとしたところでございます。

第６条は、総合計画の公表でございます。町長は、総合計画策定後、速やかにこれを公

表しようとするものでございます。２項と致しまして、公表については、基本構想の変更

についても準用を致そうとするものでございます。

第７条は、総合計画との整合でございます。これは、個別行政分野におきます施策の基

本的な事項を定める計画を策定し、または変更するにあたっては、総合計画との整合を図

るものと致そうとするものでございます。

第８条につきましては、委任でございます。この条例に定めるもののほか、この条例の

施行に関し、必要な事項は町長が別に定めることとするものでございます。

最後に附則でございます。この条例は、公布の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１３号、松前町総合計画策定条例の内容でございます。よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

議案第１３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。
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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、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれ

で散会致します。

なお、３月６日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ４時４８分)
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（開会 午前１０時００分）

◎開議宣告

○議長(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) 本日の議事日程は、お手元に配布の通りですのでご了承願います。

◎会議録署名議員の指名

○議長(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、２番沼山雄平君、３番福原英夫

君、以上２名を指名致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

２番、沼山雄平君

○２番(沼山雄平君) おはようございます。

私の方からは、２問質問させていただきたいと思います。

始めに、光回線・ブロードバンド未開通地域を解消せよ、このことについて質問させて

いただきます。平成２４年に松前町に光回線による高速ブロードバンドが開通しました。

民間の通信会社主導で回線工事が行われたと言われております。全町が光回線になり、時

代に即した通信サービスを受けられるものと思っておりました。しかし、原口、茂草、札

前、館浜、荒谷、白神に届くことなく回線工事は終わりました。結果として、６地域の町

民の期待を裏切る形となったわけです。民間主導とはいえ、通信の格差を生み、６地域町

民に対し差別感を与えることになりました。町行政に対する不信感は年々助長させること

になっております。

当初は、この格差は何らかの手立てで早いうちに解消されるものと思っておりました。

今日まで既に４年が経過しています。この間、通信の格差を解消する対策は何もしてこな

かった。様々な事情あると思いますけれども、これは、町行政のトップとして思い責任が

あると思いますが、町長の見解を伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

ただ今、沼山議員から光回線・ブロードバンド未開通地域を解消せよというふうなご質

問をいただきました。ただ今、沼山議員の質問の中にございましたように、平成２４年の

１２月に民間事業者によりまして、光回線の町内への導入がされたところであります。現

在、ご指摘のように６地域が未整備地区となっているところでもあります。従来、情報格

差解消という部分につきましては、私も町長に就任して間もなく５年を迎えるわけであり
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ます。公約と、私の公約と言っても過言ではないというふうな思いで取り組んできている

ところであります。この情報格差解消のために、民間事業者ともいろいろ協議を進めてき

ているところでありまして、未整備地区の整備要請などにつきましても、いろいろ町の方

から要請をしてきておりますけども、町の考え方が民間事業者の方に受け入れられない状

況が続いたところであります。町単独での整備も検討しましたけども、まず光回線の利用

者の少ないという側面もありまして、なかなか２９年度以降に更新予定の防災、更には２

９年度以降の町で防災無線の整備も検討しておりましたけども、無線ＬＡＮによる整備も

検討したところでありますけども、いろいろ私どもの要請が受け入れられないというふう

な状況があったところであります。現在も複数業者と検討を進めておりました。

防災無線につきましてもですね、これはいい方向に進むのかなというふうに大きな期待

をしていたところでありますけども、停電のときの電源確保の大きな課題となっておりま

して、防災無線との共同整備は断念せざるを得ない状況になったところであります。

引き続き、年内も情報格差解消のために、民間事業者と再協議をしているところであり

ます。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) この件に関しては、度々問われていることであります。過去の答弁

でもハイスピードのデータ通信など利用できるとの答弁もありました。現在も通信専用の

ルーターがございます。速度は光に劣らない程の速さにはなってきています。ただし、格

安ＳＩＭは除きますが。ただ、フレッツ光のように定額料金で無制限というようなプラン

はありません。５ギガ、７ギガ、１０ギガといった上限を設けた契約形態になっています。

ご存じかと思いますが、上限を超えると極端に通信速度が低下し、パソコン環境ではほと

んど使えません。そのためにデータ量を追加することになります。２ギガ追加すると、参

考価格ですが、税込み２千円から２千５００円程度かかります。当然ながら２ギガで済ま

ない方が多いわけです。

また、パソコンのウインドウズ７、８、ウインドウズ１０にアップデートすると、その

ファイルの大きさが３．１ギガあると言われています。パソコンを仕事用とプライベート

用で使用していると、それだけでも６．２ギガ、またその他、アプリケーションのアップ

デートやセキュリティ対策ソフトの更新など、すぐに上限に達します。ユーチューブや無

料の映画のダウンロード、とても及びません。とんでもない額の支払いが生じます。

更にはスマートフォン、ＯＳがアンドロイドとｉＯＳと分かれています。ｉＯＳのアイ

フォンで持っている方、その本人の、所有者本人の、本体のみでの機種ではアップデート

はできません。Ｗｉ－Ｆｉ環境の元でアップデートを行います。故に光ルーターなど、通

信環境のないところではＷｉ－Ｆｉのあるところに行くか、光ルーターなどの通信環境の

ないところでは、光ルーターのＷｉ－Ｆｉを利用させてもらうことになります。大変な不

便を強いられているわけです。反対に、フレッツ光ルーターのＷｉ－Ｆｉ環境では、スマ

ートフォンの契約時、データ量は少ないプランで契約できます。自宅にデータ無制限のフ

レッツ光ルーターがあるからです。テレビや子どもさんのいるところではゲーム機、パソ

コン、スマートフォンなど１０台ほどの通信機器と接続できます。そのうえデータの上限

がありません。このことから、デジタル機器が多い社会環境の中で未開通地域の通信状況

では大変な格差を生み、大変な不利益を被っている状況にございます。

白神に水産加工会社があります。海外から研修生を受け入れておりますが、多いときで

１５人ほど、大沢と白神の２箇所の宿舎で生活しております。ブロードバンド、Ｗｉ－Ｆ

ｉは必須条件のことです。スマートフォンで自国の家族とテレビ電話アプリを通した会話
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もしているそうです。白神の研修生の中でも公平性が保たれない状況になっていて、白神

の生活では光回線がないため、格安ＳＩＭデータ通信のＷｉ－Ｆｉルーターを使用してい

るとのこと。数人がスマートフォンを同時に使用すると制限がかかり遅くなり、交代で使

用しなければならない。参考ですが、格安ＳＩＭデータでなければ、通信料月額数万円は

かかると思われます。一方、大沢では光通信月額５千７００円で定額料金で使い放題、動

画、テレビ電話もストレスなく使え、パソコンは同時に３台、スマートフォンは同時に６

台使えるそうです。また、この方は、数年前に自宅を新築されておりますが、当初は光回

線のブロードバンドないところではとても生活できないと、違うところに家を建てること

も考えたそうであります。しかし、高齢の親を看るためにここから離れられないと、白神

に留まったとのことであります。町長は、このような方もいるということを受け止めてい

ただきたいと思います。

この格差、不平等を何とか解消していただきたい。光優先ではありますが、どうしても

光でなければ駄目と申し上げてることではありません。近年、観光地、駅及び駅周辺、空

港、コンビニ、道の駅など、いろいろなところに無線ＬＡＮ、いわゆるＷｉ－Ｆｉスポッ

トがあります。松前町も役場周辺、城下通り、公園に既に設置されております。未開通地

域にＷｉ－Ｆｉスポットの設置という選択肢もあるのではないかと思いますが、町長の考

え方を伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私も、漁業者の方々からもいろんな要請を受けているところの一つ

がこの光の関係でございます。なるべく早く未整備の６地区の導入、整備を考えていきた

いというふうには思っているところであります。現状につきましては、沼山議員が質問、

指摘したとおりであります。私もいろいろ選択肢について、何点か考えられるんだろうな

というふうに思っているところでありまして、光回線に固執しなければ、情報速度が遅く

なるなど、多少課題はあるものの、スマホやタブレットなどによる情報収集や、今ご指摘

のＷｉ－Ｆｉの環境整備なども検討が必要だというふうに考えているところであります。

町で更新予定をしております防災行政無線の整備と合わせて、無線ＬＡＮによる整備検討

などで時間を費やしてきたところでありますが、情報解消に向けて民間事業者との新たな

提案などによる協議をしているところでもあります。もう少し時間をかけていただきたい、

時間をいただきたいというふうに考えております。

消極的になっているわけではありません。積極的に整備を考えているものでありまして、

情報格差の解消は、先程も申しましたけども私の公約でもありますので、何とかその解消

に向けた整備について、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) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長には、光のないところには、どれ程不平等、格差が生じている

か、理解していただけたのではないかと思います。ブロードバンド、全域開通は、デジタ

ル時代には避けられないことであります。地方創生という観点からも、通信環境の整備は

必要不可欠、必須条件と言えます。田舎で、自然の中でパソコン一つで仕事ができる、テ

レワーク環境もできるわけです。よくその地域でインターネットやる人いるのかという人

もおりましたが、スマートフォン、タブレットの普及も相当進んでいると思います。使う

人、来る人、住む人のためにぜひ進めていただきたいと思いますが、町長のもう一度考え

を伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に現代社会におきましてはＩＴ社会とも言われておりまして、
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様々な分野において情報網は必要不可欠なものとなっているところであります。産業分野

などにおいても、１次産業から第３次産業まで、これを合わせた６次産業まで情報がなけ

れば事業の継続が困難な時代にもなってきているところであります。

本当に必要不可欠だというふうに思っておりますので、議員ご指摘の必要性は十分認識

しているところでありまして、情報格差を解消するために努力をしてまいりたいというふ

うに思っておりますし、２９年度はちょっと時間いただきまして、３０年度に向けて検討

できるような準備の年度にしたいというふうに思っております。実情十分理解しておりま

すし、私の公約でもありますから、３０年度には整備できるような、そんな体制づくりを

してまいりたい。２９年は、その準備をさせていただく年度にしていただきたいと、して

いきたいというふうに思っているところであります。ご理解よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 今の町長の方から３０年度は何とかしたいという、非常に前向きな

答弁をいただきました。希望をいただきましたし、非常に心強く思っております。

今や、この件は放置できる社会環境にはありません。人の住むところにはブロードバン

ド開通は時代の要請であり、生活そのものであります。一刻も早く着手されることを念願

し、１問目の質問を終わります。

続きまして、次の質問に移ります。松前町創生戦略推進強化について、質問させていた

だきます。創生と言いましても、観光、福祉、産業、子育て、医療、介護、移住定住等多

岐にわたることから、個別ではなく、総じて創生にかける町長の考え方、政治手法につい

て伺いたいと思います。

既に、広く知られていることではありますが、日本は平成２０年に人口減少が始まり、

今後加速度的に進むとされています。人口減少の状況は地域によっても大きく異なり、地

方から始まり、都市部へと広がっていくと言われています。少子高齢化に加え、地方から

大都市へと人口移動が進み、地方の人口減少が止まらない状況になってきている。こうし

た状況を踏まえ、政府は平成１７年には地域再生法を、平成２６年にはまち・ひと・しご

と創生法を成立させています。この創生法に基づき、長期ビジョンと今後の５年間の地方

版総合戦略の策定が努力義務として課せられています。平成２７年１２月には、松前町創

生総合戦略、松前ｗａｙが策定されているところであります。松前町の人口においては、

昭和３０年の２万７２人をピークに減少が始まっております。実に、国よりも５３年も早

く、現在からは６１年前より既に減少が始まり、今日現在の人口、７千７７１人に至って

いる状況にございます。その時代、その時代にこの流れに立ち向かうべく施策も講じられ

てきたこととは思いますが、あまりにも大きな減少の波には叶わなかったものと思われま

す。

この地域再生法や、まち・ひと・しごと創生法も、これまでの延長戦のまま進んでも減

少の波に押し戻されて行くことへの警鐘とも受け止められると思います。全国の自治体は、

人口減少対策に競うように再生への舵を切り始めました。平成１７年には、平成１７年か

ら平成２８年１２月までの１１年間、全国の自治体が行った地域再生計画は、３千３６１

件が国の支援事業として認定されております。今日に至るまで、地域再生計画や地域おこ

し協力隊など、地方再生への、地方創生への取り組みは１０年以上前から既に始まってお

りました。特にこの２年間、セミナーや研修会が数多く開催されております。全国の自治

体は、人口減少推計を睨み、我が町の将来を描くため、そして切り開くため、町の特色を

生かした地域再生計画やまちづくり法人の立ち上げ、様々な事業を始めたところもあるよ

うです。２１世紀、創生合戦の様相が色濃く表れてきているという印象を持ちます。知恵
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の戦国時代と言われる昨今、全国の自治体、特に地方と言われる市町村は、それぞれの町

の存亡を賭けた戦いになるのではないかと受け止めております。平成２７年の国勢調査に

よると、松前町のこの５年間の減少率１６．１％と、全道の市町村で６番目に高い減少率

です。石山町政においては、大変な人口減少という逆風に向かって走り出しているわけで

す。時を的確に読み、社会の流れを敏感に捉えなければなりません。地域再生法が施行さ

れ１１年、まち・ひと・しごと創生法が施行され２年経過しました。町長は現在の状況を

どのように受け止めているのかを伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 平成２７年の１２月に町内から６２名の若手の皆さんによりまして、

松前町人口ビジョン松前町創生総合戦略の策定をしてきたところであります。四つの重点

戦略に沿いまして、平成２８年の３月には、松前町創生総合戦略プランを作成してござい

ます。２８年５月には総合戦略会議におきまして、戦略プランの事業計画を進めていくこ

ととしたところでありまして、本年２月の２３日にも創生総合戦略委員によりまして、２

８年度事業の検証をお願いしてきたところであります。

事業的には、予定事業を計画的に実施してきたところであります。事業が主に行政が主

体となるものが多いわけでありまして、なかなか民間の方々を巻き込んだ事業展開が難し

い点もあることもご理解いただきたいというふうに思います。いずれに致しましても、人

口減少対策は、交流人口を増やすための施策を実施したり、子育て支援にも力を入れてい

くことが大事でありますので、計画事業に則って邁進してまいりたいというふうに思って

おります。議員ご指摘のように、各自治体の知恵比べというふうな状況もあるわけであり

ます。そういう中で、即効性のある特効薬みたいなものもなかなか見当たらない状況であ

りますけども、きちんとした若い皆さんの意見を、形の見えるようなまちづくりをしてま

いりたい。１０年、２０年後を見据えたまちづくりをしてまいりたいというふうに考えて

おりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 松前町は既に人口減少の時代を長く経験しています。これまで歩ん

だ過去の政策を検証しつつ、３０年、５０年、１００年先を見据えて政策の方向を示し、

戦略的な事業を着実に前進させなければならないと考えます。町行政にも通じるものがあ

ると思いますので申し上げますが、民間企業の多くは顧客の満足度を上げるため、また企

業の発展のため、たゆみない技術開発や商品開発、営業努力、顧客の裾野を切り開く開拓

努力で企業の発展を支えて来られたことは言うまでもありません。したがって、商品開発

や営業力がなければ競争社会にあって発展も存続もありません。また、良い商品があって

も顧客の心に届く、また心を動かす営業力がなければ企業は姿を消していくことになりま

す。更に大事なことは、事業の継承であります。それは、人材の流れを作ることです。い

かなる団体も組織も人材がいなければ衰退しかありません。次の人材を育て、継承のバト

ンを繋ぐことであります。こうした道理の上からも、町行政にも通じるものがあるのでは

ないかと思います。ゆえに、町長はじめ全職員が、今の自分の仕事が将来の松前創生に繋

がっているという自覚、誇り、そして松前創生という希望の幹のもとで仕事をしていると

いう責任と使命感を、今一度重く受け止めていただきたいと思います。

そこで申し上げたいことは、現状からもう一歩強化策を考えても良いのではないかと思

います。いわゆる創生強化対策です。松前町の創生は町長の本丸であると思います。ゆえ

に、職員が最も力を発揮できる体制を作るべきではないか。歴史や文化は教育委員会、商

工業、観光は商工観光課、政策、立案、予算は政策財政課、松前にとっては特に歴史、文
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化、商工観光は大きな資源であり、骨格をなすものであり、創生の柱と思っております。

松前町創生に向かって、共通した認識と目的の下に力の結集を図る、協働と推進強化を担

当する松前創生推進対策室なる部署の設置を考えるべきではないかと強く訴えたいわけで

あります。教育委員会、商工観光課、政策財政などの担当課を、縦に割れている構造を横

に結ぶ歯車となり、牽引力となっていただきたい。更には民間業者であります観光協会の

様々な観光事業も、創生という観点から見ると、その多くは共通の認識を持つことができ

るのではないか。一過性のものではなく、創生への流れは作ることができるのではないか

と思います。

町長も、様々な思いを巡らしていることと思いますが、どうか、既存の殻を打ち破り、

未来の指標に向かって、斬新かつ大胆な体制で前進していただきたいと強く願うものであ

りますが、町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 創生推進対策室の設置をしながら、斬新かつ大胆な体制づくりが必

要だというふうな質問でございます。本当に趣旨十分理解できるところであります。しか

しながら、現状を見ますと、全体的に町の現在の組織機構においてもですね、職員の数が

不足気味である実情もあるところでありまして、またこの数年の国の経済対策によりまし

て、国の施策の多様化というふうな部分もあります。例えば、臨時福祉交付金など、事務

などによりまして、事務量も増えているのも実態でございます。したがいまして、現状の

職員体制であれば、議員ご指摘のような新たな組織の、横断的な組織を形成するというふ

うな意味で、専門部署の、新たな専門部署の設置につきましては、現状の段階ではちょっ

と難しいというふうに考えているところでもありますけども、これも質問の趣旨十分理解

できますので、その体制づくりが可能なのかどうか、検討はさせていただきたいというふ

うに思っております。

横断的な体制強化については、議員ご指摘のとおりだというふうに思っております。本

年度、更には総合計画の策定の年でもありますので、全庁舎的な、全職員的な会議を持ち

ながら、横断的な連携がとれるように対応してまいりたいというふうに考えております。

質問の趣旨は十分理解できるものであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 今の町長の答弁にありました職員の体制、また、おそらく横の連携

も十分とっていきたいという旨、理解したいと思います。また、それは当然のことであり

ますけれども、その少ない人数の中からでも、町長のこれは本丸である以上、先程の答弁

も十分理解できますが、理解できますと申し上げたいんだけれども、時には闇を切り裂く

ような大胆さも必要なんです。それぞれの課が一生懸命努力されていることと思います。

しかし、力の分散は避けるべきで、創生の幹の下に結集されるべきではないかと思います。

多くの町民は、松前町創生にかける町長の本気度、覚悟に期待されていると思います。ぜ

ひ、前向きに検討していただきたいと思います。

次に、地域に根ざした創生の展開について伺います。地方創生は、官民一体でと言われ

ております。町によっては、町行政と町民と一体でということであると思います。政府は

創生総合戦略を進めるうえで、従来の政策の検証を行っております。これまでの政策は、

一定の効果は、一定の成果を上げてはきたが、大局的には地方の人口流出や少子化に歯止

めがかかっていない。その要因に５点挙げられています。その中の２点申し上げますと、

地域性を考慮しない、全国一律の手法、また地域に浸透しない表面的な施策が挙げられて

います。これらは、町行政とすれば国の打ち出しなどに素早く対応するために陥りやすい
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傾向ではあると思われます。今後も政策、企画、実行にあたっては大変参考になると思い

ます。良き事業として走ってみても、振り向けば後ろには誰もいない、行政のみ走ってい

たということがないよう、地域性を考慮して、地域に浸透させる取り組みということだと

思います。中には先程町長申し上げましたとおり、行政主導で行う事業や、行政がレール

を引く事業もあると思いますが、町民の中にいかに浸透させていくか、これは大きなテー

マであります。町長は、この官民一体、地域に根ざした創生の展開、どのように考えてい

るのか伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程の答弁でもさせていただきました。行政が主体となるような事

業が多いわけでありまして、その事業を展開していくうえで、やっぱりこう民間の協力や

関わりは議員ご指摘のように必要不可欠なものであると考えているところであります。そ

の時々に民間の方々にいろいろ周知し、関わりや協力を仰いでいるのが現在の実態であり

ます。町内会にも参加していただきたいし、町内会長にもお願いし、協力を願ったり、そ

れから創生委員の、委員や各団体の青年部にお願いするとかですね、いろいろお願いをし

てきているのが実態であるところであります。本来、民間主導での事業展開は、本当に理

想でありますけども、現実的にはそのような状況になっていないのが現状であります。民

間の方々も本当に職業を持ちながら展開していくうえでは、相当な熱意がなければできな

いというふうな話も聞いているところでありまして、ここは行政が強制的な協力などにつ

いては難しいのかなというふうに思う部分もあるわけであります。むしろ、現状を言いま

すと、むしろ民間の皆さんに負担をかけないような協力の呼びかけをせざるを得ないのが

実態であることを、ぜひご理解をいただきたいというふうに思っております。民間に対す

る理解を深めるための、ために熱意のある町民の方がおれば、行政として大きな支援をし

ていきたいというふうに考えているところであります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 今の町長の答弁を聞いていますと、なかなか思うように進まない、

難しいという反面もあるということだと思います。ただ、創生と言ってもいろんなスタイ

ルがあると思います。必ずしも大きな財源を投入してやることが創生ばかりではないと思

います。創生と言っても、個人発の創生もあれば、家族型の創生もありますし、企業とい

う創生もありますし、或いは大企業の中の創生ということも考えられると思います。その

意味では、例えば家族発ということを考えますと、我が家から息子が一人Ｉターン、Ｕタ

ーンで帰ってきた。また、更にそこには嫁さんを連れて来た。またこの秋にはどうやら子

どもさんができるようだということも大きな創生であります。こうしたことを多いに行政

はサポートしていっていただきたい。また、企業においても、後継者ができた、未来が明

るくなったということもまた一つの創生であります。やはり、創生と言っても、創生の種

をまき、そして花と開き、果実と実って、そしてその果実の中にまた更に再生への種があ

るわけです。そのことは、道理と思います。そのうえでは、町民と力を合わせながら取り

組まなければならないと考えます。行政だけでできることではありません。足下を掘れ、

そこに泉ありという言葉があります。町外はもとより、足下である町民が大事です。民間

の力をいかに引き出すか。遠くばかり見るのではなく、足下にこそ大きな可能性を秘めた

人的資源があります。先程申し上げましたが、営業力とか開拓力は町民の中にもあること

です。町民とともに、創生の種をまき、苗を植え、そして育て、町民の中に創生の息吹、

みなぎるような流れを作っていただきたいと思います。

次に、次世代を担う人材の育成について、伺います。松前の将来を担う人材、次世代を
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担う青年の育成が重要です。人材とは見つけ、育てるものです。人材を育成することは未

来を開くことに繋がります。未来を描くうえで最も重要なテーマと思います。身近な例で

申し上げますと、今日、この議場に参加されている管理職の皆さんも、１０年後には退職

され、誰もこの議場には残っていないと思われます。それが現実です。総入れ替えとなっ

ているでありましょうし、次の担い手の方々によって行政運営がなされていることであり

ましょう。これは、行政のみならず、全ての企業、団体、組織、社会全体に言えることで

あります。次なる人材を育て、バトンを託す以外にないわけであります。町内会もまた然

りであります。既に役員の若返りを試みている町内会もあるようです。大事なことであり

ます。世代から世代へ、人材の流れを作ることを考えなければなりません。人材育成に総

力を挙げることです。町長においては、人材育成への具体的な政策を示すべきではないか

と思います。

例えば、連続創生講座の開催など、松前未来ミーティングとか、次世代カレッジとか、

再生サミットなどの立ち上げ、発足なども考えられるのではないかと思います。集い、学

び、語り、創造の場を幾重にも広げる。そのようなことができないだろうかと思うわけで

す。町長は、次世代を担う人材の育成をどのように考えているか伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 人材の育成につきましては、現在、社会教育、学校教育、地域教育

というものが非常に大事であるというふうに考えているところであります。子どもは町の

未来の希望であります、町の宝であります。本当に教育環境の整備を図り、松前町に、将

来の松前町に愛着を持てる、松前町を引っ張っていく、引っ張っていく人材を育てるため

にも重要であるというふうに思っているところであります。

現在、学校教育の中ではＩＣＴ教育や書道教育など、支援員の配置なども人材育成の観

点から配置しておりまして、重要であるというふうに思っているところであります。その

うえで、青年の皆さんなどの重要なテーマの人材育成についての考え方であるようであり

ますので、各種のセミナー、研修など、知識を広める点も大事であります。これは、ご指

摘のとおりだというふうに思っております。本当にサミットなどなど、人々が、町民が集

まってですね、そんな議論をしていくような、そんなまちづくりが必要だというふうに思

っているところであります。

町長としては、まず就業体験のような、各分野において専門的な見地を持っている方々

との交流を通した育成などが、即効性があるんだろうなというふうに思っておりますので、

そこの部分を大事に、まちづくりに結びつけてまいりたいというふうに考えております。

やらなきゃならない部分は、多くあるんだろうなというふうに思っているところでありま

す。議員のご指摘、十分理解できるものであります。努力をしていきたいというふうに思

っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 人材の育成、非常に地味ではありますけれども、地味のうえになか

なか結果が見えないのも現実かと思います。しかし、将来へのもっとも確かな財産になる

と思います。その意味で、ぜひ松前の未来を開く人材を育てることに力を注いでいただき

たい。育った人材は、自ずから持続可能にして、確かな創生の道筋を見つけ出し、そうい

う青年が出ることに期待したいと思います。

先程申し上げましたが、松前町の人口が６１年前から始まったわけですが、早くから始

まったのであれば、再生もまたどこよりも早くとの強い信念で、新たなる歴史を開くべく

のろしを上げていただきたいと思います。重ねて申し上げますが、松前創生を加速する、
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松前創生推進対策室の設置検討、地域に根を下ろした創生の展開、次世代を担う人材の育

成に全力傾注をしていただきたいと申し上げ、質問を終わります。ありがとうございまし

た。

○議長(伊藤幸司君) 次に、４番近江武君。

○４番(近江武君) 昨年の町長選挙によりまして、町民の圧倒的な支持により、石山町政

の５年目を迎えようとしております。これまで、病院の問題に翻弄され、町長の心労を思

うとき、ご苦労様と心から思いを申し上げます。心配された病院も、八木田院長他３人の

先生方が残っていただき、病院の体制が維持され、４月からまた医師が増えます。町内の

多くの皆さんから、良かったね、良かったね、喜びの声がたくさん寄せられております。

かって、一世を風靡した、今で言う流行語で、「神様、仏様、八木田先生様」と感謝、感

謝の声が広がっております。町長、今後も医師の確保に傾注し、院長はじめ先生方の働き

やすい環境を作るべく、全面的なバックアップを町民と一丸となって努めなければとの思

いでおります。また、これからは町政全般にわたって、松前町の生き残りをかけて、基礎

作りを町長の能力を、全身全霊をかけて発揮してくれることを期待して、質問に入らせて

いただきます。

少子高齢化による松前町の人口減少は留まることを知りません。２７年、２８年と２年

間で４５８人もの人口が減少しております。これは、驚愕の数字だと言えます。先に発表

された松前町の人口減少率１６．１％、また、２０３０年までに５千人台に及ぶという発

表ですが、私は、２５年、２６年には松前町の人口は５千人台に及ぶんでないかというふ

うに危惧されております

漁業の人口について申し述べます。現在３６９名の組合員がおりますが、その人口、年

齢構成についてはですね、７０代から９０代までの組合員が１７２名いるんです。１０代

から２０代の組合員が７名です。３０代が１８名、４０代が３１名、５０代で４０名、６

０代では１０１名なんです。いかに、基幹産業である漁業の危機的な状況がわかると思い

ます。以前私は何回も宗谷管内の猿払村の状況について、申し述べてきました。基幹産業

の地盤強化こそが、地域が生き残ることのできる最善の道であるというふうに、その考え

方は今も変わりません。これまで行った漁業振興策については十分に理解を致しておりま

す。３年間に取り組みした漁船漁業の支援、水産センターの建設により、種苗生産が拡大

されて、ナマコの放流数の安定、また塩水氷を製造するための、製造して高鮮度出荷を可

能にした。或いは、全ての漁業振興策について、町長のいろんな考え方が講じてきており

ます。

ちなみに、２８年度現在のさくら漁協の扱いはですね、昨年、ヤリイカの豊漁に繋がり、

１億５千万の水揚げがありました。しかしながら、大宗漁業であるスルメイカの水揚げが

大変、かってない状況でありましたが、価格の高騰によって２億６千７００万円というに

達しました。計画１１億７千万に対して、現在１０億７千万に達しております。今後、３

月までのヤリイカの漁に期待をかけておる状況であります。しかしながら、組合員の高齢

化による漁業者の減少、漁業後継者がいない現状を考えるに、松前の漁業の将来が不安視

されます。町長は、そのような中で、今後の漁業振興、どのように考えているのか、まず

お尋ねをしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員から、漁業の振興につきまして、組合の高齢化によります

漁業者の減少、更には漁業後継者がいない現状についてのご指摘がございました。私も本

当に危惧をしているところであります。平成２８年、昨年の６月の選挙後の議会の所信表



- 120 -

明で、生活の根本となるべき安定収入を図ることが、後継者育成や漁業経営のために不可

欠なものであると。更には、今後もつくり育てる漁業を更に進めるため、ノリなど海藻類

の松前に適した増養殖の調査研究に取り組む。更には、水産加工云々、漁業者の水産加工

業も漁業者の高齢化と就労者が不足しておりまして、解消されてないというふうな部分、

その対応、対策を真剣に取り組むというふうなことを昨年の６月の所信表明で述べさせて

いただきました。

今、近江議員言うように、現在平成２８年、組合の事業計画が１億、１１億７千１１０

万の計画を立てているところであります。今、新しいデータで言いますと事業計画１１億

８００万が新しい数字であります。これが、漁業の現状の新しい生産額であります。そう

いうところで、いろいろ増養殖事業の振興などですね、漁船漁業の補助による対策の他に

増養殖事業の推進、漁港整備の促進、更には水産加工業に対する体制支援など、いろいろ

政策をとらせていただいたところであります。結果として、ナマコの養殖事業、更にはコ

ンブ、それとホッケ、アワビ、ウニの深浅移殖、ホヤの採苗養殖、更にはアサリの養殖試

験など、今現在取り組んでいるところでありまして、また新しいところでは、北海道大学

の、北大の水産学部と連携致しまして、岩ノリの調査も進めているところであります。水

産振興、なかなか結果が出ませんけども、継続は力だというふうに思っております。この

今展開している養殖事業、更には蓄養事業もきちんと支援してまいりたいというふうに思

っております。

年々漁業者の数が減っている、漁船の数も減っている状況でありまして、しかしながら、

水揚げも現状では１１億を超えているような状況でありますし、魚種によっては頑張って

いる漁業もあるわけでありますので、頑張っている漁業にも、これから可能性のある漁業

にも支援を、配慮した支援をしていきたいというふうに思っております。基幹産業が元気

でなければ、水産業が元気でなければ、町にも元気が来ない、取り戻せないというふうに

思っておりますので、積極的に漁業者の意見を聞きながら、漁協と連携を取りながら、漁

業振興をしていきたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 今、町長の決心というものは、やっぱり継続的な産業の育成なんです

ね、最終的には。それをいかに重点的な政策として捉えるか、それが一番大事だと思うん

ですね。ですから、前にも申し上げましたように、松前町政、予算書のね、半分以上も使

ったようなね、そういうような大胆な産業に対する投資もやはり必要だというように思う

んですね。今、町長の答え、心の流れ、よく理解しております。次の質問に入らせておき

ます。

町長は、所信表明の中でですね、増養殖事業の推進も触れてます。漁港を利用した養殖

事業。これが今、最大の課題なんですね。漁船数が少なくなって、あまり漁船の利用度が

少なくなっている、１３漁港ある中でいくつかあるんです。その辺もね、今現状でどのよ

うに把握して、どうしようとしているのか。そして、浜に対して、どのようなね、進め方

をしているのかお聞きしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁港を利用した増養殖事業の推進に触れていただきました。その現

状と今後はどうするのかというふうなお尋ねだというふうに思っております。北海道も、

国の方も漁港の静穏域を利用した養殖事業への事業展開には切り替えをしてきているとこ

ろでありまして、北海道も正しく日本海対策と一緒にですね、漁港内の静穏域を利用した

漁業事業展開を支援をしていただいているところであります。現状ではアワビの養殖事業、
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それからホッケの蓄養、それからナマコの放流、そして、ウニの身入りを促進させるため

のウニの養殖の部分も今現状では行っております。まず、アワビにつきましては、江良、

清部、札前、館浜、そして松前港で１０経営体が着業しておりまして、平成２８年度の販

売につきましては、５６０万程度を達成しているところであります。

それから、ホッケの蓄養、これは大変漁業者の方から評判が良くてですね、江良の漁港

で２人、茂草、札前で２人、そして、館浜漁港でも２人ですか、計で６経営体が着業して

おりまして、２７年度の出荷額でおよそ１千万程度出てきているところであります。それ

から、私どもで抱えております水産センターの採苗したナマコの放流もしておりまして、

各地区での簡易採苗分、更には栽培公社からの購入採苗を全地区の漁港などに、現在継続

放流しているというところであります。

それから、江良の蓄養施設でのウニの展開もしてございまして、身入りを促進、そして

出荷をするというふうなことも継続して実施しているところであります。まだまだ静穏海

域があるわけでありますので、例えば、これから新しい取り組みが予定されている漁港も

あるわけでありまして、大沢の漁港につきましては、蓄養殖の推進に向けて、漁港環境調

査が平成２８年度に実施されておりまして、漁港を利用した増養殖事業のモデル的な、北

海道のモデル的な位置付けとなるところでありまして、それは形とすれば沖の防波堤、海

溝を、海水部分を、海水交換のために防波堤に穴を開けて、海水氷を図るというふうな部

分で現在検討しておりまして、３０年度から、これにつきましては工事着手の見通しが立

っているところであります。

更には、先般の新聞にも出ておりましたけど、赤神漁港におきまして、ウニのカゴによ

る養殖も試験を予定しているところであります。これは、福島町も一緒でありますけども、

北海道と連携しながら、この事業をしていきたいというふうに思っているところでありま

す。いずれに致しましても、少しでも所得を上げるためにですね、所得を上げるためには

静穏域のある漁港の中の利用は不可欠でありますので、漁業者、新規にやりたい方、更に

は出稼ぎを引退しましてですね、そして松前に戻られる方にもチャンスがあるんだろうな

というふうに思っておりますので、やる気のある皆さんの、漁業者の方には、積極的な支

援をしてまいりたいというふうに思っております。少しでも漁業所得、上げれるような展

開を考え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) ４番。

○４番(近江武君) 今、町長の漁港を利用した施策について、いろいろと述べていただき

ました。そんな中でですね、ホッケの蓄養についても述べております。当初、２カゴあり

ました蓄養が、今ですね、倍々に伸びているんです。水揚げ計画も今言ったように伸びて、

右上がりの状況なんですね。大変将来的に、この１月、２月の漁業の閉閑期にですね、２

００万、３００万の水揚げがあると。やはり、これはね、重点な政策なんですよ、一つな

んだと思いますね。ただ、問題があるんですね。漁船の出入りの使用がない漁港はいいん

ですけども、出入りのある漁港に対してはですね、投与している餌の油の問題がね、公害

として問題があるんです。ですからね、ホッケカゴの養殖事業を伸ばすんであればですね、

やはり静穏海域の設置なり、増設なりをね、やっぱり検討してね、いく必要があると思う

んですね。そのことについて、町長はどのように考えますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現状、ホッケの蓄養する段階での問題点につきましてはですね、私

どもも十分承知しておりますし、その対応につきましても地域の漁業者と一緒になりまし

て、その解決にあたっての打ち合わせをしながら進めてきているところでありますので、
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ご理解いただきたいというふうに思います。

それから、船の出入りの関係、そして、今の環境的な問題もあるでしょう。今の、現況

の港湾を、漁港の中を利用した中での展開が一番だと思います。ただ、漁港、漁港により

まして取り組めない部分もあるんだろうなというふうなことも思っております。これから

の漁港整備の中でですね、どんな展開が可能なのか、漁業協同組合と地域の漁港期成会と

いろいろ意見交換しながら、漁港の中で少しでも生産性を上げれるように、体制づくりを

してまいりたいというふうに思っているところであります。

それから、近江議員も水産の部分については大変詳しく承知しておりまして、私もいろ

いろ白神から原口までの漁船漁業の介藻の皆さん、更には磯船介藻の皆さんといろいろこ

うお話をする機会をちょうだいしているところでありますけども、漁船漁業は、ある意味

では経費の掛かる漁業であります。一方、磯船につきましてはそんなに経費の掛からない

事業展開をしているところでありまして、そういう中でやっぱり漁船漁業から磯船介藻、

和船介藻に切り替えている漁業者の皆さんもいるわけでありまして、結果として頑張って

おられるんですね。コンブをとりながら、それから、アワビとりながら、ノリをとりなが

らというふうな部分でも頑張っておられる漁師の皆さんもおりますので、私はそれが大事

だなというふうに思っているところであります。２９年度で、まさしく３トン未満介藻の

皆さんにも支援するっていう部分につきましては、もう生産を上げるっていうふうな意味

もあるんですけども、本当に頑張っている漁業者、模範になるような漁業者がおりますの

で、そういう皆さんの頑張っている姿をぜひ理解していただきたいなと思ってますし、そ

この部分の支援は積極的に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) ４番。

○４番(近江武君) 町長の前向きな姿勢につきましては、期待をしておるわけです。各浜

においてですね、静穏海域をつくれる磯場あると思うんですね。ですからですね、その方

向でぜひとも進めていただきたいと思います。

次にですね、荷捌き所施設の改善や対策、付加価値について町長は言っております。２

月の２４日にですね、各地が時化で、松前町の定置網がですね、１稼働だけヤリイカ５０

０箱の水揚げがありました。価格はですね、キロ１千９００円、１箱に換算しますと５千

７００円。小であってもキロ１千６００円で、１箱４千８００円という大変高価な値段で

販売されております。先程申しましたように、昨年のスルメの取り扱い、全てにわたって

水揚げがなかったんですけども、１箱平均価格で７千５４０円という、大変高額な価格を

できております。水揚げの好、不漁によって価格形成されることは当たり前のことなんで

す。なぜならば、価格は生き物なんですよ。その辺に振興策を進めるヒントがあるのでは

ないのかなあというふうに見ています。

特に、ヤリイカ、タコ、ヒラメ、アワビ、ウニ、今後生産が見込まれるであろうナマコ

などの活魚での需要が増大しております。現にですね、ヤリイカについては函館から業者

がたくさん来ています。全道から業者が来てですね、生きたままのイカを運んで札幌のス

スキノの店に並んでるんです。

漁のあるときはストックして、漁のないときに販売する。また、需要期にはいつでも販

売を、出荷して販売を可能にできる手立てもやはり考慮するべきではないかなと思ってお

ります。

また、付加価値を付けるという点において、良好な事例を見ることができます。ある加

工屋さんにおいてはですね、刺し網のホッケを生干しで製造して販売しておりますが、刺

し網のホッケ１０尾でもって１箱２千円から２千５００円で入札されています。言わば１
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尾２００円から２５０円なんですね。それを加工して１尾７００円で販売しているんです

よ。大変美味しくて、各地区からインターネットで問い合わせが来ており、ですから、生

産されたものをいかに付加価値を付けるかという点についてね、やっぱり重要なことであ

りますし、せっかく水産センターができておりますので、やっぱり松前の生産物の製品開

発についてもですね、やっぱり力を入れるべきだというふうに思っております。町長の考

え方をお尋ねします。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時０６分)

(再開 午前１１時２１分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員から、活魚、更には蓄養、蓄養によりまして付加価値向上

のために、更にはその付加価値向上のための加工体制についてのお尋ねがあったところで

あります。現状では、付加価値向上のために、ヤリイカ、タコ、ヒラメ、アワビなどにつ

きましては、蓄養でストックするなど、札前蓄養漁港、更には江良漁港の蓄養施設の整備

を進めているところでありまして、正しく付加価値向上のための、その考えのもとで整備

しているところでもあります。更には、質問の中にもございましたけども、ヤリイカ、タ

コ、ヒラメ、そして、ナマコにつきましてもいい製品を提供したいというふうな観点から、

活魚の輸送車によりまして、都市部、都市圏の方に輸送してきておりまして、付加価値を

付けてきているところであります。

質問の中で、刺し網のホッケ生干しのご指摘がございました。１匹２００円から２５０

円のホッケが、加工して１匹７００円になるんだよというふうなご指摘もございましたし、

その情報も私どもは掴んでおるところであります。更には海水氷を利用した展開が、すご

い順調に伸びているところでありまして、マグロもさておいて、マグロもそうですが、ホ

ッケの塩水パックでですね、蓄養したホッケを塩水パックで消費者に届けるっていうふう

な部分も大分ブランド化になってきているような状況もあります。その蓄養のホッケにつ

きましては、１キロあたり８００円、更には活魚であれば１キロあたり１千円にも値段と

れるような状況になってきているところであります。総じて、ホッケの部分で答弁させて

いただきますが、ホッケの１０年前の１キロあたりの単価が、１キロあたり６０円から７

０円がホッケの１キロあたりの、これ刺し網もですね、全て含んだものであります。平成

２７年度見ますと、１キロあたり３０７円になっていると。今、３倍以上の単価でとられ

てるっていうふうな状況であります。これも海水氷の効果があるんだろうというふうに私

どもは思っているところであります。

いずれに致しましても、議員ご指摘のように付加価値を付けることが大変重要だなとい

うふうに思っているところでありまして、加工体制も大きなウエイトを占めるんだろうな

というふうに思っているところであります。残念ながら、漁協の方では加工直販体制を終

了しておりまして、現在は冷蔵部門でウニの塩水パック加工に取り組んでいるところでも

あります。他の魚種についても、付加価値向上は必要であると考えているところでありま

すので、今後とも加工販売体制などについても組合と連携しながら、付加価値向上のため

に、私どもでかかえております水産センターを中心に致しまして、いろんなノウハウもあ

りますので、組合と連携していきながら付加価値を付け、更には加工の販売体制を強いも
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のにしていきたいというふうに思っているところであります。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 水産流通の面でですね、私はいつも考えておるんですが、これは本来

ならば漁業協同組合の施策の中でもってね、取り上げるべきことと思うんですが、夏場の

ヒラメ、或いは活ダコ、或いはアワビ、生産してもですね、なかなか思ったときに出荷で

きないんですよ。なぜならば、夏場の海水温が上がって、全部死滅してしまう。上ノ国町

では、漁協の経営の現状を見てですね、３千万の投資を行いまして、漁港内に海水の温度

を調節できる、そして、衛生的に見てもきちっと海流の浄化をしている。そのような施設

がね、上ノ国町の施策としてやってるんですよ、前から。それによってですね、小砂子地

区のヒラメの生産力が上がってますし、かなりな上がってるんですね。しかも、漁協にお

いて、光熱費が出せないと、状況にあるから、それを各地区の漁業者が持ち寄ってですね、

その光熱費を払っていると。これですね、松前町においてもですね、やはりやるべきだ私

は思うんですね。そうすると、大量に捕れたヒラメを死なせることもないし、大量に捕れ

たアワビを素早く売る必要もないし、適正な時期に適正な価格で売れるんですよ。そうい

う施策をね、やっぱり検討しながらですね、私はやっていくべきだと思うんですね。です

から、その点についてもですね、町長の考え方はどうなんでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現有の荷捌き施設を利用した中で、水温管理の可能な施設整備とい

うふうに捉えたわけであります。議員からご指摘ありました上ノ国町の取り組みにつきま

しても、私ども承知しているところでありまして、今後とも必要だなというふうな認識を

させていただいたところであります。今の漁港の荷捌き施設をどのように利用して、水温

管理をして付加価値を付けていくのかというふうなことにつきまして、組合と協議しなが

ら検討していかなければならない課題というふうに捉えているところであります。もう少

し職員と勉強させていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 前向きに検討をお願いしたいと。この件についてはぜひね、やっぱり

検討していただきたいと思います。

次に、２点目の水産加工業についての施策について、振興についてお尋ね致します。私

は２６年にもですね、水産加工について、町長に質問した経緯があります。松前の重要な

産業でもありますので、再度質問に臨みました。

松前は、ピーク時には３０件の加工場がありまして、７００人ほどの方が従事されまし

て、金額的にも当時、多分１００億近くね、に迫る一大産業だったと思います。現在は１

５件の加工場になりましたけども、それでも従業員数は５００人くらい従事してるんです。

その経済効果というのは、大変計り知れないものがあるというふうに感じております。そ

の重要な産業である水産加工に、今、大変厳しい局面に立たされておるんです。昨年、全

国的にスルメのイカの不漁が続き、原料の確保されずに十分に稼働されていない加工屋さ

んが続出しました。従業員に失業保険を掛けている関係上、ある加工屋さんでは１箱７千

円から１万円するイカを購入して操業しております。原料の確保は加工業の死活問題なん

ですね。町長は、この状況に対してですね、どのように感じておるのか伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産加工業についてのご質問いただきました。本当に、現状から申

しますと、全国的にスルメイカが不漁でありました。原魚の確保に大変厳しい状況、更に

は働く人の確保、働く人材の確保という部分についても、大変大きな問題だというふうに
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思っているところであります。残念ながら、昨年にかけまして、町内の老舗の生産加工業

者が廃業というふうな状況も出てきているところでありまして、本当に大変厳しい状況で

あるというふうに認識しているところであります。しかしながら、大事な町の大きな産業

でありますので、その産業はきちんと守っていきたいなというふうに思っているところで

あります。

原魚の確保、前浜からイカが揚がらなければ本当に大変な厳しい状況だというふうなこ

とも聞いておりますし、今年の南九州方面のですね、年明けてのイカの漁を聞きましても、

大変厳しい状況が想定されるように業界の皆さんは思っているところであります。なかな

か原魚の確保の問題につきましても、行政と致しましてどのような支援ができるのか、そ

の方法、方策さえも現状では見出せない状況にありますので、これから、業界と連携をと

りながら、この水産加工、大きな、大事な産業でありますので、水産加工業界が生き残っ

ていけるような連携を、業界と連携をとりながら、業界が生き残っていけるような方策を

見出していければ、いきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいとい

うふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 町長、本当にこれ、深刻な問題なんですね。今ね、スルメのイカ漁に

ついてはですね、公海上或いは日本海域で大型の外国船がね、隙間も無いくらい操業して

るんです。第二の太平洋のサンマ漁の二の舞になるんでないかと心配されておりましてで

すね、中型イカ釣り業界が、昨年の秋に水産庁に公海上の操業中止させるべく、陳情した

と伺っております。

また、スルメに依存している、スルメ加工に依存している函館市内の水産業界において

はですね、輸入枠の増減を求めてですね、これも水産庁に陳情してるんです。それと、業

界では、業界の内部では、一部の加工屋さんがね、廃業しておりますし、また、転業して

るんですね。今までイカを扱って塩から作った、松前漬け作った、その業界がですね、一

部がですね、野菜を、野菜の加工にまでね、転業してるんですよ。今後のイカ漁について

もですね、大変不安がもたらされているんです。現状に、原料の確保に向けた加工業者と

連携を密にしてね、やっぱり対応をとる。早急な課題としてですね、やるべきだというふ

うに思います。

それとですね、やっぱり松前港にですね、イカ釣り専業船をね、呼び寄せるような施策

だって必要だと思うんですよ。それは、加工業者と組合と町が一体となってですね、各方

面のイカ釣り、イカ釣り船のね、誘致だってやはり必要だと思うんです。なぜならばです

ね、松前はスルメイカに対してですね、木箱で日本一高いところなんですよ。着業者にお

いては、スルメの木箱を作るのが嫌でね、北上して熊石港、久遠港、たくさんの水揚げ揚

げてるんですよ。ですが、コストの面を考えた場合ね、同じ７千５００円で売るんであれ

ば、発砲のイカが３箱でもって７千５００円になるんです。だけども、３箱に対して発砲

の価格、氷の価格を入れたらですね、木箱を作らせた方がうーんと採算的に合うんです。

原口港においてはですね、三厩の優秀な船が来ましてですね、原口の価格でもってですね、

高い価格でもって水揚げをして、大変喜ばれているんです。そういう面も踏まえてですね、

やっぱりこのイカ釣り漁船の誘致の問題についてはですね、真剣になって考えていただき

たいと思いますので、町長の考え方をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産加工業界含め、漁協と町と一体になって外来船の、イカ釣りの

外来船の誘致をすべきというふうなご質問でございます。松前町も、かつては大変な賑わ
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い、外来船で賑わいをみせた時代もあるわけであります。昨年は、しばらくぶりに江良の

漁港が多くの外来船を迎えたところであります。松前港にも何隻かの外来が入って来たわ

けでありますけども、これはやっぱり前浜に資源がなければ入って来ませんので、まず前

浜でイカが捕れる展開になることが急務って言いますか、そういう状況がなければこの外

来船の誘致はできないんだろうなというふうに思っているところであります。

本当に、前浜が賑やかになることによって、議員ご指摘のように外来船が入ってくると

いうふうな状況になりますので、そういう状況になれるように念願を、お祈りをしている

ところであります。いずれに致しましても、賑やかに、前浜がイカ漁で賑やかになってほ

しいというふうに念じているところであります。議員のご指摘、承知できるものでありま

す。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) やはりこれはね、重要な問題ですから、やはり早急に対策を講じてほ

しいよと思っております。

次にですね、従業員の高齢化による労働力の確保の問題です。３年前に質問したとき、

１９件の加工場で５４０人の従業員がおりまして、従業員の平均価格が６２歳だったと、

だったと記憶しております。あれから３年ですから、今６５歳以上になってるはずなんで

すね。本当に年々高齢によって、加工場で働く方が少なくなった。町長は、執行方針の中

で外国人の研修生の受け入れ、労働力の確保の方策について検討するとお話してます。検

討するだけでは駄目なんです。緊急な問題なんですね、これは。

以前に、外人の研修生の受け入れについて質問致した経緯があります。そのときにはで

すね、通年を雇用しなければならないんだと、経費が掛かりますよ、この１点。それと、

住宅の問題がありますよと。いろいろと課題があるかということで、実施しにくいんだと

いうお話でした。将来労働力のどこにおいてでもね、益々労働力不足に陥ることが目に見

えてるんです。現に、函館市内のイカ釣り船において、労働力不足が懸念されてですね、

外国人の研修生を受け入れている富山県の窓口を通してですね、函館のイカ釣り船にその

研修生を受け入れようという動きがなされています。

加工場の皆さんの意見をやっぱり聞いてみて、本当に必要なのか、そして、通年雇用し

なければならない、労働の賃金の問題とかね、やっぱり町がね、一緒になって考えてね、

クリアできるようなね、対策も講ずるべきだというふうに感じています。その辺について、

町長の考え方を。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在、外国人の研修生などの受け入れについて、町内では１経営体、

１事業所が受け入れを行っておりまして、議員ご指摘のように通年雇用という手法、体制

をとりながらやっているようでありまして、いろんな問題、課題があるというお話も聞い

ているところであります。しかしながら、必ずしもなければならない水産加工の労働力で

ありますので、この外国人に対する受け入れについてはですね、いろんな情報を収集しな

がら、事業者と、他の事業者の動向を見ながら検討を進めるべきだというふうに思ってい

るところであります。水産加工業ばかりでなくて、町内には縫製会社もありますし、旅館

の方にも研修の外国人の方が見えてるような状況も出てきておりますので、町の水産加工

ばかりでなくて、町の全体を見た中で検討する必要があるんだろうなというふうに思って

いるところであります。更には、隣の福島町の取り組みについても、私ども注視している

ところでありまして、参考になる事例があれば、私どもも検討していきたいというふうな

思いでいるところであります。
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いずれに致しましても、外国人の研修生の受け入れに対してはですね、前向きに検討し

ていかなければ、水産加工業が生き延びていけないような状況も想定されますので、前向

きに検討できるようにしてまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 町長、この問題はね、やっぱり将来の加工場の存続か否かという、大

変重要な問題だと思うんですね。ですからスピード感を持ってですね、対応していただき

たいなと思っております。

次に、３点目の畜産業の振興について伺います。一昨年から、優良繁殖牛の購入への補

助事業が実施されております。畜産農家にとっては、大変有効な政策だったというふうに

評価を受けておるところでございます。牛の価格については、近年高い価格でもって推移

されておりまして、松前の畜産業においても２億円に迫るほどの販売実績をしておるんで

す。また、今後のね、やっぱりそういう牛の需要って言うんですか、高まっておりますの

で、大手企業においてもですね、その生産力を高めるということでね、参入していると、

参入するということも伺っております。町政の執行方針の中で意欲的な政策が盛られてお

って、注目しております。第一に農業系の大学との提携により、研修生を積極的に受け入

れ、事業展開の調査、研究をする。次に、新規就農と繁殖センターの建設により、酪農の

全般にわたって振興したい、町長の考え方です。

松前町の畜産の現状がですね、着業者の年齢の高齢化が進んで、将来廃業する戸数も懸

念されております。大変有望なね、私は産業だと思うんですね。ですから、大学との提携、

或いは繁殖センターの建設によってですね、やっぱりこの展開でもって、酪農の振興を進

めてもらいたいなと思っています。施政方針の質疑の中で、町長の答弁も聞いてますが、

再度、町長の考え方を伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 畜産の振興についてのご質問いただきました。執行方針でも述べて

おります。町としては、本年度から、２９年度から農業振興図りたいという思いから、三

つのテーマを持ちまして、一つは新規就農について、更には繁殖センターについて、そし

て、既存の農家の所得向上について、これは水耕栽培などのハウス、副業的な安定収入を

確保したいというふうな思いからでありますが、この三つをテーマに、一つのテーマとし

てですね、農業振興に取り組んでいくというふうな年が、この平成２９年度だというふう

に思っているところであります。２８年度は、先程議員も質問の中にありましたけども、

農業系の大学と水耕栽培の起業家と、するための事前調査をしてきたところであります。

これは、家畜人工授精師の人材確保の部分もありましたもんですから、農業系の大学とい

ろいろ相談をさせていただいたところであります。結果と致しまして、この２９年度４月

から１名の人工授精師の採用を決定したところであります。昨年、いろいろ調査、情報を

いただきました。大学の卒業生であることから、この農業系大学と、これを縁にですね、

いろんな事業協定を結んでいきたい、そして、調査、協議をしていきたいと。結果として

安定した畜産経営、牛以外の事業展開も進めてまいるというのが、この２９年度の大きな

テーマだと、スタートをしたいというふうに思っているところであります。

また、大きな軸と致しまして、現在１２戸の畜産農家がございます。執行方針でも述べ

ました、かつて１億円ですごいみんなで喜んだ時期がある中でですね、現在農家が減る中

で２億の生産をしていると、大きな企業に育ってきているというふうに思っております。

松前のブランド化も目に見えてきているような状況であるわけであります。その中で繁殖

センターっていうものを新しく頭出しをさせていただいたところであります。これも、大
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学との、今来る人工授精師が取り持ってくれると信頼しております。肉用牛の繁殖、それ

から水耕栽培を、これをもう勉強してもらってＰＲも含めて安心して就農、新規就農でき

るような環境をできるように、まず調査をしてまいりたいというふうに思います。繁殖セ

ンターで産まれた子牛を既存農家、或いは新規就農者へ低価格で販売して、既存農家は規

模拡大を図り、新規就農者は繁殖雌牛がいなくても、素牛出荷ができるような低コスト高

収入の経営を目指して、繁殖センターの構想を立てたわけであります。まず、これは大き

く踏み出していきたいというふうに思っておりますので、２９年度はスタート、調査にス

タートしていきたいというふうに思っております。

それと、調査の一環と致しまして、例えば、繁殖センターの建設するにあたりましても

ですね、そして、農家の方が牛舎などを建築するというふうな状況になった場合にも、ま

ず地域材を利用していただくというふうなことであれば、林業振興にも繋がるんだという

ふうに思っているところであります。特に、新規に就農する方に対する助成をする、これ

は避けて通れないというふうに思っているところでありますので、設備投資に求められて

いる金銭的な部分も、応援できる範囲で応援してまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。

２９年度、本当に新しくスタートするためにですね、きちんとした調査をして、３０年

には頭出しができるように、そんな事業展開に向けて取り組んでまいりたいというふうに

思っております。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時とします。

(休憩 午前１１時５４分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

４番。

○４番(近江武君) 畜産業における町長の思い、十分に理解することができました。大変

な、大変良好な施策でありますので、ぜひ、展開していただきたいなというふうに思いま

す。

次に、４番目の新規起業の育成について、お尋ね致します。この件については、先程沼

山議員も質問しましたし、今、総務経済常任委員会で財務の所轄において、今詳細に進め

ております。さわりだけ伺いたいと思います。

人口減少の問題によって、各地でいろんな対策を進めておるわけです。地域で安心して

生活ができ、結婚をして子どもを育てる、できることが何よりもだったろうと思います。

冒頭で述べましたが、そのためには、やはり産業の、地元の産業の基盤の強化がより重要

であり、安定した収入を得られることが基本だろうと思います。漁業に従事している組合

員の数と年齢構成については先程申しました。畜産業においてもですね、現在１２名の方

が着業されております。その中で、６０代の方が３人、７０代の方が３人と、６人ですね、

あと何年もすると、この方々が着業できない状況になります。そういう状況です。

全国で漁業についての、漁業を維持するための取り組みを始めています。利尻島では、

町内ぐるみにより漁業の実習、研修を充実させて、少しでも後継者を育てて着業してもら

いたいという取り組み。島根県の隠岐の島では、村外からの定住を促進するための活性化

推進に関する条例を制定して、５００万を限度として牛や漁船の貸し付け、或いは住宅の
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斡旋などをして産業の振興を図ろうとしています。また、鹿児島県の三島では、都会から

漁業体験や海上体験を通して移住、定住をさせるための漁船体験船を国庫補助金で建造し

ておる。地域によって様々な取り組みあれ、徐々にその成果も出ている地域も見られてお

ります。町長、漁業や農業、畜産業への着業者を増やすべき、町が一体となって、体験、

研修できる制度をですね、作り、着業者の育成を早急に図るべきと考えますが、町長の考

えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 産業の後継者、或いは新規起業者の育成という部分でのご質問だと

いうふうに思っております。農業につきましても、先程、近江議員おっしゃったように、

畜産農家１２経営体の中で、６０歳過ぎている方が６名いるのも実態であります。若くて

３１歳、３７歳っていう若手の着業者もおりますけども、まだまだ後継者が育っていない

現状が畜産業でもありますし、水産業におかれましてもその部分につきましては、後継者

不足なのは事実だというふうに、現実だというふうに思っているところであります。

ここで、漁業に対して、今までどんな取り組みをしてきたのか、近江議員承知だと思う

んですが、平成９年度から道立漁業研修所、これは鹿部なんでありますけども、漁業後継

者に対する総合研修、或いは、漁業後継者対して入所、研修に要する費用に対して支援し

てきたところでありまして、平成９年度以降、１２人の方が研修所に入所しているところ

であります。いろいろここの部分も支援してきてましたし、小型船舶、操縦士の資格、更

には潜水士の資格、これにつきましてはこれからの松前の漁業を考えた場合に、この資格

の取得は不可欠なものだというふうに思っているところであります。平成２９年について

は、新たに漁協の正組合員になる漁業後継者らがいるように聞いておりますし、資格取得

に関する研修などがありましたら、積極的に町としては支援をしていくことを十分検討し

ていく必要があるものというふうに考えているところであります。

産業のかさ上げ、総じて、先程自治体の、各自治体の取り組みについてご指摘があった

わけであります。本当に町として、定住していただける環境を作るためにも、近江議員の

指摘は正しく必要なものだというふうに認識しているところであります。いろいろ漁業の

体験、研修できるような体制づくりと、それを支援する制度の作ることが本当に大事な部

分だというふうに思っております。漁業後継者はじめ、各産業の後継者の新規着業の育成

も含めまして、前向きに検討していきながら、産業の底上げをしてまいりたいというふう

に考えているところであります。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 私もですね、調べていてですね、行政自体が活性化推進に関する条例

の制定、そして、漁業体験や海洋体験を通す、させるための国庫補助でもってね、この漁

船を建造し、大変ね、インパクトのある政策だなというふうに感じて驚いております。で

すからね、松前町もやはりそういう観点に捉えてですね、インパクトのある、町が本当に

考えてるんだというような政策の展開をね、やっぱりするべきだというふうに感じておる

んです。それをね、やはり危機感持って行っていただきたいなと。再度、町長の意見をお

願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 産業の、先程申しましたけども、基幹産業が強くなければ町の活性

化も見えてこないわけでありますので、基幹産業が足腰の強くなれるような、そんな制度

設計ができればいいなというふうに思っております。漁業ばかりじゃなくて、今、松前に

は先程も言いましたけども、畜産業もいいですし、農業もまだまだ可能性があるんだろう
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というふうに思っておりますので、産業、基幹産業、総じて底上げできるような制度設計

ができればいいのかなというふうに思っておりますし、それが足腰の強い産業の育成にな

るだろうというふうに思っているところであります。

質問の趣旨、大胆に切り込めというふうなことだろうというふうに思っております。ち

ょっと、職員と一緒に勉強させていただきたいというふうに思います。どうもありがとう

ございました。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 基幹産業への危機感の思いからですね、基幹産業の基盤整備を早急に

するべきだという強い思いを持って質問させていただきました。そのことは、町長もね、

やっぱり根本として捉えて、松前の基幹産業を強くしなければならないんだと、そこで生

活できるようなね、安心して生活できるような状況にしなければならないんだと、それが

本質だと思うんですね。ですから、前向きに、そして、前進ある政策を要望して質問を終

わりたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に議員の思い、十分理解できるわけであります。先般の２月に

開催されました松前町の総合戦略の会議の中でも委員の方々から町内で行っている、町が

行っている今の助成の制度についての要望があったわけであります。その中でやっぱり現

在は建築に係る部分の助成をしてますけども、その会議の中でも委員の方々から、今議員

ご指摘のような意見が出されておりました。船舶の試験、更には潜水士の試験、その資格

取るのの助成していただきたいというふうな強い声も聞いております。私は、先程も申し

ましたけども水産ばかりでなくて、町全体でそういう体制づくり、水産に特化しないで、

建築に特化しないで、いろんな部分の資格取得に対しての支援の仕方をきちんと制度設計

してみたいなというふうに思っているところであります。

若い委員の方々からは、そういう強い意見もありますので、その若い皆さんの意見を実

現させるべく、いろいろ検討し、努力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思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) 沼山議員の質問、自分も今の危機を打開するために、やはり課の大

編成も必要だなあというふうに思っておりましたら、沼山議員の方から松前創生推進会議

室を作ったらいいんでないかというふうな質問があったわけですけど、私も同感です。

それと、近江議員が言われた、具体的に、やはり即やれることを質問したわけで、私も

ああ、やはり専門的にやってきた近江さんだなというふうに思います。それは、活魚のた

めの水槽、それと外来船。やはり、私もそうですけども、皆さんも担当者も松前がこのま

まであってはいけないっていう、そういう強い思いを持ってるんでないかなと思っており

ます。

それで、私は、今回一つ目として、天候に左右されない松前の漁業を考えてみました。

以前の２６年ですか、３年前か、そのときにも漁業の関係を質問しました。また、今回提

案型を質問、提案型で質問してます。それは、やはりこの３年前に自分はやろうとして、

質問しようとしてまとめたんですけども、やはりまとめきれなかったと。どういうふうな

戦略でいったらいいのかというふうな気持ちでおりました。それで、少しはまとまったか

なあと思ったものですから、今回はまず漁業について質問したいなと思ってます。

やはり、松前の漁業はどうしても天候に左右されてます。今回も、ヤリイカが松前と江

良で定置網に入ってますけれども、小島地区はほとんど水揚げがない。それと、白神でも
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揚がってるけどもない。天候が悪いんです、海が荒れるんです。それと、トドであり、い

ろんな害獣が多くいると、そういうような要因もございます。ですから、天候に左右され

ない漁業に転換するということは、大変な労力と時間がかかるんですよ。しかし、このま

までは松前の漁業は完全に衰退していくなあというふうに思ってます。

ただし、松前は資源に恵まれているなあと。海面は大きいし、この資源に恵まれている

松前、しかし、こう考えてみますと、活かされてきたのか、本当に松前の主産業、産業の

柱である漁業が、のために生産者が所得を上げて生活が豊かになる、後継者が育つような

ふうに活かされてきたのかということが、やはり私は疑問に残ってるんです。そして、松

前町では、今日まで漁業経営の安定のため、多くの漁業の施策を試みてきたんです。しか

し、思うような結果に繋がらなかったんではないでしょうか。その結果、平成２８年度に

は正組合員、準組合員は含まないで正組合員は３００人を割るところまできました。時間

を費やしても、天候に左右されない確かな未来が見える漁業に転換を図らなければならな

い。松前の漁業は、漁船漁業を抜きにして松前の漁業は考えられません。そんなことから、

今回の漁業についてのポイントは、いくつか考えてみました。今まで整備してきた施設、

設備を活かす、そしてそれを培った技術を活かす。そして、二つ目に、もう少し技術を磨

いたり、根気よく蓄積する努力と、もう一つある。先程も近江議員が言ってました、販路

の拡大、付加価値を高めるための販路の拡大。そして、三つ目は少ない経費で最大の効果

を上げる意識。担当者もそうです。しかし、一番の主は漁業者です。そんなことを考えて

今回は質問しようと思ってました。

それで、随分この頃新聞賑わましてます。この間は、そうですね、今日ですね、まず、

今日、大間のマグロの関係で、牛の関係で出てましたね。大間が２００トンあったマグロ

が１７０トンまで落ちて、まだまだ落ちていくだろうと。それで、牛にかけようというこ

とで非常勤の職員を入れて、そういうふうに変わってきたり、隣の福島町では、アワビの

昔の施設だと思いますね、アワビの試験養殖をアドバイザーを入れて本格的にやろうとい

う。また、森漁協では、あすこはホタテがメインですけれども、ホヤをやったりカキをや

ったりと、カキは１年貝です。ホヤは２年、３年かかるんでしょうか。そういうふうなこ

とで、メインのホタテをやりながらでも多角化経営を目指して所得を上げようとしている。

ああ、すごいなあと。松前も一時はそういうチャレンジがみんなやってたんです、本当。

しかし、なぜそうなったのかと。それと、この間、２９年の３月１日、江差のニシンの群

来、読めなかったんですけど、ああ、すごいなあと。９年かかりました、９年。それだけ

根気強く放流していた結果がこういうことになったと。私達の町はどうかなあというふう

に思いました。

それと、もう１点。この間、同僚議員からいただいたものです、資料です。神恵内村の

挑戦ということで雑誌に載っかってました。やはり、漁業で、育て稼ぐ漁業を目指すとい

うことで、村長自ら旗振りをしてやると。ああ、こういう町もあるんだなというふうに思

ったんです。それで、１問目聞きたいのは、ここにフレーズに書いてるように、天候に左

右されない漁業経営から、それで一つ目に、養殖、蓄養漁港として活用するためのプラン、

漁港活用する、漁港活用するって言うもんですから、やはりそうであればプランを作った

らいいんでないのと。プランを作ってると思いますけれども、プランを作ったらいいでな

いかと。それ各漁港の海底と水面、海底はどの魚種に適してるのか、水面はどうなのか。

それと静穏域の大きさはどうなのかと、そして海流はどうなのかと。そういう調査が必要

だと思うんですけれども、実態調査はいかがでしょうか、町長、伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 天候に左右されない漁業経営を目指してというふうな一般質問の通

告でございます。議員ご指摘のように、ヤリイカの現状の話がありました。残念ながら、

イカは来てるんでしょうけども、海象条件がそぐわない状況もありまして、小島地区の方

の出漁日数が確保できない状況だというふうな現状を押さえております。本当に、天候に

は勝てない部分がありますけども、その天候が大きな漁業生産に影響あるところも実態は

理解しておりますし、なかなか自然に勝てない部分もあるわけであります。かと言って、

漁業生産を上げるための施策はいろいろ考えなければならない状況だというふうに思って

いるところであります。

まず、漁港を利用した中でいろんなプランの作成をすべきじゃないのかというふうなご

質問でございます。それも現在も漁港の中を利用しましてはホッケ、ウニ、ナマコなどを

やってるわけであります。当然、地域の漁業者の意見を聞きながら、プランというふうな

までにはいきませんけども、その漁港、漁港にあった漁港の特性などを漁業者から聞き取

り致しまして、今まで製作をしてきているところであります。漁業者、天気のことも大変

詳しいんでありますので、私どもよりいい知恵を持っているところであります。皆様方、

皆さんの知恵をお借りしながら、その漁港にあった蓄養、或いは養殖事業を展開して、い

くらでも所得が上げれるような状況になればいいなというふうに思ってきているところで

あります。プランの作成もそうでありますけども、今一番私が必要だというふうに思って

いるのは、温暖化によって海が変わってきている、これは、執行方針の中でも言いました

けど、やっぱり資源の調査をどうしたらできるのかっていう部分がですね、海も変わって

きてるなというふうな思いしてますので、まず資源の調査をどうしたらできるか、漁業協

同組合の方とも真剣に考えていきたいなというふうに思っております。議員ご指摘の、ま

あ、漁港利用のためのプランも必要ですけども、資源調査もですね、これはチャレンジし

てみる必要があるなというふうな思いでいるところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) そんなに難しく考えないでいただいて、すぐ漁業者も、それと今あ

る海でも活用できるという視点を持っていただければなと。それで、実態調査、漁港の活

用の実態調査を作るの、そんなに大変なのかなあと。日常、普段見て回って、そして、漁

業者とお話をして、今、ここの港は船が３隻だとか、７隻だとかよりないけど、こういう

ふうに考えてるの、みんなどうだよというふうな話し合いをしながら、海底の泥質だよと

か、ここは岩だらけだよとか、そういうふうな話し合いを聞きながら、概略プランを立て

て投資するよということを提案したわけです。ですから、何も難しく、膨大なお金を投資

して調査をしなさいよってことではなく、先程近江議員にも何か調査を、そういうふうな

大規模にお金をかけてやるようなこと言いました。私は、そういうことはない。日常普段

水産の担当してる者、指導所の方々が海であり、海面を見た中でのそれをデータ処理すれ

ばいいよと。そして、一つの方向を出せませんかということの提案でございました。そん

なことで、町長、頭に入れておいてほしいんです。

その次に、ちょっと飛ばしていきますけども、未利用海藻の有効活用と製品の統一なん

ですけども、特に先程町長もノリのことを言ってました。ノリを水産大学へとか、こんな

こと言ってまして、だから、私はそうでないんですね。今年、まあ、この何年間か、いろ

いろな漁師の方のお話、いやあ、俺、今年１００万とったじゃと、１５０万円いったじゃ

あ、２００万いったじゃあと、３００万いったじゃあとかっていう言葉を耳を通り過ぎて

行きます。それだけすごい価値を生む松前のノリ、海藻なんですよね。ですから、私は海

を昔、原点を戻るとバーナーで焼いたり、ちぇんぶりで海藻が入るような海が、畑と同じ
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く耕すような、そういうことを漁業者自らやっていただくことを提案したいな。

その次に、水深です。もう私もノリ買っておりますけれども、今までいろいろノリ食べ

てて、皆さんジャリジャリってするでしょ、握り飯にしたり、ノリだんだんにすると必ず

ジャリジャリって。この間、ＮＨＫのテレビ観た方、いませんか、朝。そんときに、ＮＨ

Ｋのテレビを観てたらノリをこさえてるお母さんがいて、そしたら、ビール瓶出してきて、

一生懸命石を取ってましたよね。もう松前では１０年以上前にやってる人いました、はっ

きり言うと。そして、そのブランドは高いです、その製品は。そして、その広がりは徐々

に広がって、今一生懸命そういうふうにして、２千円で買い屋さんに買われたの、２千５

００円、３千円、３千５００円、高い値段で買っていただける。それで、製品のきちっと

統一化したらいいんでないかなということなんです、ブランド。白神のノリは厚くていい

んです。あすこは御影石にノリがつきますからね、だから、あんまり石がない。それでも

石があるんです。この間買ったのは本町地区の方から買いました。やはり石落としました。

ですから、いい値段で買ってもらうためにはそういうふうに指導をなさったらいいんでな

いか。

それと、フノリ、ヒジキもそうですけども、ヒジキは木古内でつくってますよね。松前

でヒジキを売ってる人、いませんでした。ただ、白神の人売ってます、生で、塩蔵で、私

も買いました。ですから、フノリが３０ｇで５００円、税別。ヒジキが４００円、税別。

すごく高いわけではないです。インターネットで７００円です、フノリが、松前の業者。

ですから、このものをどうきちっとブラン化して製品を統一するかということなんですよ。

それでなんか、そういう仕掛けをしたことがあるのかなあと、そういう指導をしたことが

あるのかなと。それで、私はそれをしてもらいたいなあという提案なんです。製品を統一

していく、未利用資源を販売してほしい。それで、販路の一番悩んでるのが、私も頼まれ

ました。いやあ、フノリ売るところねんだでやなあ、ヒジキ売るとこねんだえなあと。フ

ノリ一升枡６００円から７００円です。ヒジキ、ネットに入って千円かそこらぐらいです。

どうにか売れねえかなと。売ってあげたいけど、自分は力がない。そんなことで、そうい

う未利用資源の関係ではブランドの統一化と販路、これを提案したいんです。ちょっと考

えていただいて、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 未利用資源、特にフノリとヒジキについて、現在も着業している方

がおりますので、そのブランド化に向けての質問だというふうに思っております。本当に

いくらでも所得上げる、漁業生産上げるための手段として、これは欠かせないものだとい

うふうに思っているところであります。フノリもヒジキも大変美味しい素材でありますか

ら、やり方によってはいい方向にいくんだろうなというふうに思いもしているところであ

ります。いろいろ状況を検討っていうか、情報をいただきながら、町と致しましても今ま

で以上に踏み込んだ連携できるような体制づくりを検討してみたいと思いますし、漁協の

方とも検討してみたいというふうに思っております。

それから、販路の拡大、開拓についてもご指摘がありました。やっぱり生産してても売

る場所がなければ所得に繋がらないわけであります。販路の拡大、開拓も大変大事なもの

だというふうに思っているところであります。漁協と連携取りながら検討させていただき

たいというふうに思います。

一昨日の日、函館松前会がありました。函館松前会、私どもも入れて５０人くらい集ま

っていただいたんですが、観光協会の方ではフノリを持っていって、函館松前会の皆さん

に販売しておりました。大変喜ばれているところでありますので、ここの部分は本当に物
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産協会も観光協会も含めて、生産、販売できるように、販路の開拓、大事なことだという

ふうに思ってますので、検討させていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長の検討もいいけれども、実際に所得上がるのが目の前にこう転

がってますんでね、それで、フノリは３月が最盛期だし、４月になるとヒジキ、３月から

４月がヒジキですんでね、やはり担当と漁協と、それと実行組合とお土産屋さん等々と、

僕は間髪入れずご相談して、製品もどういうふうにするかぐらい考えたらいいんでないか

なと。それで、北斗市の矢不来のところ行くと、コンクリートで作ったところでフノリ作

ってますよね。あれは生で出してんですよね、ほとんど。美味くないそうです、はっきり

言って、コンクリートで。香りもなんもしないそうです。ですから、うちらの町っていう

のは、そういう意味で素材に、資源に恵まれてる町なんだよっていうことですよね。

それと、次なんですけども、この今まで培ったコンブ養殖、アワビ、それとウニもそう、

ウニもタンク入れてるっていう。この複合経営の奨励をしてくれる、しないかということ

の提案なんです。なぜかと言うと、こういうふうに海が荒れる、そして、生産性が上がら

ないとやはり生活が苦しくなるんです。そんな意味で、ここで１０万揚げる、２０万揚げ

る、３０万揚げるっていうのは毎月こうローリング式でなっていく。そして、冬期間にな

った養殖アワビが、養殖アワビが市場に出る。天然物が少ないですから。ウニも少ないで

すよね。そんなことで、そういう奨励、それと松前は秋から冬にかけて、全く出られない

期間がないわけですよ。そんなことで、そういう奨励ができないか、奨励したらいいんで

ないかということなんですけども、町長どうでしょうか、そういう部分の。

○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、いろいろ町として、漁業協同組合として、漁

業者としていろいろ取り組みをしてきているところであります。その取り組みすることに

よりまして、いろんな技術、知恵、成就してるというふうに思っております。その技術を

上手く活かされるような展開が必要だというふうに思っております。議員ご指摘のように

どんな奨励の仕方があるのか、検討する、検討するって言っても駄目だような質問であり

ますけども、まず検討させていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) ノウハウを持ってるっていうことですね。ノウハウを持ってないん

であれば言わないし、施設もないんであれば言わないし、アワビももうカゴで十分に作れ

る技術は持ってるし、コンブも作れる技術は持ってるし、それを眠ってる施設をどうする

か。復活させて餌だけに使うだとか、いろんなこともできますんでね、まず考えていただ

けるということで、提案させてください。

次に、ウニの蓄養施設の付加価値を高めたり、効率的な運営ということなんですけども、

なんでこういうことを言ってるかというと、この間もそうですけど、築地のウニのバイヤ

ーさん方が、買い屋さん方が言っていたの、１２月でウニ、１２月でウニほしいんだよな

と。しかし、入って来ないやなと。外国からのウニはミョウバン漬けで美味くねえよと。

もう口が肥えてきてるよっていうことで。それで、ここのところどうにかならないかなあ

っていうことでずっと調べていきましたら、この間、新聞に出てましたよね、今、探すと

出てきますけども、稚内かあっちの方で１２月にウニを、ムラサキウニを出すということ

でやってました。バフンウニは、冬期間のもので冷水で育つウニはバフンウニです。ムラ

サキウニは冷水地帯では駄目だって言ってたのにやってました。７千個ということでした

ね。ですから、１２月に出すんだって、１番高い時期に。ですから、私言いたいのは、こ
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のウニの歩留まりを高めるため、それと回数を多くしたいんです。

それで、先程言ったコンブ養殖の間引きコンブ、いいコンブはまあ製品として、間引き

コンブを乾燥させて、何時間もかからないで乾燥しますから、夏場は。これは私、白神に

いたとき、実験しました。そく乾きます、間引きコンブは。そして、それを入れると最高

でウニが２５、６％の歩留まりでした。それを２回やったわけです、２回。１回は町で入

れたもの、２回は漁師の人達が矛取りでとったウニをタンクに入れてやったんです。やは

り、それでも十分。ですから、３回から４回やりたいんです。そうすっと餌だと思う。今

まで餌は、シャケ、ブナ持ってきた時代がありました。そして、昔はコンブをとったもの

を塩蔵で保存した時代もありました。私は乾燥だと思います、持ち運びもいいし、海に持

って行くのも楽だし、保存するのも今の学校であり、空き家で十分保存できるから。そん

なことで、そういうようなことをできるようにしないかという提案なんです。絶対できま

す、１００％。私は間引きコンブを使って４月から作りましたから。そして、８月に間に

合わせて出してます。その前は、前に入れたコンブを、前浜のコンブを入れてやりました

ので。私は水産課ではないですけどね、好奇心の強い男でしたので、やりました。そんな

ことで、町長そこのところをちょっと考えてみませんかということで、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ウニの蓄養の関係で、付加価値の高い、効率的な運用はいかがかな

というふうな質問だと思います。従前から各実行、地区の実行組合で養殖コンブの種苗を

種付け致しまして、餌用のコンブ確保を実施してきているところであります。ただし、こ

れは沖合の養殖施設、今議員おっしゃるような養殖施設ではなくて、漁港内や管理漁場内

でロープを張って、コンブを、餌を育ててるっていうふうな内容なんであります、を実施

しているところであります。

今まで、漁業者の方と実行組合の方といろいろお話をしてきているところでありまして、

まず、８月、９月まではコンブで対応ができるんだというふうなことであります。問題は

大量に餌の、秋以降の餌をどうするのかというふうなことなんだろうなというふうに思い

ます。議員おっしゃるように、春の間引きコンブを乾燥させて秋に、以降に給餌するとい

うふうなやり方のご提言でしょう、それでよろしいですか。提言の内容、よく理解できま

した。現実的に手のかかる仕事でございますので、漁業者、実行組合の皆さんといろいろ

相談してみたいというふうに思います。

乾燥して、秋以降に次の春まで給餌するというふうなことでしょうから。ただ、今、遊

んでるコンブ施設も、養殖施設も活用してのことだろうというふうに思いますので、いろ

んな課題も出てきますので、実行組合の皆さんと一回協議をさせていただきたいというふ

うに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 漁業者が、荒れているときでも、どういうふうにして安定的な生産

性と生活ができるかっていうことなんです。そんなことで、町長にも理解していただけた

らなと。

それで、コンブ施設、はっきり言うと、もう大変でしょうけども、実行組合に何基、１

基５万円だら５万円、与えて、例えばですよ、５万円だら１基ね、回復させたら５万円だ

よとか、それは手間賃なんです、油代だとか、そういう維持管理費。そういうふうにして

１００基のコンブ施設、また一番近い位置で活用できる、そこに弁天の工藤さんがやって

いるような近間でコンブを餌用に作って、そして、残ったものを乾燥させて販売したりし

てる。ああいうサイクルをこの施設、ある施設をね、活用してやったらいい、餌です。そ
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いで、この副次的に生まれて、このコンブの養殖施設であり、コンブの養殖をすると、や

はり漁場が形成されるんですね、魚の。魚釣りをやったり、レジャーボートで行った方は

わかると思うんですけども、やはり、そういう漁場が形成されるとプランクトンも、それ

と影も生まれるということですよね。それと、ウニの移殖のするっていうことは、磯焼け

対策になりますよね。３回から４回ですか、理想論は、私は、３回は着手できます。です

から、そうなったときに磯焼け対策にもなるし、今度はそこに海藻が入ってくるし、新し

い。そして、何メーターかおきに、何十メーターかおきになるともう老害のウニがしかさ

ってるそうですね。そうすと老害のウニっていうのは７年以上経つ老害になってくるんで

しょうけど、そのウニはやはり苦いっていうことでございます。そういうのは販売しない

で、そういうことも考えてほしいなと。それで、先程稚内って言いましたけども、今試験

してるの岩内港です、岩内の港で今やっております。

それと、磯焼け対策、僕もこの間たまたま見てたんですけど、きっともって担当者はも

うわかってると思うんですよ。日建工学開発っていうのが、環境活性化コンクリート、味

の素と提携してコンクリートの中にアルギンっていうものを混ぜるんですね。そして、そ

れがすごい成果を挙げているそうです。こんなふうに出てますけど。ですから、ブロック

にそのものを貼り付ける、ビスで貼り付ける工法だと、護岸に貼り付けると、海岸に貼り

付ける。ただし、触媒のウニを除去しなければならないということです。そんなことで、

もう磯焼け対策も一歩進んで二歩も進んでます。今、これは世界で注目を浴びてる磯焼け

対策だそうでございますんで、検討してみてください。やはり、磯焼け対策も抜本的にこ

れで。

それで、ウニであり、ナマコっちゅうのは、私は松前の加工業を助ける施策だと思って

るんです。これは、うちの水産課の担当者とも話してます、なぜかと言うと、ちょうど前

からの鮮魚が手に入らない時期、全て冷凍に頼る時期、そして、施設があるんです。ウニ

を加工の、それも何回も私、むき身ウニしてるところ見てます。やりたいという人もいま

した。ナマコは乾燥ナマコなんです。もうですから今のような放流の仕方ではなく、もっ

と何百万も放流してます。それは一番とりやすいところに放流してる。だから、漁港のデ

ータを作ってもらいたいっていうことなんです。

ですから、一つ一つこう組み合わせていくと松前の漁業っていうのは、あれ、捨てたも

んでねえなあと。最高のバックボーンが松前の漁業にあり、そして、それは資源ですよ。

それで今まで投資したものがあるし、細々とながら身につけた技術があるもんですからね。

そんなことで、一番の表題の天候に左右されない漁業経営はという一つ目の質問なんです。

いかがでしょうか、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 磯焼け対策でのお尋ねがございました。本当に現在、大磯地区のウ

ニの養殖場でもウニフェンスを業者の方ので、業者で調査中でございます。私もその調査

の結果、大変期待をしているところであります。まず、調査の結果を見て検討してまいり

たいというふうに思っているところであります。大事な部分であると思っております。少

し時間をいただければと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長、物事って早急に答え出してくれって言ったって出るもんでは

ないです。しかし、その姿勢を感じて取りたいんですよ。町長、やるんだという、町長が

やるんでなく担当課がやるんです。それと漁業者がやる、組合がやるんですよ。町長、よ

しやれよというふうな問題でないかなと思ってました。



- 137 -

それで、ちょっと飛ばしていきます、いっぱいあるんですけども。お年寄りのための漁

業で１００万円をあげるっていうのは、最後の目的なんですけども、資源の保護、管理型

漁業をもっとしてくれないかなあということなんです。タコの時期になると、産卵期も、

それと何キロ、２キロ未満ですか、それは捕ってはならない、放流しましょうやって、な

かなかそういうルールが徹底しないだとか。そして、先程言いましたけども、江差は９年

かかってようやくニシンが産卵を確認できるようになってきたんです。ですから、長い年

月としっかりしたルールがなければならないよと思うんです。

そのことと、次に、それと合わせて、今回町長は、３トン未満の介藻の漁船って言った

らいんでしょうかね、船外機船って言ったらいいんでしょうか、そういう人達のために、

やはり一本釣りの奨励でブランド化してやんなきゃならないと思うんですよ、私は。やは

り戸井の漁協は、マグロも捕ってますけどタラも捕って、タラを一本タラで万単位のお金

でタラを売ってるだとか、全国でいっぱいそういう事例があるんですよね。ですから、そ

ういう３トン介藻未満の人達の生産性を高めるためには、丁寧な市場での扱い、受入先を

きちっと、これは水産課、組合、漁業者、実行組合とスクラム組んで、これできないかな

とっていうことなんです。この二つ、町長、どうですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 管理型漁業の推奨というような部分では、まず、漁業者が皆さん同

じような気持ちにならなければ駄目だというふうに思ってますし、一番の障害になってい

るのは密漁の対策もあるわけでありますので、いろんな部分で管理することによって、年

間１００万円アップできるような計画の展開も可能だというふうに思っておりますので、

いろんな部分に影響あるところの管理型漁業にいろいろ協議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。

本当に３トン未満の介藻について、本当に、地道にコンブ、アワビ、そしてノリとかで

すね、いろんな議員おっしゃるような未利用資源がありますので、そういう部分につきま

しては、きちんと生産を上げれるような状況にするためにも、今回は３トン未満の介藻の

方にも補助を考えたところであります。年間１００万と言わずに、もう少し捕れるような

ことを支援してやれるっていうふうに私は自負しておりますので、何としても３トン未満

の漁業者の支援に部分につきましては、本当に勤労意欲もそうですけども、所得が上がる

ように私も政策をとっ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

いというふうに思っているところであります。まずもって、管理型の漁業、みんな同じ気

持ちで取り組んでいかなければならないというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５３分)

(再開 午後 ２時０８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

３番。

○３番(福原英夫君) 先程の続きなんですけども、やはり一本釣りっていうのは、すごく

いい生産手段だと思ってましたんでね、やはり、それを奨励していただきたいっていうの

が気持ちでございます。

それで、６０歳以上漁業者の所得向上プランの作成っていうふうにしたのは、この１か

らずーっとそのための政策なんです。事前に担当課とお話したのは、そういうことの積み
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重ねが先程から町長が答弁していただいたことの結論なんです。それで、一村一品運動の

発祥の地は、町長もご存じのように九州の大分県の大山、梅、栗を作ってハワイへ行こう

がキャッチフレーズだったんですよね。それで、私は１００万円アップ作戦にしたらいい

んでないか。これは、なぜ１００万円かと言うと、年金が６０歳でもらってる人は４７万

でしょ、だいたい、それぐらい、年間ね。そうすっと１００万あれば１４７万だから、相

当な暮らしが変わるんでないかという。それ、先程町長、やあ１００万でなくもっと生産

性を上げたいというふうなことを言ったもんですから、それで、町長、この所得向上プラ

ン作戦などをするために、販売網の確立と資源の確保のための海岸であり、磯場でありを

整備する。それは、もちろん漁業者自らです、漁業者自らです。そういう話し合いの場を

もって、これを進めることができないでしょうかという、進めたらいいんでないでしょう

かっていう提案なんです。ちょっと答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程の質問で一本釣りの部分に答弁もれございました。申し訳ござ

いません。本当に一本釣りも大事な漁業であります。きちんとした支援をしてまいりたい

というふうに思っておりますし、３トン未満の介藻の皆さんには頑張ってもらえるような

支援をしてまいりたいというふうに思っております。

そこで、総体総じて１００万アップ作戦だというふうなことであります。本当に検討し

なければならない部分も多くあるわけでありますので、いくらでも所得が上がるような支

援をしていきたいというふうに思っていますし、漁業者の方々とお話し合いする機会があ

ればですね、本当にやる気のある漁業者がいるんであれば、本当に出稼ぎを引退された方

でも、新規に一本釣りやりたいとか、そういう人がいるんであれば積極的に支援してまい

りたいというふうに思っております。管理型の漁業、これから本当に大事になるというふ

うに思っておりますので、所得向上に向けれるような体制、支援をとっていきたいという

ふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 漁業の最後、５番目に書いてますけど、チャレンジ支援基金制度の

創設なんて書いてますけども、松前でこの頃取り組んだのが、ナマコ、次にホヤ、それで

新規に漁船漁業やりながらもこういう新しいの、ホタテ、ホタテが松前町ではやった時代

あります。しかし、もう寿都でも留萌でも、寿都は成貝で出してます。日本海側のあの荒

れた海の、それと留萌でも稚貝の、日本の７０％、８０％ぐらい稚貝として出荷してる町

に成長してます。ですから、今は不可能という時代がなくなってきたんでないかなという

ふうに思ってます。

それで、昔はコンブ養殖やるのは不可能だと言われたのが、静浦の中村さんが試験的に

やりながら、そのノウハウを水産課がよしやろうやと言ってやったのかなあというふうに

思います。マグロも前も言ったように伊川勝美さんがダンボ釣りを奨励して、そして今は

延縄でやってますけれども、だから、一つ一つの積み重ねがあるんだということなんです

よね。ですから、そういうふうにチャレンジする人に基金を創設して、設備を更新するだ

とかであれば本当に新規にやる人達に、やはり支援の基金を設けて、そうすっと後継者も

生まれてくるだろうし、生産性も上がるだろうし、通年漁業、この荒れた海でも静穏域の

高い場所でそういうことをさせる、そして、生産性を高める。そんな考え方を提案したい

んですけど、町長、答弁をよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) チャレンジ、チャレンジする人に基金を設けながら支援する考えは
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ないのかというふうなお尋ねだったというふうに思います。前段で、松前で取り組んだホ

タテのお話がありました。平成元年から２年くらいホタテの試験をやった結果、あんまり

結果がよくないという部分がありました。ここで議員ご指摘のように、それからもう３０

年も経っているわけでありまして、養殖技術や設備も向上していることも事実であります

ので、漁業協同組合がホタテに取り組みたいというふうな要望があればですね、本当に協

議しながら検討することは十分可能だというふうに認識をしているところであります。

そこで、本題に戻ります、基金の創設しながら支援する考えはないのかというふうなこ

とであります。先程も申しました、まず新規でやりたい、更には複合経営でやりたいとい

うふうな強い意志がある、やる気がある人がいるんであれば、本当に相談にのってあげた

いなというふうに思っております。まず、やる気のある人のお話を聞いて、その積み重ね

が基金が必要なような状況なるんであれば、それは基金の創設もできるんだろうなという

ふうに思っております。まず、やる気のある方、複合経営で経営を拡大したい方、いるん

であれば、ぜひお話をいただければいいなというふうに思っております。やる気のある方

には支援をしていきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今の答弁、理解しました。ただ、こちらで待つんでなく、新規にや

りたい人というのは、こちらで待つんでなく仕掛けていかないと、本当にどこまで町と信

頼関係を結んで俺はやれるんだと、資金もないし、どうしたらいいんだろうと。そういう

ふうなとこに一つの基礎となる、基本となるベースがなければならないと思うんですよ。

それを担当者に一回ちょっと、メモ用紙程度でいいから作ってみろと、そうして余所の凡

例も見てみろとか、そういうふうなことを町長が指示していただいたらどうかなと。

もう１点は、今の寿都であり、あちらの方のホタテの養殖の実態を見て来たことあるの

かなと。もし見て来ているんであればいいです、見て来てないんであれば、調査、視察調

査を担当者が公用車で出向いて、組合とお話してね、本当にできるかどうか確認なさった

らいいんでないか。それで、できるとなったら提供できるんです、そして、奨励できるん

ですよ。町長、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程も申しましたけども、やっぱり漁業協同組合と私どもといろい

ろお話をする中で、我々からお願いして提案する部分もあるわけでありますけども、やっ

ぱり漁協が動いて、漁業者が動くというふうな形が理想なんでありますけども、私とすれ

ば、漁業者が漁協の方に相談に行って、役場の方に更に相談に来れるような、そういう環

境づくりが一番大事だなというふうに思っています。まず、明かりのある部分をまず見て

もらうってことが大事だというふうに思っております。何回も言いますけども、チャレン

ジする人には協力、支援をしていきたいというふうに思っています。

それから、ホタテの部分、大きく育てるっているホタテの振興策もあるでしょうけども、

今の業界、道内の業界では耳吊りする部分まで松前の海でできないかというふうな、町長

からの、他の町の町長からの提案あります。それもやっぱり労力のいることでしょうし、

我々行政機関だけで、首長同士で話してますけども、漁協は漁協でやっぱり関連の話をさ

れてると思うんですよ。ですから、松前のさくら漁業協同組合がそのホタテに取り組む意

志があるんであれば、これは展開は可能だというふうに思っております。視察は、私自身

はしてませんけども、そういう大きな流れで漁協が動くんであれば、どんどん前に進むん

だろうなというふうに思っています。

願わくば、ホタテばかりじゃなくて、大きな波に、うねりになったくれればいいなとい
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うふうな、そんな思いで今回の一般質問聞かせていただきました。ありがとうございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) いろいろと前向きに答弁いただいてありがとうございます。やはり、

主は組合であり、漁業者でございます。そして、それにやはり町長が言われるように行政

として何ができるのか、何をしてあげたらいいのか、それは、担当者が話をして町長とご

相談していただくと。

今、休憩してて議員控え室でも、やはりそれが基本だろうと、それをやはり過度に組合

の組合員、組合を支えすぎたことが、やはり私自身はね、こういうふうな形に生まれたの

かなと。やはり、ホタテは森であり、砂原であり、八雲であり、４０億でも５０億でもホ

タテだけで水揚げしてますのでね。私達の町はそれだけのことをできる漁業地帯だと思っ

てます。今の１２億ぐらいですか、そうではないと。当初は合併のときに立てた、あれは

何十億でしょうか、そんなふうに思ってますんで、町長、先導役、しっかり頑張っていた

だきたいなと。

二つ目です。あと、２０分よりないんですけども、端折りながらやります。この間、新

聞を見て、先程沼山議員も言いましたけど、近江さんも言ったなと思いますけども、人口

減少があまりにも進みすぎる。そして、その中での転出者の大きさ、これは、統計概要で

書いてますけれども、今年度に出されるだろうと思いますけど、７ページにあるんですけ

ど、転出者が転入、転出さっ引いたら、２６年度は１０７人、出生、死亡引いて、そうす

と２６年度は増減がマイナス２２７人です。これをごーっと５年間続いて、この１千４１

１人です。それで、一番の大きいのは私は転出でないかなというふうに思ったものですか

ら今回の質問にしました。

それで、先程漁業の大展開しなければならないと思って質問、提案しましたけども、や

はり、この転出者の歯止めっていうのは不可能に近いテーマかもしれないんですけども、

ただ残念なのは、町に住むに値する魅力が低下したのかなあ。人口流失に歯止めをかける

のは至難だけれども、しかし、有効な手段を構築しなければならない。特に恐ろしいのは

町内の消費、活力、町民の心が壊れてくるんです。だから、昔であれば、松前で生まれ育

って、ＵターンでもＩターンでも帰ってきても、おら、松前で住むやという人達、松前で

人生終わるよという人達が多かったんでないかなと。しかし、時代が変わりました。そう

いうのが崩壊したんですよ。そうすっと、町の魅力は、町の人達が作らなきゃなんないん

です。

そいで、私はこう見てて、この間から、去年あたりから一つ目として、同一労働同一賃

金が言われてました。なぜ、こういうことを一つ目に掲げたかというと、うちらの町職員

の臨時職員、サポート職員と僕は呼んでる、病院にもおります、看護助手さん、うちの事

務所にも臨時職員がおります、施設にもおります。そして、私は町の賃金体系を見てみま

した。本当にこれで母子家庭であり、父子家庭であり、出稼ぎ家庭の人達は食べれるのか

なと。年間所得どういうふうになってるんだろうなと。役場での日額一般職員６千３００

円、バスを運転する人１万６００円、技能職員が２１万５千円、月額ですね。こういうふ

うに見ていくと、１２、３万、ちょっと聞いた話では１２、３万くらいでしょうと。生活

できるだろうか。住宅、まあ、実家にいるから住宅あるかもしれない、住宅ない人は町営

住宅入ったら、いくら安いったって、何千円だったって光熱水費はかかる。生活できない

んですよ。同一労働同一賃金です。町長は、このことをどのように考えてますか。私は、

同一労働同一賃金ですから、少し上げたらいいんでないかという考え方です。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 転出者に歯止めをかける施策とはというふうな一般質問の通告でご

ざいます。同一労働同一賃金の視点から、町の臨時職員との処遇の改善について、町長ど

う思うんだというふうなお尋ねでございます。現在、国の方では正規労働、或いは非正規

労働の格差を是正するというふうな意味で同一労働同一賃金導入のための関連法案、今の

状況であれば今国会の通常国会に間に合わないような状況下であると。秋の臨時国会への

先送りを政府は予定しているようであります。一方地方公務員の適用となる臨時や非常勤

職員の待遇改善に向けた地方公務員法と、地方自治法の改正に向け動いておりまして、ま

だ詳細は見えてきておりませんけども、情報によりますと待遇改善に向けて、期末手当を

支給できる制度など、これは臨時の職員だったというふうに思います。その臨時の職員の

期末手当を支給できるよう、制度などを構築しようとしているところであります。現在開

会されている通常国会に法案を提出し、施行時期は３２年の４月の見込みであるというふ

うな情報を得ているところであります。この法案の動向を注視しながら、町においての制

度設計を構築していきたいというふうに考えております。

ここはこういう答弁にさせていただきたいと思うんでありますが、私も、町の執行者と

致しましては、働く人に本当に生活できるような賃金体系が望ましいんだろうなというふ

うに思っているところであります。しかしながら、町内にはいろんな経済団体があるわけ

でありまして、決して役場の臨時職員が時間あたりの単価が高くてですね、いろんな業界

もあります。そちらの方に影響あるような状況は好ましくないんだろうなというふうに思

っているところであります。しかし、そういう観点から、町がいろんな事業者との関連も

きちんと整理した中で、職員のこの臨時職員の処遇の改善できるものはしてまいりたいと

いうふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) もっともな答弁ですけれども、私としては、平成１７年だとか１８

年に再構築プランが松前町でやられました。で、知ったんですよ。そのときに臨時職員が

１０％カットして、夏と冬の手当もカットして、給料だけは回復したとは聞いております

けども、やはり、やれることはやってあげたらいい。なぜかというと、一番流失する源が

この若い人達で、子育て真っ最中で、そして、子どもが、長男が長女が函館行くと、この

子が中学校終わったら函館行くよだとか子育て真っ最中の人。それと、国であり、市町村

職員っていうものは、その町の給与体系のモデルだと思ってますよ、私は。モデルなもの

ですから影響与えて当然なんです、地域の人達に。私の同級生で亡くなったのが、俺は松

前町の町職員に負けないぐらいの給料を今やるために頑張るんだという男がおりました。

亡くなってしまいましたが。ですから、私はそれでいいと思うんですよ、まず自分達の器

の中でね、そうして、その中で絶対これからの将来役場職員が少なくなっていくんですよ、

このサポート職員を育てない限りは運営できなくなってくるはずですよ。ですから、そう

いうことも考えると、やはり早く処遇を改善してあげたい。

それで、町長がこの間、２月４日の振興局の会議出てますけど、この中でも人口減対策

が、というふうなこと。それと、去年の１２月２８日に自治体の非常勤職員、勤務半年で

ボーナス、総務省の有識者が提言したんです。もう一つは、これは、１月１０日、非正規

の待遇改善に期待、やはり、ここをやはり考えなければならないんでないかなという気持

ちがあります。それで、町長には大変でしょうけども、私の提言としては、速やかにその

ようなことを対応できないかなということで今答弁いただきましたけども、もう一回答弁

してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) さっきも申しました、私は、町長と致しましては、いろいろ国の法

律とかですね、いろいろありますけども、地域の現状を理解してないというふうに私自身

は思っているところであります。ですから、役場の臨時職員の待遇は、処遇は改善してあ

げたいですけど、それが地域の経済界の経営者の方にも波及がいくっていうことは、やっ

ぱり避けるべきだと、私自身はそういう判断してます。質問者の福原議員は逆のようであ

りますけども、私自身はそういうふうな思いであります。地域の経済は地域で守っていく

のもですね、町長としての責任って言いますか、政策の取り方だなというふうに思ってい

るところであります。

ただ、やっぱりいい環境で働いていただきたいっていう思いはありますけども、思いと

すればあるんですけど、地域の現状、きちんとおさえながら対応してまいりたいというふ

うに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) まあ、地域の現状っていうのは、うちの商工観光でしていただいて

る広報見ますと、賃金は随分努力してるなあというふうに思ってますので、私は地域の事

業主のことをとやかく言ってるわけでございませんので、町のまずそこから一歩、そして、

いろんな意味で町民が定住しやすいように。そこがポイントでございます。上げるだけで

ない、そこのポイントをちょっと考えていただきたいということ。それで提案しました。

それで、夏と冬の手当だけでも回復してあげてほしいと、そういうことでございます。

その次に、母子家庭ですとか老人世帯ですとか、この人達が、よく歩いてみますと、地

域での絆があるところは支え合ってます。孤立してる人達も、朝から晩までテレビのとこ

ろでゴロッとしてる人達。そして、将来を不安視して生活している人達がいます。そうす

っと、こういう人達のために公営住宅で空き家をリフォームして、住宅使用料の条例で決

まってますでしょうから、それは最小限度の条例の範囲内で、安い使用料で、そして快適

に。そして、もう一つはお年寄りであれば管理のしやすい、管理っていうのは、在宅医療

であり、在宅介護であり、そして、いろんな意味でサポートできるような体制を取るのが、

この空き家対策かなあと思ったものですから、町長、こういう、まあ今、住宅の重点施策

で来年度も新しい住宅が建ちますけども、やはりそういうような両輪でできないかなとい

うことで、これを提案したわけでございます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 高齢者向けに環境のいい空き家、住宅を空き家を利用できないかと

いうふうなお尋ねでよろしいんでしょうか。本当に空き家、相当多くなってきているとこ

ろでありまして、執行方針でも述べさせていただきましたけども、現在空き家の対策調査

しておりまして、できれば来年度早々には空き家の、危険家屋の処理に向けた対応をとっ

ていきたいというふうなことは、執行方針の中に書いたとおりであります。議員ご指摘の

ように、高齢者の方が、町営住宅の建設も考えてますけども、今の空き家を利用した、ど

うしたら空き家を利用できるのかですね、その辺の制度設計を立てなければ進んでいかな

いなというふうに思っております。質問の趣旨は理解できましたので、職員とちょっと勉

強させていただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) それから、空き家対策と同じく、前も質問してますけど、私は町民

の健康管理のためにタブレット端末を導入したらいいんでないかな、これは病院にも、各

医療機関にも。そして、福原が緊急でケガはしましたけど、そういうふうなときに、すぐ

福原、どんな病気をもって、どういう薬を飲んでる、全部端末で。そうすっと、お医者さ
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んが福原英夫と出すとすぐ病的な症状、薬も全部立ち上がった。それと、万が一、我が家

のすぐそばであった独居老人が倒れたとき、この人はどういう病気を持ってる、そして、

どこに親戚がある、どこに連絡先があると、全てその端末で入力してるんです。そういう

ふうなことで緊急事態、日常の健康管理、全てをこの端末で。それと先進地はこういうこ

とをしてます。お医者さん、個人病院も公立病院も全てそれを共通してもってるんです。

そして、ただし、個人の了解を得なければならない。そして、データを入れる。というこ

とで、タブレットの端末を導入を検討してみませんかということなんです。いかがでしょ

うか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町民の日常の健康管理並びに迅速な対応のためのタブレット端末の

導入というふうなお尋ねでございます。本当に現在の介護保険制度においてもですね、地

域支援事業では平成３０年４月からの在宅医療、介護連携推進事業として情報の共有など

の取り組みを進めていくことになっているところでありまして、また、タブレットも含め

た、いわゆるＩＣＴ技術を活用した情報の共有は、もう既に先進地では取り組んでいる状

況であります。様々なツールも開発されているようであります。ご指摘の医療情報の電子

化のみならず、介護情報、健康情報の電子化には、まだまだこれから調整してクリアしな

ければならないことが多くあるところであります。近々郵便局でもタブレットを活用した

見守りサービス開始の準備も進められているようであります。これらの情報も十分、情報

をキャッチしながらタブレットを使え、高齢者の健康管理などに対応するために検討して

まいりたいというふうに思っております。十分検討する価値があるんだろうなというふう

に思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長、ありがとうございます。そういうことで前向きに捉えて、体

制を整えてください。

次に、高齢者の引きこもりをどうにかこう引っ張り出したいなと。今、全国でやってま

す。それで、うちらもパークゴルフ場の無料化だとか、温泉の割引制度だとか、いろんな

ものを導入したらいいんでないかなと。それと、お年寄りカラオケ好きな方もいるし、麻

雀好きな方もいるけれども、日中の施設、有料の民間施設、そんなことでこう引っ張り出

してできないかな。これやってるところがあったもんですからね。おお、面白い町もある

もんだなと。

それと、もう一つは、大漁くんバス動かしてますけども、足の悪い方、脳梗塞で車椅子

の方などもおりまして、やはりタクシーを利用する方もいるんです。それで、私は６５歳

以上２割だとか、７５歳以上３割引だとか、そんなふうなことも導入できないかなと思っ

ての提案でございます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員は、時間がなくて端折って質問してますけども、私は時間

が進まなくてゆっくり答弁させていただきたと。

お尋ね、十分理解できるわけであります。パークゴルフ場、それからカラオケ含めまし

て十分検討する価値がこれからはあるんだろうなというふうに思っております。介護予防

の、次期の介護保険事業計画もありますので、いろんな意味でその展開や地域包括ケアシ

ステムなどに、施策として検討させていただきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長の配慮に感謝して、もう終わりますので。今のことはいろんな
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意味で波及効果があると思います。それで、スナックの方々も、何にも町が全部出すんで

ない、個人が千円でも１千５００円でも２千円でも、カラオケ歌って１ドリンクでいいん

でないかなと。そういうふうに思ってました。それが月に１回であり、２ヶ月に１ぺんで

もいいんでないでしょうか。そういう楽しみっていう、生活の目標を持たせるっていうこ

となんです、ここは。

それで、３番目に町民自ら所得の向上に取り組むために、我が家の、我が家の一村一品

運動を展開できないかと。まあ、大分県のさっき言った大山の梅、栗でハワイ行こうでな

い、自分達が自らやるということ、自分達が。そして、山菜でも、僕は桜、はちみつでも

いいんでないべが、それと無農薬の野菜を出したり、それと健康食品で、今いろんなの松

前町で健康食品の素材があります。そういうふうなものをやれる環境、そういうやれるよ

うな設備、やれるような指導、そして、やった結果が出るような販路をみんなで考えない

かよということで、それで、福原だけでなく町長も役場職員も町民も、みんなで考えて、

これを実践すると、先程の１００万でないけれども、葉っぱで１千万も稼ぐ町があるよう

に、これ５０万でもいいんでないでしょうか、１０万でもいいんでないでしょうか。そう

いう考え方なんです。それで、我が家の一村一品運動、あまりお金をかけないで、ラベル

だとか袋だとか、そして販路。そういうふうなことを考えて我が家の一村一品運動ができ

ないかなというようなことで、これも提案でございます。町長、いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 我が家の一村一品運動というふうなお尋ねでございます。本当に所

得の向上と町民のやる気が出るような、そんな施策を打ち出せればいいなというふうに思

っているところであります。いろんな環境づくりが必要になるんだろうなというふうに思

っております。一層のご指導いただければというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) まあ、知恵は一人ではたかが知れてます。先程私の質問のときに、

隣の沼山さんも近江さんのも私が考えていないことをやはり質問するわけでございます。

そういう知恵を集めたらいいんでないかなと思います。

それで、健康づくり等で生活に目標を持ち意欲的に取り組むっていうんですか、ポイン

ト制度の導入、これ、いろんなとこでこれも。健康で、づくりのために動いた人達がポイ

ントを重ねて牛肉をもらった。浦河では老人クラブの人達が貯めたポイントで商品券をも

らっただとか、いろいろやってます。そんな考え方っていうのは、自分がやったことが跳

ね返ってくる。せいぜい上限が１万円だとか、５千円だとか、いうふうな金額。それで、

何千人にやるか、やってもそんなにお金がかからないんです。そんなことで、町民が元気

になるようなプランのポイント制度の導入考えてみないかなと、提案です。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) いろんな自治体での取り組みのお話がございました。まず、高齢者

が元気になるような施策のポイント、ポイントって言うんですか、チャレンジポイント制

を導入して、高齢者が元気になるような制度設計してみないかというふうなことだろうと

いうふうに思います。あまり、あれですね、ご質問の趣旨、十分理解できます。社会教育、

或いは健康推進、いろんな関連もあります。財政的な部分もありますので、町内できちん

と勉強させていただきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) それで、よく言われるのが、したら、おめえどこから財源持ってく

るんだよって言うんですよね。それで、やはり、財源がないわけではないなあという気持
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ちがありまして、しかし、それは町長の判断でございますのでね、どっか、いっちゃった。

まず、次年度の繰越金、基金とそれと半分は一般財源として翌年度に使っていく基金、繰

越金、ソフトの方に回せないかと。それと、いつも私は佐藤久課長には怒られますけども、

大漁くんバス等々の事業の見直しをして、圧縮して１千万とも２千万とも。もう一つは究

極的なんですけども、どなたかに睨まれますけれども、ある町でこんなことをやってまし

た。このために、こういうふうなソフト事業のために職員の５％給与カットやってます。

ほらね、笑ったでしょう。あのね、５％というとだいたいうちらで４千万かい、４千万く

らい。それと、この繰越金と事業を圧縮して約１億になるかな。そんなことを夢物語で考

えてますけども、そういう提案をさして、町長の答弁を求めて終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長

○町長(石山英雄君) 財源の確保について、次年度の繰越金などがあるというふうなお尋

ねでございます。繰越金はですね、やっぱり決算を迎えた中で発生するのが繰越金だとい

うふうに思うものであります。最初から繰越金をあてにできるような、そのような性質の

財源ではないということは、ぜひご理解いただきたいというふうに思っております。結果

的に繰越金で次年度に繰り越すっていう制度でありますので、最初からあてにできない財

源でありますから、ぜひご理解いただきたいというふうに思っております。

時間もありませんので、総じて私の答弁で終わらせていただきたいと。もう１問お願い

します。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) まあ、次年度繰越金っていうのは、うちらの町もそれを予定してる

のか、してないのかわかりませんけども、やはり、型も、どうしても住民要求の中で型物

が、公共事業が多いわけですけれども、町民、一般全てに恩恵が行くようなシステムをと

ると、翌年度の繰越金でもいいですから、そういうふうなものを補正でね、９月の第３回

定例ですから、終わった後に決算が上がってきた段階で、１２月定例でもいいし、そうい

うふうなとこでそのものの、いや、したら今回は１千万か２千万したらやってみるかとい

うふうな程度なんです、これは。そして、結果が良ければ、結果が良ければそういう提案

を継続してくということでございます。最後。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に必要なものがあればですね、どんどん補正予算で対応してま

いりたいというふうに思っております。箱物はっていうふうなご指摘もありましたけども、

私は予算編成にあたっては、やっぱり町の中の経済も大事でありますので、バランスに配

慮した予算編成をしてきているつもりでありますし、これからもそういう予算編成に心が

けていきたいというふうに思っているところであります。町で使える金は町で使えるよう

な、そんなまちづくりをしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただ

きたいというふうに思います。長時間、ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、５番工藤松子君。

○５番(工藤松子君) このたびは、北海道から医師１名の派遣が決まり、本当八木田先生、

病院長も町長もホッとしておられることだと思います。町民の皆さんも、本当に先生増え

るよって言ったとたんにワーって喜んでくださいました。１年の期限付きっちゅうのがち

ょっと大変だな、その次はまたお願いにあがらなきゃなんないのかな、そういう不安もち

ょっとありますが、松前町立松前病院の新公立病院改革プラン案、これもなんか期日まで

に間に合いそうで、私も一番ここが気になっていたところで、ホッとはしておりますが、

この改革プランも、医師の人数を５人、６人と増やすような書き方で、この計画のとおり
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先生が増えてくだされば一番いいんですけども、ちょっと気に掛かるところでございます。

本当にプランを考え出してくださった方々には、本当にもうぎりぎりの線で練って練って

案を出していただいたものとは思いますが、八木田院長に、この先心配事がおこってくる

んじゃないかな。そういうことで、まず、新改革とは銘打ってますが、原状回復からとプ

ランの始めの部分でも述べられておりました。現状っていうのは、２７年当時、平成２７

年当時の病院の内容、そういうことだと思っております。プライマリーケア医中心の病院、

プライマリー診療医を育てるという大きな柱に則って考えられております。でも、医局の

先生方は、本当にもう身を粉にして働いておられて、患者さん方の話を聞くと、先生方大

丈夫だろうか。なんか忙しそうにしてる、下ばっかし向いてるとか、そういう言い方をさ

れる患者さんもおられます。本当に、先生方にはまるで医は仁術、儒教の方の考え方の犠

牲的な精神で頑張っておられるんじゃないかと、私は心配しておりますが、町長、どう感

じておられますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 工藤議員の質問ありましたけども、本当に４名の医局の先生方の思

い、本当に感謝しておりますし、大事に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。

お尋ねにお答えしたいというふうに思います。平成２７年度の３月３１日に総務省から

新公立病院改革ガイドラインが示されたことによりまして、平成２７年度、または平成２

８年度から、平成３２年度までを対象期間とした新公立病院改革プランの策定を求められ

たところであります。昨年は、医師数が１０月から４名体制になり、八木田病院長中心に

病院は診療の見直しをしてきたところであります。医師確保が喫緊の課題でありましたが、

北海道から２９年度４月、自治医科大学卒８年目の医師が派遣していただき、５人体制に

なりますが、北海道からの派遣は議員ご指摘のように１年の期限付きであり、まだまだ医

師数の不足の状況にあるわけであります。更に、院長と連携しながら医師の確保に向けて

努力をしているところであります。最低限医師６人の安定した診療体制を早い時期に実現

したいと思っているところであります。それでなければ、今回の改革プラン、冒頭で工藤

議員言いましたけども、本当に現状回復、再建のためのプランであるというふうなことも

改革プランの中で明記をさせていただいたところであります。医師の確保、喫緊の課題だ

というふうに思っております。工藤議員、心配されている気持ちも十分わかりますけども、

この先、一生懸命、町を挙げてお医者さんが来てもらえるような環境を作るのが私どもの

仕事だというふうに思っておりますので、議員の皆さんはじめ、町民の皆さんの大きなご

支援をぜひお願いしたいというふうに思っているところであります。大事な町の病院、み

んなで守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) 町長には、ご丁寧な答弁ありがとうございます。しかし、本当に先

生方はお疲れだと思うんですよ。町民は、どちらかというと、午前診療っちゅうと、あと

午後からは先生方、疲れたからゆっくりしてんだべ、そういう捉え方をしている人が大多

数です。先生方の本当の病院の中での仕事内容、全然、我々は見守る会だとか守る会だと

かいろいろ先生方の仕事内容をお話いただいて、それを説明しようと思って一生懸命集ま

りをもって活動しておりましたが、あんまり広がりません。同じようなメンバーばっかし

になってしまうんです。そういう辛口きいてるような人方も結構いるんですよ。もう受付

機午前っていっても機械が止まるのが午前中であって、受付機の機械が全部受け付けてし

まう、その分は全部先生方が午後になっても、お昼抜いても頑張っておられる。本当に頭
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が下がるところです。

まあ、冗談半分に言ったんだと思うけど、先生に対して医者でも風邪引くんだがや、そ

ういう話する人もいます。入院患者さんの中には、先生せっかく回ってきてもニコッと笑

って、あとササッと行ってしまう。本当に先生方はぎりぎりの点で患者さん達に接してい

るはずなんですが、どうもその気持ちがみんなには伝わっていってない部分があるんです。

自分達、私達の病院のこと、お医者さんの仕事をもっと知ってもらって、町民の先生方、

病院の先生方に対する感謝の気持ち、元気づける言葉、そういうものを町民の方に期待し

たいのですが、町長、いかがお考えですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在の、現在の午前診療を見直し、午後も、今の体制で午後も診療

を行うっていうことは、現在の医局の先生方には大変厳しい状況だというふうに心配して

いるところでもあります。しかしながら、４名の体制で今まで頑張ってきていただいてお

りますことに対しましては、本当に敬意を表しているところであります。病院の町民への、

病院への町民のニーズは議員の皆さん思っているように、医師の皆さんの業務量、本当に

ハードになっている状況であります。安定した医師確保、医療支援が確保されなければ、

本当に厳しい状況だというふうに考えているところであります。今、しばらくの間、少し

余裕を持って、午前中の診療という形で少し余裕を持っていただいて、継続した医療を受

けられることを願っているところであります。安定した医師確保に向けまして、しっかり

取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、午後の診療が早く再開できるような

医師の診療体制ができればいいなというふうに思っているところであります。しっかり取

り組んでまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 町長の気持ちもよくわかります、それから病院の先生方の患者さん

方に対する気持ちもよくわかります。ところが、町民に今、病院こういう状態で先生方頑

張ってるんだよってことを我々の声だけで伝えようとしても、なかなか広がらないんです

よ。それで、ぜひ、町の方から、町長の方からって言うんですか、病院のコラム欄みたい

なものでも、先生の仕事はこういうことがあるんだ、こういう状態で今、どのぐらいの患

者さんが病院では引き受けてやってるんだっていう、そういう数字的なものとか、そうい

うことを町民の皆さんにわかってもらえるようにしてほしいなと思ってるんですが、いか

がなもんでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院の情報につきましては、努めて町民の皆さんに早くわかっても

らえるような方策は、対策はとってきたというふうに思っているところでありますし、今

の医療の状況もですね、４名体制から１名増えることも広報に載せてますし、それから函

館市立、函病、更には中央病院、そして協会病院から支援の関係も早く住民の皆さんにお

知らせをしてきているつもりであります。早い、本当に町民の皆さんの不安の解消をして

いただくために私どもも頑張っておりますので、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) 患者さん方も、それから町民の皆さんもいつ病院のお世話になるか

もしらない、そういう状態です。特に松前町は高齢者が多く、それから仕事もきつい仕事

をやってる人方も多く、いつケガをしてもおかしくないような、そういうぎりぎりの人方

も結構いらっしゃいます。本当に病院の救急体制、それから入院体制、そういうところで
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みんな救われているところでございます。本当に気楽な、お気楽な言葉を発するような人

方、本当にいなくしたいっていうか、失礼ですけども、先生、午後から休んでんだべとか、

そういう発想をもたれるような体制であってはいけないと思うんですよね。ぜひ、ただ、

何曜日は何病院から何先生来ますとか、応援医の報告だとか、そういうところじゃなくて、

もうちょっと気持ちのこもった、なんかちょっとした漫画的なことでも、１ページ全部使

うんじゃなくて、今、病院はこういう状態だってことを、１回、２回ではなかなかわかな

んないので、できれば町広報にでもちょこっとそういうところを作って、町民の皆さんを

わかった、皆さんにわかっていただけるような、なんか手立てないかなって思ってるとこ

ろです。

あと、病院の、松前病院の先生方はまだお若い先生方が多いです。ご自身の研究したい

分野とか、それぞれお持ちだと思います。ここに骨を埋めるもの、町民は勝手にそう思い

がちです。木村院長が、前院長が町を去られたことによって、ああ、病院の先生も行って

しまうんだっちゅう気持ちは持ったかもしれませんが、本当になんて言うんですか、先生

が来てくれれば、もうそこにずっといつまでもいてくれるもの、病院がそこにあればもう

いつまでも病院はあるもんだ、そういうふうに考えがちなんで、ぜひ町長には、先生方の

研究とかやりたいことがちゃんとできるような手立ても、時間的な余裕、そういうものも

考えてほしいな、そう思っておりますが、いかがでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 平成２８年度の予算においても３千２００万の支援の話をさせてい

ただきまして、可決していただきました。本当に感謝申し上げたいというふうに思ってお

ります。そこに来るまでにですね、八木田病院長とは私の考え、思いも伝えておりますし、

院長は院長と致しまして、大変喜んでいただいているところであります。結果として、私

の任期中の４年間の支援になりますけれども、八木田病院長は喜んでいただいてるという

ふうなことは、ぜひ町民の皆さんにお知らせいただきたいと思いますし、本当に病院の補

修、直さなければならない部分もありますし、それから医師住宅も、医師の住宅も古くな

っている部分もあります。更には医療機器の古いのもあります。更には看護師、マンパワ

ーが不足してるという話も聞いております。そういう中でですね、この２８年度からそう

いう支援をさせていただいたことにつきましては、病院長、感激、喜んでいることもぜひ

お知らせしてあげたいというに、知らせてやってほしいなというふうに思っているところ

であります。

何回も言います、本当に病院、私と医師の方とですね、今、そういう関係全くございま

せんので、いつも話をさせていただいておりまして、前向きに今、病院が進んでおります

ので、本当に皆さんのご協力、町を一つにしてお医者さんが残れる、お医者さんが来ても

らえる環境づくりをしていきたいというふうに思っているところであります。

町の中でですね、そういう雰囲気を作る状況、今、そういう状況ではないですよ。本当

に今、町を挙げて受け入れる環境つくるのがですね、私ども、政治を司る人の、町を守る

ために今一番大事な部分だと思ってますので、工藤議員、ぜひ理解してほしいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 以前、町長は医療のことはわからないから、全て院長にお任せして

っちゅような答弁を何回かいただいたことがありました。でも、今の言葉、それから、こ

の間の町長からのじかじかのお話で、本当に院長と連携してこれから病院を支えていくん

だなあということがよくわかりました。ありがとうございます。

さて、医師確保についてですが、以前は、プライマリーケア医中心ということで、プラ
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イマリーケア北海道支部の看板の下に運営していた医師研修、それから育成の道、それが

今度は、松前病院はプライマリーケア医中心の病院ではありますが、そういう医師の研修、

医学生の育成、そういうものに関しては、ひとえに八木田院長の肩にかかってくるわけと

思います。ですから、指導する側の業務的負担を考えると、本当にお気の毒っちゅうか、

果たしてその育てた医師の先生方が、松前良かったなあと思ってまた帰って来てくれる、

そういう形までには、まだまだ大変な苦労があると思うんです。それで、本当に大変な思

いをしているのが八木田院長でないかなと思うんですよ。十分に町長の気持ちはわかりま

したし、これから本当に先生方が苦労した、その結果が報われたっちゅう実感、そういう

ものが達成感、そういうものが感じられるような病院になってほしいなと思います。そう

なったら、多分先生方も本当に忙しい思いをしても、また元気になる、その素になると思

うんですが、町長、いかがでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に４名の医局の先生は、今元気に働いていただいております。

本当に安心していただきたいというふうに思います。現在の医師４名の、常勤医４人の中

で３人はプライマリーケアの北海道ブロック支部の会員でありまして、プライマリーケア

の指導員医であります。これからもプライマリーケア学会及び北海道ブロック支部の中で

しっかりと連携をしていきたいと、八木田院長はじめ医師の皆さんがお話をしているよう

でありまして、本当に安心をしております。

新年度から、研修医、医学生研修の受け入れをすることになりました。まず、月１人、

少人数から始めていきたいというふうなお話を聞いているところであります。私自身と致

しましてはですね、八木田院長はじめ医局の先生方には、まだ無理をしてほしくないなと

いうふうな思いもあるんでありますけども、院長の強い思いで研修医、更には研修生の受

け入れをする形になりましたのでしっかりと、町と致しましても応援できることはしっか

り応援してまいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 町長の気持ち、意志はよくわかりました。それで、医療は病院と、

それから行政、それに住民が加わらないと上手くやっていけないもんじゃないかなと、私

はそう思ってるんです。それで、病院の方では住民理解のため、そして、町民参加の病院

をつくるために、より信頼され、愛される病院としての理念、それから、病院の目指すも

の、医療懇談会、ボランティア受け入れなど、病院側として考えておられるようですが、

それをぜひ行政としても広報活動をして、町民の方々にぜひこういうことを手伝っていた

だけるようにっちゅうんですか、同じ、共通理解っちゅうんですか、難しいっちゅうか、

なかなか理解難しいかもしれませんけども、積極的に町民がそういうことにも力を貸して

くれるような、その広報活動をぜひ町長にやってほしい、町政側にやってほしいと思って

るんですが、いかがでしょう。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 工藤さん、あれですね、広報活動については毎度毎度一般質問でお

っしゃられております。私も、その都度広報として不足があるのかなと思うんであります

けども、決してそういう声ばかりでないですね。ですから、広報、今までどおりの形で町

民に早い情報を提供したいし、安心していただきたい。その情報は提供したいというふう

に思っているところであります。

町民の皆さんが町民の病院であると、今、工藤議員の質問もありましたけども、町民の

病院であることをしっかりご理解いただけるように、これから職員と町の広報誌はじめ、
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病院のホームページも活用し、広報することになるんだろうというふうに思っております

ので、機会あるごとに、私はじめ、町職員がいろんな会合もありますので、病院の状況に

ついて、職員もお話できるような、そんな取り組みができればいいなというふうに思って

おりますし、議員の皆さんも、親戚、知人、友人の皆さんに病院の、町立松前病院は八木

田院長が中心に頑張っていると、だから理解して応援してくださいということを声を大き

くお伝えしていただければというふうに思います。何回も言います、今、町が一つになっ

てですね、お医者さんが来てもらえる、その環境づくりをみんなでしていきたいと思って

おりますので、ぜひご理解いただきたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 本当に、町民も行政も病院も一丸になる、今がそのチャンスだと思

うんです。ぜひ、よろしくお願いします。以上で質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１１番西村健一君。

○１１番(西村健一君) 通告してありましたけど、なかなか言いづらくなってしまいまし

た。４番議員が、通告文に先立ちまして、イントロで私の質問したいことを話されました。

更には今、５番の工藤議員からも私の質問と同じような質問をされ、期待していた答弁も

私が要求していた答弁も町長から発せられました。まあ、であってでも、通告してありま

すので、私からも通告に従って質問したいと思います。

昨年、３月にですね、町長選において、町民から絶大なる信用を得て、厳しい戦いを勝

ち抜き、２期目の町政執行を託されました。以来、町長は住民の明るい生活と地域経済の

豊かさを目指して、選挙戦で掲げた公約を果たすべく、日々、日夜腐心され走り続けてお

られました。大変ご苦労様でした、敬意を表して労いたいと思います。

現状、掲げた公約の果実は少しずつ表れてきておりますが、まだまだといった感じもし

ております。それにつきましては、今後の次に期待していきたいと、このように思ってお

ります。

さて、病院事業についてでございます。院長不在、そしてまた常勤医師の不足等で、町

民は大変不安でした。そうした中、昨年師走に入った頃、明るいニュースが伝わりました。

八木田副院長が院長就任を引き受けていただき、更にはこの２月に入りまして、新年度か

ら１人の医師が増員されるということも町民には幸便として伝わりました。八木田先生の

もと、新医療体制が敷かれ、今まで以上に良好な医療が期待できるということで、患者、

そして町民は安堵したところであります。

医師、常勤医師の補充の件につきましては、緊急体制ということで大変、２４時間勤務

を強いられております。そうしたこともあって、医療現場の環境はまだまだ厳しい状態で

あると、このように認識しております。その事実は否めません。町長は、患者、町民の命

と健康を守る使命のもと、今申しましたように大変厳しい環境下で日夜励んでおられる医

局の先生方に意を配り、更には常勤医師の不足解消の問題等、病院設置者、設置者、責任

者としての務めを果たさなければと考えます。これは、町長に対して、数多の町民の偽り

のない思いでもあります。我が町は高齢化が進んでおります。そうした町の現状、町民は

寝ても起きても病院のことで心配が癒えない。こうしたことが現実であります。病院事業、

少しずつ改善の方向に進みつつはありますが、今、町民の抱いている心配の解消、これら

のことに対して、この先に向かってどう対応されるか、町長の考えを述べてもらいたいと

思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 工藤議員からも病院の関連で、関係でご質問いただきました。本当
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に町長の病院ではないんです。お医者さんの病院でもないんです。町民の病院なんですよ。

ですから、町民に愛される病院、今の町立病院の求める姿がそこにあるわけであります。

従いまして、何回も言いますけど、今、この段階で町民が一つになることが一番重要なこ

とだなというふうに思っているところであります。まず、大変苦労かけてます、今の医局

の４名の先生には。入院患者も減るわけでないですし、頑張っていただいております。医

業収益も悪くはないんです。２８年度の決算見込みもですね、決して赤字ではないんです、

頑張っていただいてるんです。そういう中でですね、医局の先生がそういう判断をして、

病院を守るんだというふうな強い意志があるわけでありますので、私の病院でない、町民

の病院、しっかりと支援をしてまいりたいというふうに思っているところであります。

まず、質問にお答えしたいというふうに思っております。町長には、町民の命と健康を

守る、健康保持に必要な医療を提供する責任が町長にあるんだというふうに思っておりま

す。そういう思いで、今まで病院に対する設置者としての対応をとってきたところであり

ます。このたび、北海道から自治医科大学を卒業された医師１名を１年間ではありますけ

ど、期限付きの派遣を受けられることになりました。４月から、したがいまして医師５人

の体制が整うこととなったところであります。この間、今回は北海道保健福祉部、大変配

慮していただいたなというふうに思っているところであります。大変な配慮があって、こ

のような医師の確保ができたというふうに思っているところであります。この部分につい

ては、新しい八木田病院長、更には病院のスタッフの皆さん、更には町としてしっかりと

北海道に要請してきた部分が実を結んだ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、まだまだ八木田病院長は、研修も受け入れるような体制まで、原状にま

ず復帰させると、原状回復だと。その体制を整えた中で次のステップアップを考えてるよ

うでありますので、しっかりと支えていきたいなというふうに思っているところでありま

す。まず６人体制を早く実現するように、院長と連携とりながら、病院スタッフの皆さん

と連携とりながら、医師の確保に向かっていきたいなというふうに思っていまして、早い

時期に適正な医療体制ができるようにですね、努力をしてまいりたいというふうに思って

おります。

先程、工藤議員にも言いました、４年間で１億２千８００万の支援を実施してまいりま

して、医療環境のいい状況を作っていただければというふうな思いでいるところでありま

す。この支援事業が医療現場の環境整備に、必ずしも寄与するものであるというふうに考

えているところであります。適正な病院運営に繋がるものと考えているところであります。

病院の運営並びに環境の整備につきまして、今後とも病院長共々、町として全力で協力連

携するとともに、病院と一体となって支えていきたいというふうに考えているところであ

りますので、ご理解いただきたいというふうに思っております。正しく、新しく一歩を進

むというふうなことになるんだろうなというふうに思ってますので、議会の皆さんのご支

援を一つよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) 大変、町民が聞いて安心できるような、力強いご答弁をいただき

ました。町長からは、病院事業、松前町立病院を総集するんだという固い決意をいただき

ました。ありがとうございます。

さかのぼって、平成２４年、１期目の当選以来、そのプロセスを見たときに、決して順

風満帆とは言えなかったですね。苦労の多かった４年間だったと思います。これは、宿命

だとは思っておりますが、この間、町長は町民の目線に立って町政を執行するんだと、常

々言っていたことを今、思い出しております。この先も終始一貫、町民のためという変わ
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らぬ気持ちで執行にあたるということには変わりございませんね。はい、うなずきました、

ありがとうございます。

まあ、再確認、新年度に向かってのこの第１定例会一般質問最後でございますので、く

どくなりましたけど、再確認です。患者の、そして町民の命と健康を守る使命感のもと、

現状厳しい環境下で、そしてまたきついローテーションをこなしている医局の先生方をで

すね、しっかり守ってやらなければとこの前も病院のことで話したときに、町長は言って

おりました。そうした町長の気持ちの表れたと理解しております。加えて八木田院長先生

の思い、更には医局の先生方の頑張りが町民の死にかかっていた心を温めてくれたんだな

と、このように理解しております。お互いがお互いを思うという人の思いやり、いかに大

切なことであるのか、それを今、痛感したところでございます。町政執行を担う町長にあ

っては、こうした心の持ち方が今後大きな力となるであろうことを、改めて町長に申し上

げたいと思います。

今後もそうした町長の考え方にぶれることのないよう、町政執行にあたっていただき、

八木田院長先生をしっかり支え、いい環境で、いい医療サービスの提供に繋がるよう努め

てもらいたいと、これが町民のひたすら望んでいるところでもあります。町長、応えてや

ってください。今、町長を応援する町民の声が、だんだんと大きくなってきております。

今がチャンスだと思います。町民には、町全体、いや、町ぐるみで病院を守るんだと、そ

うした気運の高まりを喚起させるべく、町長には汗を流してもらいたいと思います。

前段いただきました町長の答弁からは、病院をしっかり守っていくんだという強い決意

を感じました。大変ありがとうございました。終わりになりますが、町長、健康にはくれ

ぐれも注意され、自治体を統治する責任者として、町民に希望となるメッセージを、折に

触れ、強烈に発しながら、松前町のガバナンスとして輝いてもらいたいと思います。

最後に、頑張りますという、強い町長の意志を再確認して答弁を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に喫緊の課題がですね、何回も言います、医師の確保でありま

す。医師の確保のために、いろいろ適切な医療体制を早く整える必要があります。ですか

ら、医師の確保に向けましても、全力で取り組みたいというふうに思いますし、また、医

療現場における環境の整備につきましても、適切な病院運営を維持し、改善を図っていく

ためにも、必要不可欠であるというふうに考えているところであります。病院の運営並び

に環境の整備につきまして、今後とも八木田病院長のもとで、町として全力で協力、連携

をするとともに、病院と一体となって町ぐるみで病院を守るという気概を持って、努力し

てまいりたいというふうに思いますので、何卒強いご支援とご理解、ひとつよろしくお願

い申し上げたいというふうに思います。どうもありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

◎休会の議決

○議長(伊藤幸司君) この際お諮り致します。

議案審査のため、明日３月７日から３月９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致しました。
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◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

します。

なお、３月１０日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ３時３３分)
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特定個人情報の提供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１４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７ 議案第１５号 松前町道路占用料徴収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１６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
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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２０号 松前町財政調整基金の支消について

日程第１０ 議案第２１号 議決の変更について

日程第１１ 議案第１号 平成２９年度松前町一般会計予算

日程第１２ 議案第２号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計予算

日程第１３ 議案第３号 平成２９年度松前町介護保険特別会計予算

日程第１４ 議案第４号 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

日程第１５ 議案第５号 平成２９年度松前町水道事業会計予算

日程第１６ 議案第６号 平成２９年度松前町病院事業会計予算

日程第１７ 発議案第１号 議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

日程第１８ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第１９ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 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 尾 坂 一 範 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 高 橋 光 二 君 町民生活課長 阪 本 涼 子 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

大島 支 所 長 兼 小 島 支 所 長 兼 大 沢 支 所 長行政改革室長 内 藤 敏 徳 君

平 田 昭 浩 君 川 合 秀 樹 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

堀 川 昭 彦 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

小 川 佳 紀 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 議会事務局次長 斉 藤 明 君

議会事務局書記 三 国 大 地 君
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（開会 午前１０時４９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、４番近江武君、５番工藤松子君、

以上２名を指名致します。

◎議案第１３号 松前町総合計画策定条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第１３号、松前町総合計画策定条例制定についてを

議題と致します。

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

○総務経済常任委員会委員長(西川敏郎君) 議案審査報告書の提出について。平成２９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べき事件として、本委

員会に付託された議案第１３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、議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、松前町総合計画策定条例制定については、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。

(「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)
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○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。

◎議案第１７号 松前町総合計画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３、議案第１７号、松前町総合計画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。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第１７号、松前町総合計画審議

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。末尾の

説明資料をお開き願いたいと思います。

下段の説明欄にあるように、本定例会に提案しております松前町総合計画策定条例では、

総合計画の基本部分である基本構想につきまして、議会の議決を経ることと規定したこと

から、松前町総合計画審議会委員から町議会の議員を削るため、改正をしようとするもの

でございます。

改正案と致しましては、第３条第２項中第２号を削り、第３号を第２号と改めようとす

るものでございます。

以上が、議案第１７号、松前町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の内容でござ

います。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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１８号 松前町課設置条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第１８号、松前町課設置条例の一部を改正する条例

制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) それでは、ただ今議題となりました議案第１８号、松前町課設

置条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。末尾に添付

しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。

下段の説明欄です。平成２７年松前町議会第１回定例会において、北海道から職員の派

遣を受け、病院事業の地方独立法人化を含む経営形態のあり方などの懸案事項を調査、検

討するため、その体制づくりとして行政改革室を設置するための条例改正をしたところで

ありますが、平成２９年３月３１日、当該職員の派遣期間が満了することに伴い、行政改
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革室を廃止するため、条例を改正しようとするものであります。

第１条は、課及び室の設置であります。行政改革室を削ることと、削ることによる文言

の整理で、改正案のとおり改めようとするものであります。

第２条は、課及び室の分掌事務であります。行政改革室を削ることによる文言の整理で、

改正案のとおり改めようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は平成２９年４月１日から施行致そうとするものであ

ります。

以上が、議案第１８号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(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１８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１９号 松前町個人情報保護条例及び松前町個人番号の利用及び特定個

人情報の提供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５、議案第１９号、松前町個人情報保護条例及び松前町個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議

題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今、議題となりました議案第１９号、松前町個人情報保護

条例及び松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例制定について、その内容をご説明申し上げます。末尾に添付しております説明資料の新

旧対照表２ページをお開き願います。

下段の説明欄です。個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５

号第６条）の規定が施行されることに伴い、それと関連する条例の条項について、字句の

追加及び条ずれ対応など、必要な改正を行うため、当該条例の一部を改正しようとするも

のであります。

１ページへお戻り願います。第１条による改正は、松前町個人情報保護条例の一部改正

であります。

第２条は、定義であります。第４号に情報提供等記録の定義を規定しておりますが、改

正後の番号法第２６条において、番号法第２３条の規定が準用されることに伴い、改正案

の下線部分のとおり、加えようとするものであります。第２５条の２は、利用停止請求権

であります。第２項第１号に規定する引用条項が繰り下げられたことに伴い、改正案の下
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線部分のとおり、改めようとするものであります。

２ページをお開き願います。第２条による改正は、松前町個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部改正であります。第１条は趣旨であります。引用条項が繰

り下げられたことに伴い、改正案の下線部分のとおり改めようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、平成２９年５月３０日から施行致そうとするもの

であります。

以上が、議案第１９号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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１４号 町税条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第１４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。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１４号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１５号 松前町道路占用料徴収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７、議案第１５号、松前町道路占用料徴収条例の一部を改正

する条例制定についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(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。

お諮り致します。

議案第１５号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１６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８、議案第１６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。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１６号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２０号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第２０号、松前町財政調整基金の支消についてを議

題と致します。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(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 議決の変更について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第２１号、議決の変更についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１号 平成２９年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成２９年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成２９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２９年度松前町水道事業会計予算

◎議案第６号 平成２９年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第１号、平成２９年度松前町一般会計予算、日程

第１２、議案第２号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第１３、議案

第３号、平成２９年度松前町介護保険特別会計予算、日程第１４、議案第４号、平成２９

年度松前町後期高齢者医療特別会計予算、日程第１５、議案第５号、平成２９年度松前町

水道事業会計予算、日程第１６、議案第６号、平成２９年度松前町病院事業会計予算、以

上、６件を一括議題と致します。

本件については、予算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

予算審査特別委員会委員長、福原英夫君。

○予算審査特別委員会委員長(福原英夫君) 報告致します。予算審査特別委員会審査報告

書の提出について。

平成２９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、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
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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。

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)
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○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

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。

◎発議案第１号 議会の委任による町長の専決処分事項の規定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、発議案第１号、議会の委任による町長の専決処分事項

の規定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。議会運営委員会委員長、堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) 発議案第１号、議会の委任による町長の専決処分事

項の規定について、その内容をご説明申し上げます。

本議案につきましては、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するもの

であります。指定する専決処分事項につきましては、議会の議決を経て締結した工事又は

製造の請負契約で、契約金額の増額、もしくは減額が当該契約金額の１００分の５（その

額が５００万円を超える場合は除く）を超えない変更契約の締結に致そうとするものであ

ります。

附則と致しまして、この指定は平成２９年４月１日から施行致そうとするものでありま

す。

以上が、発議案第１号の内容でございます。ご審議の程、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。

発議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第１号は原案のとおり可決されました。

◎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１８、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)
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり承認することに決定しました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、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１０日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了

致しましたので、これで閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、平成２９年度松前町議会第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２９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 午前１１時０８分)
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