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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意しておりますが、

時間の関係上原稿校正は初校しかできなく、誤字、脱字等があります

ことを深くお詫び申し上げます。

まことに恐れ入りますが、御了承のうえ御判読いただきたくお願い

致します。

伊 藤 幸 司松前町議会議長
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提出案件及び議決結果一覧表

１．町長提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

４２ 平成２９年度松前町一般会計補正予算 第４回 29. 9.11 原案可決（ ）

４３ 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正 同 上 同 上

予算（第２回）

４４ 平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第１回）

４５ 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補 同 上 同 上

正予算（第１回）

４６ 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第 同 上 同 上

１回）

４７ 教育委員会委員の任命について 同 上 同 意

４８ 教育委員会委員の任命について 同 上 同 上

４９ 人権擁護委員候補者の推薦について 同 上 適任答申

５０ 人権擁護委員候補者の推薦について 同 上 同 上

５１ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 原案可決

５２ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５３ 松前町空家等の適正な管理に関する条例制定に 29. 9.13 同 上

ついて

５４ 松前町表彰条例の一部を改正する条例制定につ 29. 9.11 同 上

いて

５５ 町税条例の一部を改正する条例制定について 29. 9.13 同 上

５６ 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例の一 同 上 同 上

部を改正する条例制定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

５７ 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の 29. 9.13 原案可決

制限措置に関する条例の一部を改正する条例制

定について

５８ 契約の締結について 29. 9.11 同 上

５９ 契約の締結について 同 上 同 上

６０ 新たに生じた土地の確認について 29. 9.13 同 上

６１ 字の区域の変更について 同 上 同 上

６２ 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ 同 上 同 上

いて

６３ 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の 同 上 同 上

変更について

６４ 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 同 上 同 上

認定 平成２８年度松前町一般会計歳入歳出決算認定 同 上 認 定

１ について

認定 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳入 同 上 同 上

２ 歳出決算認定について

認定 平成２８年度松前町介護保険特別会計歳入歳出 同 上 同 上

３ 決算認定について

認定 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計歳 同 上 同 上

４ 入歳出決算認定について

認定 平成２８年度松前町水道事業会計決算認定につ 同 上 同 上

５ いて

認定 平成２８年度松前町病院事業会計決算認定につ 同 上 同 上

６ いて

報告 平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率 29. 9.11 報 告 済

４ について
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

発議案 所管事務視察調査について（総務経済常任委 29. 9.13 原案可決

２ 員会）

発議案 所管事務視察調査について（厚生文教常任委 同 上 同 上

３ 員会）

閉会中の所管事務調査の申し出について（議 同 上 承 認

会運営委員会）

閉会中の正副議長、議員の出張承認について 同 上 同 上



平成２９年 ９月１１日（月曜日）第１号
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平成２９年

松前町議会第３回定例会

平成２９年 ９月１１日（月曜日）第１号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議会運営委員会報告

日程第３ 会期の決定

日程第４ 報告第４号 平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率について

日程第５ 議案第５８号 契約の締結について

日程第６ 議案第５９号 契約の締結について

日程第７ 一般質問

日程第８ 議案第４７号 教育委員会委員の任命について

日程第９ 議案第４８号 教育委員会委員の任命について

日程第１０ 議案第４９号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第１１ 議案第５０号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第１２ 議案第５４号 松前町表彰条例の一部を改正する条例制定について

日程第１３ 議案第５１号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１４ 議案第５２号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１５ 議案第４２号 平成２９年度松前町一般会計補正予算（第４回）

日程第１６ 議案第４３号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算

（第２回）

日程第１７ 議案第４４号 平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)

日程第１８ 議案第４５号 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）

日程第１９ 議案第４６号 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第１回）

◎追加した議事日程

日程第２０ 議案第５３号 松前町空家等の適正な管理に関する条例制定について

日程第２１ 認定第１号 平成２８年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第２２ 認定第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第２３ 認定第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第２４ 認定第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第２５ 認定第５号 平成２８年度松前町水道事業会計決算認定について

日程第２６ 認定第６号 平成２８年度松前町病院事業会計決算認定について

◎会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議会運営委員会報告

日程第３ 会期の決定
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日程第４ 報告第４号 平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率について

日程第５ 議案第５８号 契約の締結について

日程第６ 議案第５９号 契約の締結について

日程第７ 一般質問

日程第８ 議案第４７号 教育委員会委員の任命について

日程第９ 議案第４８号 教育委員会委員の任命について

日程第１０ 議案第４９号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第１１ 議案第５０号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第１２ 議案第５４号 松前町表彰条例の一部を改正する条例制定について

日程第１３ 議案第５１号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１４ 議案第５２号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１５ 議案第４２号 平成２９年度松前町一般会計補正予算（第４回）

日程第１６ 議案第４３号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算

（第２回）

日程第１７ 議案第４４号 平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)

日程第１８ 議案第４５号 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）

日程第１９ 議案第４６号 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第１回）

日程第２０ 議案第５３号 松前町空家等の適正な管理に関する条例制定について

日程第２１ 認定第１号 平成２８年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第２２ 認定第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第２３ 認定第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第２４ 認定第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第２５ 認定第５号 平成２８年度松前町水道事業会計決算認定について

日程第２６ 認定第６号 平成２８年度松前町病院事業会計決算認定について

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 伊 藤 幸 司 君 副議長 １１番 西 村 健 一 君

１番 飯 田 幸 仁 君 ２番 沼 山 雄 平 君

３番 福 原 英 夫 君 ４番 近 江 武 君

５番 工 藤 松 子 君 ６番 堺 繁 光 君

７番 油 野 篤 君 ８番 西 川 敏 郎 君

９番 梶 谷 康 介 君 １０番 斉 藤 勝 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 若 佐 智 弘 君

総 務 課 長 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
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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 横 山 義 和 君

平 田 昭 浩 君大島 支 所 長 兼 小 島 支 所 長 兼 大 沢 支 所 長 会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

川 合 秀 樹 君 病院副管理者 小 本 清 治 君

病院事務局長 白 川 義 則 君 水 道 課 長 三 浦 忠 男 君

学校 教 育 課 長 兼 学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長教 育 長 宮 島 武 司 君

堀 川 昭 彦 君 鍋 谷 利 彦 君文 化 社 会 教 育 課 長

選挙管理委員会事務局書記長兼監査室長監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君

議会事務局長 鍋 島 孝 明 君 福 井 純 一 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 鍋 島 孝 明 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 ９時５９分）

◎議長あいさつ

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成２９年松前町議会第３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３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

に配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、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) ９月７日開催されました議会運営委員会において、

本定例会の会期は９月１１日から９月１５日までの５日間と致しまして、議事日程につき

ましては、お手元に配布のとおり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) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から９月１５日まで

の５日間と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４号 平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、報告第４号、平成２８年度健全化判断比率及び資金不足

比率についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) おはようございます。

それでは、報告第４号、平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、

その内容をご説明申し上げます。これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成２８年度決算に基づき算定した比率につ

きましてご報告するものでございます。次のページをお開き願います。

当町の一般会計等の健全化判断比率でございますが、実質赤字比率につきましては、実

質収支額が黒字となったことから、この比率は発生致しませんでした。また、連結実質赤

字比率につきましては、国民健康保険特別会計が赤字となりましたが、他会計において黒

字となったことから、この比率も発生しなかったところでございます。次の実質公債費比

率につきましては、８．１％となり、平成２７年度の９．４％を下回ったところでござい

ます。更に、将来負担比率につきましては２５．６％となり、平成２７年度の３５．７％

を下回ったところでございます。これらの比率は、財政健全化法で定められております早

期健全化基準及び財政再生基準を全てクリアしてございます。

次に、下段の資金不足比率でございますが、水道事業会計及び病院事業会計ともに黒字

になったことから、この比率も発生しなかったところでございます。

なお、それぞれの比率の算定につきましては、後段に参考資料１ページから９ページま

で添付してございますので、ご参照を願いたいと存じます。

また、これらの比率の報告にあたりましては、監査委員の意見を付することになってご

ざいます。監査委員の意見書につきましては、別途配布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、報告第４号でございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎議案第５８号 契約の締結について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第５８号、契約の締結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) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第５８号、契約の締結について、その内容をご説明申し上

げます。

本議案は、議会の議決に伏すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。

去る８月３０日に指名競争入札を執行致しました平成２９年度施工平成２８年度繰越分

松前中学校グラウンド野球場改修工事の締結でございます。契約の金額は６千２４２万４

千円、契約の相手方は、川合・佐藤経常建設共同企業体、代表者は、松前町字茂草１１７

番地に住所を有します川合建設株式会社代表取締役川合寿美子でございます。なお、入札

結果表、予定工期等につきましては、参考資料として添付しておりますのご参照願います。
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以上が、議案第５８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５８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５８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５９号 契約の締結について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第５９号、契約の締結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５９号、契約の締結について、

その内容をご説明申し上げます。

本議案は、議会の議決に伏すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定に基づき議会の議決を求めようとするものであります。

去る８月３０日に指名競争入札を執行致しました平成２９年度大沢橋改良工事の締結で

ございます。契約の金額は１億１千６１０万円、契約の相手方は、三協・菅原経常建設共

同企業体、代表者は松前町字月島１８８番地に住所を有します三協機械建設株式会社代表

取締役早瀬智幸でございます。

なお、入札結果表、予定工期等につきましては、参考資料として添付しておりますので

ご参照願います。

以上が、議案第５９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５９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５９号は原案のとおり可決されました。

◎一般質問
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○議長(伊藤幸司君) 日程第７、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) 何か、朝から、おはようございます。よろしくお願いします。

朝、議員バッチを忘れてきたり、何か一人だけだったもんですから、若干今日の一般質

問、少しは自分の考えていることをきちんと伝えて、町長に答弁をいただければなという

ふうに思っております。朝、きっちと我が家の仏壇と神さんにはお願いはしてきたんです

けども、若干落ち着きがなくて申し訳ない。

昨日、浦河沖で震度４の地震がありました。そして、その速報を見ましたら、福島であ

り、江差であり震度１の告示があったんですけれども、松前町は震度１も、震度の告知が

なかった。ああ、やはり松前町っていうのは、そんな意味で立地条件っていうのは、この

４箇所、道南４箇所に選ばれた根拠の一つあるんだなあというふうに思ったわけでござい

ます。それで、佐藤課長笑わないでください、真剣に話してるんですから、二人とも、冗

談で話してるんじゃないんですよ、私は。ちょっと、あまりいい気分でないですね、真剣

にやってるんですから、わかりますか、あなた、止めなさい。

先日、７月２９日の新聞を見たら、ああ、松前町がそういう対象地になっているのかな

っていうのを初めて私知ったわけです。ただし、２００５年に既にそういう動きがあった

ということですね。そして、２０１７年のこの間の７月２９日、核のゴミマップ、改めて

絞って、いろいろ全国を見て絞った中で道南にきたわけです。

私は、この紙、核のゴミマップが発表されて、ああ、やだなあと。町長がここで伝えて

ますよね、松前の町長以外、上ノ国の町長は、仮に打診されても検討の余地はないと。想

定外の事態が発生する懸念はぬぐいきれないと松前町長は伝えてます。また、松前町に住

む５０代の自営業の男性は、国に一方的に名指しされることに抵抗感あると批判している

という新聞記事がありました。やはり、日本人っちゅうのは、第二次世界大戦で広島、長

崎に原爆が落とされて、核に対するアレルギーっていうのは余所の国より断トツに高いと。

それと、先の６年前に行われた３月１１日、東北の大震災。この人災と天災が混ざり合っ

た中で発生したあのことで、大変な、甚大な被害を受けた方々が多いわけでございます。

そして、まだ２万３千人がいろんな意味で住居、その他自分の将来で悩んでいる。そんな

中で、本当にこのことが打診されて松前町としてはどうなのかなあと。松前町の町民はど

れだけ情報を知っているのかな。

それで、ある方が私にこんなことを言いました。職員ではございませんけども、国でや

っている仕事だから、町村は関係ないんでないのという言い方をされました。国でやって

いてマップが出たっていうことは、地方自治体が引き受けなければならないんですよ、い

かがでございましょうか。そんなことを考えると、やはり町民にそのことを今はこういう

段階でこうだよっていうこと伝えなければならないんでないかなと思いました。それで先

日、用事で小島の方に行きましたら、建石の風車、国道２２８号線の国道の真横に大きい

風車が３基建ってました。ああ、これ万が一あったら国道閉鎖だなと。それで、私達の町

に今１２基ですか、風車が設置されますけど、風力発電が設置されます。どこにどういう

ふうにしてどうなのかっていう、松前町として現状おさえていることを伝えてくれれば良

かったなあと。はっきり言ってびっくりしたわけです。なぜかって言うと、風力発電が羽

根がもげて落ちたり、トラブルが結構今全国で起きているのに、何でこういうところにと

いうふうに思ったわけでございます。そんなことで、やはり経産省は、このことをまとめ
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るのに２００５年っていうことは、その前からもう取りかかってるっていうことでござい

ます。やはり、長い年月を費やして調査、分析した結果ではないかなと私は思います。

それで、町長にまず聞きたいのは、今日までの経過経緯をどのように把握しているのか

な、そして、町民にどのように周知するのかなと。周知すること必要ないっていうんであ

れば、それでいいですけども、その点を答弁願います。

○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。

ただ今の福原議員から一般質問いただきました。表題と致しましては、経済産業省、核

のゴミマップ公表に戸惑い、今日までの経緯経過を町民にどのように周知するのかという

ふうなご質問であります。お答えしたいというふうに思います。

この新聞の記事、今議員から指摘されましたけども、この新聞の記事、私も正直驚いた

ところでありまして、私どもと同様の首長の皆さんも本当にびっくりしている状況だった

ということは事実であります。予言もなく提出されているというような状態であります。

これまでの流れを若干申し上げますが、政府は原発から出る高レベル放射性廃棄物、こ

れは核のゴミになりわけでありますが、最終処分の適地を示す科学的特性マップを今回公

表したわけでありますけども、火山や活断層が周囲になく、海岸からも近い処分場候補地

が国土の３割が該当となっており、道内も陸地面積の３割が最適地となり、８６市町村が

最適地となる結果となったところであります。これは、新聞の記事だったというふうに思

います。この経緯を申しますと、７月２８日の第６回最終処分関係閣僚会議の資料から、

ちょっとちょうだい致しました。２０００年、最終処分法が制定されましたけども、最終

処分地の選定調査の受け入れ自治体は全くなかったわけでありまして、それを受けまして

２０１５年の５月、安倍政権としては抜本的な見直しに着手し、新たな基本方針を閣議決

定したところであります。同年の１２月、２０１６年中に科学的特性マップの提示を目指

す、これは、最終処分関係閣僚会議での決定事項でありまして、２０１６年中に特性マッ

プの提示を目指すんだというふうな取り組みをされてきておるところであります。２０１

６年の１０月、要件、基準、説明、表現等の慎重検討が必要であるということが、原子力

委員会から指摘をされているところであります。また、２０１７年の４月、検討成果のと

りまとめ要件、基準、確定、これは総合資源エネルギー調査会からの決定であります。更

には２０１７年の７月、地方自治体、国民に対する情報提供、理解の調整を図るというふ

うなところでありまして、今般の記事が新聞に載ったところであります。

今後は、科学的特性マップの公表を契機に、関係府、省の連携の下で国民理解、地域理

解を求めていくための取り組みを一層強化すると。これは、国の体制であります、国の考

えであります。国民理解、地域理解を深めていくための取り組みとして、このマップを活

用した全国各地での説明会、複数の地域に調査を受け入れていただくことを目指すもので

あります。というのが、国の考えでありまして、これが現段階で把握している内容でござ

います。いずれに致しましても、突然示された記事でありまして、私ども自治体を預かる

首長にとっては、大変驚いた結果でありますし、いろいろ、その後も首長方といろんな情

報を交換しながら対応を今考えているところであります。よろしく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) ３番。

○３番(福原英夫君) 現段階では、私もその程度かなあと思っておりますけども、しかし、

機会が熟して、いろいろと情報が流れてきた段階には、町長はやはりそのようなことは情

報を伝えてあげなければならないなと。
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それで、私が何で、今回のこの紙、核のゴミマップについて反応示したかと言うと、や

はり東北の大震災であれだけの方が亡くなって、あれだけの苦しんでいる、傷ついた方々

が多くいるわけでございます。人災であり、天災であり、どのような形であろうと、やは

りその地域に住む人達が、今まで何代もそこに住み着いて生活を営んでいた方々がそこに

住めないという状況、このようなことはしてはいけないと。それと町村の判断っていうの

は大変難しいなと思ってました。

それで、先程言いましたけれども、やはり日本人っていうのは、そんな意味からして、

相当な拒絶的なアレルギー反応をここのところでやはり持ってしまったと。しかし、私は

もう一つのジレンマとしては、沖縄の、戦後７３年経って沖縄に日本の８０％も９０％も

米軍基地がある。そして、沖縄の人達がまだあれだけ反対運動を続けている。しかし、誰

かが受け入れなければならないな、そういう視点を持ってるわけです。ですから、私はほ

んの一部でも助けてあげたいなあという気持ちがあるんです、私は。その板挟みなんです、

受け入れたくない、しかし、その苦しんでいる人達を助けてあげたいなという気持ちがす

ごく強いんです。

それで、この頃原発の、先日もですか、昨日、一昨日の新聞で、今の東北の福島の原発

で作業員が被爆したと。命、健康被害はないよというふうなことで、技術的な確立、そう

いうふうなことが私はほとんど確立されてるのかなあという気持ちもないではないです。

それと、今、北海道のちょっと名前忘れましたけども、あすこで実験しておりますけども、

しかし、あすこは核を受け入れないっていうことでああいう事業展開をしております。そ

んなことで、具体的に申し入れがあった場合、どのような判断基準を持つのかなあと、町

としては。ですから、こないと私思いますよ、この経産省から、産業省からこないと思い

ますけども、万が一あったとき、どういうふうな判断のもとにするのかなあと。やはり町

民の理解のしなければ、近隣町村、今、大間での函館市はあればけ膨大なお金をかけて裁

判をおこし、反対運動をしておりますよね。そんな意味で、何か仮説的な段階になります

でしょうけども、町長が思っている、考えていることがございましたらね、ちょっとお答

え願いたいなと。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町民の皆さんにですね、不安をあおるような手法っていうのは、私

考えませんので、きちんとした説明できる環境ができれば、きちんと説明致しまして、不

安の解消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。

現状申しますと、４月の１８日付けの世耕経済産業大臣から首長宛てに文書が入ってお

りまして、その文書、手元にあるんですが、こういう内容のものでありました。科学的な、

科学的特性マップは、科学的な情報を客観的に提供し、地層処分という処分方法の仕組み

や我が国の地下環境等に関する国民の皆様の理解を深めるためのものであって、いずれの

自治体の皆様にも処分場等の受け入れの判断をお願いするものではないというふうな文書

をいただいているところであります。まず、この点はご理解いただきたいというふうに思

います。

今の現状から申しまして、町長として判断したことにつきましてお話させたいというふ

うに、お話していきたいというふうに思います。現状、国策としての適地となった、今回

新聞に出た記事でありますが、適地となった経緯や環境などを現在は詳細にわからない、

説明がつかない状況でありまして、こういう状況下の中で町民の皆さんに説明すること、

周知することにつきましてはですね、ちょっと不安をあおる要素もあるのかなというふう

な思いもしておりまして、慎重に対応をしてきたところであります。新聞にも取材でも記
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事にも載ってますけども、現状、松前の地理地形的な条件、更には国道が寸断されるって

いうふうな条件下の中ではですね、なかなか受け入れられない環境下にあるというふうな

認識は町長として持っているところでありますが、慎重に対応してまいりたいというふう

に思っております。ただ、町民の皆さんの不安をあおるような、不安を解消するような手

法は検討してまいりたいというふうに思っております。

今、述べましたように、産業省においては自治体に受け入れを促すものではないという

ふうなことも示されておりますので、いろいろ国の方から打診があれば、まあ、話を聞か

ないことにはならないと思います。きちんとお話を聞いて、それは町民の皆さんにお知ら

せしたいというふうに思っておりますけども、いろいろ国民的な議論を呼ぶ、起こす要素

が十分ありますので、慎重に対応してまいりたいというふうに思っておりますし、北海道

としても早々と受け入れに関しては、はっきりと受け入れられない旨公表しているもので

ありますので、国の動向を注視しながら、町長として道内関係町村とも連携し、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ので、ご理解一つよろしくお願い申

し上げます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 世耕大臣から４月に文書が来てたと、７月ですか、ごめんなさい、

７月に来ていたという、やはりそのようなことが大事かなあと。それで、町民はこの新聞

で報道されたことより、特に新聞をとっている方々よりと言ったらいいんでしょうかね、

その範囲内でよりわかんないですから、やはり、あおるんでなく、そういうような情報が

あった場合は適切に伝えたい。それは安心料の文書ですね、安心してくださいと、強制す

るものではございませんよという文書なんで、私は、そのようなことは必要かなと思いま

した。

それで、次に、先程私ちょっと言いましたけれども、やはり、どこかの市町村、都道府

県でこの核のゴミの処理を受け入れなければならない時代が来ますよね、時が来るんです

よ。それで、私が言ったように日本人は特にアレルギーが強い、しかし、実際困っている

人達がいる、助けてあげたいっていう人情論も日本人は強いんですよ。そんなことで、自

分は助けてあげたいけれども、この町としては苦しいなあと、町としては苦しいと思うの。

それは町長の今思っているとおりだと思います。しかし、実際に動いたときにどうなのか

なあと。それで、私は最後に科学的にこの処理が１２０％も５０％も安全だよっていうこ

と。それと、町が、町民が、住民投票でもいいですよね、して、いいとか悪いとか、きち

っとした判断をする場面が必要だなと、何かそのような準備を少しずつでいいから行政と

してね、しておくべきではないかなあと思ってたんです。ですから、いきなりポーンとき

て、何だよっていう反対運動が起きるんでなく、片や賛成する人もいるかもしれない。そ

ういう運動に住民を巻き込むんでなく、ソフトランディングさしてくような手法っていう

のはあるんでないかなと。そういうことで、私は準備しておいたらいいんでないかなあと

いう、思うんですけども、町長のお考えをお聞きしたいと存じます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) いろいろと国策として進められている部分もありますし、国民的、

安全性が確保されると、正しく国民的な議論になってくるんだろうなというふうな思いを

しているところであります。ただ、現状申しますと、まだまだっていうんですか、説明で

きる環境にもございませんし、国の考え方もまだ示されておりませんので、少し経緯を見

ながら慎重に対応していかなければならないというふうに判断しております。いずれにし

ても、町民の皆さんに不安を与えるような状況は回避してまいりたいというふうに思って
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おりますので、ぜひご理解していただきたいというふうに思っております。

日本のどっかで誰かが助けるっていうふうな部分っていうのも十分想定されております

が、まだ松前が手を挙げるような状況にはなってないということは、ぜひご理解いただき

たいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 私もまだまだそういうことは、日本中が熟していないと思ってます。

しかし、東北の除染、表土をはいだものが山積みになっている状況、それと被爆した解体

材が倉庫に格納されていたり、それと遮断しているところから、汚染された、汚染されて

ると思いますけど、されてないとは言っておりますので、されてないような水、そういう

ふうな水が海に流されている状況もございますのでね、私は少しずつ、よく先輩に聞いた

のは、畳の目一つ一つでいいから、蓄積していった方がいいよと、その準備のために。そ

んなことを言われてましたんで、私もそのように思います。

それでは、質問の２番目に入らせていただきます。

今回の２番目の質問の表題、２９年の第１回定例会に質問したものでございます。天候

に左右されない漁業経営を目指して、その後の経過経緯について。それで、６月にも先輩

議員が松前港には約８００億切れるぐらいの投資がされてるよというふうなこと、どう活

用するんだよというふうな質問があったわけでございますけども、漁業についてはずっと

私は質問はしてきたんですけれども、それで、昭和２６年、ごめんなさい、平成２６年の

松前町の統計概要、平成２６年の統計概要のときに、これ、７月２日付けでございました

けど、そのときの組合員が３９７、３９７でした。それで、先日北海道新聞に６月２７日、

上に八雲漁協、下に松前町の３漁協が通常総会ということで。そのときの組合員の数が２

８２人、２８２人。統計概要は信じておりますし、組合長がこのことを２８０人と言った

んであれば、これも確かです。そうすると、３年間あまりで１１５人の漁師の方々が減少

したわけです、３年、３年間で。

私達の町としては、石山町長がなってから、漁業を立て直さなければならない、漁業を

どうにかしなければならない。そのために膨大な投資をしてきました。そんな意味で、こ

の頃ますます漁業環境が厳しい。そして、その厳しい現状が漁業に見切りをつけたり、休

業や転職する漁業者が見受けられる。見受けられる、多いっていうことの本当は表現した

いんですけど、ソフトにしました。３年間で１０５人ですよ。５単協合併のときの組合の

経営の目標は何十億でしたっけ、４０何億でしたっけ、３０億でしたか、２０億でしたか。

それで、私が前から言ってるのは、この衰退に歯止めをかけなければならないと、ならな

いと町長も奮闘、スタッフも奮闘してるのわかります。しかし、歯止めがかからないんで

す、辞める人、転職する人。

その次に、先日、町内をジョギングしながらある家に寄ったら、高齢の方ですけど、漁

業を辞めてしまったと。去年まで漁業に行ってて元気な顔だったんです。漁業を辞めてし

まったとたんに本当に老人になってしまったんですよ。生活もうできないぐらい、お金も

投資できない、維持管理費もできなくなってしまって、それで辞めて、まあ、一番は高齢

ですけどもね。それを見ると、やはり８０でも９０でも、船外機船で磯回りであり、小釣

りであり、できるのが松前の漁業のいいところなんですよね。そういう人達が多くなって

きたと。

それで、もう一つ言わしてもらうと、この２６年のときに、６０歳以上の漁業者が６２

％、６１．８％ですかな、７％ですか、６２％ですよ。３年経ったらこの人達はどうです

か。だから、このときの数字で７０歳、２６年ですよ、平成２６年度のときの７０歳以上
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が１７２人ですよ、１７２人。それで、そんなことを言ってても。それで、松前町は前も

言いましたけども、昆布養殖、真昆布であり、細目であり、それとウニの、植生のウニの

作って漁業者の生活安定させるということで、あれだけの整備をしたわけですけども、や

はりそういったアワビ、あれだけの意気込みでイカダ式がやってます。ここのとこ何軒か

増えたようですけども。膨大な投資をしました、しかし、その技術は持ってるんです。完

全に養殖、昆布養殖の人方、今年はいいって言ってました。ええ、去年はいろんな意味で、

しかし、今年はいいと。だから、生活の基盤は俺達はそれで成り立ってるよって言ってく

れるんですよ。だから、この技術、昆布の技術、ウニの技術、ウニは今年値段が良かった

んです。タンクのは特に良かったはずです。天然物も良かったけど。それだけ世界中のウ

ニが、世界中で需要があるから日本には来なくなりましたね、高値で。そういうこといく

と、この間、新聞にこんなこと載ってましたよ。試験場の方ですかね、北大水産学部の教

授、こういう見出しがありました。６月８日道新、世界的な需要過剰が追い風となって、

世界的なですよ、需要過剰が追い風になって、陸上養殖でも採算がとれるよって言ってる

んですよ。うちらの町、今はナマコ、３年で成貝ですか。相当頑張ってナマコはやってく

れてます。そんなことで私は、これを生かして漁業の生活基盤をもう一回つくってもらい

たい。今年は、マグロが豊漁だそうでございますけれど、イカはどうでしょうか、ヤリイ

カはどうだったでしょうか、刺し網も良かったそうですね。しかし、絶対数がお年寄りで

す。そのお年寄りの人達が生活できないから休業して辞めていくんでしょう。

そんなことから前回質問したことに、町長、答弁していただきます。まず一つ目、養殖

蓄養漁港としての活用するためのプランの検討はどこまで進んでいるのか、一つ目、お答

えください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ２９年の第１回定例会、天候に左右されない漁業経営を目指してっ

ていう質問をちょうだい致しました。今般は、その後の経過についてのお尋ねであります。

３月の質問を受けまして、６ヶ月経過しておりまして、職員といろいろと、組合ともお話

をしてきましたけども、議員求めるような回答できるかどうか、ちょっと自信ないんであ

りますが、今まで取り組んできた経緯などについて、お話をさせていただきたいというふ

うに思います。

まず、養殖、蓄養漁港の利用につきましては、漁港利用による増養殖の転換の流れ、こ

れは先般の議会でも質問、指摘を受けているところでありました。現状申しますと、プラ

ンの検討というふうなご質問でございますけども、既に大沢の漁港、更に、では、海水交

換改良工事の計画や、赤神漁港でのウニの養殖試験計画などを進めているところでありま

す。これは、先般もお答えさせていただいたところであります。また、以前から既にアワ

ビ養殖、ナマコ放流、冬場のホッケ蓄養、出荷の取り組みなどなど、生産実績も上がって

きているのもあるわけでありまして、プランという、総じてプランという検討っていうこ

とではなくてですね、既に漁業活動としている、取り組まれている内容。それで、もう成

績のいい部分につきましては、継続支援してまいりたいというふうに思っております。先

般の議会でもお答えしてますけども、漁港利用に関する増養殖の転換、大きく流れがとら

れているところでありまして、経過を若干説明させてほしいんですが、北海道では漁港を

利用した増養殖事業の取り組み気運を背景に、国に対して漁港内を利用した増養殖事業を

実施するための新たな漁港整備メニューを要望してきておりまして、平成２８年の３月に

水産庁の方で承認をいただいて、漁港を利用した増養殖を推進するために必要な漁港施設

の改良、補修、除去等が実施できるような環境になってきているところであります。これ
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を受けまして、大沢漁港につきましては、平成２７年から漁港内の水質等の環境調査の実

施などなどを進めておりまして、平成３０年には漁港の海水を外海との交流するような施

設を今検討しておりまして、３０年に予算付けが決定した場合には、海水交換の確保のた

めの防波堤の工事もやれるような状況になってきているところであります。

また、赤神の漁港、先程も申しましたけども、カゴによるウニの養殖試験を今実施して

おりまして、どうしたら産卵後も、ウニの実入りの悪い状況のウニにどうしたら実入りを

促進できるのか、今、職員が一生懸命研究しているところでありまして、チャレンジして

いるところであります。この件につきましては、福島町と協議会を立ち上げながら、お互

いの情報交換しながら取り組んでいるところでありますので、ぜひご理解いただきたいと

いうふうに思っております。ウニのカゴによる養殖試験、いろいろ今準備しておりまして、

９月、今月末にはカゴを浮かべましてですね、やれる環境が整うというふうな状況であり

ますので、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。

また今後、大沢と赤神の漁港につきましては、環境の改善を図って漁港整備事業と連携

した中で、漁港内での増養殖事業が実施することになりますので、支援をしてまいりたい

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) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長、昨日、松前町のホームページ見ました。本当は例規集をちょ

っと見たいところあったんですけど、自分のパソコン、パンパンで立ち上がらない、開か

なかったんですけどもね、それで、松前町のホームページでみたら、水産の職員１名募集

って書いてあったんですよ。おおと思って、それで、３年間でさっき言った１１５人減っ

たんですよ。町長のあと任期中にまた１００人以上減るっていう仮説も立つんですよ。だ

から、スピードが遅いんでないかなという感じがしないではないです。

それで、漁業が衰退していくよ、漁業がなくて、町ですぐ生活をしていく、生活の糧に

する人達がいなくなるよということをここでシグナルとして送ってるんですよ、私は。い

なくなるんですよ、ならないかもしれないですけど、３年間ですよ、たった。僕、これ比

較してみてびっくりしたの、本当にその数字が正しいんであればね。平成２６年と、今回

の組合長の言った数字が正しいんであれば。違うんであれば、違っていいですよ、ただ、

それぐらい急に。だから、専属の、専属のスタッフをここに入れて、漁港の活用、積極的

にプランニングしたらいいんでないかなっていう気持ちを改めて昨日思ったんです。漁業

が終わっていくかもしれないんだもの、人口が今、４千人になるんだよ、２０４０年に、

苦しいですよ。

そんなことでどうですか、ここのところで専属の熟練した職員を、そこの中には経験豊

富な方とも書いておりましたんでね、これだけの、そして、２８０何人で松前町の漁師の

方を貼り付けていったら、２３町内で、まあ、ないところもあります、均していったらな

んぼですか、１０何人よりいないんですよ。しかし、やってない地区がいっぱいあります。

多いところは２０人以上いるかもしれない。だから、そんなことからすると、積極的にそ

の専門家をハンターして、育てる時間がないからっていうことで、ハンターしてやる気持

ちがないですかっていうことをお伝え、お聞きして次に移ります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、統計概要の数字につきまして、議員、メモしていただけます

か、２６年の数字であります、準組合員を含んで３９７人、うち正組合員が３２９人、こ

れが平成２６年の数字でありまして、２８年、議員の指摘した年の数字につきましては、

準組合員含めまして３６９人、正組合員が２９８人っていう数字であります。まず、ご理
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解いただきたいというふうに思っております。

それから、ホームページでの職員の公募、この関係であります。議員承知されてると思

うんですが、公務員の皆さんは定年退職があるわけでありまして、将来役所の体制、役場

の体制をどうすべきかというふうな部分を含めまして、この時期に水産の専門の職員をき

ちんと確保する旨で公募させていただいておりますので、ぜひ理解をしていただきたいと

いうふうに思います。強い水産業なってほしいというふうな思いをしてますので、ぜひご

理解していただきたいというふうに思っています。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長の最大公約事項でございますのでね、そうして、そこにこの何

年間も、今年も膨大な投資をしてきてるわけでございます。私は、やはりなぜ比較するか

というと、農業振興はゼロで、漁業にこれだけのお金を投資してるんです。

それで、先日町内歩いてたら、松前町の公共で黒字なってるのは畜産だなあと。畜産の

方々は赤べこからそれを黒毛和牛に替える相当な努力と苦労をなさって、しかし、それを

松前町として支えたわけです。親牛を買うときにこれだけ出しますよ、頑張ってください

と。そして、この何年間、私はバブルでないかなと思うぐらいのものすごい市場形成をし

てました。これは、投資の仕方が違うんです、よく分析してみますと。この肉牛、畜産農

家が育つような投資の仕方です、生活を安定させるための、親牛のために、牛を替えるた

めに投資して、毎年。ただし、６５歳で打ち切りですか。そんなことを考えると、そして、

自分達が自らやらなければ、自分達の生活が安定しないよという、そういう仕組みを畜産

担当の方々がこの何十年もかかってやってきたわけです。これは素晴らしいなと思いまし

た。しかし、畜産農家が１１件ですか、１２件ですか、今。それと膨大の投資したガンビ

岱が今、荒れてきてますよね。そして、新しい今事業やるとします。これもまた新しい展

開、いや、やる意欲を育てる投資なんですよ、やる意欲とか。それが今の畜産の黒字です。

そして、もう一つ病院だそうですね、聞いたら。９年だと、まあ、これ決算のとき、私

質問しますけどもね。やはり、二つよりないんでないかということなんです。ああ、この

話も最もだなあと思って私聞いてきました。だから、きちっとした考えがあって投資しま

す、しかし、そこに教育がなければならない、教育が。自らやるように仕向ける教育がな

ければ人は育たない。そして、その中で支えてあげる。それが、畜産であったんです。だ

から、そこのところ、もう一回私はもったいないよと。だから、そういうシステム、せっ

かく成功事例がいっぱい松前町にあるんだから、もう一回それを見直してもらいたいなと

いうことでの１問です。

２番目、未利用海藻の有効活用は検討したのか、いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 未利用資源の有効活用を検討したのかというふうなご質問でござい

ます。前般の議会でも答弁させていただいておりますけども、岩ノリをはじめ、フノリ、

ヒジキ、モズクなどの最終販売の取り組みがされてきている現状もありまして、昨年から

北大の水産学部の学生により、岩ノリ、更には細目昆布の生育状況などの調査を継続して

実施しております。これらの調査データなどを参考となる部分があれば、今後有効利用の

参考にもしていきたいというふうに考えております。まず、大学生の皆さん、漁業者の方

と一緒に資源調査をされていることに大きな感激をしているようでありますので、漁業者

の皆さんと大学生との会話も大事なものであるというふうに思っているところであります

ので、引き続きこの未利用資源の活用策をさぐって、漁業者の皆さんとさぐってまいりた

いというふうに思っているところであります。
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それと、菅原組さんで養殖グループが、養殖ワカメも今やっていただいておりますし、

それから、ホヤも今試験をさせていただいているところであります。いろんな情報をキャ

ッチしながら支援してまいりたいというふうに思いますし、塩蔵ワカメに取り組んでいる

漁業者も現れてきておりますので、今後販路が拡大されるような状況を確保できるように

ですね、私どもも支援をしてまいりたいというふうに思っております。

更に、今年のさくらまつり期間中に「尻髙貝」って貝あるんです、ツブなんです、豆ツ

ブのことなんですが、尻髙、ツブを塩ゆでして観光客の皆さんに提供したら、すこぶる好

評だというふうな状況もあります。松前町内にはツブの資源がどれくらいあるのか、把握

つきませんけども、築地市場でも結構評判の高いツブなんですね、松前に生息している尻

髙って、尻髙貝っていう、正式には漢字で書くとお尻が高いっていう書くらしいんですけ

ど、それで尻髙っていう貝らしいんですけど、観光客の皆さんにも評判がいいというふう

なことも承知してますので、この辺も含めまして職員のみんなとどういう採補の仕方があ

るのかを研究していきたいというふうに思ってます。このツブに関しては、結構無尽蔵に

あるのかなというふうな気してますので、築地でも注目されているようでありますので、

ちょっと取り組んでみたいなというふうに思っているところであります。ご理解いただき

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 一番生産性が上がって、生活の糧にすぐなるっちゅうのは海藻です。

それで、フノリはいっぱい採る人がいるけれども、販路先がみつからない。ヒジキも販路

先がみつからない。そして、自然の海に帰っていく。私達で言う、いろいろ今思い出して

るんです。それで、先日、８月２９日の海の雑草は宝の山という、厄介者ガゴメ、今や特

産、養殖技術も確立され、近年は年間３００トン、１キロあたり４千円から５千円。ああ、

すごいなと。

それで、もう一つ、９月１日、海藻のおがっているところとおがっていないところをド

ローンで調査してるそうです。私も小さい頃、よく泳ぎにいったのは、赤平です。赤平に

いくと折戸浜でもなく、松前の浜でもないのに赤平が潤沢な昆布、海藻の豊富だったんで

す。何で、ここの海は豊富なのかなと思ってました。それで、きっともって松前の海って

のは、今、大島地区から小島地区っていうのは、天然の海藻にほとんど手つけてないんで

すよ。あんまり、見てない、何人かいますね、静浦にいたね、何人かいますけども。そん

なことで、やはり私はそういう調査も大事でないかなと。それで、即暮らしに役立つのは

海藻類ですよということをもう一回言わさしてください。

それで、海藻類の販路、海藻を俗に言うフノリであれば生で出した方がいいのか、乾燥

で出した方がいいのか、袋詰めして、パック詰めする、そういうことの指導を組合と水産

課と一体になって、僕はやってもらいたいなっていうことなんです。さっき言い忘れたの

テングサです。テングサとホトケノミミです。ほとんど採られてません、ホトケノミミな

んって、ホトケノミミは味噌汁の具にしたら最高に美味い、フノリよりもマツモよりも美

味い、食べたらびっくりします。そんなことで、もう一回、ゆっくりでなくさ、もう少し

スピード上げて、担当水産課でおりましたから、スタッフがいるはずですから、そういう

人達にお前、こっちの方やれよ、こっちの方やれと、みんなでやるのもいいし、そんなふ

うに分業して、販路拡大のためどうするか、ちょっと知恵を出して取り組んでみないかな

ということを質問したかったわけです、ここのところでは。どうなんでしょ。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。
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(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。

町長。

○町長(石山英雄君) まず、海藻類のご質問がございました。本当に松前の海域にある海

藻、資源調査、私も興味を持っているところでありまして、組合長とも資源調査やれるよ

うな、離島小島、大島含めまして資源調査やるっていうふうな話を、やりたいっていう話

はしておりますけども、まだ現実的にしていない。どういうふうな調査ができるのか、そ

の辺も検討していきたいなというふうに思っておりますし、本当に白神から原口まである

中で、海藻の種類も、原口地区にはアカモクもあるような話を聞いてますので、いろんな

資源調査しながら、無尽蔵にあるっていうふうな状況なのか、本当にホトケノミミもそう

いう状況があるのか、ちょっと調査できればしてみたいなというふうに思っております。

いずれにしても、海藻類は目に見える資源でありますので、興味を持って対応して、検

討してまいりたいというふうに思っております。

それから、海藻類の販路の拡大、これはいつの時代も一生懸命やってるつもりなんであ

りますけども、なかなかいい状況にはなっていないっていうふうなことでありますので、

これから検討を進めてまいりたいというふうに思います。

それから、豊かな海って言うんですか、豊かな海、これ私の持論なんですが、豊かな海

っていうのは、言葉悪くすると汚い海なんです、栄養のある海ってことなんですけど、で

すから、海藻類も採らないと新しい芽が出てこないわけでありますので、どんどん海を拓

くって言うんですか、開拓って言うんですか、海を拓くっていう意味での手法もこれから

検討していければいいなと思ってますし、現実、今年の離島小島の昆布の状況見ますと、

漁業者がいなくて採りきれない状況だったというふうに聞いておりました。ですから、離

島小島の昆布を根こそぎ採ることによってですね、海が虫もわいてきますので、それに魚

がつくというふうな意味からすると、海を拓くことは大事。ですから、着業してもらうこ

とが大事だなというふうに思っておりますので、これについても検討させていただきたい

というふうに思います。

それと、スピード感を持った対応っていうふうなご質問であります。一生懸命職員の皆

さんも取り組んでいただいております。ご指摘十分理解できますので、職員、或いは漁業

協同組合とちょっとスピード感持てるような対応が可能かどうか、ちょっとお話をさせて

いただきたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 先程、ツブですか、尻髙のこと町長が間に挟んだもんですから、工

藤勇次さんが水産課長時代に試験場でやった記憶がございます。そして、矢野旅館でもそ

のツブを試験試食した記憶がございます。私も、まあ、水産課の人達はどう思ったかあれ

ですけども、支所にいたときにある方にそれをつくって、直販課、試験場の直販課で売っ

た記憶ございます。その人は亡くなってしまいましたけど、早くに。それで中止したんで

すけども、やはり資源っていうのは無限ではないし、どうそれを有効活用するかっていう

ことでないかなと思ってんです。それで、試験場で相当な試験データがあると思うんです

よ、私は。ですから、そのときに取り組んだ試験データ、また、そのときに販路拡大のた

めにどういう取り組みしたとかっていうのは、僕は資料として残ってると思いますのでね、

町長、もう一回点検してみたらどうでしょう。私、ホヤをやるのは駄目だとは言わないで
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すけれども、やはり今までのノウハウっていうのは、蓄積されて即やれるもんですからね。

そして、松前の実態に合わせて、歴代の水産課長やってきてますのでね、そのことはやは

り十分含みおいていただきたいと。

それで、この何で僕、私はこの未利用海藻のことを言うかというと、５番目の高齢者に

繋がるからなんですよ。一番磯船船外機船で磯回りをして、採ってすぐお金にできるのが

これなんですよ、未利用資源なんですよ。そして、販路がきちっと拡大、確保されれば数

量が少量でも売り先ができる。北斗の矢不来のコンクリートのフノリではない、天然のフ

ノリ、やはり香りもいいし、歯ざわり感もいいし、そういうものを松前では採れるわけで

すから。それが即お年寄りの方々の生活の肥やしになるわけですから。やはり、そんな意

味でここを強く言ってたわけでございます。

３番目に移ります。培ってきた昆布、アワビ等の養殖技術を生かした漁業経営の奨励は

進んでいるのか。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) 養殖技術を生かした漁業経営の奨励は進んでいるのかというふうな

ご質問でございます。これも３月にいただいた数字でありまして、現状から、今、実行組

合の皆さんも養殖の着業者の皆さんも技術はもうすごい、高等な技術になってきていると

いうふうに思っておりますし、その技術を生かして各実行組合、特にウニ部会などによる

養殖昆布のエサづくりの技術にはですね、以前からも生かされておりますことは、福原議

員もご承知だというふうに思っております。今も、現在もこの時期にもウニを採取しなが

ら集中管理事業も進めているようでありますので、この経緯をしっかり見ていきたいなと

いうふうに思っておりますし、技術的には遜色ないって言いますか、きちんとした技術は

確立されておりますので、ウニの集中管理の部分で実績として１千万以上揚げている実行

組合もありますので、いろんな情報収集しながら、我々も支援してまいりたいというふう

に思っておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) この昆布とアワビ、やはりうちらの町は吉岡より早く、この日本海

側では不可能だと言われた真昆布の養殖に取り組んで、その結果がよくて今の何人かの方

々が大沢で何人か、白神で何人か、館浜で。まあ、その程度かなあ。そんなことで、少し

菅原組さんは雇用目的で、しかし、今年は良かったです、はずです。それと、菅原組さん

の職員以外も作業員として雇用してくれてました。ですから、それだけの力を持っている

昆布です。何で駄目だったのかっていう検証しながら奨励できないかなと。

アワビ、今回１６日、１７日に行われるマグロまつりでアワビが５個２千５００円。私

は安いと思いますよ。この間、ラルズでグラムはわかりませんけども、１個６００円ちょ

っといきました。ですから、５００円ほど安いですね、それから比べれば。ただ、大きさ

ですよね、８０グラムなのか５０グラムなのか、７０グラムなのかもしれません。ですか

ら、販路を確保することによって、アワビはいつでも今度は出せるんですよね、養殖です

から。そして、漁船漁業をやりながらでもできるんです。それと、先程町長は離島小島の

昆布を採る方がいなくなってしまったと。やはり離島小島で育った町長ですからね、その

思いは寂しくて残念だと思いますよ。それだけ漁師の方々が高齢化と、そして、あすこま

で行ってとってきて、賃金をかけてそして製品化する。昔はしめして巻いて、真昆布にし

てましたよね、端物にしてました。今は、採ってきって乾燥させて端物にしないでそのま

ま出荷してますよ。それだけ大変な労力が必要なんですよ、離島小島の昆布っていうのは。

だから、着業者がいなくなってるんですよ。
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ですから、そんなことを考えると、このアワビっていうのは、ものすごく軽作業で、そ

して、そんなに時間を取られるわけでないよと、養殖なんですよ。ですから、私は販路、

きちっとした販路先、マーケットでもいいし、居酒屋でもいいし、大手チェーンでもいい

し、そういうところと交渉したのかなと思ってるぐらいなんです。ですから、昆布は着業

者どうすれば増やせるのか、アワビ養殖はもっとイカダ式を増やすためにどうしたいいの

か、販路なのか、製品の歩留まりなのか、元気のいいアワビをどうするかだとか、いっぱ

いあるんでないかなと思うんですよ。それで、この漁業経営の奨励は進んでいるのかなあ

と思いまして質問致しました。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭で尻髙のお話されていただきました。私も当時、水産の係長し

てまして、折戸浜で後ろにいる管理職の方、何名かも一緒だったんですけど、和船で出て

いきまして、泳いで、素潜りで尻髙を採取したこともあります。素潜りだと相当体力を使

うわけでありますので、どんな採補の仕方があるのか、ちょっと職員と研究してみたいな

というふうに思っております。いずれにしても小さい粒なんですけど、実際販売した実績

も我々おさえておりますので、小さいことなんですけども、観光客の皆さんが喜んでくれ

るような状況をつくれるよう、少しでも所得になるかというふうに思っておりますので、

少し研究させていただきたいというふうに思います。

それから、今、昆布養殖とアワビの話がございました。昆布は養殖、目で確認、見なが

らやれる事業でありますので、しかし、一方で確実に収入が見込める事業でありますけど

も、議員ご指摘のように新規に着業する人がいない状況にあると。その理由としてはどん

なことなのかなというふうに、ちょっと研究してみますと、やっぱり人的な労力、大きな

労力を要するということがですね、人手を確保できない事情があって、新規に着業ができ

ないというふうな状況だというふうにおさえております。何としても、吉岡、福島で取り

組んでるような養殖規模までとは言いませんが、ああいう海象条件の良いところでですね、

昆布養殖できればいいなと思うんですが、残念ながら松前の場合の海象条件っていうのは、

地形、速いっていうふうなことがありまして、施設の維持管理にも経費がかかるような状

況であります。だからといって、昆布養殖を止めるっていうことにはなりませんので、確

実に収入が見込める事業、優良な事業だというふうに我々はおさえておりますので、今後

とも漁業者の皆さんと、一人でも新規着業の皆さんが増えるような状況になっていただけ

ればなというふうに思っております。

それから、高齢者の対策としてアワビのお話がございました。本当に、これにつきまし

ても継続していきたいっていうふうな思いがあるわけでありますが、現状考えますと韓国

産のアワビの流通によりまして、販売価格、販売先に大変苦慮している状態であります。

この流通販売を、どう切り開いていくのかというふうなのが課題だというふうに思ってお

りますので、高齢者の皆様方の、漁業者の、少しでも所得向上に向ける取り組みになって

いただければというふうな思いで、今後も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) ３番。

○３番(福原英夫君) 今、ちょっと真田、ちょっと小説読んでるんですけど、その小説の

中で太閤秀吉が小田原城を攻めたときに一夜城を造ったわけでございますけれども、人づ

くりっていうのは一夜限りではできないんですよね。イミテーションはできるんです、す

ごくお金を突っ込むことはできるんですけど、人づくり、意識づくりっていうのは、先程

言ったように畳の目一つ一つ積み重ねていったものなんですよ。ですから、やるっていう
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意欲、意識をどうつくるかが大事でないかなと思います、私は。ですから、私は今、そこ

のところが漁業者の方々は、ちょっとマイナス思考になってるんでないかなと思います。

やはり、昆布養殖があれだけ盛んにやって、１００基以上の昆布養殖施設があって、そし

て伊川さんがマグロをやって、それがいつの間にか延縄に変わってきましたけども、その

意欲なんですよ。おらは、自分の生活のためにおら頑張るんだと、やってやるんだという、

そういう意欲が欠けてきたように感ずるの。そこが一番心配なんですよ、私は。お金は、

町長とスタッフが考えてこういうふうにしてやったらいいなあということで投資しますけ

ども、直そこで生活の糧を得ている漁師の人方はどうなのかなあという気がしないではな

かったんです。そんな意味で、町長、今まで培ってきた養殖であり、いろんなチャレンジ

してた、試験センターでまとめられたものをもう一回見直しして、新たな出発をしてもら

いたいな。

それと、アワビについては、闘いがあって初めて物事が生まれてくるんですよ、その闘

いに勝たなければならない。それで北海道の松前でつくるっていうことは、韓国のチェジ

ュの周辺はすごいですよ、イカダが。あすこから空輸してくる原価が安いけど空輸運賃、

函館に行っても、私がいくアワビ屋さんに行くと、今の時期になれば養殖アワビだと言っ

て身のやわらかいアワビ、しかし、それも何も安くないです。ですから、販路を確立する

っていうことは苦労しますけども、町長、そこのところをもう一歩踏ん張って、スタッフ

のね、皆さんと組合と踏ん張ってほしいなというふうに思いますので、そこのところは十

分に考えてください。

それで、ウニです。今回のウニは、自分としては随分注目してるものなんです、前も言

いました。そしたら、まず３月の２３日に野生ウニに海藻エサ、色合いや味が改善、約２

ヶ月間、採取したウニ２４０個にエサを与えて、まずまずのうま味、苦み、色合いなどの

３項目が評価されたよと。陸上施設ですよ、これね、２ヶ月です。私は、前がいったとき

に、２ヶ月か３ヶ月のサイクルで松前であれば３回も４回もできるんでないのと、こう言

ったんです。それで、水温が７度以上になれば食いがよくなるって言ってますよね、上限

がありますけどね。

それで、今年岩手県の三陸のウニがあまり採れなかったそうです。それはなぜかってい

うと、早い時期に、２月、３月に水温が高くて海藻を食べてしまったからだそうです、７

度以上で。だから、海っていうのは貪欲でございますのでね、あるものを食べれる時期に

なると食べるんだなと、そういうことで思いました。それで、私は松前も水温が低いよう

で高いからね、１２月の出荷が無理でも１月からの出荷、そうすっと８月、９月の頭、今

月、来週で終わりですか、天然物はね、そういうことを考えると、タンクに入れながら２

ヶ月、２ヶ月半で出荷する体制を造って、それは実行組合であるっていう形を作ったらい

いんでないかなと。

ただし、そのエサは、昆布です。養殖施設を私は実現するために１基１０万でもいいし、

２０万でもいいから、やる実行組合にお金を出して、それエサとして回収して、乾燥させ

る。それと、今やってる養殖の業者の方に間引き昆布を採ってきてもらって乾燥さして、

すぐ何時間かで乾きますので、それをすぐ倉庫に入れて、そして順次与えていく。それで

ワカメが採らない、松前の人達生産性しないんであれば、ワカメを採ってそして入れる。

こういう循環サイクルをつくったら、１１月から１、２、３、４、５、６、７、８、９ヶ

月間できるっていうことです。できないかもしれないけど、そういう考え方なんです。

それで、なぜ次にいうかというと、８月１４日に浜中の散布漁協、ここはバフンウニで

すけども、生産量を現在の倍の４０トンまで増やしたい。天然ウニより高値で取り引きさ
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れる。生産者を現在の１４戸から４０戸に増やしたと。フル生産を予定する２２年度の１

億６千万円の水揚げ料。先程、世界的にいろんな需要がたかまっているから、日本での外

国から持ってくることはできなくなってきたと。そんなことをつなぎで聞いてください。

それで、ウニで十分に何百万も稼げるよっていうことなんですかね。それで、私はそこ

のところをもう一回考えて、そして、あとは実行組合に１０キロやったとすれば２００万

やったっていいんでないでしょうか。そして、本当にウニに実を、実入りをして、そして

今年より高い値段で買い屋さんに買ってもらうっていうシステムをつくったらいいんでな

いかと。それは、やはり水産課であり、組合であるが連携した、指導所であり、連携した

中で可能になります。これ、できると思いますよ、私もやってきたんだ、やったんだから

一回。そこのところをもう一回考えてください。

それで、私は何でウニかと言うと、松前のスルメ加工屋さんが原料を仕入れるのにもの

すごく苦労してます。それで、原料を確保できる人、それと委託されてる人、しかし、あ

と少し頑張れば、この経営を持っていけるっていう、そういう人達に私はこの時期からの

俗に言う、松前のスルメ加工屋さんは３月まで休みですからね、４月まで。その間に端境

期にそういう人達にウニのむき身をさしたら、松前の加工屋さん変わるんでないかという

夢を描いているんですよ、私は、夢ですよ、これは。そんなことを考えると、やはり漁業

者の力っていうの大きいんですよ。そんなことで、ウニについて、もう一回、答弁願いま

す。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) アワビの件についてもお話ございました。やっぱり販売価格が韓国

と競合すると、どうしても安くされちゃうっていう実態もあります。私もそうしますので、

福原議員も函館からアワビ買わないで、松前からぜひ買っていただきたいというふうに思

っております。

ウニの方のお答えをさせていただきます。議員おっしゃるように、ウニはウニの部会の

今の手法、優良な事業だというふうに思っておりますので、各実行組合と連携とりながら、

少しでも端境期に提供できるように生産ができればなというふうに思っているところであ

ります。今、今月の末から赤神でカゴによるウニの育成を実施しますけども、先般、神恵

内村の村長さんとお話することがありまして、神恵内村ではやっぱり漁港内を使ってやっ

ているそうであります。産卵後にエサの食いが悪いという状況もあるもんですから、どう

したら改良できるかというふうなことで、いろいろ試行錯誤した結果、いい結果が出てい

る状況も聞いてますので、その辺も職員と勉強しながら進めてまいりたいというふうに思

っております。

いずれにしても実入りをさせる、促進させるためにもいろんな給餌の仕方などなど、創

意工夫しながら進めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと。今

後とも貴重な漁業振興策だというふうに受け止めておりますので、ご理解いただきたいと

いうふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今回、３月の第１回の定例会のときの再質問をしているわけでござ

いますけど、こう振り返ってみますとそんなに大きく答弁の内容が変わったという気はし

ないんですよ、私は。さっきのアワビでないですけど、そりゃあ、４、５年ぐらい前に買

ったんで、今、上野さんを利用して少し高いですけど買わさしてもらってますけどもね、

やはり３月、４月、僕はそういうカウントの仕方するもんですからね、皆さんには申し訳

ないけど、やはりもっとスピーディー化があっていいんでないかな。そいで、こういう何
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って言うのかな、今まで４項目をしてきたけども、漁師の方々と膝を交えて話したこと、

あると思いますけども、漁師の方々はこういうテーマを持っていったときに、返答はどう

ですか、町長、したことは。ちょっと、教えて。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業者の方々といろいろ話する機会がないわけでなくて、きちんと

あります。漁協の総代会しかり、それから漁港期成会もありますし、組合の職員とも話す

る機会もありますので、大事な部分だと思いますんで、今後もきちんと話し合いをしてい

きたい。

ただ、特化して、このことについてどうのこうのっていう議論は、今まではあまりして

ないというふうに思っております。しかしながら、マグロの関係、そして、スルメの業界、

加工の業界の皆さんもこういう問題提起された場合にはですね、きちんと向き合いながら

対応させていただいていることをぜひご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) さっきから人づくりのこと言うんですけども、やはりこちらから出

向いてね、町長は行かなくてもいいですから、私忙しいからね、担当課の課長でなくても

主幹でも主査でも主事でもいいですからね、行って、自分達がテーマを絞り込んで、そし

て漁師の方々と協議をなさる。俗に井戸端会議のような形でね、やって、そして町民の漁

師の方々の意欲を触発するって言うんでしょうかね。そして、そうなれば松前町としては

昆布の種は無料だよとか、ロープは無料にするよだとか、そういうことを協議して。それ

と、ウニのエサの昆布確保してくれれば１基１０万出すよと。そして責任者を決めて、そ

してその人に１０万やってくれればいいの。そしてエサは入れると、タンクに入れると。

そういうふうな話し合いがなかったら、やはり堂々めぐりだなあということなんです。

まあ、わかりました。うん、まあ、それで最後は私が一番心配している高齢者の漁業者

の所得向上プラン、ここなんです。やはり、先程２６年度のときには６０％以上、６２％

は６０歳以上、７０歳以上は約３０％強ですよね。だから、そんな意味ではここのプラン

を本当に検討したのかと。今までずっとそのことでやってますからね、私は、この五つっ

ていうのは。ちょっとお答えください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 高齢漁業者に所得向上のプランを検討したのかっていうお尋ねでご

ざいます。現在、高齢漁業者に対しまして、言わば高齢者の方でありますので、採介藻漁

業者になるんだろうというふうに思っておりますが、高齢者漁業に対する支援策と致しま

して、今年度３トン未満の階層の漁業者に対する支援を実施しているところでありまして、

現在二次募集も行っておりまして、最終的には目標達成するベースの要請があるというふ

うなお話も聞いているところであります。やっぱり高齢者の皆さんの行える漁業形態とし

ては、アワビ、ウニ漁業の他に、一本釣り介藻になるんだろうなというふうに思っており

ます。

その他に、高齢者の所得を上げるためには、地区実行組合の一員としてのウニの畜養事

業やナマコの種苗事業、更には種ウニ出荷事業など、共同行使に係る事業の収入などと合

わせたものが、主な、主の収入源になっているところであります。そういう意味では、何

としても地域の実態を把握させていただきまして、今の実行組合の最新の実例から申しま

すと、蓄養ウニの、畜養ウニ漁業の共同行使の配分などによりまして、１０万円の配当を

いただいている、更にはナマコの放流事業の共同行使によります所得の配分もされている

ようでありますし、種ウニの出荷事業にも少額でありますけども配分されている。そして、
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大島のウニ共同行使の配分についても所得配分されている状況にもあります。更にはアワ

ビ、ウニの採取漁業、これは年５回から１０回、地域で磯船、介藻で採集しております。

この所得も３０万から、１人３０万から６０万を水揚げしているっていうふうなお話を聞

いているところであります。

こういう実態を踏まえますと、実行組合での共同行使の活動を中心にしながら、１人あ

たり５０万から８０万の漁業収入の状況が推察される状況であること、まずご理解いただ

きたいというふうに思っております。なかなか１００万になるようなですね、展開になれ

ればいいんでありますけども、１００万になれるように、近づき超せるような取り組みを

してまいりたいというふうに思います。

それから、ナマコの放流の漁獲が伸びていくことなど、プランって言いますか、実践的

には実行組合の年間の事業、更には各自の主漁労活動を組み合わせたものがですね、現実

のプラン、浜での現状のプランだというふうに認識しておりまして、それが既に存在して

まして、実施されている状況であることをご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 大変な、一つ一つの事業っていうのは全て大変で、それを完結する

っていうことは、並大抵の努力ではいかないと私思います、自分も経験してますから。し

かし、そこにチャレンジしていかないと、漁師の方々がおら生活できねえから辞めていく

じゃ、出稼ぎに行くじゃっていうふうになってしまうと、やはり大変だなと。そのために

は高齢者の所得、５０万、７０万と言いましたけども、１００万が１５０万でも私はいい

なあと思ってます、２００万でもいいなあと思ってます。そうすっと年金をもらって、６

０歳で年金をもらうと年間４７万ですか、そのような方々が夫婦であれば、まあ、９０万、

それに１００万、２００万っていうお金が合わさって初めて老後が安心した生活できるな

あと思うんですよ。そんな意味からしてでも、もう一回担当者とね、十分に、それと組合

と話し合って。それと、私も町長が言ってくれた実行組合を中心にして、漁船漁業は漁船

漁業のグループを中心に、それと実行組合、それと浅海でやってる、操業してる、そうい

うグループでもいいし、何かそういう話し合いの場が、やはりうちらの町の漁業を毎回持

ち直してくれる。

もう一つは、後継者がやはり育たないっていうのは、担い手が生まれてこないっていう

のは、やはり生活ができないだろうという諦めがやはりあるからだと思うんですよ。です

から、そこを解消するには、今汗水たらして駄目だと思わないで突破する意欲を私はほし

いなあと思いますけど、町長、最後の答弁をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に所得向上のプランがあると、もっと実行性のある結果が出る

んだろうというふうに思いますが、現状を見ますと、各実行組合、各地域のやっぱり特性

が全く違いがある中でありまして、そういう中で各実行組合の年間の今の取り組みが、正

しくプラン、議員ご指摘のプランだというふうに私は認識しております。例えば一本釣り

漁業の他に天然昆布を採取する、更にはタコを捕るとかですね、組合の行使規則の中で漁

業者がやろうとする漁業を選択していける状況になっておりますので、その中で漁業者各

々が営農計画を描き、漁業活動を行っていくという仕組みがもうできてきていると、実際

動いてきているっていうのが浜の現状だというふうに思っております。優良な事例もあり

ますので、その優良な事例をきちんとその浜の、地域の特性を生かしながら、漁業者が創

意工夫をもってより良い操業形態を作り上げていく必要があると思いますので、現在優良

に頑張っております。やる気のある、取り組みに対してもきちんと今後も支援してまいり
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たいというふうに思っております。

まず、強い一次産業、水産業をお願いしながら、政策を進めてまいりたいというふうに

思いますので、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。

○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。

昼食のため休憩致します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時５４分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第４７号 教育委員会委員の任命について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第４７号、教育委員会委員の任命についてを議題と

致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第４７号、教育委員会委員の任命につ

いて、ご説明申し上げます。

教育委員会委員木崎睦朗氏が、平成２９年９月３０日をもって辞職することから、松前

町字静浦７９番地にお住まいの佐藤樹里氏を後任の委員として任命したいので、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めようとす

るものでございます。

佐藤氏は、昭和５５年１２月７日生まれの３６歳でございます。現在、松前中学校で障

がいのある子ども達の食事や教室移動の補助など、学校での日常生活のサポートを行う非

常勤の教育支援員として勤務され、誠実、実直で信望も厚い方であります。また、法律上、

委員のうちに保護者であるものが含まれなければならないことから、佐藤氏にあっては４

人のお子さんの保護者でもございますので、教育に対する理解と関心を強く持っており、

松前町の教育行政の振興、発展に期待される方でございます。

以上が議案第４７号でございます。何卒議員の皆様方のご同意を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。

これより起立による採決を行います。

議案第４７号について、提案に同意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４７号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第４８号 教育委員会委員の任命について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第４８号、教育委員会委員の任命についてを議題と

致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第４８号、教育委員会委員の任命につ

きまして、ご説明申し上げます。

教育委員会委員濱村明美氏は、平成２９年１０月５日をもって任期満了となりますが、

引き続き同氏を委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

濱村氏につきましては、松前町字札前６７８番地４にお住まいで、昭和３８年７月１６

日生まれの５４歳でございます。また、委員歴でございますが、平成２５年１０月６日か

ら委員をお願いし、現在１期目でございます。

以上が議案第４８号でございます。何卒議員の皆様方のご同意を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。

これより起立による採決を行います。

議案第４８号について、提案に同意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４８号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第４９号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第４９号、人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第４９号、人権擁護委員候補者の推薦

につきまして、ご説明申し上げます。

人権擁護委員木村清韶氏は、平成２９年１２月３１日をもって任期満了となりますこと

から、引き続き同氏を委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めようとするものでございます。

木村氏につきましては、松前町字松城３０７番地にお住まいで、昭和２２年１０月２８

日生まれの６９歳でございます。また、人権擁護委員歴は、昭和５５年からでございます。

以上が議案第４９号でございます。何卒議員の皆様方のご同意を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)
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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。

これより起立による採決を行います。

議案第４９号について、原案の者を適任者として答申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４９号は原案の者を適任者として答申することに決定しました。

◎議案第５０号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第５０号、人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第５０号、人権擁護委員候補者の推薦

につきまして、ご説明申し上げます。

人権擁護委員田島順子氏は、平成２９年１２月３１日をもって任期満了となりますこと

から、引き続き同氏を委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めようとするものでございます。

田島氏につきましては、松前町字大磯１１８番地にお住まいで、昭和２６年８月２８日

生まれの６６歳でございます。また、人権擁護委員歴は、平成１８年からでございます。

以上が議案第５０号でございます。何卒議員の皆様方のご同意を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。

これより起立による採決を行います。

議案第５０号について、原案の者を適任者として答申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５０号は原案の者を適任者として答申することに決定致しました。

◎議案第５４号 松前町表彰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１１、議案第５４号、松前町表彰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５４号、松前町表彰条例の一部

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。

現行条例では表彰の日を毎年文化の日、１１月３日と規定しておりますが、表彰者や来賓
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の方々の出席などに柔軟に対応するため、１１月中に行うことや、表彰基準日の明確化及

び特別待遇の停止規定を削るため、条例の一部を改正しようとするものであります。

改正案の内容であります。第６条は表彰の日であります。改正案下線部分のとおり「毎

年４月１日を基準日とし、１１月にこれを行うこととする」に改めようとするものであり

ます。

第９条は特別待遇の停止であります。現行では、第１号から第３号までに規定する場合

に該当したときは、特別待遇の停止を行うものでありますが、犯罪により刑に処されたわ

けでもなく、これらに該当したとしても、特別待遇の停止をすることにならないと考える

ため、この第９条を削ろうとするものであります。

次に、現行の第１０条から第１２条までは、第９条を削ることにより、それぞれ改正案

下線部分のとおり、１条ずつ繰り上げ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、公布の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第５４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５４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５４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５１号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５２号 松前町表彰条例による表彰について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第５１号、松前町表彰条例による表彰について、

日程１４、議案第５２号、松前町表彰条例による表彰について、以上２件を一括議題と致

します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今、一括議題となりました議案第５１号及び第５２号の松前町

表彰条例による表彰につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回提案する方々につきましては、松前町表彰条例の規定に基づきまして表彰致そうと

するものでございます。

議案第５１号は、松前町字赤神３６６番地にお住まいの藤田郁夫さんでございます。藤

田郁夫さんにつきましては、３９年以上の永きにわたり交通安全指導員として交通安全思

想の普及啓発にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

議案第５２号は、松前町字大沢３１０番地にお住まいでした故瀧谷清一さんでございま

す。瀧谷清一さんにつきましては、４４年以上の永きにわたり消防団員として火災予防思

想の高揚にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。
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以上、議案第５１号及び議案第５２号までにつきましては、功労表彰として個人２名を、

松前町表彰条例に基づき表彰致したくご提案を申し上げます。何卒議会の皆様方のご賛同

を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、議案第５１号の質疑を行います。

(「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。

これより起立による採決を行います。

議案第５１号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５２号の質疑を行います。

(「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。

これより起立による採決を行います。

議案第５２号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４２号 平成２９年度松前町一般会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、議案第４２号、平成２９年度松前町一般会計補正予算

（第４回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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４２号、平成２９

年度松前町一般会計補正予算(第４回)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補正予算(第４回)は、次に定めるところによろうとする

ものでございます。

第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２億

１千３９４万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億７千６７１

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、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第２表地方債補正」によろうと

するものでございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１３ページをお開き願います。
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３．歳出です。１款１項１目議会費で、３０万円の増額計上です。１１節修繕料として

３０万円の計上です。これは、議場のマイク設備のデジタル録音機などが老朽化により性

能が著しく衰えていることから、その修繕費用の計上分でございます。

１４ページでございます。２款１項１目一般管理費で、３９７万７千円の増額計上です。

１１節行政情報システム修繕料として、８０万円の計上です。これは、平成２６年に導入

したパソコンやプリンターが経年劣化により故障が多くなっており、修繕台数が増えてき

ていることから、パソコン９台分とプリンター２台分を見込み、その修繕費用の計上分で

ございます。１３節委託料では、行政情報システム改修業務委託料として、３１７万６千

円の計上です。これは、財務会計連携の改修で、総務省の統一的な基準による公会計制度

と財務システムとの連携改修分と、北海道医療給付事業の高額療養費月額上限設定の改正

に伴うシステムの委託費用の計上分、更にはマイナンバー対応の総務省管轄分で、住民票

への旧姓の記載がされることから、そのシステム対応費用の計上分、厚生労働省管轄分で、

平成２８年度繰越事業で、障がい者福祉国民健康保険、介護保険分で、そのシステム委託

費用分の計上分でございます。次に、１９節社会保障税番号制度システム負担金で、９７

万６千円の減額計上です。また、社会保障税番号制度システム関連事業委任交付金で、９

７万７千円の増額計上です。これは、中間サーバーの利用に関わる負担金が、法改正によ

り７月分から交付金に移行したため、端数整理の関係で１千円の相違はありますが、社会

保障税番号制度システム負担金から交付金に変更となった対応でございます。３目財産管

理費で、４８万円の増額計上です。１７節公共用地購入費として、４８万円の計上です。

これは、現在計画中の大型風力が１２基、３千４００ｋｗ級の機器になったことに伴い、

そのうち３基の羽根下部分の用地に国有地が含まれているため、その購入費用の計上分で

ございます。５目地域振興費で、２１１万８千円の増額計上です。８節から１２節まで、

町表彰条例に基づく表彰費用で、合わせて９万３千円の計上です。これは、町表彰条例に

基づく表彰事業として、１１月７日開催予定の「平成２９年度松前町表彰式」開催に伴う

個人２名分の表彰費用の計上分でございます。次に、１１節から１２節までの生活路線バ

ス待合所管理事業で、合わせて１４万９千円の計上です。これは、町内１３箇所のバス待

合所に関わる修繕費として、当初１３６万円を計上していましたが、今後の簡易的な修繕

費に対応のため、その追加修繕費用の計上分と、新設の建石地区のバス待合所に関わる火

災保険料の費用の計上分でございます。次に、１１節民放テレビ中継局管理修繕料で、４

３万２千円の計上です。これは、民放テレビ中継局内の放送設備が老朽化していることか

ら、民放５社分の冷却ファン装置と塩害フィルターの取替修繕費用の計上分でございます

次に、１５ページ、ふるさと松前応援寄附受入印刷製本費として、１４４万４千円の計

上です。これは、平成３０年度からふるさと納税のインターネット受付に対応のため、郵

便振替用紙の作成や、フルカラーのカタログを３千分作成するための費用の計上分でござ

います。

１６ページでございます。２項２目賦課徴収費で、７万５千円の増額計上でございます。

これは、地番図等の交付事務に利用している固定資産管理用のプリンターが故障したこと

に伴い、インクカートリッジの消耗品とプリンターの備品購入分の費用計上分でございま

す。

１７ページでございます。３款１項１目社会総務費で、１千６９万５千円の増額計上で

す。１９節北海道国民健康保険団体連合会負担金として、３千円の計上です。これは、１

０月より障がい者等のデータの電送環境が国民健康保険保険者ネットワークの利用に伴い

発生する費用負担分の計上でございます。２３節償還金利子及び割引料で、各国庫負担金、
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国庫補助金、更に道費負担金について、平成２８年度の確定精算による返還金でございま

す。２目社会福祉施設費で、１６２万７千円の増額計上でございます。１１節生活改善セ

ンター管理修繕料として、１６２万７千円の計上です。これは、清部生活改善センターの

老朽化による雨漏り対応のため、屋根の補修と天井の修繕分、更に札前生活改善センター

のトイレ便座の取替修繕費用の計上分でございます。３目老人福祉費で、２万２千円の増

額計上です。２８節介護保険特別会計に対する繰出金として、２万２千円の計上です。こ

れは、保険事業勘定で事務費分について増額となることから、その費用の計上分でござい

ます。

１８ページでございます。２項１目児童福祉総務費で、２０１万１千円の増額計上です。

４節から１８節まで、保育所事業として１４６万９千円の計上です。これは、清部保育所

の３歳未満児の増加により、通常保育児や行事等で管理不足の懸念がされることから、早

急に有資格職員による対応を図るための費用計上分と、更に備品購入費では、調理室のス

トーブが故障したことから新たな購入費用の計上分でございます。２３節償還金利子及び

割引料で、各国庫負担金、国庫補助金、更に道費負担金について、平成２８年度の確定精

算による返還金でございます。

１９ページでございます。２目児童措置費で、１３万４千円の増額計上です。２３節平

成２８年度児童手当国庫負担金返還金で、１３万４千円の計上です。これは、平成２８年

度の確定精算による返還金でございます。

２０ページです。４款１項４目環境衛生費で、３０万円の増額計上です。１１節火葬場

管理修繕料として、３０万円の計上です。これは、火葬場の適正な維持管理のため、今後

予定している物置の修繕などに伴い、その修繕費用の計上分でございます。７目病院費で、

１億円の増額計上でございます。１９節病院事業会計に対する補助金として、１億円の計

上です。これは、地域医療の拠点病院として不採算地区病院に関わる特別交付税見込み分

の費用計上分でございます。

２１ページでございます。２項１目清掃総務費で、６９６万８千円の減額計上です。１

９節渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)として、６９６万８千円の減額計上です。こ

れは、２８年度実績に伴う按分率が確定したことにより、各項目に増減がありますが、主

な減額内容は、し尿で再生処理公債費分が大きな原因となっており、事務組合の補正に伴

う計上分でございます。

２２ページです。６款１項４目農地費で、１７１万円の増額計上です。１５節上川地区

用排水路施設替工事請負費として、１６９万８千円の計上です。これは、上川地区の石戸

アルミ建材店の裏側の用水路が老朽化と民有地を横断していることから、施設替えを図る

もので、その費用の計上分でございます。なお、工事概要につきましては、参考資料３２

ページに掲げておりますのでご参照願います。１９節海岸農地保全対策事業促進協会負担

金として、１万２千円の計上です。これは、北海道農地海岸事業の円滑な促進を図るため、

寿命化計画により、町内字大津の旧大島中学校背後地の海岸調査費に関わる負担計上分で

ございます。

２３ページでございます。３項１目水産業振興費で、２千１５８万２千円の増額計上で

す。１３節漂流船処理、漂流船処理委託料として、４３万２千円の計上です。これは、今

年７月１３日に清部沖にて漂流船が発見され、同日中に清部漁港に引き上げられたもので、

現在旧清掃センターに保管中で、その解体処理費用の計上分でございます。１９節スルメ

加工雇用確保緊急奨励金として、２千１１５万円の計上です。これは、全国的なスルメイ

カの不漁による原料不足から、加工場の雇用日数の減少が顕著となっており、従業員の雇
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用の安定を支援するため、緊急的な対応として就労者の雇用保険交付状況が満たされるよ

う支援するもので、１名につき５万円を支給し、４２３名分を見込んでの費用計上分でご

ざいます。なお、事業概要につきましては、参考資料３３ページに掲げておりますのでご

参照願います。

２４ページでございます。７款１項２目観光振興費で、財源更正です。これは、第３回

松前城下マグロまつり事業と夫婦の手紙第１０回全国コンクール記念事業について、それ

ぞれ１００万円が北海道市町村振興協会いきいきふるさと推進事業助成金として決定とな

ったことからの財源更正でございます。４目公園費で、２千４５７万９千円の増額計上で

す。１１節公園管理修繕料として、９４万８千円の計上です。これは、霊場八十八ヶ所に

係る橋りょうが経年劣化に伴い全体に腐食が進み、一部破損し危険な状態であることから、

現在立入禁止としており、早急に修繕が必要なことからその費用の計上分でございます。

１３節公園管理公園内人工林伐採業務委託料として、１３０万７千円の計上です。これは、

松前藩屋敷と日本庭園の境界にある杉林を伐採整備し、良好な景観形成を図るため、その

費用の計上分となってございます。１５節西館公衆トイレ浄化槽改修工事請負費として、

１千５３０万５千円の計上です。これは、経年劣化等による浄化槽の故障により、汚水の

浄化ができないため改修し、３０人槽の合併処理浄化槽導入による費用の計上分でござい

ます。なお、事業概要は、参考資料３４ページに掲げておりますのでご参照願います。１

７節公園管理公園用地購入費として、７０１万９千円の計上です。これは、公園整備計画

基本構想に基づき、桜の保護、育成及び公園整備のため用地を購入しようとするもので、

その費用の計上分となってございます。なお、事業概要は参考資料３５ページに掲げてお

りますのでご参照願います。

２５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、３千９００万円の増額

計上です。１３節道路除排雪委託料として、３千９００万円の計上です。これは、冬期間

の生活道路確保のための除排雪に伴う委託料の計上でございます。

２６ページです。５項１目住宅管理費で、１３０万円の増額計上です。１８節町営住宅

管理備品購入費として、１３０万円の計上です。これは、当初予定外の給湯器などの故障

取り替えなどにより、既存予算に不足を生ずることから、今後対応の豊岡第１団地のＩＨ

クッキングヒーター取替などの購入費用の計上分でございます。２目住宅建設費で、８２

０万８千円の増額計上です。１５節町営住宅整備長寿命化改善工事請負費として、８２０

万８千円の計上です。これは、長寿命化計画の改善事業で、平成３年と平成５年に建設さ

れた赤神地区の町営住宅２棟４戸の外壁塗装などに関わる費用の計上分でございます。な

お、工事概要につきましては、参考資料３６ページに掲げておりますのでご参照願います。

２７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１６９万８千円の増

額計上です。１９節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)として、１６９万８千円の計

上です。これは、共済支出の確定により、事務組合の補正による按分率の変更に伴う消防

諸費分の増額分に関わるもの、更に松前消防庁舎のシャッターの修繕費用の計上分となっ

てございます。

２８ページでございます。１０款４項４目社会教育施設管理費で、８９万５千円の増額

計上です。４節から７節まで町民総合センター管理事業として、８９万５千円の計上です。

これは、職員の病欠に伴う人事異動による代替措置として、臨時職員の人件費分に関わる

費用の計上分です。５目文化財費で、１８万５千円の増額計上です。１９節重要文化財龍

雲院及び法源寺山門防災設備保守点検等補助金として、１８万５千円の計上です。これは、

国指定文化財となっている龍雲院等における自動火災報知設備の修繕に関わる費用に対し、
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補助致そうとするものでございます。

２９ページでございます。５項３目学校給食費で、１万６千円の増額計上でございます。

１２節市町村共済損害賠償保険料として、１万６千円の計上です。これは、給食センター

の冬期間の除雪用タイヤショベル借上に伴う保険料の計上分でございます。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。７ページをお開き願います。

２．歳入です。８款１項１目１節地方特例交付金では、３４万９千円の減額計上です。

これは、当初６７万５千円を見込んでおりましたが、額の確定により、３４万９千円の減

額計上でございます。

８ページでございます。９款１項１目１節地方交付税では、１億６千６３万５千円の計

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。

９ページでございます。１３款２項１目１節総務管理費補助金で、１８０万４千円の計

上です。これは、歳出で計上しておりますマイナンバー関連事業総務省及び厚生労働省管

轄分の国庫補助金の計上でございます。４目２節住宅費補助金では、３９０万円の計上で

す。これは、歳出で計上しています町営住宅整備長寿命化改善事業分として、赤神団地の

交付金の計上分でございます。

１０ページでございます。１７款１項２目１節介護保険特別会計繰入金保険事業勘定分

として、８０３万２千円、サービス事業勘定分で３５万円の計上です。これは、前年度実

績精算に伴う繰入金の計上でございます。３目１節後期高齢者医療特別会計繰入金で、５

９万円の計上です。これも、前年度実績精算に関わる繰入金の計上でございます。

１１ページでございます。１９款５項６目１節雑入で、雇用保険料等個人負担金として、

２３万円の計上です。これは、歳出事業で計上しています賃金などに係わる個人負担金の

計上分でございます。北海道市町村振興協会助成金第３回松前城下マグロまつり事業分及

び第１０回夫婦の手紙全国コンクール記念事業分として、それぞれ１００万円の計上です。

これは、北海道市町村振興協会のいきいきふるさと推進事業助成金の決定による計上分で

ございます。公有物件建物災害共済金として、２２０万３千円の計上です。これは、平成

２８年１２月に発生した白神寿の家火災分に関わる保険料の計上分でございます。７目２

節道支出金過年度収入で、７２万円の計上です。平成２８年度額の確定精算による計上分

でございます。

１２ページでございます。２０款１項４目３節水産業債で、２千１１０万円の増額計上

です。これは、スルメ加工雇用確保緊急対策事業分の起債額の計上分でございます。５目

２節住宅債で、４３０万円の増額計上です。これは、赤神地区の町営住宅に関わる起債額

の計上分でございます。８目１節臨時財政対策債で、６８７万１千円の減額計上です。こ

れは、臨時財政対策債発行可能額が確定したことによる差額分の減額計上でございます。

１０目１節商工債で、１千５３０万円の増額計上です。これは、西館公衆トイレ浄化槽改

修に関わる起債額の計上分となってございます。

以上が歳入でございます。２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入です。歳入の合計が、補正前の額５９億６千２７６万

９千円、これに２億１千３９４万４千円を増額補正致しまして、補正後の額を６１億７千

６７１万３千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。歳出でございます。歳出につきましても歳入同様、補正前の額

に２億１千３９４万４千円を増額補正致しまして、補正後の額を６１億７千６７１万３千

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表地方債補正でございます。(１)追加の分として、町営住
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宅整備長寿命化改善事業及び西館公衆トイレ浄化槽改修事業について、記載のとおり限度

額を追加致そうとするものでございます。また、(２)変更の分として、過疎地域自立促進

特別事業及び臨時財政対策債について、記載のとおり限度額を補正後のとおり、これを変

更致そうとするものでございます。

以上が議案第４２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。

４番。

○４番(近江武君) ２３ページ、６款３項１目１９節、スルメ加工雇用確保緊急奨励金に

ついてお尋ね致します。参考資料のページ３３ページに若干のことは書いておりますけど

も、まずこれについてはですね、資金の内容、支給の内容等につきまして、各加工経営者

に対して、よく十分に説明されておるかどうかと、まず１点。

２点目は、４２３名ということでありますけども、４２３名というのは、確定しておる

のか、おらないのか。と申しますのも、確認事項として、離職票の写しを添付しなさいよ

ということになっております。ですから、各事業経営者においては、ある程度人員オーバ

ーに説明してる点もあるのではないかなというふうに推測されております。

それと、その補助金については、あくまでも加工経営者についてなのか、それとも従業

員についてなのか、その支給方法についてもきちっとした説明の仕方をしているのかとい

うことにつきまして質問したいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 予算書２３ページのスルメ加工雇用確保緊急奨励金についての

ご質問でございます。３点ほどあったかと存じます。まず１点目の各スルメ加工事業所さ

んへの事前の説明は十分されていたのかというようなご質問でございます。背景を若干申

し上げますと、昨年、平成２８年ですけども、全国的なスルメイカの大不漁というような

ことで、昭和６１年以来３０年ぶりというようなことの大変な状況がございました。今年

につきましても昨年同様、ちょっとイカの生産が伸びないといったような状況がありまし

て、昨年はスルメ加工屋さん方が大変苦慮したと。原料が高騰していって、なかなか加工

場経営も大変な状況だということで、現に松前の場合、１万５千トンの原料、通常であれ

ば加工してるんですけども、昨年の実績は約１万トンということで、３割から４割減少し

たと。それに伴って、加工従業員の方々の労働賃金も３割、４割減少したといったような

状況にありまして、町の経済に対しても大変打撃が多かった年と。今年も先程申しました

とおり、原料がなかなか、イカの生産があまりないといったような状況がありまして、こ

の数年、事業への待遇については、２、３年前の総務経済常任委員会等々でも大変議論い

ただいたりして、いつの時代も大変な課題の多い状況で議論が繰り返されてきたというふ

うな状況もございます。

町としましても、町長はじめ、どんな形で支援ができるのかというようなことを検討し

てきたところであります。その結果として、雇用の部分も町内一の、４００名以上を抱え

るといった状況の中で、従業員の人方も雇用不安というようなこともあるだろうし、いろ

んなそういう加工経営者の経営状況も大変厳しいといったような背景がありまして、町と

してどんな対策を講じていったらいいのかということで、これ、加工屋さん方からそうい

う要望が に来たわけでもありませんし、我々担当する水産課として、いったいどんな訴え

施策がいいのかというようなことで、思案していたような状況になりまして、町長はじめ

副町長、また関係する課の課長さん方にも声がけをしまして、言ってみればそういうネー
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ミングしたわけではないんですけども、スルメ加工緊急対策プロジェクトチームみたなも

のの中で検討した結果として、やっぱり雇用も、町内一の雇用もあると。将来的にスルメ

加工が松前からなくなるといったような状況も危惧されているような状況もあるといった

ようなことで、雇用確保する部分というふうな部分に視点をあてまして、そういう発案を

しまして、加工事業主さん方には、振興協議会の役員さん方に内々にこんな政策で考えた

らどんなもんでしょうかという、内々の打診はした経緯がございます。ということで、こ

の予算が決まった時点で、正式にこういう仕組みでやりますよという部分は別途、開催、

説明会を開催しようというふうなことで考えております。

２点目の４２３名、これ確定しているのかといったご質問でございますけども、既に７

月時点でハローワークの方に各事業主さん方が加入届というのを、届出をしております。

その人数が４２３名ということで、雇用保険の内容からしまして、６ヶ月以上というよう

な部分で、７月時点での最大人数が１２月の末でもって確定すると。この数は減ったとし

ても増えることはないというようなことになります。たまたま期間中病気しただとか、体

調不良で失業つかないランクに至ったというような方も中にはいるかもしれませんけども、

最大４２３名というようなことでおさえてございます。

３点目の、これは５万なり、総額で２千１１５万円の奨励金、補助金でありますけども、

これはあくまでも加工事業主さん方に、例えばそこの事業所さんで２０名が離職票、一生

懸命働いた方がいた場合、掛ける５名で１００万円、最終離職票の実績を確認しながら奨

励金として交付するといったようなことで、その背景には、やっぱり原料が確保なかなか

しづらいと、高いといったようなことで、雇用条件、雇用保険の条件も最低１１日以上で、

６ヶ月間というようなこともありますんで、なかなか１１日間を確保できないといった場

面もあろうかなと。そういう部分に対して、関連する清掃業務であったりというような部

分も、仕事を確保をしていただいて、労働する従業員の方々の雇用を、安定確保を守って

ほしいというようなことで、大局的な目的としては、松前からスルメ加工の灯を消したら

大変だと。また、従業員の方々も家計を支える大事な収入源であるいったようなことも踏

まえまして、こんな対策を講じてまいりたいというふうなことでございますので、ご理解

をお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) よく説明わかりました。大変タイムリーな政策だったなあと思ってお

ります。そして、先般ＮＨＫのニュースでもって放映されまして、それぞれの加工屋さん

から、大変どんな内容なんだというような話も聞かれましたし、それから加工場の従業員

さんにも、ああ、いいことですねという賛同の声も出ております。支給に際しまして慎重

にお願いしたいということを申し上げて質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) ページ２３ページの水産振興費の、今近江委員が質問したスルメ加

工について。次に、２４ページ、商工費の公園費、その中の委託料と工事請負費、公有財

産について質問さしてください。

まず１点目、このいいとか悪いとか、支給することがいいとか悪いとかっていう視点で

はなくて、この支給の方法、根拠、事業主に支給するでしょうけど、仕事をしていないと

渡せないんでないかなと。それを原料がなくてもなんかのメニューで考えてもらうのかな

あと。言ってることわかりますか、支給の根拠、従業員に支給する根拠。それと、事業主

は直接人数掛けるいくらで渡すのかということ一つ。

その次に、今回はここに書いてあるように緊急の奨励金ということですよね、緊急事態
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だと。しかし、これは何年も前から原料がだんだん揚がらなくなってきたよっていうこと

は予測はついていましたけれども、ここの時点になって稚内で揚がり、そして八戸でも揚

がってきたと。それで少しずつ稼働率がよくなってきてました、町内の状況みますと。そ

んなことで、雇用保険の認定に充当されるような雇用環境であれば、三つ目として支給し

ないのか、それでも支給するのかという、この３点まず。

それと、公園管理の方の１３委託料、人工林伐採業務委託料。どこの場所かなあと思っ

て、教えてください。なぜ、これを聞きたかったかというと、法源寺の前の杉でしたか松

でしたから、老木で倒れて、そしてそれがいつの間にか伐採されてあったんですよね。す

ごくいい雰囲気だったんですけども、伐採してしまうより方法がなかったのかなあという

気持ちがあったもんですから、どこの位置を伐採してしまうのかなあと。

それと、工事請負費の公衆トイレ浄化槽改修工事、外の浄化の設備をするということで

いいんでしょうか、水槽、その電気系統、モーターであり、便槽ではなくということでい

いんでしょうか。そこのところを教えてください。

それと、公園用地の購入、ここのところは、六車さんのところを継続して買うのかなあ

とは思うんですけれども、その内容をちょっと教えてください。以上、この４点教えてく

ださい。

○議長(伊藤幸司君) １点目、２点目、３点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) スルメ加工雇用緊急対策事業の関係のご質問でございます。ま

ず１点目の、支援の根拠というご質問でございます。これは、まず基本的に先程もちらっ

と申し上げましたけども、従業員さんに５万円を給付のするのでなくて、あくまでも事業

主さんに１人頭５万円掛ける人数といった形で奨励金として給付すると。かみ砕いて申し

上げますと、雇用保険の条件として、１ヶ月あたり最低でも１１日労働日数が確保しなき

ゃないといったようなことで、先程稚内方面の原料潤沢にというようなこともありました

けども、でもまだまだ現状では、全国的にも原料が不足しているような状況がうかがわれ

ます。今後の太平洋側の、太平洋側についてはイカつけ船、ほとんど現在出てないような

状況もあります。今後、やっぱり太平洋側、国の漁況予報もあまりかんばしくないという

ような状況もございまして、先程申し上げましたように、原料が潤沢に入ってこないと。

原料も値段も高騰しております。そういった場合にやっぱり無理してでも工場を動かすた

めに、今までもやってきた経緯をうかがっておりますし、見てきておりますけども、まし

て、去年今年のような全国的な、本当に数十年ぶりの原料不足といったような状況の中で、

本当に経営者の方々も大変苦労されているというような部分で、何とか今般原料が潤沢に

入ってこない場合も想定、十分想定されてる状況に鑑みまして、代わる仕事をしていただ

くなりして、それを７月から１２月までの期間で想定しまして、だいたい９日から１０日

不足するだろうというような、積算根拠の話になりますけども、それに対してやっていき

ますと大体１人５万円くらいの手当をして、何とか安定的な雇用確保図ってほしいという

ふうな考え方でございます。

２点目の緊急的なというようなことで、先程も触れましたけども、今年は稚内が１人勝

ちと言いましょうか、この１週間ぐらい前から大分漁が薄くなって、当時は６０隻くらい

いた漁船も各地に散らばったようでございます。戻りますと、６月、７月の松前から始ま

る北海道のイカ漁も海水温の状況、また奥尻、檜山方面をとっこしまして、もういきなり

積丹方面に行ったと。それが留萌、稚内方面に行ったと。やっぱり海洋条件、海水温、イ

カ、スルメイカが好む水温帯がそういうような形で移動していったんだろうと。先般の北

海道新聞にも掲載されておりましたけども、そういうふうな海洋環境の変化で、本当に最
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近は簡単に予測がつかないといったような状況もございます。繰り返しになりますけども、

稚内は良かったんですけども、総じてやっぱり全道的に見ても、全国的に見ても大分低迷

していると。太平洋側の部分、９月１日にトロール、底引きトロール漁業でもイカ捕るん

ですけども、それが解禁になったんですけども、若干いくらかは入ってんですけども、な

かなか期待したほど揚がっていないと。日高沖ですとか、釧路、根室、向こうの方にはイ

カ釣り漁船が全く今出漁できていない状況と、イカがいないということなんですけども、

そういった部分で、本当に今後のイカの漁業の見通しもかなり厳しいような状況がうかが

われるというようなことで捉えているところでございます。

参考までですけども、日本で生鮮物含めてイカが、冷凍物含めて２０万トン必要なんだ

そうです。そのうち、去年が６万、日本国内で揚がった冷凍物、セントウイカと生イカ合

わせて６万８千トンぐらいなんですよね。輸入が、輸入で追加枠含めて約９万トンぐらい

と。２０万トンからそれで引きますと５万トンぐらいやっぱり不足してるんですね。その

５万トンは日本国内の冷蔵庫、ストックしてる部分で、今年の春までには大半在庫も底を

ついているというふうなお話も水産庁の担当者からもうかがったりしてきた経緯がござい

ます。本当に今年、報道されてましたけども、追加枠が昨年の１万９千トンの倍増の３万

８千トンというふうな輸入のお話も出ておりましたけども、そんなことでイカの原料確保

については、今後も余談許さないような状況というふうなことで捉えているところでござ

います。

３点目の原料潤沢に確保された場合、そういうスルメ加工だけでなくて、関連する仕事

をやらせなくなった場合でも奨励金を交付するのかといったようなことでございますけど

も、基本的には現状の中でそういう厳しい状況がうかがわれるというようなことも捉えて

おりますし、原料確保、潤沢に確保されれば、それにこしたことがないというような思い

でありまして、予定どおり、この予算とった部分については、離職票、雇用保険の受給資

格を得た方々の実績を見ながら、掛ける人数、５万円というような形で奨励してまいりた

いというような考え方でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) それでは、２４ページの１３節、１５節、１７節につきま

してご質問いただきました。まず、１点目の１３節の人工林伐採業務委託料の場所はどこ

ですかというご質問でしたので、松前藩屋敷と日本庭園の間にありますほぼ杉の木でござ

いますけども、あそこでございます。イメージつきますでしょうか。

それと、１５節の西館公衆トイレ浄化槽の改修工事の工事内容についてですが、外の浄

化設備なんだろうか、便槽なんだろうかというお話なんですが、お手数ですが、３４ペー

ジの参考資料をちょっとご覧いただければと思います。この参考資料で提示してございま

す既存、西館の公衆便所です、位置はわかると思いますけども、そこのここに出てる既存

公衆便所が建物であります。その横にある改修合併浄化槽という記載した横にあるものな

んですが、ここが浄化槽が入ってまして、ここで処理する浄化槽なんですが、これが、も

う２０何年も経つので故障がちで、ついに故障してしまいまして、これを取り替えるとい

うことで、イメージ的には簡易水洗であれば便槽って言葉使うんですが、合併浄化槽なの

で便槽っていう言葉使わず、これで浄化槽で、槽で全部浄化して流すということなので、

これ外にあるって言いますけども、外でありますが地下にありますので、何て言うんでし

ょう、外にはありますが地下にあるって言うか、そういうお話になりますので、既存の便

所の横の場所の浄化槽をそっくり新しいのに取り替えるというようなことでございます。

そして、１７節の継続して六車さんとこ買うのかっていうお話ですが、これも次のペー
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ジの３５ページの公園用地購入事業の概要をちょっとご覧いただきたいと思います。お名

前を申し上げて失礼ですけども、六車さんの土地につきまして、去年いろいろ買わせてい

ただいたのが、上側の見やすいでしょうか、点線部分が去年購入した２万１千６８３．４

７平米ということになってございます。六車さんとのお話では、こちらから公園基本構想

があるので買わせてくださいと言うよりは、向こうも公園整備に使うんだら町の方に売っ

てもいいという話がありまして、お母さんも高齢になってきてますので、本来、本来的に

は町はそういう計画をきちっと持った後に買うべきものなんですけども、一応先行して土

地を買わせていただいたと。今後はこの用地を使って公園整備計画基本構想に基づきなが

ら具現化を図っていくために、計画が、きちっとした計画ありませんでしたけども、お互

いの売買の受領が確認できたので、去年は買わせていただいたと。今年につきましても、

六車さんの方から下の方も公園に使えるのであれば、町に譲ってもいいですよというお話

を受けまして、いろいろ測量だとかもさせていただいてございます。その結果、下の黒い

枠と薄い黒い枠で囲んだ部分が買うところなんですけども、このうち見えるでしょうか、

４５という地番図がついた場所がわかるでしょうか。ここだけが六車さんじゃない方の土

地でございまして、あと真っ黒い国有地、真ん中ぐらいにある、六車さんの土地を買って

しまうともう使い物にならないような場所なんですけども、ここ国有地ありますので、今

回買う予定の物件とすれば六車さんと国有地一つと、もう一人の方の４５番地のところと

いうことでございます。

六車さんについては、もうほぼお話も整ってございます。そして、４５番地の方につき

ましては、六車さんの土地を買っちゃうと、もう何か周りが何も使えない状況になるので

どうですかという話で、売ってもいいような方向で今話を進めてまして、現在交渉中であ

りますが、買う予定で進めたいと思って予算を上げてございます。国有地につきましては、

昨年も購入してございまして、昨年の段階でこういう、将来ここの土地もあるんですがっ

て放してもらえないかというのを率直に言いましたら、くれませんと、買ってくださいと

いうことで、素直に言われてしまいましたので、今回買う予定で話を進めることになって

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) 丁寧な答弁ありがとうございます。一つ目のスルメ加工の関係なん

ですけども、事業主と、先程の近江さんの答弁で事業主と十分協議していないっていうふ

うに聞こえたんですけれども、それが間違いないでしょうか。それと、庁舎内での検討で

このような判断をしたというふうなことでいいでしょうか。

それと、函館市は１キロ１００円ですか、補助するというふうなことで、きっともって

松前町が委託業者もいるし、いろいろバラエティに富んでるもんだから、なかなかそれが

踏み込めなかったよということでないかな。やはり、何かその他になかったのかなってい

う気持ち。それと、四つめなんですけども、これは緊急措置でやりましたけれども、これ

からこのようなこともおこると思うんですよ、おきてくると思うんですよ、原料が確保で

きない。それで、今回１回で終わるのか、それともこういう緊急事態がこれからも発生し

たときに、またいろいろ検討して、また業者の方々と、事業主さんとお話してそういうよ

うなことを決めるのか、四つ目ですけども。それはちょっとお答えください。

藩屋敷の横、次、公園管理、公園費の方ですけれども、自分もそうでしたけれども、ち

ょっといたもんですから、それと事務局長の佐藤均さんもそうでしたけれども、観光協会

の。あすこの間を通って、今の日本庭園の方に藩屋敷から行けるようにしたらいいなあと

いうふうに、すごく検討して一部切ったことがある。しかし、全体を網羅して管理するこ
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とが、有料として管理することが厳しいなあということで、途中で断念してしまったんで

すよ。それで、そうしたときにここの伐採した後、どのように日本庭園と藩屋敷等を活用

するのかということを教えてください。

次に、公衆トイレ、わかりました。やはり２０何年以上経ってて、やはり相当劣化して

きてたんだなあと。それで、ここの財源は地方債でいいですね、財源はね、はい、これは

答弁よろしいです。

それと、公園用地の関係で質問したのは、僕はこういう意図があって質問しました。大

きくなりすぎて管理が大変になるんでないかと。それで、自分もここの用地の横と目の前

の方、草刈りに行ってますけれど、午前中４時間かかって１週間ぐらいでこの周辺を草刈

りのボランティアするんですけれども、自然林があって、草刈り一つにしてても大変な労

力がいるっていうことなんですが、それでこれだけ広大になってしまうもんですから、見

本園から下。それで、そのようなことも考えての用地購入になったのかなあと思うんです

けども、やはりそのことがいつも私言ってますけど、庭師であり、弘前であり、函館もそ

うでしょうけども、後楽園も、金沢の兼六園もそうです、本当に町の顔として公園を売る

んであれば、やはり作業衆２０人、３０人、それと庭師を２人でも３人でも入れて、私は

ここは松前の観光の売りは公園だなと思ってる人なもんですからね。購入するのはいいけ

れども、その管理を一般質問のような傾向で申し訳ないけれども、そこまで想定して今回

の用地購入っていうのは入ってるんだなと思うんです、最終段階に入ってますからね。そ

この答弁をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 最初に水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) スルメ加工の関係で４点ほどのご質問でございます。まず１点

目の事業主との協議はしていないことで進めてきたのかという、再確認のご質問でござい

ますけども、先程近江議員さんの質問にお答えしましたように、内々にこんな内容で支援

するとした場合、業界としてはどうなのかという、非公式ですけどもそういう打診はした

経緯があります。その前に、やっぱり去年、今年からの原料不足、原料の高騰の中で、や

っぱり業界としましては、行政としても何らかの支援の対策がないものかという部分を正

式文書ではありませんけども、それ以前の従業員の高齢化、従業員の確保ですとか、いろ

んなそういう面の部分でも議論されてきて、要望がされてきた経緯がございまして、今般、

昨年、今年の全国的なイカの不漁といった状況に鑑みまして、松前からスルメ加工の灯を

消してはならんと。町内でも一番の雇用を確保する部分で、町の経済に及ぼす影響も大き

いものがあるといった、町の経済の低迷も防いでいかなきゃないというふうな、そういう

ふうな視点でもって考えたところでありまして、業界の皆さんとは全く、町が勝手にやっ

たというようなことではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。

２点目の庁舎内での検討のみでしたのかというようなことでございますけども、先程も

申し上げてありますとおり、業界の皆さんに内々に非公式ではありますけど、こんな方法

でやったとした場合、従業員の雇用を確保すると、安定的な雇用確保するといったような

視点でございますけども、最終的には町、町長の判断をいただきながら町が判断して、こ

ういう施策、内容でいこうというようなことでございます。

３点目の函館市の原料に対する支援のお話がございました。新聞報道等にもよりますと、

キロあたり１００円の支援をするというようなことで１億円というようなことでうかがっ

ております。これは、輸入原料に対する共同購入というような形で、函館特産職員組合、

全国加工珍味協議会連合会というのに加入しておりまして、６０社から７０社、函館の特

産協同組合に加盟、事務所ありますけども、そこが、特産組合が共同購入として輸入原料
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を国に要請して仕入れると。その共同購入に対する原料価格、キロあたり１００円を支援

するというふうな内容でございまして、松前の場合、福原議員もおっしゃっておられまし

たけども、やっぱり下請け企業等ともありますんで、なかなか松前の場合はしょうがない

部分もあるいうようなことで、それに代わる部分で今回提案申し上げておりますので、雇

用の安定確保に対する緊急奨励金というような形で、検討して提案さしていただけるとこ

ろでございます。

４点目の緊急措置ということで、基本的には町長からも指示を受けておりますけども、

今年度の緊急的な、今年度に限っての対策というようなことの指示を受けております。来

年度以降もこんな状況が想定されるんでないかというようなことでございますけども、正

しくそれは否定できないことであると思うんです。その場面場面で、それに適した町とし

ての姿勢を示していく、検討していくというようなことは当然必要なことだろうというふ

うに考えております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) それでは、１３節の委託料につきまして、場所はわかりま

したがどのように活用しますかという問いだと思われます。私どももあの杉については邪

魔にはしてございませんが、あまりにも大きくなりすぎてしまいまして、藩屋敷と日本庭

園が、本来いい庭園なんですけども、藩屋敷に来たお客様がすぐ見えないということで、

観光客もついつい忘れて帰ってしまうという状態がよく目につきました。今回思い切って

切ろうというものはですね、昔から無料と有料の話がありまして、有料側の柵からそちら

に出ていくことはいいけども、無料側から来るとなかなかお金がとれないという発想があ

ってできなかったっていう話も聞いてますが、今、私どもの考え方とすれば、あすこをと

りあえず伐採するんですけども、伐採したのち、ちょっと小山になってるもんですから、

そのまま使えるかどうかも確認したいので今回伐採すると。そして当然のごとくうちとし

ては藩屋敷から日本庭園にお客さんを送りたいもんですから、あすこの今ある塀のところ

に今の技術でできると思ってるんですけど、一方通行にやれる回転式だとかいろいろパタ

ーンがあるんですが、一方通行に開けれるドアっていうのが、今も昔もあるはずなんです。

というか、私も見てるんですけども、そういう方式を作って。一方通行のドアを作って、

有料から無料に日本庭園流して、そこから駐車場に向ける方策をとろうと。いや、それで

も塀を乗り越えたらこれるんじゃないか。それ当たり前です。でも、そこは私はお客様の

モラルに賭けたいなというふうに思っておりまして、そういうつもりでまず、日本庭園に

繋ぐことは、来年の予算でまた皆様にご審議いただこう考えてございます。

そして、広い、まだまだ広いもんですから、そこにつきましては伐採も状況を見させて

いただいて、今後はどのように日本庭園に通じるものの他に、どのように活用するかと言

いますと、なるべく桜の記念植樹できる場所として活用していきたいと。藩屋敷の周りに

も桜を植えていきたいという思いで今、構想ですが考えてございます。

そして、１７節の用地の購入は、すごく大きくなりすぎで管理で大変であることも想定

して買ってるだろうと思いますが、どういう考え方でしょうかというお問い合わせだと思

います。基本的にそういうことです。管理は大変なると思います。しかし、我々商工観光

課としてもですね、今後どのように松前公園を発展させていくかということで、公園整備

基本構想というものを作らせていただきました。その中で私どもが一番考えたのが、お城

の近辺はどうしても国の指定史跡という枠組みがあって、なかなか開発行為っていうのは

できないと。そして、上の方はいい桜があるんだけども、なかなか民有地が多くて開発し

ていけないというところに、今土地の購入の話が来まして、構想の中にも購入した後には
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いろいろここに何をやるのかと考えていこうということ謳われておりますので、そういう

面では当然労力は増えると思いますが、それを見越した形で購入し整備していこうという

思いは、我々の考えでは中にあります。

そして、大きくなりすぎで管理大変だということもあるんですけど、じゃあ、ここを今

までどおりそのまま桜だけだったり、花木だったり植えて、今みたいな自然な公園にする

のかというと、そういうわけでもなくて、あすこに藩屋敷から橋架けて広場を整備したり、

いろいろ草刈る手間が省ける施設も結構できてきますので、予定としてですね。まだ将来

構想がまだないですが、そこ草刈るだけの自然体にはするつもりも構想の中にはございま

せんので、そういうのも踏まえて、皆様のいろいろ考えもいれながら、本当に公園を誇れ

る、見せれるような観光地としての松前公園に将来していきたいという思いでの購入とい

うことで、ご理解いただければと思いますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) １点目のスルメ加工の関係なんですけども、やはりその場、その場

で、その年度、年度で対応を考えたいということを言われたもんですからね。先日、私、

ちょっと松前の加工について、ちょっと作ってみたんです、どうしたら松前の加工が生き

れるかなあと。そうしたときにやはり松前の加工は、スルメ加工が一番適してるんです。

なぜから一代であすこまで作り上げて、自負があるんですよ。それをいろいろ変えようと

するといろんな意味で進まないですよ。しかし、そこに取り込まなければならないなあと

思って、私も考えてみましたけれども、やはり複合経営よりないなあと思ったんです。１

２月から６月まで本格稼働しない加工屋さんがある、中ではやってるけれども、そういう

加工屋さんのためにはどうするかなとか。そして、松前で何が捕れるか、なに一番、そう

いう視点で作ってみました。そんなことで、もっとこう松前の加工屋さんの雇用が大事だ

というんであれば、そういう考え方も担当課長は町長と、また担当職員と一緒に話して考

えて進めてもらえればなあという気持ちがあります。

次に、松前藩屋敷と日本庭園、やはり滝上町のすごい公園があるんですけど、自然を活

用した自然の公園があるんですよ。その方、一人でそこを作ったんですけども、自然を利

用しての公園なんですけどね。それで、何本か杉は残してもらいたいなあと思って。佐藤

課長、なぜかったら、あの松前の杉、いいんだわ。本当それでなぜそれ言いたいかってい

うと、見本園の下の杉、伐採したあと、何にもなくなってしまったんだよね。そして、そ

のまま何年も更地になってるわけさ。僕、何本かでも杉を残しておいて見晴らしのいいよ

うにしてあげたら良かったなあと、今でも悔やんでるわけさ。ただ、それだけの知識がな

かった、はっきり言うとなかったの。そんなことで考えて。

それで、ドアは、あっちへ向けるドアは忍者ドアにして、わかる、忍者ドアっていうの

は。ボンと押すと回転式のドア、あれ知らない、そういうような考え方も入れて。何か議

長が止めなさいって言うんですけど。議長止めなさいって言うと最後、公園用地。僕も管

理は大変だと思う。それで、町長と十分に協議してね、臨時職員を入れたり、役場職員が

当番制でね、各課が何月何日午前中草刈りやろうやとか、そういうシステムを作りながら

ね、保管してやはり管理を充実したらいいと思う。ものすごくいい公園だから。アジサイ

の時期行ってみなさい、ボタンあんなべっこだけどもすごくいいし、杉も。だから、なん

かその価値をみんなで作ってほしいなと思って、そのように言いました。答弁、最後お願

いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) スルメ加工の緊急雇用対策でもご質問がございました。基本的に申
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しますと、昨年、一昨年以前から大変厳しい経営をされている加工の業界であります。去

年も職員とともにですね、何とか支援する、業界を、この産業を、スルメ加工業の産業を

灯りを消さないような対策を講じなきゃならないというふうなことは、ずっと職員と話を

してきてまして、それで、今年の当初予算の段階でも、今年度の当初予算の段階でもその

辺は議論をしてまいりました。その中では春のイカ、夏のですね、スタートラインがどう

なるのかと。４月から業界の方々は動く業界もありますし、今年はスタート遅れた業界も

あるようでありますけども、その辺の実態をきちんと見極めて対応させていただくという

ふうなことで職員の皆さんの意見をもらいながら、ある意味では業界の皆さんともコンセ

プトとりながら進めてきたところであります。本当に４００人の漁港の方がいるとします。

１人年間１００万円揚がると４億なるわけであります。その４億の賃金のうち、例えば２

億を町内消費するということは大きな産業でありますので、雇用の輪も守りたいし、それ

からスルメ加工の業界も守りたいというふうな思いで、今年は時限立法、時限でやります

けども、これは毎度状況変わると思いますので、来年は来年でまた状況を見ながら、二の

矢が打てるんであれば打てるような体制を職員の皆さんの意見借りながら、知恵借りなが

ら進めたいと思ってますし、今般２千１１０何万ですね、予算計上させていただきました

けども、過疎地域のちゃんと起債制度も上手く利用しまして、状況、何とか業界をご支援

していきたいというふうな思いで、今回緊急的に提案させてもらいましたので、ぜひご理

解いただきたいというふうに思います。

それから、公園の管理、本当に広くなると管理も大変になるというふうに思います。し

かしながら松前の、歴史のある松前の公園をきちんとしたものに、いろいろ、議会の総務

経済常任委員会でもいろいろ公園のあり方について今まで議論進めてきておりますので、

その辺の所見もいただきながら、きちんとした管理体制を築いていくべく、今用地購入し

ながら、景観にも配慮した公園の整備を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) 他に。

５番。

○５番(工藤松子君) スルメ加工雇用確保緊急奨励金の部分ですけども、先程課長さんか

ら、事業主に交付っちゅう話がありましたけども、これは、どういう、なんちゅうんです

か、運営であっても、例えば行政サービスは滞納者には届かないっちゅう部分もあります

し、そういう大変な事業主さんももしかすればおられるんじゃないかなと思うんですよ。

どういうあれであっても奨励金、ちゃんとわたっていくんでしょうか。そこがちょっと心

配だったもんで、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 緊急奨励金の事業主に交付されるというようなことで、どうい

う理由であってもっちゅうことで、特別滞納者云々っちゅうようなお話だと思いますけど、

今般、この後かな、別途条例改正の部分も予定しておりますし、当然そういうような形で

特定滞納者には該当しませんよというふうな形になっている、そういう基本的な考えでお

ります。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時２１分)

(再開 午後 ２時３６分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開します。

１１番。

○１１番(西村健一君) 参考資料の３６ページの件です。町営住宅整備長寿命化の関係で

すがね、ここにかっこいい図面、北側立面図示されております。表から見た関係で窓の部

分あるんですけど、裏側にも窓の数が同じくあるということの理解でよろしいですか。

○議長(伊藤幸司君) 建設課長。

○建設課長(横山義和君) 裏側にも同じように窓がありますので、そちらの方も全て施工

する予定でございます。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) であるとしたならば、これは、課長、この工事費の関係、窓何個

想定した関係になるんですか。

それと、当然この内窓っちゅう表現されてますけど、外窓もあると思うんですが二重窓

であるということの理解でよろしいか。

それと、今２問ですから、この外枠の外窓、外窓の部分の心配はしなくてよろしいんで

しょうか。その辺も合わせて。

○議長(伊藤幸司君) 建設課長。

○建設課長(横山義和君) 箇所数につきましては、１棟あたり、１戸あたりの方がわかり

やすいと思いますが、６箇所の予定です。一棟で１２箇所っていう形になります。外窓に

ついては現状のままという形で、内窓を今議場の窓のような形の樹脂サッシに替える予定

でございますので、それで断熱を確保するということでございます。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) わかりました。そうすると、この外窓の部分は今手かけなくても

大丈夫だっちゅうことでよろしいですか、わかりました。地元の建物ですからね、赤神の。

よく注意してみればいいんでしょうけど、窓っちゅうことでことがことですからね、あん

まり注意深く見回りなんかすると大変なことになりますから、ちょっと心配あって質問し

たわけです。理解しました。大変これから寒くなる時期で、早速議決されますと手にかけ

てもらうと思うんですが、４番議員と同じように、大変タイムリーなあれだったと思いま

す。よろしくお願いします、ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 答弁いいんですか。

９番。

○９番(梶谷康介君) ３点ばかり、お尋ね致します。まず１点目はね、１２ページの臨時

財政対策債、この減額なんですけれどもね、よくわかんないんですよ。わかるように説明

してください。

それから、２点目は、大分質疑ありましたスルメ加工の件なんですけれども、業界の状

況みますとね、やはり行政も黙っていられない、やはり大事な産業であり、更に働く人方

のことを思えば、当然何らかの対策をしなければいけない。これは十分に理解できます。

ただ、こういう形でしかできなかったのかなと、他に選択肢はなかったのか。この中身を

今のお二人の委員の質疑の中でね、説明されている中は、或いはこの添付されてる資料見

る限りでは、私の受け止め方としては、原料不足のために働く時間が少なかったと。雇用

条件、雇用保険の給付要件を満たすことができなかったと、だから、その不足分を２千１

１５万円ですか、１人５万円という形で計上して、緊急対策をしたという形はね、理解は

できるんですよ。理解はできるけども、雇用保険法との関係はどうなんだろうか、こうい
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う形で対応することで問題はないのかなと。あとは公益性からいったらどうなのかと。

それからもう一つはね、ここに時限措置という形明記されております。これは、今年に

限って緊急事態だからこういう対応をしますよという意味ですよね。３番議員からもこの

次に何かあったらどうするんだっていうような質問もありましたけれども、そういうこと

を整理していくとね、この財源の対応がね、起債で対応するっていうことに対して疑問持

ちませんか。やはり、起債ということは、将来に負債を残すんですから。今のような緊急

対応が起債を起こしてまで対応するべきなのか。私はこういうときだからこそ財調を使う

べきじゃなかったのかなと、そんな気持ちでおりますけど、その辺の説明をいただきたい

と思います。

その関連の中でね、この資料の中に原料となるスルメイカの調達ができない場合に、加

工業務以外の衛生管理作業や、加工資材の補修作業等の業務を行うと。まあ、別な仕事さ

せるってことだよね、全く関連のない形ではないと思うけども、だから、そういうことが

どうなのかと。起債起こすときにそういう話なかったのか。或いはこれから、雇用保険を

申請するときにこういう文言ってのは、引っ掛からないかなと、そういう心配はしている

んです。その辺を明確に答弁していただきたいなと思います。

それから、もう１点はね、行政情報システムなんですよ。先の８月の２９日の北朝鮮の

ＩＣＢＭ発射されました。Ｊアラートなりました。慌ててテレビをいれました。発射され

たのは午前５時５８分、そしてテレビに報道され、そして、行災無線で放送されたと。既

にもう頭通過してるんですよね。だから、まあ、これはこういうことが起きてるんだって

いうことの情報提供はね、間違いなく、間違いではないと思います、思いますけれども、

だからってどうなんだって話なりませんか。どうしていいの、ね。だから、おそらく国だ

ってそういう議論はされてると思うんだけども、町だってそういう状態をどう受け止めて

いるのかなと。今後同じような形が生じたときに、同じＪアラームが鳴りました、報道さ

れたときにはもう既にどうしようもない状態になってるっていうことに対しては、どのよ

うにお考えでしょうか。

それからもう一つ、このＪアラームの話ばかりじゃなくってね、この防災無線は、いろ

んな形で町民に対する情報提供してるわけだ。ところが、実際に町民が１００％それを熟

知してる、きちっと受け止めてるかっていうことが、どのように確認されているのか。も

しも、そういう情報が全く行き届いていないとすれば、ならどうするのか、こういう話に

なるんですよね。私はこういう場じゃなくって、事務方のところに行ってね、実際にこの

放送されても、例えば加工場に行ってる人方が、もう６時っていうともうほとんど加工場

に行ってる人方はね、それ以降の行災、防災無線聞くにも聞きようがないんですよ。職場

にいる人方が、仕事しながらそれを聞けるような体制が果たしてとられているのかどうか。

その辺の現状の把握はいかがされておりますか、お尋ね致します。以上３点。

○議長(伊藤幸司君) １点目、それと時限対応ということの起債対応問題、これについて

政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) お尋ねがございました１２ページ臨時財政対策債の関係につ

きまして、今回６８７万１千円の減額計上をさせていただいたところでございます。ここ

数年、１億４千５００万程度の動きの中で、ここ数年臨時財政対策債が確定しているとい

う状況の中で、当初予算の段階で１億４千５００万円の見込みを立てたわけでございます

が、結果的に１億３千８１２万９千円になったことから、今回の減額に至ったものでござ

います。

臨時財政対策債につきましては、従来、わかりやすく言いますと地方交付税で国が交付
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金を出すわけなんですけども、基本的に国は町村で交付金いただいても起債を借りて事業

を結果的にやっていくだろうという、この起債部分で使いなさいという部分がですね、こ

の臨財債、臨時財政対策債というような趣旨のものになるものでございます。そういう特

徴のあるものでございまして、今言ったように過去数年の実績を踏まえまして、当初予算

で計画を立てましたけれども、実際には６８７万１千円の減額になったというところの内

容で今回提案をさせていただいたところでございます。

それから、今回のスルメイカ事業の関係で、できたらこういうときに財調使うべきでな

いかというような趣旨のお尋ねだったのかなあと思っておりますけども、これも緊急的な

財政対応ということで、当初の中ではちょっと計画になかった部分でもございます。そう

いう中で、私どもとしては、正に今１２ページにもありますけれども、起債要件の中に過

疎債でもってスルメ加工の雇用緊急対策事業分を２千１１０万ほど見込めるということで

ございますので、確かに、一般財源で対応するというやり方も一つの手法ではございます

けれども、過疎債が使えるのであれば、ご承知のとおり、所管の償還金の７０％が交付金

に跳ね返るっていう部分がございますので、そこを選択した形で今回提案をさせていただ

いたということでご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ページ２３ページのスルメ加工の奨励金の関係のご質問でござ

います。まず、対策としてこのような対策の方法より選択肢はなかったのかというような

ご質問でございます。前の質問にもお答えしておりましたけども、３年ほど前に総務経済

常任委員会でもスルメ加工という案件でもって議論してきた経緯がありまして、その際に

も水産加工業取り巻く課題というようなことで、一つには原料の安定確保でイカゴロの残

滓処理の問題、また雇用の安定確保、また経営改善対策云々、そのような課題があるとい

うことで整理してきた経緯がございます。今般の部分につきましては、今原料難というよ

うな情勢の中で、本当に原料確保に対する支援というようなことが一番当てはまるんだろ

うと思うんですけども、ご案内のように加工屋さんの形態が、委託、原料が委託で確保し

てやっているというような形態もある中で、なかなか原魚に対する部分の支援という部分

は、ちょっと整理しかねざる部分があるというようなこともありまして、やはり雇用の安

定確保というようなこと、それがしいては事業主さんの経営の安定、また地域経済の安定、

究極は松前町のスルメ加工の存続というような形で考えたところでございます。

２点目、雇用保険法の関係に支障、影響等はないのかというような趣旨のご質問でござ

います。雇用保険法の目的としましては、労働者が失業した場合、及び労働者について雇

用の継続が困難となる事情が生じた場合に、必要な給付を行う。また、研修制度等も謳っ

ておりますけども、第１条にはそんな形で明示されております。次ですね、事業主さんは、

雇用形態から雇用保険を従業員さんにかけなければならないというふうな、これも法律上

でそういう責務があるということがございます。そして、雇用保険かける形態でございま

すけども、労働契約を結びわけなんですよね、例えば、６月から１２月までだとか、７月

から１２月まで。これ、あくまでも季節雇用というふうな形での雇用契約というようなこ

とになりますので、その期間に対しての雇用保険のかけ方になっているというのが従前か

らされてきているようなことでございます。受給資格要件にとりましても、１週間の所定

労働時間が３０時間以上ですとか、４ヶ月以上の雇用契約が必要ですとか、最低６ヶ月の

雇用期間が必要。また、６ヶ月間を通して１ヶ月あたり１１日以上の就業が必要といった、

そういう資格要件をクリアした場合に、例えば１２月の仕事を終えた時点で事業主さんが

ハローワークの方に離職証明書というのを作成しまして届出します。それが、一人ずつの
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従業員さんに離職票というものが交付されます。それに基づいて、従業員さんは１回目、

ハローワークさんに行って失業の認定手続きをすると。２回目まで、１週間なり１０日ぐ

らい、これ一時金ですけども、間があって指定された日に所定の場所に出向いて失業の認

定を受けると。その際に、やっぱりその期間仕事を探しましたかという、そういう申し入

れ行為が、知人を通じて探してますだとか、いろんなそういう部分を経て初めて失業の認

定がされて、給付金が後日給付されるといったそういう流れがございまして、今般町とし

まして、それの雇用保険が７月から本人方の雇用保険の掛け金も負担しておりますし、事

業主さんも負担している中で、労使関係の中で１２月まで終わった時点で、次の仕事があ

ればいいんですけど、なかなか松前の実態みますと別な職につくというのも適わないのが

実態でございまして、また事業主さんの立場にしてみますと、２月、３月は休んでまた春

以降うちの加工場に来てくださいというような、そういう労使の信頼関係の中で今まで経

営推移してきたというのもこれ実態としてあるんだろうというふうに認識しておりまして、

そういった中で、雇用保険に対する今回我々が支援する部分については、違法的な部分っ

ちゅうのは何らないものというふうなことで認識を致しているところでございます。以上

でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次の防災関係については。

暫時休憩したいと思います。

(休憩 午後 ２時５５分)

(再開 午後 ２時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

９番。

○９番(梶谷康介君) 臨時財政特別債の件なんですけどもね、これ、マイナスにしないで

ね、そのまま何かに使うってことはできないの、別に起債、町債起こさないで。そういう

使い方のできる性格のものでないんですか、そうですね、わかりました。

それからね、今のスルメの奨励金の話ですよね。よくやろうとすることはわかるし、や

らなければいけない、それもわかるんですよ。だけれども時限措置でね、対応するってい

うことが、何回も同じこと言いますけども、今年と同じような状況来たら、また来年もや

らなければいけないっていうようなことが発生したときに、これにいくときに他に選択肢

はないのかなっていう議論はされないんですか、ストレートでここに行ったんですか。私、

そういうことをお尋ねしたいんですよ。まだ方法があるんでないのっていうような気持ち

がなんですけども。それが、再度お尋ねする件でございます。

それからもう一つね、この概要の中にね、さっき読み上げた条件ね、その後に事業の概

要の(４)番目に奨励金の額の中にね、雇用保険給付要件を満たした者１名につき５万円っ

て、要件満たしているんであれば出す必要ないんでねえかなと、これ私考えるんだけどお

かしいかい。それとも、こういう５万円の奨励金を出したことによって、この要件を満た

したっていうふうに理解しなさいっていう意味なのかな。この辺、もう一度お願い致しま

す。

それから、３番目の行政無線はできるだけ、もれのないような形で対応していただけれ

ばなと思います。

それから、もう一つは、町長、松前でシェルターでも造りますか。それだってね、行っ

てしまったら何にもなんねえんだよね。非常に非現実的な議論になるんでね、申し訳ない
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ですけど、無駄口と思って聞いてください。

○議長(伊藤幸司君) ２点目について、副町長。

○副町長(若佐智弘君) 梶谷議員のご質問にお答えさしていただきます。様々な議論が先

程水産課長の方から申し上げましたプロジェクトチームじゃございませんが、協議した段

階では出てまいりました。やはり、一番最初に出てきたのが函館市、先程からお話があっ

た原料に対する補助というふうなお話とか様々出てきました。そういう中で、やはり原料

に対する補助は松前町内のスルメ加工やってる業者の形態を考えたときに、原料を直接買

ってる業者さんもいれば、委託で商売している方もいるとか、そういう形であれば、直接

買ってるところには手立てがいきますけど、そうでないところにはその手立てが入りづら

いとか。そういった中で、いかにして皆さんに不公平感なくやっていくかということで考

えたときに、やはり一番は雇用を守るということにありまして、継続的、安定的に継続的

に雇用していただくと。これは、商店街の人からもお話は出てたんですけれど、やはり加

工場のお母さん達は、普段仕事も忙しいんで地元の店を使ってくれると。その人達がやは

り収入が少なくなるとうちらの売り上げとかには直接響いてくるんだというような声も、

私どもうかがっております。そして、またそういうものを含めたときに、いかにして安定

的に継続的に雇用していただくかと。

現状、さきほどお話ありましたけど、一部稚内の方でもある程度漁があって、それでス

ルメを、イカを、原魚を確保して加工場の方で稼働しているところもございます。ただ、

それも原魚の価格が高騰しております。現状の中で今の値段でそれがスルメとして出荷し

たときに、私どもが心配しているのは逆ざやになるんではないかと。原料と作業工賃の方

が高くなるんではないかと。そういったときに、それでも頑張って、やはり加工屋の方々

は、皆さんは来年以降のことも考えて、働いてるお母さん方には迷惑かけられないという

ことで、やはり継続、安定的で継続的な雇用ということで頑張っておられます。ただ、や

はりそのときに原魚がなければじゃあ休ませるのかと、じゃあスルメだけの加工というも

のに対するだけの応援でいいのかっていうか、いろいろな議論をした中にあって、やはり

安定的、継続的な雇用ということで、もう既にこれまで頑張ってきていただいております。

これはもう春先からずっとそういう中で頑張ってきております。ですから、そういう形の

中で頑張ってきてるものにいくらかうちらもお手伝いできればと、何とか町の雇用継続す

るためにっていうことで考えて、それで最終的にたどり着いたのが、この奨励金という形

でございます。

決して、先程法の話もされましたが、これはスルメの加工だけについたらいいだろうと

かっていう話だけではなくて、原魚がなくなったときには、例えば先程言ったように加工

場の中の掃除でもなんでも、雇用していただくことによって失業保険の要件を満たすもの

に足りることがあるかもしれないということですね。例えば、原魚としてスルメ加工は１

０日しか今月できなかったと、１日足りなければそれでもう失業保険つかないわけです。

そしたら１日分は掃除でもなんでもいいんでないかとか、そういう考えでございます。そ

れで、水産課長が言ったのが労働の対価として私どもは奨励金を払ってるわけでございま

すから、その中において失業保険、雇用保険をかけるわけですから、法的には何ら私ども

は問題ないというふうに考えております。

そういう意味でのものでございまして、何とか、また来年以降どうなるかというお話も

ございます。これは、来年にならないと何とも。いろいろな学者の方が春先、５月、７月

になると今年のスルメの漁獲予想を出しますけれど、ピタッとあたることはなかなかあり

ません。そういった中でもやはり加工屋さんは頑張って継続して、雇用主としての責任を
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果たすために一生懸命雇用を継続しておりますんで、それに対してまた来年の状況を見な

がら、また３番議員の方からもお話ありましたように、様々な手立ても、これ先程お話あ

りました昭和６１年、６０年、６１年頃にも、その頃にも違う加工ができないかというこ

とでですね、随分いろいろと議論した経緯もありますんで、そういう意味ではノウハウあ

る程度持っておりますので、ここは来年また状況によっては、３０年前と今でも状況が違

っております。３０年前はニュージー、アルゼンチンと様々なイカを日本の船が捕ってご

ざいましたんで、前浜のイカなくても加工屋さんは稼働しておりました。それが今現状は

そういう状況にないということで、やはりそのときの状況に対応した町長の考え、私ども

のアドバイスも含めてですね、一つの方向性を示していきたいというふうに考えておりま

すので、どうか、ご理解いただきたいと思います。

雇用保険の条件を満たしたものということでの話でありますけど、それはそれだけでど

れだけでいくかはちょっとわからない話ですので、やはり奨励金としては、そのくらいで

頑張ってくださいというものですから、先程申しましたように過去にも既に、これまでの

間にも、今日までの間にも春先からいろいろ努力して高揚してくれてるっていう実態は私

どもも把握しておりますので、例え、それがスルメの加工だけでいったにしても、私ども

はこの奨励金は対応する考えでおります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) いろいろお話も聞かせていただきました。一番目はよくわかりまし

た。それから、３番目に関してもいいんですけどもね、このスルメ加工業界のね、予算の

取り方、４２３名１人あたり５万円、合計２千１１５万円。これ単純に計算するとね、１

日１人５、６千円やって、１０日間頑張ればこういう要件を満たすことになるんですよ、

この予算であれば。これで完全に松前の働いている人方はクリアできるっていう計算なん

ですか、業界とよく話してこの金額は決められたんですか。先程、何か庁舎内で検討して

結果を出したって言うけれども、実際に業界との関連ってのはあるんですか、ないんです

か。どの程度お話されて、この金額でオッケーだという結論を出されたのか、お尋ね致し

ます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ３時１０分)

(再開 午後 ３時１０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 加工屋さんの事業主さんとの一連の打ち合わせ云々ちゅうな部

分は、前段のご質問にも答えておりますけども、具体的な部分のそういうお話はしており

ませんけども、一応基準的な部分についてはご説明申し上げますと、例年、春先、３月、

４月、５月から動いてくるんですけども、昨年の原料不足で在庫がかえがほとんどなかっ

たというようなことで、今年の春先以降からも多くの事業所さんで仕事がストップしてき

た状況があるといったことで、加工の仕事が本格的に始まるのが北海道のイカ漁が解禁に

なる６月以降、６月以降については、ちょっとまだ不安定な水揚げの状況もありますんで、

大体７月くらいから本格的に加工場さんが稼働していくというようなことがありまして、

実は今年の４月の加工場の生イカの処理日数を統計データを取りますと、昨年から比較し

て大分、平成２７年につきましては１２．９日あったものが、今年の４月については９．
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５日しかなかったというようなことで、この数字からも稼働日数が少なくなっているとい

うようなことが伺われまして、よって積算の部分としましては、月最低１１日以上必要だ

というようなことで、９．５日の部分プラス、いろんなのしたり梱包したりというような

部分で１１日以上の労働日数は確保はしておるんですけども、この９．５日が最低の、労

働雇用保険の条件である１１日からみますと、２．５日、１．５日不足してるというよう

なことで、これは７月、８月、９月、１０月、１１月、１２月、６ヶ月間をかけまして、

加工の、最低賃金１０月から若干上がりますますけども、７月から１２月までの労働最低

賃金の単価を掛けていって、１日７時間労働というようなことでいきますと、５万円以上

の単価、院額なってくると。それを基準に致しまして、１人頭５万円で、大体日数でいき

ますと９日ぐらいの、７月から１２月まで９日間くらい、やっぱりそういう日があった場

合、この奨励金によって何とか仕事を確保してくださいというふうな考え方でございまし

て、そのような形での２千１１５万の予算計上をさしていただいているというようなこと

でございますので、ご理解いただきたいと存じます。

業界との話し合いの件、答弁もれでございます。我々、今申し上げました細い積算をす

る以前に業界の方々、全員ではないんですけども、主要な加工振興協議会の役員さん方に

非公式ではありますけどもお集まりをいただいて、我々役場、町としてそんな支援方策で

検討している部分があるんですといった部分をご説明申し上げまして、業界の方々もそん

な形で支援してくれるんであれば、業界としては大変ありがたいというふうな、したけど、

町が良かれと思って予算措置したものが、なんだや、そういうものいらないというような

ことがあれば困るもんですから、そういうふうな部分も踏まえまして、そういう進め方、

事前の進めをしてきたというふうな経緯がございますので、その点につきましてもご理解

を賜りたいと存じます。

○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４２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２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４３号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、議案第４３号、平成２９年度松前町国民健康保険特別

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) それでは、ただ今議題となりました議案第４３号、平成２９年

度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)について、その内容をご説明致します。

平成２９年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(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。
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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に

歳入歳出それぞれ２千４２８万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１６億９千８５８万２千円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算

の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の主な内容は、平成３０年度から始まります国民健康保険の都道府県単位化

の準備に係る国民健康保険システム改修等委託料と、平成２８年度国庫支出金等の精算に

伴います返還金の計上であります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１２ページをお開き願います。

１２ページ、３．歳出です。１款１項１目一般管理費で、１３節国民健康保険システム

改修等委託料として、１千４６２万１千円の追加計上です。これは、平成３０年度から北

海道と市町村が一体となり、国民健康保険事業を行う、いわゆる国民健康保険の都道府県

単位化に向けて国保の資格取得、喪失情報並びに高額療養費の多数回回答情報を都道府県

単位で一元化管理するため、今回市町村間における情報連携等を支援するシステムの構築

と、その運用管理を国保連合会に委託するとともに、既存の国民健康保険システムを改修

委託するものであります。

次に１３ページをご覧願います。２款１項療養諸費は、財源更正です。

１４ページをお開き願います。３款１項１目１９節後期高齢者支援金で、４１万円の減

額計上です。これは、平成２９年度の納付金の額の確定によるものであります。

次に、１５ページです。４款１項１目１９節前期高齢者納付金で、５千円の追加計上で

す。こちらも平成２９年度納付金額の確定によるものであります。

１６ページをお開き願います。６款１項１目１９節介護納付金で、５８万円の減額計上

です。こちらも平成２９年度納付金の額の確定によるものであります。

次に１７ページです。８款１項特定健康診査等事業費、こちらは財源更正であります。

１８ページをお開き願います。１０款１項３目償還金で２３節国庫支出金等精算に伴う

償還金として、１千１６８万８千円の計上です。これは、平成２８年度国庫支出金等の実

績精算の結果、平成２９年度で返還することとなった療養給付費等国庫負担金の返還が主

なものであります。

次に、１９ページです。１２款１項１目繰上充用金で、２２節前年度繰上充用金として、

１０４万２千円の減額計上です。これは、平成２８年度国保会計決算収支不足額の確定に

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ございます。６ペ

ージへお戻りいただきたいと思います。

６ページ、２．歳入です。２款１項１目２節療養給付費負担金で、１千円の減額計上で

す。次に、３目２節特定健康診査等負担金で、１千円の減額計上です。いずれも平成２８

年度の実績精算の結果、追加交付がなく、減額するものであります。

次に、７ページです。２項１目１節普通調整交付金で、１千１７８万円の追加計上です。

これは、歳出に対応するための財源調整であります。次に、２目１節国民健康保険制度関

係業務準備事業費補助金で、１千２１９万１千円の計上です。これは、歳出の国民健康保

険システム改修等委託料に対する国庫補助金でありまして、新たに科目を追加したもので

あります。

８ページをお開き願います。３款１項１目２節療養給付費交付金で、１千円の減額計上

です。これは、平成２８年度の実績精算の結果、追加交付がなく、減額するものでありま
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す。

次に、９ページです。４款１項１目１節前期高齢者交付金で、３１万７千円の追加計上

です。これは、平成２９年度概算交付額の確定によるものであります。

１０ページをお開き願います。５款１項２目２節特定健康診査等負担金で、１千円の減

額計上です。これは、平成２８年度の実績精算による追加交付がなく、減額するものであ

ります。

１１ページをご覧願います。９款１項１目１節療養給付費交付金繰越金で、１千円の減

額計上です。次に、２目１節その他繰越金で、１千円の減額計上です。いずれも前年度か

らの繰越金がなかったことから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ページへお戻り願います。

２ページ、第１表歳入歳出予算補正、事業勘定の歳入でございます。歳入合計、補正前

の額１６億７千４３０万円に今回２千４２８万２千円を追加し、補正後の額を１６億９千

８５８万２千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、補正後の額を１６億９千８５８万

２千円に致そうとするものでございます。

以上が議案第４３号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)の内

容でございます。よろしくご審議のほどお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４３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４３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４４号 平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、議案第４４号、平成２９年度松前町介護保険特別会計

補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ただ今議題となりました、議案第４４号、平成２９年度松

前町介護保険特別会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２９年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。第１項は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ４千９５３万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１０億６千９００万１千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ３５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千３４０万

６千円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分
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及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、｢第１表歳入歳出予算補

正」によろうとするものです。今回の補正につきましては、平成２８年度の保険給付費等

に対する負担金交付金の精算及び一部事務費におきまして補正が必要となったことから、

補正予算を計上するものであります。

それでは、始めに保険事業勘定の歳出の事項別明細書によりご説明申し上げます。１３

ページをお開き願います。

１３ページ、３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、北海道国民健康保険団体連

合会負担金２万２千円の増額です。これは、本年１０月より北海道国民健康保険団体連合

会との各種情報等の電送システムが新たに保険者ネットワークシステムに参入することと

なったため、この管理経費について負担が求められたための補正です。

次に、１４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、２千３８８万８

千円の増額計上です。２千３８８万３千円の増額です。平成２８年度精算に伴う余剰分を

２９年度で積み立て致そうとするものです。

次に、１５ページです。７款１項１目償還金では、１千７５９万６千円の増額計上です

が、介護給付費に関わる支払基金交付金及び国、道支出金精算に伴う償還金として１千７

６０万１千円の増額です。地域支援事業につきましては、償還金が発生しないことから、

介護予防事業については３千円の減額、包括的支援事業、任意事業については２千円の減

額です。

１６ページです。２項１目一般会計繰出金では、８０３万２千円の増額計上です。平成

２８年度一般会計繰入金の精算に伴う超過負担分を返還するため、一般会計に繰り出しす

るものです。

以上が保険事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページ

へお戻り願います。

６ページ、２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金、更に７ページ、２項２目地

域支援事業交付金（介護予防日常生活支援総合事業）、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、精算に伴う追加交付金が発生しない

ため、それぞれ１千円の減額計上です。

次に、８ページです。４款１項１目介護給付費交付金につきましても、前年度精算に伴

い追加交付金が発生しないため、１千円の減額です。２目地域支援事業交付金では、精算

に伴う追加交付金が、３３万７千円の増額計上です。

次に、９ページです。５款１項１目介護給付費負担金と次のページ、１０ページ、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）、更に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、精算に伴う追加交付金が

発生しないため、それぞれ１千円の減額です。

次に、１１ページ、７款１項１目一般会計繰入金では、事務費繰入金を２万２千円の増

額です。北海道国民健康保険団体連合会負担金の増額分について、一般会計からの繰入金

を増額するものです。

次に、１２ページです。８款１項１目繰越金では、前年度繰越金４千９１８万１千円の

増額計上です。平成２８年度決算による剰余金４千９１８万１千４７１円を全額平成２９

年度へ繰り越しするための予算計上です。

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

９４６万８千円に、今回４千９５３万３千円を追加し、補正後の額を１０億６千９００万
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１千円に致そうとするものです。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１０億６千９００万

１千円に致そうとするものです。

続きましてサービス事業勘定、歳出の事項明細書です。２２ページをお開き願います。

２２ページです。３．歳出です。２款１項１目一般会計繰出金では、３５万円の増額計

上です。平成２８年度決算による剰余金３５万２６９円を一般会計へ繰り出ししようとす

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が、上

の２１ページになります。

２．歳入、３款１項１目繰越金で、３５万円の増額計上です。平成２８年度決算におけ

る剰余金３５万２６９円を全額平成２９年度へ繰り越しするための予算計上です。

以上がサービス事業勘定、歳入の事項別明細です。１７ページをご覧願います。

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１千３

０５万６千円に、今回３５万円を追加し、補正後の額を１千３４０万６千円に致そうとす

るものです。

次に１８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１千３４０万６千円

に致そうとするものです。

以上が議案第４４号、平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算（第１回）の内容

です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４４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４４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４５号 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、議案第４５号、平成２９年度松前町後期高齢者医療特

別会計補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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４５号、平成２９年

度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明申し上げ

ます。

平成２９年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところ

によろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ７９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１千２６万２
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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、平成２８年度決算に伴い、その精算をするための補正でございま

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。７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、１９節北海道後期高齢

者医療広域連合納付金保険料等分として、２０万８千円の追加計上です。これは、平成２

９年４月、５月で納入されました平成２８年度に属する保険料を平成２９年度会計から納

付金として支払いするものであります。

８ページをお開き願います。３款２項１目２８節一般会計繰出金で、５９万円の追加計

上です。これは、前年度決算剰余金の内、精算により事務費分を一般会計へ繰り出ししよ

うとするものであります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入です。６ページへお戻

り願います。

２．歳入です。４款１項１目１節前年度繰越金で、７９万８千円の計上です。これは、

前年度会計における決算剰余金を繰越金として計上するものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

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１億９４６万４千円に今回

７９万８千円を追加し、補正後の額を１億１千２６万２千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１億１千２６万２千

円に致そうとするものであります。

以上が議案第４５号、平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)の

内容でございます。よろしくご審議くださるようお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４５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４５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４６号 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、議案第４６号、平成２９年度松前町病院事業会計補正

予算（第１回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) それでは、ただ今議題となりました議案第４６号、平成２
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９年度松前町病院事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げま

す。

今回の補正にあたり、収益的収入として不採算地区病院に対する交付税が見込まれるこ

とから、一般会計からの補助金の増額補正をするものです。また、収益的支出として、院

内等で使用していたブラウン管テレビや冷蔵庫などの産業廃棄物処理委託料及び国立病院

機構函館病院、高橋病院の医師派遣委託料を増額補正するものです。更に、資本的支出と

して、人工呼吸器と薬品保冷庫が故障し、修理不能により、新たに購入のため、固定資産

購入費の増額補正をするものです。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

第１条は総則です。平成２９年度松前町病院事業会計の補正予算(第１回)は、次に定め

るところによるものです。第２条は収益的収入及び支出です。平成２９年度松前町病院事

業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。

収入です。第１款病院事業収益は、既決予定額１１億４千３２６万８千円に今回１億円を

追加し、補正後の予定額を１２億４千３２６万８千円にするものです。その内訳と致しま

して第２項医業外収益で、既決予定額１億４千８６３万７千円に１億円を追加し、補正後

の予定額を２億４千８６３万７千円にするもので、不採算地区病院に係る一般会計からの

補助金１億円の増額です。

次に、支出です。第１款病院事業費用は既決予定額１２億４千１万６千円に、今回６１

４万６千円を増額し、補正後の予定額を１２億４千６１６万２千円にするものです。その

内訳と致しまして、第１項医業費用既決予定額１２億２千６０１万３千円に今回６１４万

６千円を増額し、補正後の予定額を１２億３千２１５万９千円にするもので、産業廃棄物

処理委託料、国立病院機構函館病院及び高橋病院の医師派遣委託料を増額するものです。

２ページです。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

支出予定額を次のとおり補正するものです。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額、２千４４３万３千円は、全額過年度分損益勘定留保資金で補てんしようとする

ものです。支出です。第１款資本的支出は、既決予定額６千６６５万１千円に、今回３２

９万３千円を追加し、補正後の予定額を６千９９４万４千円にするものです。その内訳と

致しまして、第１項建設改良費、既決予定額５千５６１万５千円に、今回３２９万３千円

を追加し、補正後の予定額を５千８９０万８千円にするもので、新たに導入を予定してお

ります人工呼吸器と、故障し、修理不能の薬品保冷庫を購入するため、固定資産購入費を

増額するものです。

第４条は他会計からの補助金でございます。予算第９条中１億３千２５７万５千円を２

億３千２５７万５千円に改めるものです。

以上が、平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第１回）の内容です。予算実施計

画他、関係書類につきましては、３ページ以降に添付しておりますので、ご参照をお願い

致します。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

４番。

○４番(近江武君) ちょっと確認したいんですけども、一番最後のページ、５ページなん

ですけども、２９年度の末でもってですね、予定貸借対照表にありますけども、このまま

でいくとですね、当期純利益が７２５万７千円ということになりますね。一応確認したい

もんですから。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。
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○病院事務局長(白川義則君) ただ今、近江議員からご質問がありました５ページの右側

の方になりますが、剰余金の(２)番、(２)番のイ当年度純利益三角の７千、失礼しました、

７２５万７千円に対します質問でございます。この純利益につきましては、現在三角とな

っておりますが、この数字につきましては９月現在の見込みの額の数字となっております。

この後、毎年になりますけれども、３月に収入の補正、費用の補正等ございますので、そ

れが確定したあとに最終決算額が確定する運びとなりますので、ご理解のほど、お願いし

ます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４６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４６号は原案のとおり可決されました。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時４４分)

(再開 午後 ３時５９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) 日程追加についてを議題と致します。

この際議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることにし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに決

定致しました。

◎議案第５３号 松前町空家等の適正な管理に関する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、議案第５３号、松前町空家等の適正な管理に関する条

例制定についてを議題と致します。

なお、ただ今議題となりました議案第５３号については、質疑終了後、厚生文教常任委

員会に審査を付託したいと思います。

提出者の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) ただ今議題となりました議案第５３号、松前町空家の適正
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な管理に関する条例制定について、ご説明申し上げます。

始めに、条例の制定理由ですが、空家とは、本来所有者や管理人が建築物やその敷地等

が他人に損害を与えないように維持、保全をすべきものですが、放置されたまま適正に管

理されてない空家等が増えてきております。国においては、空家等対策の推進に関する特

別措置法が平成２６年１１月に成立し、平成２７年５月に全面施行されておりますが、こ

の特別措置法の規定に基づき、当町におきましても新たに条例を制定し、より早期の対応

や、緊急時の対応の充実を図ることにより、町民の安全で安心な暮らしを確保することを

目的に、所有者等の責務や調査、支援、指導等、空家等の適正管理に関して必要な事項を

定めようとするものです。

条例第１条は、目的です。町民の安全で安心な暮らしを確保するという条例の制定目的

を定めるものです。

第２条は、定義です。条例を解釈する上での共通認識を持つため、重要な用語の意義を

定めるものです。

第３条は、当事者間における解決の原則です。基本的な考え方として、民事の紛争に対

して行政が積極的に関わるべきでないことから、危険な状態にある空家等が原因で生ずる

紛争については、当事者間で解決を図ることが原則である旨を定めるものです。

第４条は、所有者等の責務です。空家等を適正に管理し、周辺の生活環境に悪影響を及

ぼす状態にならないように、自らの責任において適切に管理することを所有者等の責務と

して定めるものです。

第５条は、町の責務です。特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の適切

な管理及び活用促進について、町の責務を定めるものです。

第６条は、情報提供です。町民等による危険な状態にある空家等の情報提供について、

努力義務として定めるものです。

第７条は、立入調査等です。管理不全な状態の空家等の情報提供があったとき、または

実態調査で状況が把握できない場合、改めて空家等状況を把握し、判断の一助とする必要

がある場合、職員等が立入調査することができることを定めるものです。

第８条は、空家等の所有者等に対する情報の利用等です。空家等の所有者等の氏名など、

必要な情報について、特別措置法の規定により、固定資産税の税情報等の目的外利用を認

めることを定めるものです。

第９条は、助言、または指導です。空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当

該空家等の所有者等に対して完備不全な状態を改善する措置を行うよう、口頭、または文

書等で指導することができることを定めるものです。

第１０条は、勧告です。空家等の所有者等に対し、助言や指導を行ったにも関わらず、

空家等の所有者等が指導に従わないときは、期限を定めて管理不全な状態の解消のために

必要な措置を講ずるよう勧告できることを定めるものです。

第１１条は、措置命令です。空家等の所有者等が勧告に応じないとき、または措置を講

じたが、継続して管理不全な状態であると認めるときは、期限を定めて行政処分として最

も重く、勧告よりも拘束力の強い命令処分を行うことができることを定めるものです。

第１２条は、通知書の交付等です。第１１条の命令を行う場合、あらかじめ措置内容等

を記載した通知書を交付しなければならないと定めるものです。

第１３条は、公開による意見聴取です。第１２条の通知書の交付を受けたものについて、

意見陳述機会を与えるなど、必要な手続きを定めるものです。

第１４条は、公表です。命令を行ったにも関わらず、正当な理由がなく命令に従わない
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ときは、氏名等を公表することができることを定めるものです。

第１５条は、緊急安全措置です。条例に緊急安全措置の規定を設けて、緊急の措置を講

じる必要が生じた場合、その状態を回避するために必要最低限度の措置をとることができ

ることを定めるものです。

第１６条は、関係機関との連携です。侵入者の発見や犯罪等、町だけでは対応困難な場

合に、警察署や消防署等、その他関係機関との協議を行い、必要な協力を要請できること

を定めるものです。

第１７条は、代執行等です。命令を受けた所有者等が期日を過ぎても命令に従わない場

合において、他の手段では命令の履行を確保することが困難であり、空家等が倒壊等する

ことにより、町民の生命、身体、財産に危害を及ぼす危険な状態と認められるときは、代

執行ができることを定めるものです。また、第２項につきましては、過失がなく、所有者

等が判明しないために命令を行うことができない場合は、町長等がその者に代わって必要

な措置を行うことができることを定めるものです。

第１８条は、支援です。適正な管理促進のため、所有者等に対し、必要な支援を行うこ

とができることを定めるものです。

第１９条は、規則への委任です。この条例に定めるものの他、この条例の施行に関し必

要な事項は規則で定めるとするものです。

附則としまして、この条例は、平成３０年、４月１日から施行しようとするものです。

以上が議案第５３号、松前町空家等の適正な管理に関する条例制定についてです。よろ

しくご審議くださるよう、お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありませんね。

(「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。

ただ今議題となっております議案第５３号については、会期中に審査を終わることとし

て、厚生文教常任委員会に審査を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(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。

◎認定第１号 平成２８年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について

◎認定第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について

◎認定第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について

◎認定第５号 平成２８年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 平成２８年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２１、認定第１号、平成２８年度松前町一般会計歳入歳出決

算認定について、日程第２２、認定第２号、平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳
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入歳出決算認定について、日程第２３、認定第３号、平成２８年度松前町介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について、日程第２４、認定第４号、平成２８年度松前町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２５、認定第５号、平成２８年度松前町

水道事業会計決算認定について、日程第２６、認定第６号、平成２８年度松前町病院事業

会計決算認定について、以上６件を一括議題と致します。

本件の審査にあたっては、特別委員会を設置し、これを付託することに致したいと思い

ます。従って提出者の説明は、決算の総括事項程度の説明を求めることにしたいので、ご

了承願います。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました認定第１号、平成２８年度松前町一般会計

歳入歳出決算認定について、認定第２号平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、認定第３号、平成２８年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第４号、平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、認定第５号、平成２８年度松前町水道事業会計決算認定について、認定第６号、

平成２８年度松前町病院事業会計決算認定について、それぞれ議会の認定をいただきたく

提出致します。

各会計につきましては、監査委員の審査に付したところ、別紙、平成２８年度松前町各

会計決算審査意見書及び平成２８年度松前町水道事業会計決算審査意見書並びに平成２８

年度松前町病院事業会計決算審査意見書のとおり、各会計決算書及び附属調書は、いずれ

も関係法令並びに会計規定に準拠して作成されており、かつ会計管理者及び関係課等が保

管する諸帳簿及び各証書とも照合審査した結果、各係数と符合することが認められた旨の

審査意見書が付されてございます。

以下、各会計の決算概要についてご説明を申し上げます。

最初に一般会計でございますが、歳入決算額につきましては、収入済額５６億８千１２

４万６千１８０円、歳出決算額につきましては、支出済額が５４億７千４８３万７千２６

４円で、歳入歳出差引残額は２億６４０万８千９１６円となり、翌年度へ繰り越すべき財

源の繰越明許費繰越額１千８８３万７千円を差し引いた１億８千７５７万１千９１６円が

実質収支となり、残額の９千４５７万１千９１６円につきましては、財政調整基金に編入

してございます。歳入の内、町税につきましては、調定額６億３千３０９万７千５８９円

に対し、収入済額が５億５千７４６万８千２７３円で、収入割合は８８．１％となってご

ざいます。町税は、重要な自主財源でありますので、町民各位のご理解とご協力をいただ

き、財源確保により一層の努力をしてまいります。続いて歳出でございます。歳出予算総

額５６億９千９３８万４千９８８円に対しまして、支出済額が５４億７千４８３万７千２

６４円で、執行割合は９６．１％となっております。執行割合が低いのは、松前中学校グ

ラウンド野球場改修事業等の翌年度への繰り越しが１億５千２６万円あるもので、この繰

越額を予算総額から差し引いた執行割合は、９８．７％となっております。予算執行にあ

たり、議員各位並びに町民の皆さんのご理解、ご協力に心から感謝を申し上げる次第でご

ざいます。

次に、国民健康保険特別会計でございます。歳入決算額につきましては、収入済額が１

６億２千３５８万２２２円、歳出決算額につきましては、支出済額が１６億２千５８３万

８千１５３円で、歳入歳出差引、不足額は２２５万７千９３１円となり、全額平成２９年

度歳入繰上充用金で補てんしております。歳入の内、国庫支出金は、調定額収入済額とも

３億９千４３５万７千３８３円で、歳入決算総額の２４．３％となっております。国民健
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康保険税につきましては、調定額３億７６１万７千５１７円に対し、収入済額は２億１千

９８８万１千８７２円で、収入割合は７１．５％となっております。続いて歳出でござい

ます。歳出の内、保険給付費は、支出済額が１０億６９２万２千２８２円で、前年度と比

較致しますと９千１６４万４千９３４円、８．３％の減少となってございます。依然とし

て厳しい運営環境が続いておりますが、より一層の努力をしてまいります。

次に、介護保険特別会計でございます。まず保険事業勘定でございますが、歳入決算額

につきましては、収入済額が１０億１千９８９万６６６円、歳出決算額につきましては、

支出済額が９億７千７０万９千１９５円で、歳入歳出差引残額は４千９１８万１千４７１

円となり、全額翌年度へ繰り越ししてございます。歳入の内、保険料は、調定額１億６千

５９２万３千６００円に対し、収入済額１億６千１９６万６千２８０円で、収入割合は９

７．６％となったところでございますが、引き続き高齢者各位のご理解、ご協力をいただ

きながら一層の努力をしてまいります。続いて歳出でございます。歳出の内、保険給付費

は支出済額が８億８千２８１万２１８円で、前年度と比較致しますと２千４４５万１千９

５３円、２．８％の増加となってございます。今後とも介護サービスの適切な利用促進を

図ってまいります。次に、サービス事業勘定でございますが、歳入決算額につきましては、

収入済額が１千５０９万３千６８１円、歳出決算額につきましては、支出済額が１千４７

４万３千４１２円で、歳入歳出差引残額は３５万２６９円となり、全額翌年度へ繰り越し

してございます。

次に、後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入決算額につきましては、収入済額

が１億１千４６万７千６５９円、歳出決算額につきましては、支出済額が１億９６６万９

千３１２円で、歳入歳出差引残額は７９万８千３４７円となり、全額翌年度へ繰り越しし

てございます。

次に、水道事業会計でございます。現在１上水道、３簡水道をもって経営しております

水道事業は、より安全で安定した水の供給を図るため、施設などの整備を進めるとともに

維持管理に重点を置いた経営を努めているところであります。平成２８年度決算につきま

しては、収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで２億１９万５千６０１円、支出

済額は消費税込みで１億８千５０７万１千５５３円となり、利益は１千５１２万４千４８

円となるところですが、資本的収支勘定等における消費税の支出が４４２万６千７７２円

となるため、当年度の純利益は１千６９万７千２７６円となりました。次に、資本的収支

勘定につきましては、収入額は消費税込みで３千２２万５千円、支出額は消費税込みで１

億３２０万２５９円となり、差引７千２９７万５千２５９円の不足を生じましたが、この

措置につきましては、減債積立金から１００万円、過年度分損益勘定留保資金から４千６

７４万７千８０１円、当年度分損益勘定留保資金から２千２０３万５千１９０円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３１９万２千２６８円をもって補てんし、決算

を終了したところでございます。今後とも計画的な施設などの整備を進めるとともに、維

持管理に万全を期してまいります。

最後に病院事業会計でございますが、収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで

１２億８千３７７万４千２２４円で、支出額は消費税込みで１１億６千１３４万３千７０

６円となり、利益は１億２千２４３万５１８円となるところですが、資本的収支勘定にお

ける消費税の支出が７３万１千２８０円となるため、当年度の純利益は１億２千１６９万

９千２３８円となりました。次に、資本的収支勘定につきましては、収入額は消費税込み

で８９３万１千円、支出額は消費税込みで１千８８０万３千４０４円となり、差引９８７

万２千４０４円の不足を生じましたが、この措置につきましては、全額過年度分損益勘定
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留保資金で補てんし、決算を終了したところでございます。今後とも町民の生命と健康を

守るために、包括的な医療の供給とサービスの提供を図るとともに、更なる収益の確保と

費用の節減を目標に、職員一丸となって病院事業を執行してまいりたいと存じます。

以上、各会計の決算につきまして、その概要を申し上げました。よろしくご審議の上認

定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全議員に

よる特別委員会に審査を付託しますので、質疑を省略致します。

◎決算審査特別委員会の設置

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

ただ今議題となっております、認定第１号から認定第６号については、慎重審査の必要

があると思われますので、議長及び議会選出監査委員を除く全議員で構成する決算審査特

別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに付

託し、会期中に審査を終わ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、認定第１号から認定第６号については、議長及び議会選出監査委員を除く全議

員で構成する決算審査特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査

権を付与の上、会期中に審査するよう、これに付託することに決定しました。

ただ今、設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選を別室におい

て、委員会条例第７条の規定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩致します。

(休憩 午後 ４時２２分)

(再開 午後 ４時３０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎決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) 決算審査特別委員会委員長及び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) 先程設置されました、決算審査特別委員会委員長より副委員長の

互選を私が委員会条例第７条第２項の規定により行いましたところ、委員長には４番近江

武君、副委員長には２番沼山雄平君が選任されましたので、ご報告致します。以上。

◎休会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

議案審査のため、９月１２日から９月１４日までの３日間休会致したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。



- 63 -

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

致します。

なお、９月１５日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ４時３２分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 伊 藤 幸 司

署名議員 近 江 武

署名議員 工 藤 松 子
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日程第９ 議案第６３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ
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（開会 午前１１時２０分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) 大変ご苦労様でございました。

本日は休会の日ですが、議事の都合により会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、６番堺繁光君、

７番油野篤君、以上２名を指名致します。

◎議案第５３号 松前町空家等の適正な管理に関する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第５３号、松前町空家等の適正な管理に関する条例

制定についてを議題と致します。

厚生文教常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。厚生文

教常任委員会委員長油野篤君。

○厚生文教常任委員会委員長(油野篤君) 議案審査報告書の提出について。

平成２９年９月１１日、松前町議会第３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ました議案第５３号の審査を終えたので、松前町議会会議規

則第７７条の規定により、別紙のとおり審査報告書を提出致します。

審査の経緯、審査年月日、委員の出席状況並びに出席要求した説明員は記載のとおりで

あります。

審査結果。議案第５３号、松前町空家等の適正な管理に関する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しました。

以上で報告を終わります。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりました。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５３号は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第５５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３、議案第５５号、町税条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました議案第５５号、町税条例の一部を改正

する条例制定について、その内容をご説明致します。

それでは、議案の末尾に添付しております説明資料、町税条例の一部改正に係る新旧対

照表下段の説明欄をご覧願います。

今定例会に本議案を提案し、ご審議いただきます理由でございますが、新たに非営利活

動法人が設立されたことに伴い、当該非営利活動法人に対する寄附金を町民税所得割の寄

附金税額控除の対象とするため、条例の一部を改正しようとするものです。なお、当該非

営利活動法人は、高齢者及び地域の一般の住民等に対して在宅介護をはじめとする生活支

援や援助の事業を行うことにより、地域社会全体の利益の増進、福祉の向上に寄与するこ

とを目的とした法人であります。

それでは、改正の内容でございますが、別表第２、法人名欄に「特定非営利活動法人松

前地域福祉応援隊」を、主たる事務所の所在地欄に「北海道松前郡松前町字朝日４９５番

地２」を加えようとするものです。

また、附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行し、平成２９年８月１０日か

ら適用致そうとするものです。なお、平成２９年８月１０日は、非営利活動法人が設立さ

れた日であります。

以上が、議案第５５号、町税条例の一部を改正する条例制定についての内容であります。

何卒よろしくご審議賜りますよう、お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第５５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５５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５６号 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第５６号、松前町営住宅の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。
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提出者の説明を求めます。建設課長。

○建設課長(横山義和君) ただ今議題となりました議案第５６号、松前町営住宅の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

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。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２９年法律第２５号）により、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３

号）が改正され、この改正に伴い関係する政令及び省令の改正が行われたことにより、引

用条項のずれが生じたことから、条例を改正しようとするものであります。

１ページにお戻り願います。改正案の内容であります。第１２条、第１３条、第１５条、

第３９条及び第４０条中の現行下線部分を条項のずれにより、改正案下線部分のとおり改

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。次に、附則であります。この条例は、公布の日から施行致

そうとするものであります。

以上が議案第５６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５６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５６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５７号 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に

関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第５７号、松前町特定滞納者等に対する行政サービ

ス等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました議案第５７号、松前町特定滞納者等に

対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定について、その

内容をご説明致します。

本条例は、町税等の特定滞納者等に対し、行政サービス等の制限を実施することにより、

町税等の納付義務に対する意識の高揚及び公平性の確保を図ることを目的として設置され

たものでありますが、先に議案第４２号、平成２９年度松前町一般会計補正予算（第４

回）において議決をいただきましたスルメ加工雇用確保緊急奨励金を制限対象項目に追加

するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

それでは、議案の末尾に添付しております説明資料、松前町特定滞納者等に対する行政

サービス等の制限措置に関する条例の一部改正に係る新旧対照表をご覧願います。別表区
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分欄、補助金の交付を「補助金等の交付」とし、補助金等の交付欄に「事務事業名スルメ

加工雇用確保緊急奨励金の交付」を加えようとするものであります。

また、附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものです。

以上が、議案第５７号、松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関す

る条例の一部を改正する条例制定についての内容でございます。何卒よろしくご審議賜り

ますようお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第５７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５７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６０号 新たに生じた土地の確認について

◎議案第６１号 字の区域の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第６０号、新たに生じた土地の確認について、日程

第７、議案第６１号、字の区域の変更について、以上２件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ただ今一括議題となりました議案第６０号、新たに生じた土地

の確認について、並びに議案第６１号、字の区域の変更について、その内容をご説明申し

上げます。

本議案は、茂草漁港の整備工事に伴います公有水面の埋立工事が、平成２８年度までに

竣工したことに伴いまして、新たに生じた土地の確認と、字の区域の変更について、地方

自治法の規定に基づきまして、議会の議決を受けようとするものでございます。

始めに、議案第６０号です。地方自治法第９条の５第１項の規定により、本町の区域内

に新たに生じた土地を確認しようとするものであります。地方自治法第９条の５第１項に

より、市町村の区域内に新たに土地を生じたときは、市町村長は当該市町村の議会の議決

を得て、その旨を都道府県知事に届け出しなければならないとなっております。新たに生

じた土地でございますが、松前郡松前町字静浦２０６番及び６９６番地先の埋立地３８６．

９６平方メートルと、字静浦２０６番２地先の埋立地２０．８４平方メートルと、字茂草

１番２及び６２２番地先の埋立地９９．５７平方メートルでございます。

次に議案第６１号です。字の区域の変更についてでございます。公有水面の埋め立てに

伴い、字の区域を変更しようとするものでございまして、地方自治法第２６０条第１項の

規定により、公有水面の埋め立てに伴い、本町の字の区域を次のとおり変更しようとする

ものであります。変更する字の区域ですが、松前郡松前町字静浦２０６番２及び６９６番

地先の３８６．９６平方メートルと、字静浦２０６番２地先の埋立地２０．８４平方メー

トルと、字茂草１番２及び６２２番地先の埋立地９９．５７平方メートルを編入するとい
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う内容でございます。

なお、参考資料に新たに生じた埋立区域を示す全容を添付致しておりますので、ご参照

願います。

以上が議案第６０号並びに議案第６１号でございます。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。

始めに議案第６０号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６１号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６２号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

◎議案第６３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

◎議案第６４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第６２号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について、日程第９、議案第６３号、北海道町村議会職員公務災害補償等組合規約の変

更について、日程第１０、議案第６４号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

以上３件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今一括議題となりました、議案第６２号、北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更について、議案第６３号、北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更について、議案第６４号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

その内容をご説明申し上げます。

本議案は、それぞれの組合に加入しております江差町他２町校給食組合及び西胆振消防
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組合の名称変更に伴い、それぞれの組合から組合規約の変更について、協議がありました

ので、議会の議決を求めるものであります。

始めに、議案第６２号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、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１ページをお開き願います。現行の檜山

管内に区分されております下線部分の「江差町他２町学校給食組合」を変更案下線部分の

「江差町・上ノ国町学校給食組合」に、現行の胆振管内に区分されております下線部分の

「西胆振消防組合」を変更案下線部分の「西胆振行政事務組合」にそれぞれ変更しようと

するものであります。

２ページをお開き願います。附則としまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするも

のであります。

続きまして、議案第６３号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

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。本議案は、議案第６

２号と同様に、現行下線部分を変更案下線部分のとおり、それぞれ名称を変更しようとす

るものであります。

附則としまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１

項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものであります。

続きまして、議案第６４号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、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１ページをお開き願います。本議案は、

議案第６２号、議案第６３号と同様に、１ページの別表第１、２ページの別表第２の現行

下線部分を変更案下線部分のとおり、それぞれ名称を変更しようとするものであります。

附則としまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１

項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第６２号、議案第６３号、議案第６４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。

始めに議案第６２号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、質疑を行い

ます。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６３号、北海道町村議会職員公務災害補償等組合規約の変更について、質

疑を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６４号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６４号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。

◎認定第１号 平成２８年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について

◎認定第３号 平成２８年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について

◎認定第４号 平成２８年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について

◎認定第５号 平成２８年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 平成２８年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、認定第１号、平成２８年度松前町一般会計歳入歳出決

算認定について、日程第１２、認定第２号、平成２８年度松前町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第１３、認定第３号、平成２８年度松前町介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について、日程第１４、認定第４号、平成２８年度松前町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１５、認定第５号、平成２８年度松前町

水道事業会計決算認定について、日程第１６、認定第６号、平成２８年度松前町病院事業

会計決算認定について、以上６件を一括議題と致します。

本件については、決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。

決算審査特別委員会委員長近江武君。

○決算審査特別委員会委員長(近江武君) 決算審査特別委員会審査報告書の提出について、
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平成２９年９月１１日、松前町議会第３回定例会において、会期中に審査を要すべき事件

として本特別委員会に付託された認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認

定第５号、認定第６号について審査を終えたので、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。

委員会開催年月日、出席委員数及び審査の経緯につきましては、記載のとおりです。審

査結果、認定第１号から認定第６号まで、全て認定すべきものと決定致しました。審査意

見につきましては、会議録を精査の上、町長に送付することと致します。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全

議員による特別委員会でありますので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに認定第１号について討論を行います。

(「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。

これより起立により採決を行います。

認定第１号について、委員長報告のとおり認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、認定第１号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第２号について討論を行います。

(「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。

認定第２号について、委員長報告のとおり認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、認定第２号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第３号について討論を行います。

(「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。

認定第３号について、委員長報告のとおり認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、認定第３号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第４号について討論を行います。

(「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。

認定第４号について、委員長報告のとおり認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、認定第４号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第５号について討論を行います。

(「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。

認定第５号について、委員長報告のとおり認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、認定第５号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第６号について討論を行います。

(「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。

認定第６号について、委員長報告のとおり認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、認定第６号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◎発議案第２号 所管事務視察調査について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、発議案第２号、所管事務視察調査についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長西川敏郎君。

○総務経済常任委員会委員長(西川敏郎君) 発議案第２号、総務経済視察調査について提

案説明を致します。

調査事項は、畜産及び農業振興についてということで、肉用牛の繁殖については九州地

方が先進地であり、宮崎県小林市と鹿児島県薩摩川内市を４日間以内の予定で視察調査す

るところであります。

宮崎県小林市にある独立行政法人家畜改良センター宮崎牧場では、肉用牛の育種改良、

育種素材の探索、導入、繁殖能力や産肉能力などの選抜評価を行っています。

また、宮崎県小林市と鹿児島県薩摩川内市では、子牛を生産し、販売する「肉用牛繁殖

経営農家」を視察調査しようとするものであります。

以上が、所管事務調査視察の内容でございます。ご審議のほど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。

(「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２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。

◎発議案第３号 所管事務視察調査について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、発議案第３号、所管事務視察調査についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長油野篤君。

○厚生文教常任委員会委員長(油野篤君) 発議案第３号、所管事務視察調査について、提
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案説明を致します。

調査事項は、メインタイトルが健康づくりについて、サブタイトルが高齢者の健康増進

についてということで、山口県萩市と広島県呉市を４日間以内の予定で視察調査するもの

であります。

厚生労働省が主催している生活習慣病予防の啓発活動の奨励、普及を図ることを目的と

した表彰制度で、山口県萩市においては、最優秀賞を受賞しております。また、広島県呉

市においては、優秀賞を受賞しており、全国的にも注目を浴びています。

山口県萩市の北東部に位置するむつみ地区では、生活弱者といわれる高齢者世帯の日常

生活における様々な困りごとに対して、その地区の地域住民が自分達でできる支援や手助

けを有償で行う取り組みをしています。

広島県呉市では、生活習慣病予防の推進により、糖尿病性腎症等から人工透析導入への

重症化を防止することを目指し、自己管理能力の向上に努めています。また、市民の健康

寿命を延ばす取り組みとして、高血圧の要因でもある塩の過剰摂取に着目した健康づくり

を開始しています。

以上が、所管事務視察調査の内容でございます。ご審議の程ほど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。

(「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３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議第３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１９、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中

所管事務調査したい旨の申し出がありましたが、申し出のとおりこれを承認することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、承認することに決定しました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、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。
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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９月１５日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了

致しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、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、平成２９年松前町議会第３回定例

会は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって平成２９年松前町議会第３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５１分)
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