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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。

松前町議会議長 伊 藤 幸 司
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提出案件及び議決結果一覧表

１．町長提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

１ 平成３０年度松前町一般会計予算 30. 3. 9 原案可決

２ 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算 同 上 同 上

３ 平成３０年度松前町介護保険特別会計予算 同 上 同 上

４ 平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計予算 同 上 同 上

５ 平成３０年度松前町水道事業会計予算 同 上 同 上

６ 平成３０年度松前町病院事業会計予算 同 上 同 上

７ 平成２９年度松前町一般会計補正予算（第８回） 30. 3. 6 同 上

８ 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予 30. 3. 7 同 上

算（第４回）

９ 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３回）

１０ 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補正 同 上 同 上

予算（第２回）

１１ 平成２９年度松前町水道事業会計補正予算（第３ 同 上 同 上

回）

１２ 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第３ 同 上 同 上

回）

１３ 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営 30. 3. 9 同 上

に関する基準を定める条例制定について

１４ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制 同 上 同 上

定について

１５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 同 上 同 上

に関する条例の一部を改正する条例制定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

１６ 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定に 30. 3. 9 原案可決

ついて

１７ 松前町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処 同 上 同 上

分に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て

１８ 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例制 同 上 同 上

定について

１９ 松前町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正 同 上 同 上

する条例制定について

２０ 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制 同 上 同 上

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

２１ 松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定地 同 上 同 上

域密着型サービス事業者の指定等に関する条例の

一部を改正する条例制定について

２２ 松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する 同 上 同 上

条例の一部を改正する条例制定について

２３ 松前町財政調整基金の支消について 同 上 同 上

２４ 副町長の選任について 同 上 同 意

２５ 教育委員会委員の選任について 同 上 同 意

報告１ 専決処分報告について 30. 3. 6 報 告 済
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

意見書案 地方公務員法及び地方自治法の一部改正にお 30. 3. 9 原案可決

１ ける新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇

用安定に関する意見書について

地域医療の今後のあり方に関する調査特別委 同 上 報 告 済

員会調査報告について

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３０年 ３月 ６日（火曜日）第１号
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平成３０年

松前町議会第１回定例会

平成３０年 ３月 ６日（火曜日）第１号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議会運営委員会報告

日程第３ 会期の決定

日程第４ 行政報告

日程第５ 報告第１号 専決処分報告について

日程第６ 平成３０年度町政執行方針及び平成３０年度教育行政執行方針

◎追加した議事日程

日程第７ 議案第７号 平成２９年度松前町一般会計補正予算（第８回）

日程第８ 議案第８号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算

（第４回）

日程第９ 議案第９号 平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)

日程第１０ 議案第１０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２回）

日程第１１ 議案第１１号 平成２９年度松前町水道事業会計補正予算（第３回）

日程第１２ 議案第１２号 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）

日程第１３ 議案第１４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第１４ 議案第１５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

日程第１５ 議案第１６号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

日程第１６ 議案第２３号 松前町財政調整基金の支消について

日程第１７ 議案第１号 平成３０年度松前町一般会計予算

日程第１８ 議案第２号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算

日程第１９ 議案第３号 平成３０年度松前町介護保険特別会計予算

日程第２０ 議案第４号 平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

日程第２１ 議案第５号 平成３０年度松前町水道事業会計予算

日程第２２ 議案第６号 平成３０年度松前町病院事業会計予算

◎会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議会運営委員会報告

日程第３ 会期の決定

日程第４ 行政報告

日程第５ 報告第１号 専決処分報告について

日程第６ 平成３０年度町政執行方針及び平成３０年度教育行政執行方針

日程第７ 平成２９年度松前町一般会計補正予算（第８回）
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◎出席議員（１２名）
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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３０年松前町議会第１回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご

多忙のところご出席下さいまして、会議の運びに至りました事を厚く御礼を申し上げます。

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から平成３０年松前町議会第１回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、８番西川敏郎君、９番梶谷康介

君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) ３月２日開催されました議会運営委員会において、

本定例会の会期は本日３月６日から３月１４日までの９日間と致しました。議事日程につ

きましては、お手元に配布のとおりでございます。そのように進めますのでよろしくお願

い致します。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から３月１４日まで

の９日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。
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よって、そのように決定致しました。

◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

平成３０年松前町議会第１回定例会に行政報告を申し上げます。

１、松前小島に着岸した不審船による被害等について。

平成２９年１１月２８日午後２時頃、松前小島の漁港に不審船が着岸し、上陸者がいる

ことが北海道警察のヘリコプターに発見されたところであります。

この事案の発生後、１２月４日に現地調査をした結果、管理施設などから発電機や電化

製品などが紛失し、また、施設にも被害を被ったため、同月１１日に松前さくら漁業協同

組合と施設管理人が、松前警察署に被害届を提出したところであります。

これらの被害額は、さくら漁協と施設管理人分合わせて約７８０万円となり、この内容

が全国的なニュースとして連日報道されたことにより、全国から多くの支援の申し出が寄

せられたところであります。この善意の声に応えるため、１２月２７日、計画的な施設復

旧と復旧に係る寄附の窓口となることを目的として、さくら漁協と協議のうえ、｢松前小

島漁場管理施設等復旧協議会｣を設立し、私が会長となったところであります。協議会に

は、全国から２月２０日現在で９７件、５７５万１千１１２円の寄附金が寄せられており

ます。ご支援をいただいた多くの皆様に対し、感謝を申し上げますとともに、安心して漁

業に従事できる環境を取り戻せるよう、復旧に向けて作業を進めてまいります。

本事案以降、北海道と連携を図りながら、沿岸警備や違法操業の取り締まりについて海

上保安庁に要請したところ、航空機などによる離島の監視体制が強化されております。

今後も漁業者の安全操業と町民の不安払拭のため、日本の排他的経済水域内での違法操

業を起因として発生した本事案の根本的解決を北海道とともに国に要請してまいります。

２、松前中学校の北海道赤レンガ建築賞受賞について。

このたび、松前中学校新校舎が、北海道と道内建築関係５団体が主催する「平成２９年

度北海道赤レンガ建築賞」を受賞致しました。

「北海道赤レンガ建築賞」とは、道内の建築文化の向上や、地域社会の発展に貢献する

創造性豊かな建築物を毎年表彰しており、本年度で第３０回を迎えました。今回は、応募

された３２点の中から２次審査対象の７点を選出し、現地審査の結果、松前中学校新校舎

が最高賞を受賞したものであります。表彰式は、１月３１日に北海道庁赤レンガ庁舎２階

で行われ、町関係者並びに工事関係者など総勢１５名が出席して、賞状と記念の銘板をい

ただきました。

今回の受賞理由として、全ての面で「地材地消」にこだわった建築物であることが大き

なポイントになったものであります。また、松前杉を構造材としての利用はもちろんのこ

と、造作材や内装材などにも使用し、生徒用の机の天板にも松前杉を使用した点、更には

建設に際しても「オール松前」の名の下、関係する全ての業種で地元企業の協力が得られ、

結果として木造在来工法での大空間架構の実現という、今までにない建築物となった点も

大きな評価を得たものであります。松前中学校新校舎が末永く町民に愛されることを願う

とともに、この受賞を励みとし、今後も｢地材地消」に取り組んでまいります。

３、廃棄物処理施設基幹的設備改良工事について。
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１市９町の広域連合で運営する「廃棄物処理施設クリーンおしま」は、平成１５年４月

の本格的稼働から１４年が経過し、老朽化に伴う平成３０年度以降の整備計画について、

これまで検討してまいりました。この結果、環境省の循環型社会形成推進交付金事業を活

用し、改良工事を行い、長寿命化総合計画のもと、現行施設の延命化を図ることとされま

した。

本年２月６日に開催されました渡島廃棄物処理広域連合運営協議会（広域連合関係市町

長で構成）において、廃棄物処理施設基幹的設備改良事業費約５３億円で平成３０年度か

ら３年間で工事を実施し、延命化による施設の目標稼働年次を平成４４年度までとするこ

とが承認されました。これを受けて財政計画が示され、平成３０年度から平成４４年度ま

での１５年間の町の負担額は総額１５億円程度が予定され、年間の負担額の平均は平成２

９年度の当初予算ベースの１億円程度が予定されております。今後とも、安定かつ効率的

なごみ処理の運営に努めてまいります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済みと致します。

暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時０７分)

(再開 午前１０時１３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎報告第１号 専決処分報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第１号、専決処分報告について、議決の変更につい

てを議題と致します。

○９番(梶谷康介君) 質疑させてもらえないの。

○議長(伊藤幸司君) 行政報告に対して質疑はですね、前からしてないということに決め

てありますので、この会議場ではですね。

○９番(梶谷康介君) だから、本会議の中じゃなくって、休憩の中でもいいから、これだ

けのことね、わかりましたで済まないでしょう。そう思いませんか。今の説明で全てオー

ケーなの。やっぱり疑問もあるでしょう。そういう計らいっていうのあってもいいんじゃ

ないの。

○議長(伊藤幸司君) それではですね、暫時休憩を致します。

(休憩 午前１０時１４分)

(再開 午前１１時０９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

日程第５、報告第１号、専決処分報告について、議決の変更についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました報告第１号、専決処分報告について、

その内容をご説明申し上げます。本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている専決処分事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条

第２項の規定により、報告するものであります。
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２枚目の別紙をお開き願います。専決処分書、議決の変更についてであります。平成２

９年８月７日議決された館浜体験交流センター建設工事建築主体工事に係る契約の変更に

ついて、平成３０年２月２１日に地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のように

専決処分したものであります。

本工事につきましては、平成２９年８月８日の契約締結後、工事を進めてまいりました

が、工事期間中の降雨後に建物床下内から地下水が浸入することが判明したため、敷地周

りの排水対策と合わせ、降雨後の地下水対策として新たに排水暗きょを追加する必要が生

じたため、設計変更し、契約の変更をするものであります。

変更する内容は、契約の金額で、変更前７千８３８万６千４００円に３１万３千２００

円を増額し、７千８６９万９千６００円に変更致そうとするものであります。なお、工期

につきましては、設計変更による変更の必要性はありませんので、現工期のとおり３月２

０日までとしております。

以上が報告第１号の内容でございます。よろしくお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎平成３０年度町政執行方針及び平成３０年度教育行政執行方針

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、平成３０年度町政執行方針及び平成３０年度教育行政執

行方針を議題と致します。

町長の発言を許します。町長。

○町長(石山英雄君) 平成３０年松前町議会第１回定例会の開会にあたり、町政執行への

所信を申し上げます。

平成３０年度は町長に就任し、２期目の折り返し地点を迎えます。昨年、「こころ豊か

なまちづくりを町民とともに」を基本姿勢として、今後１０年間の総合計画を策定し、町

民の皆様の安全、安心な生活を守っていく使命を担うことの責任の重さを痛感しながら町

政運営に向き合い、その実現のために取り組んでまいります。

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

かに回復している。先行きについては、雇用、所得環境の改善が続くなかで、各種政策の

効果もあって、緩やかに回復が続くことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金

融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」となっております。

平成３０年度の国の予算編成については、持続的な経済成長と一億総活躍社会実現の取

り組みを加速させるべく、平成２９年度補正予算と合わせて、総合的かつ大胆な経済対策

を講ずることとしており、本格的な事業展開を迎えた地方創生についても、地方公共団体

での先導的な取り組みを強力に推進する役割が期待されております。

松前町においても、人口減少や少子高齢化などの構造的課題に対処するため、国の取り

組みと基調を合わせて、一億総活躍社会の実現と、松前町創生総合戦略の重点戦略に掲げ

る施策について、全力で取り組む覚悟であります。また、まちづくりを進める上では、民

間の活力を活かし、地域の実情に応じ、自主性、主体性を最大限発揮し、「こころ豊かな

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

ここに、平成３０年度の予算編成にあたり、主な施策の内容について、総合計画に掲げ

る基本構想に沿って申し上げます。

なお、教育委員会が所管する「生涯の学びを通してこころ豊かに地域文化が育つまち」

を目指す取り組みについては、総合教育会議において協議を済ませておりますので、教育
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行政執行方針において申し上げます。

一つ目は、「力を合わせて産業を育てる活力のあるまち」を目指す取り組みについてで

す。

水産業については、海水温の変動や水産資源の浮沈に大きく作用している傾向が顕著で

あり、当町の主要魚種であるスルメイカは全国的な不漁が続き、マグロについては国際的

な枠組みの中での資源管理が進められているなど、漁業を取り巻く環境は従前にも増して

厳しい状況であります。

このような中でつくり育てる漁業の推進のため、水産センターにおいてコンブ養殖、ナ

マコ放流やホヤ養殖試験のための種苗生産を推進するとともに、漁港を利用した増養殖事

業の推進にも取り組んでまいります。

また、付加価値販売のための漁協の直接加工や高鮮度出荷などの取り組みに支援すると

ともに、外来船受け入れのために船員厚生施設改修にも支援してまいります。

更には、採介藻漁業の底上げを図るために、３トン未満漁船階層に対する機器類更新な

どに、引き続き支援してまいります。

漁港整備については、平成２９年度までに北海道が進めてきた老朽漁港の機能保全計画

の策定が終了し、今後は順次整備が進められる予定であることから、引き続き北海道など

に整備要望を行ってまいります。

スルメ加工業については、全国的なイカの不漁が２年続き、事業所の存続と従業員の雇

用の場の確保が懸念される状況にあります。安定した原料の確保ができることを願うとと

もに、引き続き関係者と連携を図ってまいります。

畑作農業については、安全、安心な低農薬野菜づくりの徹底指導や自家消費中心の営農

者などに支援してまいります。また、高床型水耕栽培や薬草等の契約栽培については、農

業系大学と提携し、研修項目の一つとして取り組んでまいります。

畜産業については、優良繁殖牛購入補助事業の継続や伝染病を発症させないために防疫

思想を高揚させ、繁殖経営の安心、安定が図られるよう支援してまいります。

また、近年、子牛価格が高値安定している現状を好機と捉えて、「新規就農者が安心し

て就農できる研修」、「農業系大学等と提携し学生が研修」、「既存農家所得向上」の三

つをテーマとして、「(仮称)松前肉牛改良センター」の建設に向けて取り組んでまいりま

す。

林業については、本年度に林地台帳システムの整備を実施し、円滑な森林資源の循環利

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

地元材の利用に対する建築費助成事業についても、引き続き取り組んでまいります。

次に、商工及び労働についてです。

商工業の振興については、商工会による経営指導とともに、平成２８年度から始めた商

工事業者経営改善等支援補助金も、投資及び経営の維持、改善に寄与していることから、

本年度を最終年度として引き続き実施し、更に商工会の運営基盤の強化にも支援してまい

ります。

労働については、松前町就職サポートセンターによる求人情報の提供と就職相談を継続

して実施し、通年雇用の促進と雇用先の確保に努めてまいります。

次に、観光についてです。

松前観光の主要は、松前城を核とする「歴史観光」と日本有数の「桜観光」であり、こ

れらを主軸に観光協会と連携し、各種イベントの充実やグルメ、体験型観光を促進し、滞

在時間の延長による交流人口の増加と町外への広報宣伝活動を強化し、認知度のアップに
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努めてまいります。

本年度は「松前桜音頭」が誕生して３０周年を迎えます。これを記念し、桜咲く５月に

記念イベントを開催してまいります。また、若い世代が中心となって計画している「松前

ウインターフェスティバル」へ、通年観光の一つの取り組みとして支援してまいります。

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

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

上に努めております。今後も各指定管理者と連携し、円滑な運営に努めてまいります。

温泉休養センターは、老朽化によるボイラー設備等の更新のため、実施設計後補正予算

で本体工事を実施してまいります。また、温泉休養センターと藩屋敷は本年度で指定期間

が満了となることから、円滑な指定管理者の選定事務に意を配してまいります。

二つ目は、「豊かな美しい自然と調和し共生するまち」を目指す取り組みについてです。

ごみの減量化については、物を大切に使う、ごみを減らす、使える物は繰り返し使う、

ごみをできるだけ資源として使う、減量、再使用、再生利用が重要であります。資源ごみ

の分別は、ごみ処理費用の削減につながることから、より一層、町民の皆様の協力をいた

だきながら、分別徹底の周知、啓発を進めてまいります。また、各町内会等と連携しなが

ら、ごみの不法投棄の未然防止対策等を引き続き進めてまいります。

松前公園は、観光名所、町民の憩いの場として、新たな公園整備を進めるため、「松前

公園整備計画（基本構想）」に基づき、今後の方向性を検討してまいります。本年度は、

昨年度に雑木除去及び整地を実施したエリアの整理を実施します。また、公園管理にあた

っては、桜の管理マニュアルに基づく桜の保護、保存、管理はもとより、その他花木や草

刈など公園環境の整備に努めてまいります。

三つ目は、「子どもが元気に誰もが健康で快適に暮らせるまち」を目指す取り組みにつ

いてです。

子育て支援については、松前っ子誕生祝金を継続するとともに、高校生までの医療費無

料化も継続してまいります。

保育所等については、乳幼児期の保育、教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要

な場所であることから、子育て支援にはなくてはならない施設であります。町が運営する

清部保育所を維持するとともに、学校法人が運営する松前認定こども園への支援を継続し

ながら、子どもが健やかに育ち、安心して保育、教育できる環境整備を図ってまいります。

全国的に少子高齢化が進み、地域における繋がりも希薄化しつつある中、高齢者等を地

域で支える力が弱まり、福祉に対するニーズは増大し、多様化しているのが現状でありま

す。このような中で、地域福祉の中核を担っている社会福祉協議会をはじめ、民生委員、

児童委員及び福祉関係団体等の活動を支援してまいります。

国民健康保険については、本年４月から新たな国民健康保険制度が始まり、都道府県が

財政運営の責任主体となり、市町村とともに運営することになります。今後は、北海道国

民健康保険運営方針に基づき、特定健診、特定保健指導の実施率の向上や医療費の適正化、

保険税収納率の向上に努め、北海道と連携を図りながら、国民健康保険事業の安定化に努

めてまいります。

なお、国民健康保険税の税率は、北海道が示した国民健康保険事業費納付金の算定結果

及び標準保険税率を参考に、市町村が決定することになっておりますが、当町は本年度の

税率を据え置き、平成２９年度の決算や所得状況等を勘案しながら、平成３１年度の改正

に向けて、課税方式と税率の見直しを検討してまいります。

高齢者支援については、高齢者の異変等を発見した際に、町や地域住民及び事業所、関
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係機関等が連携して迅速に対応できる見守り体制を構築することにより、高齢者が住み慣

れた地域で安心して生活できるよう取り組んでまいります。

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

がら、被保険者が安心して医療が受けられる保険財政の運営に努めてまいります。

介護保険については、本年度から第７期松前町介護保険事業計画がスタートします。高

齢者の生きがい対策、介護予防の取り組みを進めるほか、地域の支え合いの取り組みも含

め、みんなで高齢者を支えるまちづくりを目指し、着実に計画を推進してまいります。

また、６５歳以上の方に負担していただく第１号介護保険料については、第７期計画３

年間の事業量及び介護給付費の見込みに対応するため、新たな介護保険料設定のための条

例改正案を提案しております。

地域支援事業については、介護予防、日常生活総合支援事業として、住民主体の支え合

い活動や高齢者が集う場所の創出などの活動に取り組む方々を支援する制度を創設し、補

正予算で対応してまいります。

更には、町立松前病院をはじめ医療機関や介護サービス事業所、薬局等と情報共有を図

ることにより、医療と介護の連携に努めるとともに、引き続き地域包括ケアシステムの構

築に向けて取り組んでまいります。

障がい者支援については、「障害者差別解消法」による障がいを理由とする差別の解消

を推進するとともに、「障害者総合支援法」に基づき、必要な障害者福祉サービスの提供

や地域生活支援事業を実施してまいります。

また、創作的活動や生産活動機会の提供、社会との交流等の便宜を供与することにより、

障がい者等の生活支援等の促進を図ってまいります。

健康づくりについては、子どもから高齢者まで、町民誰もが健康で元気な生活ができる

よう、各種保健活動に取り組んでまいります。

がんをはじめ、様々な病気の早期発見、早期治療のため、各種検診の周知、勧奨に努め、

健康に関する正しい知識の普及や適切な保健指導を行うことにより、町民の健康の増進や

発病予防が図られ、更には生活習慣が改善されることにより、将来的に健康寿命を伸ばす

ことができるよう、引き続き努力してまいります。特に本年度の肺がん検診については、

対がん協会、函館市医師会等の協力により、特定健診と合わせて実施できることとなりま

したので、受診者の大幅な増加が期待されるものと考えております。

また、脳ドックについては、これまでより定員を３０名増やし、更には頸部ＭＲＡの検

査項目を追加し、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等の発症のリスクをより早く発見できる

よう、取り組んでまいります。

次に、町立松前病院についてです。

当町は、少子高齢化、過疎化が大きな課題となっているところであり、安心して暮らす

ために町立病院の果たす役割は非常に大きなものがあります。本年度の医師については、

新たに札幌医科大学卒業の地域枠５年目の総合診療医と、永年医療支援していただいてい

る内科循環器医（総合内科医）の勤務が決定し、医師数は１名増の６名体制になるところ

であります。今後とも、安定した運営を継続するために、医師及び医療スタッフの確保に

全力で取り組んでまいります。

病院を取り巻く環境は、依然として厳しい状況下にあります。本年度は、診療報酬等の

制度改正もありますが、今後も病院長と連携し、「新公立病院改革プラン」に基づき、地

域医療の充実に向けて取り組んでまいります。

四つ目は、「生活基盤と生命財産を守る安全で安心なまち」を目指す取り組みについて
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です。

はじめに、道路、河川、橋りょうの整備についてです。

町道については、町道江良線、町道清部線、町道唐津ヶ丘線、町道大沢山の上線など７

路線の改良工事を予定しております。

河川については、赤神川の改良工事を予定しており、橋りょうについては、沖見橋の架

け替えを進めてまいります。

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

故の防止に万全を期してまいります。

町営住宅については、松前町公営住宅等長寿命化計画に基づき昨年に引き続き、豊岡地

区１棟４戸の建て替えを補正予算で対応してまいります。

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

は、唐津工区の延伸に向けて、本年度は松城小学校入口付近までの用地購入と物件補償を

行い、引き続き平成３１年度に道路工事を実施する計画で進められております。

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

への要望活動を継続してまいります。

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

継続的に配水管や機械設備等の更新など、老朽化した施設の整備と維持管理に取り組むと

ともに、厳しい経営状況が今後も続くことから、より一層効果的、効率的な事業運営を努

めてまいります。

情報化社会への対応については、高速ブロードバンド未整備地区の解消を図るため、国

の情報通信基盤整備推進事業補助金の採択に向けて、北海道総合通信局と協議を重ねてま

いりましたが、光回線サービスエリアの加入率が低いこと、更に未整備地区において、既

に民間の高速ブロードバンドサービスを利用している方々から「通信速度やデータ容量な

どあまり不便がなく、現状より高額になると利用しない。」などの声もあり、総務省の地

域情報化アドバイザー派遣制度を活用し、整備方針に関してアドバイスを受けたところで

あります。

この結果を踏まえ、現在は、携帯電話回線を利用した高速ブロードバンドが全町に整備

されており、民間の高速ブロードバンドサービスを利用して、インターネットが利用でき

る環境にあることから、情報基盤整備は行わない方針と致しました。

近年は、情報通信技術の進展によって、スマートフォンが普及し、携帯電話回線は、更

に高速化の兆しもあることから、民間の高速ブロードバンドサービスの利用が適切と判断

し、これらを推奨するとともに、今後も引き続きＮＴＴ東日本に対して、光回線サービス

エリアの整備拡充を要請してまいります。

公共交通の維持確保については、地域生活バス（大漁くんバス）の本格運行から３年が

経過し、昨年（平成２８年１０月から平成２９年９月）の利用者数は６万１千人を超え、

この３年間は５万８千人から６万１千人台で推移しております。昨年は、乗降者数の多い

建石地区の町営団地前バス停に待合所の設置を行い、多くの利用者から喜ばれ、町内移動

の利便性が図られております。今後も利用者の意見を聞き、持続的な運行を図ってまいり

ます。

地域高規格道路建設については、松前半島道路として松前から木古内までの沿線約６０

キロの事業採択が距離やストック効果の面から大変厳しい状況にあります。このため、台

風や低気圧による国道２２８号の代替路線について、昨年１２月に国土交通省北海道局に

対し、防災道路事業の優先的な要請活動を行い、地元開発建設部にも実施に向けた取り組
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みを要請してまいります。更には、松前半島道路建設促進期成会において、関係機関に対

し、引き続き要請活動を実施してまいります。

次に、防災についてです。

防災行政無線の更新については、平成２９年度と本年度の２ヶ年で整備してまいります。

戸別受信機については、災害等の緊急を要する情報を速やかに、より多くの町民に伝達す

るため、新たに事業所にも設置してまいります。

また、大規模な災害発生時に備え、仮設住宅の建設用地など総合的な防災対策のため、

津波浸水想定区域以外の高台であります建石地区の用地確保に努めてまいります。なお、

用地測量費は当初予算で、用地購入費は補正予算で対応してまいります。

五つ目は、「人権が尊重され思いやりにあふれるまち」を目指す取り組みについてです。

移住定住推進事業については、関西や首都圏などへＰＲ活動の強化を進めてきましたの

で、その対応に意を尽くしてまいります。また、短期滞在者を迎え入れるため、本年度は

暮らしサポーターとして、２団体６個人の支援活動により対応してまいります。更には、

道内移住対象者向けに新千歳空港において、移住定住応援フェアに参加し、ＰＲに努めて

まいります。

次に、町内会活動などへの支援についてです。

地域住民の相互の親睦を図り、交通安全や防犯活動、更には美化活動など、安全で安心

して暮らせる地域づくりの一翼を担っている町内会に対して、町内会が管理する街灯の電

気料金や環境美化活動に対して、引き続き支援してまいります。また、住民同士の交流、

地域の活性化のため、町内会等が維持管理する、花いっぱい運動の推進を図ってまいりま

す。

館浜体験交流センターについては、館浜生活改善センターに代わる新たな施設として、

本年４月１日から供用を開始する予定であります。地域住民が身近に利用できる「コミュ

ニティ施設」として、また、松前ならではの食文化の資源を活用した体験ができる「体験

型施設」として、地域住民以外の方々にも利用していただき、地域間交流が図られるよう

な施設を目指してまいります。

交通安全対策については、交通安全運動推進委員会のもと、町民一人一人の交通安全意

識の高揚を図り、交通事故を防止するため、セーフティコールなどの啓発活動による交通

安全運動を進めてまいります。

空家等の対策については、町民の安全で安心な住環境の向上に資するため、新たな制度

として空家等の解体に要する費用を支援してまいります。

六つ目は、「分権時代に相応しい自立と協働のまち」を目指す取り組みについてです。

職員研修については、職員の資質、能力の向上を目的として、北海道庁へ派遣研修をは

じめ、職場内研修、自己啓発研修など各種研修に引き続き取り組んでまいります。

産学官連携等の強化については、総合計画に掲げた「生活満足度の高いまち」の実現に

向け、研修会を通じてまちづくりへの町民参加の気運を高めるとともに、町民が主体とな

って新たに取り組む交流イベントやものづくりを応援する「スマイル応援補助金」を創設

してまいります。

老朽化が著しく利活用予定のない普通財産については、財政状況を勘案しながら順次解

体してまいります。本年度は、大沢地区旧職員住宅と旧白神生活改善センターを解体して

まいります。

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

げます。
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町税については、人口減や高齢化による就業人口の減少、更には、水産物の水揚げの減

少、それに伴う水産加工業への影響により、総所得金額の増加が見込めず大変厳しい状況

にあります。

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

処分を実施しながら、歳入確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

なお、現行の集合主税方式については、納税者に浸透しておりますが、国の示す標準方

式でないことから、国の制度改正に伴うシステム改修等の多額の費用を要することとなる

ため、この方式の見直しを慎重に検討してまいります。

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

を適用し、歳入の確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

歳入の大宗を占める地方交付税については、国の総枠で２％の減額となっており、前年

並みの地方交付税の確保は大変厳しい状況にあることから、財政収支の均衡を図るため、

財政調整基金を編入し、予算を編成したところであります。

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

過疎対策事業債等を活用してまいります。

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

え、推計を精査しながら将来に過度の負担がかからないよう留意してまいります。

次に、ふるさと松前応援寄附金についてです。

ふるさと納税の受入額を増加させるため、本年度から専用のホームページを活用し、返

礼品の充実や寄附者の利便性を図りながら、更なる地域経済の活性化に寄与できるよう努

めてまいります。

結びに、地方財政を取り巻く環境は、一段と厳しく極めて不透明でありますが、総合計

画で掲げている「生活満足度の高いまち」の実現に向けて、過疎、高齢化対策をはじめ、

保健福祉施策の充実、社会資本の整備及び産業の振興など、様々な行政課題に適切な対応

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

皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長の発言を許します。

教育長。

○教育長(宮島武司君) おはようございます。

平成３０年松前町議会第１回定例会の開会にあたり、教育行政執行に関する主要な方針

について申し上げます。

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

激しく変化しています。このような変化のめまぐるしい時代にあって、松前町が持続的に

発展していくためには、地域の発展を支える人材の育成を担う教育の役割が益々重要とな

っています。

ここに、総合計画に掲げる基本構想の「生涯の学びを通してこころ豊かな地域文化が育

つまち」を目指す取り組みについて申し上げます。

教育指針条例の制定から１０年目を迎え、先人への感謝の心を持ち、ふるさと松前に誇

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

歩みを続けています。教育は、人づくり、地域づくりの基本であり、地域発展の礎である

という理念を踏まえ、五つの教育指針の実現に向け、総合計画とともに今後５年間の教育

大綱を策定し、鋭意取り組みを進めるとともに、松前町の将来を担う子ども達に良好な教

育環境と学習環境を確保し、提供してまいります。
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はじめに、学校教育について申し上げます。

子ども達には、ふるさとに誇りを持ち、互いに支え合いながら、生涯にわたって、生き

抜く力を身につけさせることが教育の使命であり、教育に携わる全ての関係者がそれぞれ

の果たすべき役割と責務を自覚し、子ども達が、新たな時代に対応できる、「知・徳・

体」の調和のとれた成長を遂げていけるよう、子ども達の「生きる力」を地域全体で育ん

でいかなければなりません。

そのために、本年度から町内全小中学校、地域住民と保護者が一体となって学校運営に

取り組む学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置するとともに、現在の３小学

校と１中学校を維持しつつ、４校の教職員が一体となって小中９年間の一貫した教育活動

を行うため、小中一貫教育制度を導入してまいります。

「学力向上」については、全国学力・学習状況調査の結果、小中学校とも学力の向上が

見られ、引き続き学力向上対策委員会が策定したアクションプランに基づき、「教師の授

業力向上」と生活リズムの改善による「松前っ子３リズム」の完全定着を柱に基礎学力の

向上に取り組んでまいります。あわせて、習熟度の低い子どもへの個別支援のため、現在

配置している「学習支援員」を２名から３名に増員し、障害を持っている子どもの学習や

学校生活をサポートする「特別支援教育支援員」を引き続き学校に配置してまいります。

また、学習指導要領の改訂により平成３２年度から小学校の５、６年生に外国語科、３、

４年生には外国語活動が導入されるため、先行して本年度よりＡＬＴ（外国語指導助手）

を１名体制から２名体制とし、中学校英語への円滑な移行を図ってまいります。

更に、平成２８年度に、全小中学校でＩＣＴ機器を活用した教育環境が整備されました

ので、引き続き転入教職員へのＩＣＴ教育研修の充実を図ってまいります。

「書道教育」については、小中一貫教育制度の導入によって、書道を軸とする教科とし

て組み入れ、書道教育推進会議や松前高校と連携し、小、中、高を通し、書の日常化を進

めてまいります。また、全道、全国書道展への出展など、その取り組みを広く町内外に発

信してまいります。

スタートから６年目となる「ふるさと学習」については、「ふるさと読本」を活用した

授業を推進するとともに、「ふるさと応援団」の方々のご協力をいただきながら、町の自

然や歴史の学習及び産業などの体験や町民との交流を実践し、郷土を愛する心を育てるこ

とのできる町独自の学習を進めてまいります。

また、児童生徒の「体力向上」では、学校毎に目標を設定し、体育授業のほか休み時間

などを利用したなわとびなどの定着を図り、体力及び運動能力の向上を図ってまいります。

あわせて、現在実施されている生徒の各種検診のうち、ピロリ菌検査を２次検査まで無料

とし、生徒の健康増進と保護者負担の軽減を図ってまいります。

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

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

対策や安全、安心な教育環境の整備を進めてまいります。

本年度は、小島小学校の防災設備操作盤等の改修や各小学校の耐用年数が経過するＡＥ

Ｄの入れ替えを実施し、教職員へのＡＥＤの研修会も充実させ、児童はじめ利用者の安全

を図ってまいります。

また、老朽化している教職員住宅は、計画性を持って整備を図ってまいります。

松前中学校のグラウンドについては、天然芝の野球場と人工芝のサッカー場に全面改修

され、良好な教育環境に整備されたところであり、生徒の授業や部活動での利用はもとよ

り、スポーツ団体等の積極的な利用促進を図ってまいります。
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要保護、準要保護児童生徒の就学援助では、入学準備に必要な学用品費の支給について、

その時期の見直しを行い、平成３１年度の準要保護の新入学児童生徒から入学前の年度中

に支給し、子ども達が安心して通学できるよう保護者の負担軽減を図ってまいります。

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

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

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

対する補助を継続してまいります。

生徒が希望の進路を実現するための対策として、公務員対策講座の開設や進学のための

スタディサプリ高校講座の利用経費及び受験する全ての生徒を対象にした、各種資格取得

に要する経費に対する補助を継続して行い、保護者の負担軽減と松前高校の魅力ある学校

づくりを支援してまいります。本年度は、更にこれらの事業を広くＰＲするため、パンフ

レットの増刷とポスター作成に対して補助してまいります。

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

成２８年度において充実されたことから、保護者等に対して貸付内容の説明と周知を図り、

利用者の増加に努めてまいります。

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

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

ながら、保護者の方々のご意見などを参考に松前高校と協議してまいります。

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

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

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

るため、学校、家庭、地域、行政が連携し、いじめが許されない行為であることを理解さ

せるとともに、いじめの早期発見、早期解決に努めてまいります。

国において労働環境の改善が議論されるなか、学校現場における教職員の時間外勤務等

の縮減に向け、渡島管内教育委員会教育長会において、本年度から全市町で「学校におけ

る働き方改革」を進めることで一致したところであります。今後、学校現場とも協議のう

え、具体的な計画書の策定と改革に取り組んでまいります。

次に、学校給食について申し上げます。

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

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

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

食育の推進に努めてまいります。

また、地元を含めた道南食材の利用や給食試食会でのアンケート結果などを参考にした

献立の見直し等を行い、児童生徒に栄養バランスのとれた美味しい給食が提供できるよう

に努めてまいります。

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

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

次に、社会教育について申し上げます。

近年、少子高齢化の進行や人口減少、働く環境の変化により、生活や家庭環境が大きく

変わり、各種団体やサークルにおける活動者の減少や、地域全体として人と関わりをもつ

場面が減少しています。また、将来を担う子ども達の育成等、家庭や地域の教育力の低下

が指摘される中、多様化した社会に対応できる人づくりを目指すために、地域全体で学ぶ

環境づくりが求められていることから、昨年度に策定した「第６次松前町社会教育中期計
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画（５ヶ年計画）」に基づき、松前町の社会教育事業を推進してまいります。

家庭教育を高めるためには、子育てや家庭教育をサポートする的確な情報を提供する場

が必要であり、保護者を対象に引き続き「子育て応援セミナー」を開催し、家庭教育の向

上に努めてまいります。

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

等を実施し、親子で楽しめる国際的な感性を育むための身近な環境づくりに取り組んでま

いります。

地域の自然を生かした、自然体験学習は、豊かな心や郷土愛を育む貴重な事業であり、

多様化した社会へ対応できる人づくりを目指し、強くやさしく、大きな心を育むことを目

標に取り組んでまいります。

小学校６年生を対象に愛媛県松前町（まさきちょう）と、また、中学生を対象に福島県

伊達市梁川中学校と実施している姉妹都市児童・生徒交流事業は、それぞれの気候、風土

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

を高めるため、継続して実施してまいります。

近年、インターネットやＳＮＳによる個人情報の漏洩等のトラブルが社会問題になって

います。青少年の非行防止と健全育成に取り組むために、松前町青少年健全育成連絡協議

会など関係団体と連携を密にしながら、ネットトラブルの未然防止や、正しく自己主張で

きる人づくりを目指し、「あいさつ運動」や「少年の主張大会」の開催に取り組んでまい

ります。

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

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

して、創意工夫をしながら継続して開催してまいります。

町立図書館については、将来に向けて安定した経営をしていくために、本年４月より、

これまでの民間委託から直営で実施することと致しました。事業内容は、これまでの事業

を引き続き実施していくとともに、学校連携やコミュニティの場としての役割を目指して

まいります。

次に、文化・スポーツについて申し上げます。

豊かで潤いのある生活を送るためには、文化活動への自主的な参加の支援や鑑賞機会を

積極的に提供するなど、文化に親しむ環境づくりを進めることが大切です。発表や交流の

場として親しまれている町民文化祭や地区芸能祭など、町民の方々や子ども達が行う文化

活動を継続して支援してまいります。

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

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

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

子鷗亭記念・児童生徒書き初め席書大会」を実施し、優秀作品の町内展示などを通して、

「書のまち松前」の一層のＰＲと情報発信に努めてまいります。

スポーツは、身体を動かし楽しむだけでなく、人を夢中にさせ感動させる力があります。

子ども達にとっては、将来の職業とする夢も含めて欠かせないものであり、人づくり、地

域づくりに大きな役割を果たしております。子ども達の体力や運動能力の向上、メンタル

面やスキル面の成長による人づくりに向けて、各種少年団活動を支援するとともに、プロ

スポーツ選手を招聘した各種教室を開催し、スポーツに親しむ機会の充実や夢を描ける環

境整備に努めてまいります。

また、現役世代においては、生きがいや健康づくり、指導者としての夢や人づくりのた
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め、高齢者においては、楽しみや健康づくりのための軽スポーツとして、関係団体や町長

部局との連携を図り、誰もが参加しやすい環境づくりに努めるとともに、町内のスポーツ

各種団体等の活動のサポートや他町とのスポーツ交流などを通して、スポーツの推進に努

めてまいります。

最後に、文化財の保存、活用について申し上げます。

国指定史跡「松前氏城跡福山城跡」については、平成２８年度に策定した「保存活用計

画(１０ヶ年計画)」に基づき、整備を進めておりますが、本年度は、暴風雨により被災し

た二ノ丸地区の復元した土塀の災害復旧工事を実施してまいります。

また、復興天守の整備については、これまでの各関係者との協議を踏まえ、事業費の推

計を十分に精査したうえで工法を検討し、文化庁の考え方などを視野に入れ、関係機関等

と情報交換及び協議を行い、松前町と北海道の歴史の象徴である福山城天守の整備に取り

組んでまいります。

松前城資料館においては、福山城の城郭がわかるような歴史的資料として「縄張図」等

の展示を行い、郷土資料館も含め、来館者に更に興味を持っていただけるような企画展等

を実施し、松前町の歴史の発信に努めてまいります。

日本遺産登録となった「北前船寄港地・船主集落」の認定自治体として、また本年１月

３１日付けの文化庁文化財課長通知をもって「重要無形民俗文化財」に指定されることと

なった「松前神楽」及び無形民俗文化財等については、各保存団体と連携し、ふるさと学

習の場も活用しながら、保存伝承及び周知に取り組んでまいります。

特に重要無形民俗文化財の指定を受ける松前神楽については、北海道１５０年事業への

参画をはじめ、町長部局と連携を図り、全国に向けて積極的なＰＲに努めてまいります。

以上、平成３０年度の松前町教育行政執行方針について申し上げましたが、教育委員会

と致しましては、全町民が生涯学習を通じて心豊かに生活ができ、子ども達一人一人が、

ふるさと松前に誇りと愛着を持って、生涯にわたって生き抜く力を身につけていくことが

できるよう、各教育委員共々全力を尽くしてまいりますので、議員の皆様並びに町民の皆

様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午後 ０時０３分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

これより平成３０年度町政執行方針及び平成３０年度教育行政執行方針に対する質疑を

行います。

質疑ありませんか。

２番。

○２番(沼山雄平君) 町政執行方針の１１ページ、高速ブロードバンド未整備地区の解消

の件について伺いたいと思います。

昨年の一般質問の答弁で２９年度はちょっと時間をいただきまして、３０年度に向けて

検討できるような準備の年度にしたいというふうに思っておりますと、町長答弁されてお

ります。この１年、様々な調査されてきたと思います。結果は町長の先程の執行方針と受

け止めておりますが、そこで伺いたいと思います。どのような調査をされてこられたのか、
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もう少し詳しく教えていただきたいと思います。光回線か、Ｗｉ－Ｆｉ設備か、または携

帯電話回線の高速ブロードバンドか、また設備及びサービス内容が松前の環境、特に光回

線未開通の６地域において優劣か、または適合しているのか不適合なのか。また、将来性

及び信頼性について、そして民間のブロードバンドの水準が通信環境の水準と通信環境の

カバー率について様々な調査してきたと思いますので、お聞きしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 昨年の一般質問から関連での、ブロードバンドについてのお尋ねで

ございます。光回線、Ｗｉ－Ｆｉ設備、更には高速ブロードバンド事業について、更には

将来性及び信頼性についてもというふうなお尋ねでございますので、お答え致したいとい

うふうに思います。

まず、三つの方法で検討させていただいたところであります。高速ブロードバンド未整

備地区の解消にあたっては、三つの方法を検討致しました。１点目は、光回線の通信事業

者に対するエリア拡大の整備の要望について。２点目が、町が事業主体となって情報通信

基盤を整備する方法。３点目が、携帯電話の電波を利用した民間のサービスを利用する方

法。この三つについて検討したところであります。沼山議員、ご容赦いただければ、この

三つの部分の細部につきましては、担当の政策財政課長の方からお話をさせていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 今、町長の方から三つの方法の検討をさせていただいたとい

うことでございまして、まず一つは、光回線を利用した形で整備できないのかなあという

ことでございます。この光回線のエリア拡大の整備要望につきましては、既存のサービス

提供地区の加入率が極めて低いということがまずございます。また、整備費が大変高額に

なるということもございます。そういう意味では事業採算が見込めないというような理由

もございまして、なかなか民間の方のエリア拡大の見通しが立たないというふうな実情と

なってございます。フレッツ光の加入者の率っていうのが、採算ベースに合うのは約４０

％だそうです。したけど現実には、今町内の加入率っていうのは２０％のような今状況に

なっているというようなことでございます。これが１点目の内容でございます。

また、町が事業主体になって情報の通信基盤整備を実施する方法論としては、無線等を

使ったやり方になるわけなんですけども、この方法としては、まずは光回線による公共側

で施設を整備してやるという方法、それから、今申し上げました無線による整備方法、こ

の二つを検討したまいりました。光回線による整備につきましては、やはり優劣という話

もありましたけども、いい面では通信速度が速いということがございます。また、データ

容量も無制限に利用できるなど、利便性に優れていることが挙げられますが、やはり光ケ

ーブルの敷設工事など初期投資が莫大にかかるということ。また、ランニングコストがか

かっていくということで、更に１５年ないし２０年経ったときに、また更改時の将来負担

が大きく嵩んでしまうというデメリットがございます。利用料金につきましては、月額お

おむね６千円程度というふうに割高にはなってますけれども、そういう状況にもなってい

ると。また、先程申し上げましたこの敷設の整備に関わる事業費でございますけども、お

おむね３億程度要するというようなことを考えますと、かなりこれも厳しいのかなという

ふうな思いを持っております。

もう一方は、この無線による施設整備でございます。この無線による施設整備につきま

しては、やはりケーブルの敷設の工事の必要がございません。そういう部分では、初期投
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資は光回線から見ますと約半分くらいで済むというふうなことでございます。無線の場合

は、天候等の影響が受けやすいということで、通信速度も光並みにはいかないんですけど

も、ＡＤＳＬ程度の通信の速さが出るというふうなことでございます。また、データ容量

は無制限で利用できるというようなことで、利用料金も月額で５、６千円程度というふう

な状況でございます。ただ、町が情報通信整備をした場合、一般的にＩＲＵ方式という方

式が適用されます。これは公設民営方式というような形になりますけども、町が整備した

場合に、情報通信基盤、通信事業者に貸し出しをすることになります。あくまでも施設を

貸し出しをするというふうな形になります。通常は加入者からの利用料金で運営経費を賄

うことになるわけなんですけども、一定の加入者が見込めなければその不足分を町が運営

費として負担をするというようなランニングコストのかかり方になります。ＩＲＵ方式で

運営している他町の、他の町の実情などもいろいろ確認、いろいろ聞き取りもさせていた

だきましたけども、将来人口などを考察してみますと、やはり極めてリスクが高いという

ことで、現実にやっている地区も見直しをしている町村もあるというようなことも伺って

いる状況でございます。

それから、最後の３点目の民間の今の携帯の電話会社等を使ったやり方と言いますか、

これもいろいろ調査をさせていただきました。携帯電話の電波を利用した民間のサービス

を利用する方法では、携帯電話会社による電搬調査や未整備地区の方を対象にモバイルル

ーターを貸し出しを行って実証実験などもさせていただきました。通信速度は、動画もス

ムーズに視聴できる速さを有しておりまして、町内全域において民間のブロードバンドサ

ービスを利用できることがわかっております。しかし、利用料金やデータ容量などのサー

ビス内容につきましては、各社によって異なるというようなことがございます。個々の利

用実態にあったサービスの利用が望まれるものでございます。町内におきましては、会社

名を言ったらあれなんですけど、大手の携帯会社であれば一般的にドコモさん、ａｕさん、

あるいはソフトバンクさんというふうな大手の電話会社なんですけども、町内の場合であ

れば、今近くに２社があるんですけれども、将来的に通信事業者の回線速度が今後も向上

することも想定されておるところでございます。

この三つの方法をいろいろ検討させていただきました。そういう中で整備コストであり

ますとか、通信の速度、それから将来性や信頼性の面のおいて、また先程も予算執行方針

の中に掲げておりますけれども、この情報網の関係においては、大学の先生もちょっとア

ドバイザーとして来ていただいて、いろいろご意見なんかも伺っております。そういう中

で民間の高速ブロードバンドを利用するのが、一番最適であるというふうな結論に達して

今回の執行方針の中に書かせていただいたという内容でございますので、よろしくお願い

したいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) そうしたら、カバー率は９割以上ということで理解してもよろしい

かと思います。民間のブロードバンド、日進月歩、すごい勢いで高水準のものが世に出て

きてるというふうな感は致します。ただ、先程今、課長が言われましたとおり、松前町に

あってはＤ社かＡ社、先程言ってましたけどドコモかａｕってことなんですが、主にこう

した通信会社が主力を示していて、契約においてもスムーズにいけるという傾向があった

かと思うんだけれども、今回Ｓ社の電波を利用したとある会社が運営するブロードバンド

会社ということになりますと、なかなか一般の町民では手の届かないところなのかな、な

かなかそこにはたどり着けないということもあったかと思います。

そこで伺いたいと思いますけれども、これからも民間のブロードバンドには様々高い水



- 22 -

準物が世に出てるという気致します。そこで、特定の通信会社に偏ることはできませんが、

サービス内容だの情報を共有できればと思うんですけれども、その点、今後ですね、情報

の収集と情報提供に関する考え方をお聞きしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 実は、本当に我々もわからなかったんですけど、平成２４年

にご承知のとおり光が松前町に導入されて、現在未整備地区６地区あるわけなんですけど

も、それを何とか解消していきたいということで、この５年の間に本当に情報技術がどん

どんどんどん発達しておりまして、当時とは全然もう状況が変わってきてるということが

よくわかったような状況でございます。そういう中で今お話がありました携帯電話会社の

スマートフォンとの情報サービスが、非常に値段的にも安く提供されているものもあって、

充実されている状況でございます。容量なんかも一般的には３０ギガまでのものがほとん

どでございますけども、中には１００ギガバイトまでのものもあるというふうなこともわ

かりました。そういう中で、情報内容のサービスパッケージの内容、これは各社によって

違いますので、今後も特定の携帯会社に特化して町民に情報を知らせるっていうのは難し

いわけですけども、何とか携帯会社において、様々な充実したサービスパッケージござい

ますので、民間の会社がそれぞれ主張すべきものと考えてはいますけども、町としてもこ

の未整備地区の情報格差の観点から、知り得た情報については各社に情報の提供を強化す

るようお願いをし、あるいはチラシ等の働きかけについてもこれは行っていきたいという

ふうに思っております。当然、町に問合せなどあった場合も、パッケージなどの周知や会

社に確認するよう、町民の方々とも対応していきたいというふうに考えてるところでござ

います。

なお、加入を考えている方々の状況についてもいろいろ調査と言いますか、聞き取りな

どもさせていただいておりまして、現在のスマートフォンなどでおおむね皆さん満足して

いるという方々がほとんどでございます。未整備地区にデモ機の貸し出しをしたり致しま

して、２９年度においては１５件ほどの聞き取りなども行ってございます。そういう中で

携帯では通信容量が無制限のものはないわけなんですけども、先程申し上げましたように、

３０ギガなどの容量を超える方も本当にまれにおられます。これも動画などを視聴して容

量オーバーするなどの追加料金がかかるケースもございます。ただ、行政が容量などの全

てをカバーするっていうことは、やはり難しいんだというふうに思っておりまして、おお

むね皆さん方がクリアできるような、そういうサービスの要望などは、今後も民間会社に

も要望自体はしていきたいと、こんなふうに考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) ありがとうございます。町長の昨年の答弁でもありましたとおり、

３０年度には整備したい、整備できる体制をつくりたいという旨の答弁をしておりました。

この度の調査結果は、通信の格差解消に向けて大きな前進があり、成果だと思います。こ

の度の町長の方針にもあっては、町の予算を持ち出すことなく、また将来のリスクを残す

ことなく賢明な判断だったのではないかと思います。町長も私の公約でもあると言われて

おりましたが、その公約と現在の結果について、どのような思いを持たれているのか、町

長のお気持ちを聞かしていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 光回線の利用につきましては、町内の、町民の方々の格差をなく、

平等に、早期にそれを実現したいというのが私の公約でありました。沼山議員の一般質問
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にもお答えさせていただいたところであります。お尋ねのように、めまぐるしく進歩する

民間の情報サービス、通信サービスでありました。我々もついていけないぐらいの状況の

進歩だったというふうに今顧みれば、感じるところであります。今般総務省の方から大学

の先生に来ていただきまして、地域情報科アドバイザー派遣制度を利用させていただきま

した。そして、厳密に地域に入っていただきまして、今の松前の状況を調べていただいた

結果がですね、やっぱりいろいろ公費を投資、投入しなくても、仮に投入したとしてでも

加入率は上がりませんよというふうな指摘も受けました。私自身は本当にショックだった

んでありますけども、本当にいろいろお話を聞く中で、今の民間のブロードバンド利用す

ることが現実的だというふうに、最終的に判断したところであります。今般の１月の町内

会の総会、ある町内会にお伺いしたときに、漁業者の方から未整備地区なんだけど、どう

なんだというふうなご指摘を受けました。その段階では、大学の先生、いろいろ調査して

いただいておりましたので、すぐ私戻りましてですね、うちの担当の職員に、私に質問し

た町民の方とすぐ行って会っていただきまして、今の民間、通信サービスの状況を説明し

てきていただきました。その町民の方はよく理解していただきました。そういうふうなこ

ともありまして、本当に公約とは全く反対の方向に進みましたけども、民間の力を借りな

がら平等な、格差なく利用できる一つの方向ができたというふうに認識しておりまして、

民間サービスを利用することが現実的だというふうな判断をしたところでありますので、

ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

１番。

○１番(飯田幸仁君) 町政執行方針の１４ページ下なんですが、スマイル応援補助金で非

常に興味がありますので、もしできたら、もう少し詳しくお話をしていただきたいと思い

ますが、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 産学官連携との強化の中で、昨年、失礼、本年度ですね、本

年度２９年度におきまして、総合計画を策定をさせていただきました。そういう中でいろ

んな形で町民の方々からのご意見を伺って、総合計画の策定に至ったわけでございますけ

れども、そういう中で、やはり民間の方々がいろいろ主体的に事業に取り組んでいくとい

う姿というのは、やはり我々理想なのかなというふうな思いを持っております。そういう

中で、今回多くの町民に参加をいただいた中で、まちづくりに参加する機会なども提供し

ながら、本当に主体的に取り組んでいただこうということが大きな一つの目的でございま

して、スマイル応援補助金につきましては、これは町を元気にするためのイベント事業、

こういうものを民間が主体で考えてくれるものに支援をしていきたい。あるいは、もう一

つはやはりものづくりですね。これは、商品開発も含めた様々な価値観を産むような、そ

ういうものづくりに対しても、私どもは何とか行政側として支援をしていこうということ

で、今回３０年度予算の中で、新規事業になりますけれども、今回やらせていただきたい

なという思いでセッティングをしたところでございます。これもやはり、よく総合計画の

策定の中でのいろんな議論の中でも、行政側が主体的にやっていてもなかなかやらさられ

感とかがあって、上手く長続きしないというふうなものもあるし、やはり民間の方が主体

になって動いていくと。やっぱり自分達でアイディアを出し合って、考えて、これが継続

性にも繋がっていくだろうというふうなことから、とっかかりづくりみたいなもので今回

こういう形をとらしていただいたというところでございます。

ただ、件数的には我々も初めての試みでございますので、本当はもう少し件数も増やし
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たかったんですけども、やっぱりどうなってくるか全くわからない状況なもんですから、

とりあえず、それぞれのまちづくり、元気づくりの方にも２件、それからものづくりの方

にも２件をちょっと提案させていただいたというような内容でございますので、よろしく

お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 政策財政課長から答弁しましたけども、私の方からも、本当にこの

３０年度、新しい総合計画の元年だというふうな位置付けをさせていただきました。スマ

イル応援補助金がスタートに相応しく、スタートさせてですね、いろんな紆余曲折あると

思うんでありますけども、きちんと次の総合計画の中でこの制度を上手く利用致しまして、

まちづくりに繋げていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいとい

うふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 例えばですね、ものづくりってあるんですけど、これからものをつ

くるイコール自分で会社じゃないけども、自営業を例えば営みたいというときのものづく

りと、それとも従来もう既に自営業されてる方がいて、新商品をつくりたいっていう、こ

れ両方どちらも出せる形にはなるんでしょうか、ちょっと聞きたいんですけど。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 具体的な部分っていうのは、今要綱などをつくって精査して

おりますけども、今議員おっしゃったような内容については、クリアさせていただくよう

な形で今考えています。ですから、既存の商品なんかにも付加価値をつけるような新商品

なんかもものづくりとしては認めていきたい。つまり、何を私言いたいかというと、町民

の方々にやる気を出して、せっかくやろうとしているものを、上手く我々が支援できるよ

うな体制づくりをしていきたいと。そういう思いでいるということでご理解いただければ

よろしいと思います。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) これ、何で思ったかと言いますとですね、実はなんさでも使えるの

かなあと、ちょっという気持ちがありまして、交流イベントはものづくりという条件がク

リアできれば、それは使えるのかなあと思ったときに、実は４ページにちょっとさかのぼ

るんですけど、商工及び労働の段の下に、観光についてなんですが、歴史観光、桜観光っ

ていうふうな観光主体にイメージアップやイベントをやっていくっていったときに、桜観

光、歴史観光を前面に押し出したいんですけども、案外職業がないなという印象を受けま

した。例えばお菓子屋さんだけだとか、あるいは観光でも宿泊地だけとかっていって、お

土産品販売っていうのが非常に少ないなと思ったときに、この１４ページのスマイル応援

補助金っていうものが活用できるのであれば、この４ページの問題と１４ページの問題が

上手く合体して、新しく、例えば自営業やる人が増えたりだとかする部分についても使え

るのかなという質問が一番メインなんですけど、そこについてよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 基本的には、先程言ったような支援をしていくという考え方

であります。

ただ、当然予算がございますので、ですから、私どもとしては今考えているのは、ある

程度の申し込みの期間を設けまして、その中で仮に、仮に希望者が５人いたとすれば、予

算上は２名、２件でございますので、ただ、その辺の金額の部分にもございますので、２

件のものが３件可能な場合もあるでしょう。ですから、そこは企画、立案をしてくださる
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個人の方々なり、民間の方々から内容を我々伺ったうえで決定をしていきたいというふう

うなことで考えてるところでございます。現状としては、そのような考え方の中で進めて

いきたいというふうなことでございますので、よろしくお願いします。

ですから、今議員さんおっしゃったような部分も含めて我々は考えてるってことでご理

解していただいて結構かと思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) ちょっと財政の運営面について、質問したいなと思います。今年の予

算の財政については、昨年の一般会計が４８億５千４５０万から、５２億２千５６０万と

大体７．６％アップしてるんですね。この要因としてはですね、中学校の新築に伴う元利

償還等を含めまして、大体９億円以上の償還があるために大変厳しい状況になっておると

思うんですね。だから、結局は３億近い財政調整基金を取り崩したというふうに思われま

すが、その上でその考え方、そのとおりなのかどうか、お伺いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 執行方針でも述べさせていただきましたけども、交付税の、地方交

付税の普通交付税の動向が極めて不透明であること。更には、今議員ご指摘のように松前

中学校の建築にかかる起債の償還が始まる年でもあります。更には、この数年国の経済対

策で進められております景気対策の補正予算に対応している部分もありまして、おおむね

１億５千万ほどの償還、公債費の償還が増額となっているのは事実であります。しかしな

がら、歳出面もやっぱり町民へのサービスの低下を招くわけにもいきませんので、歳出面

でもいろいろ一般財源で対応しながら予算編成をさせていただいたところであります。３

億５千万の財政調整基金の編入致しますけども、これは今は現状申しますと、収支のバラ

ンスをとっている状況であります。慎重に我々もここの部分は対応してまいりたいという

ふうに考えております。

先程申しましたけども、サービスの低下にならないように、そんな財政予算編成をさせ

ていただいたところでありますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) やはりそういう財政面での、ひっ迫した財政面でのですね、中で、や

はり住民のサービスをおろそかにしてはならないという町長の考え方だというふうに思っ

ております。

次にですね、よく最近政府関係者がですね、日本の予算が膨大に膨らみます。その補て

んは赤字債権でもって補っているんだよと。そんな中で、一般的に議論ってんですか、さ

れている、声が聞こえてきてるのは、国が窮々してるのに各自治体が貯金してるんだと。

ですから、今後は交付税等についてのね、やっぱり減少も考えなければならないんだとい

う考え方がね、チラッチラと聞こえてきてるんですね。ですからね、松前町において、そ

の交付税の減少、あるいはそれに対応するためのね、やっぱり手段なり考え方なりあると

思うんですよ。そして、今当初予算でもって財政調整３億やったけども、それがね、その

まま財政調整を取り崩すだということでは私はないと思うんですけども、その辺の考え方

なり、手法なり、お答えお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員から、財政調整基金の町村で抱えてる残高が多いというふ

うなことが国でも議論されているっていうふうなご指摘でございます。確かにそうであり

ます。国会でもその辺の質疑されているところであります。我々、本当に総務省の方とも、

町村会と致しましてもいろいろ要望活動するわけでありますけども、決してそういうため
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に財政調整基金を蓄えているっていうふうな状況でありませんので、それはぜひ理解して

いただきたいというふうなことは、常に行ってきているところでありまして、やっぱり将

来の町の老朽施設の改良とか、いろんな部分でやらなきゃない部分あります。今般の予算

の中でも普通財産であります旧町営住宅、あるいは生活改善センターの解体しなきゃなら

ないわけでありますから、そういうふうな部分で町の将来のためにきちんと蓄えているん

だということはですね、国の方にも強く訴えております。確かにその流れはなきにしもあ

らずだというふうに思います。この３０年はないと致しましても、３１年は国の方はそう

いうところをついてくるのかなというふうな思いをしてますけども、ここはきちんと町村

会と連携とりながら、国の方に訴えていきたいなというふうに思っております。

財政調整基金は、将来のまちづくりのために、大変貴重な財源だというふうに思ってお

りますので、これから、そういう要請も総務省の方にして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) ４番。

○４番(近江武君) よく考え方がわかりました。大変厳しい財政運営だと思いますけども、

やっぱり必要なことは必要なんですから、恐がらないでドシドシ予算つけていただきたい

と思います。

それともう１点、教育行政についての質問を１点だけさせていただきたいと思います。

松前高校の問題ですね。今年の募集要項の中で４０名の中で１６名の募集よりないと。私

ども卒業生としては、大変残念だなと痛感をしております。そこでですね、教育長、今後

ね、どのように進めるべきなのか、ちょっと考え方がありましたら教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、近江議員から松前高校の状況について、ご質問ございま

した。先般の３月２日の北海道新聞に今年の公立高校入試の最終出願状況が載っていたと

ころでございます。今、近江議員からご質問あったように、松前高校募集４０人に対しま

して１６人で、倍率が０．４というふうな状況でございました。松前中学校からは、普通

学級が４１人、それから特別支援の４人、計４５人が３年生でございます。そのうち函館

市内の私立の高校と掛け持ちをしている生徒を含め、１６人が松前高校を希望していると

いうふうな状況でございます。ちなみに残りの２９人の状況につきましては、福島商業に

３人、それから知内１人、函館方面に数多くが募集しておりますけども、また有朋高校に

３名、更には養護学校に４名というふうな状況でございます。この状況の内容を松前中学

校に聞いたところ、全体的に現在学力の向上が見られる中において、例えば水産、更には

工業、更には函館白百合等看護医療、また調理部門など、またスポーツ、音楽、卓球、自

分が将来やりたいという職業を目指す、しっかりとした自分の将来を見据えた子どもが多

いというふうな状況でございまして、そういう流れから、今進学を決めたというふうな流

れを聞いているところでございます。

しかしながら、この３０年度の受験者数が１６名というふうな状況につきましては、松

前高校の存亡に係る大変危機的な状況と私どもも受け止めているところでございます。松

前町から松前高校をなくさないためには、これからも地元進学率を高めるために、松前高

校の現在の状況を広く町民に周知する必要があるだろうというふうな考えであります。

先般も松前高校の校長ともお話しながら、松前高校の三本柱があるんだと、そういうふ

うなものをきちんと、これからも中学校３年だけではなく、２年、１年、更には小学校の

方にもお邪魔しながら、我々教育委員会対応しながらＰＲに努めていきたいと。今般の執

行方針の中でも申し上げましたけれども、まずは松前高校のまだまだ知らない部分を町民
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の方々に多く周知するためには、いろんなポスターの作成、更にはチラシの作成等をしな

がら配布、更には掲示を進めて進学率を高めていきたいというのが、お話をさせていただ

けるところでございます。これからも、高校への地元進学率、地元進学率高めるためのい

ろんな施策を打ってまいりたいと。

そして、また平成１８年度に松前高校の存続を図るために組織しております松前高校再

編対策協議会というものがございます。この中でも毎年の高校の状況、更には松前高校だ

けではなく、近隣の中学校から地元の高校に上がる状況等をお話しながら、道とも連携し

ながら進めているところでございますので、これからも地元進学率高めながら、松前高校

存続に努めてまいりたいと、そういうふうに考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

３番。

○３番(福原英夫君) 少し質問させてください。予算のときには、担当課主幹、主査以下

答弁いただきますけど、ここではやはり町長の執行方針でございますので、また教育長の

執行方針でございますのでね、極力そこのところを考えて答弁をお願いしたいと思います。

不足分については、担当課長がしてよろしいでしょうけども、やはり執行方針でございま

すんで、大事に私も質問したいと思います。

まず１点目、３ページに畑作農業については、安全、安心な低農薬づくりの徹底指導や、

自家消費中心の営農者などを支援してまいります。また、高床、また水耕栽培や薬草等の

契約栽培について、農業大学と提携し、研修項目の一つと取り組むと。予算に計上されて

なかったもんですから、町長どういう考え方なのかなと。まず１点目。

次に、ページ５ページ、松前温泉、藩屋敷、北前船記念総合管理、道の駅北前船、利用

者が低下しておりますけれども、ここのところの１項目にサービスの向上に努めておりま

す。今後ともサービスの向上はどのように努めて集客力、商品販売等々をしていこうとす

るのか、まず５ページ目をお聞かせ。

その次に３点目、１２ページでございますけども、公共交通の関係。先日、２月の２１

日に「公共交通再編夕張モデル着々」という、北海道新聞に相当大きく出たわけでござい

ますけれども、松前町も早くから大漁くんバスであり、私もよくスクールバス、幼稚園バ

ス、病院バス、大漁くんバス等について質問しておりますけれども、今後どのような考え

方、今年度はどのような考え方で進めようとしているのか、ページ１２ページでございま

す。上から２、４、６、７行目までです。

その次に１３ページ、一旦ここで切ります。この間、４町の議員の研修会のときに、松

前町の定住促進の関係でアドバイザーいただいて、また松前町の顧問でございます方が、

このようなことを言いました。いやあ、松前町に来るとストレスで苦しんでるよという言

い方しました。なかなか自分の描いたようにこの定住促進事業が上手くいかなったのかな

あと。しかし、きっともってビジョンはお持ちだなと思うもんですから、町長はこの１３

ページのこの移住、定住促進事業について、どのような考え方で執行方針に計上したのか。

まず、この四つを答弁願います。町長が答弁できる範囲内でよろしいです。よろしくお願

い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の畑作農業についてであります。予算にはないというふうな

ご指摘であります。まず、畑作農業については、安全、安心な低農薬野菜づくりの徹底指

導や自家消費中心の営農者などに支援してまいります。更には、高床型水耕栽培や薬草等

の契約栽培については、農業系大学と連携しながらというふうな云々で執行方針に書かせ
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ていただきました。予算書にはないというふうなことでありますけども、畑作農業につき

ましては、現状知内の農業改良普及所の人方、職員に来ていただきまして、ずっとやって

きている、営農指導していただいておりますので、そこは引き続き続けていきたいなとい

うふうに思っておりますし、それから高床型水耕栽培と薬草、要は農業系大学と連携しな

がらというふうに記載して、提携しながらというふうに記載してますけども、今の仮称肉

牛改良センターの部分もからめまして、今現在大学と今年はいろんな勉強をしたいという

ふうなところで、共通旅費の中でまず調査をしていくというふうなところであります。ま

ず、北海道酪農大学、更には帯広畜産大学を視野に入れまして、大学と提携しながら研修

をして取り組んでいきたいというふうな内容でありますので、過日予算が必要なれば補正

予算で対応するような状況になります。まず今年１年は、肉牛改良センターの部分を含め

ましていろいろ大学の意見も聞いたり、それから新規就労、着業する方への、獲得するた

めの一つの手立てにしたい、ステップにしたいというふうに思っているところであります

ので、まずここはご理解いただきたいというふうに思います。

それから、５ページの温泉休養センター、更には藩屋敷、それから北前船記念公園総合

管理施設、道の駅について、サービスの向上、どのようなサービスをしているのかという

ふうにお尋ねだったと思いますけども、ここの部分については担当の方から答弁させます

ので、よろしくお願いしたいというふうに思っています。

それから、私残念ながら、公共交通の関係でありますが、２月２１日の夕張モデルって

いうのは、ちょっと承知しておりませんでしたので、後程教えていただければというふう

に思いますが、いいですか、すみません、ありがとうございます。

それから、移住定住につきましてです。移住定住につきましては、先般大山先生に来て

いただきまして、４町の議員連絡協議会でのご講演をいただいたところであります。大山

先生は、本当に松前には数多く通ってきていただきまして、私も挨拶で申し上げたんであ

りますが、寝る時間も惜しまないで松前に来てくれているというふうな状況であります。

一方では、そうですね、福原議員言うように、大変力がこう何て言うんですかね、松前

来ればなかなか進まないよなっていうふうな雰囲気の意見もちょうだいしましたけども、

現実と致しましては、そういうふうでもないんであります。きちんと我々の担当職員と情

報交換しながらいってますし、組織って言うんですか、大山先生のグループの拡大、会員

の拡大についてもきちんと増えている、会員数も増えている状況でありますので、私も大

山先生を松前町の顧問として任命しておりますので、きちんと情報共有しながら、移住定

住かなり難しい部分もあると思っております、正直言いまして。しかしながら、今取り組

んでいくっていうことが大事なことだというふうに思いますので、これからも大山先生と

きちん連携とりながら、前に進んでまいりたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ５ページ目の温泉、藩屋敷、道の駅のサービスの向上にど

のような形で今後も取り組んでいくのかというお話でございますが、我々、私どもがつか

んでる状況でいきますと、温泉については、町民向けに対しまして、施設も老朽化してい

るわけでございますが、ボイラー等もきちっと直していきながら、常に町民に安心して利

用できるサービスを常に求めていくっていくっていうのが、温泉のサービスの向上のあり

方であると思ってます。

藩屋敷と道の駅につきましては、逆に観光客の方に向けた施設で、向けた状況が強い施

設でございますので、藩屋敷につきましては、花見についての子ども向けのイベントや体
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験メニューなど、一番日本遺産登録の体験できる施設でもございますので、その辺のサー

ビスを充実させていきたいという思いで今おります。

道の駅につきましては、間もなく展望テラスができますので、それを活用したサービス

の方法、そして、去年まで食堂部門のちょっと落ち込みがありますので、今も出し物の、

出し物と言いますか、食べ物の改善に努めてございますので、そういうサービスの提供、

そしてレンタカーやサイクリング等の強化も図りたいといったようなサービスを考えてい

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) ３番。

○３番(福原英夫君) １点目の農業については、いつも繰り返しになりますけども、松前

町で農業が定着しない、崩壊していくのかっていう危惧がございます。ただ、農業を実際

やっている人達がいる、小規模も小規模の零細農業です。しかし、小規模で朝市に出して

いる方々もおりますし、そういう人達が集合体となって連携して一つの塊に、いくつが一

つの塊になれば大規模になっていきますので、そういうことでの考え方があればいいなあ

と思って、まあ、予算のときに改めてします。

それと、５ページの二つ目のサービスの向上ですけれども、やはり今回の資料のデータ

見ますとね、ちょっと落ち込みが大きいもんですから、やはり抜本的にどうすればいいか

っていうことを検討なさったらいいんでないかなあということを言いたかったんです、こ

こでは。一生懸命やっていることはわかっておりますので。ただ、それが結果が伴わなけ

れば、どういうふうにしたらいいのかなあということで、町長はきっともって執行方針と

して、サービスの向上にどうにかして努めたいよというふうなことでフレーズを入れたん

でないかなあと思いますんで、２点目もそのようなことでよろしいです。

それと、この公共交通、やはり抜本的に変えなければならないなあという気がしている

のは、毎年いつも質問してることは同じです。ただ、夕張方式がすごく面白かったもんで

すから、面白いって言うか興味があったもんですから、あとで新聞の切り抜き持ってます

んで見てください。

定住促進、大変なものにチャレンジしたなあといつも思ってたわけでございますけども、

やはり大変でしょうけども、町長がやはり執行方針に書くぐらいの思いがございますんで

ね、それを担当課と地域住民と一緒になってここは実現させてあげてほしいなあと思って

ますんで、答弁はよろしいです。

次に質問したいのは、１５ページ、このことも随分前から言ってました、現行の集合主

税方式については、納税者に浸透しておりますが、国の示す標準方式でないことから、国

の制度改革に伴うシステム改修等の多額の費用を要することとなるため、この方式の見直

しを慎重に検討します。時代的には、やはり集合主税から単税にもう全国がなってるよっ

ていうことで、そして、収納方式がやはり今の国保税についてても、全て変わってしまっ

たと。もう国保税も道の方で所管して、課税はこちらで、収納しなさいよっていうことで

しょうけども、そんなことでこれをいつまでどういうふうにしてやるのかなあというふう

なことです。

それと、２点目に先程同僚議員が聞いてました財政調整基金を編入し、予算を編成した

ところであります。次に、私が質問していたところでございますよね。それで、いよいよ

財政調整基金も一般会計に編入するのかなあということを感じました。それで、私が言い

たいのは、決算のときに５０％は一般会計に入れて、５０％は財調の方に入れてきて、約

１８億弱の財調を石山町長は頑張って積み立ててきたわけでございます。それで、私はこ

の財調を崩すことは反対だということでないんです。何にどういうふうに今回は３億５千



- 30 -

万も使うのかっていうことなんです。そのことをお聞きしたかったんです。

それと、次に教育です。教育、２ページ、私は小中学校の編成のときには、併置校がい

いんでないかということで質問したわけですけども、それは松前町に相応しくないという

ことで、しかし結果的に学校運営協議会、コミュニティスクールという名目でこれが乗っ

かってきました。私は、小中併置校であれば、まだ大島中、小島中、松前中がきちっと残

ってて、地域で子ども達が活気ある小中一貫校を目指した教育がなされたもんだと思って

いるものですから、ちょっと根が深いわけであります、質問の。それで、小中一貫教育制

度を導入してまいりますと。この考え方を聞かせてください。

次に、４ページに松前中学校のグラウンドを通してスポーツ団体等の積極的な利用促進

図ってまいります。どのような考え方なのか。それと、松前中学校は体育館は二つござい

ますね、だんだんと、今楽器ですとか、小体育館って言ったらいいのかな、それと大きな

体育館と。１００何人ぐらいよりいない学校で、どういうふうに学校開放の、ここのとこ

ろで合わせてしていくのかなあという気持ちがあったもんですから、ここのスポーツ団体

等の積極的な利用促進を図ってまいります、４ページのここを教えてください。

それと、４ページから５ページにかけて、松前高校。松前高校についても存続について

も、ずっと私は教育長に問い掛けてきたはずでございます。今回１６名でございます。ま

だ入学、入試の判定をしておりませんけども、それで今回一般質問を取りやめたところで

ございます。松前高校が魅力ないのか、余所の奥尻町、福島町、木古内町のように、どう

子ども達を確保するかっていうことの動きが、何年も遅れてしまった結果でないかってい

う、私は思ってるんです。今回４０何名って言いましたよね。これはやはり教育長、考え

なければならないかなあと思う。やっていることは、私は正しいと思います。しかし、残

らなかったんですよ、子ども達が、私達の町の財産が。そこのところを言いたかったんで

す。それで、今後どのように教育長は考えて、松前高校の生徒を確保するのか。住居なの

か、資金なのか、いろいろあると思います。

それと最後に１０ページ、総合計画でも言いましたけど、松前町と北海道の歴史の象徴

である福山城天守閣の整備に取り組んでまいります、これはどういうふうに取り組むかっ

ていうことです。それで、財調の取り崩しがああいうふうに行われましたので、私は、町

長の決断かなあと思ったもんですからね、松前城、おい、やろうやと、そのために財調を

取り崩して、北海道のシンボルの松前城を木造でやろうやと、２０億ぐらいですからね。

そういう考え方に、例えばですよ、そういう考え方にならないかなあという気持ちがあっ

たもんですから、それで松前城の天守閣の整備、どういうふうに進めるのかなあと、すご

く、私の時代ではできないかな、それとも私が議員をやっている任期中にスタートするの

か、町長が任期中にね、スタートするのか、そのこのところちょっと答弁願います。ちょ

っと長くなりましたけど、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の、税の関係にお答えしたいというふうに思います。集合主

税方式と単税方式の課題についてというふうなことで、職員とはお話をさせていただいて

いるところであります。まず、質問者の福原議員も税務課の担当職員でありましたので、

その内容については十分承知しているものだというふうに思っているところであります。

まず、集合主税になった経緯を申しますと、納税者が納付、納税しやすいというふうなこ

とが１点と、国民健康保険税の収納率の向上のためというふうなところで、現在も集合主

税方式を実施しておりまして、深く納税者にも浸透されているところであります。松前町

におきましては、集合主税の３割程度を現在納税貯蓄組合が６８組ありまして、徴収をし



- 31 -

てくれているところであります。

しかしながら、今回国民健康保険が都道府県化されることによりまして、納付金という

ふうなことで、今までと課税の状態は変わりませんけども、システムが変わってくるよう

な状況でありますので、執行方針には３０年度の、２９年度の決算、更には３０年度の推

移を見ながら税率改正も含めまして、慎重に検討するというふうなことを書かせていただ

きました。

集合主税と単税につきましては、お互いにいい部分もありますし、マイナスな部分もあ

るわけであります。まず、集合主税方式のままの状態で課題整理してみますと、標準保険

料率算定に用いられる目標収納率を達成できるかっていうふうなことが一つであります。

それから、国の政策変更等があった場合のシステム改修費が多大になるというふうなこと

が一つの要因であります、課題であります。それから、単税にした場合は、同じなんです

が、標準保険料率算定に用いられる目標収納率達成、ようは収納率の目標収納率が達成で

きるかっていうふうな課題もありますし、定着している集合主税方式が切り替えて単税に

なった場合に、納税者の皆さんが理解得られるのかなというふうな課題も承知していると

ころであります。それから、納税貯蓄組合の発行する切符の枚数が多くなるもんですから、

納税貯蓄組合の事務等が複雑化するというふうな要因もあります。一長一短あるわけであ

ります。しかしながら、国の流れが国保の部分も含めまして、いろいろ変わってきている

状況もありますので、あえていつまでっていう期限の設定はしませんけども、できません

が、いずれにしてもここの部分はきちんと説明、納税者に説明しながらいくっていうふう

な状況になってくるんだろうなというふうに思ってますので、きちんと職員と勉強しなが

ら進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、財政調整基金の３億５千万の使用目的はというふうなことであります。今般

の定例議会の、定例会の議案の第２３号で財政調整基金の支消というふうなことで、議案

を提案しております。３億５千万円以内というふうに議案には載っておりまして、使用目

的は財産管理事業、地域振興事業、保険衛生事業、それから農林水産業振興事業、商工観

光振興事業、道路橋りょう河川整備事業、それから教育振興事業、この七つの事業に支消

しようとするものでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今の福原議員の方から、大きく分けて４点ほどご質問いただ

きました。私も質問の内容を大分複雑化しておりますので、長い答弁になるかもしれませ

んけれども、よろしくお願いしたいと思います。

まず、１点目の学校運営協議会、更には小中一貫教育の導入の関係でございます。まず

は、コミュニティスクールっていうのはどういうものなのかと、ちょっと若干お話をさせ

ていただきたいと思います。保護者や地域住民等の意見を学校の運営に反映をしたいと、

更には地域と共にある学校づくりを実現するために導入するものでございまして、学校運

営に地域の方が直接一緒に参画できるというふうな仕組みが、この学校運営協議会でござ

いまして、この学校運営協議会を設置した学校がいわゆるコミュニティスクールというふ

うなものでございます。

それでは、なぜ今回これを導入しようとしているのかということでございますけれども、

教育執行方針の中でも少し申し上げましたけれども、今、我が国って言いますか、北海道

含めて松前町もそうでございますけれども、急激な社会が変化しているところでございま

して、保護者や地域住民の学校に対する要望が複雑化、更には多様化して、高度化もして

いる状況でございます。これからの教育につきましては、学校だけではなかなか十分対応
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が難しくなってきているというふうな状況が叫ばれているところでございます。そこで、

地域の方々にも学校運営に参画していただきまして、地域と一体となって子ども達を育て

ていきたいというふうなことを考えているところでございます。地域や保護者の声を十分

に学校運営に反映させるために導入致そうとするものでございまして、更にこの設置が２

９年４月１日から国において努力義務化されたところでございます。なお、この学校運営

協議会制度につきましては、文部科学省の方も力を入れている状況でございまして、平成

２８年４月現在で４６都道府県では、２千８０６校が導入をしているところでございまし

て、３０年度につきましては、管内全ての市町で導入を予定しているところでございます。

次に、また小中一貫教育制度でございますけれども、まずどのようなものかというふう

なものを若干お話をさせていただきたいと思います。小学校及び中学校が目指す子ども像

を共有しながら、９年間を通じて教育課程を編成し、系統的な教育を目指す制度というふ

うな形になっているところでございます。具体的には小学校、中学校の合同行事、更には

交流活動に留まらず、９年間をひとまとめにして教育目標をつくるというふうな流れでご

ざいます。今、小学校から中学校に上がる場合、小学校についてはクラス担任、中学校に

ついては教科担任ということで、子ども達の環境大きく変わってきます。従って、先生方

の、中学校の先生が小学校にのりいれる、小学校の先生が中学校にのりいれて子ども達の

様子を見る。また、お互いの小学校、中学校の子ども達が交流し合うことによって、スム

ーズに中学校に上がっていけるというふうなことでこの制度を導入しようと、そういう形

で考えているところでございます。

なお、コミュニティスクールと小中一貫については、双方の親和性って言いますか、高

いものでございまして、コミュニティスクールについては、子ども達を守っていくよと。

それから、小中一貫については先生方が学校の運営を見てると。従って、これはコミュニ

ティスクールと小中一貫合わせて実施することによって、その効果が大きく表れるという

ふうなものでございますので、平成３０年度から導入してまいりたいと。ただし、導入し

たからすぐスムーズな改訂にはなるというふうには考えておりません、いろいろな紆余曲

折があるだろうと。少しずつ子ども達のために学校環境を良くしていきたいというふうに

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

ります。

次に、松前中学校のグラウンド関係含めた、あとは体育館が小さい、武道場でございま

す、１２０、３０人の講演会も開催できる小体育館。更には大きな体育館と二つございま

すけれども、学校開放含めた形でどう考えなのかというふうなご質問でございます。本当

に大きな予算を学校の方に入れていただきまして、立派な中学校が建設できました。合わ

せてグラウンドについても人工芝の野球場、もとい、天然芝の野球場、そして人工芝のサ

ッカー場ができあがりまして、子ども達の環境が整ったところでございます。まず、皆さ

んの方にお知らせしたいことは、完成記念式典と更には記念大会を人工芝の上で開催した

いなと。今、予定は４月の２１日に全日本サッカーの選手でございました釜本さんを呼ん

だ記念式典、そして、道南地区少年団１１クラブ、松前クラブを入れて１２のクラブでも

記念大会を２１日の日曜日に開催したいというふうに考えております。更には、その１週

間前の土曜日、１５日になりますけれども、立派なものできあがりましたんで、広く町民

の方々に体験をしていただきたいということで、ボール投げをしてみたり、サッカーボー

ルでもって、人工芝でもって実際にボールを蹴ってみたりする利用体験会を今計画してい

るところでございまして、これについても４月１日号の広報、更には防災無線等で広く町

民の方々にご案内をして、多くの方々にグラウンドを見ていただきたいなと、そういうふ
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うに考えているところでございます。更には、議員の皆様方には、その前に見ていただき

たいということで、今事務局と調整しながら日程を考えているところでございますので、

ぜひ多くの方々にご参加をいただきたいと、そういうふうに考えているところでございま

す。

また、現在小学校においては学校解放事業を全ての小学校で実施しております。更には

中学校においては、今学校開放に向けて、何回も去年から会合しておりますけれども、地

域の方々の少年団を含めたスポーツ団体の方々がこの松前中学校の体育館を利用する、更

にはグラウンドを利用してスポーツをしたいというふうなお声がございますので、学校開

放に向けて今取り組んでいるところでございます。更には、グラウンドそのものが立派な

ものでございますので、特にサッカーについては、松前だけではなく、北海道道南部分に

ついては、松前において大会をこれからも開催していきたいと。昨年の議会の中でもご質

問あったように、地域の少年団、特にサッカー少年団については、今まで松前で試合がで

きないと。せたな、大成、大成今ないですね、合併してますからね。町外に毎週のごとく

に試合に行って、保護者の方々が自分の車を出しながら子ども達のために練習を重ねてき

たというふうな実際ございまして、これが今度は松前に来てもらうというふうな環境がで

きましたので、これからは、このグラウンドについては多く利用して、町外から多くの子

ども達、またスポーツ団を松前に来ていただいて使っていくというような形で考えている

ところでございます。

それから、松前高校の存続についてご質問いただきました。確かに年々中学校の卒業数

が減少し、そして高校に入学する子ども達が減少している状況でございまして、大変苦慮

しているところでございます。しかしながら、松前だけではなく、近隣の福島、知内を見

ましても同じように減少している経過がございます。ちなみに福島町では、今回卒業生が

３１人中１１人が福島商業高校を希望し、残りの９人が知内高校を希望している。更には

９人が函館市内というふうな状況でございます。また、知内中については、３２人中２３

人が知内高校に希望し、他９人が函館市や札幌市というふうな状況でございます。したが

って、松前だけではなく、この近隣町村含めて減少傾向にあると。しかしながら、先程も

お話したように、松前高校での普通高校の良い点、まだまだ理解されてないところがござ

います。したがって、まずは地元進学率を高めるというふうなことにまずは努力をしてい

きたい。

もう１点は、北海道の新しい高校づくり指針が改定されております。従来までは２０人

を切ると本当の再編対策というふうな対象校になるところでございますけれども、これが

１０人以下というふうなことの改定が今般の新しい指針で改定された部分でございます。

これは、松前だけでなく、道内の学校関係の環境が少なくなってきているというふうな状

況でございます。ただし、これに甘んずることなく、地元の進学率を高めるために、まず

は地元の中学生の方に上がっていただく。更には、先程も高校の校長先生ともお話した経

緯をお話しましたけれども、松前だけではなく、近隣町村への学校訪問等を含めながら、

我々教育課職員と一緒に行動しながら松前高校への入学者数を高めていきたいと、そうい

うふうに考えているところでございます。

それから、最後の４点目でございます。松前城天守についての今後について、どう考え

ているのかというふうなお話でございました。この部分については、方向性と言いますか、

どう考えてるのかということでございますけれども、前にもお話した経緯がございますけ

れども、この天守の整備でございます。松前町の歴史、文化、更には当時の日本での役割

と国内外外交、貿易、そのシンボルというふうに位置付けしておりまして、教育委員会と
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してもぜひこれは成し遂げたい事業と、そういうふうにおさえているところでございます。

今年度、２９年度においての動きでございますけれども、まずはコンクリート、そして木

造の２点ございましたけれども、木造復元にかかる事業費の把握につきまして、主点とし

て検討してまいったところでございます。しかしながら、木造復元につきましては、古建

築物ということで、建築費の把握、大変、非常に難しいというふうな状況でございまして、

何回も検討をし直しした経緯がございます。しかしながら、参考まで、この事業費の把握

厳しい状況でございましたけれども、ある程度の把握ができつつございます。今、最終的

な検証と言いますか、その段階に入っているところでございますので、まずは事業費の大

方の把握については、もう少しでできるというふうな状況でございます。

しかしながら、もう１点は、この天守だけではなく、復元するためにはやはり周辺の環

境も検討材料に入っているところでございます。地域住民説明会、更には議会の中で過去

においては天守を整備する中で、中に入っている展示物を一回土蔵の方に移転し、土蔵を

復元したところに保管すると、保管展示をするというふうな考え方でございましたけど、

実は文化庁との協議の中において、本丸の一部が開館復元の可能性が出てきたというふう

な状況でございまして、将来的に松前町の状況を考えた場合、そちらの方の外観復元をし、

そこに現在ある展示物を展示しながら管理棟を含めた、観光的なものを含めてもそっちの

方が有意性があるのではないかなというふうなことも、実は出てきたところでございます。

これにつきましては、今後方向性が決まった中含めて、その辺の検討も必要なってくるの

かなと思っているところでございます。いずれに致しましても、今までいろいろ議論して

いただきました点がございますので、なるべく早く町長ができるような材料を、資料集め

をしながら方向性を見出していくような形でもって考えているところでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 教育長、丁寧な答弁ありがとうございました。

町長、集合主税方式、やはり今集合主税方式北斗市だけかい、そうだよね。だから、時

代としてはもうやらなければならない時代に入ったから、準備段階のギアを入れるってい

う程度で僕は了承したいと思ってました。

それと、財調なんだけれども、やはり松前城一つにしてても、今度は病院があるかわか

らんけどもいろいろあるもんだからね、行政必要でいろんな領域に財調で取り崩したもの

を入れるわけですよ。行政必要ですから、どうしても町長が必要だと思った判断で入れる

んです。これは、何にも間違いでない、正しいんですよ。ただ、その財調の取り崩すもの

の仕方でないかなあというふうに、それは十分町長もご存じだと思いますんでね、今後と

も十分にね、検討、研鑽していただいてね。やはりうちらの町で今何が必要なのかなあ。

一般質問でも僕しますけれども、そのことで産業かなあと思ったりしたりしてるもんです

から、町長には一般質問のときにそのことでまた質問さしてください。

それで、教育長、言ってることはわかるんですけれども、いろんな意味で後手でないか

なあということを言いたかったんです。やはり早くから取り組んでる、国の施策でやるん

だというのはわかるんだけど、松前町として小中学生がこういう状況なので、何が、住民

が参加してやることが必要だってのも、生徒数が少なくなったから小中一貫校にするのか

なとか。いや、教育レベルを高めるために小中一貫校が必要なんだと。いろいろテーマが

あるわけでございますけども、教育長、そこのところもう一回考えていただいて、何らか

の機会で質問させてもらいます。

それと、松前高校の関係は、福島町が定数割れをおこしてて、何年も前からでしょうか、
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ああいう立派なチラシを置いて、行政の財政出動をして、そして松前の住んでいる子ども

達が福島商業に２人でも３人でも、それで今回は福島商業行った横山さんだったかな、そ

の子が町職員になるというふうなことで書いてました。知内町は町立からああいうふうに

なったわけですけれども、それで野球というメインを中心にしてやって、奥尻町はこの２、

３年です。ですから、教育長、もう一回そこのところをね、無理に答えは今は求めません

けれども、教育長もう一回スタッフとね、ラインとそれと住民とで、松前高校をどうさせ

れば存続して、入学者を多くするか。それは住宅のことなのか、奨学金のことなのか、交

通費のことなのか、学用品、いろいろあると。たった３年間の投資なんですよね。ですか

ら、その子ども達は３年後にいなくなるんですよ、それが是非論もあるんですよ。だから、

ただ単に生徒数がいればいいっていうだけで、それに対する投資が返って来ない、来るよ

うな還元されるようなサイクルをつくらなきゃなんないんです。だから、そこまでやはり

考えて、もう一回練り直してくれればいいなあと思ってます。

それと、松前中学校の社会教育的な領域ですけども、グラウンドは、やはり町民と子ど

も達が利用して初めてあれだけの投資したものが、町長がやはり思いがあってね、そして

住民ニーズに応えてつくったもんだから、外部から一回来て、はい、それでシャンシャン

で終わるようなものはね、学校開放ではないし、社会教育ではないんですよ。永続的にそ

こが使われるようなシステムが作られなければならないので、そこのところは、やはり教

育長、もう一回考えてみて。今日は答弁はね、いいですから。

そこのところ、松前城についても随分深く掘り下げてきてくれてましたから、早めにね、

あれだけ町内の２３町内歩いて、そして町内会の方々に呼びかけて、一般町民にも呼びか

けて、それと審議会も作ってやった松前城の関係ですから、どちらにしても、つくるとか

つくらない、改修、耐震構造だけで済むのか、そんなことを含めてね、もう一回きちっと

練り直したらいいと思う。なかなか難しいと思う、僕、答えは、難しい答えを求めてるん

だから。ただ、町長にも教育長にもいじめてるわけでないから、自分が思ってることを素

直にはき出して聞いたっていうふうに捉えてくれれば、僕は質問する側としては気が楽で

ございます。一応質問終わります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時２４分)

(再開 午後 ２時３９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

他に。６番。

○６番(堺繁光君) １２ページの防災についてを、少々お聞きしたいところがあります。

戸別受信機につきましては、順次整備されていくのかな、そういうふうに感じました。そ

れと仮設住宅の建築用地などの取得にも、確保にも努めるっていうことなんですけども、

新規に、新しく仮設住宅などを整備するのも結構なんですけども、同じ建石地区に海上自

衛隊さんの高層住宅って言うんですか、それが大分空きがあるような話も聞いたんですよ。

ああいうのってのは利用できないんでしょうかね。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。実は、先般国の財産として

あすこ売却したいというようなお話を伺いました。自衛隊の建物で、あすこは４階建てで

すか、のもので、全く今自衛隊の方では使っておりません。それで、私どもの方も中身の
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方を見学させていただいたり、いろいろしました。確かに立派な建物ではあるんです、き

れいな建物でもございました。ただ、難点がいくつかございまして、あすこは浄化槽が前

使ってたときには、今海上自衛隊の方で使っている浄化槽に接続をされておりましたが、

今は海上自衛隊から財務省の方に移管なった段階で、その部分が切断されております。あ

すこのところを使うとすると、全くもって浄化槽をまた再度設備しなきゃならないという

のがまず一つでございます。あと４階という建物であって、普通の民間の方が住むには、

やはりエレベーターがなければ難しいところではないかと。４階まで荷物を運んでいつも

歩くというのはなかなか難しいというようなところ等をちょっと議論した中で、金額等も

踏まえまして、今あすこのところ、失礼しました、あすこ３階建てでございます、申し訳

ございません、３階建てでございまして。それで、各階、階段ごとに両サイドの部屋があ

りまして、それ以外のところに行くためには、また違う階段を登らなければならないとい

う、根本的に非常に使いづらい部分もあるということで、私ども一度見学した段階では、

そこを町の方で買い取って、町営住宅等、町設宿舎等にするにはですね、ちょっと経費が

かかりすぎるという判断をした経緯がございますので、その点だけご報告させていただき

ます。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) いろいろ町の方も調査はしてるんだっていうことは、理解しました。

ただ、そのままあすこへ建てておいても、これまた何の役にも立たない。やっぱりある程

度お金かけなければ、やっぱり住めるものにもならないのかなというふうに感じます。用

地の測量費やら、用地購入費などをそちらの方に回した場合には、いくらか改善される余

地あるのかなっていうふうに感じますけども、いかがなもんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 確かに、新たにそれを再度つくるよりは安く上がるのは確かでご

ざいますが、ただ、あすこの戸数や利用者の利便性を考えたときに、その投資が、それに

相応しい投資の金額になるかということも踏まえて、その辺のところは判断してまいりた

いというふうに考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) もう１点、１４ページの空家対策についてをお聞きしたいと思います。

町長、今年度、４月からですか、３０年の４月から空家対策に対して、大分なる予算を持

っていらっしゃるんですけども、いろんな、この間中爆弾低気圧でもっていろんな町中の

傷んでるところが目立ってきたんですね、空家で。それに対しても、やっぱり早々のやっ

ぱり手当てをしてやらなきゃ駄目なのかなと。ただ、２０件ぐらいの予定でしたっけ、予

算的なものは。それで間に合わないほどの建物の倒壊が進んできてるのかなと思っている

んですけども、その辺の予算的な措置はいかがなもんでしょうか。これからまた、更に申

し込みがあった場合には、増やす予定があるのかどうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) この３０年度から補助をしていきたいというふうなことで、予算を

編成したところでありますけども、まずもって今の申し込みの状況を確認しているところ

でありますし、老朽化している家屋が全部やれるかっていう状況も、例えば所有者の意志

もあるでしょうし、老朽化、倒れそうだからこれやらなきゃねえってもんでなくて、所有

者が倒したいから、壊したいからっていうふうな発想にならないとできない内容だという

ふうに思っておりますので、行政側からこれ駄目ですよっていうふうな話にもならないと

思うんです。まずもって、スタートをさせてみたいと思うんです。どんな要望があるのか、
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それを踏まえまして、足りないことも予想されますし、これはとりあえずやらせていただ

きたいというふうに思ってます。状況によっては町の財政状況もありますので、すぐすぐ

補正予算で組めるかどうかっていうふうな状況も今から判断できない部分もありますので、

まずどういうふうな町の皆さんのニーズがあるかどうか、それをまず把握してみたいなと

いうふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) ５人の議員の方が、各般にわたってお尋ねがありました。私も用意

してきた質問と重複する部分がありますけれども、それはそれなりに整理してお尋ねした

いと思います。

町長、今年はあなたが冒頭でおっしゃっておりますように、総合計画がね、できあがっ

て最初の年ですよね、スタートの年です。それから、あなたが２期目の折り返し点に差し

掛かった、そんな年だというふうな表現をされております。国の、我が国のね、経済状況

がこうだから松前はというような表現をしておりますけれども、国の状況がこうだから松

前はこうだと、その松前がこうだっていう、どういう判断されてますか。松前の今の状況

は。国で言うようにね、景気上向きに来てるとか、そういう観点から町長の考えは、なら

松前はどういう状況に置かれているという判断をされておりますか。

順次、３回しかキャッチボールできませんから、予定したものをズルズルと言いますか

ら、メモしてください。

まず、町政執行方針にね、今言ったように町長のお考えを一番先にお尋ね致します。

それから、今回の予算はこんな気持ちでつくりましたと、町長の考え方が述べられてお

ります。心豊かなまちづくりを町民とともにと、そういう考え方で今回の予算は編成しま

したと。当然我々の立場からすれば、町長がそんな考え方で予算を編成したんであれば、

こういう面はどうなのかなっていう見方はしますよね。順次お尋ね致しますが、まずね、

民間の活力を生かしてまちづくりを基本に事を進めたいと、そのようなお話しております。

事業を見ていきますとね、民間の活力に関わる予算編成っていうのは、金額的には、私の

見る限りですよ、金額的にはそんなに大きなものはないんですけれども、どなたかが質問

されておりましたけれども、このスマイル応援補助金。担当者の答弁であれば、町民のや

る気を起こすための一つの引き金だというようなご説明だったと私は受け止めたんですけ

れども、この辺の考え方がね、予算は少ないけれども、これからまちづくりに対して町民

の考え方を引き起こすためにはこういう狙いと、こういう狙いというのは、こういう効果

をね、どんな効果を期待して予算計上したのか、まずお尋ね致します。

それから、去年と同じようなね、予算の組み方で、子育て支援の政策の予算があるんで

すけれども、去年こうやったから今年もやるんだと、確かに政策としては私はこの時代に

マッチした、特に松前の若い世代が期待している政策だと判断はします。しかし、政策が

ね、実際にどの程度の効果があったのか、これからも更に効果が期待できるのか、そうし

たものを考えてのうえの予算計上なのか。

それから、更に税の見直しの話がありました。これは昨年の町長、執行方針の中でね、

国保事業が道が主体になって運営するという形の中での関連で質問したときに、確か私の

記憶ではね、今の税のあり方がこれでいいのかどうか検討したいっていうような答弁もら

っているんですけども、これは確か去年だったと思います。今回のこの件に当てはめてみ

るとね、たまたまこの集合主税の方でもね、これは税のあり方を検討しなければいけない

っていうことになるんですけれども、この辺は当然ね、国保と切り離した、いわゆる単税
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方式で税を徴収することになると思うんですけれども、そうしたときの比較検討っていう

のは、これからの話になるんでしょうね。そのときにね、納税貯蓄組合との関連なんかど

うなるんだろうね。その辺も合わせてお尋ねしたいと思います。

それから、財政調整基金の話がありました。まあ、一人はそんなに自分で貯金持ってる

んだら、国だってやりくり大変なんだから、自分達で貯金使いなさいと、そういう見方を

されて地方交付税に影響するんでないかというようなお尋ねありました。私もそれは疑問

に思ってました、前々からね、前にも言ってました。それから、更には何に使った、正に

財政調整基金だから、全体のバランスをとるためのね、対策だっていうことはよくわかる

し、そのために大事な基金だっていうことも理解します。ただね、前段で言ったように、

国がそういう見方するんであれば、私はこの財政調整基金の残し方にね、残し方に問題が

あるってんですよ。あからさまにおめえんどこ、これだけあるんじゃねえかっていう見方

じゃなくってさ、例えばね、例えばですよ、目的を持った基金に積み替えるとか、更には

表に出て来ない基金の積み方だってあるでしょう。これ担当者十分にわかると思います。

そういう形でこの財政調整基金ってのは、私は調整できるんでないかなと、このように思

います。

町長の町政執行方針に対しては、この５点のお尋ね致します。教育行政執行、教育長、

私５点ばかりあるんだけど、いいべが。これもね、福原議員もね、随分しつこく質問して

ましたけども、できるだけ私もね、重複しないように角度を変えてお尋ね致します。

まず小中一貫教育、新しい形でこれから進もうとしておりますけれども、松前町のこの

教育の三本柱に学力向上、更には書道教育、ふるさと学習と、こういう三つの柱立ててま

すよね、これが松前町の教育の三本柱だっていうふうになってますけども、これが小中一

貫教育にすることによって、これってのはもっともっと従来よりもいい方向に行く可能性

ってのは、教育長、当然おさえてると思いますますけども、ご説明していただきたいと思

います。

更に予算みたらね、学校施設、特に小島小学校のね、防災関係の予算出てんですよ。そ

の中身を見るとね、これは小島小学校ってのは災害時の避難場所にもなってんのね。ただ

問題は、あそこで今言ったように防災対策だっていうことでの対応であれば、しかも避難

場所だということであれば、小島小学校問題ないですか、場所的に。そうしたことも考え

の中に入っているかどうか。

それから、松前高校の件ですけれども、これは道立高校ですけども、松前町にとっては

非常に大事な高等教育の場でありますから、何としても、今流行の言葉で言えば持続可能

な形っていう言葉になるんでしょうね、守っていかなければいけないんですけれども、悲

しいかな、人口減、その形がもろに出てきて、中学校卒業しても松前高校に進学する生徒

の数はどんどん減ってきてると。前段の質問者に対する説明の中でね、間口減の対象にな

るリミットっていうのは、非常に緩和されたと。今まで２０人というのが１０人に低めら

れたと、限界がね、ハードルが低くなったと言えばね、そういう表現になるんでしょうか。

そういうことだからね、何とかしばらくはもつだろうみたいなね、感覚でいたんじゃあ益

々大変な状況に追い込まれてしまうと。松前高校もそういう町内中学生の状況からして、

やはり町外からも松前高校の魅力を感じて来てくれる生徒を求めてるわけだ。そのために

書道、あるいは松前学、更には国際教育とこういう三つの柱を立てて取り組んでいるけれ

ども、これだって従来ずっとやってきて本当に効果が表れている、例えば書道をやりたい

がために松前に来たっていう生徒何人いました。更に松前学、国際教育に魅力を感じて町

外から来た生徒が何人いました。そうしたものを反省って言うかね、検討って言うか検証
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って言いますか、そういう形でやって、このままではいけない、どうにかしなければいけ

ないっていうような話にはなりませんか。こういう検討をされたことはございますか。

それから、いじめの対策ですよね。これは、確か子どものいじめ防止条例っての制定し

ましたよね。これは、正に私は防止だと思うんですよ。このいじめの減少が表面化したと

きにはね、加害者であり、言葉悪いですけどね、加害者であれ、被害者であれっていう形

つくったらね、どちらにしたって重大事ですよ。ですから、そこまでいかない形のものを

つくるためのいじめ防止条例なんですけども。その辺の考えた方ってのは学校側、あるい

は父兄、更には委員会、そうしたものの中の連携の形はどんなふうにされてきております

か。従来、依然とした形のままでこれ予算編成しているんですか、その辺。

それから、図書館事業ですよね。これ残念ながら町直営でやる形になりましたよね、私

はもう現代的じゃないんでないのかな。むしろ、アウトソーシングって言うんですか、自

分達の側から外の人方に力を借りながら、いい形に持っていくっていうのは、これは前進

じゃないのかな。それが今までの形だったのに、なぜ直営に戻らなければいけないのか。

逆行してるような気が致しますけれども、この背景にある考え方ってのは、いかがなもの

でしょうか、ご説明いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 予算の、町政の執行方針の１ページの部分であります。国の経済云

々、更には３０年度の国の予算云々、更にはそれに対して松前町どうなんだというふうな

ことだったというふうに思います。

まず、執行方針の中に国の状況、あるいは予算の編成について記載したのは、国の地方

財政計画を引用させていただきました。これを記載したところであります。議員指摘のよ

うに、国は確かに景気は緩やかに回復しているというふうな表現してますけども、現実松

前町はどうなのかというふうなことなると、それは実感できていないというふうなことは、

率直に私にも認識しているところであります。国の予算編成、地財計画は、地方財政計画

はこうでありますけども、私どもは自主的にまちづくりを進めて行くというふうな観点か

ら、今年度の、３０年度の予算編成をさせていただいたところであります。それから、民

間活力の部分が出ておりました。本当にイメージ的には、スマイル応援補助金のことも含

めましてご質問ありましたけども、やっぱり民間が主導型にですね、今まではそういうふ

うに必ずしもなってないような状況もあるように、私も感じているところであります。イ

メージ的には、当時まちづくり研究集会というふうなものを町を挙げてやった時期があり

ました。あの部分に、前に戻るっていうのがいいかわかりませんけども、そのときの町民

参加型の研修会を土台にしながら、そして、物づくりだとか人づくりの部分でやる気のあ

る人方を発掘していければなというふうな、私自身のイメージは、そういうイメージです

ね。それで民間活力をというふうな表現をさせていただいたところであります。これも３

０年度スタートしたら、いろんな課題、懸案出てくると思うんですが、それを十分検討し

ながら進めて行きたいなというふうに、今までのスタイルよりも、ちょっと違うスタイル

でもこの１０ヶ年を考えてみたいなというのが発想であります。

それと総合戦略の会議も、きちんと民間の若手の方々が参画していただいておりますの

で、その皆さん方のご意見とマッチングした、そんなまちづくりをできればいいなという

ふうなイメージで取り組んでまいりたいというふうに思っているところであります。

それから、子育て支援、率直に言いまして、２９年度と３０年度、誕生祝い金含めまし

て、医療費の無償化含めまして、変わりはないんでありますけれども、きちんとした成果

は出ているというふうに私は認識しておりますし、新たに清部保育所の方向づけも、これ
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も懸案でありましたけども、ある一定の方向づけができましたし、これもいろいろ保育所

につきましても老朽化している等々いろいろ課題もありますし、もう少し保育環境をつく

ることも課題として挙げられるというふうに思っておりますので、きちんと保育所が残る

んだというふうな方向が決まりましたので、それに向かって進めてまいりたいというふう

に思っております。

それから、税の見直しについてであります。確か、私国保が都道府県化するというふう

なことで、国保、私どもの国保税の賦課の方式が４体制、所得割、世帯割、人数割、四つ

のあるんですけども、資産割というのもあります。他の地域、自治体見ますと資産割のな

い自治体もありますので、その辺の部分をきちんと検討したいっていうのが、去年の私の

答弁だったと思うんですが、今回は集合方式と単税の方式というふうなことで、いろいろ

納税組合のあり方も、先程福原議員の質問にもお答えしましたけども、やっぱり今の徴収

率を上げていただいているのは、私、全て納税組合って言っても過言ではないくらいので

すね、大変頑張っていただいているっていうふうなことであります。一方では、納税組合

の皆さんも高齢化することによりまして、大変な苦労もされているようでありますので、

その部分もきちんと考えながら、本当に慎重にやりたいなと思ってます。徴収率も守りた

いし、納税組合の皆さんにもきちんと、あんまり煩雑にならないようなことも考えながら、

ようはきちんと納税組合の皆様方と意見も交換しながら、方向を決めてまいりたいという

ふうに思っております。

ただ、流れ的には、福原議員にも答弁しましたけども、もう集合の時代でないよってい

うふうな流れも間違いなくあるわけでありまして、管内では北斗市しか今やってないとこ

ろであります。そういうこともありますので、きちんと納税組合の皆さんと協議しながら、

これは方向性を決めてまいりたいというふうに思っております。

それから、財政調整基金の関係であります。本当に財政調整基金の支消をしないで財政

運営、単年度の財政運営できることにはこしたことはないんでありますけども、やはり不

透明な交付税の関係、あるいは私どもの抱えている老朽した施設とか、これは老朽した施

設は来年壊せばいいんだろう、再来年壊せばいいんだろうっていうふうな議論にもなるん

でしょうけども、いつかはやらなきゃないんだというふうに思うんであります。ですから、

今年はある意味では総合計画のスタートの年でありますので、少し額の、３億５千万とい

うふうな大きな支消の額なりますけども、今年はスタートの年でありますので、メリハリ

のある予算編成だというふうにご理解していただければいいんだというふうに思っており

ます。

それから、基金の特定の目的化したところに組み替えるという方法、実は今財政当局と

その話はさせていただいております。率直に言いまして、平成２９年度で見えない基金、

見えないって言ってましたけども、備荒資金というところに少しですけども積み立てもし

てきておりますし、これから特定の目的をもった基金の創設も十分検討していかなきゃな

らないなというふうなところで、財政調整基金ばかりじゃなくて、特定目的とか将来の財

政の、町の財政運営のためにそれも今検討してるっていうか、しなければならない時期に

来てるんだというふうに思っておりますので、ご指摘十分理解、私自身はしております。

ここの部分はきちんと財政当局と相談しながら、方向を決めていきたいというふうに思っ

ております。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 梶谷議員の方から５点ほどご質問いただきました。順次ご答弁を

させていただきたいと思います。
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まず、小中一貫教育の関係でございます。松前の教育の三本柱でございます、この関連

性についてご質問いただきました。実は、小中一貫教育制度導入につきましては、平成２

９年３月２７日に松前町教育委員会から松前町の教職員で構成されております松前町教育

研究所の方に諮問をさせていただいたところでございます。なお、この諮問の回答につき

ましては、本年の１月２９日に答申がございまして、２月２５日に開催されました教育員

会議でもって報告、承認されたところでございます。なお、この諮問の内容でございます

けれども、小中学校９年間を通した教育目標の設定、更には小中学校学習指導要領に準用

した上で一貫教育の軸となる教科の創設及び年間指導計画書の作成でございます。更には

小中学校９年間を見通しした各教科の教育課程の編成の３点につきまして、諮問させてい

ただきました。梶谷議員からのご質問ございました、当然この三本柱についても教職員全

員の中でもってこの１年間にわたって、何回も会議を開きながら、子ども達のための教育

のカリキュラムをどうしようかというふうなことで議論をしてきた経緯がございます。

その中で、９年間通した書道科、更には学力向上の国語、算数、数学、更にはふるさと

学習について、縷々答申のあったところでございまして、関連性は十分にあると。今、行

っている三本柱の向上を目指すための小中一貫教育ということでご理解いただきたいと、

そういうふうに思います。

次に、学校施設の関係で、小島小学校につきましてご質問いただきました。防災設備操

作盤等の改修ということで出させていただきましたけど、これは、理科教室にございます

ガス検知器、これが今不備でございまして、現在手動でもってこれを対応しているところ

でございまして、この操作盤の中にあるもんですから、これを一括して修理、修繕して環

境を、子ども達の環境について対応していくというふうな形でございます。

次に、松前高校の入学減に関係するご質問いただきました。大変な今状況でございます

けれども、今後にあたってどのような考え方であるかというふうなご質問だと、そういう

ふうに考えているところでございます。確かに、先程福原議員に対しましてもご答弁申し

上げましたけれども、この数年にわたって子ども達が、卒業する子どもも減少、更には松

前中学校から、地元から高校に上がる子ども達も減少しているところでございます。しか

しながら、先程もご答弁申し上げましたけれども、現在の竹内校長先生と何回もお話しな

がら、まずは今の松前高校の普通高校としての魅力が、まだまだ伝わってない部分がある

だろうと。先程、今の、今回の中学校卒業生が職業を目指して函館方面に進学しようとし

ている流れもございますけれども、その中を見ても、松前高校で十分対応できる環境にあ

る子どもさん方がいるんだというふうなことを常日頃校長先生お話しておりまして、道内

から、今回松前高校に赴任された時点からも、松前高校、道内においては素晴らしい学校

なんだというのが教育者の中では十分伝わってるんだと。そういうふうな環境が、なぜ松

前高校に来たときに伝わってないのかなと、まずこれが初めて私お聞きした内容でござい

まして、私もそうなんだなというふうに改めて自覚をした経緯がございます。

しかしながら、全体的に分母が減ってる中では厳しくなってる環境があると。したがっ

て、梶谷議員おっしゃるように、松前町内だけではなく、広くやはり求める必要があるだ

ろうと。しかしながら、先程も言ったように少数ながらもきちっとした、やはり松前高校

の魅力、卒業した後の道をきちっと目指す子ども達が現れることが一つの大きな魅力にな

るだろうと。今回、卒業生の中には大東大文化大の方に行く子どももいます。これは、書

道での推薦で合格した方でございます。そういうふうな形で、２年前に松前に来て、宮里

司先生が講演していただきましたけれども、将来は松前の子どもを進学させたいと、ぜひ

とも大学でもって育てて、国語、書道の先生として返していただきたいと約束した経緯も
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ございまして、やっとそれが実績として１人今生まれてきたというふうな流れで、大変嬉

しく思っております。これが、今後ともやはり書道というふうなものを通じて、松前の子

ども達の環境が生まれてくるのかなと、そういう思っている部分でございまして、これか

らも松前高校の魅力を発信するために、職員、更には高校と連携しながら対応してまいり

たいと、そういうふうに考えているところでございます。

それから、３点目のいじめの対策についてでございます。まず、いじめでございますけ

れども、最近、今日もそうですが新聞紙上、更にはマスコミ等で毎日のように最近は報道

されている状況でございます。私どもも常にいじめについてはですね、まあ、目を光らせ

てるってのはちょっと語弊かもしれませんけれども、毎月の校長会の中、教頭会の中でも

常に先生方と連携をしながら、子ども達の様子を見てほしいというのを常に話をさせてい

ただいているところでございます。また、管内の教育長会の中でもどうなんだと、町同士

で情報を交換しながら、子ども達の環境を見る手立てと言いますか、そういうふうな状況

を話し合っているところでございます。

先程、梶谷議員から松前町においての条例、更には学校との連携というふうなお話でご

ざいました。松前町ではいち早く条例を設定していただいて、そして指針も作成し、更に

は学校の中においても各小学校、中学校、それぞれ指針を作成しております。常に子ども

達の立場に立って、先生方が目配せをする、そして一番の問題っていうのは、先生が一人

で抱え込んでしまう。これが次の発展、大きな事件に発展すると。したがって、何かあっ

たらまず学校の中で同じクラスの状況について話し合うんだというふうな状況を今つくっ

ております。これは従来からつくっておりますけれども、その中で「ほうれんそう」と言

いますか、教育委員会の学校教育課の方に、小さなことであっても必ず報告をしていただ

いているところでございますし、また、私も入りながら不登校もございますので、そうい

うふうな中でもって、子ども達の環境については常に目配せをさせていただきながら、い

じめの発生、更にはいじめは悪いんだというふうな教育が一番大事でございますんで、そ

の点については研修会等々を開きながら、学校との連携を図っているところでございます

ので、ご理解いただきたいと思います。

それから、最後に図書館事業でございます。経緯、経過をちょっとお話をさせていただ

きたいなと、そういうふうに思います。

まず始めに、委託とそれから直営について、時代に逆行してるんではないかなとお話い

ただいたところでございまして、現況でございますけれども、北海道内の公立図書館の管

理委託って言いますか、この状況でございますが、全道で２９８の公立図書館がございま

す。その内、指定管理、更には業務委託で運営してるのが２８というふうな状況でござい

まして、１割程度に今収まっているというふうな状況でございます。

それで、松前の町立図書館の今回の直営に至る経緯でございますけども、実は町立図書

館は昭和５０年の１月の２７日に開館して現在に至っているところでございます。しかし

ながら、平成１８年度に時代の趨勢と言いますか、民間の委託の流れがございまして、１

８年４月から特定非営利活動法人ＮＰＯまちづくりフォーラムに委託をしてきたところで

ございます。その後２６年の、平成２６年１月にまちづくりフォーラムの会員として図書

館業務を担っていた会員の方々が、実質的なみなし法人として「ほんこの会」を作ったと

ころでございます。したがって、このノウハウを覚えているほんこの会が平成２６年から

現在まで委託を受けていたという風な状況でございます。４年間、ほんこの会の方々には

本当に従来の業務以上の、大変な管理委託を行っていただいたところでございまして、感

謝をしているところでございます。
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しかしながら、昨年の９月に会長の方から、ほんこの会の解散が決定したというふうに

お話をいただきまして、２９年度末で解散をしたいんだというふうなお話が実はあったと

ころでございます。そこで、私ども実際はびっくり致しまして、順調に管理委託をされて

きたのかなと思いながらも、やはり日々のルール、皆さんの、ほんこの会の会員の中での

高齢的なものもございまして、解散したいというふうなことを受けものですから、私ども

としては、今後どうしていくかというふうな状況を教育委員会の内部でも協議をしながら、

更には会長さん、副会長さん方とも再三会議って言いますか、打ち合わせを重ねながら、

しかしながら意志が固いということで、町長部局とも協議しながら、４月から直営での運

営をしていくというふうなことに今切り替えたところでございますので、ご理解いただき

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 執行方針で、これから予算もあるし、私一般質問も予定しておりま

すから、あまり詳細についてのお尋ねは程々にしたいと思います。だけれども、全く質問

ないわけでないです。２、３点、再度お尋ね致します。

１点目、一つはね、民間の活力の件なんですけれども、今回は正に小さな予算だけれど

も、一つの引き金にしたいっていう話ですから、それはそれとしては私は良として受け止

めますけれども、やはりもっと大きく言えばね、松前町の民間の力を借りて、例えば新し

い事業を興すとか、あるいは産業を開発するとかっていうことになるとね、現状から言う

となかなか民間の力ってのはね、自分達が今日生きるのが精一杯、これはちょっと言い過

ぎかもしれませんどね、極めて厳しい状況の中で期待はできないんでないかなっていう気

はするんですよ。ですから、もし、そういう新しい産業を興すとか、開発するとかってい

うことが構想の中にこれから出てきたとすればね、民にもろに期待するんじゃなくってさ、

やっぱり官だって自分達自ら知恵を出し、力を出していかなければね、民だけに頼ってい

てはいけないんじゃないかなっていう気がしますんで、いつかの場面でね、いつかの町長

がそれは官のやる仕事でない、民のやる仕事だっていうような話した人もいるけれども、

私はそうじゃないと思う。やっぱり官は官の力でやれるものはやった方がいいんでないか

という気がしますんでね、この件はこの件でいいんですけども、考え方としてね、再度お

尋ね致します。

それから、冒頭行政報告でね、例の廃棄物の処理の件が報告されたんですけれども、あ

れを見ますとね、町の財政負担は１年間１億、１５年というものがはっきり出てきたんで

すから、これどうですか、松前町のこれからの財政運営に組み込まれているんですか、こ

れから組み込んでいくんですか。その辺もお尋ね致します。

それから、教育長、何点か、再度お願いします。

学校施設のね、防災の予算はね、見たとおりわかるんですよ。わかるんですけども、や

っぱり避難場所っていうことでね、今のままで位置付けておいていいのかなって心配があ

るんですよ。ただ、それだけの話なんですよ。その辺の考え方、まずお尋ね致します。

それから、松前高校のね、特色ある学校、教育長の説明、教育長聞いてんだが、聞いて

んだか。松前高校のね、今の形っていうのは、素晴らしいんだっていう先生方の評価があ

るみたいだけれども、したらなぜ松前高校に人が来ないんだろうなっていうね、その辺は

検証しなければいけないし、すごくいい例はね、隠岐島高校あるでしょう、知ってますよ

ね。それから隣の奥尻の取り組みなんかもね、ああいうものもやっぱり参考にしながらね、

今まで松前高校が書道、松前学、国際教育と、この三本柱で松前高校魅力づくりしてきた

けれども、この辺の検証もやっぱり必要でないのかなと。そんな気がしております。
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それから、いじめの問題ね、防止条例もね、せっかく制定したんだから、できればね、

表に出る前に、表に出てきてね、いじめの現象が表に出てきて、こっちが加害者だと、こ

っちが被害者だぞっていうような形をつくったらね、両方大変な傷がつくんですよ。です

から、そういう形にならないような策っていうのかな、そうしたものは大事でないのと。

どっちかっていうとね、全国の例見てると、隠しに隠して最後にどうにもならなくて大変

な事態を招くっていうことがあるんで、そうしたことのないような取り組みがしていただ

ければいいな、そんな願いを込めております。

冒頭申しましたように、執行方針でもあります、予算委員会もあります、一般質問もあ

ります。私はどんな答弁来てもあとは質問しませんから、終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目につきまして、民間活力についてお話させていただきたいと

いうふうに思います。本当に議員指摘のようにスタートの年なんでありまして、まだまだ

予算の金額も少ないんでありますけども、これはきちんとスタート地点に乗りまして、い

ろんなもの、課題も出てくるんだというふうに、課題も出てくるんだと思いますけども、

きちっと対応してまいりたいというふうに思っております。やっぱり町を動かしてほしい

っていう私の思いもあるんです、民間からですね。そんな思いも少しでも引き出していけ

ればなというふうに思ってますので、それが結果として企業を立ち上げると、そういうふ

うな方向が出てくれば最高だなと思うんでありますけども、少しはそこの部分も期待をし

ながら進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、民間、民間って言いましても町内には民間の団体、漁業協同組合もあります

し、商工会、それから観光協会、物産協会などなど、福祉関係の業界もあります。本当に

人材の確保が大変な時代になってきておりますので、この総合計画の１０ヶ年の間で、あ

る各組織もきちっと人材の確保のために、私どもと一緒に相談しながら、この町を変えて

いくような方向の、ここには少しは表現したかったんですけど、表現すればですね、そう

いうふうな民間の動きもきちんと人材を確保するっていう観点から、行政と一緒に進んで

いければなというふうな思いで、執行方針を書かせていただいておりますので、ぜひご理

解いただきたいというふうに思います。

それから、廃棄物の広域連合の関係でありますけども、財政推計はどうなんだっていう

ふうなご指摘、これは政策財政課長の方から答弁させますので、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 廃棄物の処理施設の関係でございます。今後の予算の推移の

中に反映されるのかというご心配でございます。先程来、平成１５年からの建築で松前町

の負担金という形で、概ね１億円の負担をしているわけでございますけれども、今後にお

いてもランニングコストも含めて、その程度で収まると。むしろ若干下がるということが

確認されておりますので、そういう中であれば当然今後の予算範囲の中に推移されていく

ものというふうに理解しておりますので、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、総務課長。

ごめんなさい、先に教育長。

○教育長(宮島武司君) 小島小学校の避難場所の関係につきましては、総務課と指定の関

係でもって連携しておりますので、後程課長の方からご答弁させますので、よろしくお願

いしたいと思います。

２点目の松前高校の入学数の減少についてでございますけれども、梶谷議員から縷々ご

提案をいただきました。これからの松前高校の存続のためには、力強い、やはり存続のた
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めの方向性を探っていかなきゃいけないと、そういうふうに考えているところでございま

す。先程もご答弁の中でお話させていただきましたけども、松前高校再編対策協議会とい

うものを立ち上げておりますので、それを中心、更には教育委員会内部でも今後の松前高

校に対する支援等含めまして、あり方について検討してまいりたいと、そういうふうに考

えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

３点目のいじめの関係でございます。先程もご答弁させていただきました、本当にマス

コミ等で毎日のように報道されております。それが松前でおきないように、これからも学

校、更には関係者と連動しながら、連携しながら対応してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 小島小学校の避難所の関係について、お答え申し上げます。小

学校の体育館が指定避難所というふうなことで、今現在地域防災計画上指定になっている

ところでありますが、昨年２月公表されました津波浸水想定区域に小島小学校がかかって

おります。更には、隣には赤神川があります、大雨になったら洪水の心配もあります。更

には小学校の背後地が崖になっておりますので、土砂災害の危険性もあることから、今見

直しの作業はしてるんですが、防災計画の見直しの際に小島小学校の避難場所の指定を解

除していく方向で、今現在検討を進めているところでありますので、ご理解お願い致しま

す。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありますか。

他にありませんか。

５番。

○５番(工藤松子君) もうとことん質問出尽くして、こちらでちょっとまだこれはどうか

なって心配な部分がちょっと残ってるもんですから、質問させていただきます。

学校運営協議会っちゅうんですか、コミュニティスクール、それは、今年からできたっ

ちゅうことで、その前にはもう松前町の教育研究所もあって、先生方の方ではいろいろ子

どもに対しての部分を考えてしたんだと思います。なんか、教育長の話だとなんか、国か

ら認可されたからっていう言い方したんで、えっ、国が動いたからうちが動いたの。でも、

いろんな答弁聞いてて、松前町の中でもそういうことを考えて動き出していたんだなって

いう、そこはちょっと安心しました。

ただ、私が心配したのは、いろんなこうしたい、ああしたいが話し合いで出てきても、

それがカリキュラムの中に本当にちゃんと取り入れて、コマを確保して、子ども達にいろ

んな体験させたり、指導したりする、そういう時間的な保障がどの程度あるんだろうかっ

ちゅう、その部分がちょっと心配でした。それで、おっきな目指すものは全部一致はして

るんですが、小学校から中学校まで、小学校入学したてのちっちゃい子ども達から、もう

半分大人になりかかってる子ども達まで、一貫して同じ目標に向かって順次指導していく。

そういう時間の流れ、それから先生方は、もう校長先生、教頭先生は３年に、３年ぐらい

でもうさっさと変わってしまうし、一般の先生方もそんなに長く根付いて頑張ってくれる

っていう人方は少ないと思います。だから、地域のこうしてほしいっちゅう願いが、本当

にきちんと伝わっていくのかなと。それと時間的にそのカリキュラムの中に組み込んでや

っていけるのかなって、そこがちょっと心配な点でございます。あとはございません。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 今、工藤議員の方から学校運営協議会、更には一貫教育のからみ

も混じってご質問いただいたところでございます。簡単にお話をさせてもらいますと、学
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校運営協議会、いわゆるコミュニティスクールっていうのは、地域の方々に学校に参画、

入ってもらってみんなでもって学校の子ども達を様子を見ていこうじゃないかというのが、

この学校運営協議会の目的でございます。従来は各学校の方に３人なり４人の事業評価委

員がございましたけど、今度はその前に、例えば毎年学校では１年間運営するためにいろ

んなカリキュラムをつくるんですよね。それを事前に地域の方々にも参画してもらって、

今年１年学校こういうふうなことに進めていこうじゃないかと、それを地域の方々の意見

を聞いてそれを学校運営に反映させようと、そういうのが学校運営協議会でございます。

一方、小中一貫については、先生方がいわゆる今小学校、中学校、それから子ども達が

環境変わってきますよと。そうすると、やはり中学校に入った子どもが学校の先生方が、

いったい６年生何を勉強してきたんだろうかと、それを一回振り返るんですよね。それに

半年とか３ヶ月かかるもんですから、それをなくするために。それからもう１点は、中学

校の先生方、更には、小学校の先生方に松前町の教育はこうふうな教育をもって進めるん

だよというのは、先生方が小学校の先生であろうが、中学校の先生方であろうが、同じ目

的をもって進んでいこうじゃないかと。これバラバラに今までなってましたよね。それの

ために小中一貫を入れて、小中の先生方全員、先程教育研究所というふうにお話させても

らいましたけれども、先生全員がやはり小学校、中学校一緒に見ていこうという考え方が

基本でございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) それじゃあ、コミュニティスクールっちゅう部分と、小中一貫教育

っちゅうのは、私がごっちゃにしてしまったんであって、本当はこうなんですね。はい、

よくわかりました。そして、小中一貫教育の部分では、私が前に福島にいたときも、よく

授業参観っていうんですか、交流学習で先生方が小学校おりってって授業参観して、研究

会みたいなものをやったり、それから北斗市にいたときも、そういうものは結構やってま

した。だから、松前町ではあんまり記憶ないんですけども、そういう部分が始まるんだな

あということがよくわかりました。はい、どうもありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 答弁いりませんよね。

質疑、他にありませんか。

１１番。

○１１番(西村健一君) 教育行政方針について、２点ばかりお尋ねします。まず、７ペー

ジの自然体験学習のところで、多様化した社会に対応できる人づくりを目指し、強く、優

しく、大きな心を育むことを目標にとこうありますが、具体的にはどんなテーマで取り組

むのか、その点、１点。

それと８ページ、高齢者の方の学びの場のところで交流の場を提供する、いきいき教室

のことなんですが、現在までずっといきいき教室やられておることは、私も地域において

知っておりますが、中身的には存じておりませんので、この健康づくりの場として、創意

工夫をしながらこの先も継続して取り組んでいきたいと。創意工夫とありますが、今まで

やってきたことに何か課題が、もっと改善しなきゃならないっちゅう課題があって、この

先創意工夫しなきゃならないのか。それとも今までやってきたことの課題がなくてでも、

更に内容的にこうしたものも加えて取り組んでいきたいという、そういう創意工夫のこと

を指してるのか。その２点、ちょっとお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ７ページの自然体験学習について、どのようなテーマでもって考

えているのかというふうなご質問をいただきました。具体的にお話をさせてもらいますと、
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２９年度、実はウニ採り体験、更には渡島の小島体験と言いますか、松前の宝の島でござ

います。更には海で遊ぼう会、更には登山、原口カケコシ山の方に登山しているところで

ございます。これらについては、今年も計画しているところでございますけれども、ただ、

渡島の小島体験についてはですね、昨年いろいろと事件がございましたんで、環境が整備

になった時点でもって再開しようと思っておりますので、今後の状況等について検討して

まいりたいと。私どもとしては、子ども達に松前町の素晴らしい自然を数多く体験してい

ただきたいというふうな思いから、今後もあらゆる機会を通じて自然体験を実施していき

たいということを目指しているところでございます。

それから、いきいき教室について、８ページでございますけれども、課題等があるんだ

ろうかなと、そういうふうなご質問でございます。このいきいき教室、昭和４９年から、

当初は老人学級っていうことで開設してきたところでございまして、平成１７年からいき

いき教室に変えて現在に至っているところでございます。年間２５回にわたって各地域、

更には合同で開催しておりまして、本当に高齢者の方々に喜ばれているところでございま

す。しかしながら、まだまだ、多くの方々が集まっていただいてるんですが、周知方法を

ちょっと変えていかなきゃいけないのかなと。皆さんに伝わるような形でもって考えてい

かなきゃいけないなと。知らない方もいるのかなというふうな、今疑問ございます。それ

には、いろんな事業を実施しておりますけれども、娯楽とかスポーツ、研修、このバラン

スを考えていかなきゃいけないのかなと。いわゆる楽しさだけではなくて、やはり勉強っ

て言いますか、研修とか、そういうふうなものも取り入れながら、健康的なものとか、そ

れから町部局との連携を踏まえた中で、いきいきとしたやはり人生を楽しんでいただくた

めの模索をしてまいりたいと、そういうふうに考えているところでございますので、ご理

解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) ありがとうございます。再質疑をします。自然体験学習の件につ

きましてはですね、離島小島の体験学習、あるいはその他もお答えありました。聞いた限

りでは、何となくですね、言葉乱暴になりますけど、楽しんで帰ってきたっちゅうな感覚、

それしか理解できないんですけど。例えばですね、松前町は四季がはっきりして、夏場、

春から夏場、秋までは緑豊かな山も野もあります。そうしたとこにですね、児童生徒さん

方を自然体験学習の場をつくってやってですね、物づくりの機会を与えて、汗をかきなが

ら物つくって、できあがったときに当然これ完成するわけですから喜びも感じると思いま

す。そうしたときに、喜びを感じたときの達成感って言いますかね、そういうところは大

変将来において大変大事なこと、心を育むことに繋がることだと思うんですね。そうした

ことで、多くの児童生徒がそういう自然体験学習に参加して、物をつくる喜びを感じたと

きにですね、お互い協力し合うっちゅうことです。大人の世界で言えば奉仕の精神とでも

言いますかね。人が喜ぶ、自分も喜ぶっちゅう仕事をですね、自ら進んで、喜びながら進

んでやるっちゅうような、そういう奉仕の精神が育まれると思うんです。そうしたときに

ですね、段々と皆がそういう心で汗かいてやりますとですね、将来は誰とでもお互い協力

してものに取り組めば、達成感を味わって喜びに繋がるんだと、そういうことを現場で体

験、習得するとですね、のち、５ページにもありますけどいじめの問題なんかもね、そん

なに懸念した材料がですね、軽減されるんでないかなと、このように考えておりますんで

ね、そうした具体的な例としてこういうことに取り組んでいくんだっちゅうことでね、も

し今教育長の答弁の中で、１１番の質疑の中でちょっとした例えばの話出ましたけど、参

考にしていただければね、大変ありがたく思うんですよね。そういう考え方で取り組んで
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みたいっちゅう思いになってるかどうか、その辺。

それと高齢者の関係です。自然学習、体験学習、高齢者の件だ、８ページのとこですね。

私の見てきたとこでは、ガンバルーン体操なんかいきいき教室でやってるの見てきており

ますけど、何となく運動機能の改善とか、回復に主に主力を注いでいるいきいき教室に感

じる。その他、町外体験学習とかいろいろありますけどですね、この中でも創意工夫のこ

とですね、例えば老人の方々を対象としてっちゅう言葉ありましたけど、松前町は少子高

齢化でもってですね、人口減が進んで、なかなか人口減の解消に今取り組んでいるんでし

ょうけど、なかなか改善の兆しが見えない。そうしたとこに老人の世界を大事にしてね、

健康寿命を延ばしてやることがかなり大事なことだと思うんですよね。町政執行上も大変

有益なことだと思うんです。

そうしたときに運動機能もさることながら、大事ですけどですね、例えば老人であって

でも、まだまだこの先健康寿命延ばしてくためには、健康で生活するためには、例えば食

育では、こんな食べ物がいいんだよとか。保健師さんなんかも指導も仰がなきゃならない

んですけどね、そうしたことも考え合わせてですね、ぜひ取り組みの中で食の改善。年い

った人は、何十年も大先輩の人ばっかりだと思うんですけども、そんなこと聞かなくても

わかってるじゃってばそれまでですけどね。まだまだそれでも昔覚えたことでも、今近代

的な食育の世界もありますからですね、栄養、こんなもの食べれば健康寿命も延びるんだ

よとか、いろんなことで参考になると思うんですよね。

例えばの例ですけど、２０世紀で一番寿命の長かった方がですね、フランスのジャンヌ

・カルマンっていう女性が１２２歳まで長寿命の方がおったそうです、２０世紀ね。その

方、どうして食生活したかっちゅうとね、西洋人ですから、当然アルコールなんかの関係

の話なりますけど、赤ワインをですね、毎日若いときから少量、少量って言えば盃１杯な

のか、グラス１杯なのかわかりませんけど、もう命絶つまで続けて、１００歳超えてから

も続けて、人生終わるまで続けておったんです。ポリフェノールの効能っちゅうのはすご

く健康寿命を延ばすんだそうです。そういうことで、人間誰しも長寿の遺伝子をもらって

産まれてきてますけど、それを活性化させて寿命が延びるっちゅう、そういう事例もこれ

立証されてます。老人のいきいき教室の中でも、例えばの話で今述べてるんですけど、そ

ういったことでね、ものばっかりでなく、植物のものでもね、発酵食品のそうしたものも

食べなさいとか、いろんなことをね、どんどんどんどん保健師さんの力を発揮していただ

いて、取り組んでいきたいと。具体的にね、例を述べましたけど、ちょっと笑い声も聞こ

えてきましたけど、真剣になって今しゃべってるんでね、ぜひね、創意工夫の中に入れて

もらえればと思うんですが、その辺お考えを披瀝してください。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今の西村議員の方から、本当にありがたい、いろんなご提案

をいただきました。まず、子ども達の自然体験って言いますか、体験の関係でございます

けれども、現在ふるさと学習と松前の三本の教育柱の中で、ふるさと学習の中でいろんな

事業を実施しているところでございます。小島体験はもちろんのこと、植樹、更には松前

は桜でございますんで、桜の木札って言いますか、木札を作って、更には落ち葉を利用し

た栞づくりとか、いろんな炭焼き体験など原口で行っているところでございます。今、西

村議員から縷々ご提案ございましたんで、教育委員会内部でも、更にはふるさと学習の中

でも検討して生かしていきたいなと、そういうふうに思っているところでございます。

また、いきいき教室の中で健康寿命の関係でお話ございました。ワインのお話もござい

ましたけれども、私どももこのいきいき教室のでは、先程お話したようにスポーツやら、
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それから温泉とか、いろんな形で高齢者の方々に喜んでもらえるように、また健康寿命を

更に、まあ１２０歳のお話ございましたけれども、更にそれ以上に延ばすように、町長部

局の健康推進課とも連携しながら、このいきいき教室を更に大きくしていきたいし、また

高齢者の方々に喜ばれる集いというふうなものをつくっていきたいなと、そういうふうに

思っておりますので、今後ともよろしくご指導のほどお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんね。

(「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。

以上で、平成３０年度町政執行方針及び平成３０年度教育行政執行方針に対する質疑を

終わります。

議事日程協議のため議会運営委員会を開催致しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時４８分)

(再開 午後 ４時０５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際議事日程第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。

よってそのように決定致しました。

◎議案第７号 平成２９年度松前町一般会計補正予算(第８回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第７号、平成２９年度松前町一般会計補正予算（第

８回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、ただ今議題となりました議案第７号、平成２９年

度松前町一般会計補正予算(第８回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成２９年度松前町の一般会計補正予算(第８回)は、次に定めるところによろうとする

ものでございます。

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から歳入歳出それぞれ２

千１６８万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億８千４００万

４千円に致そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項

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

予算補正」によろうとするものです。

第２条、繰越明許費です。地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越

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

ます。

第３条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第３表地方債補正」によろうと
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するものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。３９ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費では、８４万円の減額計上です。各節において年度

末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１１節印刷製本費については、議会だよ

りの入札減によるものであります。

４０ページでございます。２款１項１目一般管理費では、２００万７千円の減額計上で

す。１節嘱託員報酬は、年度途中に夜警員が交代となり、業務の引き継ぎに用意した２日

分の増額計上分でございます。４節から４１ページの１９節までは、年度末までの決算見

込みによる減額計上です。なお、１９節通知カード、個人番号カード関連事務委任交付金

は、マイナンバーに関わる国の算定見込み等による減額計上分でございます。２６節松前

小島漁場管理施設等復旧協議会寄附金では、１件の方から１００万円が松前町に振り込ま

れたことから、当該寄附金を協議会に支出するための増額計上分でございます。

４１ページでございます。２目文書広報費では、６２万９千円の減額計上です。１１節

町広報発行印刷製本費は、広報誌の契約単価の減による減額計上分でございます。

４２ページでございます。３目財産管理費では、４千８３３万４千円の増額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる増額計上です。なお、１７節公共用地購入費

は、白神地区の防火水槽用地等の購入費用分として計上していましたが、函館財務事務所

との協議において、当該用地は河川敷地であることが判明したことから、購入の必要性が

なくなったことによる減額計上分でございます。２５節役場庁舎建設基金積立金は、将来

に備え、役場庁舎建設資金を積み立てるための増額計上分でございます。４目支所費では、

７万２千円の減額計上です。年度末までの決算見込みによる減額計上です。

４３ページでございます。５目地域振興費では、２８８万円の減額計上です。各節にお

いって増減はありますが、年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１節総合

計画審議会委員報酬については、当初１５人の委員を予定しておりましたが、１３人とな

ったこと、また都合で欠席者などもあり、減額計上となったものです。次に、１１節パー

トナーシップランド管理では、重油タンクの引き上げに対応するため、燃料費の増額計上

となったものでございます。４４ページの１３節館浜集会施設建設実施設計業務委託料、

旧館浜小学校跡地測量業務委託料、館浜体験交流センター建設工事管理業務委託料は、い

ずれも入札に伴う減額計上分でございます。４５ページの２５節ふるさと松前応援基金積

立金は、決算見込みによる増額計上分でございます。

４６ページでございます。２項２目賦課徴収費では、４２万２千円の減額計上です。各

節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。

４７ページです。４項３目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費では、７

２万３千円の減額計上です。平成２９年１０月２２日執行の衆議院総選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査の確定精算による減額計上分でございます。

４９ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費では、１千３９０万３千円の減

額計上です。各節において増減はありますが、年度末までの決算見込みによる減額計上で

す。５０ページの２０節障害者自立支援、介護訓練等給付費では、９１９万８千円の減額

計上です。これは、自立訓練のための給付支援と介護給付の支援について、当初総体で延

べ１千７６６人を見込んでおりましたが、延べ１千７０６人の利用見込みとなることから

の減額計上分でございます。２３節平成２８年度臨時福祉給付金給付事業国庫補助金返還

金は、平成２８年度の確定精算による返還金で、増額計上分でございます。２８節国民健

康保険特別会計に対する繰出金は、低所得者の多い保険者を支援し、保険税負担の軽減を
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図る保険基盤安定操出金分等の額の確定による減額計上分でございます。３目老人福祉費

では、９１５万２千円の減額計上です。各節において事業終了による精算確定分と年度末

までの決算見込みによる減額計上分でございます。なお、５１ページの１８節福祉バス購

入費は、入札に伴う減額計上分でございます。２８節介護保険特別会計に対する繰出金は、

保険事業勘定の事務費負担金分の減による減額計上分でございます。また、後期高齢者医

療特別会計に対する繰出金は、主な、広域連合への事務費納付金及び保険基盤安定分の額

の確定による減額計上分でございます。４目地域活動推進費では、４１万１千円の減額計

上です。１９節松前町街灯料補助金、松前町ＬＥＤ街灯設置補助金は、いずれも２３町内

会の実績精算による減額計上分となってございます。

５２ページでございます。２項１目児童福祉総務費では、２２３万２千円の減額計上で

す。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、２０節児童デイサ

ービス障害児通所給付費では、利用者の利用回数を当初延べ２８０人で計画しておりまし

たが、延べ５５人となることから、減額補正を致そうとするものでございます。２目児童

措置費では、４４６万円の減額計上です。２０節児童手当は、各対象児に増減はあります

が、年度末までの決算見込みによる計上分でございます。

５３ページでございます。４款１項１目保健衛生総務費では、１４４万円の減額計上で

す。８節から９節まで、管理栄養士派遣については、当初６回分の派遣を見込んでおりま

したが、育児休暇中の栄養士が早期に職場復帰し、２回の派遣実績となったことから減額

の計上となってございます。１９節道南ドクターヘリ運航経費負担金は、平成２８年度精

算分で、当初５５回を想定していましたが、利用実績では４２回となっており、減額とな

っています。更に国の補助金が増額となったことから、町村負担が減額計上となったとこ

ろでございます。２目母子保健費では、１３４万９千円の減額計上です。各節において年

度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１３節妊婦健康診査業務委託料は、妊

娠届出数が見込みを下回ったため妊婦一般検診、超音波検査ともに利用延数が減ったこと

による減額計上分でございます。

５４ページでございます。３目予防費では、５３２万３千円の減額計上です。１２節エ

キノコックス症検診手数料では、当初５００人を見込んでおり、４０８人となることから

減額計上でございます。１３節一般健診委託料は、決算見込みによる減額計上分でござい

ます。結核検診委託料は、当初８１３人分を見込み、７４２人となることからの減額でご

ざいます。肝炎ウイルス検査委託料は、当初７０人の見込みに対し、３７人となることか

ら減額計上です。胃がん検診委託料は、当初２５５人の見込みに対し、２０３人になるこ

とからの減額計上です。子宮がん検診委託料は、当初４３０人に対し、３７０人となるこ

とからの減額分です。乳がん検診委託料は、当初４３０人を見込み、４０６人となること

からの減額です。大腸がん検診委託料は、当初６５０人に対し、５４０人となることから

の減額です。インフルエンザ予防接種委託料は、当初接種回数２千３４０回の見込みに対

し、１千９８２回となることからの減額分でございます。子宮頸がんワクチン接種委託料

は、当初２２人を見込んでいましたが、受診者がないことから減額となってございます。

水痘ワクチン接種委託料は、当初延べ８８人に対し、６４人となることからの減額でござ

います。高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料は、当初１６０人に対し、８６人となること

からの減額です。日本脳炎ワクチン接種委託料は、当初５１０人に対し、３９５人となる

ことからの減額でございます。

５５ページでございます。４目環境衛生費では、８７万３千円の減額計上です。各節に

おいて年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１９節合併処理浄化槽設置補
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助金は、５人槽３基、７人槽２基、１５人槽１基を予定しておりましたが、実績見込みで

５人槽４基、１５人槽１基となることからの減額計上でございます。６目健康センター費

では、５万９千円の減額計上です。年度末までの決算見込みによる減額計上です。７目病

院費では、３千７２２万７千円の増額計上です。１９節病院事業会計に対する補助金は、

交付税の額の確定に伴う精算による増額計上分でございます。

５６ページでございます。２項１目清掃総務費では、５１９万４千円の減額計上です。

１９節渡島西部広域事務組合負担金（衛生部門）は、決算見込みによる事務組合の補正に

伴う減額計上分です。主にし尿収集運搬業務経費の減額とゴミ再生処理施設費のタイヤシ

ョベル購入費の入札減によるものでございます。２目じんかい処理費では、１４万２千円

の減額計上です。１３節一般廃棄物収集運搬委託料は、契約に伴う減額計上分となってご

ざいます。

５７ページでございます。３項１目上水道施設費では、９８万８千円の減額計上です。

１９節水道事業会計に対する補助金は、主に建設改良費において、辺地債充当分に伴う決

算見込みによる減額の計上分でございます。

５８ページでございます。５款１項１目労働諸費では、７万２千円の減額計上です。年

度末までの決算見込みによる減額計上分です。

５９ページでございます。６款１項１目農業委員会費では、２２万７千円の減額計上で

す。年度末までの決算見込みによる減額計上です。３目畜産業費では、１８６万７千円の

減額計上です。各節において、年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、２２

節貸付肉用牛事故損害賠償金は、当初３頭を見込んでおりましたが、事故実績がないこと

から減額の計上となってございます。

６０ページでございます。２項１目林業振興費では、１２４万５千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、７節から９節まで、熊

駆除対策事業については、全体で２５頭を見込んでおりましたが、１５頭の駆除実績とな

ったことから減額計上でございます。１３節町有林整備委託料は、入札に伴う減額計上で

ございます。

６１ページでございます。３項１目水産業振興費では、５３７万８千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。なお、１９節水産基

盤整備事業負担金（漁港分）は、主に札前漁港の地元負担分が減額となったことからの減

額計上分でございます。また、スルメ加工雇用確保緊急奨励金は、従業員の雇用の安定を

支援するため、緊急的な対応として支援の対象者を４２３名と見込み、補正予算で対応し

たところですが、３８８名の実績となったことからの減額計上でございます。２目漁港管

理費では、２０万円の増額計上です。決算見込みによる増額計上でございます。

６２ページでございます。７款１項１目商工振興費では、３６４万円の減額計上です。

１９節商工事業者経営改善等支援補助金は、当初２９名の利用予定で、２７名の利用実績

となり、事業費の減額による計上でございます。２目観光振興費では、７８万７千円の減

額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。なお、

８節観光振興報償費では、年度末までに観光大使の任命がなかったことと、観光事業に関

わる謝礼金がなかったことからの減額計上でございます。１９節松前グルメ観光ＰＲ事業

負担金は、マグロまつりの黒字決算による減額計上となってございます。

６３ページでございます。３目温泉休養センター費では、４３万１千円の減額計上です。

なお、１５節２号井温泉ポンプ入替工事請負費は、入札に伴う減額計上でございます。４

目公園費では、２８１万９千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みに
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よる減額計上です。なお、６４ページの１５節公園用地雑木除去整地工事請負費、西館公

衆トイレ浄化槽改修工事請負費は、いずれも入札に伴う減額計上でございます。

６４ページでございます。６目北前船記念公園費では、１０万２千円の減額計上です。

決算見込みによる減額計上となってございます。

６５ページでございます。８款２項１目道路橋りょう維持費では、１０６万７千円の減

額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。

６６ページでございます。４項１目港湾管理費では、１９２万円の減額計上です。１３

節松前港維持管理調査業務委託料は、入札に伴う減額計上分でございます。

６７ページでございます。５項２目住宅建設費では、５２３万８千円の増額計上です。

１３節委託料及び１５節町営住宅建設工事請負費、町営住宅整備長寿命化改善工事請負費

は、いずれも入札に伴う減額計上分でございます。なお、１５節町営住宅解体工事請負費

では、１千３６万８千円の増額計上となっています。これは、長寿命化計画による建替事

業のため、豊岡第６団地２棟８戸の解体を致そうとするもので、当該事業は繰越事業とし

ての対応でございます。なお、町営住宅解体事業の概要は、参考資料の９５ページに掲げ

ておりますのでご参照願います。

６８ページでございます。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、１千３３３万６

千円の減額計上です。１９節渡島西部広域事務組合負担金（消防部門）で、決算見込みに

よる事務組合の補正に伴う減額計上でございます。なお、主な要因は、施設費で、耐震性

貯水槽新設工事費及び高規格救急自動車購入費の入札による減額分でございます。２目災

害対策費では、７万５千円の減額計上です。決算見込みによる減額計上でございます。

６９ページでございます。１０款１項１目教育委員会費では、１０万円の減額計上です。

決算見込みによる減額計上でございます。２目事務局費では、１６万３千円の減額計上で

ございます。決算見込みによる減額計上でございます。３目教育振興費では、４４６万８

千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。

なお、７１ページの１９節松前高等学校通学生交通費等補助金は、町外からの通学生がな

かったことから、通学定期券購入費補助分の減額計上でございます。２１節奨学資金貸付

金は、当初５人分を見込んでおりましたが貸付者が３名となったことから減額の計上とな

ってございます。

７２ページでございます。２項１目学校管理費では、１３５万７千円の減額計上です。

各節において増減はありますが、年度末までの決算見込みによる減額の計上でございます。

７３ページの１３節学校管理の各種委託料は、契約に伴う減額計上でございます。また、

学校教育児童検診委託料、教職員検診委託料は、対象者の減による減額の計上でございま

す。

７４ページでございます。２目教育振興費では、９８万５千円の減額計上です。２０節

扶助費は、いずれも対象児童の減少に伴い年度末までの決算見込みによる減額の計上でご

ざいます。

７５ページでございます。３項１目学校管理費では、５３万８千円の減額計上です。各

節において増減はありますが、年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。７

６ページの１３節学校教育生徒検診委託料、教職員検診委託料は、対象者の減による減額

計上分でございます。

７７ページでございます。２目教育振興費では、２２９万３千円の減額計上です。各節

において年度末までの決算見込みによる減額計上です。２０節扶助費は、いずれも対象生

徒の減少に伴い、年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。３目学校建設費
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では、１２万９千円の減額計上です。これは、松前中学校グラウンド整備実施設計業務委

託料で、入札に伴う減額の計上でございます。

７８ページでございます。４項１目社会教育総務費では、２１万２千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。２目公民館費では、

７１万６千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額の計上で

ございます。

８０ページでございます。３目図書館費では、９万７千円の減額計上です。各節におい

て年度末までの決算見込みに伴う減額計上でございます。４目社会教育施設管理費では、

２９万４千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でご

ざいます。５目文化財費では、４０万７千円の増額計上でございます。各節において増減

はありますが、年度末までの決算見込みによる増額計上でございます。１１節文化財公開

活用印刷製本費及び１３節松前神楽国指定記念看板製作設置業務委託料、懸垂幕製作業務

委託料については、松前神楽が国指定重要無形文化財に指定されることが確実で、それを

記念しＰＲカードの作成や懸垂幕を掲げ、その気運づくりと周知を図るため、増額計上と

なったものでございます。

８１ページでございます。６目史跡保存整備費では、１千５８２万９千円の減額計上で

す。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。８２ページの１

３節史跡松前氏城跡福山城跡保存整備本丸地区等現況地形測量委託料は、国庫補助の採択

が得られなかったことにより事業実施ができなかったため、全額減額したところでござい

ます。１５節史跡松前氏城跡福山城跡保存整備二ノ丸地区南西部土坡復元整備工事請負費

は、入札に伴う減額の計上分でございます。７目郷土資料館費では、４１万６千円の減額

計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額の計上でございます。

８３ページでございます。５項１目保健体育総務費では、１７万３千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目体育施設費では、１２０

万４千円の減額計上です。各節において増減はありますが、年度末までの決算見込みによ

る減額計上でございます。なお、１１節ふれあい公園管理修繕料は、パークゴルフ場に設

置されている物置の修繕を予定しておりましたが、工事請負費の規模となることから、平

成３０年度で対応することとし、減額したところでございます。１８節ふれあい公園管理

備品購入費として、４８万６千円の増額計上です。これは、ふれあい公園管理のため、芝

刈り機の購入費用の計上分でございます。

８４ページでございます。１１款２項１目社会教育施設災害復旧費では、７２９万円の

増額計上です。１５節松前城資料館屋根災害復旧工事請負費として、７２９万円の増額計

上です。これは、昨年１２月２５日の強風と、今年１月２３日の強風により被災した福山

城復興天守３層目の屋根鋼板葺き替え工事を行うもので、保険対象事業として当該事業は

繰越事業として対応を致そうとするものでございます。なお、松前城資料館屋根災害復旧

工事の概要は、参考資料９６ページに掲げておりますのでご参照願います。

８５ページでございます。１２款１項１目元金は、財源更正でございます。２目利子で

は、１３４万９千円の減額計上です。２３節一時借入金利子は、年度末までの決算見込み

による減額計上分でございます。

８６ページでございます。１３款１項１目職員給与費で、３９９万１千円の減額計上で

す。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。１０ページをお開き願います。

２．歳入です。１款１項１目個人では、２千５７９万３千円の増額計上です。年度末ま
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での推計見込みによるものでございます。

１１ページでございます。２款１項１目地方揮発油譲与税では、１６０万円の減額計上

です。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１２ページでございます。２項１目自動車重量譲与税では、３８０万円の増額計上です。

年度末までの推計見込みによるものでございます。

１３ページでございます。３款１項１目利子割交付金では、４９万１千円の増額計上で

す。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１４ページでございます。４款１項１目配当割交付金では、７５万９千円の減額計上で

す。年度末までの推定見込みによるものでございます。

１５ページでございます。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金では、７４万８千円の

減額計上です。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１６ページでございます。６款１項１目地方消費税交付金では、３６０万円の減額計上

でございます。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１７ページです。７款１項１目自動車取得税交付金では、２１０万円の増額計上です。

年度末までの推計見込みによるものでございます。

１８ページでございます。９款１項１目地方交付税では、５４１万６千円の減額計上で

ございます。財源調整のための減額措置でございます。

１９ページでございます。１０款１項１目交通安全対策特別交付金では、１千円の減額

計上です。年度末までの見込みによるものでございます。

２０ページでございます。１１款１項１目民生費負担金から２目教育費負担金まで、総

体で２０万７千円の増額計上でございます。いずれも年度末までの見込みによるものでご

ざいます。

２１ページです。１２款１項４目農林水産業使用料から５目商工使用料まで、総体で４

８万８千円の減額計上でございます。いずれも、年度末までの見込みによるものでござい

ます。

２２ページでございます。２項４目農林水産業手数料では、４万９千円の増額計上でご

ざいます。年度末までの見込みによるものでございます。

２３ページでございます。１３款１項１目民生費国庫負担金では、８６６万１千円の減

額計上です。１節から８節まで、それぞれ節内において増減はありますが、歳出事業に対

応のための国庫負担金で、年度末までの実績見込みによるものでございます。

２４ページでございます。２項１目総務費国庫補助金から５目教育費国庫補助金まで、

総体で３２１万１千円の減額計上です。各節において増減がありますが、いずれも歳出事

業の見込みによるもの、内定額や実績に基づく国庫補助金の計上分でございます。

２６ページでございます。１４款１項１目民生費道負担金では、５４２万４千円の減額

計上です。１節から８節まで、それぞれ節内において増減はありますが、国庫負担金同様、

年度末までの事業実績見込みによる道費負担金の計上でございます。

２７ページでございます。２項２目民生費道補助金から５目教育費道補助金まで、総体

で３７８万７千円の減額計上です。各節において増減はありますが、いずれも事業の確定

と実績見込みによる道補助金の計上分でございます。

２８ページでございます。３項１目総務費道委託金から４目農林水産業費道委託金まで、

総体で１７５万円の減額計上です。各節において増減はありますが、いずれも事業の確定

と年度末までの実績見込みによる道委託金の計上分でございます。

２９ページでございます。１５款１項１目財産貸付収入から２目利子及び配当金まで、
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総体で３０７万６千円の増額計上です。いずれも年度末までの見込みによるものでござい

ます。

３０ページでございます。２項１目不動産売払収入から３目生産物売払収入まで、総体

で５５万９千円の増額計上です。いずれも年度末までの売払いの確定による増額の計上分

でございます。

３１ページでございます。１６款１項１目一般寄附金では、２３８万１千円の増額計上

です。一般寄附金は、使途を指定されない町政全般に対する寄附金で、４件の寄附を受け

たことによる増額計上分でございます。２目総務費寄附金では、５万円の増額計上です。

ふるさと松前応援指定寄附金で、今後の見込みを含めた計上分でございます。

３２ページでございます。１７款１項１目国民健康保険特別会計繰入金では、９万８千

円の減額計上です。インフルエンザ予防接種費用軽減助成の国保負担分について、一般会

計へ繰り入れを致そうとするものでございます。

３３ページでございます。１９款３項３目教育費貸付金元利収入では、４８万円の減額

計上です。年度末までの見込みによるものでございます。

３４ページでございます。４項１目民生費受託事業収入から２目農林水産業費受託事業

収入まで、総体で１１万９千円の増額計上です。いずれも年度末までの実績見込みによる

増額計上分でございます。

３５ページでございます。５項２目弁償金から６目雑入まで、総体で８１万５千円の増

額計上です。各節中身的に増減はございますが、いずれも額の確定や年度末までの見込み

によるものでございます。

３７ページでございます。２０款１項１目総務債から３８ページ１１目災害復旧債まで、

総体で２千５１０万円の減額の計上でございます。各節において増減はありますが、歳出

事業に対応のための借入起債の見込み計上分でございます。なお、５目２節住宅債で公営

住宅建設事業債１１目１節文教施設災害復旧債で、松前城資料館屋根災害復旧事業債は繰

越事業となるものでございます。

以上が歳入でございます。２ページをご覧願います。失礼、３ページでございます。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入です。３ページの歳入合計が、補正前の額６２億５６

８万７千円から２千１６８万３千円を減額し、補正後の額を６１億８千４００万４千円に

致そうとするものでございます。

４ページから５ページでございます。歳出でございます。歳出につきましても歳入同様、

補正前の額から２千１６８万３千円を減額し、補正後の額を６１億８千４００万４千円に

致そうとするものでございます。

６ページでございます。第２表繰越明許費でございます。８款５項住宅費、住宅費と１

１款２項文教施設災害復旧費の２件の事業が繰り越しとなることから、繰越明許費の設定

を致そうとするものでございます。

７ページでございます。第３表地方債補正でございます。(１)追加の分として、松前城

資料館屋根災害復旧事業について、記載のとおり限度額等を追加を致そうとするものでご

ざいます。(２)変更の分として、館浜集会施設整備事業他１１事業について、記載のとお

り限度額をそれぞれ補正後の金額に変更致そうとするものでございます。

以上が議案第７号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

９番。

○９番(梶谷康介君) ２点だけお尋ね致します。６４ページのね、この１３節の委託料、
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非常に親切な説明いただきました。実績はこれだけでしたけど、予定はこれだけでしたけ

どこれだけの実績でしたっていう、これ１０何項目ね、説明してくれたけども私メモもで

きねえんだよね。やっぱり、この種のものはね、予定はなんぼで実績はこれだけだってい

う一覧表をつくったら記載のとおりで済むんでないの。その辺の考え方聞かしてください。

それから、８２ページの１３節の委託料、非常に残念ですよね。説明では補助採択にな

らなかったと。ならなかった理由はなんで、今後どうするのかお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) １点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ５４ページの予防費の関係かと思います。各検診の委託料の

実績見込みを説明をさせていただきました。議員おっしゃるように参考資料なりで出せれ

ばいいんでないかというお話でございますので、そういう形で検討させていただきたいと

思います。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(堀川昭彦君) ８２ページの１３委託料の史跡整備松前氏の保存整備

事業の関係でございますけれども、基本的には補助事業には該当されるんですけれども、

史跡整備の補助事業につきましては、国の予算の範囲内で補助金が内定通知を受けるとい

うような状況になってございます。それで、２９年度につきましては、本来概算申請した

部分よりも、国の文化庁予算の関係で内定額が低く下回ったということで、この事業の部

分が減額というようになった経過でございます。

今後、この事業につきましては、大変大事な事業でございますので、その年度年度の状

況を見ながら、この事業は実施していきたいというふうに思ってございますので、よろし

くお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) １点目は、そのとおりにしてください。

２点目はね、やっぱり大事な事業ですから、これで諦めるってことではないと思います

んで、何とか成就するように頑張っていただきたい。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。

◎延会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

本日の会議はこの程度に留め延会致したいと思いますが、これにご異議ございまません

か。

（「異議なし」という声あり）
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よってそのように決定致しました。

◎延会宣告

○議長(伊藤幸司君) 本日はこれをもって延会致します。

なお、明日３月７日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(延会 午後 ４時４３分)
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（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

布の通りですのでご了承願います。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１０番斉藤勝君、１番飯田幸仁

君、以上２名を指名致します。

◎議案第８号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第８号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計

補正予算(第４回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました議案第８号、平成２９年度松前町国民健康保険特別

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年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第４回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ８千５２４万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１６億３千１０９万５千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正につきましては、年度末までの決算見込みや額の確定による補正で、歳出で

は、保険給付費及び共同事業拠出金等の減額、歳入では、国民健康保険税や道支出金、共

同事業交付金の減額が主な内容でございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１６ページをお開き願います。

１６ページ、３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、４節から１２節まで、合わ

せて５２万４千円の減額計上です。年度末までの決算見込みによる減額するものでありま

す。２目連合会負担金では、１９節北海道国民健康保険団体連合会負担金で３万６千円の

減額計上です。これは、額の確定により減額するものであります。

次に１７ページです。２項１目賦課徴収費１９節納税貯蓄組合運営費補助金では、６万

２千円の減額計上です。年度末までの見込みによる減額するものであります。



- 62 -

次に１８ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費で４千万円、２目退職被保

険者等療養給付費で６００万円、５目審査支払手数料で１８万円の減額計上です。いずれ

も年度末までの決算見込みによる減額するものであります。なお、３目一般被保険者療養

費、４目退職被保険者等療養費は財源更正であります。

次に１９ページです。２項１目一般被保険者高額療養費、２目退職被保険者等高額療養

費は、財源更正であります。３目一般被保険者高額介護合算療養費で１６万円の減額、４

目退職被保険者等高額介護合算療養費で１万円の減額計上です。いずれも年度末までの決

算見込みによる減額するものであります。

次に２０ページです。３項１目出産育児一時金では、２５３万６千円の減額計上です。

当初１０件分を見込んでおりましたが、年度末までの見込みを４件とし、６件分を減額す

るものであります。２目出産育児一時金支払手数料で２千円の減額計上、これは、出産育

児一時金の減額に伴うものであります。

次に２１ページです。４項１目療養費では、１５万円の追加計上です。こちらも年度末

までの決算見込みにより、当初３０件分を見込んでおりましたが、年度末までの見込みを

３５件とし、５件分を増額するものであります。

次に２２ページです。３款１項１目後期高齢者支援金は、財源更正であります。

次に２３ページです。５款１項１目老人保健事務費拠出金では、６千円の減額計上です。

こちらも額の確定により減額するものであります。

次に２４ページです。６款１項１目介護納付金は、財源更正であります。

次に２５ページです。７款１項１目高額医療費拠出金では、１千９６３万７千円の減額

計上です。２目保険財政共同安定化事業拠出金では、１千５００万９千円の減額計上です。

これらの共同事業拠出金は、過去３年間の医療費の状況により各市町村が拠出金を負担す

る仕組みとなっておりますが、このたび国保連合会の方から平成２９年度の負担額の確定

通知があったことから、これに基づき補正するものであります。

次に２６ページです。８款１項１目特定健康診査等事業費１１節から１４節まで、合わ

せて１２８万７千円の減額計上です。いずれも年度末までの決算見込みにより減額するも

のであります。

次に２７ページです。２項１目保健衛生普及費８節、１３節合わせて１９万９千円の減

額計上です。こちらも年度末までの決算見込みにより減額するものであります。

次に２８ページです。９款１項１目利子は、財源更正であります。

次に２９ページです。１０款１項１目一般被保険者保険税還付金及び還付加算金では、

３５万円の追加計上です。これは。国保加入者がさかのぼって国保資格を喪失したことに

より発生する保険税の還付金であります。３目償還金は、財源更正であります。

次に３０ページです。２項１目一般会計繰出金では、９万８千円の減額計上です。こち

らも年度末までの決算見込みにより減額するものであります。

次に３１ページです。１２款１項１目繰上充用金は、財源更正であります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入でございますが、６ペ

ージへお戻り願います。

６ページ、２．歳入です。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税では、１節から３

節まで、合わせて１千３５万円の減額計上です。これは、被保険者数の減少及び所得の減

少等によりまして、年度末までの決算見込みにより減額するものであります。２目退職被

保険者等国民健康保険税では、同じく１節から３節まで、合わせて５２７万４千円の減額

計上です。こちらも一般被保険者同様に年度末までの決算見込みにより減額するものであ
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ります。

次に７ページです。２款１項１目療養給付費等負担金１節現年度分で、療養給付費負担

金及び後期高齢者支援金負担金、介護納付金負担金、それぞれ増減ありますけども、合わ

せて１７２万６千円の追加計上です。これは、平成２９年度負担金の変更申請に基づき補

正するものであります。２目高額医療費共同事業費負担金では、４９０万９千円の減額計

上です。この負担金は、歳出の高額医療費共同事業拠出金の４分の１が収入されるもので

ありますけども、額の確定によるものであります。３目特定健康診査等負担金１節現年度

分で、１２万２千円の減額計上です。この負担金は、特定健康診査等対象費用額の３分の

１を収入されるものでありますけども、このたび国の平成２９年度概算交付負担金の額の

確定により減額するものであります。

次に８ページです。２項１目財政調整交付金では、普通調整交付金として７３万８千円

の追加計上です。年度末までの決算見込みによる財源調整であります。２目国民健康保険

制度関係業務準備事業費補助金では、２４万１千円の追加計上です。これは、新たな国保

制度の準備にかかる補助金で、対象経費の増加に伴う変更申請に基づき補正するものであ

ります。

次に９ページです。３款１項１目療養給付費交付金では、４５６万２千円の減額計上で

す。これは、退職被保険者分の療養給付費に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金

でありますが、変更決定通知に基づき、今回減額するものであります。

次に１０ページです。５款１項１目高額医療費共同事業負担金では、４９０万９千円の

減額計上です。国庫負担金同様、歳出の高額医療費共同事業拠出金の４分の１が収入とし

て措置されるもので、額の確定によるものであります。２目特定健康診査等負担金におい

ても、国庫負担金同様、１２万２千円の減額計上するものであります。

次に１１ページです。２項１目道財政調整交付金では、６１４万５千円の減額計上です。

これは、平成２９年度の交付金変更申請に基づき減額しようとするものであります。

次に１２ページです。６款１項１目高額医療費共同事業交付金では、１千８７６万３千

円の減額計上です。この交付金は、高額医療費の内、８０万円を超える部分の一定割合が

交付される仕組みですが、額の確定に伴い減額しようとするものであります。２目保険財

政共同安定化事業交付金では、２千９３４万２千円の減額計上です。こちらの交付金は、

８０万円までの医療費から自己負担相当額を除いた金額の一定割合が交付される仕組みで

ありますが、こちらも額の確定により減額しようとするものであります。

次に１３ページです。８款１項１目一般会計繰入金では、１節保険基盤安定繰入金軽減

分から５節その他一般会計繰入金まで、各節増減ありますが、合わせて５８６万２千円の

減額計上です。これは、平成２９年度の繰入金の確定見込みにより減額するものでありま

す。

次に１４ページです。１０款１項１目一般被保険者延滞金で、５万円の追加計上です。

こちらは、年度末までの収入見込みによる計上であります。

次に１５ページです。３項雑入では、一般被保険者第三者納付金と３目一般被保険者返

納金、５目雑入、合わせて２３５万９千円の追加計上です。いずれも年度末までの収入見

込みによる補正であります。

以上が歳入の事項別明細であります。２ページにお戻り願います。

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１７億１千６３４万１千円から、今回８千５２４万６千円を減額し、補正後の額を１

６億３千１０９万５千円に致そうとするものあります。
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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１６億３千１０９万５

千円に致そうとするものであります。

以上が議案第８号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第４回)の内容

でございます。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

９番。

○９番(梶谷康介君) 単純にお尋ね致します。６ページの１目の説明聞きますと、被保険

者数の減という説明でしたけれども、当初計画した人数からどれだけの減になっているか、

簡単にお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) 当初見込んでいた被保険者数ですが、４月１日時点で２千４６

９名おりましたけども、１２月１日の時点なんですけども、２千３４５人ということで、

１２４名の減少。この減少の主な要因っていうのは、ある程度は予定はしておりました。

要するに後期高齢者に移行する被保険者数もいます。ただですね、昨今社会保険の適用の

徹底がされておりまして、国保加入者でも社会保険の適用を受けるってことで、そちらの

方に国保から喪失して社会保険に加入するという、そういう人数が思った以上にありまし

て減少されておりますので、今回保険税の方でもその影響で減少してるということになっ

ております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 一般会計の方の補正でも気になってたんですけども、国保の方で質

問しようと思ってました。それは、ページ２０ページ、国保会計の方ですけども、出産一

時金減額になってました。それと２１ページの葬祭費が増になってました。それで、松前

町の子ども達を増やそうと、出産率を高めようということであらゆる制度、条例を駆使し

ながら今まで町長来たわけですけどね、こういうふうに出産育児一時金が減少になって、

減額になって、それと葬祭費が増になる、人口減になるということは見え見えでございま

す。それで、どうにかしてこれを、これらの子ども達を増やすための施策っていうのをも

う一回、制度としてはあってても、その進め方をもう一回検討なさってほしいなと。そう

でないと、このような死亡が多くて出産が少ないっていう現象いつまでも続くもんですか

らね。何かそのようなことで対策を考えていたのか、いるのかっていうことを答弁いただ

けたらと思います。

○議長(伊藤幸司君) 福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) 今福原議員からご質問あった件なんですけども、国保会計にお

いては、保険給付費という扱いでの給付費に関わる部分なので、あくまでも出産に伴い支

出するものであります。今回、件数が減少ということで、これについては国保加入者は、

要するに若い人については、出産する年代の方については社会保険に入ってる加入率が高

い部分もあります。その点で減少している部分もあります。先程説明したとおり、社会保

険の適用も徹底がされてまして、そちらの方に移行する方の出産もありますので、その辺

で減少しているものと思います。

葬祭費については、昨今の高齢化に伴いまして、国保加入者は高齢者の加入が高いです、

実際。前期高齢者の加入割合が高いものですから、それに伴いまして死亡者の方について

は葬祭費が支給が多くなるというような現象になっております。ただ、少子高齢化の対策

につきましては、ちょっと国保会計とまた別の部分になりますので、その辺は町の子育て

支援の部分なりますけども、それについては誕生祝い金とか、保育所の環境整備なり、そ
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ういう部分で対策は講じてる部分でありますので、今回の特別会計とはちょっと違う部分

なので、とりあえず国保会計の部分ではそういう状況でありますので、よろしくご理解お

願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 理解してないわけではなかったですけれども、ただ、国保会計でも

国保加入者に対応したこういう一時金、現実的に減ってるっていうことで捉えていただい

て、そして大きい金額率でございますんでね。国保であろうと社会であろうと全てにわた

って松前町は子育て支援をしてるんだと、どうぞ活用してください、そして出生率を高め

て、定住率を上げましょうだとか、減少、人口減少を抑えましょうやっていう、そういう

ストーリーが総合的に考えられないかということで、ただ国保の関係で出てましたんでね、

そういうふうな総合的な考え方がないと、部分的な考え方でいくと今の担当課長の論が正

論でございますんでね、反論はできません。しかし、総合的にやはり考えていって、連携

プレーの中で子育てを、出生率をという考え方になっていただけないかなあという期待感

があったもんですから。まあ、答弁できる範囲内で答弁していただいて、私はそういう気

持ちでございますんで、答弁できる範囲内でしてください。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時１９分)

(再開 午前１０時１９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

副町長。

○副町長(若佐智弘君) 確かに議員おっしゃるとおり、少子高齢化、松前町にとりまして

も非常に残念な方向性にあるということは重々承知してございます。そして、今回のこの

出産育児一時金につきましては、これは、子育て支援というよりも、それぞれの保険制度

の中で出産の場合に一時金を出しまして、それも子育て支援の一つになるかもしれません

けれど、一応そういう社会保険は社会保険、国保は国保で出してやると。

先程担当課長の方からお話ありましたように、それぞれ従来、昔は国保に加入してた方

もそれぞれ会社組織の中で社会保険に加入するとか、そういう商店の方なんかでも従業員

扱いで社会保険加入してるとか、そういう中でそれぞれ保険証の方に加入しておるもので

ございますので、これが子育て支援としてやっている部分ではないという、先程の担当課

長の方の答弁をちょっとご理解していただきたいと思っております。当然、一般会計の部

分で子育て支援の分は取り組んでますが、この特会での一時金につきましては、そういう

子育て支援という目標でのものともまた違うものとして捉えていただきたいと思いますの

で、何とかご理解のほどをよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第９号、平成２９年度松前町介護保険特別会計補正

予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) おはようございます。

ただ今議題となりました、議案第９号、平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算

(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２９年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ４千９８３万８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１０億３千１４万２千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ２３８万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千１２１万

９千円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分

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

正」によろうとするものであります。

それでは、はじめに保険事業勘定、歳出の事項別明細書によりご説明申し上げます。１

３ページをお開き願います。

１３ページ、歳出です。１款３項２目介護認定調査費、１２節役務費及び１３節委託料

で、合わせて９４万７千円の減額計上です。介護認定審査のための医師意見書作成手数料

と要介護認定調査委託料の減額で、これは、年度末までの決算見込みによる減額補正です。

次に１４ページ、１款４項１目計画推進費では、８節報償費から１３節委託料まで、合

計３６万円の減額です。これは、計画作成にかかる業務委託料の入札による減を含め、決

算見込みによる減額補正するものです。

次に１５ページ、２款１項１目介護サービス給付費では、４千８０３万５千円の減額で

す。年度末の決算見込みにより減額補正しようとするものです。

次に１６ページ、４款１項１目介護予防日用生活支援総合事業費では、１３節委託料で

４７万４千円の減額です。通所介護予防事業委託料について、決算見込みにより減額しよ

うとするものです。２目包括的支援事業・任意事業費は、財源更正です。サービス事業勘

定からの繰入金の見込額が減額となったことから、財源を事務費繰入金で賄おうとするも

のです。３目社会保障充実事業費では、１３節委託料で、２万２千円の減額です。委託契

約による決算額が確定しておりますことから減額しようとするものです。

以上が保険事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページへ

お戻り願います。

６ページ、２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金で、１節現年度分７８４万８

千円の減額です。介護給付費の決算見込みの減に伴い、国の負担金が減額になるものです。

次に７ページの、３款２項１目町政交付金につきましては、国からの交付金の額が決定

したことにより、１９２万５千円の増額補正です。８ページの４款１項１目介護給付費交
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付金につきましては、介護給付費の減額に伴い、１千３４５万円の減額補正です。

次のページ、９ページです。５款１項１目北海道の介護給付費負担金につきましても同

じく、７７６万３千円の減額となります。

１０ページです。７款１項１目一般会計繰入金です。１節介護給付費繰入金では、介護

給付費の減により６００万４千円の減額となりますが、２節事務費繰入金では、歳出の１

款総務費での減額と４款地域支援事業費での１８０万３千円の減額補正がありましたが、

財源更正のため、２３８万６千円の一般財源の増がありましたので、差し引き５８万３千

円の増額補正となります。合計で５４２万１千円の減額となります。

次に１１ページ、７款２項１目介護給付費準備基金繰入金では、１節介護給付費準備基

金繰入金で、１千４８９万５千円、全額減額補正です。介護給付費の財源として、保険料

で賄わなければならない分の不足分を準備基金により繰り入れする予定でありましたが、

介護給付費の決算見込みが減となったことによりまして、基金を取り崩しすることなく、

対応可能になったことから減額するものであります。

次に１２ページです。７款３項１目サービス事業勘定繰入金について、２３８万６千円

を減額致そうとするものです。これは、地域包括支援センターで行っております、介護予

防サービスにかかる介護予防サービス支援計画の作成に対する介護報酬の年度末までの収

入見込額がサービス事業勘定において減額することとなることから、サービス事業勘定か

ら保険事業勘定に繰り入れする額について、減額補正しようとするものであります。

以上が保険事業勘定、歳入の事項別明細です。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、保険事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額１０億７千９

９８万円から４千９８３万８千円を減額し、補正後の額を１０億３千１４万２千円に致そ

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に補正後の額を１０億３千１４万２千

円に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定の歳出の事項別明細書です。２２ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目保険事業勘定繰出金２８節操出金におきましては、２３８

万６千円の減額計上です。予防介護にかかる居宅支援計画の計画作成にかかる介護報酬の

決算見込みによる減額となります。平成２９年度からスタート致しました介護予防日常生

活支援総合事業によりまして、介護予防サービスのうち訪問介護と通所介護につきまして

は町事業へ移行したところですが、当初の見込み以上にこの町事業のみの利用者が多かっ

たことによりまして、介護報酬が伴う居宅支援計画の作成数が減少したことによりまして、

サービス収入が減となったため、保健事業勘定に繰り出す額を減額するものであります。

次に、前のページ、２１ページをご覧願います。

２．歳入です。ただ今説明致しましたが、１款２項１目居宅支援サービス費収入におき

まして、歳出同様２３８万６千円の減額計上となります。

以上がサービス事業勘定歳入の事項別明細です。１７ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、サービス事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額１千３６

０万５千円から、今回２３８万６千円を減額し、補正後の額を１千１２１万９千円に致そ

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１千３６０万５千円

に致そうとするものです。

以上が、議案第９号、平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)の内容で

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
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○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第１０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２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました、議案第１０号、平成２９年度松前町

後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成２９年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)は、次に定めるところ

によろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

６４万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１千２９０万５千円

に致そうとするものであります。

第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであり

ます。

今回の補正につきましては、歳出では、北海道後期高齢者医療広域連合納付金の増額、

これに対応する歳入においては後期高齢者医療保険料の増額と、一般会計繰入金の減額で

す。いずれも額の確定や年度末までの見込みによる補正であります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。一番後ろの８ページをお開き願

います。

８ページ、３．歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で、２６４万３

千円の追加計上です。内訳と致しまして、１９節、説明欄に記載しておりますが、事務費

負担分として６０万７千円の減額、保険料等分で３１２万１千円の増額、保険基盤安定分

で１２万９千円の増額であります。いずれも額の確定や決算見込みによる補正であります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応する歳入でございますが、６ページ

へお戻り願います。

６ページ、２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、３１２万１千円の

追加計上です。１節現年度分で２９３万９千円、２節滞納繰越分で１８万２千円の増額で

す。いずれも決算時までの収入見込みによる補正であります。

次に７ページです。３款１項１目事務費繰入金で、６０万７千円の減額計上です。これ

は、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、事務費負担分を一般会計から繰り入れ
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するものであります。２目保険基盤安定繰入金では、１２万９千円の追加計上です。こち

らも事務費繰入金同様、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、保険基盤安定分を

一般会計から繰り入れするものであります。

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の歳入でございます。歳入合計、補正前の額１億１

千２６万２千円に今回２６４万３千円を追加し、補正後の額を１億１千２９０万５千円に

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１億１千２９０万５千

円に致そうとするものであります。

以上が、平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)の内容でござい

ます。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 平成２９年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第１１号、平成２９年度松前町水道事業会計補正予

算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) おはようございます。

ただ今議題となりました、議案第１１号、平成２９年度松前町水道事業会計補正予算

(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、収益的収支の３条予算、資本的収支の４条予算共に年度末までの

決算見込みによる補正でございます。

それでは、予算書の１ページでございます。

第１条は、総則です。平成２９年度松前町水道事業会計の補正予算(第３回)は、次に定

めるところによろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。平成２９年度松前町水道事業会計予算第２条に定めた業

務の予定量を、次のとおり補正致そうとするものです。第２号、年間総給水量を６７２立

方メートル追加し、６１万３千９立方メートルに、第３号、１日平均給水量を２立方メー

トル追加し、１千６８０立方メートルに致そうとするものでございます。第４号、主要な

建設改良事業につきましては、当初予算において、３条予算との調整のため計上しており

ました人件費分１千１万５千円を減額し、計１８件、６千５２７万４千円に致そうとする

ものでございます。
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第３条は、収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正致そうとするものです。収入です。第１款事業収益で、既決予定額２億

６５２万３千円から１千２万３千円を減額し、補正後の予定額を１億９千６５０万円に致

そうとするものです。第１項営業収益につきましては、４１万７千円の増額です。給水収

益の年度末までの見込みで、水道料金、休栓料金で４３万２千円の増額、受託工事収益で

２万３千円の減額、その他営業収益で８千円の増額でございます。次に、第２項営業外収

益で、１千４４万円の減額です。他会計補助金におきまして、簡易水道運営費としての実

績による精算と、当初予算において３条予算に計上しておりました、建設改良に関わる分

を４条予算へ振り替えすることによる減額が主な内容でございます。

次に支出です。第１款事業費で、既決予定額２億１１２万４千円から８６６万８千円を

減額し、補正後の予定額を１億９千２４５万６千円に致そうとするものです。第１項営業

費用では、委託料、薬品費、材料費等各種経費と人件費の４条予算への振り替え等により、

合計で１千３４万９千円の減額でございます。第２項営業外費用では、企業債利子償還金

で２万２千円、国庫納付消費税及び地方消費税で１６５万１千円の増額、合計で１６７万

３千円の増額です。第３項特別損失では、過年度損益修正損として、８千円の増額でござ

います。

２ページをお開き願います。

第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書中不足する額「８千７８３

万６千円」を「６千９３２万１千円」に、過年度分損益勘定留保資金「５千５１２万６千

円」を「５千５０７万６千円」に、当年度分損益勘定留保資金「２千７３９万７千円」を

「１千３８万４千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「４３１万３

千円」を「２８６万１千円」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正致そうとするものです。

収入です。第１款資本的収入で、既決予定額２千３０８万５千円に８５０万円を追加し、

補正後の予定額を３千１５８万５千円に致そうとするものです。第１項企業債で、１１０

万円の減額です。事業費の確定に伴い、企業債の額の算定に変更があり、減額になるもの

でございます。第４項他会計補助金で、９６０万円の増額です。簡易水道の建設改良に要

する経費、一般会計からの補助金で辺地債で、９６０万円の計上です。

次に支出です。第１款資本的支出で、既決予定額１億１千９２万１千円から１千１万５

千円を減額し、補正後の予定額を１億９０万６千円に致そうとするものです。第１項建設

改良費で、１千１万５千円の減額です。４条予算における人件費を各事業に振り替えして

費用化したことによる減額でございます。

第５条は、企業債です。予算第５条に定めた、起債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法を次のとおり補正致そうとするものです。変更の分です。事業費の確定の

とおり、それぞれ限度額を変更しようとするものでございます。

第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。予算第７条に定

めた経費の金額を次のように改めようとするものです。第１号職員給与費で、既決予定額

４千８５５万円から１１２万８千円を減額し、補正後の予定額を４千７４２万２千円に致

そうとするものです。これは、平成３０年度への期末勤勉手当、法定福利費の賞与引当金

の決算見込みによる減額でございます。

第７条は、他会計からの補助金です。予算第８条に定めた経費の金額を次のように改め

ようとするものでございます。一般会計からの補助金で、既決予定額２千５０３万２千円

から９８万８千円を減額し、補正後の予定額を２千４０４万４千円に致そうとするもので
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す。この結果、平成２９年度補正予算(第３回)における当年度純利益は、１２２万９千円

を予定しているところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書等を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第１１号、平成２９年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)の内容です。

ご審議賜りますよう、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

９番。

○９番(梶谷康介君) 課長、鼻声のようですけども、お風邪を召されましたか。

単純にお尋ね致します。水道の状況を考えるとね、給水人口も限界に来てるんでないか

なという現状の中で、この補正予定量の６７２立方メートル、１日２立方メーター、２ト

ンですね。たいした量ではないんですけども、何か特別な増える要素ってのはあったんで

すか。なかなか見当がつかないもんですから、説明いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) 議員おっしゃるとおり、まず給水収益、今後人口の減少によっ

て増加というのは、なかなか見込めないものだというふうには考えてございます。今回の

補正でございますけども、給水量及び給水収益につきましては、収入でございますので、

予算を作成する段階では厳しい見込みとして、過去の実績等々を踏まえて厳しめに収入を

見ております。それで、１月までの実績が既に出てましたので、予算を作成する段階で今

後２月、３月の推計をしたときに、おおよそこのぐらいの給水量、給水収益が増えるもの

として決算見込みを出してございます。特別増える要因というのはないものだというふう

に考えておりますので、若干の増ということで推計をしたところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) この時期に増えたっていうことじゃなくって、予算の段階で低めに

見込んだと、そういう説明のようですけれども、そのとおりでよろしいですね。だから、

答弁いりません。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第１２号、平成２９年度松前町病院事業会計補正予

算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。
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○病院事務局長(白川義則君) おはようございます。

ただ今議題となりました、議案第１２号、平成２９年度松前町病院事業会計補正予算

(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、年度末決算見込みによる補正です。始めに収益的収入及び

支出の補正です。その主な内容です、収入としまして医業外収益のうち、補助金として普

通交付税、特別交付税確定に伴う精算による増額と、固定資産の除去に伴う長期前受金戻

入の増額です。支出としまして、医業費用のうち、年度末までの決算見込みによる材料費

の増額と経費の増額です。また、固定資産の減価償却費、除却費用があったことに伴う資

産減耗費の増額となっています。次に、資本的収入及び支出では、収入としまして、機械

備品等の入札減に伴う企業債他会計補助金の減額となっています。支出としまして、機械

備品等の入札減による固定資産購入費の減額です。また、投資として修学資金貸付金を当

初２名見込んだいたところですが、１月末現在、申し込みがなかったことから２月、３月

分を残し、２名１０ヶ月分を減額するものです。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

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３回)は、次に定

めるものです。

第２条は、業務の予定量です。平成２９年度松前町病院事業会計（以下「予算」とい

う）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するものです。第４号主要な建設改良

事業は、Ｘ線ＣＴ装置購入一式、既決予定量３千１３２万から今回８２０万８千円を減額

し、補正後の予定量を２千３１１万２千円に。患者送迎バス１台購入、既決予定量１千２

７万１千円から、今回１６５万２千円を減額し、補正後の予定量を８６１万９千円にする

ものです。

第３条は、収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正するものです。収入です。第１款病院事業収益は、既決予定額１２億７

千８８６万９千円に、今回４千２４５万４千円を追加し、補正後の予定額を１３億２千１

３２万３千円にするものです。その内訳と致しまして、第２項医業外収益、既決予定額２

億４千８６３万７千円に、今回４千２４５万４千円を追加し、補正後の予定額を２億９千

１０９万１千円にするもので、普通交付税と特別交付税確定に伴う精算による増額と、補

助金等により購入した固定資産の除去に伴う長期前受金戻入の増額となってございます。

２ページです。支出でございます。第１款病院事業費用は、既決予定額１２億７千２４

２万８千円に、今回１千５６９万４千円を追加し、補正後の予定額を１２億８千８１２万

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１２億５千

８４２万５千円に、今回１千５６９万４千円を追加し、補正後の予定額を１２億７千４１

１万９千円にするもので、年度末までの決算見込みによる材料費の増額と、旅費、燃料費、

手数料、貸倒引当金の経費の増額及び新たに購入した固定資産の減価償却費、除去費用に

伴う資産減耗費の増額です。

第４条は資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書き中、不足する額２千４４１

万８千円を不足する額２千１５８万１千円に。過年度分損益勘定留保資金２千３４１万８

千円を過年度分損益勘定留保資金２千５８万１千円に改め、同条に定めた資本的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正するものです。収入です。第１款資本的収入は、既決予定

額４千５５２万６千円から、今回９０３万円を減額し、補正後の予定額を３千６４９万６

千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項企業債既決予定額１千５６０万円か

ら、今回４１０万円を減額し、補正後の予定額を１千１５０万円にするもので、Ｘ線ＣＴ
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装置購入に伴う入札減によるものです。第２項補助金、既決予定額２千９９１万円から、

今回４９３万円を減額し、補正後の予定額を２千４９８万円にするもので、機械備品購入

及び患者送迎バス購入に伴う入札減によるものです。支出でございます。第１款資本的支

出は、既決予定額６千９９４万４千円から、今回１千１８６万７千円を減額し、補正後の

予定額を５千８０７万７千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項建設改良費

既決予定額５千８９０万８千円から、今回１千２６万７千円を減額し、補正後の予定額を

４千８６４万１千円にするもので、機械備品購入及び患者送迎バス購入に伴う入札減及び

リース支払元金の減額によるものです。第３項投資、既決予定額１９２万円から今回１６

０万円を減額し、補正後の予定額を３２万円にするもので、修学資金貸付金を当初２名見

込んでいたところですが、１月末現在で申し込みがなかったことから２名１０ヶ月分を減

額するものです。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、２千５８万１

千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものです。

３ページです。第５条は、企業債です。予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正するものです。変更の分として、起債の目

的、Ｘ線ＣＴ装置購入限度額を、変更前１千５６０万円から、変更後１千１５０万円に減

額するものです。

第６条は、他会計からの補助金です。予算第９条に定めた経費の金額を次のように改め

るものです。他会計補助金既決予定額２億３千２５７万５千円に今回３千７２２万７千円

を追加し、補正後の予定額を２億６千９８０万２千円にするものです。

４ページです。第７条は、棚卸し資産購入限度額です。予算第１０条中、「１億６千７

００万円」を「１億７千６００万円」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３回)の内容です。関係書類につ

きましては、５ページ以降に添付しておりますのでご参照願います。ご審議の程よろしく

お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

４番。

○４番(近江武君) １点だけお尋ねします。平成２９年度の予定貸借対照表からですけれ

ども、当期純利益の件なんですけども、これは２千９５９万８千円が利益という形になり

ますね。この点について。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今、近江議員からご質問ございました当該年度の純利

益の件でございますけれども、８ページに賃借対照表がございます。そちらの７番(２)利

益乗用金のウ、当該利益、当年度純利益のところに２千９５９万８千円と記載となってお

りますので、こちらが現在の見込みのところの純利益となってございます。以上です。よ

ろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) １点目はね、１ページの医業外収益の４千２４５万４千円の増に対

する中身なんですけれどもね、説明ですと普通、あるいは特別交付税、更には固定資産の

除去って言いますか、そういう説明をいただきましたけれどもね、交付税を除いた固定資

産独自に関わるものはなんで、金額が何かご説明いただきたいと思います。

それからもう１点はね、２ページの第３項の投資なんです。１６０万の減額、中身的に

は予定した対象者が応募なかったと、そういうような説明のように受け取ったんですけれ
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ども、病院独自で看護師を育てていくっていう目的でね、つくった制度ですから、できれ

ば予定どおり進めていただきたかったなというふうな思いはありますけれども、やはり現

実はなかなか厳しいと。しかし、今後のこともありますんでね、そうしたものへの対応は

どのようにかんがえられておりますか。２点お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) 梶谷議員からご質問のありました、まず１点目の件でござ

います。医療外収益の収入４千２４５万４千円の内訳ということでよろしいかなと思いま

すけれども、内訳に関しましては、普通交付税の部分が１９万３千円、その他の部分って

ことで。その他の部分になりますと、長期前受金戻入ってことで、固定資産の分の戻入部

分が２９万７千円、その他が全て地方交付税の分となっております。

内訳ですか、固定資産の内訳という、申し訳ありません。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時０４分)

(再開 午前１１時０５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) 大変申し訳ございませんでした。梶谷議員からのご質問で

５ページの長期前受金戻入の内訳ということの捉え方でよろしいかなと思います。その内

訳でございますけれども、今回新たに患者送迎バスを購入しております。それで、古い、

交換した古いバスの部分の固定資産の長期前受金戻入という形になっております、２９万

７千円で、売却に伴うですね、はい。

それと、もう１点目でございますけれども、投資の関係でございます。５名を当初みて

いた額より減額、見込みが、貸し付けの見込みがなかったということでのご指摘かと思い

ます。その対策と致しましてですけれども、地元の松前高校、また松前中学校も含めまし

て看護師を、将来なりたいという方も数名いられます。そういう方も高校、中学校等に訪

問致しまして、進路指導の先生、また看護師を目指す学生、生徒に対しまして病院側から

説明を、奨学資金の貸付制度等もありますという説明も踏まえて行ってはきているところ

でございます。また、町外の看護専門学校函館、また美唄、美唄聖華、また旭川、札幌圏

内の看護学校回りも昨年してきております。その中で奨学資金の貸付制度もありますとい

うことでＰＲの方はしてきているところでございます。

いずれに致しましても、生徒数、学生の数等少なくなってきております。その中で看護

師希望を目指している方の情報につきましては、学校等と連携を取りながら情報を仕入れ

まして、その方と直接お会いして説明をし、松前町の病院の奨学資金を借り入れ、なおか

つ松前病院に勤務していただけるようお願いをしてきているところです。いずれにしまし

ても、今後またいろいろ来年度以降も含めまして、学校等、また町外の専門学校等も含め

まして回りまして、またいろいろな説明をしてきて、そういう奨学資金制度の利用を促進

をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) １点目だけ、再度お尋ね致します。難しいことを聞いてんじゃない

んだよね。何を売って、それがなんぼだったかって聞いてんです。ですから、今の説明で

すと、多分古いバスを売ったんだというような理解はするけど、極端に言うとなんぼに売
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れたのっていうような質問なんだよね。それでお答えいただけませんか。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) 売り払いの金額でございますけれども、１６万７千円で売

り払いをしております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですか。

他に。

３番。

○３番(福原英夫君) 確認だけでございますけども、その前に町長以下、八木田先生、病

院の事務スタッフが一丸となって取り組んだ結果、医師１名増という、松前の町立病院の

安定的経営に一歩も二歩も踏み出していただいたなと、本当議員の私としては何のお力に

はなれなかったんですけども、よくここまでもってきてくれたもんだなと、そんな意味で

は感謝申し上げたいなと。

それと、確認事項でございますけれども、８ページに、先程近江議員もご質問致しまし

たけども、今年も会計の閉鎖年度は３月３１日でございますんでね、その前に見込みとい

うことでございますけども、今年度は１０年目でしょうか、黒字ということでよろしいで

しょうか。答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今、福原議員からのご質問でございます。平成２０年

度から２８年度まで、９年連続の黒字計上とさせていただいております。２９年度におか

れましても、先程申し上げたとおり現在のところ、２千９５９万８千円の黒字を見込んで

おります。また、決算時期等になりますと、また多少の金額の上限はあると思いますけれ

ども、黒字になるものと捉えております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) ありがとうございます。それで、７ページの方に資金期末残高６億

５千９４３万６千円、これも積み上げになったということで確認でよろしいでしょうか。

去年のやつがちょっと、まだ決算はないっちゅうけども、去年の決算を持ってなかったも

んですから確認できなかったんですけども、それも確認だけでよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今、福原議員のご質問でございますけれども、７ペー

ジの資金期末残高６億５千９４３万６千円に対しましてでございますけれども、これは昨

年度よりも増えております。こちらが現在の現金の保有金額残高となっております。以上

です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 黒字化ということは大変でしょうけども、院長以下皆さん方で孤軍

奮闘していただいて、これからもずっと続けていただきたいなと願っておりますんで、頑

張ってください。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。
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議案第１２号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時１３分)

(再開 午前１１時２７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第１４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第１５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例制定について

◎議案第１６号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第２３号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第１４号、職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定について、日程第８、議案第１５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、日程第９、議案第１６号、松

前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、日程第１０、議案第２３号、松前

町財政調整基金の支消について、以上４件を議題と致します。

提出者の説明を求めます。始めに議案第１４号及び議案第１５号について、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１４号、職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。下段の説明欄です。

平成３０年度において、町立図書館に勤務する司書を新たに採用予定であること、また現

在不在となっております技能員の職務は、今後も採用予定がないことから、条例を改正し

ようとするものであります。

次に、改正案の内容であります。別表第２、等級別基準職務表を改正しようとするもの

で、１級の項は、「技能員」と「林業技能員」を削り、新たに「司書」を加え、３級の項

は、「主任技能員」と「主任林業技能員」を削り、新たに「主任司書」を加え、それぞれ

改正案の下線部分のとおり改めようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、平成３０年４月１日から施行致そうとするもので

あります。

以上が、議案第１４号の内容でございます。

続きまして、議案第１５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表３ページをお開き願います。下段の説明

欄です。次の理由により、条例を改正しようとするものであります。始めに、学校運営協

議会委員の追加であります。義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法

律（平成２９年度法律第５号）により、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和
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３１年法律第１６２号）が一部改正され、教育委員会に対する学校運営協議会の設置努力

が義務化されたことから、学校運営協議会委員を別表に加え、報酬及び旅費の額を定めよ

うとするものであります。

次に、顧問及び参与の報酬の額の変更であります。平成３０年４月１日から報酬を支給

し、報酬の額を定めようとするものであります。

次に、体験交流センターの管理人の追加であります。

体験交流センター管理人を別表に加え、報酬及び旅費の額を定めようとするものであり

ます。

１ページへお戻り願います。次に、改正案の内容であります。別表１は、改正案の下線

部分のとおり、新たに学校運営協議会委員を加え、報酬の額は「日額４千円」に、旅費の

額は「副町長相当額」にしようとするものであります。

２ページをお開き願います。別表２は、改正案の下線部分のとおり、顧問及び参与の報

酬の額を、それぞれ支給していなかったものを「日額１万円」に改めようとするものであ

ります。別表３は、改正案の下線部分のとおり、新たに「体験交流センター管理人」を加

え、報酬の額は、町内会に管理をお願いするため支給しないこととし、旅費の額は「職員

相当額」にしようとするものであります。

３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、平成３０年４月１日

から施行致そうとするものであります。ただし、別表３の改正規定は、松前町体験交流セ

ンターの設置及び管理に関する条例（平成２９年松前町条例第２号）の施行の日から施行

致そうとするものであります。

以上が、議案第１４号及び第１５号の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第１６号について、健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) 議案第１６号、松前町介護保険条例の一部を改正する条例

制定について、その内容をご説明させていただきます。

今回の改正につきましては、このたび策定しております平成３０年度から平成３２年度

までの３年間の第７期介護保険事業計画を策定するにあたりまして、事業量等を推計した

結果、６５歳以上の第１号被保険者が負担するべき介護保険料について、改正が必要とな

りましたことから、松前町介護保険条例の一部を改正しようとするものです。説明資料と

致しまして、新旧対照表を添付しておりますので、末尾の説明資料１ページをお開き願い

ます。

第３条第１項、各号列記以外の部分中、「平成２７年度から平成２９年度」とあります

ものを「平成３０年度から平成３２年度」に改めようとするものです。また、第１号中、

「２万８千８００円」を「３万円」に、「４万３千２００円」を「４万５千円」に、「４

万３千２００円」を「４万５千円」に、「５万１千８４０円」を「５万４千円」に、「５

万７千６００円」を「６万円」に、「６万９千１２０円」を「７万２千円」に、「７万４

千８８０円」を「７万８千円」に、「８万６千４００円」を「９万円」に、「９万７千９

２０円」を「１０万２千円」に改めようとするものです。更には、同条第２項中、「平成

２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に改め、「２万５千９

２０円」とありますものを「２万７千円」に改めようとするものです。

附則と致しまして、施行期日を平成３０年４月１日から施行しようとするものです。ま

た、経過措置と致しまして、改正後の松前町介護保険条例第３条の規定は、平成３０年度

分の保険料から適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料につきましては、なお従前の
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例によろうとするものです。今回の改正におきまして、基準額となります第５段階の保険

料につきましては、月額５千円としまして、第６期の月額４千８００円と比べますと２０

０円、４％の増が必要であると算定したところであります。また、説明資料の３ページに

概要と致しまして、各段階別の第６期と第７期を比較した資料を添付しておりますが、今

回介護保険施行令第３８条第１項の第７号から第９号について改正されることとなってお

りまして、第７段階、第８段階、第９段階の対象者の合計所得金額の区分につきましては、

これまで「１９０万円」となっていたものが「２００万円」に、「２９０万円」となって

いたものが「３００万円」にそれぞれ改正となっております。更には、平成３０年度から

は第１号被保険者の負担すべき負担割合が、これまで介護給付費の２２％だったものが、

２３％に１％増となっていることもあり、保険料の増額改定が必要となっているところで

ありますことから、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上で、議案第１６号、松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定についての説明

を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第２３号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、ただ今議題となりました議案第２３号、松前町財

政調整基金の支消につきまして、その内容をご説明申し上げます。

松前町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例第５条の規定により、下記事業

に充当するため、平成３０年度において３億５千万円以内を支消できるように致そうとす

るものでございます。これは、歳入の大宗をなす地方交付税が国の総枠で２％の減額とさ

れており、出口ベースで減少のため、地方交付税の動向が不透明であること。今後の補正

予算対応などを考慮し、留保資金として基金の繰り入れを致そうとするものでございます。

なお、充当事業につきましては、記載しております財産管理事業など、他６件でございま

す。

以上が、議案第２３号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

ただ今の４件の議案につきましては、平成３０年度当初予算との関連がありますので、

審議を一時保留し、今後設置が予定されております予算審査特別委員会の審査終了後に質

疑、討論、採決を行うことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

昼食のため、休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時３８分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第１号 平成３０年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成３０年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計予算
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◎議案第５号 平成３０年度松前町水道事業会計予算

◎議案第６号 平成３０年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第１号、平成３０年度松前町一般会計予算、日程

第１２、議案第２号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第１３、議案

第３号、平成３０年度松前町介護保険特別会計予算、日程第１４、議案第４号、平成３０

年度松前町後期高齢者医療特別会計予算、日程第１５、議案第５号、平成３０年度松前町

水道事業会計予算、日程第１６、議案第６号、平成３０年度松前町病院事業会計予算、以

上６件を一括議題と致します。

なお、ただ今の議案につきましては、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、細部にわたり審査する予定ですので、説明は簡略に受けたいと思いますのでご

了承願います。

提出者の説明を求めます。始めに議案第１号、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 長くなりますけれども、よろしくお願いします。

ただ今議題となりました議案第１号、平成３０年度松前町一般会計予算について、その

内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の一般会計の予算は、次に定めるところによろうとするものでござ

います。

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２億

２千５６０万円に致そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものでござ

います。

第２条、債務負担行為です。地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によろうするもの

です。

第３条、地方債です。地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」に

よろうとするものです。

第４条、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入の最高額は、１２億円と定めようとするものでございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。６１ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費では、５千８４１万円の計上です。前年度対比で

１２４万９千円の減となっております。各節で増減はありますが、９節旅費の費用弁償

が減額の主な要因でございます。

６３ページでございます。２款１項１目一般管理費では、１億３千９０２万７千円の

計上です。前年対比で３９８万円の増となっております。各節で増減がありますが、ト

ータルで増額となってございます。この要因ですが、６３ページの４節社会保険料と７

節賃金で、育児休暇対応のための臨時職員分が増額となっております。一方６６ページ

の１３節委託料で行政情報システム改修業務委託などが減額となっており、トータルで

増額となってございます。なお、職員研修事業の概要につきましては、参考資料２０ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。

６８ページでございます。２目文書広報費では、９６９万６千円の計上です。前年度

対比で３０６万５千円の増となっております。その要因は、１３節委託料の行政文書管
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理、文書管理システム更新委託料が新たに増額となっています。なお、広報発行事業に

つきましては、参考資料の２１ページに掲げておりますのでご参照願います。

６９ページでございます。３目財産管理費では、４千９７２万円の計上です。前年対

比で１千５２万１千円の増です。各節で増減がありますが、トータルで増額となったと

ころございます。主な要因は、７１ページの１３節委託料で、その他財産管理測量委託

料が増額となっており、新たに１５節工事請負費で大沢地区の旧教員住宅解体工事請負

費、また、白神地区の旧生活改善センター解体工事請負費が増額の大きな要因でござい

ます。なお、町設宿舎（職員住宅）地区別設置状況及び普通財産解体工事の概要につい

ては、参考資料２２ページから２３ページに掲げておりますのでご参照願います。

７３ページでございます。４目支所費では、５８８万８千円の計上です。前年度対比

で４７３万６千円の減となっております。各節で増減がありますが、主な要因は、１節

報酬で、嘱託員報酬が昨年まで４名であったものが職員対応により、今回２名となるこ

とから減額の大きな要因となってございます。なお、支所別管理費の内訳については、

参考資料２４ページに掲げておりますのでご参照願います。

７４ページでございます。５目地域振興費では、７千６１４万３千円の計上です。前

年度対比で２１９万４千円の減となっております。各節で増減がありますが、新たに館

浜体験交流センター管理に関わる費用と、笑顔づくり推進事業に関わる費用が新たに増

額となっており、７９ページの１３節委託料でふるさと松前応援寄附受入特産品取扱委

託料が増額となっています。また、８２ページの２５節積立金で、創玄書道会書のまち

づくり基金積立金は、５年間毎年８０万円の寄附申し入れがあったことから増額となっ

てございます。一方、減額の主なものは、総合計画の策定に関わる費用と、昨年計上し

ていた工事請負費で、バス待合所の設置や沖ノ口広場の舗装工事分がなくなったため、

大きく減額となっており、トータルとして減額となったものでございます。なお、体験

交流センター管理運営事業の概要は参考資料２８ページに、笑顔づくり推進事業の概要

は参考資料２９ページに掲載しておりますのでご参照願います。

８３ページでございます。２項１目徴税総務費では、４万２千円の計上で、前年度対

比で１万５千円の減です。２目賦課徴収費では、１千５６１万９千円の計上です。前年

度対比で２７万４千円の減となっております。減額の要因としては、昨年計上していた

固定資産評価外業務委託料がなくなったことが大きな要因となったところです。なお、

納税貯蓄組合及び運営費補助金の状況については参考資料３２ページに、町道民税特別

徴収及び集合主税賦課業務委託の内訳、渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金の内訳に

ついては、参考資料３３ページに掲載しておりますのでご参照願います。

８５ページでございます。３項１目戸籍住民基本台帳費では、２千９３９万３千円の

計上です。前年度対比で２９７万７千円の増となっております。要因としては、新たに

１３節委託料で、住民基本台帳ネットワークシステム機器更改委託料が増額要因となっ

てございます。

８７ページでございます。４項１目選挙管理委員会費では、前年度と同額の３９万円

計上です。２目明るい選挙推進費では、３８万３千円の計上です。前年度対比２万４千

円の減です。これは、９節旅費の減額分が要因です。

８８ページでございます。３目知事及び道議会議員選挙費では、５０５万３千円の計

上です。前年度対比で５０５万３千円の増です。これは、本年度執行予定の知事及び道

議会議員選挙に関わる費用の計上分でございます。

８９ページでございます。５項１目各種統計調査費では、２８７万８千円の計上です。
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前年度対比で２５９万５千円の増となっております。これは、本年度漁業センサスや住

宅土地統計調査が実施されることから増額となっております。なお、各種統計調査事業

については、参考資料の３４ページに掲げてございますのでご参照願います。

９０ページでございます。６項１目監査委員費では、１９３万７千円の計上です。な

お、前年度対比で２千円の増でございます。

９１ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費では、４億３千８７万２千円

の計上です。前年度対比で８３１万６千円の減となったところでございます。要因とし

ては、９４ページの１３節委託料で、昨年実施された国保療養費共同電算電子計算機器

委託料がなくなったこと、また、９６ページの２８節繰出金で、国民健康保険特別会計

に対する繰出金が減額となってございます。なお、社会福祉総務事業については参考資

料３５ページから３９ページに、掲げてございますのでご参照を願います。

９６ページでございます。２目社会福祉施設費では、３６９万６千円の計上です。前

年度対比で６９万９千円の増となっております。各節で増減はありますが、９７ページ

の１１節需用費で、生活改善センター管理修繕料及びコミュニティセンター管理修繕料

の増額が主な要因であります。なお、社会福祉施設管理事業については、参考資料４０

ページに掲げておりますのでご参照願います。

９９ページでございます。３目老人福祉費では、４億５４９万２千円の計上です。前

年度対比で２５万１千円の減となったところでございます。各節で増減はありますが、

増額の主なものは、１０１ページの２８節介護保険特別会計に対する繰出金及び後期高

齢者医療特別会計に対する操出金が、操出金となってございます。一方、減額は昨年購

入した福祉バス購入費がなくなったこと、また１０１ページの１９節で北海道後期高齢

者医療広域連合療養給付費負担金が減額となったことが主な要因でございます。トータ

ルとして減額となってございます。なお、老人福祉事業については、参考資料４１ペー

ジから４３ページに掲げておりますのでご参照願います。

１０２ページでございます。４目地域活動推進費では、４５９万１千円の計上です。前

年度対比７８０万５千円の減となっております。減額の主な要因は、１９節負担金補助及

び交付金で、松前町街灯料補助金の減と昨年まで実施していた松前町ＬＥＤ街灯設置補助

金が終了したことに伴い、町内会の街灯のＬＥＤ化が図られたことから減額となったもの

でございます。

１０３ページでございます。５目交通安全対策推進費では、１１５万２千円の計上です。

前年度対比で５万７千円の増となっております。なお、交通安全対策推進事業については、

参考資料の４５ページに掲げておりますのでご参照願います。

１０４ページでございます。２項１目児童福祉総務費では、１億４千４５０万８千円の

計上です。前年度対比で１８６万７千円の増となったところでございます。各節において

増減はありますが、４節共済費と７節賃金で保育所の人件費分が未満児の受け入れ等によ

り増となっており、１０８ページの１９節子ども子育て支援施設型給付費について、増額

となったところでございます。一方、減額は、１０５ページの８節報償費で、松前っ子誕

生祝い金が減額となっており、１０９ページの２０節扶助費で、児童デイサービス障害児

通所給付費が減額となってございます。なお、参考資料に保育所運営事業から、松前っ子

誕生祝い金支給事業まで、それぞれ４７ページから５４ページまで掲げておりますのでご

参照願います。

１０９ページでございます。２目児童措置費では、４千７５３万円の計上です。前年

度対比で８４１万５千円の減額となっておりますが、これは、２０節扶助費の減による
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ものでございます。なお、児童手当支給事業については、参考資料５２ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１１０ページでございます。４款１項１目保健衛生総務費では、３７０万５千円の計

上です。前年度対比で５８万１千円の増となっております。増額の主なものは、７節賃

金で、代替保健師分の計上分でございます。また、減額の要因は１９節道南ドクターヘ

リ運航経費負担金が減額となっています。当町では４５件分を見込んでの費用計上分で

ございます。トータルで増額となったところでございます。２目母子保健費では、４９

０万１千円の計上です。前年度対比で３万１千円の増となっております。要因は新たに

１８節乳幼児健康診査備品購入費の計上分が増額となってございます。

１１１ページでございます。３目予防費では、３千２１９万５千円の計上です。前年

度対比で１３７万７千円の減となっております。これは、１３節委託料で脳ドック検査

委託料と肺がん検診委託料が増額となっています。一方、結核検診委託料がなくなった

ことに伴い減額となっています。各種検診事業で増減がありますが、トータルで減とな

ったところでございます。なお、保健衛生事業の概要は、５５ページから６０ページに

掲げておりますのでご参照願います。

１１４ページでございます。４目環境衛生費では、２千８５７万円の計上です。前年

度対比で１千２６０万７千円の増となっております。主な要因は、１１６ページの１９

節空家等除却支援補助金が新たに追加計上分で増となってございます。

１１６ページでございます。５目診療所費では、１８万６千円の計上です。前年度対

比で２千円の増となっております。これは、町立江良診療所と江良歯科診療所の費用分

でございます。

１１７ページでございます。６目健康センター費では、９０万８千円の計上です。前

年度対比で１１万３千円の増となっており、１１節需用費で修繕料が増額となってござ

います。７目病院費では、１億６千４７５万５千円の計上です。前年度対比で４１１万

４千円の減です。これは、繰出基準に基づき補助をしていた普通交付税分と、政策予算

として運営費用に対する３千２００万円を含めた計上分でございます。

１１８ページでございます。２項１目清掃総務費では、２億１千６８８万５千円の計

上です。前年度対比で１千４０６万３千円の減となっております。１９節渡島西部広域

事務組合負担金（衛生部門）の汚泥再処理センター建設によるし尿処理公債費の減が要

因となってございます。なお、渡島廃棄物処理広域連合負担金の内訳については参考資

料６１ページに、渡島西部広域事務組合負担金の内訳（衛生部門）については６２ペー

ジに、それぞれ掲げておりますのでご参照願います。２目じんかい処理費では、６千３

８２万５千円の計上です。前年度対比で１５８万８千円の増となっておりますが、主な

要因としては、１３節委託料で一般廃棄物収集運搬委託料が増額となっています。なお、

じん芥処理事業については、参考資料６３ページに掲げておりますのでご参照願います。

１１９ページでございます。３項１目上水道施設費では、２千３７７万円の計上です。

前年度対比で１２６万２千円の減となっておりますが、この要因は、簡易水道建設改良

事業の量水器更新の減と辺地債対象事業費が減額の要因となったものでございます。

１２０ページでございます。５款１項１目労働諸費では、１９万５千円の計上です。

前年対比で６万８千円の減で、本年度は職業紹介責任者講習会対象受講者がいないこと

から、旅費と負担金が減となってございます。

１２１ページでございます。６款１項１目農業委員会費では、２１９万１千円の計上

です。前年度対比で１６万６千円の減です。要因は、９節の費用弁償が減額となってご
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ざいます。

１２２ページでございます。２目農業振興費では、４２万１千円の計上です。前年度

対比で２万８千円の減となっております。これは、１９節で北海道農林統計協会が解散

するため、３０年度から会費がなくなることが主な要因でございます。３目畜産業費で

は、２千６５４万６千円の計上です。前年度対比で１０万７千円の減となっております。

節内において増減はありますが、新たに肉牛改良センター建設計画の旅費と委託料が増

となってございますが、一方、昨年貸付肉用牛購入代金償還金が計上されており、それ

がないことから減額となっており、トータルで減額となったものでございます。なお、

畜産振興事業として、参考資料６５ページから６９ページに掲げておりますのでご参照

願います。

１２５ページでございます。４目農地費では、１０２万２千円の計上でございます。

前年度対比で２３万３千円の増で、１１節の農業用施設維持管理修繕料が増額となって

ございます。

１２６ページでございます。２項１目林業振興費では、２千９７６万８千円の計上で

す。前年度対比で３７２万５千円の増となっております。この主な要因ですが、１２７

ページの１３節林地台帳システム整備事業委託料が新たに追加計上分で増となっており、

１９節はこだて森林認証協議会森林認証負担金、幹線林道島前線改良事業負担金、更に

造林事業補助金が新たに追加計上となり増額となってございます。なお、林業振興事業

は、参考資料の７０ページから７２ページに、地域材で建てる住宅支援事業の概要から

幹線林道島前線改良事業の概要まで、７３ページから７５まで掲げておりますのでご参

照願います。

１２９ページでございます。３項１目水産業振興費では、３千３００万２千円の計上

でございます。前年度対比で１千７４６万５千円の減となっております。各節において

増減がありますが、減額の主な要因は、１３２ページの１９節負担金補助及び交付金で、

水産基盤整備事業負担金（漁港分）が大幅に減額となっており、更に漁業支援総合補助

金も大きく減額となってございます。なお、水産関連事業については、参考資料の７６

ページから８１ページに、それぞれ掲げておりますのでご参照願います。

１３３ページでございます。２目漁港管理費では、１千１４６万円の計上です。前年

対比で１１１万５千円の減です。主な要因は、光熱水費で増額となってございますが、

一方、昨年実施の白神漁港物揚場改良工事請負費がなくなったことにより、トータルで

減額となったところでございます。

１３４ページでございます。３目漁民センター費では、７３万１千円の計上です。前

年対比で３０万３千円の増額で、１８節備品購入費でＦＦストーブ購入分が増額となっ

てございます。

１３５ページでございます。７款１項１目商工振興費では、８千８００万円の計上で

す。前年対比で９００万円の増です。これは、１９節負担金補助及び交付金で、松前商

工会補助金及び商工事業者経営改善等支援補助金が増額の要因となっております。なお、

商工振興事業として、参考資料の８２ページから８４ページに掲げておりますのでご参

照願います。２目観光振興費では、３千１４万５千円の計上です。前年度対比で４０７

万３千円の減となっております。各節中身的に増減はありますが、１３５ページの９節

北前船日本遺産推進旅費及び１３６ページの１３節委託料で、桜高品質データ画像集積

業務委託料、１３７ページの１９節北前船日本遺産推進協議会負担金及び松前ウインタ

ーフェスティバル実行委員会負担金並びに松前桜音頭誕生３０周年記念イベント実行委
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員会負担金が新たに追加計上分の増となっています。一方、減額の主な要因は、昨年実

施の観光イベント創出事業負担金及び松前観光ＰＲビデオ制作事業負担金、更に夫婦の

手紙実行委員会補助金がなくなったことにより、トータルで減額となったところでござ

います。なお、観光振興事業については、参考資料８５ページから９３ページに掲げて

ございますのでご参照願います。

１３７ページでございます。３目温泉休養センター費では、１千４４７万円の計上で

す。前年度対比で５１１万円の減となっております。１３節委託料で、温泉休養センタ

ーボイラー等改修工事実施設計業務委託料が新たに追加計上となっています。一方、減

額の主な要因は、昨年実施した２号井温泉ポンプ入替工事が概ね３年毎の入れ替えのた

めなくなったことにより減額となっております。トータルで減となってございます。な

お、松前温泉休養センター管理運営事業の概要は、参考資料９４ページに掲げておりま

すのでご参照願います。

１３８ページです。４目公園費では、２千９１４万３千円の計上です。前年度対比で

５８万７千円の減となっております。各節中身的には増減があり、１４０ページの１３

節委託料で、公園管理公園内伐根等撤去物処理運搬業務委託料が新たに追加計上分でご

ざいます。一方減額の要因は、昨年実施の公園管理用地測量委託及び西館の公衆トイレ

浄化槽改修実施設計業務委託が終了したこと、更に公園用地雑木除去整地工事がなくな

ったことが減額の主な要因で、トータルとして減額となったものでございます。なお、

公園等管理事業は、参考資料９５ページに、公園内伐根等撤去物処理運搬業務委託事業

の概要は、参考資料９６ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４２ページでございます。５目藩屋敷費では、６３４万３千円の計上です。前年度

対比で１０５万５千円の増でございます。主な要因は、１１節修繕料及び１３節松前藩

屋敷管理運営委託料債務負担行為分が増額となっております。

１４３ページでございます。６目北前船記念公園費では、９４０万６千円の計上です。

前年度対比で１７８万６千円の増です。その主な要因は、１３節委託料で、北前船記念

公園総合管理施設管理運営委託料債務負担行為分が増額となっています。なお、北前船

記念公園総合管理施設管理運営の概要は、参考資料９７ページに掲げておりますのでご

参照願います。

１４４ページでございます。８款１項１目土木総務費では、６０万２千円の計上です。

前年度対比で２５６万６千円の減です。その要因は、昨年実施の道路台帳経年変化整備

委託料が隔年実施のため、今回計上されないことから減額となったものでございます。

１４５ページでございます。２項１目道路橋りょう維持費では、５千６０２万５千円の

計上です。前年度対比で２千３５８万２千円の増です。各節中身的には増減がありますが、

この要因は、１４６ページの１３節委託料で、橋りょう長寿命化補修設計業務委託料が新

たに増額となったもので、更に１５節権光橋補修工事請負費を新たに計上したところでご

ざいます。

１４６ページでございます。２目道路新設改良費では、６千４７０万９千円の計上です。

前年度対比で１千７９７万３千円の増です。この要因は、１５節工事請負費で町道改良工

事請負費で増となっており、本年度当初計画では、町内７路線を計画しているところでご

ざいます。なお、町道改良事業は、参考資料９８ページに掲げておりますのでご参照を願

います。

１４７ページでございます。３目橋りょう新設改良費では、１千８０万円の計上です。

前年度対比で１億１千７１８万円の減です。この要因は、１５節工事請負費で、昨年計上
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していた大沢橋改良工事請負費と馬坂橋改良工事請負費分が減額となったところでござい

ます。今回沖見橋改良工事請負費を新規で追加計上したところでございます。なお、沖見

橋改良工事の概要は、参考資料９９ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４８ページでございます。３項１目河川維持費では、２１７万９千円の計上です。前

年度対比で２万５千円の増です。２目河川改良費では、１千３２万５千円の計上です。前

年度対比で２９３万９千円の減でございます。これは、昨年２件の河川改良を予算計上か

ら、今年は１件の河川改良を予定したことから減額となっているところでございます。な

お、河川改良事業は、参考資料９８ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４９ページでございます。４項１目港湾管理費では、３０５万７千円の計上です。前

年度対比で２９８万９千円の減です。この要因は、１３節委託料で、昨年予算計上された

松前港維持管理調査業務委託料がなくなったことに伴うものでございます。

１５０ページでございます。５項１目住宅管理費では、１千７９２万６千円の計上で

す。前年度対比で４５４万１千円の減となっております。主な要因は、１１節需用費で、

町営住宅管理修繕料が大幅に減額となっております。これは、昨年実施の町営住宅周辺

の街灯ＬＥＤ化がほぼ終了したことから減額となったものでございます。なお、町営住

宅地区別設置状況は、参考資料１００ページに掲げておりますのでご参照願います。

１５２ページでございます。２目住宅建設費では、２１４万５千円の計上です。前年

対比で４４２万８千円の減となっており、主な要因は、１３節委託料町営住宅建設実施

設計業務委託料が減となっており、これは、豊岡第６団地１棟４戸の実施設計分の計上

分でございます。

１５３ページでございます。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、３億３２２

万円の計上でございます。前年対比で４千２２２万８千円の減となっております。本年

度新たに松前消防署に消防広報車の購入を予定しております。また、渡島地方消防総合

訓練大会が当町において開催予定で、消防団員の資質の向上を図るものでございます。

一方、減額の主な要因は、昨年度高規格救急自動車の購入分があったこと、白神地区防

火水槽新設工事費の計上分があったことが大きな要因となっています。なお、渡島西部

広域事務組合負担金の内訳（消防部門）につきましては、参考資料１０１ページから１

０３ページに、松前消防署消防広報車購入事業の概要は１０４ページに、平成３０年度

渡島地方消防総合訓練大会の概要は１０５ページに掲げておりますのでご参照願います。

２目災害対策費では、３億１千６１０万１千円の計上です。前年度対比で３億７３６万

７千円の増となっております。増額の主な要因は、１５５ページの１３節で、防災行政

無線整備工事管理業務委託料、１５節防災行政無線整備工事請負費が新たに追加計上分

として増となっているところでございます。なお、防災行政無線施設整備更新事業の概

要は、参考資料１０６ページに掲げておりますのでご参照願います。

１５７ページでございます。１０款１項１目教育委員会費では、１２５万６千円の計

上です。前年度対比６万４千円の増となっており、ほぼ前年並みとなっております。２

目事務局費では、１千３７５万９千円の計上です。前年度対比７０１万２千円の増とな

っており、各節中身的に増減がありますが、１５９ページ、１５節工事請負費で唐津教

職員住宅改修工事請負費が新たに追加計上となってございます。なお、町設宿舎（教職

員住宅）地区別設置状況及び町設宿舎教職員住宅改修事業の概要は、参考資料の１０７

ページから１０８ページに掲げておりますのでご参照を願います。

１５９ページでございます。３目教育振興費では、３千９０万３千円の計上です。前

年度対比で７０５万８千円の増となっておりますが、増額の主な要因は、中学校に拠点
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を置くＡＬＴ１名に加え、新たに小学校にも１名のＡＬＴを配置するため、その関連予

算が大きく増額となってございます。なお、教育指針推進事業は参考資料の１０９ペー

ジに、ＡＬＴ外国語指導助手招致事業は１１０ページに、松前高等学校通学生交通費等

補助事業は１１１ページに、松前高等学校教育支援事業の概要は１１２ページに、奨学

資金貸付実績及び計画は１１３ページに、各小中学校学級数、児童生徒数、学校職員数

の状況は１１４ページに、コミュニティスクール推進事業の概要は１１５ページに掲げ

ておりますのでご参照を願いたいと思います。

１６５ページでございます。２項１目学校管理費では、８千１８０万６千円の計上で

す。前年度対比で４１２万９千円の増となっております。各節中身的に増減があります

が、増額の大きな要因としては、１６８ページの１５節小島小学校防災設備等操作盤改

修工事請負費が新たに追加計上分で増となってございます。なお、小学校の管理防災設

備等操作盤改修事業の概要は、参考資料１１６ページに掲げておりますのでご参照願い

ます。

１６９ページでございます。２目教育振興費では、４９５万円の計上です。前年度対

比で４１万円の増となっております。２０節要保護・準要保護児童生徒就学援助費が減

額となっています。これは、経済的理由で就学困難なものに対し必要な援助を行うもの

でございます。

１７０ページでございます。３項１目学校管理費では、５千６９２万８千円の計上で

す。前年度対比で４３１万円の増となっており、各節中身的には増減がありますが、要

因としては、１７２ページの１８節備品購入費で、人工芝グラウンドの清掃用スポーツ

トラクターなどの購入分が増額となってございます。なお、中学校管理備品人工芝グラ

ウンド等管理用スポーツトラクターなど購入事業の概要は、参考資料の１１７ページに

掲げておりますのでご参照願います。

１７３ページでございます。２目教育振興費では、１千７８万１千円の計上です。前

年度対比で１４９万４千円の増となっております。この要因としては、２０節扶助費で

対象生徒が増えたことなどによるものでございます。

１７４ページでございます。４項１目社会教育総務費では、１１９万３千円の計上で

す。前年度対比で１７万円の減となっております。主な要因は、９節旅費で、社会教育

委員費用弁償が減となっております。

１７５ページでございます。２目公民館費では、７４０万９千円の計上です。前年度

対比で３４万２千円の減となっております。各節中身的には増減がありますが、主な要

因は、１７５ページ、９節旅費で、姉妹都市児童生徒交流費用弁償の減となっておりま

す。なお、社会教育総務事業、公民館事業は参考資料の１１８ページ、姉妹都市児童生

徒交流事業の概要は１１９ページに掲げてございますのでご参照を願います。

１７７ページでございます。３目図書館費では、１千９８万３千円の計上です。前年

度対比で１１万１千円の減です。主な要因は、２９年度まで図書館の管理運営をしてい

たほんこの会ができなくなったことから、町直営により管理運営をしようとするもので

ございます。なお、図書館運営事業の概要は、参考資料１２０ページに掲げております

のでご参照願います。

１７９ページでございます。４目社会教育施設管理費では、３千４２３万４千円の計

上です。前年度対比で４１４万５千円の増となっております。各節において増減はあり

ますが、主な要因は、交流の里づくり館管理嘱託員採用に伴う人件費の増と７節賃金で、

町民総合センター管理賃金の増が要因でございます。一方、１８０ページの１１節需用



- 87 -

費で、町民総合センター管理修繕料が減となってございます。トータルで増額になった

ものでございます。

１８２ページです。５目文化財費では、９７２万７千円の計上です。前年度対比で４

１９万６千円の増となっております。主な要因は、１３節委託料で、文化財保護管理埋

蔵文化財収蔵棚加工設置業務委託料及び文化財公開活用ミュージカル公演委託料と、１

４節文化財公開活用車輌借上料が新たに追加計上で増額となってございます。更に、１

８５ページの１９節重要文化財龍雲院向拝敷石修繕補助金が追加計上となってございま

す。なお、文化財事業の概要は参考資料１２１ページに掲げておりますのでご参照願い

ます。

１８５ページです。６目史跡保存整備費では、３千９０１万７千円の計上です。前年

度対比で５６７万１千円の増となっております。主な要因は、昨年史跡松前氏城跡福山

城跡保存整備に関わる共済費、賃金等人件費分が減となっており、また委託料で史跡松

前氏城跡福山城跡保存整備本丸地区等現況地形測量委託が減額となっていますが、一方、

１５節工事請負費で新たに史跡松前氏城跡福山城跡災害復旧土塀工事請負費分が追加計

上で、大幅に増額となっています。トータルで増額となったものでございます。なお、

史跡松前氏城跡福山城跡保存整備災害復旧事業の概要は、参考資料１２２ページに掲げ

ておりますのでご参照願います。

１８７ページでございます。７目郷土資料館費では、１千７７２万８千円の計上です。

前年対比で４１４万４千円の増となっております。各節中身的には増減がありますが、

主な要因は、松前城資料館嘱託員採用に伴う人件費の増と、１５節工事請負費で、松前

城資料館消防用設備改修工事請負費が新たに追加計上となって増額となってございます。

なお、松前城資料館入館者数の概要は、参考資料１２３ページに、松前城資料館消防用

設備改修工事の概要は、参考資料１２４ページに掲げておりますのでご参照を願います。

１８９ページでございます。５項１目保健体育総務費では、２３６万７千円の計上で

す。前年対比で１５万３千円の増となっております。各節増減がありますが、ほぼ前年

並みの計上でございます。なお、保健体育総務事業は、参考資料１２５ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１９０ページでございます。２目体育施設費では、１千７４９万５千円の計上です。

前年対比で１９８万４千円の増となっており、各節増減がありますが、主な要因は、１

９１ページの１１節需用費で、ふれあい公園管理修繕料が昨年鉄柵の修繕で減額となっ

ており、一方１９３ページ、１５節ふれあい公園管理パークゴルフ場倉庫新築工事請負

費が新たに追加計上となって増額となっており、トータルで増となってございます。な

お、ふれあい公園のパークゴルフ場倉庫新築工事の概要は、参考資料１２６ページに掲

げておりますのでご参照願います。

１９３ページでございます。３目学校給食費では、５千９９８万６千円の計上です。

前年度対比で１７万１千円の減となっております。各節増減がありますが、主な要因は、

１１節需用費で光熱水費及び賄材料費が減となっていますが、一方、１９４ページ、１

３節学校給食委託料が増額となっています。トータルで減となったものでございます。

なお、学校給食事業については、参考資料１２７ページに掲げておりますのでご参照を

願います。

１９６ページでございます。１１款１項１目道路橋りょう河川災害復旧費では、前年

同様の５千円の計上です。

１９７ページでございます。１２款１項１目元金で、８億６千８３０万円の計上です。
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前年度対比で１億６千５０８万４千円の増です。また、２目利子で３千６９９万１千円

の計上です。前年度対比で５５７万６千円の減となっております。これは、平成２９年

度末の町債残高見込額が約７６億３千万円となっております。償還元金は地方債の借換

債分がありますが、近年の利率の低利化により償還利子は減少しているところでござい

ます。

１９８ページでございます。１３款１項１目職員給与費では、８億７千２７３万円の

計上です。前年度対比で１千７７０万２千円の増となっております。一般会計で対応す

る特別職、一般職１１３人分の給料、手当、共済費を計上したところでございます。な

お、増額の主な要因は、２節給料で、職員給料分の増、３節職員手当等で、期末手当、

勤勉手当の増、４節共済費の共済組合負担金が増額となっております。なお、各種手当

の支給状況については、参考資料１２８ページから１３０ページに掲げておりますので

ご参照願います。

２００ページでございます。１４款１項１目予備費では、前年同様５００万円の計上

です。災害応急対応に備え、計上したところでございます。

以上が歳出でございます。１２ページにお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目個人では２億２千４万１千円、２目法人では２千９３６

万４千円の計上です。前年度までの実績などを基に推計計上したところでございます。

１３ページでございます。２項１目固定資産税では１億７千６１０万７千円、２目国

有資産等所在市町村交付金では２９０万７千円の計上です。前年実績と概要調書などを

ベースに推計し、計上したところでございます。

１４ページでございます。３項１目軽自動車税では、１千６８２万４千円の計上です。

昨年１１月末現在の車両台数２千４９４台を基に推計計上したところでございます。

１５ページでございます。４項１目町たばこ税では、５千６４１万９千円の計上です。

２８年度実績と２９年度の実績見込みを勘案の上、推計計上したものでございます。

１６ページでございます。５項１目鉱産税では、１千円の計上です。

１７ページでございます。６項１目入湯税では、６２８万５千円の計上です。前年実

績見込等を勘案し、４万１千９００人を見込んでの計上でございます。

１８ページでございます。２款１項１目地方揮発油譲与税では、１千４１０万円の計

上です。前年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みに基づき計上をしたも

のでございます。

１９ページでございます。２項１目自動車重量譲与税では、３千８４０万円の計上で

す。前年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画等を見込みに基づき計上したとこ

ろでございます。

２０ページでございます。３款１項１目利子割交付金では、８４万９千円の計上です。

前年実績見込みを考慮の上、推計計上したところでございます。

２１ページでございます。４款１項１目配当割交付金では、１２２万９千円の計上で

す。前年度の実績見込みを考慮の上、推計計上したところでございます。

２２ページでございます。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金では、７３万５千円

の計上です。前年度の実績見込みを考慮の上、推計計上したところでございます。

２３ページでございます。６款１項１目地方消費税交付金では、１億３千３０万円の

計上です。国の地方財政計画見込みに基づき計上したものでございます。

２４ページでございます。７款１項１目自動車取得税交付金では、１千５７０万円の

計上です。国の地方財政計画見込みにより計上したものでございます。
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２５ページでございます。８款１項１目地方特例交付金では、３７万９千円の計上で

す。国の地方財政計画見込みに基づき、減収補てん特例交付金、住宅ローン減税につい

て計上したものでございます。

２６ページでございます。９款１項１目地方交付税では、２５億５千１２０万４千円

の計上です。前年度対比で大幅減となっていますが、国の出口ベースで２％の減となっ

ており、不透明な部分はありますが、国の地方財政計画見込みを勘案し、財源調整を含

めながらの計上でございます。

２７ページでございます。１０款１項１目交通安全対策特別交付金では、１千円の計

上です。２９年度実績において交付金がなかったことから、前年同様に１千円の計上し

たものでございます。

２８ページでございます。１１款１項１目民生費負担金では、３５７万４千円の計上

です。前年度対比で５１万８千円の増ですが、その主な要因は、２節の児童福祉費負担

金で保育料等が増となっているものでございます。２目教育費負担金では、１２万８千

円の計上です。ほぼ前年並みとなっているものでございます。

２９ページでございます。１２款１項１目総務使用料から３１ページの７目教育使用

料まで、総額で８千１８４万３千円の計上です。各使用料において前年対比で減となっ

いますが、前年度の実績見込みなどから推計により計上したものでございます。

３２ページでございます。２項１目総務手数料から３３ページの５目土木手数料まで、

総額で３千１７１万３千円の計上です。ほぼ前年並みとなっておりますが、それぞれ前

年度の実績見込み等を推計計上したものでございます。

３４ページでございます。１３款１項１目民生費国庫負担金では、２億１千５５８万

４千円の計上です。前年度対比で６９７万５千円が減となっております。各節において

中身的に増減はありますが、３節から８節まで児童手当に関わる負担金となっており、

小学生以下の児童手当が減額となっている状況でございます。

３６ページでございます。２項１目総務費国庫補助金から３７ページ５目教育費国庫

補助金まで、総額で８千５２５万８千円の計上です。なお、３６ページの４目土木費国

庫補助金、１節道路橋りょう費補助金で、昨年予算計上の大沢橋改良分がなくなったこ

とにより大幅に減額となっています。更に２節住宅費補助金では、社会資本整備総合交

付金家賃低廉化分が減額となってございます。一方３７ページの５目教育費国庫補助金

３節社会教育費補助金で、国宝・重要文化財等保存整備費補助金、史跡松前氏城跡福山

城跡災害事業分が増額となっております。トータルで減額になったものでございます。

いずれも歳出で計上しております、それぞれの事業に対する国庫補助金の計上分でござ

います。

３８ページでございます。３項１目総務費国庫委託金では１６万９千円、２目民生費

国庫委託金では２３２万７千円の計上です。いずれも歳出事業に対する国庫委託金の計

上でございます。

３９ページでございます。１４款１項１目民生費道負担金では、１億８千４９２万円

の計上です。前年度対比で１０７万円の減となっています。これは、４０ページ３節か

ら８節まで国庫負担金同様、児童手当に関わる負担金となっており、小学生以下の児童

手当が減額になっている状況でございます。いずれも歳出で計上しております、それぞ

れの事業に対する道負担金の計上分ございます。

４１ページでございます。２項１目総務費道補助金から４２ページの６目消防費道補

助金まで、総額で５千３３８万１千円の計上です。いずれも歳出で計上しております、
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それぞれの事業に対する道補助金の計上でございます。

４３ページでございます。３項１目総務費道委託金から４４ページの７目教育費道委

託金まで、総額で２千１２万６千円の計上です。なお、４３ページの１目総務費道委託

金が前年比９４８万５千円の増額になっていますが、これは、４節選挙費委託金で知事

及び道議会議員選挙委託金が新たに計上されたこと、５節統計調査費委託金が増額とな

ったことが大きな要因となってございます。いずれも歳出で計上しております、それぞ

れの事業に対する道委託金の計上分でございます。

４５ページでございます。１５款１項１目財産貸付収入から２目利子及び配当金まで、

総額で１千６５０万７千円の計上です。なお、１目財産貸付収入で、前年比５７８万円

の増額となっていますが、要因は１節土地建物貸付収入の土地建物賃貸料で、大型風力

発電事業蓄電施設用地等の貸付分が増額になったものでございます。いずれも前年実績

及び推計見込みによる計上でございます。

４６ページでございます。２項１目不動産売払収入から３目生産物売払収入まで、総

額で１千１５８万円の計上です。それぞれ前年実績等を勘案して売払い見込により計上

したところでございます。

４７ページでございます。１６款１項１目一般寄附金から３目教育費寄附金まで、総

額で２千２３０万３千円の計上です。なお、２目１節総務管理費寄附金のふるさと松前

応援指定寄附金が大幅に増額となってございます。いずれも前年実績等を勘案しての見

込みによる計上分でございます。

４８ページでございます。１７款１項１目国民健康保険特別会計繰入金から３目後期

高齢者医療特別会計繰入金まで、総額で９９万６千円の計上でございます。

４９ページでございます。２項１目財政調整基金繰入金から３目ふるさと松前応援基

金繰入金まで、総額で３億５千３０５万８千円の計上です。なお、１目１節財政調整基

金繰入金では、３億５千万円の計上です。これは、歳入の大宗をなす地方交付税が国の

総枠で２％の減額となっており、出口ベースで減少のため、地方交付税の動向が不透明

であること、今後の留保資金を勘案し、財源調整を含め基金の繰り入れを致そうとする

ものでございます。

５０ページでございます。１８款１項１目繰越金では、前年度同額の１千円の計上で

ございます。

５１ページでございます。１９款１項１目延滞金から３目過料まで、いずれも前年と

同額の計上でございます。

５２ページでございます。２項１目町預金利子では、前年度と同額の１千円の計上で

す。

５３ページでございます。３項１目商工費貸付金元利収入から２目教育費貸付金元利

収入まで、総額で４千１０７万３千円の計上です。いずれも、歳出で計上しております

貸付金の元利収入見込額を計上したところでございます。

５４ページでございます。４項１目民生費受託事業収入から４目消防費受託事業収入

まで、総額で５２５万円の計上でございます。いずれも、受託する事業に対する収入見

込額を計上したところでございます。

５５ページでございます。５項１目滞納処分費から６目雑入まで、５７ページの総額で４

千４５９万１千円の計上です。

５８ページでございます。２０款１項１目総務債から６０ページ１０目借換債まで、

総額で７億９千３６万円の計上です。１目から８目まで、本年度計画しております事業
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などに充当致そうとするものでございます。なお、説明欄の過疎地域自立促進特別事業

債については、過疎債のソフト対象分事業としての計上でございます。また、９目臨時

財政対策債については、地方財政計画などに基づき、起債発行見込額を計上したところ

でございます。更に１０目借換債については、平成１９年度の借入分と平成２０年度の

借入分について、２０年償還して計画しておりますが、金融機関について１０年での償

還となるため、更に１０年間の償還延長のための借換債となるものでございます。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算で歳入でございます。１款の町税から４ページの２０款町債まで、

歳入合計で５２億２千５６０万円に致そうとするものでございます。

５ページでございます。歳出でございます。１款議会費から６ページの１４款予備費

まで、歳出の合計額についても、歳入同様、５２億２千５６０万円に致そうとするもの

でございます。

７ページでございます。第２表債務負担行為でございます。公用車譲受代金他１件に

ついて、記載しています期間、限度額のとおり債務負担行為を致そうとするものでござ

います。

８ページでございます。第３表地方債でございます。当初予算において、医療機器整

備事業補助金から借換債まで、１４件で総額７億９千３６万円の地方債の発行を予定し

たところでございます。

以上が議案第１号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５４分)

(再開 午後 ２時１０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に議案第２号、第４号について、福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、予算書の２１６ページをお開き願います。

ただ今一括議題となりました議案第２号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予

算について、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとす

るものであります。

第１条は、歳入歳出予算であります。事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１３億１千３００万円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入

歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとす

るものであります。

第２条は、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入の最高額は、事業勘定３億円と定めようとするものであります。

第３条は、歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項のただし書の規定

により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定めよ

うとするものであります。第１号と致しまして、保険給付費の各項に計上された予算額に

過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用と致そうとする

ものであります。

平成３０年度の予算につきましては、新たな国民健康保険制度移行に伴いまして、予算
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科目の削除や一部変更、新設があります。予算に関する参考資料の方に、２５８ページに

その内容を掲載しておりますので、ご参照願います。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。２３７ページをお開き願います。

２３７ページ、３．歳出であります。１款１項１目一般管理費では、国保事務の執行に

必要な経費と致しまして、４節から１４節まで、合わせて７３８万６千円の計上で、前年

度対比４１万９千円の増です。主な内容は、医療費適正化事業によるレセプト点検員の共

済費及び賃金、医療費通知等に係る通信運搬費などとなっております。

次に２３８ページです。２目連合会負担金では、４４５万円の計上で、前年度対比３７

０万７千円の増です。１９節北海道国民健康保険団体連合会負担金の計上で、増加要因は、

新たな国民健康保険制度移行に伴い、国民健康保険団体連合会が運用を行います市町村事

務処理標準システム負担金等の発生によるものであります。

次に２３９ページです。２項１目賦課徴収費では、４７５万６千円の計上で、前年度対

比２０万７千円の増です。３節から２７節まで、徴収事務に係る時間外勤務手当、国保税

徴収車２台分の維持管理費等を計上しております。なお、１９節納税貯蓄組合に対する補

助金では、国保会計負担分を計上したところであります。

次に２４０ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費で８億５千万円、２目退

職被保険者等療養給付費で８００万円、３目一般被保険者療養費で２５０万円、４目退職

被保険者等療養費で１０万円、５目審査支払手数料で１８３万１千円となっております。

これら療養諸費の合計は８億６千２４３万１千円の計上で、前年度対比５千７０４万４千

円の減です。減少の主な要因は、国保加入者の後期高齢者医療制度の移行や社会保険加入

の徹底化による被保険者の減少等が考えられます。積算にあたっては、一般被保険者及び

退職被保険者の療養給付費並びに療養費については、過去３年間の平均１人当たりの保険

者負担を基に推計しております。

次に２４１ページです。２項１目一般被保険者高額療養費で１億４千万円、２目退職被

保険者等高額療養費で１２０万円、３目一般被保険者高額介護合算療養費で４０万円、４

目退職被保険者等高額介護合算療養費で１万円となっておます。これら高額療養費の合計

は、１億４千１６１万円の計上で、前年度対比２７０万円の増です。積算にあたっては、

２８年度の実績及び２９年度の実績見込みにより計上しております。

次に２４２ページです。３項１目出産育児一時金で２１０万円、２目出産育児一時金支

払手数料で２千円です。合計２１０万２千円の計上となっております。これらについては、

出産育児一時金については、１件４２万円で５件を見込みだところであります。

次に２４３ページです。４項１目葬祭費では、１件３万円で年間３０件を見込み、９０

万円を計上したところであります。

次に２４４ページです。３款１項国民健康保険事業費納付金は、新たな国民健康保険制

度移行に伴う新設科目となっております。北海道全体の医療費を推計しまして、これから

国などの公費負担を差し引いた納付金の総額を、各市町村の医療費や所得水準に応じて北

海道が算定したものでありまして、これを市町村が北海道が納付することになります。１

目一般被保険者医療給付費分から５目介護納付金まで、合計２億７千５６０万７千円の計

上となっております。

次に２４５ページです。４款１項１目共同事業拠出金では、事務費負担金として、１千

円の計上です。なお、新たな国民健康保険制度移行に伴い、高額医療費拠出金及び保険財

政共同安定化事業拠出金の科目は廃止となりまして、予算計上はありません。

次に２４６ページです。５款１項１目特定健康診査等事業費では、１１節から１４節ま
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で合わせて７３５万７千円の計上で、前年度対比５３万円の増です。これは、特定健診、

特定保健指導に係る経費で、国保加入者に係る予算計上であります。

次に２４７ページです。２項１目保健衛生普及費では、８節から１９節まで、合わせて

２５５万９千円の計上で、前年度対比２２万３千円の増です。内容については、健康づく

り推進協議会への支援と保健師、栄養士の活動費の計上、更に小中学校の生徒を対象とし

た歯科健康教室を実施するために費用を計上しております。

次に２４８ページです。６款１項１目利子では、一時借入金利子として１６万１千円を

計上しております。

次に２４９ページです。７款１項１目一般被保険者保険税還付金及び還付加算金から、

２５０ページ７目その他償還金まで、合わせて１１０万５千円の計上です。１目と２目の

保険税還付金及び還付加算金は、それぞれ３年間の実績を勘案し計上しており、３目保険

給付費等交付金償還金から６目特定健康診査等負担金償還金の科目は、新たな国民健康保

険制度移行に伴い追加となった科目であります。

次に２５１ページです。２項１目一般会計繰出金では、９９万３千円の計上で、前年度

対比９千円の減です。これは、国民健康保険加入者のインフルエンザ等予防接種に要した

経費を一般会計へ繰り出しするものであります。

次に２５２ページです。８款１項１目予備費では、１５８万２千円の計上です。

以下、２５３ページの後期高齢者支援金と、２５４ページの前期高齢者納付金と、２５

５ページの老人保健拠出金、更に２５６ページの介護納付金については、新たな国民健康

保険制度移行に伴いまして廃止となった科目でありますので、予算計上はありません。

以上が歳出の事項別明細であります。

これに対応致します歳入でありますが、２２２ページにお戻り願います。

２．歳入です。国民健康保険税ですが、２２２ページから２２３ページにわたっており

ます。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税で１億８千６８６万９千円、２目退職被

保険者等国民健康保険税で３３４万９千円で、合計１億９千２１万８千円の計上です。前

年度対比２千７３９万９千円の減であります。現年課税分につきましては、被保険者数の

推移や前年度の所得状況を勘案しながら積算し、収納率については、一般被保険者、退職

被保険者合わせて９１．６％で見込んでおります。また、滞納繰越分の収納率は、一般被

保険者分１４％、退職被保険者分１０％で見込んで積算しております。

次に２２４ページです。２款１項１目保険給付費等交付金は、こちらも新たな国民健康

保険制度移行に伴い、追加、変更となった科目でありまして、１節普通交付金１０億７０

４万３千円と、２節の特別交付金１千２５万９千円、合わせて１０億１千７３０万２千円

を計上しております。１節の普通交付金は、歳出の保険給付費を北海道が全額交付するも

のでありまして、２節の特別交付金は、前年度の道財政調整交付金から変更となった科目

で、医療費適正化や収納率向上対策等に対する補助金を計上しております。

次に２２５ページです。道負担金の高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金

は新たな国民健康保険制度移行に伴い廃止となった科目でありますので、予算計上ござい

ません。

次に２２６ページです。３款１項１目一般寄附金では、前年度同様１千円の計上です。

次に２２７ページです。４款１項１目一般会計繰入金では、１節保険基盤安定繰入金軽

減分から５節その他一般会計繰入金で、合わせて１億４５９万９千円の計上で、前年度対

比６４２万６千円の減です。内訳は、１節保険基盤安定繰入金軽減分が４千８２８万５千

円、２節保険基盤安定繰入金支援分が２千４８９万５千円、４節財政安定化支援事業繰入
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金が２千５３５万８千円となっており、いずれも前年度の実績に基づき計上しております。

また、３節出産育児一時金繰入金については、１４０万円の計上で、歳出の出産育児一時

金２１０万円の３分の２の額をルール分として計上しております。５節その他一般会計繰

入金では、４６６万１千円の計上で、国民健康保険事務執行に係る経費やインフルエンザ

等予防接種分、それと子ども医療費助成事業等に伴う国庫負担金の減額分を計上しており

ます。

次に２２８ページです。５款１項１目繰越金では、１千円の計上で、療養給付費交付金

繰越金は廃止科目となっておりますので、予算計上ありません。６款１項１目一般被保険

者延滞金から５目過料まで、それぞれ１千円の計上です。

次に２３０ページです。２項１目預金利子では、１千円の計上です。

次に２３１ページです。３項雑入では、１目一般被保険者第三者納付金から８目雑入ま

で８７万３千円の計上です。なお、５目療養給付費等負担金、６目療養給付費等交付金、

７目特定健康診査等負担金は、新たな国民健康保険制度移行に伴い、追加された科目とな

っております。

以下、２３２ページから２３３ページの国庫支出金、２３４ページの療養給付費交付金、

更には２３５ページの前期高齢者交付金、２３６ページの共同事業交付金については、新

たな国民健康保険制度移行に伴いまして廃止となった科目で予算計上ありません。

以上が歳入の事項別明細であります。２１７ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算(事業勘定)の歳入です。１款国民健康保険税から６款諸収入まで、

歳入合計を１３億１千３００万円に致そうとするものです。

次に２１８ページです。歳出におきましても１款総務費から８款予備費まで、歳入と同

額の１３億１千３００万円に致そうとするものであります。なお、２５８ページ、２５９

ページに予算に関する参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第２号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算の内容でございます。

よろしくご審議の程お願い致します。

続きまして、予算書３１９ページをお開き願います。

議題となりました議案第４号、平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計予算につい

て、その内容を説明致します。

平成３０年度松前町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによろうと

するものであります。

第１条は、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２

千３４２万６千円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするもので

あります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。３３３ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、９節から１２節まで合わせて８５万４千

円の計上で、前年度対比２万円の増となっております。内容は、事務執行に伴う職員旅費

や保険証の発行や更新に係る消耗品、郵送料等の計上であります。

次に３３４ページです。２項１目徴収費では、１１節から１３節まで、合わせて１２０

万２千円の計上で、前年度対比８５万４千円の増となっております。増額の要因は、１３

節の後期高齢者医療システム改修委託料７４万１千円の追加分で、これは、保険料の軽減

特例との見直しに対応するためのシステム改修となっております。

次に３３５ページです。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金では、１億２千１
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１０万９千円の計上で、前年度対比１千３０８万８千円の増となっております。内訳は、

１９節説明欄の記載のとおり、事務費負担分が５７３万４千円、保険料等分として５千９

４８万４千円となっております。また、低所得者に対する保険料軽減に係る保険基盤安定

分は５千５８９万１千円の計上で、この軽減分については、道が４分の３、町が４分の１

の負担する仕組みとなっております。

次に３３６ページです。３款１項１目保険料還付金及び２目の還付加算金、合わせて１

６万円の計上です。これは、保険料の過誤納による還付を見込み、計上したところであり

ます。

次に３３７ページです。２項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。

次に３３８ページです。４款１項１目予備費では、１０万円を計上したところでありま

す。

以上が歳出の事項別明細であります。これに対応致します歳入ですが、３２５ページに

お戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、５千９４８万３千円の計上で、

前年度対比７０５万６千円の増額となっております。これについては、３３９ページに予

算に関する参考資料を添付しておりますが、今年度は、被保険者数を１千９８０人、現年

度保険料負担総額を６千３万４千１２８円、収納率を９９％と見込んで、収納見込額を５

千９４３万３千円としたところであります。なお、滞納繰越分については、５万円を見込

んでおります。

次に３２６ページです。２款１項１目督促手数料では、３０人分９期分として、２万７

千円を計上したところであります。

次に３２７ページです。３款１項１目高齢者医療制度円滑運営事業補助金では、７４万

１千円の計上で、歳出の後期高齢者医療システム改修委託料７４万１千円に対する国庫補

助金となっております。

次に３２８ページです。４款１項１目事務費繰入金では、７２７万９千円の計上で、前

年度対比１９７万７千円の増です。内訳は、歳出の広域連合への共通経費の事務費負担分

５７３万４千円とその他町事務費分１５４万５千円を一般会計から繰り入れするものであ

ります。２目保険基盤安定繰入金では、５千５８９万１千円の計上で、前年度対比４１８

万８千円の増です。こちらも歳出の低所得者に対する保険料軽減分を一般会計から繰り入

れするものであります。

次に３２９ページです。５款１項１目繰越金につきましては、前年度繰越金１千円の計

上とです。

次に３３０ページです。６款１項１目延滞金及び２目過料では、それぞれ１千円の計上

です。

次に３３１ページです。２項１目預金利子では、１千円の計上です。

次に３３２ページです。３項１目雑入では、その他雑収として１千円の計上であります。

以上が歳入の事項別明細であります。３２０ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算の歳入であります。１款後期高齢者医療保険料から６款諸収入まで、

歳入の合計を１億２千３４２万６千円に致そうとするものであります。

次に３２１ページです。歳出におきましても１款総務費から４款予備費まで、歳入と同

額の１億２千３４２万６千円に致そうとするものでございます。

以上が議案第４号、平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計予算の内容でございま

す。よろしくご審議の程お願い申し上げます。
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○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第３号について、健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ２６０ページをお開き願います。

ただ今議題となりました、議案第３号、平成３０年度松前町介護保険特別会計予算につ

きまして、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとするも

のです。

第１条は、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ

９億５千８２２万７千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１千１１９万１千円と定め

ようとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものでございます。

第２条は、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定めようとするものです。

第３条は、歳出予算の流用です。地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めよう

とするものです。第１号と致しまして、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を

生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項の間の流用と定めようとするもので

あります。

それでは、保険事業勘定歳出の事項別明細によりご説明申し上げます。２８０ページを

お開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、９節旅費から１９節負担金補助及び交付

金まで、介護保険事業の事務用経費として、合わせて３５３万２千円の計上です。１３節

委託料では、平成３０年８月１日の介護保険制度の改正に対応するためのシステムの改修

費、１８１万８千円を計上しております。

２８１ページです。２項１目賦課徴収費では、介護保険料の賦課徴収に要する経費とし

て、９節旅費から１２節役務費まで、合わせて８４万３千円の計上です。

次に２８２ページです。３項１目介護認定審査会費では、渡島西部４町で構成しており

ます渡島西部地域介護認定審査会に係る経費と致しまして、１９節負担金補助及び交付金

で、６２０万１千円の計上です。２目介護認定調査費では、９節旅費から１３節委託料ま

で、合わせて６１３万７千円の計上です。介護認定申請に伴う医師の意見書作成手数料は

４０３万７千円、認定調査委託料は１９８万円等を計上しております。

次に２８３ページです。４項１目計画推進費では、４節共済費から１１節需用費まで、

合わせて１８万２千円の計上です。介護保険事業計画推進委員会の会議運営に伴う委員報

酬等を計上しております。

次に２８４ページです。２款１項１目介護サービス給付費では、平成２９年度の決算見

込みに基づき推計しました介護サービス事業量で算定し、対前年度６．９％、６千２２２

万６千円減の８億４千３０１万４千円を計上しております。

次に２８５ページです。２項１目高額介護サービス費では、２千１９７万１千円の計上

です。

２８６ページです。３項１目審査支払手数料では、１万３千７８８件分８４万２千円の

計上です。

次に２８７ページです。３款１項１目財政安定化基金拠出金で、１千円の計上です。

次に２８８ページです。４款１項１目介護予防日常生活支援総合事業として、２節給料

から２８９ページ、１９節負担金補助及び交付金まで、合わせて３千４５１万６千円の計
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上です。地域包括支援センター主任ケアマネージャー１名分の人件費及び臨時職員の賃金、

更に一般介護予防事業として実施予定のガンバルーン体操教室、各介護予防教室等に係る

経費を計上している他、平成２９年度より介護給付費から町事業に移行となりました要支

援者に対する通所型サービス、訪問型サービスに係る事業給付費２千２８０万円を計上し

ております。

次に２９０ページです。２目包括的支援事業・任意事業費では、１節報酬から２９３ペ

ージ、２０節扶助費まで、合わせて３千２１８万１千円の計上です。地域包括支援センタ

ー保健師１名と社会福祉士１名の人件費及び臨時職員賃金、更に介護予防サービス計画作

成等委託料や家族介護用品給付費に係る経費の他、介護保険制度改正に対応するための地

域包括支援センター運用システムの改修経費、２６２万８千円を計上したところです。２

９３ページの３目社会保障充実事業費におきましては、生活支援コーディネーター業務の

委託料、４２２万９千円の計上しております。

次に２９４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、８千円の計上で

す。基金の預金利子を積立て致そうとするものです。

２９５ページです。６款１項１目利子で、一時借入金利子として８万１千円の計上です。

次に２９６ページです。７款１項１目償還金から３目第１号被保険者還付加算金まで、

それぞれ２３節償還金利子及び割引料としまして、合わせて１０万８千円の計上です。

次に２９７ページです。２項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。

次に２９８ページです。８款１項１目予備費では、４３８万円の計上です。

以上が保険事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。２６６ペー

ジへお戻り願います。

２６６ページ、２．歳入です。１款１項１目第１号被保険者保険料では、１億６千７７

４万３千円の計上です。１節現年度保険料分では、３千５８５人分、１億６千７４０万４

千円、対前年度比で１．７％、２７５万９千円の増を見込んでおります。

次に２６７ページです。２款１項１目督促手数料では、保険料督促手数料と致しまして

２万８千円の計上です。

次に２６８ページです。３款１項１目介護給付費負担金では、対前年度比６．４％、１

千５７万８千円減の１億５千４１１万９千円の計上です。１節現年度分で１億５千４１１

万８千円を見込んでおりますが、その内、施設等給付費負担金として基本給付費の１５％、

施設等以外の給付費負担分として給付費の２０％を見込んでおります。

次に２６９ページです。２項１目調整交付金では、介護給付費総額の９％、７千７９２

万４千円を計上し、また２目地域支援事業交付金の介護予防日常生活支援総合事業では、

１節現年度分で補助対象経費の２５％、４５０万円、３目地域支援事業交付金の介護予防

日常生活総合支援事業以外の地域支援事業では、１節現年度分で補助対象経費の３８．５

％、６９３万円、更に２目及び３目の２節過年度分でそれぞれ１千円を見込んでおります。

４目で同じく地域支援事業交付金の社会保障充実事業で、対象経費の３８．５％、１５４

万円を見込んでおります。また、５目は介護保険事業補助金です。介護保険制度の改正に

対応するため、運用システムの改修に対する国の補助金、９０万９千円を見込んでおりま

す。

次に２７０ページです。４款１項１目介護給付費交付金、１節現年度分では、第２号被

保険者の保険料負担分として、給付費総額の２７％、２億３千３７７万３千円、２目地域

支援事業支援交付金では、１節現年度分では、介護予防日常生活支援総合支援事業分とし

て補助対象経費の２７％、４８６万円、また、１目及び２目の２節過年度分では、それぞ
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れ１千円を見込んだところです。なお、支払基金交付金につきましては、平成３０年度よ

り、これまでの給付総額の２８％から２７％に負担割合が変更となっております。

次に２７１ページです。５款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分で１億２千７２

７万５千円、２節過年度分で１千円の計上です。現年度分では、施設等給付費負担分とし

て基本給付費の１７．５％、施設等以外の給付費負担金として基本給付費の１２．５％を

見込んでおります。

次に２７２ページです。２項１目地域支援事業交付金で介護予防日常生活支援総合事業、

１節現年度分で、補助対象経費の１２．５％、２２５万円、２目地域支援事業交付金の介

護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業では、１節現年度分で補助対象経費の１

９．２５％、３４６万５千円、更に１目及び２目の２節過年度分でそれぞれ１千円の計上

です。また、３目地域支援事業交付金の社会保障充実事業では、補助対象経費の１９．２

５％、７７万円を見込んでおります。

次に２７３ページです。６款１項１目利子及び配当金では、介護給付費準備基金運用利

子として８千円を計上しています。

次に２７４ページです。７款１項１目一般会計繰入金では、１億６千４０４万１千円の

計上です。１節介護給付費繰入金では、給付費総額の１２．５％、１億８２２万８千円、

２節地域支援事業繰入金では、介護予防日常生活総合支援事業分で補助対象経費の１２．

５％、２２５万円、包括的支援事業・任意事業分で補助対象経費の１９．２５％、３４６

万５千円、社会保障充実事業分で、同じく１９．２５％、７７万円を見込んだところです。

３節事務費繰入金では、４千５２０万１千円を計上しております。更に４節低所得者保険

料軽減繰入金では、所得の少ない第１号被保険者に係る介護保険料の軽減分として、４０

４万７千円の計上です。

次に２７５ページです。２項１目介護給付費準備基金繰入金で、６３０万円の計上です。

第１号被保険者保険料の不足分として、介護給付費の財源に充てるため基金を取り崩し、

繰り入れしようとするものです。

次に２７６ページです。３項１目サービス事業勘定繰入金では、１１５万３千円の計上

です。これは、サービス事業勘定歳入における、予防給付サービス計画費の収入を保険事

業勘定へ繰り入れしようとするものです。

次に２７７ページです。８款１項１目繰越金では、前年度繰越金として１千円の計上で

す。

２７８ページです。９款１項１目預金利子で、１千円の計上です。

次に２７９ページです。２項１目第三者納付金から３目雑入まで、合わせて６３万円の

計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２６１ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算(保険事業勘定)です。歳入では、１款保険料から９款諸収入まで、

歳入合計で９億５千８２２万７千円に致そうとするものです。

次に２６２ページです。歳出におきましても、１款総務費から８款予備費まで、歳出合

計は歳入と同額の９億５千８２２万７千円に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定です。歳出の事項別明細書によりご説明申し上げます。３０８ペ

ージをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、２節給料から次のページ３０９ページの

１４節使用料及び賃借料まで、合わせて１千３万７千円の計上です。町の居宅介護支援事

業所の介護支援専門員である保健師１名分の人件費及びケアプラン作成のための運用シス
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テムの借上料です。

次に３１０ページです。２款１項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。２目保

険事業勘定繰出金では、１１５万３千円の計上です。歳入で見込んでおります介護予防サ

ービス計画費収入を保険事業勘定に繰り出し致そうとするものであります。

以上がサービス事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。戻りま

して、３０４ページをお開き願います。

２．歳入です。１款１項１目居宅介護サービス費収入で、３８万１千円の計上です。松

前町居宅介護支援事業所による、居宅介護サービス計画費３件分を見込んでおります。

次に３０５ページです。２項１目居宅支援サービス費収入で、１１５万３千円の計上で

す。新しい総合事業へ移行となったことに伴い、通所サービス、訪問サービス以外の介護

予防サービス利用者２２名分の介護予防サービス計画費を見込んでおります。

次に３０６ページです。２款１項１目一般会計繰入金で、９６５万６千円を計上してい

ます。町の居宅介護支援事業所保健師の職員給与費分として、一般会計から繰り入れしよ

うとするものです。

次に３０７ページです。３款１項１目繰越金では、前年度繰越金として１千円の計上で

す。

以上がサービス事業勘定歳入の事項別明細です。２９９ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算（サービス事業勘定）です。歳入では、１款サービス収入から３款

繰越金まで、歳入合計１千１１９万１千円に致そうとするものです。

次に３００ページです。歳出におきましても、１款総務費及び２款諸支出金で、歳出合

計は歳入と同額の１千１１９万１千円に致そうとするものです。

なお、附表と致しまして、３１１ページから３１７ページまでに給与費明細書を、また、

３１８ページに参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第３号、平成３０年度松前町介護保険料特別会計予算の内容です。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) 次に議案第５号について、水道課長。

○水道課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第５号、平成３０年度松前町水道

事業会計予算につきまして、その内容をご説明申し上げます。

第１条は、総則です。平成３０年度松前町水道事業会計予算は、次に定めるところによ

ろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量を次のとおりに致そうとするものです。第

１号給水戸数を４千９８戸に、第２号年間総給水量を５９万６千９１２立方メートルに、

第３号１日平均給水量を１千６３５立方メートルにそれぞれ致そうとするものです。この

内容につきましては、予算に関する参考資料の１ページ、給水現況調べをご参照願いたい

と思いますが、いずれも給水人口の減少に伴い、前年度当初予算より減少しているところ

でございます。第４号主要な建設改良事業は、弁天地内配水管改良工事第１工区他１９件、

事業費を１億４１６万９千円に致そうとするものでございます。参考資料４ページ、建設

改良事業の概要をご参照願いたいと存じます。また、量水器更新工事では、平成３０年度

において、計量法に定める８年間の使用期間が満了となります３２３個の量水器の更新に

ついて、事業費１千１５２万８千円で実施致そうとするものでございます。

第３条は、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定めよ

うとするものです。収入です。第１款事業収益で１億８千９５１万２千円の計上です。第

１項営業収益で１億５千５５７万９千円、第２項営業外収益で３千３９３万２千円、第３
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項特別利益で１千円に致そうとするものです。この内容につきましては、参考資料５ペー

ジに記載してございますのでご参照願います。

次に支出です。第１款事業費で、１億８千２９０万４千円の計上です。第１項営業費用

で１億７千４０４万９千円、第２項営業外費用で８３１万３千円、第３項特別損失で４万

２千円、第４項予備費で５０万円に致そうとするものでございます。この内容につきまし

ては、参考資料の６ページに記載してございます。前年度と比較して事業費合計で１千６

８３万７千円の増額となってございます。減額の主なものは、１項営業費用５目総経費で、

１千５３５万１千円の減額です。これは、前年度まで損益勘定で計上していた職員５人分

の人件費を３人分の人件費として計上し、２人分を資本勘定の予算に計上したことが主な

要因でございます。技術職員の人件費を資本勘定の建設改良費の事務費として計上したも

のでございます。また、２目排水及び給水費では、２０８万６千円の増額となってござい

ます。効率的な事業遂行のために、有収率のアップを目指しまして、平成３０年度は町内

で大規模に漏水調査を実施しようと計画してございます。地表に水が出てこないで、地中、

地下で漏水しているものが相当量ございます。前年度の漏水調査委託料、約１００万円の

予算を、平成３０年度は２００万円に増額して実施しようと計画しているものでございま

す。また、これに伴う修繕料等につきましても、１００万円程度増額しているのが要因で

ございます。

予算書２ページをお開き願いたいと思います。第４条は、資本的収入及び支出です。資

本的収入及び支出の予定額を次のとおり定めようとするもので、資本的収入額が資本的支

出額に対して、不足する額１億６６３万５千円は、減債積立金１００万円、過年度分損益

勘定留保資金６千７７３万７千円、当年度分損益勘定留保資金３千５３６万６千円、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５５３万２千円で補てん致そうとするもので

ございます。収入です。第１款資本的収入で２千７６９万８千円の計上です。第１項企業

債１千２０万円、第２項他会計負担金７２９万８千円、第３項他会計補助金１千２０万円

の計上です。この内容は、参考資料の７ページに記載してございます。収入全体で前年度

と比較して９１１万５千円の増額となってございます。これは、従来辺地債に係る一般会

計からの補助金につきましては、予算調整のため、当初予算において３条予算に計上し、

補正をもって４条予算に振り替えしておりましたが、当初から４条予算に計上したことに

よる増でございます。

次に支出です。第１款資本的支出で１億３千４３３万３千円の計上です。第１項建設改

良費で１億１千５６９万７千円、第２項企業債償還金で１千８６３万６千円の計上です。

参考資料の７ページにその内容を記載してございますが、第１項建設改良費１目事務費と

して、資本勘定に係る職員の人件費を計上してございます。２目浄水改良費では建設改良

事業１４事業分、３目簡水改良費では建設改良事業５事業分、４目営業設備費では量水器

の更新工事３２３個分の計上となってございます。第２項企業債償還金は、上水道事業債

で１９件分、簡易水道事業債２０件分、合わせて３９件分の元金の償還１千８６３万６千

円となってございます。

次に、第５条は、企業債です。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

を次のとおり定めようとするものです。起債の目的、札前地内配水管改良工事で限度額８

５０万円、原口簡易水道工区配水流動計更新工事で限度額１７０万円にしようとするもの

です。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりとするものでござ

います。

次に３ページでございます。第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定
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支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりに致そうとするもの

です。第１号消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費

用の間の流用について定めようとするものでございます。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするものでござい

ます。第１号職員給与費を４千９０９万１千円に、第２号交際費を２万円に致そうとする

ものでございます。

第８条は、他会計からの補助金です。簡易水道建設改良費等のため一般会計からこの会

計へ補助を受ける金額を２千３７７万円に致そうとするものでございます。

第９条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を２千５００万円に致

そうとするものでございます。

この結果、平成３０年度予算における当年度純利益は、１０７万６千円を予定している

ところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細等添付してございますので、ご参照願いたいと存じます。

引き続き、安全で安心な水の供給のために老朽施設の更新など、計画的に実施してまい

ります。

以上が議案第５号、平成３０年度松前町水道事業会計予算の内容です。ご審議賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に議案第６号について、病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました議案第６号、平成３０年度松前町

病院事業会計予算（当初）について、その内容をご説明申し上げます。

新年度の医師体制は、１名増の医師６名になりますが、引き続き現在の医療体制を維持

するため、医師確保に取り組み、健全な財政運営を推進していきたいと考えております。

それでは、当初予算の内容について、ご説明申し上げます。

第１条は、総則でございます。平成３０年度松前町病院事業会計の予算は、次に定める

ところによるものです。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量は次のとおりです。第１号病床数は、一般

病床１００床です。第２号年間取扱延患者数は、入院２万７千３７５人、外来５万４千６

０人を実績に基づき予定したところです。第３号１日平均患者数は、入院７５人、外来２

１２人を実績に基づき予定したところです。第４号主な建設改良事業は、西棟エレベータ

ー改修工事他１件で、事業費は１千７１８万３千円と、Ｘ線画像読取装置購入他１０件で、

事業費は２千７８５万３千円を予定したところです。

第３条は、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定め

ようとするものです。収入です。第１款病院事業収益では、１１億９千３１８万２千円を

予定し、その内訳と致しまして、第１項医業収益は１０億３千６０４万９千円に、第２項

医業外収益は１億５千７１３万２千円に、第３項特別利益は１千円に、それぞれするもの

です。

次に２ページです。支出です。第１款病院事業費用では、１３億６３７万６千円を予定

し、その内訳と致しまして、第１項医業費用は１２億８千９６２万６千円に、第２項医業

外費用は５２２万１千円に、第３項特別損失は１千５２万９千円に、予備費は１００万円

に、それぞれするものです。
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第４条は、資本的収入及び支出です。資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定め

るものです。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１千４１６万８千円は、

減債積立金１００万円及び過年度分損益勘定留保資金、１千３１４万６千円で補填するも

のです。

収入です。第１款資本的収入は、４千２０９万１千円を予定し、その内訳と致しまして

第１項企業債を１千６３０万円に、第２項補助金を２千５７９万円に、第３項貸付金返還

金を１千円に致そうとするものでございます。

次に支出でございます。第１款資本的支出は、５千６２５万９千円を予定し、その内訳

と致しまして、第１項建設改良費は西棟エレベーター改修工事及びＸ線画像読取装置購入

等に伴う費用として、４千５０３万６千円に、第２項企業債償還金を９３０万３千円に、

第３項投資を１９２万円に致そうとするもので、２名分の修学資金貸付に伴うものでござ

います。

次に３ページでございます。第５条は、企業債でございます。起債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定めるものです。起債の目的及び限度額と

しては、西棟エレベーター改修工事に限度額６２０万円、重油地下タンク改修工事に限度

額２３０万円、医療機械器具整備事業に限度額７８０万円です。起債の方法、利率、償還

の方法は記載のとおりです。

第６条は、一時借入金です。一時借入金の限度額を２億５千万円と定めようとするもの

です。

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各項の経費の金額を流

用することできる場合は、次のとおり定めようとするものです。第１号消費税及び地方消

費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用に定めようとするも

のです。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる経費

には、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、また、それ以外の経費の金額を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないものとするものです。

第１号職員給与費は８億９４９万８千円に、第２号交際費は１８５万円に、それぞれ定め

ようとするものです。

第９条は、他会計からの補助金です。病院運営費用等のため、一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額は、１億２千８４６万１千円にするものです。

第１０条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を、１億６千５００

万円と定めるようとするものです。

第１１条は、重要な資産の取得及び処分です。重要な資産の取得及び処分は次のとおり

するものです。取得する資産の種類は機械備品、名称はＸ線画像読取装置１式とするもの

です。

予算実施計画他関係書類につきましては、５ページ以降に添付しております。更に別紙

予算に関する参考資料を添付しておりますので、ご参照願いたいと思います。

以上が平成３０年度松前町病院事業会計当初予算の内容でございます。ご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、議案１号から順次質疑を行いますが、細

部にわたる審査は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにしたいのでお含

み願います。

始めに議案第１号について質疑を行います。
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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、次に議案第２号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第３号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第４号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第５号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第６号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

ただ今の６件の議案については、慎重審査の必要があると思われますので、議長を除く

全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、会期中に審査を終わるようこれに付託し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

ただ今設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の互選を委員会条例第７条の規

定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時１４分)

(再開 午後 ３時２２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果をご報告願います。

１１番、西村健一君。

○１１番(西村健一君) 予算審査特別委員会委員長の互選を、私が委員会条例第７条第２

項の規定によって行ったところ、委員長には３番福原英夫君が選出され、更に副委員長に

は５番工藤松子君が選出されましたのでご報告致します。以上。

○議長(伊藤幸司君) ただ今１１番西村健一君から、予算審査特別委員会の正副委員長の

互選結果の報告がありました。委員長には３番福原英夫君、副委員長には５番工藤松子君

が選出されました。以上ご報告致します。

休会の議決

○議長(伊藤幸司君) この際お諮り致します。

議案審査のため、３月８日は休会にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

します。

なお、３月９日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ３時２３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 斉 藤 勝

署名議員 飯 田 幸 仁
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平成３０年

松前町議会第１回定例会

平成３０年 ３月 ９日（金曜日）第３号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問

◎追加した議事日程

日程第３ 議案第１３号 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例制定について

日程第４ 議案第１７号 松前町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関

する条例の一部を改正する条例制定について

日程第５ 議案第１８号 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第６ 議案第１９号 松前町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例制定について

日程第７ 議案第２１号 松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例の一部

を改正する条例制定について

日程第８ 議案第２２号 松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について

日程第９ 議案第１４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第１０ 議案第１５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

日程第１１ 議案第１６号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

日程第１２ 議案第２３号 松前町財政調整基金の支消について

日程第１３ 議案第１号 平成３０年度松前町一般会計予算

日程第１４ 議案第２号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算

日程第１５ 議案第３号 平成３０年度松前町介護保険特別会計予算
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（開会 午前１０時００分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、２番沼山雄平君、３番福原英夫

君、以上２名を指名致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

２番、沼山雄平君

○２番(沼山雄平君) おはようございます。

地域防災力の対策強化について、質問させていただきます。今後１０年間の松前町総合

計画が策定されたところであります。基本構想の中に生活基盤と生命、財産を守る、安全

で安心な町として、災害に強いまちづくりがあります。この構想をより具体的に、スピー

ド感を持って進めるために、町長の考え方を伺ってまいりたいと思います。

東日本大震災から７年、熊本地震から間もなく２年を迎えようとしています。また、同

年２０１６年８月には北海道、特に道東方面に再上陸を含め３度の台風が上陸し、暴風と

豪雨で甚大な被害をもたらしたことは記憶に新しいと思います。被害が大きかった十勝管

内では、２００年に１度を大きく超える規模の降水量を記録したとの報道もございます。

北海道に年間２度、再上陸を含めて３度の台風が上陸したのは、１９５１年、昭和２６年

の統計開始以来初めてとの気象報告がされております。地震、津波、台風、大雨による洪

水、土砂災害等の自然災害が各地で頻発し、また、線状降水帯が長く留まり、局地的な集

中豪雨による災害も多く見受けられます。そして、今年に入ってからも記録的な大雪が相

次ぎ、厚沢部町では観測史上最大となる降雪量と積雪量を記録し、函館市も３月２日には

統計開始以来最大の累積降雪量を記録しております。他、道内でも音威子府、幌加内、伊

達市大滝、空知地方の滝川も観測史上最大の積雪を更新しており、更に山形県肘折、福井

県九頭竜、越前市も観測史上最大の積雪を更新しております。こうして、今年に入ってか

らも観測史上最大の記録更新が相次いでおります。異常気象は加速していると言われてお

りますが、気象の脅威も増していると受け止めなければなりません。気象変動による政府

間パネル、ＩＰＣＣの第５次報告書では、温暖化については疑う余地なく、２１世紀末ま
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でにほとんどの地域で極端な降水がより強く、より頻繁となる可能性が非常に高いことが

報告されております。

更に、気象庁の発表によると、北海道において時間雨量３０ミリを超える短時間雨量は、

１９７７年から１９８６年までの１０年間では、年平均１７回であったのが、２００７年

から２０１６年までの１０年間では年平均３２回となっており、３０年前の１．９倍、約

２倍となるなど、近年３０ミリ以上の激しい雨の発生回数が増加しているとのことでござ

います。

また、北海道には台風は滅多に来ない、来ても本道上陸の頃には勢力が衰えるというこ

とを想定した対策が打たれてきたと言われております。しかし、今後勢力が減退しにくい

太平洋側からのルートで北海道に接近上陸する台風の割合が増加すると言われており、将

来北海道の一級河川の年最大流域平均雨量は、全国平均を上回る１．１倍から１．３倍以

上と予測されているところでございます。先程の２０１６年８月の度重なる台風がもたら

した記録的な大雨は、河川の規模を遙かに超え、国道、市町村道においても多くの被害を

もたらし、４３箇所の橋りょう被害があり、うち２７箇所以上の橋が崩落したと報じられ

ております。

また、安全であるべき避難所、ここ公民館ですが、濁流にのまれ、そこに避難していた

人達は二次避難を強いられる事態になったり、高齢者施設に浸水したところもありました。

こうした近年の災害は、河川や交通インフラ、生活圏の許容範囲を超える傾向が顕著に現

れてきていることが認められます。想定を超えた自然災害の猛威の前では、これまでの防

災体制、防災力では不十分という現実を突きつけられているわけでございます。ここ数年、

全国的にも防災対策の整備、強化を急ぎ、災害に強い町の構築のため、加速度的に取り組

まれている状況が見えてきております。町長におかれましては、松前町の防災状況を念頭

に置かれ、こうした近年の気候変動の現状にどのような見解を持たれているのか、始めに

伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

ただ今、沼山議員から、多発する自然災害に対する町長の現状認識はいかがかというふ

うなお尋ねをいただきました。お答えを申し上げたいというふうに思います。

お尋ねのように、全国的に多発する自然災害として、平成２３年３月の東日本大震災、

それから平成２８年の４月の熊本地方の大地震、更には北海道内では、平成２８年８月の

台風上陸による十勝、日高、オホーツク管内など、暴風雨と豪雨による各地の川の氾濫、

橋の流失、農作物の被害、ＪＲや道路など、交通網が被害を、大きな被害を受けたところ

であります。このように、最近頻繁に発生しております地震は、火災、建物の倒壊や津波

を、また台風は洪水や崖崩れなどを引き起こして、一瞬にして多くの建物や財産、生命を

奪ってしまうところであります。当町のこれまでの防災対策と致しましては、防災行政無

線や避難路の整備、津波や土砂災害のハザードマップの作成、保存食セットなどの備蓄品

の確保、町主催の防災訓練の実施、各町内会主催の防災訓練への支援などを行っておりま

すが、昨年２月に北海道が発表致しました日本海沿岸の津波浸水想定区域によりますと、

松前町役場庁舎を含め、町内沿岸部のほとんどが浸水想定区域に入り、町民の生命を守る

ことを最優先と致しまして、総合的な津波対策などを確立しなければならないというふう

に考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長におかれましては、気候変動による自然の猛威から町民の生命、
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財産を守るという強い信念で、災害に強い町の構築のため、力を注いでいただきたいと思

うわけであります。

そこででありますが、現在多くの自治体が防災力向上のために防災のスペシャリストを

育成しようと動き出しております。そして、着目されているのが防災士であります。防災

士とは、町長もご存じのことと思いますが、このように記されております。自助、共助、

協働の原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な

意識と一定の知識、技能を修得したことを日本防災士機構が認証した人ということであり

ます。更には、この自助、共助、協働を原則として、かつ公助との連携充実、社会の様々

な場で減災と社会の防災力向上のための活動が期待されているとのことでございます。そ

の認証者数は、本年１月で１４万人を超えており、北海道でも３千人を超えております。

近いうちに１５万人を超える勢いです。その多くは、行政機関関係者であったり、消防関

係、郵政関係、教職員、町内会役員、町内会防災担当者、学生と様々であります。近年、

防災士は、地域防災力強化に貢献すると注目を集めており、自治体による地域防災力向上

の取り組みの一つとして位置付けられているところでございます。

また、道では防災に対する心構えなどを多くの方に知っていただくため、ボランティア

による地域の防災活動に取り組んでいただいたり、災害時には地域の防災リーダーとして

活躍いただく、北海道地域防災マスターの育成に取り組まれています。この道南の市町村

の認定、登録数、参考まで申し上げますと、函館市２６名、北斗市３９名、１０名以上の

町では七飯町１５、森町５０、長万部町３８、また檜山では厚沢部町の１６名となってお

り、防災対策への意識が高いことが伺えます。

では、松前町はと言いますと、今のところは１人であります。防災担当の葛西氏であり

ます。そこで町長に伺います、松前町２３地域町内会あるわけですが、まず１町内会に１

人の防災士、または地域防災マスターを置くという計画を立てるべきではないかと思いま

すが、町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今の沼山議員から、渡島管内、更には檜山の防災士、更には防

災マスターの状況について説明がありました。まずもって防災士や防災マスターにつきま

しては、火災が発生した場合に、その被害が、災害が発生した場合に、その被害が大きけ

れば大きいほど、役場や消防、自衛隊などの公的な支援が遅れるという現実に対応するた

めに、この公的機関が機能を発揮するまでの間、避難誘導、救助、避難所の運営などにあ

たり、町内会やボランティアと協働して活動を行い、また平時には防災意識の啓発や防災

訓練の実施などの役割も担い、防災士や防災マスターの必要性は、沼山議員と同様の考え

を持っているところであります。一般質問の通告書にもあるとおり、自主防災組織の構築

と合わせて担い手確保の課題はありますけども、これから各町内会といろいろ協議をして

いきたいというふうに考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長には、防災士、または防災マスターの必要性を理解していただ

けたものと思います。先程述べたように、防災士の件でありますが、防災士の資格取得に

はお金がかかるわけでありますが、防災士の、多くの自治体は助成金を交付するという傾

向が増加しているようです。松前町においても、地域防災力向上のために防災士の資格取

得を奨励され、民間の方で今後取得された方に助成金を交付するという形を考えても良い

のではないかと思いますが、町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 防災士の資格取得に対する助成金の交付はいかがというふうなお尋

ねでございます。先般、先程も申しましたけども、防災士の必要性につきましては、答弁

したとおりであります。資格を有するためには、今議員お尋ねのとおり、研修講座の受講、

更には資格取得試験の合格、実技講習、登録申請、資格審査の手順などを踏んで防災士の

資格を取得することになるわけであります。防災士の必要性は認識するものの、助成金の

交付については今年度の当初予算編成において、公債費の増や地方交付税の減によりまし

て一般財源が不足するため、財政調整基金を３億５千万を支消しながら、非常に厳しい状

況の中での要請、予算編成したところであります。今後の中期的な財政状況を見極めなが

ら、十分検討し、判断すべきであるというふうに考えております。この防災士の採用につ

きましては、十分前向きに考えてまいりたいというふうに考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 今後、個人で地域の防災の役に立ちたいと資格取得されてる方がい

るかもしれません、ぜひ検討していただきたいと思います。松前町２３地域町内会、それ

ぞれの地域の地形条件も異なり、住まいの条件においても河川の周辺であったり、海岸の

近くであったり、海抜の低い場所であったり、土砂崩れが心配される場所であったり、高

いところに住んでいる、様々であるように、町民の防災に対する受け止め方や意識も様々

であります。町民の防災意識を高めるためにも、きめ細かな防災体制の充実を図るべきで

はないかと思います。それは、今述べさせていただいたように、防災士や地域防災マスタ

ーを各町内会に置き、その上で地域防災組織の構築を目指すべきではないかと思うわけで

あります。それは、既存の自主防災組織と同じカテゴリーでありますが、発展的組織強化

と受け止めていただいても良いかと思います。

更に、それぞれの地域の防災担当者で構成する、仮称でありますが防災協議会の創設を

計画し、進めていただきたいと強く思うわけであります。町民の防災意識の啓発はもとよ

り、町の広域的災害発生時にあっては全ての防災体制を機能させるには、行政だけでは限

界があると思われます。

そうした中にあって、地域の防災組織の存在は町の防災能力の強化に繋がることは明ら

かであります。また、これまでも火災消火活動、災害時の救援、捜索活動にも尽力されて

いる地元消防団の役割も大変大きいと思います。しかし、全国的には、１９５０年代には

消防団員数２００万人にのぼっていたということでありますが、昨年４月時点では８５万

人に留まり、半分以下に減少している状況にあります。団員の定数割りが進み、定数の見

直しを行っている自治体も出てきている現状にあります。松前町においても条例定数１３

５名のところ、１２４名と定数に満たない状況にあります。更に、全国的にもこれまで消

防団の主ななり手だった自営業の団員が減る一方、平日昼間の活動が困難なサラリーマン

の割合が増えている状況で、１９７５年に２６％、２６．５％だったサラリーマンの比率

は２０１７年４月には７３．４％まで上昇しており、実に７割以上がサラリーマンで占め

ていることになります。日中の戦力確保が急務と言われるゆえんであります。総務省消防

庁の担当者は、これまでどおり自営業の若者を増やすのは限界とも言われております。こ

うした全国的な流れは松前町においても押し寄せてきていると思われます。なればこそ、

地域の実情を知悉している地域の中の多様な人材の参画こそ、地域力を生かすときに適う

ものではないかと思うわけであります。

この地域防災組織にあっては、それぞれの地域、民間の中に様々な人材がいると思われ

ます。先程申し上げました防災士でありますが、松前町内の郵便局７局中５局の局長が防

災士の資格を有しております。また、女性の視点を生かし、防災のあり方も重要視されて
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いることから、地域の女性の力も借りるべきであります。それぞれの地域に防災士はじめ

防災マスター、消防ＯＢ、役場ＯＢだったり、医療関係者、介護関係、建設関係、電気工

事関係、栄養士、調理師、そして若い人。様々人材がいると思います。こうした人材を発

掘し、地域防災組織をつくることは地域のコミュニティの維持、活性化にも繋がる、その

ことは内閣府地区防災計画ガイドラインにも示されているとおりであります。これは、防

災対策に留まらず、町内会諸活動においても一層の厚みのあるものになるのではないかと

思われます。仮称防災協議会にあっては、防災担当者が常にスキルアップを図るというこ

とであります。防災意識や感覚は常に磨かなければさび付き、鈍くなってしまうからです。

年に１、２度防災の専門家を招き、研修を行っていくことも必要でないかと思います。

今、述べさせていただように、地域防災力の向上、強化には地域防災組織の構築、防災

協議会の創設を積極的に、また急ぎ進めるべきではないかと思いますが、町長の考えを伺

います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 地域防災組織の構築、防災協議会の創設を急ぐべきであるというふ

うな質問でございます。自主防災組織というものは、自分達の地域は自分達で守るという

地域住民の連携に基づき結成される組織だというふうに思っております。沼山議員の必要

性と役割につきましては、全く同調するものであります。前段の防災士の必要性と同様で

ありまして、大規模災害が発生した場合に、公的機関が機能を発揮するまでの間、避難誘

導、救助、避難所の運営などにあたるもので、それぞれの地域で共助による防災活動を展

開し、お互いの生命や財産を守るための組織として防災士と同様に、この自主防災組織も

重要なものだというふうに考えているところであります。コミュニティ、防災、地域防災

の防災力を向上させるためにも、地域の活性化のためにも必要だというふうに思っており

ます。前向きに考えてまいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長とは同じような認識でいるということでございます。更に申し

ますと、こうした体制が整うことによって、広域的災害時においては、行政防災担当者と

地域防災組織との連携と協働で、避難所開設時においても避難所運営の骨格へと移行でき

るかと思われます。地域防災力から避難所運営の体制基盤ができてくるわけであります。

東日本大震災、阪神淡路大震災等を見ても、行政機関も被災していたところもありまし

た。市町村役場、消防、警察、病院も被災していたところもありました。当然のことなが

ら職員も被災しているわけであります。更に道路も寸断され、陸上の移動は困難を極めた

わけであります。ゆえに、行政による初動対応ができないケースも見受けられました。発

災直後、その場にいた住民同士で避難し、身を寄せ合い励まし合い、助け合い、寒さをし

のぎ救助を待った。そうしたとき、必然的に住民同士の自助、共助、協働の営みができて

いたことが推察できるわけであります。震災直後、絆とか繋がるとか寄り添うという言葉

をよく耳にするようになりましたが、それは自助、共助、協働の中にこそ脈打っていると

思います。阪神淡路大震災の神戸市内において、生き埋めや閉じ込められた人の救助者に

関する調査結果では、助かった人の９割が自助と共助によるもので、自力と家族や隣人住

民に救出されていたことが報告されております。震災を含め、これまでの自然災害の教訓

からも学び、生かすことはたくさんあります。防災対策、ここまでやるかというほどやっ

ても過ぎることはありません。将来の気候変動に備えたインフラ整備には、国、道など所

管がありますが、長い時間が必要となることが考えられます。それとは反対に今から始め

られることがあります。今からできることに手を付けるべきであります。各地域に自助、
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共助、協働の軸となる防災リーダーを置き、地域に防災組織を構築することこそ極めて有

効であり、現実的と思います。町長の考えが先程よりも少し心が動き、前向きに、更に前

向きに考えていただけたのであれば、もう一度答弁をお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今からできることを早急にというふうな質問だというふうに思って

おります。自主防災組織を構築する場合におきましては、新たに結成するのではなく、既

存の組織を活用する方法で町内会の組織の中に設けることがより現実的であると考えてい

るところでありまして、それが今できる、早急にできる体制づくりだというふうに思って

いるところであります。いずれに致しましても、町内会の協力と理解が必要不可欠であり

ますから、町内会と協議をしていきたいというふうに考えております。

それから、防災協議会の創設につきましては、自主防災組織の構築の状況を十分踏まえ

まして、前向きに検討し、実現に向けたいというふうに思っておりますので、ご理解いた

だきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長からは非常に前向きな答弁をいただきました。ぜひ町内会連合

会、町内会長の皆さんと協議を重ねていただきたいと思います。その際、当然のことであ

りますが、豊岡地区や建石地区などの高い地域に、河川の氾濫とか津波といっても対象に

ならない地域があることですから、その地域の防災のあり方、その地域の最善の防災を目

指し考える必要があると思います。まずは、地域に防災リーダー、防災を本格的に意識す

る人が増えれば、その分防災から町民の生命、財産を守ることに繋がると思います。町長

はじめ、総務課及び総務課防災担当者の防災に対する強い気持ちがあれば、町内会連合会、

町内会長さんの皆さんに必ず伝わると思います。どうか、地域防災力の対策強化へ前進し

ていただきたいと思います。

次に、防災用ドローンの導入、運用の計画について伺います。ドローンの実用は、２０

１４、５年あたりから急速な広がりを見せております。観光動画や空撮、農薬散布、最近

は物を運ぶ、届けること。Ｗｉ－ＦｉやＧＰＳの登載など、様々な用途の運用にも期待さ

れているところでございます。とりわけ防災ドローンの運用計画についてでありますが、

小型無人飛行機ドローンは、防災対策の一つとして期待が高まっています。災害状況の早

期把握、人が立ち入れないような危険な場所、道路など寸断されたり立入困難な場所の確

認、高い建物、海洋、山岳、更に捜索活動、救助活動への利活用も期待されるところであ

ります。松前町の防災対策の一層の強化のためにも、防災ドローン活用に向けて取り組む

べきかと思いますが、町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 防災ドローンの運用に向けての考え方はというふうなお尋ねでござ

います。消防、防災分野におけるドローンの活用につきましては、総務省、消防庁より先

進事例として示されているところであります。例えば建物、林野火災発生時の拡大状況や

部隊展開状況の確認などの火災対応、更には山間部や水難救助における要救助者捜索の救

助活動、更には救助活動に関する周辺状況の把握、情報の収集、更には大規模災害時、こ

れは地震、風水害などにおける被害状況の把握の広域的災害対応の、この４点が示されて

いるところであります。平成２８年の熊本地震、平成２９年の九州北部豪雨等における捜

索救助活動において、運用された他、既に複数の自治体での運用が行われている状況にあ

るようであります。このような背景を踏まえまして、今後消防本部、市町村、都道府県の

防災部局等の関係機関において、ドローンの需要の増大が見込まれている状況にあります。
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松前町におきましても、山間部での行方不明者の捜索や災害時の状況把握などで活用でき

るものだというふうに考えております。ドローンの設置は急務だというふうに思っている

ところであります。このドローンの活用につきましては、消防、防災分野のみならず、様

々な分野で活用ができますので、防災担当者の総務課を中心と致しまして、関係各課、更

には松前消防署の署員に、職員により活用方法などを十分協議しながら、導入に向けて検

討したいというふうに考えているところであります。急務だというふうに認識をしている

ところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) ありがとうございます。ただ今の答弁では、国内の災害現場にあっ

ては既にドローンは活用されている旨の答弁をいただきました。導入に向けて検討したい

との町長の考えを示していただいたものと思います。

また、ドローン操縦にあっては、通常の飛行と違って、災害現場等の緊迫した中での操

縦飛行も考えられます。安全かつ安定した操縦ができる技能を身につける必要があると思

いますので、こうした人材もしっかりと育てていただきたいと思います。

最後になりますが、防災対策の強化として避けて通れないのが役場庁舎、移転改築計画

であります。松前町総合計画に関する調査特別委員会でも様々議論されました。報告済と

なったのが次のとおりです。災害対策として、庁舎移転改築については町民の理解が重要

であり、現在の庁舎周辺に居住する町民から様々な意見も予想されるところでありますが、

津波浸水想定区域内にあるため、高台に移転する必要があります。財政的な課題もありま

しょうが、方向を示すべきでありますとの報告済となったところであります。町民の中に

も不安視する声がたくさんあることは事実であります。役場庁舎にあっては、これまで大

きな災害に見舞われなかったのは、大変幸運だったと、私自身はそう思っております。海

抜６メートル、大松前川の護岸に覆い被さるように建っており、津波や河川の氾濫の影響

受ける可能性が非常に高く、行政庁舎として、防災上、危機管理上、大きな災害に耐えら

れる高い安全性が担保されなければならないと思います。更に近年の気候変動、異常気象、

想定を超える自然災害も危険度を増してくると受け止めなければならないと思います。ひ

とたび庁舎に被害が及ぶようなことがあれば、行政業務、住民サービスの停止、または低

下は避けられないと思います。しかも、初動対応はもとより、救助、救援の遅れにも繋が

りかねないわけであります。町長におかれましては、町民の生活、生命、財産を守る、災

害に強い町を担う防災拠点であることに力点を置かれ、大局的観点に立って役場庁舎の移

転、改築計画への考えを町民に示すべきではないかと思いますが、町長の考えをお示しい

ただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 防災対策の拠点となる役場庁舎につきましては、昨年２月、北海道

が発表致しました津波浸水想定区域にあることから、防災機能を強化するために、この平

成３０年度からの総合計画に庁舎の移転、改築を登載したところであります。昨年５月か

ら６月にかけまして、町内１４箇所で開催致しました津波ハザードマップの地域説明会で

は、出席された町民から役場が浸水区域に入っていると、災害対応の要となる役場が一番

危険な場所にあると、建て替えを検討しないのか、などの意見もあったところであります。

役場の防災機能を心配する数多くの意見をちょうだいしたところであります。役場庁舎の

移転、改築につきましては、本当に防災対策の拠点となる施設でありますので、総合計画

の基本構想であります生活基盤と生命、財産を守る安全で安心な町、そして災害に強いま

ちづくりを目指すためにも、財政的には大変厳しい状況には変わりはありませんけども、
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今後の中長期的な財政の状況の推移を見ながら進めていきたいというふうに考えていると

ころであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長からは、中長期的な財政状況の推移を見ながら進めていきたい

旨のお考えを示していただきました。以上で質問は終わりますが、町長には、このたびの

私の質問全般に対し、概ね理解を示してくださり、前向きな答弁をいただいたものと思い

ます、心から感謝申し上げます。どうか、地域防災力の対策強化に向けて加速していただ

くことを念願し、質問終わります、ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) 昨日はご苦労様でした。

今回、私の質問はいくつか準備したんですけども、漁業１本に絞りました。これまで漁

業について、諸先輩もずっと松前町の漁業の将来を心配して質問してきたわけでございま

すけれども、なかなかその成果が見られなかったわけでございます。そしてまた、町長の

重要な公約の柱の一つでございます。そのために漁業者個々人が望むような設備等々への

補助事業を３年間にわたり、してきたわけでございます。それは将来を見据えて、町長は

決断したものと思います。しかし、近年、この数年来、マグロの需要とともに、マグロの

漁獲について規制が本格的に始まり、今回も新聞紙上にもそのようなことが掲載されてお

ります。

また、松前の加工の柱でございますスルメイカ漁が減少している。スルメ加工業者の方

々は、自分達の持っている力で冷凍を購入したり、冷凍スルメイカを購入したり、八戸で

あり、羅臼から鮮魚を購入したりして繋いでおります。やはり、この二つの漁業が松前町

にとっての減少が大打撃であったということです。

また、松前町はコンブ養殖、それとウニの蓄養タンク、アワビのイカダ式放流等々と、

また貝の、江良港で行っている貝の蓄養であり、いろいろと試みておりますけれども、現

実的には着業者が増えるのではなく、着業者が減少している、なぜなのかなということな

んです。なぜなのかなと、いつも自問自答しておりました。私は、漁業者の減少はやむを

得ないと思っておりますけれども、しかし、これも妥協してのやむを得ないではございま

せん。松前町の現状から、去年からもう出稼ぎ行っている漁業従事者が多く出ているとい

うことなんです。生活のためにはやむを得ない手段と方法を選んで、やはり働きに出なけ

ればなりません。やむを得ないとしても、生活が成り立つ取り組み、漁業の仕組みが必要

だなあというふうに思っているものでございます。

そんなことで、私は松前の漁業から漁船漁業を除いたような考え方を、まあ全くないと

思いますし、また担当者も当たり前だろうと、松前から漁船漁業を除いて松前の漁業の活

性化なんてあり得ないだろうという考え方だろうと思う、私も同感でございます。しかし、

しかし、それが今崩れてしまいました、崩れたんです。そして、漁業が極端なことを言う

と漁業での産業構成はできなくなるっていう危機感を私は抱いてるわけでございます。こ

れは町長も担当課も、皆さんそういう危機感をお持ちだと思います。いや、持ってないよ

というのであれば、町長は答弁の中でしていただければなと思います。

それで、私は第二の漁業を構築しなければならないと。漁船漁業に合わせた第二の漁業

でございます。それは何かっていうことをお互いが、今質問、やりとりの中で確認できれ

ばいいなと思ってました。

それで、その前に質問の中で、町長自身は町内のモデル漁業者、モデル漁業地域、それ

をどういうふうにおさえてるかなあというふうに思っておりますので、まず、１点目、そ
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このところを答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から安定した漁業経営を目指して、挑戦というふうな質問

の通告をいただきました。私の執行方針、この３０年度の執行方針の中でも出ております

けども、本当に議員お尋ねのように主要魚種であるスルメイカが全国的な不漁であり、更

にはマグロの資源管理規制などと相まって、更には組合員の減少している流れの中で、漁

獲状況も大変厳しい、漁業協同組合も大変厳しい経営をされているっていうふうな実態で

あります。町の水産業の振興にあたっては、いろいろ取り組んできているところでありま

す。養殖、増養殖事業、更には試験的な、水産センターを利用した試験的な事業も模索を

今してきているところであります。

お尋ねの町内のモデル漁業者について、どう考えているのかというふうなお尋ねであり

ます。漁業者の方々におかれましては、それぞれ５トンの漁船であったり、９トンであっ

たり、それぞれの所有する漁船によりましてイカやマグロ漁、更には刺し網、ヤリイカ電

光網漁などといった操業を中心に漁業経営がされているところであります。最近のイカや

マグロの低迷によりまして、危機感を持った中で漁業、漁船漁業が全てであった漁業者も、

冬場のホッケ蓄養などに取り組む漁業者も増えてきているというふうに思っております。

漁業者の皆さんもきちんと養殖と、議員がおっしゃるような漁船漁業と養殖と共同経営の

ような、そんな方向にも考え方が変わってきているというふうに思っておりますので、私

どもはそれは支援してまいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 水産課の担当者から、３０年の２月末の販売事業取扱実績表をいた

だきました。それで、私なりの分析をしてみました。私、それに入る前に、うちらの町で

一番モデルとして、したい漁業っていうのは昔ながらの漁業なんです。海藻を採り、貝類

を採り、釣りをしながら、それが松前町の漁業の根底でした、根底でした。そして、フノ

リを採り、ワカメを採り、コブを採り、テングサを採り、そしてそれを繋いでいってマイ

カに入っていく、タラに入る、ホッケに入る。そういう漁業形態が松前町が、私は一番の

モデルだと思ってました。しかし、時代が変わってきました。これで見て、びっくりした

のは、一番漁業として安定している地区はどこかって行ったら、私の大沢地区でした。大

沢地区が２月末で１億１千９５１万６千円。いいなあと思っている小島地区は３億６千２

００万。小島地区はマグロ等々の関係で負担金多くて１億以上、２億と言ってもいいぐら

いの減少でないかな。そうすると、マグロではもう駄目だということで、今何をしている

かっていうことなんです。ここの基盤を小島地区を安定させると大きく漁業が変わってき

ます。

それともう一つ、江良地区。江良地区の分析してみましたら、２億２千９４１万７千円

のうちカニが８千７８０、ほとんどカニ、カニ漁です。

何で大沢がいいかということですよ。海藻類のかける意気込み、浜に行ってみてくださ

い、びっくりします。フノリでもヒジキでも、今年はノリが悪いですからね、僕はそうい

う古典的な漁業をもう一回考えてもらいたいなというふうに思ってて、モデル事業は何か

っていうことを話したんです。

その次に、この中でちょっと聞きたかったのは、ウニ。成貝と種苗、成貝で出して１億

１千５００万、種苗で出して１千８００万、１千８７９万２千円、これを成貝で出したら

どれぐらいの額になるのかなあという気が計算上するんですけども、町長、これわかる範

囲内で、わかんなければ後で教えてもらえればいいです。担当者がわかるんであれば、成
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貝と稚貝の、稚貝が６０万個出してる、成貝で売ってるのが１億１千、この成貝、種苗を

成貝で売ったときどうなのかっていう数字あれば、なければ後ででもいいです、教えてく

ださい。答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時４７分)

(再開 午前１０時４７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) ウニのお尋ねでございます。単純にお答えしたいというふうに思い

ます。成貝で９００円、そして種で８００円というふうな値段、価格だというふうに答弁

させていただきます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) ちょっとわからないんですけど、種で１キロ単位８００円というこ

とでいいですね。わかりました。そうすっと、これ６０万個であれば、キロ数にしたらい

くらかなるかという、換算するとこれが２千万でも３千万でも４千万でも増えるというこ

とですよね、そういう計算なっていきますよね。それで、私がちょっと疑問に思ったもの、

また後で。

それで、この販売の取扱実績を見ていって、成品として、このコブ、細目コブ、促成コ

ブ、真コブ、この生産量が安定した経営ができるの激減してるということです。町長は安

定してるよと、しかし、激減してるっていうことですね。ここも一つのポイントでないか

なあと。それと先程言うウニもポイントでないかなあというふうなことで、地域性がある

でしょうけども、そこのところ十分これから考えて、モデル地区っていうのが、これから

の漁業振興では大きい役割を果たすんでないかなあというふうに思ったものですから質問

致しました。

次に、二つ目、養殖コンブをウニ等のエサとして活用した生産補助の導入。はっきり言

うと、いっつもこのウニについてはこだわってているんですけども、私が白神にいたとき

に、まあ水産課の担当者はどう思ったかわかんないんですけど、４年間ほどチャレンジし

たときに２回とりました、２回。１回目は入れたタンク、２回目は自分達がほこ取りして

入れたものをタンクに入れたものに養殖コンブの間引きを入れたり、地域の浅海にあるワ

カメであり、生産性にならないコンブを入れて２回やりました。私は３回できると思って

おります。この間、八雲の試験場では３ヶ月で成品になると言ってるんですけどね、私も

そう思ってます。ですから、うちらの施設が２００基以上まだ眠って、ただ使えるものは

１００基か１５０かわかりませんけども、それをエサに、徹底的にエサに、アワビとウニ。

それとカゴだけでなく、アワビであればカゴだけ、大沢でやったように地場放流をして、

そこに海藻類を入れる。そして、密漁防止をしながらっていうふうな形で養殖コンブを実

行組合単位で奨励してエサとして、それで生産の補助、１基５万円でもいいんだけど１０

万円でいいんで、それは手間賃で、それはコンブを買いますよっていう形なんですよ。そ

して、それを冷凍庫に入れるんであれば大変な量になりますから、乾燥させてやると何分

の１になります。それを自分達の地域の改善センターであり、倉庫に一時保管して、時期

になったら入れるっていう、このサイクルができるんですよ。

そんなことで、コンブを、養殖コンブをエサとして活用することを考えてみたことあり
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ますか。そして、生産性の補助が検討したことありますかという、なければなけれでいい

んですよ。答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、１点目でございます。町内のモデル漁業者というふうなこと

でお尋ね、せっかく答弁つくりましたので、答弁させていただきますので、よろしくお願

いしたいというふうに思います。

まず、町の、松前町の漁業のモデルケースっていうふうなパターン、先程も申しました

けども、漁船漁業と合わせて複合経営的なホッケの蓄養漁業をされているパターンが、一

つのパターン、モデルだというふうに思いますし、もう一つは、漁船を持たないでですね、

持たないで和船や磯船によりまして養殖コンブを中心漁業としてウニ、アワビ、天然コン

ブ、採介藻漁業の他にタコ漁なども行いながら、１千万以上の水揚げをしている漁業者も

いるというふうに聞いております。これはモデルの二つ目のパターンだというふうなこと

であります。そういう認識で私はおりますので、まず１点目の方はご理解いただきたいと

いうふうに思います。

それから、養殖コンブをウニ等のエサとしての活用した生産、活用したことを検討した

ことあるのかというふうなお尋ねであります。ウニの深浅移殖事業によるウニの給餌の管

理につきましては、今現在も各実行組合、福原議員承知だと思いますけども、各実行組合

や松前地区のウニの養殖グループがエサ専用として管理、漁場内や漁港内でコンブの種苗

を取り付けてエサを確保する取り組みにつきましては、ずっとやってきているところであ

ります。まず、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) １点目のモデルについては、私もそのように思ってました。答弁し

ていただいて。やはりその人達があまり大きい経費をかけないで、省エネルギーで、そし

て家内労働で、そして養殖コンブをしながら、そしてその時期になると沿岸での海藻であ

り、ウニ、アワビであり、それがやはり松前町のスタイルのような感じするんですよ。だ

から、共通に認識しているのであれば、そこのところでね、奨励をしていく、松前町はこ

ういうふうな形の漁業でいってくれよと、いきましょうやという形が俺は大事でないかな

と思っております。

それで、養殖コンブをしてる、エサにしてるのは弁天の工藤さん方ですよね。これはも

う最初っからよくやってるなといつも思ってる。この方々のウニは、４月の連休のときに

もう出します、出します。去年はエサが少なくて身の色が黒っぽいウニでしたけども、味

はそんなに変わらないんです。ただ、色があまり良くなかったっていうことで、やはりそ

れが前の年にコンブがあったり、また水温が１０度以上でないと、やはりウニのエサの食

いつきが悪いっていうこの現実もあります。ですから、そんなことで気温管理とエサの給

餌方法が重要課題かなと。それで、工藤さん方は自分達のウニのタンクにコンブのロープ

を何本も張って、それと博多の方々もやってます。ですから、影響受けてるわけですけど

も、これは全部の町に広がってもらいたいの、町内でね。一時やってました、静浦でも。

途中で頓挫しましたけどね。だから、そんなことでエサを入れることによって、今小川さ

んが９百いくらで購入する。そして、去年、一昨年あたりから松前のウニが安定してきて

るというふうなことで私も聞いてます。そして、小川さんが、小川水産が田中水産の跡地

に４０名ほどの方々を雇用して、これからウニとホタテとやるというふうなことでチラシ

が入りました。そうすっと安定した供給、いいウニを供給して、いい値段で買ってもらう。

それだけの力がある小川水産ですからね、ウニの加工屋さんですから。僕は松前町の漁師
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の方々に対する恩恵ったら膨大なものでないかなと、手間、手間なんです、手間。エサの

加工の手間、これを町長考えてみたらどうかなと。

それで、答弁いただく前に、昨日も私、予算委員長の挨拶として懇親会の場で言ったの

は、町長がいくらこういう構想を持っているよ、課題を持ってるよといってでも、誰がや

るかということです、担当課ですよ。担当課がやるから、町長は予算査定でお金をつける

んですから。それを生かすのが担当課であり、産業団体であり、漁業者、それで生活を営

んでいる人達なんですよ。だから、そのために担当課であれ、担当係が責任を持って漁業

振興しなければならない。それで私は、どこがまずいのかなっていう課題をずっとさぐっ

てます、問題課題を、松前町の、何でこういうふうにまで、これだけの膨大な投資して、

なんでいかないのか、僕は町長がここのところが悩みでないかなと。だから、町長があれ

だけの漁業をどうにかしたい、商工業どうにかしたい、観光どうにかしたいっていう膨大

なお金投資する。結果がなかなかやはりいろんな形、問題、課題があるんでしょう、苦し

い状況に追い込まれる。でも、今回の質問、私は漁業の質問は今回で、もうあと１年より

ないですからね、もう質問する機会は少ないですけれども、やはりそういう意気込みをこ

のところで感じたいわけさ、よしという。それで、昨日も同僚議員が松前のウニが、松前

のウニ漁業がマグロよりもスルメイカよりも生産量が上がって逆転したでしょうっていう、

第二の漁業については最後に言いますけどもね。そこのところで、町長もう一回この養殖

コンブの奨励、援助をもう一回考えていただくため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) いろいろとコンブのエサの支援の関係でございます。養殖コンブじ

ゃなくても、例えば原口地区の皆さんも、業者の方も養殖コンブでないんですけど、天然

のコンブをエサとしてやっている状況もあるところであります。これ、原口から白神まで、

漁業者の方々がウニを、天然のコンブを含めまして給餌しているっていうふうな実態をぜ

ひご理解いただきたいというふうに思います。

議員お尋ねの養殖コンブを間引きして、そして乾燥してそれをエサにやるというふうな

ことだというふうに思います。本当にお聞きしますと結構労力がかかるんだというふうな

お話も聞いているところであります。ですから、今実際行っている実行組合の皆さんと、

もう一回きちんと話し合いをしてみたいなというふうに思っているところであります。い

ずれに致しましても、昨日の予算委員会の総括質疑でもご意見いただきました。小川商店

のウニのこれからどういうふうな展開なるか、ちょっと楽しみにしてる部分もあるんであ

りますけども、この推移を見ながら、まだまだ松前のウニに付加価値つけれるような対応

を考えていきたいなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思いますし、

ご意見あったらご意見いただきたいなというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 養殖コンブであろうと天然コンブであろうと何でもいいんですよ、

私は、エサになれば。何で養殖コンブの間コブがいいかって言うと、乾燥が早いんです。

朝上げて昼にはもう乾燥して、そして軽いんです。本当は成品のね、成貝を立派なコンブ

を乾燥させて売れればいいんだけども、そうでなく、それは自分達の収益にしてもらいた

いんです、成品に。しかし、間引きしたものは今まで海に捨ててますよね、たいてい。そ

うでなく、それは陸に揚げて干場で干して、何時間もしないで乾燥します。これは、白神

の、今大沢でやっているＡさんと組んで、そして、やった結果なんです。そして手間も何

にもかかりません、そして時間、１時間、あのときで５００円か６００円より払わなかっ

た。そういう賃金対応もしなければならない。ですから、そこまできちっとプログラミン
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グするっていうことが大事だよということ。

それで、次です。答弁はそのときにいただくような答弁になればお願いします。

その次に、乾燥ナマコだとかむき身ウニだとか書いてるんですけど、この小川さんが何

で松前町でやるかっていうことなんです、何で。自分はこう考えてるんです。小川さんが

９００円、約千円近い、キロ単位千円近いウニで、色が悪くても実入りが悪くても千円近

くで買っていきました。松前町資源があるからです、ウニの、手つかず。だから、うちら

の町の加工屋さん、加工業さんは、今スルメの原料の高騰でものすごく苦しんでます、苦

しんでる。ですから私が言いたいのは、こういうウニであり、ナマコでありっていうもの

が、第二の松前町の加工になっていくんでないかと。海老子水産はウニやってます、少し

ですけど。いろいろ反発あるでしょうけども。それで、生ウニをやる小川さんのチラシで

知って。それと乾燥ナマコ、乾燥ナマコ、これ乙部の新聞で見てると思いますけども、乙

部、江差の檜山漁協、乙部種苗ナマコ協議会、連携してナマコ部会をつくって、そして千

歳の飛行場その他で売っているという。値段がびっくりしました。私も苫小牧行ったとき

にびっくりした値段で売っていたのが、今でも記憶に、２００グラムが１箱４万８千円、

２００グラムですよ。なら、３年もたつ、その前から上ノ国のナマコ業者さんはお店を経

営しながらナマコに着目して頑張ってくれた。ですから、こういうものが松前町にもまだ

いっぱい資源があるってことなんですよ、加工で生きるための。だから、そんな意味で新

しい加工をしていただくためにも、基本となる漁業の形態を、基盤をそういうことで整え

ませんかっていうことの提案。ナマコの乾燥やれとかっていうことでなく、ウニのむき身

やれ、やる人は自然発生的に出てきます。そういう環境を整えませんかっていうことなん

です、いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、養殖、ウニの養殖コンブの関係につきましては、不十分かも

しれませんけども、引き続きウニの深浅移殖事業にはバックアップしてまいりたいという

ふうに思いますし、松前町の一つは、先程も申しましたけども小川水産が松前町に進出す

ることによりまして、いろんな刺激があるんだろうなと思っておりますので、経過は十分

見ていきたいなというふうに思っております。

それから、今お尋ねのナマコの関係であります。本当に乾燥ナマコの話題については、

今議員おっしゃるとおりでありまして、檜山地区のナマコ部会などでは、檜山ハイシエン

という名前で今日も新聞に出てましたけども、そんな報道もされているところであります。

そして、お尋ねのように千歳空港での販売されているというふうなことも議員のご指摘の

とおりであります。当町にしても資源がありますので、いろいろ漁業協同組合と協議しな

がら、この辺の情報をもらいながら、取り組んでいけるものは取り組んでいけるように検

討してみたいなというふうに思っているところであります。いろんな資源、本当に有効に

使えればな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) 私が質問している内容は松前町で既にある資源、松前町で既に投資

している資源、新しくやるのは付加価値をつけるための仕事、そういうふうに捉えていた

だければ嬉しいなと思います。今までアワビカゴ養殖、しかし値段がとれない。私、もう

時代は変わってしまったなと。天然物ではなく、それに手を加えて製品にする。アワビは、

もう天然物のアワビの時代は終わってきてるような感じする。全国で今入ってる、いろん

な市場に入ってる、マーケットでもどこでもいいんだけども、入ってるのはほとんどもう

養殖の韓国産であり、三陸産であり、そういう天然物でない、養殖のアワビのように思い
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ます。それと、稚内ですとかあっちの方でもバフンウニにカゴに入れてやって、松前でも

何かこの間やってるって言いますけど、松前にはもう既に立派なタンクがあるんですよ。

立派な、何億も何十億もかけたタンクがあって、それをどう活用するかっていうことで、

漁業者と組合と歩んでもらいたいんですよ。

それで、私が最後言いたいのは、漁船漁業一つ、漁船漁業で漁業経営者は５０％、６０

％比率だと。今度はウニ、アワビ、ナマコ等々で５０％、４０％。この漁船漁業以外のも

のが比率が４０％でも３０％でも、これが第二の漁業。その第二の漁業っていうのは何か

と言うと、先程から言ってる、それが全部ストーリーとして描いていただければ、松前町

の漁業のモデルは昔っからの漁業ですよと。そして、今まで投資してきた、漁業投資の膨

大なお金で、これが全て資源ですよと、活用しようと思えばいつでもできますよという、

このものが第二の漁業です。ですから、今は今年、去年から今年にかけて何日使いました

か、１１月、１２月、１、２月まで。数えるほどでないですか、数えるほどで。ですから、

大転換を図らなければならない。そのためにも集中投資を考えないかなあと。それで、漁

業者がやる意欲を、今までのようにここに投資するのでなく、補助でなく、ウニだらウニ、

アワビ、それを実行組合体制にするのか、ウニ部会にするのか、アワビ部会にして全町統

一にするのか。

それと今、時期は松前ノリですよ。しかし、今年は海が荒れて伸びたと思うと海が荒れ

て切れてしまって駄目になる。それで、この間木古内に行ったら、Ｂ５版のノリ５枚で約

４千円でした。それで、このときにしたら何をするかというと、養殖ノリと同じく胞子を、

ノリはどこに胞子が隠れてるかって言うと、貝類ですよね。水産課の担当者はわかる、町

長もご存じだと。アワビであり、昔うちらでネモリツブとかいろいろ貝類の中に入ってん

ですよ。カナダ人かアメリカ人かこれ発見したんですけども。ですから、それを胞子を入

れて磯であり、タンクの中に入れたり、そして安定したノリ、今ノリで頑張ってとりたい

けど、ノリがないからあれでしょうけど、膨大な値段でしょう。もう買えないよね、僕ら

庶民では。ですから、そんなことを考えれば一つ一つがある資源をどういうふうに育てる

かっていうこと。それで、これをもう一回プロジェクトをつくるなり、みんなで漁業者で

あり、組合であり、水産課を中心にね、このことでもう一回練り直したらどうでしょうか。

そして、今日底立てを古くからやって、実績を上げて松前町の札前でいい結果を残してい

る先輩漁師の方がきてますけれども、私はやはりそういういい漁業者がいて、支援管理を

してたらどうするんだよと、ここのところを調整しながら考えてもらいたい。

それと、エビであればエビで十分に食べてる札前の人もいる、江良の人もいる。それと

原口の方は一生懸命頑張ってて、昨日近江さんに聞いたら、新しい船を入れて頑張るよと

いう、そういう人達がいるわけさ。しかし、全体的な裾野が弱体化してしまったもんだか

ら、そこのてこ入れを私は集中投資と、何に投資するか、プロジェクトをつくるか。つく

らなくても既存のままでいいって言うんであれば、私はそれでいいですけど。

それで、最後になりますけど、町長が今回の執行方針の中で最後のフレーズに、ああ、

すごいなあと思ったのは、生活の満足度の高い町、これを入れました。びっくりしたんで

す。このテーマっていうのは、ものすごいテーマなんです。簡単に入れたわけでない、町

長の思いがこれに凝縮されてるんですよ。ですから、担当課の水産課だけでなく全ての課

の職員であり、スタッフラインがこのフレーズをどう捉えるかっていうことで考えてもら

い、それで町長の思いは町民の思いですからね。そこのところをもう一回熟慮して考えて

ほしい。それで、町長最後の質問ですけども、そこのところをどう考えるか、この何ヶ月

もおかないでパッとこう進めないと、来年ってなればまた、再来年ってなれば今度任期来
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ますよ、ね。一歩でも二歩でも歩んでもらいたいと思うものですから、よろしく答弁お願

いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、ナマコの状況、ちょっと答弁させていただきたいというふう

に思っております。乾燥ナマコのご指摘でありました。現状のナマコの生のナマコの価格

の推移見ますと、状況によってはアワビよりも高いっていうことが、議員ご指摘のとおり

なんだというふうに思っております。これに乾燥させていくっていう部分につきましては、

確かに価値はあるんでしょうけども、今の現状の価格の推移から見ますと、ちょっとハー

ドルが高い部分もあるかなというふうな部分は、私は自身感じてます。ここの部分につき

ましては、漁業者の皆さんと乾燥することによってっていう部分をもう少し議論して、相

談、検討してみたいなというふうに思っております。

それから、ウニの関係であります。小川商店、本当にウニの大手の業者でありまして、

渡島、檜山管内の多くの地区からウニを買い付けている業者であります。この松前がウニ

の産地だというふうに捉えますと、松前に工場を置くことで、海から揚がったウニをいち

早く処理するというふうなことが可能になるんだなというふうに思っているところであり

ます。期待するところが大きいわけでありますけども、一方では今漁業協同組合で塩水パ

ックですか、むき身もやっておりますので、ちょっとそれがどのような影響なってくるの

か、この辺も漁業協同組合とこれからの話し合いをしていかなければならない、課題の一

つだなというふうに思っております。

それから、現状、最後の質問というふうなことで、プロジェクト化の考え方であります。

まずもって、漁船漁業の低迷を補うべく下支えしていくっていう意味では、やっぱり増養

殖漁業の底上げは必要不可欠だというふうに思っているところであります。いろんなご意

見もちょうだいしながら、プロジェクト、いろいろご意見いただきました。検討する価値

もあるやに感ずる部分もありますので、職員といろいろ検討させていただきたいなという

ふうに思っております。まずもって、現状の実行組合単位でウニ、ナマコ、積極的に進め

られている現状もありますので、実行組合との話し合いをしながら、ひとつでも前進でき

るように、方法があれば模索をしてまいり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、道のりは険しいんですよ。そりゃあ、私もおりましたのでね、

行政に。そんな意味では大変だけれども、言葉だけで終了させないでね、前回、スクール

バスの関係で、今回僕は予算の質問できない立場でしたけども、検討しますよって言って

も前年度と同じ数字だったと。そうすると、検討しますっていう言葉、考えてみますよっ

ていう言葉っていうのをどこまで信頼したらいいのかっていうことになるんですよ、私は。

それで、僕はね、あのね、すごくこう落ち込むんですよ。人の、皆さんの落ち込み方より

も落ち込むんですよ。あれ、俺のときはどうだったのかなあと思って対比するんですけど

も、そのようなことのないように、担当課の佐藤祐二課長、渡辺参事、佐藤主幹等々の尻

を叩いていただいて、いい漁業振興してください。答弁いりません。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時１８分)

(再開 午前１１時３３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。
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次に、９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 昨日、予算審査特別終わった後に、職員の皆さんと懇親会やりまし

た。町長命令だって言ってね、大変アルコール攻撃が強かったんで、いささかボーッとし

てるんですけども、頑張りたいと思ってます。

今回の一般質問の通告ですが、人口減少抑止策と人材確保、こんな表題で通告させてい

ただきました。かつて、全国自治体の将来予測ということで、消滅都市っていう表現され

ましたよね。残念ながら松前町、全国上位から９番目にランクされたと。そういう状況で

この松前町が見られていると。ですから、黙ってこの流れに身を任せていくとね、本当に

松前町がなくなってしまうんでないかなという心配はしてます。しかしながら、それぞれ

の立場にいる方々の努力によって、松前町はしっかりと守られてきていると思います。

ただ、そういう中でね、特にこの人口減少っていうのは、全国の通告書に書いてありま

すようにね、構造的課題だと。そのために各自治体は、少しでもこの流れを止めるっての

はなかなか大変だとできるならば、せめてこういう急勾配で行かない、あるいは緩やかな

勾配に留めたいという願いを込めながら、いろんな政策取り組んでいるわけですね。です

から、私もこの松前町に人が、通告書に書いてありますようにどんどん流失して、松前町

から流失していく状況はなかなか簡単に留めることはできない。しかしながら、不可能で

はないと。やり方によっては松前町もまだまだ働く場所も、あるいはこれから生活してい

く地域をつくる努力によって、人々は住み続けてもらえるんでないかなと。そういう町に

したいと町長も願いを込めてね、各年度、総力を挙げて予算編成して地域を守っていると。

今回はね、３点の視点からこの人口減少を緩やかにする考え方を私なりに検討してみま

した。町長、検討したんですよ、私も。だから、町長の考え方も聞かせていただきながら、

いい方向にいければなと、そんな思いでおります。

まず最初に、３番議員もこの松前町の漁業の状況を踏まえながら、これからいかにすべ

きかという、非常に熱い思いで一般質問されてましたけど、今日はね、この漁業の分野で

コンブ養殖の話、昨日もね、その前にも町長と随分議論しましたんで、別な面から、いわ

ゆる漁業振興っていう面からじゃなくて、人口減少の歯止めになる要素はここにもあるよ

というような観点からお話したいし、あるいは町長のお考え方も聞かせていただきたいな

と思っております。

まず、松前町のコンブ養殖の状況は皆さんご存じのとおり、技術的にも非常に気象的に

も厳しい環境であるけれども、何とか先人の努力によって可能性は十分に広がってきた、

見えてきたと。現実にコンブに取り組んでる人で、最新情報ではね、１千万の水揚げされ

た方もあると聞いております。昨日も漁業振興に絡めてお話した中にはね、この養殖で松

前町の水揚げの可能性は、私は今は５千万程度で収まっておりますけれども、これからの

要素としては１億以上のそこに宝が眠ってるんですよ。ですから、これをどう生かして、

この松前町で人が外に出ないで生活できるかと。そういうお話をしたいなと、そう思って

おります。

昨日もそのお話したときに、なかなか事業に取り組む人が増えてこない、原因は労力の

問題だと。いろんなお話されてましたけれども、その前にね、町長、取り組む人をね、育

てていくっていう考え方をしないといけないんじゃないかなと。かつて北海道、あるいは

漁業関係機関が手を組んで、新しい漁業者を育てていこうという取り組みされたことあり

ますよね。松前町でも、今日傍聴に見えてる寺田さんなんかもね、手を挙げて１人の漁業

者を育ててきた経緯もあります。だから、そういう経緯を考えるとね、松前町も新しくコ

ンブ漁業者、漁師でも、あるいは漁師でなくってもね、そういう形をつくることは私は不
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可能でないと思ってんですよ。いろんな例がありますから、それを参考にしながらやれば

難しい問題、課題はクリアできるんでないかなと。例えばね、現在コンブ養殖に携わって

る人方のところに、まずそこに一からノウハウを勉強する形で教えてもらうと。しかも、

教えてもらう、勉強するってこともさることながら、働きながら勉強する。ですから、か

つての北海道、あるいは漁業機関のやり方としてはね、指導してくれる漁業者に対して指

導料みたいな形でね、補助したんですね。そこで働く方は、そこで仕事しながら指導して

くれる人から仕事に対する対価をいただきながら勉強を続けたと。そんな形もね、このコ

ンブ養殖に携わる人を育てていく一つの道かなと。こんな見方しておりますけども、詳し

い話する前に、この考え方どうお考えですか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) コンブの養殖の関連であります。議員ご承知のように昭和５８年か

らコンブ養殖事業が始まってきているところであります。正しくつくり育てる漁業の先駆

者であったというふうに、そんな取り組みをしてきたわけであります。この間、いろんな

時化で災害あったり、いろんな課題をクリアしながら現在のコンブの養殖の実態があるわ

けであります。議員ご指摘のように１千万も、去年は今まで、かつてのない高値で推移し

たというふうなことで、１千万も水揚げした漁業者もいるように聞いているところであり

ます。私も出張するのに函館に行くんですけども、福島、吉岡の海を見るのが、こう素晴

らしいなというふうに思うわけであります。福島は養殖コンブだけで７億とかっていうふ

うな数字を超えているようにも聞いております。本当にうらやましい限りであります。本

当に確実に、自分で育てながら確実に収入が見込める漁業だというふうに思っているとこ

ろであります。

今、議員からコンブ漁業者を増やすための方策と致しまして、まず体験、漁業者の方が

どんな苦労してるのかっていうふうな部分をまず体験させるっていうふうな、本当に大事

なことなんだというふうに思っているところであります。それによって、今ご指摘のよう

に指導する立場の人方といろいろ検討ということにはなりませんけども、前向きに課題を

考えていければなというふうに思っているところであります。

今のマグロの漁業者の方に、海にばっかりマグロいるなと思うなってことは言ってある

んですよ。ってことは、山にもマグロいるよと、畜産なんですね。ですから、今畜産農家

の方々には、例えば漁業者の方がね、農家の、畜産農家一週間、どういう時間割で一週間

すごしているのか、その体験をさせてもらえないかっていうふうな話をですね、今畜産農

家の方々にはさせてもらっているところであります。廃業する農家さんもおりますので、

牛舎もありますので、そんな思いで今お話をさせてもらってるんですけど、その逆バージ

ョンで養殖コンブの体験っていうものは、本当に取り組んでいただけるんであれば、積極

的に応援してまいりたいというふうに思っておりますし、こういう状況の中で大沢地区で

新規に着業、養殖コンブ着業する青年も現れておりますので、モデルとして一つの成功さ

せたいなと。成功させたモデルとしてですね、これから追々、そんな形になれるような支

援をしていきたいなというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 前段で言いましたようにね、松前でまだまだコンブ養殖の余地はあ

ると。大ざっぱな計算でいってもね、１億以上のそこに可能性があるんだから、１基１０

０万で１０基やると１千万ですよね。して１億っていうと、そういう１千万の業者を１０

人育てることができるんですよ。これはあくまでも話の上でね、現実はそう簡単にはいか

ないかもしれない。だから、そういう形でやっぱり松前に働く場所ってのはね、就職して
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月給をもらう、いわゆるサラリーマン的な形で働く場所がないとかっていう表現してます

けどね、やっぱり自分自ら頑張ってやれば、そういう場もあるんだっていうことが、まず

認識させるっていうことが一つと。それから、その人方が手を挙げて挑戦するっていう形

をね、待っていてもなかなか手を挙げる人がいないとすれば、挙げるような支援体制をつ

くってやらなければいけない。おそらくコンブ漁業に挑戦してね、今年いきなり１０基や

れるわけでもないし、何年か教えてもらってノウハウを吸収してね、体制づくりして設備

投資したり、体制づくりしたりっていうことを考えれば、それまでの生活支援だとかね、

自立するまでの体制は、やっぱり町長、支援していかなければね、待っててもできないん

でないかなと。

例えばね、畜産の方で今回肉牛改良センターに挑戦してる。この事業はいい例じゃない

の、ね。おそらく漁業の今のコンブ養殖の部分に同じような形であてはめる。そういうこ

とは別にしてね、やっぱりいい形は、このコンブ養殖における形はどういう形かなってい

うものを正に検討してね、実現させていくと。私はそうあるべきだと思うんですよ。町長

お考え聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、畜産、肉牛の改良センター取り組んでいる状況っていうのは、

正しく新規着業を増やすというふうな狙いもあるところでありますので、それとリンクさ

せながら、職員といろいろ検討してみたいなというふうに思っております。先程も申しま

したけども、新規着業者、養殖コンブの新規着業者につきましては、どんな支援体制がい

いのか、充実させていきたいなっていうふうな思いは持っているところでありますし、本

当に着業者が増えてくれればというふうな思いを持っておりますので、職員の皆さんと、

それから、現実に養殖されている漁業者の方々の意見も聞きながら取り組んでまいりたい

というふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 知恵を出し合って、検討していただきたいと思います。

２番目のね、高齢化社会における医療、介護、福祉分野の需要と供給のバランスという

形から考えるとね、まだまだ需要は増えていく可能性は十分にあると。しかしながら、そ

れに対応していく体制づくりが必ずしも十分に追いついていない現況から考えますと、こ

の分野でもね、人は十分生計を営める体制さえつくれば、働く場所ってのはできてくるん

でないかなと。特に医療の分野でいくとね、町立松前病院、ドクター確保からナース、あ

るいは医療スタッフ全ての面で多くの人をあすこに必要としております。何とか関係者の

努力によって、この病院の体制はつくっておりますけれども、ナース分野ではね、まだま

だナースパワーから応援８人ぐらい、今回の予算でも計上されておりますけれども、そう

いう分だって、ナースパワーに一定期間応援してもらって帰ってしまうっていう形は、こ

れは応急処置としてはやむを得ない形だけれども、そういう人方がね、もし、もしね、松

前町に留まることができれば、これもまた重要な場所になるんでないかなと。

移住、定住っていう中が、関わりになるのかもしれませんけれども、一番移住、定住で

懸念されるのはね、まず今言ったように働く場所があるんだと。移ってきたいんだけれど

も、収入の保証がね、なかなか自分達が思うようにいかないとか。昨日も議論しました子

育ての環境だとか、そういうものが懸念されて、なかなか人が今のように住み着かないで、

その時期だけ応援に来るというような形がとられているんですよ。病院を守っていくため

には、これはもう最低限必要な対策ですから、これは否定はしませんけれども、そういう

分野でも松前町に定住してもらえるような条件整備すれば、そのナース一人じゃなくて、
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場合によっては家族何人になるかわかりませんけれども、増えていく可能性もあるんでな

いかなと、こういう考え方でね、何とかナース応援に終わらせてしまうんじゃなくってね、

できればそういう定住する方向に行く条件整備ってのは、考える価値十分にあると思うん

ですよね。町長、いかがでしょうかね。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) お尋ねの高齢化社会における医療、介護、福祉分野の需要と供給の

バランスっていうふうなことであります。まずもって、町内の介護サービス、更には福祉

サービスの事業所の現在の従業員数は、約２００人っていうことだというふうに聞いてい

るところであります。毎月の町広報の折り込みにも入っておりますけども、各事業所大変

需要が多くて、常に求人を行っている状況でもあります。資格取得に対する支援など、処

遇改善に取り組んでいるけども、人材確保に苦労されている状況であるということであり

ます。病院もさりとて、今議員ご指摘のとおりであります。院長と話をする機会があるわ

けであります。本当に院長は、医師が確保されても現場の看護師がいないとどうしようも

ないんだというふうなことで、常々マンパワー不足があるんですよっていうふうなことで、

いっつも院長も苦慮しているようであります。

病院につきましては、今議員ご指摘のように、寒い時期になると南に行くとか、そんな

ナースパワーの人方がいるというふうなことも聞いております。しかしながら、何として

も定住してもらえるように、院長、あるいは病院の職員の皆さんがいろいろ試行錯誤して

いる状況もあるようでありますので、どんな定住をしていただけるために、これ以上どん

な定住していただけるための条件を、もう一回病院の皆さん、今一生懸命考えているんで

すけども、なかなか現実とは合わない部分もありますので、もう少し煮詰めた検討って言

えば、また福原議員に怒られるかもしれませんけども、勉強していきたいというふうに思

っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 介護のお話まで移っていきましたけどね、町長、松前のね、介護に

関わる人方、これは携わる人方の待遇っていうかね、そういう働く条件ってのは極めて低

いですよね、これ全国的にね。そういう中でも松前は極めて条件悪いんですよ。この間、

担当課長ともいろんなお話させてもらいましたけれどもね、やっぱりあの人方ってのは、

働いた分に対する対応、報酬ってのかな、そうしたものをいただきながら自分の収入増や

していく現状らしいんですけども、でも松前の場合はね、端から端まで走ると行った来た

の時間はね、金にならないんですよ。非常に効率悪いわけ。だから、そういうことも考え

ていくとね、全国的なレベルで話するのと、松前の環境の中で働く人方の比較ってのは、

もっともっと低いレベルで働いているっていう現実はね、私はこれからのこの対応を考え

たときにはね、十分に行政が考えていかなければ、需要と供給のバランスは保てないんで

ないかなと、そう思います。町長、どう考えます。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時５７分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

町長。
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○町長(石山英雄君) 介護の現場によりまして、人材確保のために、条件緩和したら人材

の確保になるというふうな考え方はいかがなものかというふうなお尋ねだったというふう

に思っております。確かに条件緩和することによって人材の確保の道は開けるんだろうな

というふうに思うわけでありますけども、さりとてどんな条件の緩和ができるのか、その

辺をきちんと勉強しなければならないなというふうに思っているところであります。まず

町内の業者の介護サービスの業者の中でも、やっぱり資格のある人材を採用することによ

って介護報酬も上がるというふうな実態もあるようでありまして、質の高い介護を提供す

るために、かなり努力している事業所もあるように聞いておるところであります。私ども

行政の立場でどのように対応すべきか、ちょっと勉強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。

今回策定しました総合計画でありますけども、その中にも人材確保、介護、福祉ばかり

じゃなくて、全ての面にあてはまる部分があるんでしょうけど、人材確保のために基本構

想の中で、明るい長寿社会の実現において、主な施策として担い手の人材育成確保対策を

総合計画の中にも位置付けているところであります。本当に人材の確保することが本当に

大事なことだなというふうに思っておりますので、いろんなご助言いただければ、私ども

も勉強してまいりたいというふうに思いますし、ご助言いただければなというふうに思っ

ているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 昨日の夜のジャブが効いてきたみたいです。

３番目のまちづくりに必要な新しい仕事づくりで、町職員のからみ書いておりますけど

も、何かの機会でもね、この町職員の定数をいろいろ検討されて、限られた人材の職員の

中で、効率のいい行政運営をしようとしてる。その考え方は十分大事にしていかなければ

いけないなと、私は同感しております。しかし、見方を変えるとね、役場ってのは大変な

職場なんですよ。企業という表現はできないけれどもね、だから、ある意味では松前高校

生のあこがれの的であったり、町長、町で地域枠みたいなのつくれないかと。

冗談はさておきましてね、いずれにしましても定員は守っていかなければいけないけれ

ども、定員ありきじゃなくってね、やっぱり必要な人材をこれからも確保していくために

は、時と場合によっては考えていかなければいけない要素は、私はあると思います。です

から、その考え方もね、以前から町長のお考え聞かせていただいておりますけれども、改

めて、この場でお尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に役場の職員ばかりでなくて、町内いたる経済、産業団体も人

材に苦慮している実態もあるわけであります。ですから、総合計画の中にも人材の確保に

ついては重要な課題であるというふうな意味も含めまして、総合計画の中にも位置付けを

させていただいたところであります。今の職員の採用、本当に大事な部分であります。行

政需要だとか、それから財政状況を踏まえながら、今議員おっしゃるように定員適正化計

画っていうのがあるわけであります。私ども、平成２７年に策定しているところでありま

すけども、職員採用は、やはり基本としては定員適正化計画に基づきながら採用していき

たいというふうに思っておりますけども、今役場は最大の企業であるというふうなお話も

していただきました。本当にそう思うところであります。本当に人材を確保しまして、何

て言いますか、切れ目のない町民のサービスできるような組織づくりが大変重要だなとい

うふうに思っているところであります。いずれに致しましても、定められた計画に基づき

まして、職員採用はしていきたいと思っておりますけども、できるもんであれば、今現在
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社会人枠っていうふうな枠でもＩターン、Ｕターンでも職員を採用できるようなことも今

実施しておりますので、その辺も兼ね合わせましてこれからの職員体制、きちんと切れ目

のない行政サービスできるような体制づくりをして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) ９番。

○９番(梶谷康介君) 思いつくままにって言うか、考えていた形の中で通告して、それぞ

れの角度から、一人でも多くの人、松前、町に残して、これからも守っていかなければい

けない、そういう状況だと思います。

ただ、特に役場でいろんな仕事をされております人方、十分松前で、町でね、町で職員

として採用するってことも、もちろんこれはね、今町長のお考え聞かせていただいた範囲

内でね、可能かなと思うのもありますけれども、自分達の仕事の範囲で何か仕事がそこに

つくりだすことできないかみたいなもののね、考え方ってのは、やっぱりそれぞれの立場

で考えていただければなと。こんな希望を述べまして、私質問を終わりたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、８番西川敏郎君。

○８番(西川敏郎君) 私も夕べ、町長から議会の重鎮などという、本当に全くの、福山の

大先輩２人の議員に比べたら、まるで軽石のようなものでございますので、７０年寄りの

戯言と思って聞いていただければなというふうに思います。

先輩議員からも今ありましたとおりですね、やはり今、何かを行動起こさなければ、そ

れこそゆでがえる、いつの間にか環境の変化に気づかないうちにゆで上がってしまうとい

うような、そういった危機感が私自身にもありますし、多分町長だってそういう危機感は

持っているというふうに思います。その中で、今年はいろんなこと、３０年度予算に、町

長の執行方針にもありましたように、笑顔基金ですか、スマイル基金とか新しい、何て言

いますかね、産業の芽を育むような、少しでも前に進んだ政策が見えてきたことは、大変

喜ばしいことだなあと思っております。私は、そういったことも含めてですね、北海道１

５０年、そして北前船寄港地の認定、それについての今回の松前神楽の、本当に松前にと

っては記念すべき年であるということでありますので、更に福山公園開園１３５周年にも

また当たる年でありまして、これは、知名度向上と観光客誘致にとっては一大チャンスで

あるというふうに私は捉えておりますが、知名度向上については、昨年の北朝鮮、松前小

島の関係でかなりいいとこ、知名度は上がりましたけども、松前にとってはちょっと不幸

な事件でありましたけれど、国、道に対して、何て言いますか、ショックって言いますか、

すごいインパクトを与えた事件かなと思って捉えております。これを一つ、不幸中の幸い

として捉えて、本当に今こそ松前全員で、松前町の再生って言えば大げさですけど、そう

いったことを全町民合わせて考えていかなければならないのかなあっていうふうに思って

おります。

それでですね、とりあえず、観光拠点である松前公園、更なる魅力と向上、幸い今年度

予算にもありましたように、新たな公園用地も取得できましたことにより、より理想に近

付いた松前公園が将来できあがるものではないかなあというふうに、大変一町民として期

待しているところでございます。

そういったものの合わせましてですね、実は、昭和４３年の開道１００年記念、この年

に北海道の１００銘木というのが道内各市町村で指定された名木及び美林３０点、それか

ら並木道が１９点、これが松前町では名木が１１点、美林がこれ池の岱の杉の人工林でご

ざいますけど、これが１点挙がってました。それと並木として、公園の桜並木、こういっ

たものが挙がっておりました。これがですね、その他にこれが３４年なんですけども、平
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成５年の２月、２月ですね、２月２０日発行の北海道林務部で監修しました北海道の巨樹、

名木。これは大きな写真入りで発行されたものなんですけども、この中にも松前の桜、名

木、法憧寺の藩公墓所の大ケヤキとそれからイチイ。これいずれも大ケヤキの方は３６０

年の樹齢推定です。イチイにつきましては推定で樹齢が７００年と。本当に松前の歴史の

重さを感じさせるような名木と、イチョウですね、松前のイチョウ、これが樹齢４００年。

それと血脈桜、これは２００年と推定されているところでございます。松前神社にありま

す鳳舞松、祥雲松、臥龍梅、これいずれも３５０年、２００年、４００年の樹齢となって、

これは表示板って言いますか、看板も立っているところでございますが、これから約２５

年経った今ですね、本当に姿の変えた名木もありますし、特に名木に選ばれておりますけ

ども、徳山神社のイチョウ、そういったものも大分整理されたところもありますし、カツ

ラが残ってるのかな。それも５００年から３４０年の樹齢となってるところでございます。

上川の狩場神社のグイマツ、これが２００年って、今でもあすこには看板残ってるんです

けども、そういった狩場神社と池の岱の古杉ですね、そういったものが平成５年の北海道

林務部の改修で写真入りで発行されたところでございます。ちょうど２５年経っておりま

すし、今後、道の方でやりました開道１００年記念のときのと合わせますと、大分様子も

変わってきてるしですね、写真もちょっと手入れされたり、様々なことで変わってきてま

すんでね、そういったものをもう一回検証して、こういった記念すべき年でありますんで

ね、選定して、肉牛センターの、繁殖センターが同じ官・学・民でも役場、大学、産業団

体、官・学・産でございますけれども、この場合は私は、産業、役場、義務教育までの子

ども達と、それと民間の町民と、また合わせましてですね、できれば渡島振興局並びに西

部森林室の力も借りまして、やれば、ＮＰＯ団体もございますんで、案外簡単にできるも

のではないかなあというふうに、もちろん松前にも資料はいっぱい残ってると思いますん

で、その辺は教育長の方にもお尋ねしたいんですけど、それと合わせまして、ただそれだ

けでなくて、北前船交易でいろいろ輸入された松前では珍しい植物がたくさんありますよ

ね。代表的なもので、よく言われるシロタンポポ、あるいはクマザサとかいったものがあ

りますから、その他にすごい貴重な植物の群落もあります。そういったものをもう一回洗

い出しましてですね、本当になんちゅうか、本当の意味での本当に多様な自然、恵まれた

自然を持ってるっていうことをもっと強烈に発信していくのも、これまた一つのあれかな

というふうに思います。そういった意味で、何とかこの辺を町長に検討していただけない

かなというふうに考えるところでございます。

また、文化芸能につきましてもいろいろ、祇園囃子とかいろいろありますよね。多分、

北前船によってもたらさられたのではないかなあと考えられるようなものがたくさんあり

ます。江良の杵振り舞はどっから来たかわかりませんけど、おそらく荒馬踊りですか、あ

あいったものも調べてみたら本州から来たものかなあというふうに思われることがたくさ

んあります。そういった意味ではもう一回検証しまして、それを上手くこう何て言います

かね、物語風にやるようなのも、これは本当に町長部局の方の力でやっていけば面白いも

のができるのかなあというふうに思います。まず、町長にその辺のことをお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 大変貴重なご意見をいただいたというふうに思っております。例え

ば、質問の通告書にもありますけども、福山公園というふうな、福山公園開園１５０周年

記念にあたるというふうな通告書もいただいておりますし、の中に記載されてますし、ま

た北海道１００年記念というふうなことで名木の指定もされているところであります。コ

ピーなんですけども、こういうものが北海道１００年記念で北海道の名木・美林というふ
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うなことで、こういう冊子も出ているところであります。

それから、旧福山公園につきましては、月琴堀のあたりなんですけど、こんな看板も立

っているところであります。福山公園につきましては、開園１３５周年ということで月琴

堀の周辺に今看板が立っているところであります。それから、北海道１００年記念の名木

ということで、今西川議員からいろいろ、藩公墓所のイチイ、更には松前神社境内の鳳舞

松、クロマツですね。それから祥雲松、クロマツなどなど、１１名木が指定されているよ

うであります。それから、美林の部であれば、議員おっしゃるように池の岱のスギ人工林

と。更には、並木は松前の桜並木と松前公園が指定されているというふうな状況でありま

す。

また、お尋ねの中にありました北前船の寄港地としての日本遺産の認定、更には松前神

楽が昨日官報に登載されまして、まさしく国の文化財に指定されたっていうこともこの場

を借りて報告させていただきたいというふうに思っております。

大分年数も経っているところでありまして、２５年以上経過しております。２５年後の

現状がどういうふうな状況になってるのか、私ども再確認する大きなチャンスかなという

ふうに、今質問もらいまして痛感、そういうふうに思っているところであります。忘れか

けている部分もありますので、きちんと再認識する大きな機会だというふうに捉えて、ち

ょっと職員と研究してみたいというふうに思っております。

それから、官・学・民というふうなお話もございました。現在函館大谷短期大学の皆さ

んに、松前のさくらまつりの観光客のマーケティングなどやって調査していただいている

部分もありますけども、これとちょっとリンクできるかできないかもちょっと検討させて

いただきたいなというふうに思っております。いずれに致しましても、忘れかけている部

分もありますので、大きな提言いただいたなというふうに認識しているところであります。

検討するというと、また福原議員ににらまれそうなんで。前向きに考えてみたいなという

ふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ８番。

○８番(西川敏郎君) ありがとうございます。前向きに考えていただくことでありますけ

ども、ついでと言えばなんですけども、この整理、調査していくためにですね、できれば

松前城の再建の話もありますのでね、できれば開道１００年のときに樹木が１１、美林が

１箇所、並木が１箇所ですけれど、これに加えるものを結構、例えば道有林の中にもあり

ますし、林下の指導員であります福山の岡田さんとこのヒノキですか、ヒバですね、すご

い巨樹がございますが、そういったもの。あるいは上川のあすこは何の沢って言うんだっ

けな、あすこには直径１メーターを超えるようなスギの大木もございますし、池の岱の美

林、ここもすでに樹齢１００年超えたものがたくさんあります。そういったものももう一

回吟味しましてですね、その他に残念なことに私も去年福山町内会に頼まれて、しだれ柳

１本斉藤さんに手伝って切ってしまったんですけど、そういったものを探せばまだまだ結

構名木から外れたものも、加えていけるものも出てきますんでね。せめて、この記念に３

０種ぐらい、もう少し加えて、３０本ぐらいにできれば面白いかなあというふうに思って

おります。なにせ、せめて北海道一になるように、数合わせってば変ですけど、そういっ

たところまでもっていければ面白いかなあというふうに感じておりますので、それに対し

ては、やはりいろいろ役場ＯＢの方も、また西部森林室の方も喜んで協力すると思います

んで、その辺も検討していただきたいなあというふうに思います。

それとですね、常々言ってますようにですね、桜だけの観光はいつまで続くのかなあと

いうふうな、いろいろ先程梶谷先輩議員の方からもありましたようにね、やはりもの一つ
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がなかなか桜だけではなったようにですね、マンネリって言いますか、そういったものを

打破しなければ、なかなか新しいものが出てこないということでですね、前の桜博士です

か、あの人からも言われていますようにですね、桜だけでなくて、他のものも組み合わせ

たものでやってはいかがというふうな提案を、確か役場の方でもいただいてるはずです。

要するに計画にもありました讃桜文化ですね、そういったものが検討に値するのではない

かなというふうに思っております。

それと、観光に結びつくものなんですけれども、近年日本の、国内の観光客がどんどん

減ってる中で、新聞紙上で見れば外国の観光客が増えているというふうなこともありまし

て、そちこち観光も競争って言いますか、そういった競い合って、いろんな施策を競い合

って呼び込んでるところであります。そういった意味では、その外国人観光客の一番の何

て言いますかね、興味って言いますか、そういったものはやはり古い、日本の古い文化に

すごいあこがれが強くてですね、現実に寺社めぐり、あるいは古民家めぐりが今ブームと

なっているとこであります。そういったものを踏まえていけばですね、やはり観光につい

ても将来の可能性って言いますか、何か一つ産業、要するに観光で飯を食ってけるような

人が１人でも多くできるような何かの仕掛けができるのではないかなあというふうに、単

純に思っておりますんで、その辺も試みに入れた新しい公園の計画ですね、そういったも

のを検討していただければなあというふうに思っておりますので、その辺、町長ちょっと

いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 新しい公園の整備、今計画を進めているところであります。この公

園の整備につきましても、やっぱり松前の観光は普遍的な価値のある松前城を核と致しま

して、１年四季を通して魅力のあるものに作り上げていかなければならないというふうに

思っているところであります。桜やお城以外の魅力の再発見は、これは必要だというふう

に思っておりますし、桜の三大名木に続く価値観の仕掛けもですね、大いに検討すべきで

あるというふうに考えているところであります。

桜にしても、お城にしても、次の世代に繋げるための大事な主策だというふうに思って

おります。本当に、誇りを持てる松前町であるというふうな認識を強く持ちながら取り組

んでいきたいなというふうに思っているところであります。今、西川議員のお尋ねにもあ

りましたけども、浅利先生からの提言もあるやに私は聞き取らせていただきました。先生

ともいろいろ相談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。質問の内容、

十分に理解できるものであります。職員とともに勉強させていただきたいというふうに思

っております。

○議長(伊藤幸司君) ８番。

○８番(西川敏郎君) 教育長に一つ、お尋ねしたいなと思います。このたび、学習指導要

領の改訂がございましたけれども、私、この改定のポイントを見まして、松前の取り組ん

できた、前教育長から取り組んできた施策、松前っ子３リズムの実践、あるいはまた何て

言いますか、ふるさと学習ですかね、ああいったもの。それから、大綱を見ればですね、

生きる力の涵養とかですね、本当に素晴らしい、やっぱり何て言いますかね、余所の、今

回の改定の先取りしたような施策でやってきてます。

この今名木選びに、なんでっていうことなんですけれども、その他に今出してきた改定、

指導要綱の改定なんですけど、やはり学力優先、偏差値ありの教育から別にあれしたって、

何て言いますか、要するに、松前町の教育指針から見れば本当に当たり前のことなんです

けど、全国的に見れば、やはり松前がモデルとなり得るような素晴らしい施策が書いてあ
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りますんで、そういった意味でここにプラスして、我々今はなくなってましたけど、松前

小学校の閉校前まではみどりの少年団もありましたし、今も森林室の苗畑の跡を学校林に

しようっていう構想もありました。そういった意味でですね、やっぱり本当に先程町長言

ったように、本当に胸張って誇りのあるふるさとだっていうふうに、将来子ども達が大人

になったときでも思えるような、そういったものを育むためには、本当に我々子どもだっ

た頃とはめまぐるしく教育も変わって、日本の農政と同じでめまぐるしく、ゆとり教育で

総合学習やったり、それやった結果学力が下がったといって、今度はそれを止めて偏差値

優先、学力優先でやってきた結果、例えば先程梶谷大先輩、梶谷先生も言ったけれども、

日本で一番の秋田県、学力で一番の秋田県が、その当時ですよ、今どうなったかといった

ら出生率は下がる。当然ですよね、頭のいい子はみんなに都会に行っちゃうもんですから、

出生率は下がる。そして梶谷先生が言ったように消滅する県が、今の秋田国際大学の所在

地だけで、あとは全部将来消滅する可能性が大きいと。これも、それから自殺率がナンバ

ー１。

そういった現状が踏まえて今回のこれも、要するに何て言いますか、学力が世界的にみ

て上位の方にあるんですけど、それを応用したものを、例えば私ども仕事に関して言えば

ですね、環境の変化、森林伐採が将来及ぼす影響をあなたはきちっと説明できますかって

いうような設問。そういった何て言いますか、環境とか、あるいは問題点とかそういった

ものに関すことになれば、驚くなかれ、世界で一番下なんですね。そういったことを考え

れば、いかに日本の子ども達がいびつになってるのかなっていうことが、これ世界の常識

でしてね、本当に。そういった意味で危機感を持って、国でもこういうふうな、やんわり

と、あんまり基本的な課題ならいいんですけど出してきてるっていうふうには理解してい

ます。

そういった意味では、もう一回、本当に松前町の教育大綱でですね、本当に全国のモデ

ルとなり得るような要素がありますんで、その辺を教育長、今回の改訂にもう一つなんか

プラスしてってことになれば、私は、本当にこのふるさと学習がより大切になってくるの

ではないかなというふうに思っておりますんで、その辺も少し聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今西川議員の方から、一般質問の中で一番最後でございます

けれども、学習指導要領の改定に基づきました学生の学習にも大きな機会があるんではな

いかと、そういうふうなご質問でございます。

今回の学習指導要領、１０年に１回の改訂されているところでございまして、主な改訂

点が６点ほどあります。その中に一つに、伝統や文化に関する教育の充実というのが盛り

込まれたところでございます。今回の西川議員からお褒めの言葉をいただきました、あり

がとうございます。当町では、平成２０年の７月に松前町教育指針条例によりまして、地

域を挙げてふるさと学習の推進に取り組んできたところでございます。

この当町のふるさと学習につきましては、松前高校においては松前学Ⅰ、そして松前学

Ⅱってことで１、２年生が取り組んでおります。更には、小中学校においてはふるさと読

本を作成致しまして、これに基づきましてふるさと学習応援団とタイアップしながら学校

への支援、具体的には歴史と自然の博物館と位置付けまして、松前公園を主体として学習

に取り組んできたところでございます。西川議員おっしゃるように、松前町には他の町に

ない素晴らしい教育資源が山ほどあると私も認識しているところでございます。先程西川

議員のお話、更には町長からもお話あったように、伝統的な行事を含め、更には公園のシ

ロタンポポのお話もございました。自然環境含めて数多くの資源ございます。実際に一つ
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の例を申し上げますと、平成２１年から松城小学校におきまして、実際に子ども達が公園

の中を歩きながら、自分達自らで公園の素晴らしいものをパンフレット作って、そして観

光客の方に配布をしていると。そういうふうな形で子ども達も自らこの自然とふれあいな

がら、そして町民の方々、更には松前に訪れる方々にＰＲしてるというふうなことで、先

程西川議員のお話の中で生きる力、はっきり言って過去頭でっかちというふうな時代もご

ざいましたけど、今対等にお話ができる、説明できるっていうふうな、アクティブラーニ

ングというふうな時代に移り変わっておりますけれども、正しく子ども達が生きる力を身

につけてくような学習指導要領に変わってきているところでございまして、今後もこのふ

るさと学習を中心としながら、子ども達の育成に力を入れていきたいと、そういうふうに

考えておりますので、今後ともご支援をよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ８番。

○８番(西川敏郎君) 本当に松前の教育は素敵だっていうふうに思っております。ただ、

今回の改訂のポイント、キーワードにつきましてはですね、やっぱり四つほどあります。

未来社会を切り開くための指導能力の肝要、次に社会に開かれた教育課程、これも松前の

素晴らしいところです。あと現代的な課題に対応する教育というふうのもあります。それ

とですね、私は一番今回のポイントだなと思ったのは、教科等を超えた横断的な視点を持

ちっていう部分なんですよね。それが、先程も町長にも質問したように、官・学・民の協

調、これが今求められている、教育にも求められているし、我々産業人にも求められてい

ることじゃないかなというふうに思います。その中でですね、人間性が随分今回生きる力、

豊かな心、そういったものをキーワードとして文科省だしてるんですけど、今までのよう

な何て言いますか、地域のよる学校への支援、これから地域と学校のパートナーシップ、

これは今回やってますよね、教育長。今回のコミュニティの、これは正にこれではないか

なというふうに思います。双方向の連携協働へと発展させる地域学校共同活動、それがコ

ミュニティですよね、その辺を本当にこれからどんどん進めると。例えば今言ったように、

観光教育に関して言えば、我々に関係した分野なんですけれども、インで環境を調べる力、

感性、あるいはアバウトで環境に対する正しい認識、それからフロムでより良くする態度、

参加。そういったものが含まれておりますんで、系統立てていったら松前でやってること

は、正にこのとおりだなあというふうに感じております。そういった意味では、教育長、

胸を張ってぜひですね。

それと、言い忘れましたけども、この民の中にね、最近松前でやってる、実践してるの

はね、植樹運動、ニトリの、今回は予算にも出ていましたが、ニトリ北海道応援基金助成

金５０万ほど出てますけども、こういったものを何て言いますか、北海道は率先して実践

してるということが、今回の改訂が先取りするのかなというふうに単純に思っております。

どうしてこれが公園と、観光と結びつくのか。それは、今後の子ども達の養成によって、

本当に純粋な子どもの感性でもって、まだまだ可能性のある観光って言いますか、そうい

うものがたくさんあることです。本当にネット社会の、ネット社会における事業って言い

ますか、スタートアップって言いますか、そういったのも今回のスマイルと連携していけ

ば、ものすごい面白い事業が浮かび上がってくるのではないかなあというふうに思うとこ

ろであります。

本当に、最後になりますけれども、このネット時代の一つのビジネスとしましてですね、

やはり公園が整備されることによって、今神社の話致しますんで、宗教だと思わないでい

てください、聞いてください。青森の戸来村出身の方なんですけども、インターネットで

中古のバイク、皆さん多分知ってると思うんですけど、それで純利益毎年２０台でもって
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２億の利益を出してる人が、この人が別に会社を立ち上げまして、日本の６万６千、８千

社ある神社があと１０年したらもう半分に減るんでないかっていう、そういった危機感か

ら、日本の八坂の会っていうのありますけども、それを日本ならず世界に広めて平和に資

するというふうな壮大な計画のもとにですね、とりあえず日本の神社を元気にするって、

これはネットで結んでですね、今ものすごいいろんなイベントをやっております。その中

で私がね、松前でこれが活用できるんでないかなって思ったのが一つあります。我々みた

いに、もうスマホの時代も終わってＡＩの時代になろうとするのに、じいさんばあさん、

年寄りよりのみやってないもんですから、農業の、今までのやり方の農業だら駄目ですよ

って神社に高齢者の農業者を集めてスマホ教室を開いて、そして、何て言いますか、それ

を利用してネットで農産物の売買をしたり、そこまで教育をして、それをビジネスにして

る。そういったのもあるんですよね。だから、そういったことを考えればね、我々の固い

頭ではどうもならないんですけど、今の若い人の本当にやわらかい頭でやっていけばです

ね、本当に今までの一次産業とまた違った新しい産業。そしてまた北海道では今ちょっと

薄れてましたけど、産業クラスターって一時流行りましたよね。ああいったものを体系づ

けて、北海道でなくて東京でそういったものを立ち上げる。松前町の顧問である大山さん

もそうですけど、そういった方々がたくさん出てきていますんでね、本当に何て言います

か、一歩出て今までの常識からちょっと外れてるかなあと思うようなことでも、これから

どんどんどんどんできていくいい時代になってきましたんで、その辺は私はね、楽観視し

てます。期待してもおりますんで、ぜひ町長、そういった意味では、今回の町長の所信表

明にもありましたように、どんどん若い人を信じて進めていってほしいなというふうに思

います。

松前神楽の方については、斉藤議員の方がよりより詳しいので譲っておきますけれども、

最後に一つだけ、教育長と町長に検討しておいていただきたいのがあります。城の再建計

画あるんですが、やはり我々町民がアクションおこしたよっていうふうなことを見せるた

めにもですね、ぜひ４００立方、名古屋城で４００立方だって言ってますんで、松前町で

あれば多分１００立方もあれば賄えると思います。そういった意味で松前も、あまり細い

のはよくないんですけど、太いのは結構いいスギがございますんで、そういったのと、あ

と松城小学校の解体材、あれ歴代の教育長が先送り先送りしてきまして、今回の宮島教育

長が初めて私に言いました、一回見てくれと。本当に私感激しました。いやあ、せっかく

だから、したら来週から藩屋敷のとこの森林伐採する予定ですので、あの辺でもいいです

から、あの解体材を利用して、町長のおかげで昨日の館浜の生活改善センター見てきまし

たけど、本当におかげさんで建設業者も冬休まないでここ２、３年本当に潤ったと思いま

す。そういった意味で町長、どうですか。私も手伝いますんで、みんなに手伝ってもらっ

て神楽殿の一つぐらい作っておきませんか。とりあえず立派なのできるから。それだけお

願いしまして質問終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 大変貴重なご提言、ご意見をちょうだいしたと思っております。教

育の分野と連携をとりながら進めてまいりたいというふうに思っております。本当に忘れ

かけてたものを再認識するいい機会だというふうにですね、捉えながら進めてまいりたい

というふうに思っております。

それから、お城のお話もされておりました。執行方針の中で、教育行政執行方針の中で

も教育長の方から話をしていただいておりますけども、今いろいろと検討を重ねている状

況でありますので、本当に、私個人と致しましては、正しいものを次の世代にっていうふ
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うな思いはありますけども、いろんな課題も整理しなきゃないと思いますので、まずまず

検討、検討って言いますか、今いろいろと勉強させていただいておりますので、ご理解し

ていただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１０番斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) 私は簡単に質問させてもらいますので、簡単にご答弁をいただきた

い。

「松前神楽の日」を条例制定すべきでないのかと、こう今私は感じを持っております。

ここについては町長の見解を求めたいと思いますけれども、先般新聞だとかテレビで報道

されて、国指定の重要無形民俗文化財、こういうものになって、さっき町長から答弁あっ

たように、昨日３月８日官報に掲載されて、正式に文化財になったと、こういうふうに受

け止めております。松前町内でも原口だとか清部に神楽があります。これは、当時のそれ

ぞれの神社の宮司が地域の人に教えて広まったものだというふうに聞いておりますし、当

時はお神楽という名前でずっと小樽の方まで、あるいは函館の方まで伝わっていったんだ

というふうに受け止めております。これが専門家の言葉で言えば里神楽とか、民衆神楽と

かって言われているようです。松前神楽の冠、松前という冠がのったのは、ここに書いて

あるように西暦１６７０年ぐらいだと思うんですが、後半に６代藩主の矩広公が神社の宮

司さん方を集めて、城中で奏上、舞われたというのが松前神楽の私は始まりだというふう

に聞いていますし、これが御殿神楽と言われていたそうです。

国の指定の重要文化財になったわけですから、これは松前町としても後継者の心配をし

ながら振興、発展に努めていかなければならない、こう思いますので、町長に松前神楽の

日の条例制定についてどう捉えているのか、まずご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まずもって、ただ今斉藤議員から質問ありました。そのとおりであ

りまして、神楽につきましては、昨日松前神楽、松前ブロック連合会、連合保存会をはじ

め、道内５団体で結成されております連合会でありますが、国の指定重要無形民俗文化財

として昨日指定書をちょうだい致しまして、今議員おっしゃるように官報に掲載なりまし

た。正しく、正真正銘の文化財に指定されたところであります。

昨日は連合会の会長であります松前ブロックの連合会の保存会の会長をしてございます

石川さんが東京に行きまして、指定書を受領してきているところであります。この神楽の

名称につきましても、今議員から縷々ありましたが、松前神楽は里神楽や民衆神楽などと

一部では呼ばれているということは聞いておりますけども、今回指定された各保存団体の

中では、松前神楽、議員おっしゃるようにお神楽という名前で呼ばれていたそうでありま

す。この松前神楽の起源につきましても、明確なものは確認されておりませんけども、１

６２５年に松前家の氏神である八幡宮、今現在の桜見本園に神楽堂を作っていたというふ

うな記録もあるようでございます。斉藤議員言われるように、御殿神楽については１０代

藩主松前矩広が１６７４年１１月１５日、松前藩領内の神職を集めて松前城本丸御殿槍の

間で神楽が執り行われたと記録書に記載があるようであります。これが城内神楽の始まり

であり、その後城中大神事神楽として、隔年で執り行われているようになったとされてい

るところであります。これが、松前神楽の起源だというふうに思っております。

それで、質問にあります、神楽の日の制定について、これはいかがかというふうなこと

であります。本当に松前の貴重な文化財として、また町政執行方針でも述べさせていただ

きましたけども、松前町の歴史観光の財産としても保存、伝承や周知活用に積極的に努め

てまいりたいというふうに思っているところであります。神楽の日の制定につきましては、
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議員からのご提案もありましたけども、私ども、昨年から神楽の検討をですね、神楽の日

の制定を検討してきているところであります。歴史的事実や周知活用、観光財産、交流人

口の増加という双方の観点から、きちんとした体制をつくりながら条例の制定に向けて進

めてまいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 今町長、１０代の矩広と言いましたけど、これ１０世６代という言

い方ですから、それは１０世だと思います。うちの事務局次長が詳しく調べてくれました

ので間違いないと思います。

それと、今、町長条例制定も考えてるんだという話がありましたけども、これはやっぱ

り神職、宮司さん方と十分連携しなければ、なかなか制定するっていうことは難しいよう

な気がします。できれば、神楽の日を制定して、大きな神楽を開く大会と言いますかね、

そういうものもやってみる必要があると思うんです。このためにもやっぱり条例を制定す

るっていうのは、おそらく神楽の条例制定ってのは松前町が初めてだと思うんですね。で

すから、これにはぜひ前向きに取り組んでほしいと思いますし、それには一定のね、育成

のための予算なんかも必要になってくるような気がしますので、これらにも配慮しながら

ぜひ制定の日をつくってほしい、条例制定をしてほしいと思います。

教育長の行政執行方針にもありましたけども、今年は北海道の命名１５０年、これは行

政執行方針の最後の最後の方に書いてありますけど、ここで重要文化財である松前神楽を

奏上できるように日本全国に発信すべきだと、こういう言葉の表現もありますので、町長、

これ条例制定が決まったら一番早く高橋はるみさんのとこ行ってですね、こういう松前神

楽の日をつくりましたということを話して、北海道命名１５０年の式典の中ででも舞わし

ていただきますと、こういうぐらいの申し入れは必要でないかなと思うんですが、いかが

でしょうか。前向きな答弁あればあと止めます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 斉藤議員おっしゃるように、これを条例制定するにあたっては、神

職の皆さん、それから各地区の保存会の皆様方の協力は欠かせないことでありますので、

関係者と十分協議を重ね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。

先般も道教委、それと知事部局の方にお邪魔をさせていただきました。８月の５日に北

海道として命名１５０年の記念式典をやりたいというふうなことでありましたので、ぜひ

松前神楽を全道の皆さん、更には全国の皆さんに周知できるような体制って言いますか、

その機会を与えていただきたいということは申し上げてきているところであります。更に

は、北海道議会と致しましても、定例会ごとに議場のコンサートをやってるような情報も

いただいておりますので、できれば道議会定例会の初日にでもですね、そういう機会があ

ればぜひお願いしたいというふうな話も、道会議員の先生にもお話をさせていただいてい

るところであります。

いずれに致しましても、今回大きな財産をいただいたわけでありますので、松前町と致

しましても、北海道と致しましてもきちんとその辺の認識をしていただきまして、神楽の

保存、伝承に力を注いでまいりたいというふうに思っております。条例の制定の仕方もい

ろいろ、例えば松前、桜の日っていう５月の１日を指定しております。これは、告示で指

定もできるんです。しかしながら、神楽の日っていう設定の他にも例えば保存、伝承とか

いろんな部分があるんであれば、これは条例でもきちんとやれるだろうし、方法はあると

思いますので、その辺の方法も検討しながらきちんとして、自信を持って松前神楽を全国

に発信できるような、そんな体制づくりを進めていきたいというふうに思っております。
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○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 今、８月５日に北海道の式典があるということでありますけども、

正に松前神社の例大祭の日でもあります。ですから、上手に宣伝をして、北海道知事に強

く申し上げる必要があるということを要望して質問を終わります。

○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。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時００分)

(再開 午後 ２時２８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際、議事日程第３号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれ

を議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よってそのように決定致しました。

◎議案第１３号 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第１３号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を定める条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ただ今議題となりました議案第１３号、松前町指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定について、その内容を説明

させていただきます。

始めに、議案の末尾に添付しております説明資料によりまして、この条例の概要につい

て説明させていただきます。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律第６条の規定による介護保険法の改正（平成３０年４月１

日施行分）により、指定居宅介護支援事業者の指定等の事務は、平成３０年４月１日以降、

市町村が実施することとなります。このため、指定居宅介護支援の基準等現在都道府県の

条例で定められている事項につきまして、今後市町村の条例で定めることとなるものです。

条例に委任される事項につきましては、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する

基準、基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準、指定居宅介護支援事業

者の指定の申請者の資格、これは法人格の有無ですけれども、以上の３点について、条例

で定めなければならないこととなっております。

根拠法令につきましては、介護保険法第８１条第１項及び第２項、同法４７条第１項第

１号、同じく同法７９条第２項第１号であります。また、従うべき基準、参酌すべき基準

につきましては、平成１１年厚生省令第３８号の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準と同じく、平成１１年厚生省令第３６号の介護保険法規則第１３２条の３
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の２に基づきまして定めようとするものであります。施行期日につきましては、平成３０

年４月１日としようとするものです。

なお、厚生労働省令の一部改正が、平成３０年１月１８日に公布されておりますので、

この内容につきましても今回の条例に反映させているところであります。

また、条例委任事項の③にあります指定居宅介護支援事業者の指定の申請者の資格、法

人格の有無につきましては、同様に申請者の資格を定めている松前町地域密着型サービス

事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例の一部を改正す

る条例制定により、別途指定居宅介護支援事業者についての資格についても、法人と定め

るために議案第２１号として提出しているところであります。

続きまして、条例の内容について説明させていただきます。議案の方へお戻り願います。

始めに目次を記載しておりますけれども、本条につきましては、第１章として第１条に総

則を。第２章としまして指定居宅介護支援事業の基本方針を第２条に。第３章として人員

に関する基準について第３条と第４条に。第４章と致しまして運営に関する基準について

第５条から第３０条まで規定しております。第５章として基準該当居宅介護支援の事業に

関する基準を第３１条で定めようとするものであります。

第１条趣旨では、この条例は、介護保険法第４７条第１項第１号並びに第８１条第１項

及び第２項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業の

人員及び運営に関する基準について定めるものとすることとしております。

次に、第２条で指定居宅介護支援の事業の基本方針と致しまして、第１項として指定居

宅介護支援の事業者は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、

その居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し

て行われるものでなければならないと定めようとするものです。

以上の趣旨及び基本方針を基に、これまで北海道の条例と同様に国の省令に準じた人員

及び運営に関する基準を第３条から第３１条まで、町として規定しようとするものであり

ます。

附則と致しまして、施行期日ですが、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。ただし、第１４条第２０号に関わる部分、これにつきましては、このた

びの改正により、新たに定められたものですけれども、居宅サービス計画に町長が定める

回数以上の訪問介護を位置付ける場合は、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由

を記載するとともに、その居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないという規

定です。これにつきましては、平成３０年１０月１日から施行しようとするものでありま

す。また、経過措置と致しまして、第４条第２項に定めました事業所の管理者は、主任介

護支援専門医でなければならないという規定につきましては、平成３３年３月３１日まで

の間は管理者とすることが、主任介護支援専門員でなくても管理者とすることができると

の経過措置を設けようとするものです。附則の３につきましては、本条例を定めることに

伴いまして、これまで松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例にうけまして、第１４条中、「指定居宅介護支援等の事業、人員及び

運営に関する基準第１３条第９号」とありましたものを「松前町指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準を定める条例第１４条第９号」に改め、更には第９４条第

２項中、「指定居宅介護支援等基準第１６号各号」とありますものを「指定居宅介護支援

等基準条例第１４条各号」に改めようとするものです。

以上が、議案第１３号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例制定についての内容であります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上
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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。

３番。

○３番(福原英夫君) ちょっと教えて。確認なんだけども、この第２章指定居宅介護支援

の事業の基本方針、今まで施設へ入る人達が多かったんだけれども、自宅での介護ってい

うのは相当大変だっていうことも私の周りでもおりましたけれども、それでこの要介護状

態になった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応

じた自立した日常生活を営むことができるように配慮して行わなければならない。そうす

っと要介護であると認定されると、できる限り自宅で介護支援してくださいよということ

なのか、一つ。

それと、これの直接あたるの第２条の３項の特定の指定居宅サービス事業者が、一覧表

ありましたね、それの人達が介護福祉士等々でこの担当を、要介護認定された人を担当す

るということでいいのかなと思って。ちょっとね、わかるようでわからないわけさ、はっ

きり言って。ちょっと説明してください。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) 居宅介護支援事業所と言いますのは、ケアマネ、介護支援

専門員、居宅介護支援、介護支援専門員ですね、ケアマネージャーと言いますけれども、

この方がいる事業所でありまして、ケアマネージャーが基本的には在宅介護の介護サービ

スの利用をコーディネイトして、計画を作って利用者と事業所の連絡調整を図るという業

務を行っております。今、お話されたように、要介護になったら施設っていう考え方もあ

りますけども、要介護の段階には要介護１から要介護５までありまして、要介護の状態で

も十分在宅で生活できる人から、要介護５のほとんど寝たきりの状態という部分がありま

して、その段階に応じていろいろなサービスを組み合わせて使っていくのが理想だと思っ

ております。

この居宅介護支援事業所のケアマネージャーが携わるのは、松前でありますと訪問介護、

ヘルパーさんが自宅に行って介護したり入浴の介助をしたり、あとは生活支援ということ

で料理をつくる手伝いをしたり、洗濯の手伝いをしたり。この部分もできるだけ自分でや

ることを前提に、補助するというのが一番理想的です。っていうのは、それもリハビリに

なりますから。もう要介護状態になったら私は何にもできないっていうことで、全部やっ

てもらってるとどんどんどんどん状態が悪くなるということもありますので、その辺を加

味した中でケアマネージャーが訪問介護を入れるかどうか。

それから、もう一つ松前町でありますのはデイサービスです。週に何回かデイサービス

に出向いて他の人と交流したり、あとは機能訓練をしたり、そういうことによって介護度

が上がることを、重度化することを防止するというのも含めて、それから、自宅で介護す

る家族を休息させるという意味も含めてデイサービスを利用すると。

それから、もう一つ、松前でありますのはショートスティ、南殿荘でやっております、

ショートスティですね、短期入所ですけれども、２週間くらい南殿荘に預かってもらうと

いう部分。

それから、もう一つありますのは、福祉用具の貸し出しです。ベッド、介護用ベッドだ

とか、車椅子だとか、そういうものを借りたりして、そういうものを全部介護保険で賄う、

１割負担もありますけれども、介護保険で賄うという部分で、要介護状態になったからも

う在宅生活はできないというものでなくて、そういうサービスを利用した中で、できるだ

け住み慣れた家で介護サービスを使いながら生活をできるようにしていくと。それでもだ
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んだんだんだん重くなって、施設入所というふうになりますと、今度はケアマネージャー

から離れまして、施設の方の相談員なりと話をして、そっちの方に行くということになり

ます。

また、松前町にあります有料老人ホームの部分は、この部分につきましては、介護保険

でなくて、老人ホームにつきましては、在宅扱いですので、有料老人ホームに入りながら

ヘルパーを利用したり、デイサービスに行く場合もこの居宅介護支援事業所のケアマネー

ジャーのケアプランが必要になるということになっております。こんな説明で良かったで

しょうか。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 要介護認定を受けてる人は自宅の方がいいよと、自宅で介護されて

る方がこの人は自立できるし、家庭としてても経費負担が少なくてね、済むよと。行政と

しては行政負担が軽減されるよだとか、そういう意味があるのかい。行政負担の介護費用

の負担、そういうことではないの。そうすっと、この介護を受ける人は、介護認定を受け

た人はなるべく自宅でいる方が、そして介護サービスを受けながら、家族が見守りながら

する方が、福原だら福原にとってはいいよという制度になって、それを民間が動かすとい

うことでいいのか。そこのところちょとわかんないわけさ。ちょっと教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) 介護サービスの利用は、やはり利用者本人の希望が一番、

第一優先されると思うんですよね。その方が家族と一緒に住みたいとなったら、それを続

けられるような介護サービスを検討して使っていくと。例えば、じゃあ家に手すり付けま

しょうかとか、スロープつけましょうかとか、そういう部分からも始まりますし、それで

もどうしてもだんだんだんだん厳しくなってきて、例えば家族がもう介護で疲れてしまっ

てもう駄目だとかなったら、じゃあ施設への入所を決定しますか。あとは、ちょっとリハ

ビリも兼ねて老健、リハビリも兼ねて老健施設にちょっと入って、また元気になってまた

在宅に戻ってきますかとか、そういういろんなサービスがありますので、そのサービスを

どう使いますかっていうのを話し合って、ケアマネージャーさんが提案したり、こういう

のもありますよ、こういう方法もありますよっていうのを話し合った中で、サービスの利

用に結びつけていくっていうのが、この事業所の役割ですね。

ですから先程言いましたように、じゃあ、この事業所にはケアマネージャー以外誰かい

ないのかっていったらいません。介護士もいませんし、ケアマネージャーだけです、この

事業所は。ただ、違う別の事業所と話し合って、いついつ、じゃあヘルパー入れますかと

か、デイサービスはどこにしますかとか、そういうのを全般的に話し合って、利用者が希

望する生活に近づけるためのそういうプランをつくって、あとは、もう一つ大事なのは利

用料の管理ですね。適正な利用料がちゃんと請求されているかどうかの管理も含めて、ケ

アマネージャーがそれを管理して、国保連合会に報告するということになっております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 何でこんなことを聞いてるかって言うと、今年の冬、結構雪多かっ

たよね、それでこの間も言ったけど、８０代のおばあちゃんが一人で暮らしてて、雪かき、

介護認定受けててデイサービスだとかいろいろ受けてるんだ。それでも雪かきはできない

から、僕も雪かきに行ってんだけど、その隣に、近所の人、９０代のおばあちゃんも８０

代の後半のおばあちゃんも、その介護認定受けてるおばあちゃんのために雪かきに行って

るわけさ、日常普段草刈りやってやったりさ。自宅にいるっていうことがいいなあとは思

ってる人なんだよ、自宅で。だけども、この介護制度っていうのは、本当にどうなのかな
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といっつも疑問に思ってたもんだから、こういうふうに自宅を中心にした介護制度のシス

テムをもっと積極的にこれから導入するんだということでの新設条例なのかなあと。それ

で穴抜けがあった場合どういうふうに、うちなんか僕が元気なうちはいいよ。ただインフ

ルエンザになれば雪かきに行けなかったからね。それで隣のおばあちゃん方が一生懸命、

９０代と８０代の後半だよ、腰っこ曲がってるばっちゃん方がやってるわけさ。だからち

ょっとそういうふうなことの感覚ちょっとあったもんだからね、くだらない質問したけど

も、答弁できる範囲内で教えて。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) 新設条例と言いますけども、この事業所の制度はもう介護

保険が始まった頃からある業務です。たまたま、今までは北海道が指定基準をつくったり、

指導する立場だったものですから、北海道の条例に基づいてやっていったものでありまし

て、新たに始まったサービスっていうことではありません。今回それが権限移譲されまし

て、町村でやって、より地域に根ざして管理指導していくようにということの中で町にな

ったものでありますので、新たに在宅を強化するためにこういう新設するっていうもので

なくて、これまでも考え方としては居宅、在宅でのサービスでやるということになってま

す。

残念ながら、今話出ました雪かきなんですけども、ヘルパーのサービス内容に使ういろ

んな、やれる範囲が決まっておりまして、雪かきにつきましてはそのサービスの中には入

っていない部分があります。ですから、何て言うんですかね、それでも例えば、ヘルパー

さんが訪問するときに、自分が歩くために雪かきしてるんだっていうふうにして、雪かき

をしてるという話も聞いたことありますけども、その他にその他のサービス、例えば社会

福祉協議会でもその他の保険外サービスで、有料ですけれども雪かきとか草刈りを対応し

たりとする部分もありますので、そういう保険外サービスも含めてコーディネイトをする

のがケアマネージャーの仕事というふうに理解していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１３号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１７号 松前町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する

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１７号、松前町国民健康保険事業基金の設置、管

理及び処分に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第１７号、松前町国民健康保険事
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業基金の設置、管理及び処分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をお開き願います。下段の説明欄をご覧

願います。今回の改正については、平成３０年度からの新たな国民健康保険制度、都道府

県単位化により、国保財政における保険給付等に要する費用の財源については、北海道か

ら全額保険給付費等交付金が交付され、また災害により生じた減収については、北海道が

設置する財政安定化基金の交付金事業による財源充当が可能となるため、今回条例を改正

しようとするものであります。

改正案の内容であります。左側が現行、右側が改正案で、下線が改正部分となっており

ます。第１条は、設置であります。現行の下線部分、「国民健康保険に関する財政運営の

円滑を期する」を、右側が改正案のとおり「国民健康保険給付の安定に資する」に改めよ

うとするものであります。

第６条は、処分であります。現行の下線部分、｢次の各号の一つに該当する場合に限り｣

を右側が改正案のとおり「第１条に規定する基金の設置の目的のため、必要があると認め

るときは」に改め、現行の同条各号については、北海道からの交付金等により、対応可能

となることから削除しようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、平成３０年４月１日から施行致そうとするもので

あります。

以上が、議案第１７号の内容でございます。よろしくご審議のほど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。

お諮り致します。

議案第１７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１８号 松前町国民健康保険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１８号、松前町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題と致します。

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１８号、松前町国民

健康保険条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

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。下段の説明欄をご覧

願います。今回の改正については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保

険法等の一部を改正する法律（平成２７年法律３１号）により、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）が改正され、平成３０年度から国民健康保険事業の運営に関する重
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要事項を審議させるため、都道府県及び市町村にそれぞれ国民健康保険事業の運営に関す

る協議会を置くことになったことに伴い、字句の追加及び協議会の名称の規定を整備する

ため、条例を改正しようとするものであります。

改正案の内容であります。左側が現行、右側が改正案、下線が改正部分となっておりま

す。最初に目次であります。右側改正案下線部分のとおり、目次中「町が行う国民健康保

険」の次に「の事務」を加え、章を第１章町が行う国民健康保険の一部に改めようとする

ものであります。

次に、見出しを含みます第１条中、改正案下線部分のとおり「国民健康保険」の次に

「の事務」を加えようとするものであります。

次に、左側現行の第２条見出し中｢国民健康保険運営協議会｣を右側改正案のとおり「協

議会」に改め、現行の同条中「国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）」を

右側改正案のとおり「協議会」に改め、同条を第２条の２に致そうとするものであります。

更に、右側改正案の中段になりますが、第１条の次に、第２条として見出しを名称とし、

国民健康保険法第１１条第２項の規定により、町に設置された国民健康保険事業の運営に

関する協議会（次条において「協議会」という。）の名称は、国民健康保険運営協議会と

するを追加致そうとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、平成３０年４月１日から施行致そうとするもので

あります。

以上が、議案第１８号の内容でございます。よろしくご審議お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１９号 松前町後期高齢者医療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６、議案第１９号、松前町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、ただ今議題となりました議案第１９号、松前町後期

高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げ

ます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の最後のページ、２ページをお開き願い

ます。下段の説明欄をご覧願います。今回の改正につきましては、平成３０年４月１日よ

り持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平
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成２７年法律第３１号）が施行され、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号、第５５号の２）の規定が新設されたことに伴い、住所地特例の規定について、

国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定

により、住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が、

後期高齢者医療制度に加入した場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所

地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるため、当該条例を改正しようとするもので

あります。

また、附則第２項及び第３項の規定は、後期高齢者医療制度創設時の平成２０年度にお

ける国の特別措置として、後期高齢者制度に加入する前日までに会社の健康保険（被用者

保険）の被扶養者であった方は、平成２０年４月から９月までは保険料を徴収しないとい

う特例でありまして、この特例は、平成２０年度限りであることから、今回の条例の改正

と合わせて当該規定を整備しようとするものであります。

次に、改正案の内容であります。新旧対照表の１ページにお戻り願います。左側が現行、

右側が改正案で、下線が改正部分となっております。

第３条は、保険料を徴収すべき被保険者であります。右側改正案下線部分のとおり、同

条第２号中「第２項」の次に｢(法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。)｣を

加え、同条の次に「第３号法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の

適用を受け、これらの規定により松前町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の

被保険者であったもの」、これを加えようとするものであります。

また、平成２０年度限りの後期高齢者医療制度創設時の保険料の徴収に係る特別措置の

規定であります、左側現行の見出しを含む附則第２項及び、次の２ページになりますが附

則第３項を削り、附則第４項を附則第２項に繰り上げしようとするものであります。

次に今回の改正の附則であります。この条例は、平成３０年４月１日から施行致そうと

するものであります。

以上が、議案第１９号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２１号 松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型

介護予防サービス事業者の指定等に関する条例の一部を改

正する条例制定について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第２１号、松前町指定地域密着型サービス事業者及

び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ただ今議題となりました議案第２１号、松前町指定地域密

着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例の

一部を改正する条例制定について、その内容を説明させていただきます。

議案の末尾に説明資料と致しまして新旧対照表を添付しておりますので、お開き願いま

す。このたびの改正につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

るための関係法律の整備等に関する法律第６条の規定による介護保険法の改正により、平

成３０年４月１日以降、これまで都道府県が行っていた指定居宅介護支援事業者の指定等

は市町村が行うこととなったため、条例で定めることとなっております申請者の資格につ

いて、指定居宅介護支援事業者についての項目を追加し、他のサービスと同様に申請者は

法人と定めるための条例を改正しようとするものであります。

改正の内容です。第１条中「第４項第１号」の次に「第７９条第２項第１号」を、それ

から「地域密着型サービス事業者」の次に「指定居宅介護支援事業者」を加えようとする

ものであります。

第３条では「第４項第１号」の次に「第７９条第２項第１号」を加えようとするもので

す。

附則と致しまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行しようとするものであり

ます。

以上が、議案第２１号、松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者の指定等に関する条例の一部を改正する条例制定についての説明とな

ります。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。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２２号 松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第２２号、松前町防災行政無線施設設置及び管理等

に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第２２号、松前町防災行政無線施
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設設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について、

その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の２ページをお開き願います。下段の説

明欄です。防災行政無線の更新整備に伴い、中継局の追加と位置の変更のため、平成２９

年第４回定例会において、条例の一部改正を行ったところでありますが、新たに建石地区

中継局の位置の変更が必要となったため、一部改正条例を改正しようとするものでありま

す。

１ページへお戻り願います。改正案の内容であります。上段の現行の部分は、平成２９

年第４回定例会において可決いただきました改正規定でありますが、新たに建石地区中継

局の位置を変更するため、この改正規定を改正案のとおり改めようとするものであります。

次に、附則でございます。この条例は、公布の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第２２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２２号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第１４号、職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１４号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例制定について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第１５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１５号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１６号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第１６号、松前町介護保険条例の一部を改正する

条例制定についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１６号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２３号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第２３号、松前町財政調整基金の支消についてを

議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２３号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１号 平成３０年度松前町一般会計予算

◎議案第２号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第３号 平成３０年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第４号 平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第５号 平成３０年度松前町水道事業会計予算

◎議案第６号 平成３０年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第１号、平成３０年度松前町一般会計予算、日程

第１４、議案第２号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第１５、議案

第３号、平成３０年度松前町介護保険特別会計予算、日程第１６、議案第４号、平成３０

年度松前町後期高齢者医療特別会計予算、日程第１７、議案第５号、平成３０年度松前町

水道事業会計予算、日程第１８、議案第６号、平成３０年度松前町病院事業会計予算、以

上、６件を一括議題と致します。

本件については、予算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

予算審査特別委員会委員長、福原英夫君。

○予算審査特別委員会委員長(福原英夫君) 報告致します。予算審査特別委員会審査報告

書の提出について。

平成３０年３月７日、松前町議会第１回定例会において、会期中に審査を要するべき事

件として本特別委員会に付託された議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、

議案第５号及び議案第６号について審査を終えたので、会議規則第７７条の規定により、

別紙のとおり審査報告書を提出致します。

審査年月日、委員の出席状況及び出席要求した説明員は、記載のとおりです。

審査結果。

審査事件、議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号及び議案第

６号は、いずれも適正なものと認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しまし

た。

以上で報告を終わります。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長を除く全議員による特別委員会

ですので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに議案第１号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第１号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第２号に対する討論を行います。



- 149 -

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第３号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第４号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第５号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第６号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第２０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
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○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、議案第２０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２０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

内容をご説明申し上げます。

議案の末尾に添付しております説明資料、新旧対照表をお開き願います。下段の説明欄

をご覧願います。当該条例の規定で定める行政サービス等の制限措置に、スマイル応援補

助金の交付及び空家等除却支援事業補助金の交付を追加し、スルメ加工雇用確保緊急奨励

金の交付を削るため、条例の一部を改正しようとするものであります。

上段の改正案をご覧願います。別表補助金等の交付の部、「商工事業者経営改善等支援

補助金の交付」の項の次に「スマイル応援補助金の交付」及び「空家等除却支援事業補助

金の交付」を追加し、「スルメ加工雇用確保緊急奨励金の交付」を削ろうとするものです。

なお、スマイル応援補助金及び空家等除却支援事業補助金につきましては、先程議案第１

号、平成３０年度松前町一般会計予算において予算の議決をいただいたところであり、ス

ルメ加工雇用確保緊急奨励金につきましては、平成２９年度のみの事業として実施してお

り、当該奨励金に係る交付要綱も平成３０年３月３１日限りその効力を失うとしておりま

すことから、削除し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、平成３０年４月１日から施行致そうとするもの

です。

以上が、議案第２０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２０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第２０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２４号 副町長の選任について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、議案第２４号、副町長の選任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２４号、副町長の選任につきまして、

ご説明申し上げます。

副町長若佐智弘氏は、平成３０年３月３１日をもって任期満了となりますが、引き続き
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同氏を副町長に選任致したく、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求めよ

うとするものでございます。

若佐氏につきましては、松前町字福山３５４番地にお住まいで、昭和３５年１２月２４

日生まれの５７歳でございます。また、副町長歴でございますが、平成２６年４月１日副

町長に選任され、現在に至っているところでございます。

以上が、議案第２４号でございます。何卒議員の皆様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２４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」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。。

よって、議案第２４号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第２５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２１、議案第２５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２５号、教育委員会委員の任命につ

いて、ご説明申し上げます。

教育委員会委員佐藤樹里氏が、平成３０年３月３１日をもって辞職することから、松前

町字豊岡４２４番地４にお住まいの木田雅仁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。

木田氏は、昭和５２年９月１５日生まれの４０歳でございます。木田氏にあっては、温

厚、誠実な人柄で、信望も厚く、３人のお子さんの保護者でもあり、教育に対する理解と

関心を強く持っている方でございます。また、松前神楽の保存、伝承に努められ、文化財

保護への理解も深いため、広く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２４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２５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。
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(「賛成者起立」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第２５号は提案に同意することに決定しました。

◎意見書案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな

一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書

について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２２、意見書案第１号、地方公務員法及び地方自治法の一部

改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議

題と致します。

提出者の説明を求めます。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) 意見書案第１号、地方公務員法及び地方自治

法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書につ

いて、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであ

ります。意見書の内容については、記載のとおりであります。

ご審議の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。

意見書案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。

◎地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２３、地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会調査

報告についてを議題と致します。

地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会から、調査報告書の提出がありました

ので、委員長の報告を求めます。

地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会委員長西村健一君。

○地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会委員長(西村健一君) 地域医療の今後

のあり方に関する調査特別委員会調査報告について。

本委員会は、平成２７年９月１１日、松前町議会第３回定例会において承認を得た地域

医療の今後のあり方に関する調査を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定によ

り、調査報告書を提出致します。

設置の経緯、委員会の開催状況、調査概要については記載のとおりです。

調査報告。
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病院改築や地方独立行政法人化へ向け、議論を重ねてきたが、前病院長の退職など、町

長は当分の間経営形態の見直しについては中断と判断しているなか、特別委員会としては

病院事業の優先課題である今後に向けた医療体制の構築を尊重し、その推移を見守ってき

た。今後において、松前病院新公立病院改革プラン（以下「改革プラン」という。）の中

でも経営形態の見直しと病院改築計画を中断としており、その対象期間は２０２０年まで

としている。病院事業としては、当該計画を着実に推進していく考えであり、このため、

議員の任期が２０１９年６月３０日で満了となること、また第５回委員会より約１年が経

過し、平成３０年度の医療体制が固まったことを踏まえ、正副委員長において今後のあり

方について、町長及び病院長とそれぞれ意見の交換を行った。第６回委員会では、その内

容を議論し、次のステップに繋げるため、発展的な考え方の下、調査を終了こととした。

なお、特別委員会の調査は終了することとなるが、松前病院は町民の健康と生命を守る大

切な病院である。改革プランの進捗状況を踏まえ、地域において町民が安心して医療を受

けることができるような体制づくりを望むものである。経営形態のあり方については、今

後においても病院の運営状況に注視し、検討していくべき課題である。また、病院の改築

についても施設の老朽化が進んでおり、今後の方向性を早期に判断していく必要がある。

更に、病院の安定的な運営に向け、町長や病院長の他、議会をはじめ町ぐるみで医師等の

確保に取り組んでいく必要がある。地域医療を取り巻く環境は厳しいものがあり、今後の

社会情勢を踏まえながら、その充実と確保に向けて努力していく必要がある。以上であり

ます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で、報告済と致します。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２４、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２５、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。
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よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は３月１４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、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３０年度松前町議会第１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３０年松前町議会第１回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ３時２５分)
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