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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

４７ 平成３０年度松前町一般会計補正予算（第３回） 30. 9.18 原案可決

４８ 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正 同 上 同 上

予算（第２回）

４９ 平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第１回）

５０ 平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計補 同 上 同 上

正予算（第１回）

５１ 平成３０年度松前町病院事業会計補正予算（第 同 上 同 上

１回）

５２ 教育委員会委員の任命について 同 上 同 意

５３ 人権擁護委員候補者の推薦について 同 上 適任答申

５４ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 原案可決

５５ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５６ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５７ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５８ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５９ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

６０ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

６１ 松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の 同 上 同 上

定数に関する条例制定について

６２ 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一 30. 9.20 同 上

部を改正する条例制定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

６３ 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、 30. 9.20 原案可決

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について

６４ 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業 同 上 同 上

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について

６５ 松前町指定地域密着型サービス事業者及び指定 同 上 同 上

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

６６ 松前町地域包括支援センターにおける包括的支 同 上 同 上

援事業の実施に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について

６７ 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運 同 上 同 上

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例制定について

６８ 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 同 上 同 上

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定

について

認定 平成２９年度松前町一般会計歳入歳出決算認定 同 上 認 定

１ について

認定 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計歳入 同 上 同 上

２ 歳出決算認定について

認定 平成２９年度松前町介護保険特別会計歳入歳出 同 上 同 上

３ 決算認定について

認定 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計歳 同 上 同 上

４ 入歳出決算認定について

認定 平成２９年度松前町水道事業会計決算認定につ 同 上 同 上

５ いて
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

認定 平成２９年度松前町病院事業会計決算認定につ 30. 9.20 認 定

６ いて

報告 平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率 30. 9.18 報 告 済

４ について
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

発議案 所管事務視察調査について（議会運営委員会） 30. 9.20 原案可決

１

意見書案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の 同 上 同 上

６ 充実・強化を求める意見書について

意見書案 障害児者の生きる基盤となる暮らしの場の早 同 上 同 上

７ 急な整備を求める意見書について

意見書案 臓器移植の環境整備を求める意見書について 同 上 同 上

８

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 ９月１８日（火曜日）第１号
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平成３０年

松前町議会第３回定例会

平成３０年 ９月１８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４号 平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率について

日程第６ 一般質問

日程第７ 議案第５２号 教育委員会委員の任命について

日程第８ 議案第５３号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第９ 議案第５５号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１０ 議案第５４号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１１ 議案第５６号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１２ 議案第５７号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１３ 議案第５８号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１４ 議案第５９号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１５ 議案第６０号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１６ 議案第６１号 松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関

する条例制定について

◎追加した議事日程

日程第１７ 議案第４７号 平成３０年度松前町一般会計補正予算（第３回）

日程第１８ 議案第４８号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算

（第２回）

日程第１９ 議案第４９号 平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)
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（開会 午前１０時０３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３回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご

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

去る９月６日、北海道胆振東部地震が発生し、多くの人がお亡くなりになられました。

会議に先立ち、この地震でお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表し、黙祷を捧

げたいと思います。

それでは、皆様、ご起立願います。

（全員起立）

○議長(伊藤幸司君) 黙祷。

（全員黙祷）

○議長(伊藤幸司君) おなおりください。

この地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興

をお祈り致します。

◎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３回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、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。

◎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) 脱がさしてもらって報告さしていただきます。９月

１４日開催されました議会運営委員会において、本定例会の会期は９月１８日から９月２

５日までの８日間と致しまして、議事日程につきましては、お手元に配布のとおり進める

ことに決定致しました。以上です。
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○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から９月２５日まで

の８日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎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３回定例会にあたりまして行政報告を申し上げます。

平成３１年４月以降の病院事業管理者について。

前病院事業管理者の退職後、現病院長が職務代理者としてその職務を遂行してきたとこ

ろであります。

この間、病院長と医師体制等も含め協議を重ねてまいり、この度、日頃より松前病院の

運営にあたり、ご理解とご支援をいただいております札幌医科大学医学部地域医療総合医

学講座の教授山本和利氏を適任であると判断し、招聘することとしたところであり、同氏

からも承諾をいただいたところであります。

新たな病院事業管理者は、平成３１年４月１日付けの任命を予定しており、当該の職務

の他外来診療も行い、現病院長を中心とした診療体制の更なる充実が図られるものと考え

ております。

また、任命前までに医師住宅改修等の受け入れ準備に万全を期してまいります。

今後とも地域医療の充実に向けて取り組んでまいりますので、町議会議員の皆様並びに

町民の皆様のご理解とご協力をいただきたくご報告申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済と致します。

◎報告第４号 平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第４号、平成２９年度健全化判断比率及び資金不足

比率についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) おはようございます。

それでは、報告第４号、平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、

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

条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成２９年度決算に基づき算定した比率につ

いてご報告をするものでございます。次のページをお開き願います。



- 10 -

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

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

字比率につきましても、全ての会計において黒字となったことから、この比率も発生しな

かったところでございます。次の実質公債費比率につきましては、７．４％となり、平成

２８年度の８．１％を下回ったところでございます。更に、将来負担比率につきましては

２７．８％となり、平成２８年度の２５．６％を上回ったところでございます。これらの

比率は、財政健全化法で定められております早期健全化基準及び財政再生基準を全てクリ

アしてございます。

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

になったことから、この比率も発生しなかったところでございます。

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

で添付してございますので、ご参照を願いたいと存じます。

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

ざいます。監査委員の意見書につきましては、別途配布しておりますのでご参照いただき

たいと存じます。

以上が、報告第４号でございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、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。

質問に入る前に、一言申し上げておきたいと思います。この度の北海道胆振東部地震に

より犠牲になられた方々とご遺族に対しまして、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。どうか一日も早い復旧で、平穏な日常生

活を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。

それでは、通告に従い学校給食の無償化について質問させていただきます。学校給食は、

子どもの健全な成長を支える上で重要な役割を担っております。少子化対策や貧困家庭の

食の安全網として注目されております。現在、全ての小学校、中学校において、完全給食

を実施する自治体は、１千７４０の自治体のうち９２．４％の１千６０８の自治体が実施

しているとの調査結果が出ております。その給食費用も無償化する動きが全国で広がり始

めております。背景には、教育費負担軽減、子育ての環境の充実を図る点において、深く

関わっているものと認識しております。

松前町においても、学校給食の開始は昭和４４年ですから、給食の歴史も非常に長く、

半世紀の時を刻もうとしているわけであります。平成２７年には、新校舎の松前中学校に

給食センターを置き、衛生環境にも優れ、安心、安全、バランスのとれた給食を児童、生

徒達に提供されていることと思います。また、給食費も負担軽減のため、平成２８年７月

より半分補助を実施されております。私自身は、この半分補助の導入を高く評価していま

す。と言いますのも、全国的にも急速に進む少子化の対策として、国も自治体も人への投

資、教育負担軽減、子育て支援の拡充に舵をきっているからであります。長い歴史を持つ

松前町の学校給食も社会の変化、価値観やニーズを敏感に捉え、変化していくこともまた
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必要でないかと考えます。

そこで、教育長に伺います。こうした学校給食環境において、児童、生徒、保護者、教

職員、また広くは町民からどのような評価を受けてきているのか。また、その評価、ニー

ズに対してどのような見解を持たれているのか伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) おはようございます。

沼山議員の一般質問にご答弁を申し上げます。昭和２９年に学校給食法が成立致しまし

て、松前町では父兄の強い要望を受けまして、昭和４４年４月から学校給食が開始されま

した。開設当時は小学校８校、中学校６校、原口中学校と館浜中学校は併設校でございま

したけれども、計１４校ございました。児童生徒数は３千８１１人、教職員１９４人、そ

のうち給食センター職員が１７人でございまして、合計４千５人分の給食を提供しており

ました。当時の給食でございますけども、パン、牛乳、おかずの副食の三本立てでござい

まして、土日祭日を除く毎日提供しておりました。パンには脱脂粉乳、豆類を購入致しま

して、パンと牛乳は直接加工業者から購入し、副食だけ給食センターで調理をしていたと

ころでございます。途中、昭和５３年に学校給食の制度上、米飯が導入されまして、当時

の旧給食センターでは米飯ができなかったため、児童生徒にはご飯を持参してもらい対応

してきたところでございます。

旧給食センターでは、父兄と地域の皆さんの期待を一身に背負い、約４６年間、児童生

徒の健全な発達、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う重要な役割を果たしてまい

りました。松前中学校に併設されました現在の給食センターは、最新の衛生設備と加熱調

理器の導入に伴い、米飯と焼き物、蒸し物、和え物にも対応しております。また、食器類

も箸や献立に対応した容器を備えた他、生徒が調理風景を見学ができまして、食育にも優

れた施設となっております。主食のパン給食から週４回の米飯給食と、おかずであります

副食の品数を増やしまして、また献立の見直しも行いまして、平成２７年１１月２日から

稼働しているところでございます。現在は、児童生徒数３１７人、教職員７０人、うち給

食センター職員９人でございますけれども、合計３８７人分の給食を提供しているところ

でございます。現在の給食に関する、対する評価でございますけれども、大方、児童生徒

並びに先生、そして父兄の皆さんからは、美味しいという評価をいただいているところで

ございます。また、町民の皆さんからは、給食試食会を年に何回か実施しておりますけれ

ども、大方美味しいという評価をいただいているところでございます。

また、ご質問ございました平成２８年７月分の給食費から２分の１の軽減を行っている

ところでございますけれども、保護者の皆さんからは、経済的に大変ありがたいという声

を聞いております。また、実際軽減を実施してから、２８年度、更には２９年度の現年度

分の給食費の未納は発生していないところでございますので、保護者の経済的負担軽減に

大きく役立っているものと認識しているところでございます。以上でございます、よろし

くお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) ただ今の教育長からは、松前町の給食の歴史を振り返りつつ、重要

な役割を果たしてきたと。また、給食２分の１の補助は保護者の経済的負担軽減に大いに

役立っているとの認識を示していただいたところであります。

ただ、社会は刻々と変化していきます。この先も、その時々の価値観やニーズに応える

ためにも変革を重ね、町民へのサービスの向上、子育て環境の充実に努めなければならな

いと思います。



- 12 -

去る７月２７日、文部科学省は、学校給食の無償化等の実施状況及び完全給食の実施状

況の初の調査結果を公表しております。平成２９年度に第２子以降のみ給食費を補助する

など、部分的に支援しているのは１千７４０の自治体のうち、４２４市区町村で、全体の

２４．４％となっており、小学校、中学校共に無償化を実施しているのは７６自治体で、

小中学校いずれか無償化している６の自治体を含めると、８２の自治体で全体の４．７％

となっており、部分的無償の２４．４％を含めると全体の２９．１％、約３割が無償化や

一部無償化、一部補助を実施しております。注目すべきは次の点であります。小学校、中

学校共に無償化を実施している７６の自治体のうち、９３．４％が人口３万人未満の町村

であり、特に人口１万人未満の自治体が７３．７％を占めております。つまり人口規模が

小さく、児童生徒数が少ない自治体ほど積極的に無償化を導入している傾向が見受けられ

るわけであります。

一方、国の方も子育て支援、教育費負担軽減を大きく前進させております。町民の子育

て世帯にも大いに関係があるので申し上げますが、政府は、今年６月１５日、経済財政運

営等基本方針２０１８、いわゆる骨太の方針が閣議決定され、その内容が公表されており

ます。基本方針の一番目に人づくり革命の実現と拡大があります。ここでは、人への投資

に重点を置かれた内容が盛り込まれています。そこでは、幼児教育の無償化、私立高校授

業料実質無償化、大学などの高等教育無償化などの具体像が示されています。粗々申しま

すと、幼児教育については、幼児教育が無償になる子どもは、全ての３歳児から５歳児と

住民税非課税世帯の０歳から２歳児です。幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、認

可外保育施設や幼稚園の預かり保育も対象になり、これは、来年２０１９年１０月からの

全面的な実施の方向で準備が進められております。

また、私立高校授業料の実質無償化では、家庭の状況に関わらず、幅広く教育を受けら

れるようにする観点から、年収５９０万未満の世帯を対象に、実質無償化を２０２０年ま

でに実現、これは、新しい経済対策パッケージの方針を踏まえたものです。

次に、大学などの高等教育無償化については、２０２０年４月から真に必要な、支援が

必要な所得が低い家庭の子ども達に限って、大学などの高等教育無償化を実現するとして

います。

こうして、政府は教育費負担軽減へ幼児教育、私立高校授業料、大学などの高等教育無

償化も決めているわけであります。また、所得が低いひとり親世帯の経済負担を軽減する

児童扶養手当制度が、この８月から拡充されました。年収の上限を引き上げられたことで、

新たに全国で１５万人が全額支給の対象となり、児童扶養手当制度では、年収上限を超え

た場合、年収に応じて全額支給よりも減額され一部支給になることから、今回の全額支給

の年収上限引き上げに伴い、一部支給のうち、約４０万人が最大で月５千６００円増額さ

れることになります。松前町においても、この制度で手当を受けられている方もおります。

こうして、国においても子育て支援、教育費負担軽減を大きく、本当に大きく前進させて

おります。子育てのまっただ中にある世代からすれば、大変心強い政策が打たれてきてい

るわけであります。このような子育て環境の大きな改善と拡充の状況下にあって、松前町

の給食費半分補助は時に適っているのか、時を見失った施策になりつつあるのではないか

と思うわけであります。町長ご自身も半分補助に踏み切ったとき、全額無償化という選択

肢はなかったのか。また、そう遠くないどこかのタイミングで全額無償化の考えはあった

のか。今日に至って、町長にとって全額無償化は遠くにあるのか、近くにあるのか、時が

来たら無償化するつもりはあるのか、町長の考えを伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。



- 13 -

○町長(石山英雄君) 沼山議員言われるとおり、少子高齢化の克服による持続的な成長経

路の実現のために、国は保育料の無償化や大学教育の無償化など、今年度の基本方針とし

て打ち出しておりまして、正しく子ども子育て支援の強化をしているところであります。

私も平成２４年に町長に就任致しまして、まず、子育て支援に取り組みました。平成２５

年には中学生までの医療費の無料化を行いました。また、２７年にはそれを高校生まで拡

大をさせていただきました。本当に、議会の皆様方のご理解に感謝をしているところであ

ります。

松前町の学校給食は、学校給食費は、平成１２年度に改正して以来、平成２８年６月ま

で１６年間据え置いてきていました。平成２７年１１月に新しい給食センターが稼働し、

米飯給食の提供に伴い、食材購入費が増額となりまして、平成２８年７月から保護者負担

が月額４００円から６５０円の負担増が余儀なくされたところであります。私はこの時点

で、一気に無償化という思いもございましたけれども、すぐ目の前には消費税の引き上げ

なども見えてございましたので、子育て支援として、保護者の経済的負担軽減を図るとと

もに、財政的負担も鑑みまして、２分の１を助成する政策をとったところであります。金

額に致しまして、６００万円の助成をさせていただきました。議員おっしゃるように、国

は来年１０月に消費税を１０％に引き上げ、同時に保育料の無料化にも動いているようで

ありますが、給食費の無償化にはまだ動きが見えてきてない状況であります。しかしなが

ら、消費税が上がることによりまして、町民の生活にも大きく影響が出てくるものと思わ

れているところであります。特に子育て世代の町民の皆さんには、大きな負担となるもの

と認識をしているところであります。町民の皆さんが少しでも住みよく、住みやすく、子

どもを安心して育てることができる、そして移住、定住の促進の一助となるような経済的

負担の軽減に努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) ただ今の町長の答弁からは、町長も無償化の考えはあったとのこと

でございましたが、近年の環境下では、町長の考えていた全額無償は相当近付いてきてい

るような気がします。見方を変えると、町長の考えていた無償化を近年の環境が追い風を

送っているような気さえも致します。どうか、この勢いで町長、突き進んでいただきたい

と思います。

７月２７日に公表されました学校給食の無償化との実施状況の調査結果で、調査結果の

回答でありますが、少し紹介しておきたいと思います。無償化を開始するきっかけになっ

た事柄としての調査に関しては、首長の公約意向、議会における議論、自治体の主策の一

環、ＰＴＡからの要望などが挙げられています。また、無償化を開始した目的の例として

の調査では、食育の推進、人材育成、保護者の経済的負担の軽減、子育て支援、少子化対

策、定住、転入の促進、地域創生などが挙げられています。

また、無償化による成果の例として、児童生徒には地域への感謝の気持ちの涵養、栄養

バランスの良い食事の摂取や残食を減らす意識の向上、保護者には経済的負担の軽減や安

心して子育てできる環境の享受、親子で食育について話し合う機会の増加、教育への関心

の増加などがあります。

また、学校教職員では、食育の指導に関する意識の向上、そして自治体では、子育て支

援の充実、少子化対策、定住、転入の促進、また、食材費高騰による経費増加の際に、保

護者との合意を得ず、措置可能になることなどが調査結果として出ております。北海道内

においては、平成２９年度までに１５の町村が小中学校の給食無償化を実施しております。

開始時期は、いずれもほとんどが最近で、平成２７年から２９年、この３年のうちに実施
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しています。道内、早いところでは美瑛町の平成２５年、市では三笠市で既に平成１８年

度から小学校のみ実施しております。参考ではありますが、人口１０万人以上の自治体と

して、全国で初めて給食費無償化に踏み切った滋賀県長浜市立速水小学校があります。長

浜市は、子育ての支援を通じて、定住、移住促進に繋げようと平成２８年９月分から小学

校の給食費無償化に踏み切ったというのであります。対象人数は市内２７校に通う計６千

６００人で、全国で最も多いことから注目を集めております。ここは、二度の町村合併を

経たところでありますが、合併後も人口減少が続き、児童数も年々減っている危機感から

少子化対策推進本部を設置し、無償化を決めたというのであります。成果として、子ども

にも感謝の心が芽生え、食べ物を残さず食べるようになったとの意識の変化も生まれてい

ると言われています。また、市教育委員会の担当者は、市民へのアンケートで給食費無償

化に対し、多くの人から高い満足度が得られた。地域全体で子どもを育てるという無償化

の趣旨も、今後も丁寧に伝えていきたいと報じられています。

また、北海道足寄町で、足寄町では、町立の小中学校５校と、唯一の町内の高校である

道立足寄高校で平成２７年度から無償化を開始しております。高校まで拡大したのは、生

徒数が減り続けて廃校になれば、今後も若者の流失に歯止めがかからなくなるとの危機感

からだと言われております。長浜市にしても、足寄町にしても、どこの自治体でもあり得

る悩ましい現実です。その現実に対し、攻めの施策がうたれているわけであります。この

ように、子どもを産み育てる環境の整備、保育、幼児教育から大学まで、国政から地方自

治、企業も含むかと思いますが、そこに大きな力を注ぎ、人を育て、社会に送り出そうと

してるわけであります。それは、そのまま将来の社会への投資であり、未来を拓くことに

通じているからであります。

本年、３０年度にも道内で新たに小中学校給食費無償化を実施した自治体があります。

わかる範囲でありますが、新冠町、白糠町、八雲町があります。既に実施してる近隣の町

では、上ノ国町が平成２６年から、木古内町が平成２７年度から、そして福島町が平成２

８年度から小中学校共に無償化を開始しております。松前町にとっては、両隣が無償化し

てるわけです。こうした周辺の町が、給食費無償化へ進んでいる状況は、保護者の方もＳ

ＮＳ等で知られているようであります。知られて困ることではありませんが、不満の原因

になる可能性はあります。

松前町総合計画にも安心して子どもを産み育てる環境づくり、子育て支援があります。

ここでは、このように記されております。平成２７年度に作成した松前町子ども子育て支

援事業計画に基づき、保護者の経済的負担の軽減を図るなど、子育て世帯の支援を行って

いる。今後も妊娠から出産、子育ての中の保護者と子どもを切れ目なく継続的に見守って

いくためにも、子育て支援事業の一層の充実を図る必要があると明記されております。こ

の総合計画の構想は、既に町民に発信されていることであり、方向は見えているのではな

いかと思います。保護者の経済的負担軽減、子育て環境の充実を図る意味からも、教育費、

幼児教育無償化に続き、小中学校給食費半分補助から全額無償化すべき時に来ているので

はないかと強く思うわけです。国の政策や隣接する町と歩調を合わせることもまた必要で

ないかと思います。

先程、町長の答弁で無償化の考えはあったと言われておりましたが、松前町としても給

食費全額無償化を決断すべき時が来ていると思います。踏み切るべきは、正に今ではない

かと思うわけであります。教育長の客観的見解をいただき、その後町長の答弁をいただき

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。
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○教育長(宮島武司君) ただ今、給食費無償化に対する客観的見解はどうかというふうな

ご質問いただきました。沼山議員おっしゃいますとおり、平成２９年度の調査では、小学

校、中学校の給食費を無償としている北海道の自治体の数は、１５自治体と全国で一番多

いところでございます。割合としては８．４％と、全国で８番目となっているところでご

ざいます。北海道では、確かにここ２、３年一気に増えたような状況でございます。当町

では、子どもと家庭を励ますため、子育て支援の一環として、平成２８年７月分から半額

助成をしているところでございますけれども、保護者からは感謝の声が聞かれており、現

年度分の未納者もなく、経済的負担軽減に大変大きな効果があるものと思ってございます。

また、学校では４月から小中一貫教育とコミュニティスクールがスタートし、松前中学

校野球部、そして福島中学校野球部との合同チームが見事全国大会に出場しまして、地域

の皆さんと学校が一緒になって子ども達を育てていこうという気運が、徐々に高まってき

ているような感じをしております。

食育に関しましても、常に食材に対して、そして生産者、料理をする人、そして運ぶ人、

保護者、町民など多くの人がこの給食に関わっていることを忘れずに、常に感謝の気持ち

をもって食べるようにと、そのように学校現場では指導しているところでございます。

今年度から給食費の無償化を実施した市町村の数がどうなのかは、調査を待たなければ

なりませんけれども、先程沼山議員おっしゃるように、八雲町も本年４月から無償化を実

施しているところでございます。国が今、無償化の、もとい、保育料の無償化に動いてい

るように各自治体が国に先行して給食費の無償化を進める動きは、今後とも増えてくるも

のと思っ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) 町長。

○町長(石山英雄君) 今年度からスタート致しました新総合計画は、町民の誰もが生活満

足度を実感できる、活力に満ちた地域社会の実現に向け、生活満足度の高い町を目指して

おります。新総合計画策定の際に行いました、町民の皆さんが参加してワールドカフェで

のアンケートでは、子どもの医療費の負担、出産祝い金などが満足に思っていることに挙

がっており、評価をいただいておりますが、一方では松前町に思うこと、要望することの

中には、子育て世帯への援助が足りないとの意見もあったところでございます。今、沼山

議員おっしゃられるように、近隣町では福島町、木古内町、八雲町、そして上ノ国町が既

に給食費の無償化を行っております。上ノ国、更には、福島はご指摘のとおり隣接してい

るところであります。自治体の規模によりますけども、この隣接している福島、上ノ国、

この実態もきちんと我々配慮すべきだというふうに考えているところであります。

先程も申しましたが、１８歳までの医療費の無償化を含めまして、子育て支援策として

の給食費の無償化を考えた時期もございました。先程、平成２８年度に実施した半額助成

の際も、一気に無償化ということも、思いもございましたけれども、消費税等の理由から

半額助成としてきたわけでございます。いずれに致しましても、大変町内の基幹産業、水

産業の不振が続いて、厳しい経済状況であります。これに来年１０月からの消費税の引き

上げは、本当に町民の生活にも大きく負担がのしかかるものだというふうに認識をしてい

るところであります。その中にありまして、来年度以降の子育て世帯への支援がどうある

べきか、給食費も含め、前向きに検討を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) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長から前向きに検討したいという答弁をいただきました、前向き

にということですから、前に向かって進むというふうに私は受け止めております。前向き

の町長の背中を押したい気持ちで申し上げますが、町長の気持ちの中に無償化は遅かれ早
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かれ実施する必要があると思うのであれば、一刻も早く導入する方が価値は大きいと思い

ます。より大勢の方に提供できるからです。

また、来年は松前町の学校給食が開始して５０年の節目にあたります。この節目にあた

る３１年度にこそ、または３１年度中に給食費無償化を踏み切るべきではないかと思いま

す。前に向かって進んでいるわけですから、あとは町長が、力強く踏み切っていただきた

いと思います。町長からもう一度答弁をいただき、質問を終わります。ありがとうござい

ました。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に繰り返しになります。学校給食のみならず、認定こども園、

更には清部保育所でも給食を提供しているところであります。来年度以降の子育て世帯へ

の支援がどうあるべきか、その辺も十分加味しながら、給食費を含めまして、前向きに、

前に進んでまいりたいというふうに考えております。

○議長(伊藤幸司君) 次に、３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) 今回、集中豪雨、台風、胆振管内での大地震、松前町も過去には大

島、離島大島の噴火で何千人も亡くなったり、奥尻沖地震、秋田沖地震で津波が発生した

りという、いわゆる災害に囲まれている町でございます。しかし、この度の地震でも、ま

た台風でも、ほとんど災害らしい災害がなかったという、稀に見る町でございます。そん

な意味では、もう一度、いろんな意味で災害対応を見直してもらいたいなと。町の中を走

って歩いてると、避難道路が雑草だらけだよとか、それと避難道路はあるけれども、途中

でストップになってるよだとか。災害担当が配置されてるわけでございますから、もう一

度第一次避難、事前避難、また、発生した後の避難場所は放送であったような状況で十分

にわかりますけども、第一次避難のこの命の安全を守る避難道路っていうのは大事だなと

思っておりますので、担当課はもう一度は担当者に指示を与えていただきたいなと。

今日、私は、自然エネルギーの整備が進行中、安全対策は十分かということで以前にも

質問しました。またか、というふうに思われますけども、車で歩いてるときにはあまり感

じなかったんです。たまたまゴロ捨て場にジョギング行ったときに、ふと消防の前の追加

工事しているところに、見てしまったと言ったらいいのか、目に入ったと言うんでしょう

か、そのときにびっくりしたのは国道のすぐ側、送電線のすぐ側、蓄電施設のすぐ側、そ

れと消防署のすぐ目の前、あれ、これはまずいんでないのかなというふうに思って、再度

質問しようというふうに決めたわけでございます。

日本で先日、国も自然エネルギーが２４％ぐらいでしょうか、電力、そんなことを決め

たり、売電の価格は２０２５年には激減するよと、俗に言う太陽光パネルが１１円台、１

２円台になるよとか、いろいろと自然エネルギーに対する話題が駆け巡っております。そ

して、うちらの町としては交付税依存度がすごく高いですね、ちらっと見てみたら２８年

度のときの決算で５７％の交付税依存度でした。それで、これからの松前町としては自主

財源、やはり確保しなきゃなんないなあと、これは大きい意味があるんでないかなと。何

ら聞きますと、自主財源が増えると交付税が減額するよというふうな話も聞きますけれど

も、やはり自主財源を確保するということが一番大事かなというふうに思ってました。

それで、やはり今の松前町をこう見ますと、風力発電であり、パネルでありを見ますと、

個人の所有する土地だというふうなことで、うちらの町ではガイドラインのみでそれは対

応しようとしてました。しかし、無秩序に整備されるっていうことは、私がジョギングを

しながらびっくりした、そういうふうな位置にまで風力発電が設置されているということ

が、やはりいろんな意味で問題を起こすんでないかと。それで、行政ができることってい
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うのは、町民の危険であり、安全をどう防ぐかということが尽きるんでないかなというふ

うに思います。

それで、先日の新聞、３０年９月１４日、９月１２日に松前ウインドファームの風力発

電の設置状況、町の人達は喜んだ反面、あれ、おっかないなという、この両輪でなかった

かなと。それでもっと期待感のある、夢のある自然エネルギーですから、私は積極的にＰ

Ｒしていいんでないかなというふうに思ってるんです。

それで、それともう一つ、そういうふうに積極的にＰＲするんであれば、安全、安心、

インフラ。もし、あすこのところを風力発電が淡路市のように風速６０メーターでも耐え

れるっていう風力発電が、たまたま公園の中にあったからいいですけども、それが倒れた

ら、消防車も救急車も走られませんよ、寸断されてしまって。もし、それが蓄電施設、あ

の大きい蓄電施設にぶつかったらどうします、厚真のように。ブラックアウト起こります

よね。だから、そういうものを未然に防げるのは、行政でなければできないんですよ。私

はそう思ってるんです。

それで、この間、よくよく見ていったら、稚内市、一生懸命風力発電、いわゆる自主財

源を確保するために頑張ってんですよ。しかし、共和町と岩内町、風力発電、大規模な風

力発電を計画されましたけども、岩内町はオーケーしました。しかし、共和町は反対しま

した。なぜかというと自分達の畑地がこの風力発電影響受けるから、住民が反対したわけ

です。うちらの町の人達っていうのは優しいもんですから、反対運動をするっていうこと

は、なかなかできないんですよ、気持ち的に、自分達の心の中でこれ危ねえなあ、何でこ

ういうところにつくるんだよ、何でだんだよというふうに思うかもしれないけども、その

行動にはなかなか移しません。それを防げるのは、さっきも言ったように行政よりないと

いうふうに私は思ってます。

それと、この自然エネルギーっていうのは、未来永劫大きい役割を果たすと思います。

これが、この間も豊富町に２０２２年完成するっていう、世界最大の５００億を投じた蓄

電施設がつくられます。松前町にそういうものが、今つくってますけども、もっと大きな

蓄電施設や自然エネルギーの自然研究施設であり、そういうものが私は来る可能性もある

なあと思ってるんです。今、上ノ国町で１２万ですか、そして環境アセスが今入りますよ

ね。ですから、考えてみるとすごい投資が行われて、一般財源として確保できる、資源も

確保されると、有効にこれが動けばです。先程言ったように淡路市には、先日の台風で、

２０号の影響で風力発電が倒壊しました。そんなことで、松前町ではそういう可能性は持

ってる、風力発電では自然エネルギーの設備はできる可能性のある、秘めてる町なんです

よ。僕はそれを有効に使って町をよくしてもらいたいんです。人口減になってでも、やは

り住む人達が、やはりああ、良かったなあという、観光資源であり、それとインフラであ

り、生活に影響を及ぼさないようなルール、これが大事だなと思ってました。やはり、私

はこのことでお願いしたいのは、秩序ある整備とするために、この好適地を生かすために

も、ガイドラインに変わる厳格なルールが必要だなと思ってました。お願いしたいのは、

稚内市と同様に、いっぱい来てくれよと、しかしインフラであり、住民の生活であり、そ

れを守るためにやはり条例をつくったらいかがでしょうかという、町長に求めてるわけで

ございます。町長、答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から、「自然エネルギーの整備が進行中、安全対策は十分

か、パート２」というふうなことでご質問を通告いただきました。平成２９年の第４回定

例会におきまして、パート１の質問があったところであります。町民の不安の声はないの
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か、更には無秩序な開発がされないように、ガイドラインではなくて条例の制定を考えた

らどうかというふうなご質問をいただいております。その際、私はガイドラインで足りな

い部分があれば、動向を見極めながら判断してまいりたいというふうな答弁をさせていた

だいたところであります。今の質問の中にございました、本当に小型風車につきましては、

我々自治体に対して、届け出の義務がないところでありまして、いろいろガイドライン作

成するにあたりましても職員の皆さん、あるいは業界の皆さんと話を重ねながら、今日を

迎えているところであります。

いずれに致しましても、農地法の問題、更には農業振興地域の解除の問題とも、いろい

ろあるんですが、今の進め方って言うんですかね、なかなか自治体に対しての制限がかか

らないような状況であります。それを受けまして、稚内市では条例化に踏み込んだという

ことにつきましては、議員ご指摘のとおりであります。条例化につきまして、稚内市では、

住宅からの距離が３０メートル程の大変近い場所に設置されているなどの事例もあり、住

民からの不安の声が多く寄せられたことから、市民の意見を取り入れ、パブリックコメン

トなどを実施し、条例を制定したというふうに聞いております。当町におきましても、昨

年８月にガイドラインを制定致しまして、設置にあたっての届け出などの義務付けをして

おりまして、今月、今年８月末現在では６４基の届け出となっているところであります。

また、今年９月５日の、５日現在、目視で町内を調査致しますと、小型風車の設置数は３

３基となっているところであります。また、経済産業省の設備認定が、今年の２月までの

認定は小型風車の買取価格が、議員承知だと思うんですが、５５円となります。しかしな

がら、３月以降の認定買収価格が撤廃となるために、５５円のものが２１円までなるとい

うふうな状況であります。これを受けまして、大幅な買収価格の減少によりまして、設置

計画を見直したり、中断する事業者も多くなっているように聞いておりまして、小型風車

の条例化につきましては、いずれに致しましても、小型風車の条例化につきましては、設

置に係る書類制限をすることなどから、地権者、土地の所有者との財産権との関連もあり

まして、慎重にする、対応するという必要があると考えております。この件につきまして

は、昨年の福原議員からの一般質問のあと、職員といろいろ協議を重ねてきて、現在を迎

えているところであります。

また、幸いにも、現在の小型風車の設置に伴うトラブルや大きな問題なども特に起きて

いない状況から、現状は今後の推移を見極めて対応していきたいというふうに考えており

ます。事業者によるガイドラインの逸脱なども特に見受けられない状況であります。少し

の間、現ガイドラインによりまして、その対応を考えているところでありますので、ご理

解願いたいというふうに思います。

また、事業者と、例えば地権者、町民の方々とのトラブルのような状況が発生するので

あれば、町と致しましては、やっぱり町民の皆さんを守るという立場で対応をしてまいり

たいというふうに考えております。現状、もう少し、今のガイドラインの中で推移を見さ

せていただきたいなというふうに思っております。

それから、議員から自主財源の確保につきましてお話がございました。全くそのとおり

でありまして、交付税に依存している我が松前町であります。しかしながら、自主財源を

確保することは、大変な大きな意味があるんだというふうに思っております。町の体力を

示す財政力指数の部分も上がってくるように思っています。しかしながら、松前町は交付

税の交付団体でありませんので、自主財源が確保する部分につきましては、まさしく議員

ご指摘のように交付税が減るというふうな要素もあるわけであります。しかしながら、自

主財源の確保にも全力を向けて対応してまいりたいというふうに思っておるところでござ
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います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 想定した答弁です。ただ、このガイドラインであれば、強制力がな

いわけですよね。自分も手元に持ってます、強制力がないということは、土地は自分の所

有物だよというふうなことで、仮説ですよ、ここに俺の土地だから風力発電つけたいよっ

て言ったときに、小型。これを阻止できるかできないかっていうこと、簡単に言えば。私

はできないですよね、今の町長の答弁であればできないんですよ。農地法であろうと、個

人の不動産であろうと何であろうと、ガイドラインでは対応できない。それで、検討して

いただくということなもんですからね、町長、もう一歩踏み込んでね、検討していただき

たいということをお願いしたい。

それと、自主財源としての自然エネルギー、どれだけの効果があるのかなというふうな

ことで、わからないんですよ、私が税を、固定資産税であり、売電っていうのがわからな

いんです。それで、この間、木古内町でやったのを前も言いましたけども、大体今までの

価格であれば、約９００基で年間１千万ですよね、太陽光パネルが、新聞報道でね、新聞

報道ですよ、道新さんの新聞報道見れば。そうすると、今折戸浜の上には約１万１千近く、

若干切れます。そうすっと売電益は今までの価格であればいくらいなりますか、１億２、

３千万の売買益になるということでしょう、売電益、売電したということ。だから大きい

なあと。それから税金をどういうふうに収拾するかわかりませんけども、固定資産税が入

ってくるとなれば、結構な額かなあと。

それで、もし、どっかの町村の参考例があれば、やはり町民に聞かれたらこれだけ松前

町として、今、積極的に入って、風力発電っていうの恩恵があるんだぞということをＰＲ

できるんですよ。そして、町もこういうふうなことで積極的に環境を整えるために頑張っ

てるよというふうなことを言えるんですけども、わかる範囲内でいいですよ、ね。わかる

範囲内で答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時００分)

(再開 午前１１時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

○町長(石山英雄君) 固定資産であります、当然償却資産というふうなことで、これは、

事業者から町長の方に事業、申告して課税するような流れになるわけであります。税率を

申し上げますと、普通家屋とか土地と同じような税率、１．４％、それが償却資産の場合

は、全体の工事費、これ例えば１億であれば、それに対する償却資産で税率掛けまして、

それが年々償却されていくっていうふうな税は見込める状況であります。本当にこう自主

財源、本当に貴重だというふうに思っておりますので、ぜひ町民の安全、それから苦情が

ないような対応でできればい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、町としては、やっぱり町民を守るっていう立場に変わりあり

ませんので、町民に不利益のあるような状況であれば、積極的に町が参画致しまして、事

業者の方と話をさせて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。本当に

もう少し状況を見て判断させていただきたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。
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(休憩 午前１１時０２分)

(再開 午前１１時１７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

３番。

○３番(福原英夫君) 町長が前向きに考えていただけるというふうに捉えておりますけれ

ども、やはりうちらの町は資源っていうことと、それと事業をチャレンジして興すだとか、

それと企業誘致だとかっていうことがなかなか上手くいってない時代が長かったもんです

からね。ある町では、この間の上ノ国とせたなの関係では、やはり消防庁舎を買って、新

しく移転さして、そこに事務所を構えて、ですから、新しい投資がそこで生まれてくる、

この自然エネルギーというもので。だから、そういうことに期待していく時代が松前に入

ったなと。それともう一つは、せたな行ってみるとわかるんですが、洋上発電、洋上風力

がものすごいんですよ。ですから、松前町は６０キロの海岸線があります、せたなより風

が強いはずで、ただ、漁業者が、漁業権の問題がございますからね。しかし、時代は陸と

海と、こういう時代に入った。

それと、松前町こう見ますと奥行きがないんですよ、奥行きが。海岸線は長いけれど。

そうすっと、そういうことを考えて風力であり、パネルでありね、太陽光パネルでありと

可能性がいっぱい秘めてるなあという気もしますので、税収に、そんな意味から言っても

積極的な誘致とルールを持った進め方が大事かなと思ってましたんで、町長、ものすごく

頑張っていただきたいと。

次に、二つ目です。同じく、こないだ、ちょっと自分が失礼な行動して申し訳なかった

なあというふうに思います。そんなことで、謝罪をしながら、改めて「２０４５年、１千

９９３人の衝撃、その対策、パート２」ということで、ご質問さしていただきます。自分

はこの数字を見て、この数字を見てですよ、衝撃を受けてますけれども、松前町の現状を

分析してみてるんですよ。分析たって、大したレベルの分析でないです、見渡してみまし

た。それで、あれ、マイナス要因ばっかりでなく、プラス要因もいっぱいあるなあと、は

っきり言って一過性の、今の風力発電もそうですし、ほとんど農薬の使われていない畑地

があるし、やろうと思えばいくらでもできるそういうものもあるし、それとＭＨソーイン

グなど縫製工場が何だかんだ言っても３１年目ですよ。この企業誘致っていうのは、自信

持っていいんでないかなと思うぐらいですよ。

それと、シルバー産業です。うちらの町、余所の町を歩いててどうですか、松前町が個

人事業者が、株式会社であり有限会社であろうと、シルバー産業をこれだけ持っている町

っていうのはないですよ。何でそれができるかっていうと町立病院です。今回山本教授が

病院管理者になって病院経営が黒字で１０年ですか、これとの連携、コラボは、やはり民

間の人達が、シルバー産業の人達が松前町で高齢者のための住宅であり、介護であり、そ

ういう事業が展開できるなあと。やはり柱となる病院がきちっとあるから。このシルバー

産業と病院、やはり大きいですよ、松前としては。

それと、今年から新たに進出した小川水産のウニ加工。うちらの町っていうのは、先程

から言ってるように６０キロの海岸線、ウニ、ウニの種苗は止めてくれと僕は叫んでます

けども、今日もやってます。うちらの町のウニは種苗、ウニの採取はもう終わったんでな

いでしょうか、９月１２でしょうか、１４でしょうか、ね。しかし、外部から持ってきて

やってるんです、外部から。いいってば、間違ってたら、町長がきちっと訂正してくれる

から、あなたでない。そんなことで、やはり松前町にそういう資源があるということで、
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その加工屋さんが来てくれてると。やはり、これは余所の町とはちょっと違うプラス要因

かなと。それと今の自然エネルギーです。だから、今回の文書に書いてるように、質問紙

に書いてるように、うちらの町で過疎にブレーキかけるには、産業の柱である漁業とスル

メ加工業、これが元気になってくれることだと思ってるんですよ。いくら枝葉つけてても、

この漁業とスルメ加工、それが見えないんです。それで、町長にまず一つ聞きたいのは、

漁業と、今マグロで苦労してますけれども、漁業全体でどう考えているのか、どういうふ

うにして松前町の漁業、約３００人切ったんでしょうか、４００人切ったんでしょうか、

その漁業者の生活守るのにどう考えているのか。今までの補助事業では、結果的に生産性

が上がったというふうには感じてないんですけども、まず漁業どうする、その次にスルメ

加工聞きたいと思ってます。ちょっと答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず水産、産業の部分でのお尋ねがございました。大変厳しい漁業

経営をされているところでありまして、福原議員も十分承知されているものだというふう

に思っております。水揚げもどんどん減ってきている状況の中で、しかしながら基幹産業

元気がなければ、この町を維持できないと私は思っておりますので、ぜひ漁業協同組合含

めまして、漁業者の皆さんが体力つけれるような政策を打っていきたいというふうに思っ

ておりますし、今もやってきていると私は思っているところであります。いろんな明るい

話題もあるわけですから、そこには光が差したら、その光をまだ輝けるような応援を、支

援をしていきたいというふうに思っているところであります。本当に産業の体力強化がで

すね、この町を維持することになるんだというふうに思っておりますので、ぜひ皆様方か

らもご意見をいただきながら、産業振興に取り組んでまいりたいというふうに思っており

ます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 漁業について、少し伺いたいのは、今までの町長の取り組む姿勢、

漁業者と組合と、やはりちょっと意思疎通が不足しているんでないかなっていう、いや、

話してるのはわかりますよ、聞いてますから。しかし、漁業者が自ら、漁業者自ら、俺は

これやりてえんだよと、俺は今の流れもの相手からこういうふうに展開したいんだよって

いう、そういうような話し合いが必要だと思うんですよ。それで、今のまんまだったら漁

業を廃業する人、出稼ぎ、徐々に大きい比率を占めてきてるなあと。私の知ってる人も出

稼ぎ行ったりしてますんでね。やはり、松前の町を活気を戻させるにはやはり漁業だなと。

しかし、それの話し合いなどどうでしょう、してますか、何回かしてると思いますが、町

長、答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業者とのコンセンサスがっていうふうなご指摘だというふうに思

っております。現在、本当に私、漁業者の方々とお話をする機会があれば、手法そのもの

をきちんと見直すような、大胆な発想になってほしいっていうふうなことも、漁業協同組

合の総代会でも挨拶をさせていただいているところであります。

それと、もう１点につきまして、これ前も議会で言ったことあるんですが、今畜産がす

ごい勢いが安定してるって言うんですか、安定して経営されている状況でありますので、

漁業者の方々にですね、ぜひ山にもマグロがいるよっていうふうな話をさせていただいて

おります。本当に必要があれば、希望があれば畜産農家の皆さんがどんな一週間を過ごし

ているのか、体験学習できるような体制づくりがあればいいなあというふうに思っており

ますし、ぜひ体験してもらいたいなあというふうに思っているところであります。いずれ
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に致しましても、若い漁業者の方々がこの町で頑張れるような、その体制づくりのために

も、漁業協同組合の方とも今はお話をするような機会をつくれるように、組合の方にもお

願いをしているところであります。本当にこの大事な基幹産業体力強化大事でありますの

で、水産の灯を消せない、消さない、そんなまちづくりをしていきたい、政策を打ってま

いりたいというふうに思っております。

先程、沼山議員にも前を向けというふうなご指摘がございましたので、ぜひここの部分

は本当に前を向いて進め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) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長も漁業、お父さん、お母さん方が漁業営んでて、その厳しさで

あり、そしてそこで得た果実で生活をしてきた。これを十分に熟知してて、こんなに松前

町が漁業が衰退して、何でこうなったのかっていう疑問符をいつも持たれてるんでないか

なと思うんですよ。それで、その前に、私の質問の中で間違ってあったことがあったら、

遠慮なく指摘してください、私は素直に受けますので。やはり、今町長との答弁のやりと

りしてますからね、そこは町長、きちっと受けて駄目だよと叱っていただいてもよろしい

です、私は。

それで、松前町の漁業経営、漁業の目指す方向、町長と担当課はこの漁業経営をどのよ

うに考えているのかな。漁業経営の主導っていうのは組合でございます。しかし、組合と

漁業者と行政と、トライアングルですよね。トライアングルで三角形の状況でお互いが支

えたり、議論したり、そして俺達はこうやるから行政助けてくれよというトライアングル

の関係なんですよ。ですから、組合のことだからいいっていうふうに考えないでほしんで

す。やはり、あれだけ膨大なお金を投資してるんですから。ですから、組合の目指す経営、

組合員の目指す経営、組合が松前の漁業を活性化するために考えているようなことが話し

合われてるんであれば、また町長が思っていることあれば答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業振興につきましては、やっぱり我々行政と組合が両輪というふ

うな形で漁業者に向かっていくと。漁業者とお話をしていくっていうのが一番大事なこと

だろうというふうに思っております。ここの貴重な、大事な部分をきちんと組合と連携取

りながら、たまにはきついことも言わせていただいております。これ、やっぱり組合員の

皆さんを思うから、うちの水産課の職員も嫌な思いもして、組合の皆さんと話するように

も聞いております。そんな思いで、この水産振興、まず組合と両輪で進めてまいりたいと

いうふうに思っておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長は優しいから、いろんなことを耳を傾けて、そしてどうにかし

たいっていう、今度強い思いがあるから今まで頑張ってきたと思うんですけども、なかな

かそれが目に見えた形としてね、結果として、数字として表れてきてなかったわけです。

それで、私も漁業については何回も質問しておりますけれども、やはり漁業の道しるべを

やはり早急に立てないと、やはり廃業、出稼ぎ、昔のような形になるっていうことなんで

すよ。その危機感抱いて、担当するスタッフ以下と協議していただきたいなと思ってまし

た。

それで、次にスルメ加工。昔は、１００億だとか、実際はどうかわかんないですよ、聞

いただけですからね。今５０億だとか、６０億だとかっていう売り上げがあったっていう

ことを聞いてますけども、しかし、この数年、特に原料の入手は困難、原料の高騰。先日

福島町がゴロも、９月１５日ですね、道新さんで出してましたけど、スルメイカの関係で
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残りカスの処分費の一部を助成するという、どうしても一時しのぎになるのかなあと思う

んですけれども、決算でもありますからね、あれですけども、ここの加工屋さんが生きる

道を、そして活力を持つ道を協議会ですか、その他の方々と随分話し合ってるものと思い

ます。それで、どのようにここのところに手立てをして、メスを入れていくのかなあとい

うのが、なかなか見えてなかったもんですからね。町長のお考えをお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産加工、スルメの加工についてのお尋ねでございます。本当に数

年来、全国的なイカの不漁が続きまして、原魚の確保、あるいは価格の高騰などで大変厳

しい状況が続いているところであります。昨年度におきましては、従業員の雇用確保の視

点から、皆様方にお願い申し上げまして補正予算によりまして、雇用確保緊急対策事業を

対策を講じてきたところであります。やっぱり働いてもらえるお母さん方の経済的な効果、

すごい大きいものがあるんだろうというふうに思っておりますので、そんな対応をさせて

いただいたところであります。

今年も現状大変厳しい状況が続いております。本当に漁模様に回復してもらえるように

願いたいなというふうに思っているんですが、やっぱりスルメ加工業の元気、活力がこの

町を大きく支えているというふうに思っているところであります。

今のゴロのお尋ねがございました。当町の、松前町におきましても、協議会がございま

す。ただ、全ての皆さんが協議会に入っているというふうな状況でもありませんので、い

ろいろ問題もあるんだなというふうに思っているところであります。経営体も、加工屋の

経営体の皆さんも１１経営体でしょうか、大分減ってきてはいるんですが、頑張っている

事業者があります。今後どんな体制、応援ができるのか、きちんと考えてまいりたいとい

うふうに思っております。いずれに致しましても、大変厳しい状況は認識をしているとこ

ろであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 先程の漁業もそうですけども、スルメ加工もやはり松前町の過疎を

止める、そして松前町で暮らしたいっていう最大の核になると思ってるんですよ、私は。

ですから、町長の今の答弁で本当は納得しないんですよ、本音はですよ。しかし、取り組

む姿勢って言うんでしょうかね、そのことを大きく評価してるんです。ですから、町長が

今答弁したように積極的にね、スルメ加工屋さんと話し合いする、個別でいいんでないで

しょうか。それで自分がこうつくったプランっていうのが、スルメ加工屋さんが一番だけ

れども、もうスルメ加工では生きていけないんだよっていうことで、函館市はブリをどう

するかっていうことで今やってますよね。うちらではウニをどうにかしようとすれば９月

までできるんですよ、９月まで。これ大きい資源になるんですよ。

それで、大量に安く買えるもの、うちらの町のスルメ加工屋さんっていうのは、全国、

世界からスルメの原料買える力がありますから、大量に安く買える原料で、消費者が受け

入れるもの、これを調査研究しなきゃなんないです。それで、先程言ったブリもそうです

よ、真鱈も、メスでなくオスだったら二束三文で大量買えるし、それとイカだったって大

中小でなく、小小であれば、あの１箱何十キロもあるものが２、３千円のもんだと。そう

いうものを調査研究するっていうことでないかなと。全国にいろんなものが安くて余って

るものがあります、それを松前でまた仕入れると。それが松前町のスルメ加工の皆さん方

が生きれる道でないかなと。

それで、もう１点は、うちらの漁業として、私の考えですよ、コンブ養殖だなというこ

となんです、結論は。コンブ養殖の施設で間引きしたコンブをウニであり、アワビであり
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の資源、餌にするということなんですよ。それで、コンブ養殖が１００基以上ありますか

ら、その影が集魚力、魚が集まる力がそこでわいてくるんですよね。だから、そこのとこ

ろでコンブ養殖っていうのは、そしていい製品はどんどん出す。それは、中央で一括乾燥

したっていいんでないでしょうかね、集めて。だから、そういう機動力も発揮できるよう

なことができるのが、誰ができるかと言うと町行政と組合でしょうね、やるのは漁師です

よ。そして、福島町の吉岡みたいに１千万円魚価が出ると。そういう夢物語を私の夢物語

より、行政を担う皆様方が描いてスタートライン立ってもらえればなという気持ちなんで

す。どうでしょうか、そういう考え方じゃ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 行政と、我々と漁業協同組合、更に一番いいのは、やる気のある漁

業者をどういうふうに見つけていくのかっていうふうなことなんだろうなというふうに思

っております。今後も新規にやりたい人、新たに取り組みたいようなことがあれば、相談

はどんどん受けてまいりたいというふうに思っております。やる気のある人間がいる、漁

業者が出てくるような、そんな状況になれるように、漁業協同組合と両輪として意見交換

しながら進めてまいりたいというふうに思っています。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 頑張っていただいて、そこの部分は。

それで、次ですけれども、やはり行政主導には限界があるんですよ。先程から似通った

ことを言ってますけども。やはり、困難ですけども住民の自主的、主体的な行動と改革意

識が育たなければ現状は変わらない、変わらないんですよ。それで、その取り組む姿勢が

見えないんです。それで、今年ありましたよね、茂草の方、町内会であり、それと道の駅

の下で海を開放したり、いろいろありましたけども、自主的、主体的に町民の意識にちょ

っとお手伝いしたんですよ。そうすっと住民はやってくれるんだっていう、茂草ではなん

か５００人ぐらい集まったそうですね、２０万円補助で。１０何軒でしょうか、申し込み

があったのは。軒数がちょっと僕ね、町広報見たけど見えなかったもんだから新聞の切り

抜きよりね、１２軒、１１、だから、本当はそれぐらいのね、あるんであれば、適切であ

ればそういう人達に補助出したって、補正で組んでもいいんでないかっていうことを言い

たいわけさ、そういう芽があるんであれば。やはり、その人達がやることによって、それ

と今、観光協会と実行委員会組んで戊辰戦争の視察をしますよね、榎本武揚の孫ですか、

呼んでやるっていう。あの２０万でそれだけのことをするんですよね、２千円の会費だと。

だから、そういう意識を触発するようなプラン、それが長く続くようなプラン、それがこ

の民間、行政主導でなく、民間主導になるっていうのは。よく今年プランを立てたなと思

ってますよ。それでどうですか、これからそういう考え方、ちょっとお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 笑顔づくりの補助金の話だというふうに思います。新たな総合計画、

今年初年度でありまして、皆さんご承知のように民間の活力を生かしていきたいというこ

とで、笑顔づくりの補助金を創設して、民間の方々が取り組むイベントや物づくりに支援

をしていこうとして考えたところでありまして、今年実施をさせていただきました。いろ

いろ、結構反応があるように聞いておりました。やって良かったのかなというふうに思っ

ております。まだまだこれからやる事業もありますけども、民間の方々が自ら考えながら

行動を起こすことによりまして、事業の達成感や責任感などが生まれ、また新たな取り組

みの糧となるものと考えております。正しく、福原議員言うような意識改革の根源になる

んだろうなというふうに思っているところであります。意識改革に繋がるような主体性や
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自主性を生むいい機会ができると、繋がるというふうに考えておりますので、引き続き我

々今年、実施した部分の反省点があるんであれば反省しながら、もう一歩進めれるような

情勢をつくってまいりたいというふうに思っております。

全ての皆さんに補助金あたっているわけでありませんので、あたってない団体もありま

すので、次に期待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。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) やはりほんの、まあ、２０万ったら何も少ない額ではないです、大

きい額です。そういう果実を行政が準備して投資するっていうことが、行政が歩いてやり

ませんか、やりませんかも大事だし、自主的に来てくれたかもしらない。お願い、みんな

こういうプランがあるからやってみないかという、それ触発ですよね。この両輪が大事な

んですよ。黙ってて待つか、触発しながら意識をつかんでいくかだと思ってます、私は。

ですから、そこのところは大事かなあと。

それで、うちらの町、町内業者もそうですけど、余所からの民間の投資が少ないような

感じする。それで、民間の投資を受ける環境づくりをつくったらいいと思ってるの。それ

で、福島町の、福島町頑張る地元企業応援条例、これは投資額は２０万以上、１軒あたり

１千万円以上の物件、リース契約について１千万円、徴収額の２分の１、１年だら３００

万以上、何て言うんですかね、住民の心を触発して自主的にやる。それと民間の企業がや

りたいというふうなものに投資する、この両輪のように思う。だから、松前会、札幌松前

会であり、東京松前会であり、すごいビジネスをやってる人達がいっぱいいるわけさ。そ

の人達が松前町に投資してくれるようなメニューを松前が考えればいいわけさ、メニュー。

そこのところが、やはりうちらの町はちょっと欠けてるかなあと。やはり他力本願できた

んでないかなあという感じがしてんです。どうでしょうか、そういう企業であり、志を持

った人達が企業化できる環境整備も重要だと思うんですけどもね。町長はどのように考え

てますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 民間の皆さんから投資をいただきまして、まちづくりをするという

ふうな考えにつきましては、私も大いに感銘を受けるところであります。メニューをどう

いうふうにつくるのか、どんなメニューがいいのか。やっぱり都市部で頑張ってる皆さん

との会話が大事なんだろうなというふうに思っております。松前会などでお会いする機会

もありますので、そんな話も私の方からさせていただければというふうに、今率直に思っ

ております。どんな形になるかわかりませんけども、まず取り組ませていただきたいとい

うふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今のところ、なかなかできないんですよね、人を育てる、つくるっ

ていうこと、企業を誘致するって。しかし、伊達市でキンキンの飯鮨しを作ってる会社が

あるんですけど、そこがしょっちゅうダイレクトメール、文書送ってくるんです、投資し

てくれる人を、今何て言うんですか、何だかって言うよね、そういうことで積極的に文書

を出して、そして、うちら今こういう企業やってるから、もう少し大きくしたいから、投

資してくれやっていうのですよ。だから、ああ、そういう企業もあるんだなあと思ってみ

てました。

それで、福島町のようなものをつくれっていうことでなく、考え方ですよね。やはり松

前町は人口減でどうブレーキをかけるかって言うと、やはり担当者がおりますのでね、担

当者におい、ちょっと考えてみてくれよと、これどういうふうな状況になってるんだとい
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う問い掛けだと思うんですよ、私は。何も、そしてわかったと、町長はそのために私はこ

ういうことで動きますよという関係、考え方でないかな。町長が交渉に行っていい結果出

ますよね、やはり山本先生が今回このような来てくれたのは、やはり町長も議長も足を運

んで、真剣な会話、その下準備は病院の事務局がやったかもしれないですけど、やはり出

る方が行って調整、交渉する、調整するっていうのは、大きい意味があるなあと。そんな

意味で行政主導からね、そういうことを考えていただければなと。

それで、次に、即戦力としての人材確保なんです。うちらの町、今やってますよね、農

林畜産課やってます、人材入れました。それとまた、一生懸命やってくれる経験豊富な方

をまた入れる。それと福祉の方にはソーシャルワーカーであり、保健師さんも入れる、い

ろんなポジションに、水産課にも職員を入れる。そんな意味で人材を入れてます。

私、先程プラス要因として一つ抜かしたのが、松前の観光産業なんですよ、これはやは

りこれから松前町では大きい産業の柱となると思ってるんです。やはり、ここのところを

どうするかっていうと、やはり行政職員というのは何年かで変わっていきます。エキスパ

ートのプランナーが入れたり、それと公園をやはりどうするかと。やはり造園師であり、

庭師であり、松前城へ行くと必ず観光客来てますよね、必ず来てるんですよ、朝から。そ

れだけやはりお城っていうものを中心にした松前の観光の知名度があるんですよね。です

から、観光をどうするかだとかっていうことよりも、即戦力の人材確保、焦点を絞ってい

かなきゃならないと思ってるんですけどもね、町長はどのようにお考えでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に町を守るために人材の確保は、本当に急務で大変重要なこと

だというふうに思っております。今、議員ご指摘のように、肉牛の改良センターにも着々

と進んでおりまして、即戦力って言いますか、経験の豊富な人も松前に来てもらえるよう

な状況になってきているところであります。きちんとした産業を残していくためにも、人

材の確保大変重要だというふうに思っておりますので、職員と皆さんの人事はですね、ち

ょっと福原議員も職員の経験あると思うんですが、長くなればなった、短ければ短いとい

うふうな一長一短があるのが人事だというふうに思っておりますが、しかしながら、ここ

の部分につきましてはですね、適材適所っていうのもあるように思っておりますので、配

慮した人材の確保を進め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) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長、やはりあっちこっちやるんでなく、何に戦略的にいくか。畜

産は今回、担当課長以下みんなで対応して考えてましたんでね。やはりそういうふうな戦

略を担当課と担当課長と話し合っていただければなと。それで、やはり必ず職員は人事で

替わるし、退職していきます、それははっきりしてます。でも、残してくれるものがいっ

ぱいあります。今、公園が好きで行きますけども、あれだけの土地を購入して一生懸命整

備してます。それと日常負担、高齢者事業団と一緒に整備してます。あれにどう味付けし

ていくかなんですよね。そうすっと、本当に専門的な知識を持ったそういう力を持った人

が私は必要だなという、それとプランも一つですね。そんなことで考えていただければな

と思います。

それと、やはり人材はハンターして持ってくるのと、もう一つは育てるっていうことで

すよね。私はある程度長くて、能力がなくても長くいたんで、少しは社会教育っていうも

のを身につけましたけども、やはり長くいたからいいとか、短いからいいとか悪いとかっ

て、そういう価値判断でないですよ、やはり。一生懸命精力的にやってくれてます、みん

な、これははっきりしてます。１６日の、僕は雨男ですけども、担当課長はきっともって
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晴れ男だったかなと思うんですけど、すごく来てました。私も保護司の関係でキャンペー

ンやってましたけど、その後、帰りもまた寄ってみました。町内の人より町外の人達が多

かったんですよ。ですから、調味料のかけ方で、そしてうちのは２時間並んでようやくマ

グロ買いましたからね。だから、そんな意味で盛況だったなと思います。だから、その灯

りをともさないようにしていただきたい。

まず、そこのところを考えていただいて、それで、雇用なんです、最後は。この雇用は、

雇用の場がある、それが臨時職員なのか、パートなのか、正職員なのか。資格を持ってる

からきっと位置づけて給料を払う。同一労働、同一賃金、これは、来年ですか、再来年で

すか、３２年というふうに今合図いただきました。そうすると、これが大きい意味を、や

はり松前で生活できるだけの基盤がなければならないんですよね。今、加工場に行ってる

お母さん方が何が不安かと言うと、今までは失業手当もらったけど、今年はもらえねえん

でねえかなという不安。小川水産は、まあ、そうだね、夜６時、７時、日曜日は休みます

か、朝何時だ、広川さんは６時前から来て準備して。だから、そういうふうになってもら

いたくて、パートさんでもそういう働く時間、働けるような時間がほしいわけさね。だか

ら、そういう環境で、私は資格持った人も持ったようにきちんとした位置付けをしてあげ

る。そういうことを同一労働、同一賃金を境にして、ちょっともう一度。まあ、民間がや

ることですから、民間がやることですからね、苦しいでしょうけども、ちょっと考えて、

何かいいアイディアがあるんでないかなという気がしてたんです。答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 同一賃金、同一労働のお話がございました。正しく３２年度から民

間ばかりでなくて、役所もそういうふうになるわけであります。人件費等の高騰も目に見

えてきている状況でありますけども、これはやっぱり雇用を確保するっていう観点から必

要なことだろうと思いますし、町内の事業者、皆さんも北海道の最低賃金をきちんとクリ

アしながら頑張っていただいておりますので、私どもと連携、共通って言うんですか、認

識を持ちながら雇用の確保に向かっていけるというふうに思っております。いずれにして

も、議員おっしゃるように、大変な財源的には増えるということがやっぱり雇用に繋がる

というふうな国の考え方でありますので、それはそれで状況見ながら進めてまいりたいと

いうふうに思ってます。

○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５９分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

３番。

○３番(福原英夫君) こうまでやれるっていうことを想定していなくて、午前中で終わる

と思ってはしょってしまいましたけども、今入ってくるとき、佐藤次長がもう閉めてしま

うから入れないって言われましたんで、そうすっと質問できなくなるなと思って来たんで

すけど、議長の配慮で入れましたんで。

本題に入りたいと思います。何で雇用の関係かっていうことは、ご存じだと思うんです

けども、やはりこのことが最後の過疎を止める最大のポイントかなと思って最後にしたん

です。やはり、今まで加工屋さんでもあれだけ働かさしてもらってて、そして松前町にそ
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のお金が相当生活費がいろんなマーケットであり、地域の商店に行って消費してたわけで

すけども、やはり所得がないもんですから、それが使えないんですよ、使いたくても使え

ないって行った方がいいでしょうね、それ循環型ですから。お金をもらうとどっかで消費

する、年齢がいってる人でも働ける、８０代の方でもスルメ加工だとかで働いてましたけ

ども。やはり、その場はなくなる、時間が短い、単価は最低基準で維持されてますけども、

働く時間、働く場ということになるとやはり苦しいものがあるんです。

そんな意味で町長には、このパートだとか、臨時職員だとか、正規職員、このことは一

番最初に戻っていくんです、これは、私の考えはね。今、何で戻っていくかと言うと、プ

ラス要因がいっぱいありますよって言いましたよね、私。ＭＨソーイングであり、それと

シルバー産業であり、病院であり、それと観光で生活している人達がいっぱいいます。し

かし、もうワンステップ、ツーステップアップさせないと、雇用環境であり

働く場がないと、究極的に歯止めをかけられないっていうことなんですよ。それで、やは

りここのところを町長以下スタッフが真剣にもう一回協議をして、松前町だからこういう

ことはできる、松前町でなければこういうことはできないよだとか、こういう企業だら松

前ではできるだとか。それが働く場の確保であり、雇用環境の充実になるんだというふう

に私はシミュレーションしてるんですよ。

それで、町長もそういう、なかなかそこまで気がつかなかったかなと思いますけども、

十分気がついたけどなかなかできないっていう考え方もございますんでね、町長、ここの

ところが手を差し伸べるっていうことは、スタートラインの質問に戻っていくんですけど

も、ちょっと考えてプロジェクトをつくったりしたらいかがでしょうかっていうことなん

です。答弁を範囲内で、できる範囲内でお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭で福原議員から、松前にはチャンスがある事業があるっていう

ふうな、医療とシルバー産業だというふうにご指摘されてました。本当にチャンスがある

んだろうなというふうに思っておりますし、今皆さん、町内の医療、あるいはシルバー含

めまして、産業全体として事業主の方々が一生懸命頑張っている状況もありますので、雇

われる人の賃金のレベルアップも必要でしょうけども、やっぱり産業を残していくってい

うことが、それ以前に必要だというふうに思っておりますので、頑張っている事業者の皆

さんの意見を聞きながら対応できればなというふうに思っております。

雇用の環境を良くするっていうことは、本当に大事なことだんだと思うんですが、やっ

ぱり頑張っている産業をまず守るっていうことがですね、第一前提だというふうに思って

おりますので、ただ、意見は十分お聞きしながら対応させていただきたいなというふうに

思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) まあ、私が行き着いたのは、松前には可能性を秘めてる産業が埋も

れているんでないかなと、それを上手く活用する手法であり、等々が、そしてそれを形作

るエネルギーって言うんでしょうかね、チャレンジする力だとか、そういうことがちょっ

と眠ってしまったかなあというふうに思って。

それで、先程病院のこと言いましたけども、町長も今シルバー産業のこと言って、松前

町の町立病院があれだけ安定してきて、これからも安定する。そうすると、シルバー産業

が安定してそういう事業に入っていける。そうすっと、今シルバー産業できっともって問

題になるのは雇用だと思うんですよ、雇用の確保。そうすっと、これはいい循環になるん

ですよね、いい循環になるんですよ、これは、悪い循環でないですよ、いい循環。ですか
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ら、一つのきちっとした核を持てば、シルバー産業というものと病院と連動するときちっ

とした循環する。漁業も同じです。加工屋さんもそうですし、畜産もそう、全て。それと

自然エネルギーも、今これだけ集中してどんどんどんどん入ってくると、今度海上での風

力発電が盛んになるとも言われてますんで、そうすると新しい芽がもう育ってきてる松前

なんですよ、はっきり言って。ですから、それを芽が育ってきた、それをキャッチングで

きるかできないか、その僕は下準備を今から大至急してほしいなあということが最後なん

です。ですから、町長は、町長自身も考えてるでしょうけど、スタッフ自身がそういう意

識に到達していないと、やはり歯車が動かないんですよ。ですから町長が課題を投げかけ

てやって、そしてこういう松前にしようやっていうこと、総合計画はありますけども、総

合計画では足りない部分を補わなければなりませんよね、新しい時代に入ったんですから。

そんなことで、最後、答弁いただいて、私、９分残りましたけども、終わらしていただ

きます。もう少しやりますか、いいですか、何ですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 最後だというふうにご通告いただきましたので、私の答弁も最後に

したいというふうに思います。いろいろと福原議員の町を思う、人材の確保、雇用の場の

確保につきましてご質問をいただいたところであります。決して、職員とはですね、シン

クタンクでありますので、情報を共有しながら町政の運営をさせていただいているという

ふうにご理解いただきたいというふうに思っております。

本当に、なかなか人口減少に対する特効薬がない状況でありますけども、総合計画の目

指すところの町の将来像にあるように、生活満足度の高い町を目指しながら、町民の皆さ

んが住み慣れた地域で安心して暮らせるような、そんな対応をしてまいりたいというふう

に考えているところでありますので、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。以

上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

◎議案第５２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７、議案第５２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５２号、教育委員会委員の任命につ

きまして、ご説明申し上げます。

教育委員会委員福島憲成氏は、平成３０年９月３０日をもって任期満了となりますこと

から、引き続き同氏を委員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。

福島氏につきましては、松前町字唐津２６８番地にお住まいで、昭和２２年１月２３日

生まれの７１歳でございます。また、委員歴でございますが、平成２２年１０月１日から

委員をお願いし、現在２期目でございます。

以上が議案第５２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。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５２号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５２号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第５３号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第５３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第５３号、人権擁護委員候補者の推薦

につきまして、ご説明申し上げます。

人権擁護委員平石浩道氏は、平成３０年１２月３１日をもって任期満了となりますこと

から、引き続き同氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求めようとするものでございます。

平石氏につきましては、松前町字江良４３５番地にお住まいで、昭和３７年１１月１５

日生まれの５５歳でございます。また、人権擁護委員歴は、平成９年からでございます。

以上が議案第５３号であります。何卒議員の皆様方のご同意をよろしくお願い申し上げ

ます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、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５３号について、原案の者を適任者として答申することに賛成の諸君の起立を求

めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第５３号は原案の者を適任者として答申することに決定しました。

◎議案第５５号 松前町表彰条例による表彰について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第５５号、松前町表彰条例による表彰についてを議

題と致します。

１０番斉藤勝君は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥の対象となりますんで退

席を求めます。

（１０番斉藤勝君退席）

○議長(伊藤幸司君) 提出者の説明を求めます。町長。
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○町長(石山英雄君) ただ今、議題となりました議案第５５号、松前町表彰条例による表

彰につきまして、その内容をご説明申し上げます。

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

るもので、松前町字福山２００番地にお住まいの齊藤豊さんでございます。齊藤豊さんに

つきましては、２０年の永きにわたり納税貯蓄組合長として納税思想の高揚にご尽力され

たご功績により表彰致そうとするものでございます。

以上、議案第５５号でございます。何卒議員の皆様方のご賛同をよろしくお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、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５５号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。

暫時休憩致します。

(休憩 午後 １時１４分)

(再開 午後 １時１４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議案第５４号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５６号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５７号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５８号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５９号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第６０号 松前町表彰条例による表彰について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第５４号、松前町表彰条例による表彰について、

日程第１１、議案第５６号、松前町表彰条例による表彰について、日程第１２、議案第５

７号、松前町表彰条例による表彰について、日程第１３、議案第５８号、松前町表彰条例

による表彰について、日程第１４、議案第５９号、松前町表彰条例による表彰について、

日程第１５、議案第６０号、松前町表彰条例による表彰について、以上６件を一括議題と

致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今、一括議題となりました議案第５４号、第５６号から６０号

までの松前町表彰条例による表彰につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回提案する方々につきましては、松前町表彰条例の規定に基づきまして表彰致そうと
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するものでございます。

議案第５４号は、松前町字博多２３０番地１にお住まいの清水猛さんでございます。清

水猛さんにつきましては、２０年以上の永きにわたり納税貯蓄組合長として納税思想の高

揚にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

議案第５６号は、松前町字茂草９１番地にお住まいの川合俊信さんでございます。川合

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

の普及啓発にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

議案第５７号は、松前町字茂草５２１番地４４にお住まいの堀川キヨ子さんでございま

す。堀川キヨ子さんにつきましては、３６年の永きにわたり交通安全指導員として交通安

全思想の普及啓発にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

議案第５８号は、松前町字福山１５６番地にお住まいの太田廣さんでございます。太田

廣さんにつきましては、３２年の永きにわたり交通安全指導員として交通安全思想の普及

啓発にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

議案第５９号は、松前町字大沢１４８番地にお住まいの新井田久男さんでございます。

新井田久男さんにつきましては、４１年以上の永きにわたり消防団員として火災予防思想

の高揚にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

議案第６０号は、東京都台東区の粋裕株式会社でございます。粋裕株式会社につきまし

ては、町政振興のために多額の寄付をしていただきましたので、感謝の意をもって表彰致

そうとするものでございます。

以上、議案第５４号、議案第５６号から第５９号までにつきましては、功労表彰として

個人５名を、また、議案第６０号につきましては善行表彰として１団体を松前町表彰条例

に基づき表彰致したくご提案を申し上げます。何卒議員の皆様方のご賛同をよろしくお願

い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、議案第５４号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５４号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５６号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５６号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)
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○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５７号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５７号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５８号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５８号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５９号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５９号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６０号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第６０号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
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(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６０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６１号 松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する

条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、議案第６１号、松前町農業委員会の農地利用最適化推

進委員の定数に関する条例制定についてを議題と致します。

なお、ただ今議題となりました議案第６１号については、質疑終了後、総務経済常任委

員会に審査を付託したいと思います。

提出者の説明を求めます。農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長(佐藤工君) ただ今議題となりました議案第６１号、松前町農業委

員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例制定について、その内容をご説明申し

上げます。

農業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴い、農業委員会等に関する法律が改正

され、農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱し、農地利用の最適化の推進を図る活

動を行うこととなったため、新たに定数に関する条例を制定しようとするものであります。

条例案の内容であります。第１条は趣旨であります。法の規定に基づき、松前町農業委

員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものであります。

第２条は定数であります。松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を３名と

するものであります。

附則であります。第１項では、施行期日を公布の日からとするものであります。第２項

では、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でござい

ます。

次の別表１中、「農業委員会委員」の次に、新しく「農地利用最適化推進委員、月額６

千４００円」を追加しようとするものであります。

以上が、議案第６１号、松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条

例制定について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。

お諮り致します。

ただ今議題となっております議案第６１号については、会期中に審査を終わることとし

て、総務経済常任委員会に審査を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

直ちに総務経済常任委員会を開始し、その結果をご報告願います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 １時２３分)

(再開 午後 １時３３分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

本議案は、総務経済常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めま

す。

総務経済常任委員会委員長西川敏郎君。

○総務経済常任委員会委員長(西川敏郎君) 議案審査報告書の提出について。

平成３０年９月１８日、松前町議会第３回定例会において、会期中に審査を要すべき事

件として本委員会に付託された議案第６１号について、審査を終えたので、松前町議会規

則第７７条の規定により、別紙のとおり議案審査報告書を提出致します。審査年月日、出

席委員及び出席説明員は記載のとおりであります。

審査の結果、議案第６１号、松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関す

る条例制定については、適正なものと認めたうえ、原案どおり可決すべきものと決定致し

ました。

以上で報告を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりました。議案第６１号の委員長報告に対する質

疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

議案第６１号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可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第６１号は、委員長報告のとおり可決されました。

日程第１７、失礼しました。

議事日程協議のため議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 １時３５分)

(再開 午後 １時５０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) 日程追加についてを議題と致します。

この際議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることにし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに

決定致しました。
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◎議案第４７号 平成３０年度松前町一般会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、議案第４７号、平成３０年度松前町一般会計補正予算

（第３回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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４７号、平成３０

年度松前町一般会計補正予算(第３回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の一般会計補正予算(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、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

９千４８７万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億１千２２９

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、歳入歳出予算の補正の款項の

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

算補正」によろうとするものでございます。

第２条、債務負担行為の補正です。既定の債務負担行為の補正は、「第２表債務負担行

為補正」によろうするものです。

第３条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第３表地方債補正」によろうと

するものでございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１５ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目一般管理費で、１８万２千円の増額計上です。１９節職員

自己啓発研修助成金で、１８万２千円の計上です。これは、職員の自己啓発意識と資質及

び能力向上を目的に、自発的に必要な資格取得や知識、技術の習得を図ろうとする職員に

助成を行うもので、防火管理講習や草刈の刈払い機安全講習などで、今後実施される放課

後児童支援員認定資格や、牛の削蹄士認定講習などの受講費用の計上分でございます。５

目地域振興費で、４８万７千円の増額計上です。８節から１２節まで、町表彰条例に基づ

く表彰費用で、合わせて２２万３千円の計上です。これは、町表彰条例に基づく表彰事業

として、１１月に開催予定の平成３０年度松前町表彰式開催に伴う個人６名分と１団体分

の表彰費用の計上分でございます。次に、１１節パートナーシップランド管理修繕料とし

て、２６万４千円の増額計上です。これは、パートナーシップランドの真空式ボイラーが、

約２０年の使用による経年劣化のため、燃焼不良等の原因により故障が発生しており、今

後の利用に向けて早急に修繕が必要なことから、その費用の計上分でございます。

１６ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費で、８４７万６千円の増額計上

です。２３節平成２９年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金で、８３３万円、及び

平成２９年度障害者医療費国庫負担金返還金として、１４万６千円の計上です。ともに平

成２９年度の確定精算による返還金でございます。次に、３目老人福祉費で、５１万円の

増額計上です。２８節介護保険特別会計に対する繰出金として、５１万円の増額計上です。

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

ございます。

１７ページでございます。２項１目児童福祉総務費で、５７７万１千円の増額計上です。

２３節償還金利子及び割引料で、各国庫負担金、国庫補助金、更に道費負担金について、

平成２９年度の確定精算による返還金となってございます。２目児童措置費で、１０９万

２千円の増額計上です。２３節平成２９年度児童手当国庫負担金返還金で、１０９万２千
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円の計上です。これは、平成２９年度の確定精算による返還金でございます。

１８ページでございます。４款１項４目環境衛生費で、１１２万２千円の増額計上です。

１９節合併処理浄化槽設置補助金として、１１２万２千円の計上です。これは、当初５人

槽と７人槽を予定しておりましたが、予定になかった集合住宅２基の建設予定による１５

人槽２基分について、その計上分となってございます。７目病院費で、１億円の増額計上

です。１９節病院事業会計に対する補助金として、１億円の計上です。これは、地域医療

の拠点病院として、不採算地区病院に関わる特別交付税見込み分の費用計上分となってご

ざいます。

１９ページでございます。２項１目清掃総務費で、３３１万８千円の増額計上です。１

９節渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)として、３３１万８千円の計上です。これは、

２９年度実績に伴う按分率が確定したことにより、事務組合の補正に伴う計上分でござい

ます。

２０ページでございます。６款１項１目農業委員会費で、７万円の増額計上です。１節

報酬及び９節旅費で、農地利用最適化推進委員に関わる費用の計上です。これは、先程議

決をいただきました遊休農地の発生や農地集積等、農地利用の最適化を図るため、平成３

１年１月より、松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員３名を委嘱するため、その費

用の計上分でございます。３目畜産業費で、１千２９１万６千円の増額計上です。４節共

済費から１３節委託料まで、肉牛改良センター建設計画に関わる費用の計上で、平成３１

年度建設予定の肉牛改良センターにおいて、畜産専門技術者の採用を予定しており、今回

の施設設計から運用に対し関わりを持って対応していただくため、１０月からの人件費分

と、肉牛の生産拠点として肉牛改良センターの建設に係る実施設計委託費用の計上分でご

ざいます。４目農地費で、１万１千円の増額計上です。１９節北海道海岸農地保全対策事

業促進協会負担金として、１万１千円の計上です。これは、事業の円滑な促進を図るため、

寿命化計画により、昨年に続き町内字大津の旧大島中学校背後地の海岸護岸調査費に関わ

る負担計上分でございます。

２１ページでございます。３項１目水産業振興費で、１３０万円の増額計上です。１３

節海岸漂着物等処理、海岸漂着物等処理委託料として、７０万円の計上です。これは、今

年７月１１日に白神海岸に漂着の朝鮮半島からのものと思われる不審船処理により、既存

予算を消化したことから、今後の対応のため追加費用の計上分でございます。１９節漁業

支援総合補助金、マグロ資源管理要望活動事業分として、６０万円の計上です。これは、

太平洋クロマグロの漁獲規制に関わる要望活動に対し助成を致そうとするもので、既に今

年６月に２回にわたり漁業者１７名がマグロ資源管理要望のため、東京へ要望活動してお

り、更に今後第５管理期間に向けての要請活動を行うため、その旅費費負担の２分の１以

内を補助し、漁業者の費用負担軽減を図るための計上分でございます。

２２ページでございます。７款１項２目観光振興費で、８６万９千円の増額計上です。

１１節観光振興印刷製本費として、９３万９千円の増額計上です。これは、観光リーフレ

ット日本語版で、来年２月から１２月までの利用分として、３万２千分の増刷分の費用計

上分でございます。１９節松前さくら音頭誕生３０周年記念イベント実行委員会負担金と

して、７万円の減額計上です。これは、松前さくら音頭誕生３０周年記念事業精算に伴う

減額の計上となってございます。

２３ページでございます。８款２項１目道路橋りょう維持費で、３千９００万円の増額

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

の生活道路確保のための除排雪に伴う委託料の計上でございます。
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２４ページでございます。３項２目河川改良費で、１千４６８万８千円の増額計上です。

１５節河川改良工事請負費として、１千４６８万８千円の計上です。これは、今年７月５

日の豪雨により被災した赤神川の河川護岸約３０メートルの崩落についての復旧費用の計

上分でございます。なお、事業概要につきましては、参考資料３７ページに掲げておりま

すのでご参照願います。

２５ページでございます。４項１目港湾管理費で、４０万円の増額計上です。１１節港

湾管理修繕料として、４０万円の計上です。これは、港湾区域内の唐津内沢川河口周辺に

ある船揚場斜路の航路が土砂堆積などのため、浚渫工事に要する費用の計上分となってご

ざいます。

２６ページでございます。５項１目住宅管理費で、１３４万３千円の増額計上です。１

８節町営住宅管理備品購入費として、１３４万３千円の計上です。これは、当初予定の給

湯器などの故障取り替えなどにより、既存予算に不足を生ずることから、今後対応の豊岡

第２団地などの風呂釜１０台分と、豊岡第１団地のＩＨクッキングヒーター取替や豊岡第

７団地の石油温風ストーブなどの購入費用の計上分となってございます。

２７ページでございます。９款１項１目渡島西部広域事務組合費で５３万５千円の増額

計上です。１９節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)として、５３万５千円の計上で

す。これは、共済比率の確定により、事務組合の補正に関わるもの、更に松前消防庁舎の

車庫のシャッターの修繕費用の計上分でございます。

２８ページでございます。１０款２項１目学校管理費で、１３７万２千円の増額計上で

す。１５節大島小学校及び小島小学校ブロック塀解体等工事請負費として、１３７万２千

円の形状です。これは、今年６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、

ブロック塀の倒壊による小学生の死亡事故があり、これをきっかけに通学路など、ブロッ

ク塀の安全確認調査を実施したところ、大島小学校と小島小学校に設置されている浄化槽

敷地への立入制限のためのブロック塀があることから、児童生徒の安全確保のため、これ

を撤去し、浄化槽への崩落の危険回避のため、固定鍵を設置し、安全に万全を期し対応致

そうとするもので、その費用の計上分でございます。なお、事業概要につきましては、参

考資料３８ページに掲げておりますのでご参照願います。

２９ページでございます。１３款１項１目職員給与費で１４１万円の増額計上です。３

節時間外勤務手当として、１４１万円の計上です。これは、当初災害対応分として１００

万円を見込んでおりましたが、７月４日から５日にかけての大雨警報による避難所開設や、

８月２４日の台風２０号と１９号の影響で避難所の開設をしており、最近の気象状況は集

中豪雨などの影響で災害が各地で発生しており、今後も避難所の開設など見込まれること

から、災害対応時の時間外勤務手当について、増額補正致そうとするもので、その費用の

計上分でございます。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。８ページをお開き願います。

９款１項１目１節地方交付税では、１億６千２３３、失礼致しました。

２．歳入でございます。８款１項１目１節地方特例交付金では、１６万８千円の増額計

上です。これは、当初３７万９千円を見込んでおりましたが、額の確定により、１６万８

千円の増額計上でございます。

９ページでございます。９款１項１目１節地方交付税では、１億６千２３３万４千円の

増額計上です。これは、歳出財源に対応するための計上分でございます。

１０ページでございます。１３款２項３目１節循環型社会形成推進交付金で、３７万４

千円の増額計上です。これは、歳出で計上しております合併処理浄化槽設置に関わる国庫
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補助金のの計上でございます。

１１ページでございます。１４款２項４目３節海岸漂着物等地域対策推進事業補助金で、

５２万円の増額計上です。これは、歳出で計上しております海岸漂着物等処理委託料に関

わる道補助金の計上でございます。

１２ページでございます。１７款１項２目１節介護保険特別会計繰入金保険事業勘定分

として、３６４万円、サービス事業勘定分で１１万８千円の増額計上です。これは、前年

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

３９万２千円の増額計上です。これも、前年度実績精算に関わる繰入金の計上でございま

す。

１３ページでございます。１９款５項６目１節雑入で、雇用保険料等個人負担金として、

３１万１千円の増額計上です。これは、歳出事業で計上しております賃金などに係わる個

人負担金の計上分です。北海道市町村振興協会助成金松前ウインターフェスティバル事業

分及び松前さくら音頭誕生３０周年記念イベント分として、それぞれ１００万円の増額計

上です。これは、北海道市町村振興協会のいきいきふるさと推進事業助成金の決定に関わ

る計上分となってございます。北海道市町村備荒資金組合納付金支消交付金として、１千

４６８万８千円の増額計上です。これは、今年７月５日の豪雨により被災した赤神側の河

川護岸に関わる復旧対応の計上分でございます。道南ドクターヘリ運航経費負担金、前年

度決算剰余還付金として、２８万１千円の増額計上です。これは、前年度実績に伴う確定

精算による計上分でございます。次に、７目１節道支出金過年度収入で、１０６万７千円

の計上です。これは、平成２９年度額の確定精算による計上分でございます。

１４ページでございます。２０款１項４目１節肉牛改良センター建設事業債で、１千３

０万円の増額計上です。これは、歳出で計上しております肉牛改良センター建設実施設計

業務に関わる起債額の計上でございます。９目１節臨時財政対策債で、１３２万１千円の

減額計上です。これは、臨時財政対策債発行可能額が確定したことによる差額分の減額の

計上でございます。

以上が歳入でございます。２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入でございます。歳入の合計が、補正前の額５５億１千

７４１万８千円、これに１億９千４８７万２千円を増額補正致しまして、補正後の額を５

７億１千２２９万円に致そうとするものでございます。

３ページでございます。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の額に１億９

千４８７万２千円を増額補正致しまして、補正後の額を５７億１千２２９万円に致そうと

するものでございます。

４ページでございます。第２表債務負担行為補正です。追加の分と致しまして、例規整

備支援業務委託料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

とするものであります。これは、一般職の会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、

関連する例規の整備作業が必要となることから、この任用制度の運用方針などの調査や研

修を実施し、更に来年以降例規整備に向けた改正案の策定を行うものでございます。なお、

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

５ページでございます。第３章地方債補正です。(１)追加の分として、肉牛改良センタ

ー建設事業について、記載のとおり限度額を追加致そうとするものでございます。また、

(２)変更の分と致しまして、臨時財政対策債について、記載のとおり限度額を補正後のと

おり、これを変更致そうとするものでございます。

以上が議案第４７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。
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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。

質疑ありませんか。

９番。

○９番(梶谷康介君) ３点ほどお尋ね致します。２０ページの３目賃金、７の賃金、肉牛

改良センター建設計画、賃金なんですけれども、大体想定って言うかね、こちらの方でこ

うでないかなっていう気はあるんですけれども、中身を確認したいことも含めてお尋ね致

します。今やっている肉牛改良センター事業に関して、大きな課題としてセンター長の人

材求めていたわけなんですけれども、これを見ますと、この１９７万９千円の賃金が今年

度で対応する人件費かなと、そんな受け止め方したんですが、それでよろしいのかどうか。

この人材に関しては、この時点ではどんな位置付けをされているのか、その点も確認致し

ます。

それから、２１ページの海岸漂着物の処理の委託料なんですけども、この漂着物の中身

がちょっとわかりませんので、説明していただきたいと思います。

それから、もう一つは、２９ページの職員給与費でございます。説明に、説明を聞いた

範囲では、災害対応だと、このような説明をいただきました。非常に松前はこういう災害

に対して、幸か不幸か恵まれていて、正直こういう時点では松前ほとんど災害なかったの

かなと、そんな受け止め方していたんですけれども、この時点でね、職員がこういう対応

されてたいう、この数字を見ますと、それなりの災害があったのかなと。その辺の中身が

できれば説明していただきたいと思います。以上３点です。

○議長(伊藤幸司君) １点目、農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) まず、肉牛改良センターに対する人材の確保の報告ですけど

も、何とか見つかりまして、それでやっと来ていただけるという確証を得りましたんで、

今回の定例会に計上した次第です。内容と致しましては、本来であれば年度途中でありま

すんで、来年の４月１日からきちっとした任期付き職員ということで、扱いでやっていか

なければならないかなと当初は考えておりました。しかし、今回設計委託の補正も挙げま

したけども、設計の段階から一緒に入ってもらって、できたものをはい、どうぞと来ても

らう前には、一緒に考えてやっていった方が効率はいいんでないかなと我々考えた次第で

あります。その内容で、今回賃金ってのは、あくまで１０月１日から来年の３月３１日ま

ではあくまで臨時雇用ということで来ていただいて、来年の４月１日から任期付き職員と

いうことで、ちゃんと確定していきたいと思いますんで、あくまで今回の計上分は、１０

０何万某は、臨時雇用分の額でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ２点目の海岸漂着物の処理委託料のご質問でございます。これ

は、わかりやすく言いますと、朝鮮半島方面からの、昨年も１００件ほど日本海の各沿岸

に漂着、漂流しました北朝鮮船籍と思われる船の漂流、漂着物が寄った場合、自治体が処

理しなきゃないといったようなことになっておりまして、それらの船舶の処理にかかる費

用を、昨年１２月に国が支援措置するといったような制度をつくっておりまして、今年度

も６月補正で７０万ほど見ておりましたけども、７月１１日、白神岬に漂着した船体を処

分した形で、ほぼ７０万全額消化してしまったというようなことで、今後の対応に向けて

のまた補正しようといったような内容でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 梶谷議員からの質問にお答え申し上げます。梶谷議員おっしゃ

いますとおり、幸い、本当に松前町は災害に強い町と申しますか、大きな台風だとかも来
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てでも建物の災害等はほとんどないっていうふうな形であったわけでございますが、７月

４日からの大雨警報による避難所の開設や、８月２４日の台風２０号、９月４日の台風２

１号、それと今回の北海道東部地震、これらの対応で時間外勤務手当が多くなったという

ことで、既定予算の１００万円では今後足りないだろうというふうなことで、今回１４１

万円を増額計上をお願いしたところであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) １点目のご説明、よくわかりました。大事な人材ですから、表現適

切でないかもしれませんけれども、あまり粗末な対応、そういうことのないように。本当

に大切な人材だと思いますんで、正規職員として配置されるまでに、しかも計画を進める

過程においても、その知恵も借りなければいけない人ですから、大事に扱っていただきた

いなと、これは願いです。

それから、２点目は了解致しました。

３点目なんですけども、これは確認になります。特別の大きな被害はなかったけれども、

有事に対して避難場所を、対応のために避難場所を準備したと。そのための費用だという

ふうに解釈してよろしいんですか。

○議長(伊藤幸司君) 答弁は。

○９番(梶谷康介君) 私はいりません。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 大雨警報だとか出て、避難勧告だとか、自主避難だとか、こち

らの方で特に避難勧告等々とはやったんではないんですけども、自主的に避難するため。

やっぱり年寄り、年寄りじゃない、高齢者の方々がやっぱり自宅で単身でいるのはおっか

ないというふうなことで、避難所を開設しないのかというふうな問合せが結構来るもんで

すから、あくまでも避難指示なり、避難準備ではなくて、自主的な避難をする方のために

避難所を１０箇所程度開設していると。それにかかる職員の人件費というふうなことにな

っております。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。

３番。

○３番(福原英夫君) 私も聞きたかったページ２０ページの肉牛の関係の賃金、僕も何か

課長に聞いたら、随分優秀ないい人材だと聞いてたもんですからね。それで、これは、今

の賃金の基準、それと任期付きの職員と来年は。この処遇の基準をどういうふうに、どれ

を基準にして定めていくのかなあと、いたのかなあということを一つ。

それと任期職員であれば、年数があるんでないかなあと。それと、年数と給与のね、関

係あるもんですから、やはり先程の一般質問もしたように、大事な人材を大事に処遇して

いただいて、いっぱい力を発揮してもらいたいっていう趣旨で質問しました。答弁お願い

します。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今の賃金の関係でお答え申し上げます。実はこの方、６０

歳をもって定年退職した方、通常であれば、私どもであれば再任用というふうな形でいく

わけでありますが、町の職員でないということで再任用はできないというふうなことで、

再任用した場合、そして来年の４月から管理職というふうな位置付けを考えておりまして、

再任用の今現在決められている給料、６級になるんですけども、その部分の給料を加味し

まして、１日あたりいくらというふうな形で今回賃金の日額の単価を決めております。４

月以降につきましては、まだ改良センターができる前なので、農林畜産課の参事というふ
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うな形で、任期付きの職員として働いてもらうというふうな形で考えております。以上で

す。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) いい答弁をいただきました。管理職として処遇してあげるっていう

ことなんですね、参事職として。なかなか退職した職員をこのような職名で処遇するって

いうのは余所の町村、乙部町だったかな、どっかで管理職として再任用の方を採用してる

っていうのは聞いてたんだけども、松前町では初めてかなと思ってるもんですからね。い

い人材はこのようなことをね、導入していっていただければ、やはりいい人材も集まって

くるかなあというふうに一つ思いました。

それと、やはり退職してでも給与のね、関係をやはりシビアに考えて数字を出していた

だければなという気持ちでおりました。答弁していただける範囲内で答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 今、福原さんが質問したとおり、そういう処遇の面もきちんと

した形で、ある意味ヘッドハンティングしたというふうな意味もございますので、この辺

はきちんとやっていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

１１番。

○１１番(西村健一君) ちょっと確認なんですが、参考資料の３６ページから３８ページ

に関係して。まず最初に、ちょっと聞き漏らして、説明あったのか、聞き漏らしたのかわ

かんないんだけど、赤神川の護岸の崩壊したの、復旧工事の工期は今年度中なのか、年内

完成するのか、その辺１点と。

それと、事業の概要って説明資料、説明の資料だと思うんですが、３７ページの右側の

方の赤神の地域の、赤神川周辺の地域の略図あるんですが、それと３８ページの左側の小

島小学校の周辺の略図あるんですけど、ちょっと整合しない部分があるんですけど、この

辺について、ちょっと２点。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時２２分)

(再開 午後 ２時２３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

１点目、建設課長。

○建設課長(横山義和君) 西村議員より質問のありました赤神川の復旧工事の工期につい

てですが、今回の議会で議決をいただいた後、一応１２月ぐらいの発注を予定しておりま

す。年度内、３月までに完成させる予定で工事を進めてまいります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、学校教育課長。

○学校教育課長(鍋谷利彦君) 大変申し訳ございません、小島中学校の跡地という形で載

せてございますけども、消去した方がわかりやすかったと思います。申し訳ございません。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) １問目の方、わかりました。学校教育課長の方の答弁ですけど、

せっかく、せっかくって言いますかね、大事な議会での提出する議案の書類なりますから

きちんと。間違うんだら、両方同じに間違って、以後きちんとしてくださいと要望して終

わります。
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○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

５番。

○５番(工藤松子君) ４ページと３６ページの部分ですが、例規整備支援業務委託事業っ

ちゅう部分で、法令集の取り替える部分、新しくなったから差し替えしたりっちゅうのは、

すごい大変な部分なんですけども、委託料としてはこの程度お金がかかるもんかなとは思

うんですが、株式会社、最終的には株式会社ぎょうせいに対してお願いすることになると

思うんですが、窓口は日本のちゃんとした企業であっても、よくまた飛ばして外国の人方

が作業して、誤りが生じるとか何とかってしょっちゅうテレビなんかで聞いてたもんです

から、そういう部分で大丈夫って思ったんで、ちょっと質問しました。よろしくお願いし

ます。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今の質問で、最初の部分はあれですよね、例規の加除のこ

とですよね、紙ベースの、でよろしいんですよね。今はですね、紙ベース例規集っていう

のありませんので加除はやっておりません。全てパソコンの方で見るような形でやってお

ります。

今回の、あくまでも支援業務につきましては、平成３２年の４月から始まる会計年度任

用職員のそういう例規の調査したり、新たな条例改正等も必要になるんで、その辺の調査

もというふうな形の委託料というふうな形で。ただ、外国どうのこうのっていう話はあり

ましたけども、今までもここの松前町の例規は株式会社ぎょうせいさんにお願いして、そ

ういうふうな変な対応だとか、そういうのは一切ありませんので、ここに、今当然例規入

れているとこがメインにならないとできない業務でもありますので、ぎょうせいさんの方

にお願いして進めたいというふうに考えているところではあります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) わかりました、休憩しますんで説明してください。

(休憩 午後 ２時２７分)

(再開 午後 ２時２７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

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４７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４７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４８号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、議案第４８号、平成３０年度松前町国民健康保険特別
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会計補正予算（第２回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、ただ今議題となりました議案第４８号、平成３０年

度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)について、その内容をご説明致します。

平成３０年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第２回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ２千４２１万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１３億３千８６１万３千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の主な内容は、平成３０年度国民健康保険事業費納付金の額の確定や平成２

９年度国庫支出金等の精算に伴う返還金の計上であります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。９ページをお開き願います。

９ページ、３．歳出です。３款１項国民健康保険事業費納付金で１目一般被保険者医療

給付費分から５目介護納付金分まで、合計４０５万７千円の減額計上です。これは、平成

３０年度から北海道と市町村が一体となり、国民健康保険事業を行い、北海道が松前町の

国民健康保険事業納付金の額の確定によることになりますが、その額が確定したことによ

り減額補正するものであります。

次に、１０ページをご覧願います。７款１項償還金及び還付加算金では、３目保険給付

費等交付金償還金から、７目その他償還金まで、額の増減はありますが、合計２千８２７

万円の追加計上です。これは、いずれも平成２９年度国庫支出金の実績精算等に伴う額の

確定により補正するものであります。

以上が、歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入でございます。６ペ

ージへお戻り願いたいと存じます。

６ページ、２．歳入です。２款１項１目保険給付費等交付金、２節特別交付金で、１千

２０５万７千円の追加計上です。これは、歳出に対応するための年度末までの見込みによ

る財源調整でございます。

次に、７ページです。５款１項１目１節繰越金で、６９８万７千円の追加計上です。こ

れは、前年度決算剰余金を全額繰り越しするための前年度繰越金であります。

次に、８ページをご覧願います。６款３項雑入では、５目療養給付費等負担金で１千円

の減額、６目療養給付費等交付金で、５１７万１千円の追加、７目特定健康診査等負担金

で、１千円の減額で、それぞれ額に増減ありますが、合計５１６万９千円の追加計上です。

こちらも国庫支出金の実績精算により補正するものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

２ページ、第１表歳入歳出予算補正、事業勘定の歳入でございます。歳入合計、補正前

の額１３億１千４４０万円に今回２千４２１万３千円を追加し、補正後の額を１３億３千

８６１万３千円に致そうとするものでございます。

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１３億３千８６１万

３千円に致そうとするものでございます。

以上が議案第４８号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)の内

容でございます。よろしくご審議くださる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。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４８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４８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４９号 平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、議案第４９号、平成３０年度松前町介護保険特別会計

補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました、議案第４９号、平成３０年度松

前町介護保険特別会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。第１項は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ３千８４１万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ９億９千６６３万８千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ１１万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千１３０

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す。今回の補正につきましては、平成２９年度の決算額が確

定したことによる、交付を受けた国支払基金、道からの負担金、交付金精算及び一般会計

からの繰入金の精算、決算剰余金の繰越処理のほか、主任介護支援専門員更新研修経費、

住民主体生活支援サービス事業補助金、緊急通報システム機器購入費につきまして、補正

予算を計上するものであります。

それでは、始めに保険事業勘定歳出の事項別明細書によりご説明申し上げます。１４ペ

ージをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、９節旅費、１９節負担金補助及び交付金

で、合わせて１３万５千円増額計上です。５年ごとに資格更新が必要な主任介護支援専門

員更新研修に係る職員旅費９万４千円と、会議出席負担金４万１千円の増額補正です。

次に、１５ページ、２款１項１目介護サービス給付費は、財源更正です。

次に、１６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費では、１９節負

担金補助及び交付金で、８７万円の増額計上です。これは、住民主体生活支援サービス事

業補助金で、高齢者等サロンの通所型サービスを提供する地域住民主体で構成された団体、

支援組織ボランティア団体等に立ち上げと運営に係る経費に対して補助をしようとするも

ので、本補正予算は１０月から３月までの６ヶ月間を補助対象とし、月４週以上活動する

団体が６団体と想定して積算しております。詳細につきましては２６ページに参考資料と



- 46 -

して、住民主体生活支援サービス事業補助金の概要を添付しておりますので、ご覧願いま

す。２目包括的支援事業（任意事業費）では、１８節備品購入費、２６万６千円の増額計

上です。在庫が不足となった緊急通報システム機器の購入費に係る増額補正です。

次に、１７ページです。５款１項１目介護給付費準備基金積立金では、１千８３８万円

の増額計上です。平成２９年度の精算に伴う余剰金を平成３０年度で積み立て致そうとす

るものです。

次に、１８ページ、７款１項１目償還金では、１千５１２万円の増額計上です。介護給

付費に係る支払基金交付金及び国、道支出金精算に伴う償還金として１千５１２万５千円

の増額、地域支援事業につきましては、償還金が発生しないことから、介護予防事業につ

いては３千円の減額、包括的支援事業、任意事業については２千円の減額です。

次に、１９ページです。２項１目一般会計繰入金では、失礼しました、一般会計操出金

では、３６４万円の増額計上です。平成２９年度一般会計繰入金の精算に伴う超過負担分

を返還するため、一般会計に繰り出しするものです。

以上が保険事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページ

へお戻り願います。

２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金は、精算に伴う追加交付金が発生しない

ため、１千円の減額計上です。７ページ、２項２目地域支援事業交付金（介護予防日常生

活支援総合事業）では、８９万７千円の増額計上です。１節現年度分では、歳出で予算計

上しております住民主体生活支援サービス事業補助金に係る国からの交付金、２１万７千

円を、２節過年度分では、精算に伴う追加交付金、６８万円を増額しております。３目地

域支援事業交付金（介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）では、精算に伴

う追加交付金が発生しないため、１千円の減額計上です。

次に、８ページです。４款１項１目介護給付費交付金は、精算に伴う追加交付金、５５

万６千円の増額計上です。２目地域支援事業支援交付金では、１２０万円の増額計上です。

１節現年度分では、歳出で予算計上しております住民主体生活支援サービス事業補助金に

係る支払基金からの交付金２３万５千円を、２節過年度分では、精算に伴う追加交付金、

９６万５千円を増額しております。

次に、９ページです。５款１項１目介護給付費負担金は、精算に伴う追加交付金が発生

しないため、１千円の減額計上です。

また、１０ページです。２項１目地域支援事業交付金(介護予防日常生活支援総合事業)

では、５３万４千円の増額計上です。１節現年度分では、歳出で予算計上でしております

住民主体生活支援サービス事業補助金に係る道からの交付金１０万９千円を、２節過年度

分では、精算に伴う追加交付金、４２万５千円を増額しております。更に２目地域支援事

業交付金（介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）では、精算に伴う追加交

付金が発生しないため、１千円の減額です。

次に、１１ページ、７款１項１目一般会計繰入金は、５１万円の増額計上です。２節地

域支援事業繰入金では、歳出で予算計上しております住民主体生活支援サービス事業補助

金に係る一般会計の負担分１０万９千円を、３節事務費繰入金では、同じく歳出で予算計

上しております主任介護支援専門員方針研修に係る職員旅費と会議出席負担金及び緊急通

報システム機器購入費に係る一般会計負担分、４０万１千円の増額です。

また、１２ページです。２項１目介護給付費準備基金繰入金は、財源更正のため、２０

万円の増額計上です。

次に、１３ページ、８款１項１目繰越金は、前年度繰越金３千４５１万８千円の増額計
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上です。平成２９年度決算による剰余金３千４５１万８千９２６円を全額平成３０年度へ

繰り越しするための予算計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。次に、２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(保険事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正前の額９億５千８

２２万７千円に、今回３千８４１万１千円を追加し、補正後の額を９億９千６６３万８千

円に致そうとするものです。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を９億９千６６３万８

千円に致そうとするものです。

次に、サービス事業勘定、歳出の事項別明細書です。２５ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目一般会計繰出金では、１１万８千円の増額計上です。平成

２９年度決算による剰余金１１万８千３８４円を一般会計へ繰り出ししようとするもので

す。

以上がサービス事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対します歳入ですが、上の２

４ページになります。

２．歳入、３款１項１目繰越金で、１１万８千円の増額計上です。平成２９年度決算に

おける剰余金１１万８千３８４円を全額平成３０年度へ繰り越しするための予算計上です。

以上がサービス事業勘定、歳入の事項別明細です。２０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１千１

１９万１千円に、今回１１万８千円を追加し、補正後の額を１千１３０万９千円に致そう

とするものです。

次に２１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１千１３０万９千円

に致そうとするものです。

以上が議案第４９号、平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)の内容で

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番。

○３番(福原英夫君) いや、ちょっとわかるんですけども、ページ１６ページの介護予防、

１目１９節住民主体生活支援サービス事業補助金、この資料を見さしてもらいました。わ

かるようでわからないんだけども、これは、６団体はもう決まってるんでしょうか。それ

とも新しく団体を募ってね、するのか、ちょっとそういうことだと、補助金額のところも

ちょっと合わせて説明してくれますか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 当該補助金につきましては、現在６団体が確定しているわ

けではございません。ただ、現在松前町社会福祉協議会の方に生活コーディネーターの方

を委託して、この事業のために町内各地域で通いの場としての行動を、この住民団体を今

組織化してございます。現在のところ、４団体についてはある程度事業実施できるのかな

と。あと２団体についても、今社会福祉協議会の方で入っておりまして、直接、１０月か

らできるかどうかはまだわかりませんけども、今後できる可能性もございますので、一応

予算的には最高額の、今わかってる段階では６団体として予算措置させていただいたとい

うことでございます。

それと、補助金の額につきましては、まず立ち上げの段階でいろんな、やはりものを整

備って言いますか、する必要があるっていうことかと思いますんで、備品であったり、そ

ういうものに対して、まず１０万円を上限として補助しますよということと、運営に対す
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る補助ということで、必ず月に１回は集まりましょうよというのが基本となっております。

この書き方、週１回以上の活動で月４週以上での場合は９万円となっておりますが、４週

以上ということはまず毎週必ず実施するっていうことです。それから、月２週から３週っ

て場合は、大体１週置き程度に週のうち１回実施するっていうような形です。それから、

月１週の場合っていうのは月に１回。ですから、最低月１回はサロンの場を設けましょう

よということになっております。それで、月１回の場合は、上限を１年間で３万補助しま

すよと。月２週から３週、月２回から３回実施する場合は、上限を６万円にしますよと、

年間。それから、毎週実施する場合は上限を９万円にしますよというような補助の体系で

ございます。

ちなみに、この補助の体系につきましては、先般、昨年ですが、厚生文教常任委員会の

方で萩市の方に視察してございます。高齢者の健康増進の関係で視察させていただいた部

分で、萩市がこのような形の補助を出していたものでございますんで、その例に習いなが

ら、金額が若干変わってございますけども、習いながらの対応をさせていただいたってい

うことでございます。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 萩市に行って、短時間のうちにこういうふうな、こういうサービス

事業を展開してくれるっていうのは、はっきり言って嬉しいんです。それで、予算がきっ

ともって一生懸命やればやるほど少なくなる、足りなくなる、不足するんでないかなって

いう気があったもんですからね、そういうふうになるように頑張ってもらいたいなと。

それと、地域の人達は本当こういう場面がないと外に出ることはないもんですからね、

健闘を祈っておりますので、頑張ってください。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) １６ページの福原議員質問された関連でございます。住民主体生活

支援サービス事業の中身はおおよそ理解しているつもりです。資料にありますコーディネ

ーターの活動も見ております。ただ、疑問に思うのは、疑問っていうかわからないのが、

この３番目のね、利用対象者の年齢以上の方、要支援事業支援者、そこまでは理解できる

んだけど、次のね、基本チェックリスト該当者っての、この辺が理解できないんですよ。

説明いただけますか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 基本チェックリストというのは、厚生労働省が作成した質

問書で、高齢者の生活機能、日常生活の動作であったり、家庭や社会での役割をこなすた

めの心身の機能の現在の状態を確認するものです。実は、介護保険法の適用になる段階で

ですね、最初にこの基本チェックリストというものを使いまして、この判定を受けてから

生活機能の低下が認められた人については、介護予防生活支援サービス事業の対象になる

っていうような形に進んで行くものです。ですから、一番最初に介護予防の支援を受ける

ためには、この基本チェックリストによって現在の状態を確認するような形になってござ

います。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) わかったようなわかんないような、あのね、６５歳以上の方はわか

ります。それから、要支援者もわかります。このチェックリスト、その該当者ってのはこ

の要支援者の他に、他にそういう要素が持ってる人、何かチェックして名簿つくってある

の。その辺の境目がよくわかんないだ。もう一回お願いします。



- 49 -

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 要支援を受ける前の段階で、基本チェックリストをやりま

す。その中で基本チェックリストやった段階で要支援に該当する方もおりますし、要支援

までいかない方もおります。それから、６５歳以下の人でも基本チェックリストを受ける

ことができますんで、こういうことで６５歳以上の方、それから要支援者。要支援の方も

６５歳以下の方でも該当する場合がありますんで、そういうことで６５歳以上の方、要支

援者、基本チェックリスト該当者っていうふうな三つの項目をつけさせていただいたって

いうことです。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 今の人ってのはね、課長、要支援者ははっきりしてますよね。それ

から今のチェックリスト該当者ってのは、６５歳以上の方でなくても含まれるの、そうい

うことですか。だからわざわざ分けなければいけないんだ。わかりました。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですか。

他に。ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４９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４９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５０号 平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、議案第５０号、平成３０年度松前町後期高齢者医療特

別会計補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第５０号、平成３０年度松前町後

期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところ

によろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４８万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２千３９０万

７千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項

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

予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の内容につきましては、平成２９年度決算に伴い、その実績精算による補正

でございます。

それでは、歳出の事項別明細によりご説明申し上げます。７ページをお開き願います。

７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、１９節北海



- 50 -

道後期高齢者医療広域連合納付金保険料等分として、８万９千円の追加計上です。これは、

出納整理期間の平成３０年４月、５月で納入された保険料を後期高齢者広域連合へ納付す

るものであります。

次に、８ページをお開き願います。３款２項１目２８節一般会計繰出金で、３９万２千

円の追加計上です。これは、平成２９年度の事務費の実績精算により、超過分を一般会計

へ繰り出ししようとするものであります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入です。６ページへお戻

り願います。

２．歳入です。５款１項１目１節前年度繰越金で、４８万１千円の計上です。これは、

前年度会計における決算剰余金を全額繰越金として計上するものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正の歳入でございます。歳入合計、補正前の額１億２千３４２万

６千円に今回４８万１千円を追加し、補正後の額を１億２千３９０万７千円に致そうとす

るものであります。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１億２千３９０万７

千円に致そうとするものであります。

以上が議案第５０号、平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)の

内容でございます。よろしくご審議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５０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５０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５１号 平成３０年度松前町病院事業会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第２１、議案第５１号、平成３０年度松前町病院事業会計補正

予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました議案第５１号、平成３０年度松前

町病院事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正にあたり、収益的収入として不採算地区病院に対する交付税が見込まれるこ

とから、一般会計からの補助金の増額補正をするものです。

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３０年度松前町病院事業会計の補正予算(第１回)は、次に定め

るところによるものです。第２条は収益的収入及び支出です。平成３０年度松前病院事業

会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。収



- 51 -

入です。第１款病院事業収益は、既決予定額１１億９千３１８万２千円に今回１億円を追

加し、補正後の予定額を１２億９千３１８万２千円にするものです。その内訳と致しまし

て第２項医業外収益で、既決予定額１億５千７１３万２千円に１億円を追加し、補正後の

予定額を２億５千７１３万２千円にするもので、不採算地区病院に係る一般会計からの補

助金１億円の増額です。第３条は、他会計からの補助金でございます。予算第９条中１億

２千８４６万１千円を２億２千８４６万１千円に改めるものです。

以上が、平成３０年度松前町病院事業会計補正予算（第１回）の内容です。予算実施計

画他、関係書類につきましては、２ページ以降に添付しておりますので、ご参照を願いま

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５１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５１号は原案のとおり可決されました。

◎認定第１号 平成２９年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について

◎認定第３号 平成２９年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について

◎認定第４号 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について

◎認定第５号 平成２９年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 平成２９年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２２、認定第１号、平成２９年度松前町一般会計歳入歳出決

算認定について、日程第２３、認定第２号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第２４、認定第３号、平成２９年度松前町介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について、日程第２５、認定第４号、平成２９年度松前町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２６、認定第５号、平成２９年度松前町

水道事業会計決算認定について、日程第２７、認定第６号、平成２９年度松前町病院事業

会計決算認定について、以上６件を一括議題と致します。

本件の審査にあたっては、特別委員会を設置し、これを付託することに致したいと思い

ます。従って提出者の説明は、決算の総括事項程度の説明を求めることにしたいので、ご

了承願います。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました認定第１号、平成２９年度松前町一般会計
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歳入歳出決算認定について、認定第２号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、認定第３号、平成２９年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、認定第４号、平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第５号、平成２９年度松前町水道事業会計決算認定について、認定第６

号、平成２９年度松前町病院事業会計決算認定について、それぞれ議会の認定をいただき

たく提出致します。

各会計につきましては、監査委員の審査に付したところ、別紙、平成２９年度松前町各

会計決算審査意見書及び平成２９年度松前町水道事業会計決算審査意見書並びに平成２９

年度松前町病院事業会計決算審査意見書のとおり、各会計決算書及び附属調書は、いずれ

も関係法令並びに会計規定に準拠して作成されており、かつ会計管理者及び関係課等が保

管する諸帳簿及び各証書とも照合審査した結果、各係数と符合することが認められた旨の

審査意見書が付されてございます。

以下、各会計の決算概要についてご説明を申し上げます。

最初に一般会計でございますが、歳入決算額につきましては、収入済額６３億７千１７

９万８千２０円、歳出決算額につきましては、支出済額が６２億３千４３２万４千９９７

円で、歳入歳出差引残額は１億３千７４７万３千２３円となり、翌年度へ繰り越すべき財

源の繰越明許費繰越額７１９万３千６００円を差し引いた１億３千２７万９千４２３円が

実質収支となり、このうち６千５００万円を翌年度へ繰り越しし、残額の６千５２７万９

千４２３円につきましては、財政調整基金に編入してございます。歳入の内、町税につき

ましては、調定額６億３千３６万２１円に対し、収入済額が５億５千２７３万７千９５円

で、収入割合は８７．７％となってございます。町税は、重要な自主財源でありますので、

町民各位のご理解とご協力をいただき、財源確保により一層の努力をしてまいります。続

いて歳出でございます。歳出予算総額６３億３千６７１万円に対しまして、支出済額が６

２億３千４３２万４千９９７円で、執行割合は９８．４％となってございます。予算執行

にあたり、議員各位並びに町民の皆様のご理解、ご協力に心から感謝を申し上げる次第で

ございます。

次に、国民健康保険特別会計でございます。歳入決算額につきましては、収入済額が１

５億８千５３１万６千７６３円、歳出決算額につきましては、支出済額が１５億７千８３

２万７千８６５円で、歳入歳出差引残額は６９８万８千８９８円となり、全額翌年度へ繰

り越ししてございます。歳入の内、国庫支出金は、調定額収入済額とも３億８千２０５万

５千６１６円で、歳入決算総額の２４．１％となってございます。国民健康保険税につき

ましては、調定額２億８千７６７万５千４１４円に対し、収入済額が２億５２９万１千９

２円で、収入割合は７１．４％となってございます。続いて歳出でございます。歳出の内、

保険給付費は、支出済額が９億６千９５１万９千２２８円で、前年度と比較致しますと３

千７４０万３千５４円、３．７％の減少となってございます。依然として厳しい運営環境

が続いておりますが、より一層の努力をしてまいります。

次に、介護保険特別会計でございます。まず保険事業勘定でございますが、歳入決算額

につきましては、収入済額が１０億２千４６７万１千２８４円、歳出決算額につきまして

は、支出済額が９億９千１５万２千３５８円で、歳入歳出差引残額は３千４５１万８千９

２６円となり、全額翌年度へ繰り越ししてございます。歳入の内、保険料は、調定額１億

６千７３４万５千円に対し、収入済額が１億６千３３５万２千４６０円で、収入割合は９

７．６％となったところでございますが、引き続き高齢者各位のご理解、ご協力をいただ

きながら一層の努力をしてまいります。続いて歳出でございます。歳出の内、保険給付費
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は支出済額が８億５千２２６万８千８１２円で、前年度と比較致しますと３千５４万１千

４０６円、３．５％の減少となってございます。今後とも介護サービスの適切な利用促進

を図ってまいります。次に、サービス事業勘定でございますが、歳入決算額につきまして

は、収入済額が１千１０５万４千３０９円、歳出決算額につきましては、支出済額が１千

９３万５千９２５円で、歳入歳出差引残額は１１万８千３８４円となり、全額翌年度へ繰

り越ししてございます。

次に、後期高齢者医療特別会計でございます。歳入決算額につきましては、収入済額が

１億１千２４９万６千７４０円、歳出決算額につきましては、支出済額が１億１千２０１

万４千９４５円で、歳入歳出差引残額は４８万１千７９５円となり、全額翌年度へ繰り越

ししてございます。

次に、水道事業会計でございます。現在１上水道、３簡水、簡易水道をもって経営して

おります水道事業は、より安全で安定した水の供給を図る施設などの整備を進めるととも

に、維持管理に重点を置いた経営を努めているところであります。平成２９年度決算につ

きましては、収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで１億９千７８６万８千８０

２円、支出済額は消費税込みで１億８千４４６万５千９０１円となり、利益は１千３４０

万２千９０１円となるところですが、資本的収支勘定等における消費税の支出が４１９万

３千２０２円となるため、当年度の純利益は９２０万９千６９９円となりました。次に、

資本的収支勘定につきましては、収入額は消費税込みで３千１５８万４千４４０円、支出

額は消費税込みで１億９０万５千１４８円となり、差引６千９３２万７０８円の不足を生

じましたが、この措置につきましては、減債積立金から１００万円、過年度分損益勘定留

保資金から５千５０７万６千５７０円、当年度分損益勘定留保資金から１千４２万１千４

４９円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８２万２千６８９円をもって

補てんし、決算を終了したところでございます。今後とも計画的に施設などの整備を進め

るとともに、維持管理に万全を期してまいります。

最後に病院事業会計でございます。収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで１

３億５千７８２万３千１１円、支出済額は消費税込みで１２億５千２５万２千１９円とな

り、利益は１億７５７万９９２円となるところですが、資本的収支勘定における消費税の

支出が３６０万１千７２７円となるため、当年度の純利益は１億３９６万９千２６５円と

なりました。次に、資本的収支勘定につきましては、収入額は消費税込みで３千６４９万

６千２００円、支出額は消費税込みで５千７７５万４千６２２円となり、差引２千１２５

万８千４２２円の不足を生じましたが、この措置につきましては、減債積立金から１００

万円、過年度分損益勘定留保資金から２千２５万８千４２２円をもって補てんし、決算を

終了したところでございます。今後とも町民の生命と健康を守るために、包括的な医療の

提供とサービスの提供を図るとともに、更なる収益の確保と費用の節減を目標に、職員一

丸となって病院事業を執行してまいります。

以上、各会計の決算につきまして、その概要を申し上げました。よろしくご審議の上認

定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全議員に

よる特別委員会に審査を付託しますので、質疑を省略致します。

◎決算審査特別委員会の設置

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。
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ただ今議題となっております、認定第１号から認定第６号については、慎重審査の必要

があると思われますので、議長及び議会選出監査委員を除く全議員で構成する決算審査特

別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに付

託し、会期中に審査を終わることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から認定第６号については、議長及び議会選出監査委員を除く全議

員で構成する決算審査特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査

権を付与の上、会期中に審査するよう、これに付託することに決定しました。

ただ今、設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選を別室におい

て、委員会条例第７条の規定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時１６分)

(再開 午後 ３時３９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎決算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 決算審査特別委員会委員長及び副委員長の互選結果をご報告願いま

す。

１１番、西村健一君。

○１１番(西村健一君) 先程設置されました、決算審査特別委員会委員長及び副委員長の

互選を私が委員会条例第７条第２項の規定により行いましたところ、委員長には３番福原

英夫君、副委員長には２番沼山雄平君が選任されましたので、報告致します。以上。

○議長(伊藤幸司君) ただ今、１１番西村健一君から決算審査特別委員会委員長及び副委

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２番沼山

雄平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) お諮り致します。

議案審査のため、９月１９日から９月２４日までの６日間休会致したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

致します。
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なお、９月２５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４０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。

本日は休会の日ですが、議事の都合により会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、４番近江武君、

５番工藤松子君、以上２名を指名致します。

◎議案第６２号 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する

条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第６２号、職員に対する寒冷地手当支給に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第６２号、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一

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１ページをお開き願います。下段の説明

欄です。現在一括支給している寒冷地手当を、全道的な支給状況を鑑み、一括支給から各

月支給に変更するものであります。また、各月支給に変更することにより、勤務１時間あ

たりの給与額の算出に寒冷地手当を加える必要があるため、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。現行第３条第２項に規定しております一括支給するこ

とができる規定を各月支給に変更するため、改正案のとおり、第２項を削ろうとすうもの

であります。

次に、附則であります。附則第１項は、施行期日であります。この条例は、公布の日か

ら施行致そうとするものであります。附則第２項は、今回の条例の一部改正に伴い、関連

する条例を一部改正するもので、２ページをお開き願います。

附則第２項による改正は、職員の給与に関する条例の一部改正であります。第１６条は、

勤務１時間あたりの給与額の算出であります。寒冷地手当を各月支給に変更することによ

り、勤務１時間あたりの給与額の算出に寒冷地手当の月額を加える必要があるため、改正

案下線部分のとおり、加えようとするものであります。

以上が、議案第６２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
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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。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６２号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６２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６３号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第６３号、松前町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題

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(松谷映彦君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第６３号、松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内

容を資料に基づきご説明申し上げます。

お手元の議案の１０枚目、説明資料として添付しております、松前町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の概

要１ページをお開き願います。

まず、本定例会に本議案を提案し、ご審議いただきます理由でございますが、指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成３０

年厚生労働省令第４号）が平成３０年１月１８日に公布され、条例が従う、または参酌す

るべきとされている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の

一部が改正されたことから、関連する部分を整理するため、条例を改正しようとするもの

です。それでは、今回の改正の主な内容を申し上げます。

最初に定期循環随時対応型訪問介護看護についてであります。オペレーターに係る基準

の見直しがされております。１点目が、日中のオペレーターの兼務等について、夜間、早

朝と同様に利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと随時訪問サー

ビスを行う訪問看護職員、訪問介護職員及び指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介

護事業所以外の同一敷地内の事業所の職員の兼務を認める。また、夜間、早朝と同様の事

業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認めるとされました。２点目

が、オペレーターに係る訪問介護サービス提供責任者の｢３年以上｣の経験について、「１

年以上」に変更する。なお、特に業務に従事した経験が必要なものとして、厚生労働大臣

が定めるもの（初任者研修課程修了者及び旧２級課程修了者のサービス提供責任者）につ

いては、引き続き「３年以上」の経験を必要とするとされました。
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次に、介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和であります。介護・医療連携推進会議

の開催頻度について、他の宿泊を伴わないサービス、地域密着型通所介護、認知症対応型

通所介護に合わせて年４回から年２回とされました。

次に、地域へのサービス提供の推進であります。指定定期巡回、随時対応型訪問介護介

護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わ

なければならないことを明確化されました。

次に、夜間対応型訪問介護についてであります。オペレーターに係る基準の見直しがさ

れました。オペレーターに係る訪問介護のサービス提供者の「３年以上」の経験について、

「１年以上」に変更する。なお、特に業務に従事した経験が必要なものとして、厚生労働

大臣が定めるもの（初任者研修課程修了者及び旧２級課程修了者のサービス提供責任者）

については、引き続き「３年以上」の経験を必要とするとされました。

次に、地域密着型通所介護についてであります。地域密着型通所介護に係る共生型地域

密着型サービス（共生型地域密着型通所介護）の基準が創設されました。

次に、療養通所介護についてであります。定員数の見直しがされました。地域共生社会

の実現に向けた取り組みを推進する観点から、指定療養通所介護事業所の定員を「９人」

から「１８人」に引き上げられました。

次に、認知症対応型通所介護についてであります。供用型認知症対応型通所介護の利用

定員の見直しがされました。供用型認知症対応型通所介護の普及、促進を図る観点から、

ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設における利用定員数を、「１施設あたり３人以

下」から。「１ユニットあたりユニットの入居者と合わせて１２人以下」に見直しされま

した。

次に、認知症対応型共同生活介護についてであります。身体的拘束等の更なる適正化を

図る観点から、身体的拘束等の適正化のための指針の整備や身体的拘束等の適正化のため

の対策を検討する委員会の定期的な開催等を義務付けられました。

次に、地域密着型特定施設入所者生活介護についてであります。１点目が、身体的拘束

等の更なる適正化を図る観点から、身体的拘束等の適正化のための指針の整備や身体的拘

束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催等を義務付けさられました。

２点目が、療養病床等から医療機関併設型の地域密着型特定施設へ転換する場合の特例が

設けられました。介護療養型医療施設または医療療養病床から、医療機関併設型の指定地

域密着型特定施設入居者生活介護に転換する場合について、特例が設けられ、サービスが

適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者の

兼務を認める。また、サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓練室

の兼用を認めるとされました。

次に、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についてであります。１点目が、身

体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、身体的拘束等の適正化のための指針の整備や

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催等を義務付けられま

した。２点目が、入所者の医療ニーズへの対応で、入所者の病状の急変等に備えるため、

指定地域密着型介護老人福祉施設に対して、あらかじめ配置医師との連携方法、その他の

緊急時における対応方法を定めなければならないことが義務付けられました。

次に、看護小規模多機能型居宅介護についてであります。１点目が、サービスの提供量

を増やす観点及び効率化を図る観点から、サービス提供体制を維持できるよう配慮しつつ、

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の基準が創設されました。２点目が、指

定に関する基準が緩和され、診療所からの参入を進め、サービス提供量を増やす観点から、
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診療所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室について、看護小規模多機

能型居宅介護事業所の利用者が宿泊サービスを利用できない状況にならないよう、利用者

専用の宿泊室として１病床は確保したうえで診療所の病床を届け出ることを可能とされま

した。

最後に、平成３０年度から新たに介護保険施設の類型として介護医療院が創設されたこ

とに伴い、施設等の種類を掲げる規定のうち、必要な箇所に｢介護医療院」を加えており

ます。

以上が、主な改正の内容であります。その他、文言の整理、条項のずれへの対応のため、

規定の整理を行っております。

なお、附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものです。また、

新旧対照表につきましては、説明資料の５ページから５２ページにわたり別紙のとおり掲

載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。

以上が、議案第６３号、松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の内容であります。何卒よろしくご審

議賜りますよう、お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) １点だけ。今回初めて介護医療院っていう表現がされてるんだけど

も、この内容はどういうものを指して介護医療院っていうのかと、これだけ教えてくださ

い。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 介護医療院につきましては、要介護者であって、主として

長期にわたる療養が必要であるものに対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の

世話を行うことを目的とする施設でございます。ですから、一般的には、診療所等でなけ

ればその対応ができないのかなというふうには考えております。介護と看護をやらなけれ

ばならないということになりますんで。

それと、この施設につきましては、今までの介護療養病床の相当するサービスと老人保

健相当のサービスをするような、二つのサービスの提供しなければならないということに

なっております。介護療養病床のサービスというのは、療養病床のある病院などで長期の

療養を必要とする人が療養上の管理、看護、医学的管理のことを介護やその他の世話、機

能訓練、必要な医療を受ける施設でごさいます。

それから、老人保健施設っていうのは、在宅復帰を目指すの人のための施設っていうよ

うな定義になってございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) この介護医療院っていうのは、今の説明、非常に難しいんですけど

も、これドクターがいなければ介護医療にならないのかどうかと、そういうことも懸念を

するわけですよね。ですから、今の課長の説明では、様々なことはするけれども、ドクタ

ーの必要はないんですよっていうんであれば、それはそれでいいと思いますけども、ドク

ターがいなけれなできないんですよっていうことであれば、そのような答弁を願いたいと

思います。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) ドクターとの連携がとれていれば可能というふうに思いま
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す。ですから、ようはいないっていうよりも、きちっとしたドクターとの介護であったり

看護の連携がとれていれば大丈夫だというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) そうすれば、ドクターはいるんだということに定義付けられるしか

方法ないですね。ドクターと連携とれてればいいんだっていうことは、ドクターがいなけ

れば駄目だということにもなるはずですよね。ですから、実質的に名目上ドクターいなけ

れば駄目だという捉え方でいいのかどうか、この辺もご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) その施設の中にドクターが、常駐してなければならないっ

ていうことではありませんけども、常にドクターと連携できる体制にあるっていうことで

ございます。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) 今の概要のとこで３ページの上ですね、３ページの②の療養病床

型云々のとっからね、下のサービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓

練室の兼用を認めるとありますが、これ理解できそうなんだけど、何かぴんとこないもん

だから、この辺詳しく説明願います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時１７分)

(再開 午前１０時１８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 大変申し訳ありません、貴重な時間をいただきまして。療

養病床等から医療機関併設型の地域密着型特定施設を転換する場合に特例でございますが、

ようは、医療機関の併設型でありますんで、元々医療機関の中にそういうような浴室、便

所、食道、機能訓練施設があれば、別の施設についてもその施設を活用できるので、その

部分については、兼用を認めますよという意味でございます。大変申し訳ありませんでし

た。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番。

○３番(福原英夫君) スキッとしてるんだけれども、ちょっと１、２点聞かしてください。

在宅を進めるために、奨励するために国の基準を緩和したというふうに捉えていいのか。

それで定員数にしても、診療所までそういう権限を。それと医師と連携プレーをとってす

ればできるというふうに捉えていいのか。

それと、二つ目なんだけど、(６)に検討する委員会を定期的に開催する、その(７)もそ

うなんだけども、これはどこが主催するのかっていうことなんです。

それと、うちの姉の旦那が療養型に入ってもう１０年以上、俗に言う寝たきりでいるん

ですけれども、療養、病室、療養型の病院を経営しているところが療養病室が縮小されて

ますよね。療養型っていうのは減少傾向にあるんですよ。そんな視点からも、これからは

経費が軽減できる在宅を奨励しようとする考え方で、こういうふうに緩和したのかなと思

うだけれども、それ１点目と似ていますけど、１点、２点、頼みます。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。
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○健康推進課長(松谷映彦君) １点目の部分でございますが、福原議員おっしゃいました

とおり、国の考え方っていうのは、やはり在宅医療の方を推進してございます。重度の要

介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるってい

うことを、今国の方では目的として医療と介護、それから住まい、それから生活支援が包

括的に確保される体制の構築を目指してございますので、そういう部分から言いますと、

在宅医療、できる限り在宅医療の方でというような考え方が、国の今の流れでございます。

それから、２点目でございますが、身体的拘束等のための検討する委員会でございます

が、それにつきましては、各認知症の対応型共同生活介護の施設であって、その施設で開

催するような形となります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 療養型に入っていると、経費が膨大に大きいんですよね。診療報酬

は低いんだけれども、経費が大きいということで、国は制度を縮小してきてるな。それで、

要介護だから、その人達が施設に入られない期間があるんですよ、長期間入ってると、２

ヶ月、３ヶ月、在宅でやんなさいと。しかし、全く動けない状態の人達が在宅に入るとど

ういうふうに対応するのかなあというふうに思ってたもんですからね。そうすると、そう

いうしわ寄せが介護を、療養型に入ってる人達の看取れない、面倒をみる人だよね、そう

いうことはできない人達はどうするのかなあと思ってね、今ふと思ったの。

いや、わかるよ、国の制度としては、経費を軽減してこういうふうにしなさいというの

は。その受け皿っていうのは、ちょっとぼやけてしまうな、僕が経験してるもんですから

ね。そんなことで、在宅介護を選ぶ、選べる人はね、そしてしたいという人はいいんだけ

れども、もう指が曲がって身体がガタガタきてて、そういう介護経験を何十年もしてる人

達のケアっていうのは大変だなあと思ってね。そんなことで、いい方向だけれども、第２

の問題が出てくるなと思ったもんですからね。何かそういうことも町の方としてできる範

囲内で、国の制度としてはわかるけれども、国の制度としてこの一部改正わかるんだけれ

ども、きつい現状を僕自身はずっと１０何年以上見てるもんですからね、大変だなあと思

ってました。きっともって、松谷課長も人事で来たばかりで、まだそこまでその現状をお

さえてないと思いますけれども、頭の隅にでも入れながら、これから進めていただければ

なと、いい環境つくっていただければなと思ってました。答弁いただける範囲内で答弁し

てください。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 国の方針的には、決してそういうような弱者と言いますか、

そういう方を見捨てるっていうような考え方ではないかというふうには思います。ようは

あくまで住み慣れた地域で、自分らしい生活を最後まで。ただ、そういう生活が実際のと

ころ、福原議員おっしゃられた方々できるかっていうことになれば、なかなか厳しい部分

もあるかと思います。当然そのためには一緒に住んでおられる方等々の、やっぱり取り組

みする、なおかつ、またいろんな介護の制度を的確に活用していただくような形になるか

というふうには思いますが、決してそういう方を守らないような国の考え方ではないとい

ういうふうなことかというふうに私自身は理解はしております。

それと、今の現状でございますが、議員おっしゃられましたとおり、私も替わったばか

りでそこまで把握できていないような現状でございますので、これから勉強させていただ

きたいというふうに思います。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) どうしても国の制度の長所と短所っていうのが、こういうふうに如
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実に表れてくるんですよ。それで、町村がそのケアをする、支えるっていう考え方で保健

師さんでありね、ソーシャルワーカーであり、病院でありとこう、やはり連携プレーの中

でケアをしてほしいなという気持ちでおりました。

それともう１点、先程言った検討委員会は、各施設で、診療所であり、施設でありって

いうことなんだけども、どうしてもここも心配してんのは盲点がどうしても出るもんです

からね。行政っていうのは、どういうふうな位置でどういう関わりをするのかということ

も頭の隅に、これも入れていただいて、行政が適宜こういうことに目を向けていただくよ

うな中で、松前町で暮らしていける人達、そして人生を終えるような人達を見守っていた

だけるような環境を整えてほしいっていうのは、私の願いでございますので、担当課長と

しては、そういうことで頑張ってほしいなと思います。答弁はよろしいです。すいません、

手挙げましたんで、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(松谷映彦君) このですね、当然検討委員会の方には、行政の一員も一緒

に入って検討するような形になってます。それから、地域の住民も入るような形になって

ございますので、そういう部分で施設だけの中でなくて、いろんな住民の意見、行政の意

見も聞きながら対応するような形の検討委員会になってございますので、そういうような

ことでございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番。

○５番(工藤松子君) 片仮名語に弱いもんで、３ページの(９)看護小規模多機能型居宅介

護っちゅう部分で、①にサテライト型とあるんですけども、どんな形式かなと。小規模多

機能型っちゅうのはわかるんですけども、サテライトっちゅう部分、あれ、何だろうと思

って、すいません、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) サテライト型、事業所のサテライト型の関係だと思います

けども、本体の施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設と別の場所で運営される施設の

ことをサテライト型っていうふうに。ようは、本体施設がありますよと、これが主で、そ

れとまた別に、別な場所で同様の事業を運営するっていう場合、サテライト型っていうよ

うな形になってございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) それじゃあ、距離が離れててもオッケーっていうことですか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 特に敷地の中になければならないっていうような形ではご

ざいませんので、ただ、当然同一町内になければ意味がありませんので、そういうような

ことでございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

８番。

○８番(西川敏郎君) 一つだけ、お知らせしてほしいと思います。この身体的拘束の適正

化のための、検討するための委員会なんですが、これは今既存の施設の運営委員会みたい

な感じの委員会なんでしょうかね。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 現在、既存の施設の中では運営委員会をお持ちになってる

ところっていうのは、地域密着型の施設かというふうに思います。グループホーム等々で
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あれば必ず運営委員会を組織してございますので。それと同様のものというふうに考えて

いただいて大丈夫かなというふうには思います。人数的には何人っていう取り決めは特に

ございませんので、はい。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

６番。

○６番(堺繁光君) 私の経験の話をちょっとするわけですけども、実は、今日のこういう

施設をもう既に行ってる施設も函館にあったような気がしたんです。っていうことは、私

の母がそういう施設に入所したときにですね、病院が、病院と併設された施設なんですけ

ども、たまたまショートスティで入所したあったんです。本来であればショートスティで

すから何日かでどっかに出なきゃなんないんですけども、たまたま病院の併設なもんです

から、引っ掛からない程度に病院の方へ下げてそこで治療してまたショートスティを続け

てくっていう、そういう施設だったもんですから、それって、自分であんまり言いたくな

いんですけども、違反行為だったのかなって今感じてるんですけども、それが高橋水道課

長が担当のときに、たまたま私がその相談をした経緯があったんですけども、今、それが

実際こういう形になってきたもんですから、ああ、良かったなあって今感じてるんですけ

ど、当初はまだそういうのがなかったのかな。それとも、それが当たり前に良かった制度

なのか、その辺のところちょっと聞きたいなと思いました。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時３２分)

(再開 午前１０時３３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 以前からですね、療養型の介護･看護施設っていう施設は

ございましたので、当然そこは法に違反しない範囲の中での対応をしていたものと思いま

すので、そういう部分では大丈夫であったというふうな形に思ってございます。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) そしたら、まず安心して話せるんですけども、料金も格安なんですよ、

病院にかかりながらショートスティ受けて６万そこそこでもって介護受けてあったもんで

すから、こういうところもあったんだなあっていう感じで、私としてはいいところに入ら

せてもらったなと思ってます。松前で言えば南殿荘ぐらいの金額でサービスを受けられた

っていう感じのものですから。だから、この制度をもってきますと、これから新しい病院

を建てた場合にですね、計画として、こういうふうに療養施設併設の病院を計画された方

がいいのかなって感じたもんですから、そういう感じで、どうでしょう、もし病院を建設

するとなればそういう考えを持っておられるでしょうか。町長、どうですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院の改築の話になりましたけども、いろいろ社会のニーズもある

ようでありますし、病院の考え方もありますので、意見を聞きながら建設の方に向けてい

きたいと思ってます。

○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。
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これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６３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６３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６４号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第６４号、松前町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを

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(松谷映彦君君) ただ今議題となりました議案第６４号、松前町指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。

お手元の議案の４枚目、説明資料として添付しております松前町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の概

要の１ページをお開き願います。

まず、今定例会に本議案を提案し、ご審議いただきます理由でございますが、指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成３０

年厚生労働省令第４号）が平成３０年１月１８日に公布され、条例が従う、または参酌す

べきとされている指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

の一部が改正されたことから、関連する部分を整理するため、条例を改正しようとするも

のです。

それでは、今回の改正の主な内容を申し上げます。１点目は、供用型指定介護予防認知

症対応型通所介護の利用定員の見直しについてであります。供用型指定介護予防認知症対

応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット型の指定地域密着型介護老人福祉施設

における利用定員数を、１施設あたり「３人以下」から、「１ユニットあたり、ユニット

の入居者と合わせて１２人以下」に見直しされました。

２点目は、介護予防認知症対応型共同生活介護における身体的拘束等の適正化について

であります。身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、身体的拘束等の適正化のため

の指針の整備や身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催等が

義務付けられました。
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３点目は、平成３０年度から新たな介護保険施設の類型として、介護医療院が創設され

たことに伴い、施設等の種類に掲げる規定のうち、必要な箇所に「介護医療院」を加えて

おります。

以上が主な改正の内容であります。その他、文言の整理のための規定の整理を行ってお

ります。

なお、附則と致しまして、この条例は公布の日から施行致そうとするものです。また、

新旧対照表につきましては、説明資料の２ページから１２ページにわたり、別紙のとおり

掲載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。

以上が議案第６４号、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の内容であります。何卒よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番。

○３番(福原英夫君) これは、松前町の六つの事業所は、既にもう行われているんでしょ

うか。それとも、この介護認定された、それと合わせた考え方で、松前町の現状に照らし

合わせたらどうなのかなあというふうなことで、現状を教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 松前町の現状と照らし合わせてどうなのかということでご

ざいますが、今回のこの改正が地域密着型の施設に関わる改正でございます。地域密着型

につきましては、現在グループホームとデイサービスが地域密着型というふうになってご

ざいます。そういうことで、照らし合わせたらどうなのかっていうことなんですが、それ

らについては当然今回の改正の部分と合致してる、おるというふうに認識してございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) これは、各施設からの申請によって対応するということでいいです

よね。この、３人以下から今度は１ユニット１２人以下になるという、そういうことでい

いですね、各施設からね、はい、わかりました。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) そのようなことでございます。

○議長(伊藤幸司君) 他にありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６４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６４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６５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
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例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第６５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(松谷映彦君) ただ今議題となりました議案第６５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きまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。

それでは、議案の末尾に添付しております新旧対照表、下段の説明欄をご覧願います。

まず、今定例会に本議案を提案しご審議いただきます理由でございますが、介護保険法施

行規則等の一部を改正する等の省令（平成３０年厚生労働省令第３０号）により、介護小

規模多機能型居宅介護の指定を受けるための資格要件が拡大され、医療法の許可を受けて

診療所を開設しているものを認めることとされたことから、関連する部分を整理するため、

条例を改正しようとするものです。

上段をご覧願います。改正の内容でございますが、第１条中、「法第１１５条の１２第

２項第１号」を「第１１５条の１２第２項第１号」に、第３条中、「法第１１５条の１２

第２項第１号」を「第１１５条の１２第２項第１号」に、「法人である者」を「法人又は

病床を有する診療所を開設している者（複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に

限る。）に係る指定の申請を行う場合に限る。）」に改めようとするものです。

なお、附則と致しまして、この条例は公布の日から施行致そうとするものです。

以上が、議案第６５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。

３番。

○３番(福原英夫君) 大事な時間ですので、ここに説明の一部改正の中の条例の説明、こ

の中に、ずっとここにも書いてきてるんですけど、うちの町にも大島診療所がございます

よね、江良診療所、ありますね。それで、うちの町立病院がもしこのことを届け出をした

ら、やりたいよっていう届け出をして、事業の中に組み入れて、そのことを申請したらで

きるという考え方でいいですか。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 今回の改正っていうのは、今まで法人でなければできなか

ったものを個人の医師の方でも、診療所でもできるっていうような内容の改正でございま

す。当然、町村がやるってことであれば、当然対応はできるか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) ああ、そういうことですか、わかりました。やる、やらないってい

うのはね、病院のね、管理者以下が考えて検討することでございますんで、それは立ち入

るなにものもございませんけど、そういう範囲内だという考え方、捉え方でいいですね。

はい、わかりました。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６５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６５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６６号 松前町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第６６号、松前町地域包括支援センターにおける包

括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題

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(松谷映彦君君) ただ今議題となりました議案第６６号、松前町地域包括

支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。

それでは、議案の末尾に添付しております新旧対照表、下段の説明欄をご覧願います。

まず、今定例会に本議案を提案しご審議いただきます理由でございますが、介護保険法施

行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第４８号）により、主任介護支援

専門医の定義に関する条項が明確化されたことから、関連する部分を整理するため、条例

を改正しようとするものです。

上段をご覧願います。改正の内容でございますが、第４条第１項第３号中、「第１４０

条の６８第１項に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者」を「第１４６条の６６

第１号イ(３)に規定する主任介護支援専門員」に改めようとするものです。

なお、附則と致しまして、この条例は公布の日から施行致そうとするものです。

以上が議案第６６号、松前町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の内容でございます。何卒よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。

○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６６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６６号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第６７号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第６７号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました、議案第６７号、松前町指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして、そ

の内容を資料に基づきご説明申し上げます。

お手元の議案の４枚目、説明資料として添付しております松前町指定介護予防支援等の

事業の人員、及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の概要の１ページをお開き願いま

す。まず、今定例会に本議案を提案しご審議いただきます理由でございますが、指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成３０

年厚生労働省令第４号）が平成３０年１月１８日に公布され、条例が従う、または参酌す

べきとされている指定介護予防支援等の事業の人員、及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことから、

関連する部分を整理するため条例を改正致そうとするものです。

それでは、今回の主な改正の内容について申し上げます。最初に医療と介護の連携の強

化についてであります。１点目が、入院時における医療機関との連携促進のため、介護予

防支援の提供の開始にあたり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネージャーの指名

等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務付けられました。２点目は、平時

からの医療機関との連携促進のため、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合

等は、利用者の同意を得て、主治の医師等の意見をまとめることとされていますが、この

意見をまとめた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務付けられました。

また、指定介護予防サービス事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状

況、モニタリング等の際にケアマネージャー自身が把握した利用者の状況等について、ケ

アマネージャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務付けられました。

次に、公平中立なケアマネジメントの確保についてであります。利用申込者との契約に

あたり、利用者やその家族に対して、利用者ケアプランに位置づける介護予防サービス事

業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義

務付けられました。

最後に、障害福祉制度の相談支援専門医との密接な連携についてであります。障害福祉

サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等におけるケアマネー

ジャーと障害福祉制度の相談支援専門医との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支

援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確に規定されました。

以上が、主な改正の内容であります。その他文言の整理、条項のずれ等への対応のため、

規定の整理を行っております。

附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものです。また、新旧

対照表につきましては、説明資料の３ページから９ページにわたり、別紙のとおり掲載し
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ておりますので、ご参照いただきたいと存じます。

以上が、議案第６７号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定の内容であります。何卒よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「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６７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６７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６８号 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第６８号、松前町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

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松前町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し

上げます。

まず、ここで言います家庭的保育事業等の内容でありますが、これにつきましては認可

定員が６人から１９人の小規模保育事業、そして定員が５人以下の家庭的保育事業などを

言います。

それでは、末尾に添付しております説明資料の新旧対照表６ページをお開き願います。

下段の説明欄をご覧願います。今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第６５号）が施行されたことに伴い、

この基準省令と同様の基準内容に改めるため、当該条例の一部を改正しようとするもので

あります。

改正の主な内容であります。１点目と致しまして、代替保育に係る連携施設の確保義務

の緩和に伴う改正です。２点目と致しまして、家庭的保育者の居宅で保育が行われている

家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用利用期間の延長に伴う改正です。３

点目と致しまして、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する食

事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大に伴う改正であります。

それでは、説明資料の１ページにお戻り願います。説明資料の１ページ、当該条例の新

旧対照表であります。表の左側が現行、右側が改正案、下線が改正部分となっております。

まず、第５条は、家庭的保育事業者等の一般原則であります。同条第５号は、第６条に第

２項及び第３項が新設されることに伴い、項まで特定して引用する必要があることから、
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改正案のとおり改めようとするものであります。

次に、１ページから３ページにかけての第６条は、保育所等との連携であります。これ

は、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和に伴う改正で、２ページの同条第２号を改

正案のとおり改め、同条に第２項及び第３項を加えようとするものであります。この改正

により、家庭的保育事業所とも職員が病気や休暇等により保育が提供できない場合に、当

該事業所に替わって保育を提供する連携施設が、今までは保育所、認定こども園、幼稚園

に限っておりましたが、これに小規模保育事業のＡ型、Ｂ型と事業所内保育事業からの確

保も可能となるものであります。

次に、３ページから４ページにかけての第１６条は、食事の提供の特例であります。こ

れは、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する食事の提供の特

例に係る外部搬入施設の拡大に伴う改正であります。同条の第２項に改正案のとおり第４

号を加えようとするものであります。今までは、食事の提供の外部搬入を連携施設である

保育所、認定こども園、幼稚園、系列事業所等から搬入が容認されておりましたが、改正

により保育所等の食事の搬入を行っており、０歳から２歳児にアレルギー対応等の配慮を

行うことができると市町村が認める事業所からも搬入が可能となるものであります。

次に、４ページの第４５条は、連携施設に関する特例であります。これは、第６条に第

２項及び第３項が新設されることに伴い、項まで特定して引用する必要があることから、

改正案のとおり改めようとするものであります。

次に、４ページから５ページにかけての附則第２条は、食事の提供の経過措置でありま

す。この改正は、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する自園

調理に関する規定の適用利用期間の延長に伴う改正で、同条を改正案のとおり改め、同条

に第２項を加えようとするものであります。この改正は、既存の保育事業者の自園調理の

原則の適用利用期間を５年から１０年に延長するものであります。

次に、６ページの附則第３条は、連携施設に対する経過措置であります。こちらも第６

条に第２項及び第３項が新設されることに伴い、項まで特定して引用する必要があること

から、改正案のとおり改めようとするものであります。

最後に、改正条例の附則であります。この条例は、公布の日から施行致そうとするもの

であります。

以上が、議案第６８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。

６番。

○６番(堺繁光君) 何回も家庭的事業所っていうふうに今言われてるんですけども、具体

的にこの家庭的事業所の定義を教えてください。どういう事業、どういう形でどういう事

業するのか。自分なりに頭の中ではこういうふうにするんだなっていうことはわかるんで

すけども、それを言葉なり文章なりできちっとした場合にはどういうふうになるのか。

○議長(伊藤幸司君) 福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) この家庭的保育事業につきましては、認可定員が５人以下、１

人から５人以下の認可定員を対象として、未満児、０歳から２歳の未満児を保育する部分

で、保育する場所については、保育士等が居宅において子どもを保育する施設で、基準が

それぞれ１人あたり何平米とか基準はありますけども、そういう形で居宅などで未満児を

保育するという事業であります。現状、松前町においては定員が２０人以上の保育施設が

清部保育所と認定こども園という形にありますので、こちらの基準からははずれます。そ
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の基準以下の、１９人以下の定員のものに対して保育をするというような形の施設であり

ます。こうした事業所のあるのはですね、国の方で都市部における待機児童の解消をする

ために保育施設が不足してるということで、待機児童を解消するためにこういった小規模

な事業所も受け入れができるように定めたものであります。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) およそ自分でも描いてあったような答えが返ってきたもんですから、

きっとまあそうだろうなという。テレビでよく報道もされてましたんで、きっとそういう

形のものかなということで理解しました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 答弁いりませんね。

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６８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６８号は原案のとおり可決されました。

◎認定第１号 平成２９年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について

◎認定第３号 平成２９年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について

◎認定第４号 平成２９年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について

◎認定第５号 平成２９年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 平成２９年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、認定第１号、平成２９年度松前町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第１０、認定第２号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第１１、認定第３号、平成２９年度松前町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第１２、認定第４号、平成２９年度松前町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１３、認定第５号、平成２９年度松前町水

道事業会計決算認定について、日程第１４、認定第６号、平成２９年度松前町病院事業会

計決算認定について、以上６件を一括議題と致します。

本件については、決算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

決算審査特別委員会委員長福原英夫君。

○決算審査特別委員会委員長(福原英夫君) 決算審査報告書。決算審査特別委員会審査報

告書の提出について、平成３０年９月１８日、松前町議会第３回定例会において、会期中
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に審査を要すべき事件として本特別委員会に付託された認定第１号、認定第２号、認定第

３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号について審査を終えたので、松前町議会会議

規則第７７条の規定により別紙のとおり審査報告書を提出致します。

委員会開催年月日、出席委員数及び審査の経緯につきましては、記載のとおりです。審

査結果、認定第１号から第６号まで、全て認定すべきものと決定致しました。審査意見に

つきましては、会議録を精査の上、町長に送付することと致しました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全

議員による特別委員会でありますので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに認定第１号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立により採決を行います。

認定第１号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第１号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第２号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第２号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第２号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第３号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第３号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第３号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第４号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第４号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第４号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第５号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第５号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。
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よって、認定第５号については、委員長報告のとおり認定することに決定致しました。

次に、認定第６号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第６号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第６号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◎発議案第１号 所管事務視察調査について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、発議案第１号、所管事務視察調査についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。議会運営委員会委員長堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) 発議案第１号、所管事務視察調査について提案説明

を行います、致します。

議会運営及び議会だよりの編集についてを調査事項とし、議会運営の活性化や住民にわ

かりやすい議会だよりの編集に取り組んでいる石川県加賀市、石川県内灘町を４日間以内

の予定で視察調査するものであります。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

発議案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第６号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、意見書案第６号、林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。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６号、林業・木材産業の成長産業

化に向けた施策の充実・強化を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規

則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については記載のとお

りでございます。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)
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○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６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６号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第７号 障害児者の生きる基盤となる暮らしの場の早急な整備を

求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、意見書案第７号、障害児者の生きる基盤となる暮らし

の場の早急な整備を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長油野篤君。

○厚生文教常任委員会委員長(油野篤君) 意見書案第７号、障害児者の生きる基盤となる

暮らしの場の早急な整備を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第

１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については記載のとおりで

あります。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第７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７号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第８号 臓器移植の環境整備を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、意見書案第８号、臓器移植の環境整備求める意見書に

ついてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長油野篤君。

○厚生文教常任委員会委員長(油野篤君) 意見書案第８号、臓器移植の環境整備を求める

意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出す

るものであり、意見書の内容については記載のとおりであります。ご審議のほどよろしく

お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)
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○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８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８号は原案のとおり可決されました。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中

所管事務調査したい旨の申し出がありましたが、申し出のとおりこれを承認することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、承認することに決定しました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は９月２５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
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致しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、平成３０年松前町議会第３回定例

会は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって平成３０年松前町議会第３回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午前１１時１３分)
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