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（開会 午前 ９時５９分）

◎議長あいさつ

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成３１年松前町議会第１回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご

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

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から平成３１年松前町議会第１回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布のとおりであります。

なお、去る２月２５日に斉藤勝議員が、北海道町村議会議長会創立７０周年記念表彰を

受賞されておりますので、ご報告致します。誠におめでとうございます。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、２番沼山雄平君、３番福原英夫

君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) ２月２８日開催されました議会運営委員会において、

本定例会の会期は本日３月４日から３月１３日までの１０日間と致しまして、議事日程に

つきましては、お手元に配布のとおりで進めることに決定致しました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から３月１３日まで

の１０日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎平成３１年度町政執行方針及び平成３１年度教育行政執行方針

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、平成３１年度町政執行方針及び平成３１年度教育行政執

行方針を議題と致します。

町長の発言を許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

平成３１年松前町議会第１回定例会の開会にあたり、町政執行への所信を申し上げます。

平成２８年４月１１日町長に再任させていただき、平成３１年度は任期４年の区切りと

なります。

この間、安全で安心な町民生活を守り、「働く場の維持、創出」「交流人口の拡大」

「安心して暮らせるまちに」「次世代の子ども達へ」を具現化する施策を確実に推進する

ことを基本方針として、町政運営に取り組んでまいりました。

町民の皆様からいただきましたご理解とご協力、更には、町議会議員各位のご指導に対

しまして心より感謝を申し上げます。

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

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

果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題の動向が世界経済

に与える影響や、中国経済の先行きなど海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響

に留意する必要がある。」となっております。

平成３１年度の国の予算編成については、「団塊世代が７５歳に入り始める２０２２年

度の前までの２０１９年度から２０２１年度を、社会保障改革を軸とする｢基盤強化期間｣

と位置付け、経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行うこととし、同期間内

に編成される予算については、社会保障費などの歳出について、これに沿った予算編成を

行う。更に消費税関連では、前回平成２６年４月の消費税率の引き上げの経験も踏まえ、

２０１９年１０月１日における消費税率引き上げに伴う需要変動に対して機動的な対応を

図る観点から、歳出改革の取り組みを継続するとの方針とは別途、臨時、特別の措置を２

０１９、２０２０年度当初予算において講ずる。」とされております。

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

組みと基調を合わせて、松前町創生総合戦略の重点戦略に掲げる施策について、全力で取

り組む覚悟であります。

ここに、平成３１年度の予算編成にあたり、主な施策の内容について、総合計画に掲げ

る基本構想に沿って申し上げます。

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

を目指す取り組みについては、総合教育会議において協議を済ませておりますので、松前

町教育行政執行方針において申し上げます。

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

す。

水産業については、松前町の主要魚種であるスルメイカは全国的な不漁が続き、マグロ

については国際的な資源管理の枠組みの中で、思うような水揚げができない状況が続いて

おり、漁業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。



- 8 -

このような中、つくり育てる漁業の推進を図るため、水産センターにおいてコンブ養殖、

ナマコ放流を推進するための種苗生産を引き続き実施します。特にナマコについては、放

流成果が見え始めていることから、種苗生産のほかに各地区に１万個の購入種苗による放

流を行い、積極的なナマコ放流事業を推進するとともに、各地先における養殖場や漁港の

静穏域を利用した増養殖事業の推進を支援してまいります。

また、漁場の効率的な利用増進を図るため、松前小島周辺海域において大型魚礁の設置

を行うとともに、養殖場の機能向上を図るため、藻場礁の造成について北海道と連携を図

りながら取り組んでまいります。

漁業協同組合については、深浅移殖事業を活用したウニのむき身などの直接加工による

付加価値販売や、高鮮度出荷などの取り組みに支援するとともに、荷捌施設の老朽対策や

衛生設備の改善にも支援してまいります。

漁港整備については、漁港利用機能の向上と老朽箇所の改善対策が計画的に進められて

おり、引き続き北海道などに要請してまいります。

スルメ加工業については、長引く全国的なイカの不漁により加工生産量は大幅に減少し

ており、事業所数も減少している現状にあります。安定した原料の確保を願うとともに、

従業員の雇用の場の確保が懸念される状況にあり、引き続き関係者と連携を図ってまいり

ます。

畜産業については、町営牧場内に肉牛改良センターを整備し、子牛の安定供給と受精卵

による黒毛和種の改良や研修機能を活かした人材の育成を行うことで、生産基盤強化及び

新規就農者の確保を図ってまいります。また、肉牛改良センターで生産された子牛は、畜

産農家への供給を基本としますが、供給体制が確立した後は、肥育牛の生産及び商品化で

「山のマグロ」と称して松前ブランドを全国に発信し、肉牛改良センターの持つ機能が人

口流出の抑制やイベント等による人の流れをつくり出し、松前町全域の活性化を推進する

拠点となることを目指してまいります。

林業については、新たに整備された林地台帳システムを有効に活用し、積極的に森林資

源の循環利用による地域の森林整備の促進と、林業及び木材産業の活性化を図ってまいり

ます。また、地域材については、公共施設の建設に対し、積極的に利用するとともに、地

域材で建てる住宅支援事業についても、引き続き取り組んでまいります。

次に、商工及び労働についてです。

商工の振興については、商工会における経営指導への支援を継続して実施し、平成２８

年度から実施してきた商工事業者経営改善等支援補助事業は平成３０年度をもって終了し、

本年度は成果などの分析調査を実施し、今後の支援のあり方を検討してまいります。

また、国の消費税等１０％への引き上げに伴う消費喚起等対策における分野では、低所

得者等に対するプレミアム商品券発行事業については補正予算で対応する予定であり、キ

ャッシュレスポイント付与事業については、国の動向を踏まえながら対応を検討してまい

ります。

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

して実施し、通年雇用の促進と雇用先の確保に努めてまいります。

次に、観光についてです。

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

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

交流人口の増加を図り、町外の広報宣伝強化とインバウンドにも配慮した効果的な受入整

備に努めてまいります。
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本年度は、元号の改元が「さくらの日」に重なることと、ゴールデンウィークを含む１

０連休を好機と捉え、新元号入桜カレンダーの作製、歌謡イベントや松前物産フェアの延

長など、第７２回松前さくらまつりの集客増を目指し、松前城下マグロまつりや松前ウイ

ンターフェスティバルへも四季を通じたイベントとして支援してまいります。

松前温泉休養センター及び松前藩屋敷については、今後５年間の指定管理者も決定し、

利用者へのサービスの向上に努め、安定した施設運営に配慮してまいります。北前船記念

公園総合管理施設については、昨年度「海風テラス」の建設と併せ、自主事業も好調であ

ったことから、引き続き、本年度も引き続き好調な運営を維持できるよう、連携を図って

まいります。

また、当該施設は本年度で指定管理者に管理を行わせる期間が満了となることから、円

滑な指定管理者の選定事務に意を配してまいります。

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

ごみの減量化については、引き続き古紙等の集団回収を推進するとともに、ごみ資源と

して再利用することが重要であります。

資源ごみの分別を推進することが、ごみ処理費用の削減につながることから、各町内会

及び町民の皆様のご協力を得ながら、分別の徹底について広報活動を進めてまいります。

また、各町内会等と連携しながら、クリーン作戦、不法投棄防止対策に引き続き取り組ん

でまいります。

松前公園は、当町における一番の観光名所です。「松前公園整備計画（基本構想）」に

基づき、整地したエリアを含め、公園整備に向けた具体的方向性を検討する一方で、草刈

りなどの人員確保が年々難しくなっていることから、整備と管理の両面から着実かつ慎重

に検討を進めてまいります。

また、公園管理にあたっては、さくらの管理マニュアルに基づく桜の保護、保存及び管

理はもとより、その他花木や草刈りなど、公園環境の整備に努めてまいります。

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

いてです。

子育て支援については、引き続き次世代を担う子どもの誕生を祝福し、松前っ子誕生祝

金を支給するとともに、高校生までの医療費の無料化を行い、子育て世帯の経済的負担の

軽減を図ってまいります。

また、保育等については、町立清部保育所と民間の松前認定こども園とで運営していく

ほか、学童保育や児童デイサービス事業を推進してまいります。

地域福祉については、少子高齢化や核家族化の進展により、家族間の絆や住民間のつな

がりを希薄化している中で、町民ひとりひとりが住み慣れた地域で安心、安全に生活でき

る環境づくりや、お互いに協力し合う福祉意識の高揚を図ることが重要であります。この

ため、地域福祉の役割を担っております社会福祉協議会の運営や、民生委員及び児童委員

などの活動を支援してまいります。

国民健康保険については、昨年度から北海道が財政運営の責任主体となり、市町村とと

もに運営することになりました。これに伴って、北海道が示した標準保険料率等を参考に、

国民健康保険税率の見直し等を検討してまいりましたが、国民健康保険運営協議会におい

ても継続審議となったところであります。

引き続き国民健康保険税の適正賦課及び収納率向上に努めるとともに、特定健診や特定

保健指導を推進し、医療費の適正化を図りながら安定的かつ健全な事業運営に努めてまい

ります。
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後期高齢者医療については、引き続き北海道後期高齢者医療広域連合と連携しながら、

円滑な事業運営に努めてまいります。

介護保険については、引き続き「第７期松前町介護保険事業計画」に基づき事業の推進

を図るとともに、高齢者の方々が住み慣れた地域において、自分らしい生活を続けること

ができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組みを進めてまいります。

介護予防、日常生活支援総合事業については、昨年度創設した地域住民による高齢者等

が身近に集える通いの場づくりを支援する「住民主体生活支援サービス事業補助金」の補

助団体が４団体となり、今後も拡充が見込めることから、社会福祉協議会に委託しており

ます「生活支援コーディネーター」を１名増員し、２名体制で住民主体の活動を支援して

まいります。

高齢者支援については、高齢化が進行し一人暮らしの高齢者が増える中で孤立死を防止

するため、高齢者の異変等を発見した際に、町や地域住民及び協力事業者、関係機関等が

連携し迅速に対応できるよう、高齢者等見守りネットワーク事業を推進してまいります。

また、高齢者の方々の能力や経験を生かし、積極的に社会参加ができるよう、高齢者事

業団や老人クラブの運営を支援してまいります。

障害者福祉については、障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消を

推進するとともに、個々の障がいの程度に応じた「障害福祉サービス」の提供や「地域生

活支援事業」などを行ってまいります。

また、社会福祉協議会に委託しております「地域活動支援センター」において、創作活

動や生産活動機会を提供するとともに、地域社会との交流等の便宜を供与し、障がい者の

生活等を支援してまいります。

健康づくりと予防については、生活習慣病に関する正しい知識の普及や適切な保健指導

により、町民全体の健康増進が図られ、発病が予防されるよう、がん対策や生活習慣病対

策、重症化予防の取り組みを推進してまいります。

特に胃がん検診については、検診受診の利便性の向上のため、函館市医師会健診検査セ

ンターの協力により、特定健診の一部の会場において特定健診と同時に実施できることに

なり、更に胃がんの発症に関係が深いピロリ菌検査も特定健診と同時に実施できないか、

関係機関と協議を行っているところであります。

また、町民の主体的な健康づくりを促進するための事業として実施してまいりました北

海道健康マイレージ事業が終了することから、町単独の健康ポイント制度を創設し、若い

世代からの健康に対する関心や健康づくりへの意欲を高める施策として取り組んでまいり

ます。

次に、町立松前病院についてです。

松前町は、南渡島圏域の中核となる医療機関から遠隔地にあり、日常的に利用すること

が困難であることから、町立松前病院の充実は大きな課題であります。

このことから、「新公立病院改革プラン」に基づき、医師確保をはじめ、安定的な運営

基盤の充実を最重要課題と位置づけて取り組んでいるところであります。今後とも、安定

した運営を継続するために、医師及び医療スタッフの確保に全力で取り組んでまいります。

本年度の医師については、地域枠５年目の総合診療医が異動により減員となりますが、

札幌医科大学地域医療総合医学講座の山本和利教授を新たな病院事業管理者として招聘す

ることが内定しております。また、山本和利教授については外来診療も行っていただける

ことになっており、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。
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病院を取り巻く環境は、依然として厳しい状況にあることから、病院事業管理者及び病

院長と連携を密にし、総合診療の病院として、地域医療の更なる充実に向けて取り組んで

まいります。

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

です。

はじめに、道路、河川、橋りょうの整備についてです。

町道については、町道清部線、町道弁天上町線、町道海岸通り線、町道中町線など８路

線の改良工事を予定しております。

河川については、雨竜川の改良工事を予定しており、橋りょうについては、湯殿沢１号

橋など５橋の長寿命化補修工事を進めてまいります。

町道や河川の改良工事については、地域の皆様及び関係機関と連携を密にし、事故の防

止に万全を期してまいります。

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

は、本年度松城小学校入口付近の用地購入と物件補償を行い、次年度以降に道路工事を実

施する計画で進められております。

また、唐津内橋改良につきましても、本年度には用地購入と物件補償を予定しておりま

す。

町として、残された唐津地区の早期完成を目指し、歴まち商店街組合や各関係機関と連

携しながら、北海道への要望活動を継続してまいります。

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

区２棟８戸の建て替えと、２棟４戸の長寿命化工事を補正予算で対応してまいります。

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

管や機械設備など、老朽化した施設の更新と各種施設の維持管理に取り組むとともに、厳

しい経営状況が今後も続くことから、より一層効果的、効率的な事業運営に努めてまいり

ます。

情報化社会への対応については、平成２６年度に導入した基幹系システム、情報系シス

テム及び庁内ネットワークについて５年が経過し、更新期となることから、端末などの機

器やソフトウェアの更新を図ってまいります。住民記録などのデータについては、引き続

き町外にある堅牢なデータセンターでバックアップ体制を維持し、災害発生時等における

住民情報の消失防止に努めてまいります。

公共交通の維持確保については、地域生活バス（大漁くんバス）の本格運行から４年が

経過し、利用者は６万１千人前後で推移し、昨年(平成２９年１０月から平成３０年９月)

の利用者数は６万２７０人となっております。今後も利用者の意見を伺いながら、持続的

な運行を図ってまいります。

また、地域間幹線系統路線バスについては、平成１６年に導入した車両の老朽化により

２ヶ年による更新、車両更新を実施するため、事業者が国庫補助金を活用しながら、沿線

自治体４町（松前、福島、知内、木古内）に対して支援要請があったことから、車両更新

の一部を平成３１年度から２ヶ年で支援をしてまいります。

次に、ハイヤーの維持確保については、従業員の確保や利用者の減少などにより、ここ

数年厳しい経営状況となっておりますが、高齢者や身体の不自由な人など、バスを利用す

ることが困難な方が利用する町内の必要不可欠な公共交通機関であることから、新たに事

業者に対する支援をしてまいります。

地域高規格道路建設については、松前半島道路として松前から木古内までの沿線約６０
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キロメートルの事業採択が、距離やストック効果の面から大変厳しい状況にありますが、

引き続き関係機関に対して要請活動を実施してまいります。また、災害発生時等における

国道２２８号の代替路線については、北海道開発局函館委開発建設部による調査事業を実

施しており、防災道路事業として優先的な実施に向けた取り組みを要請してまいります。

次に、防災についてです。

地域で安心して暮らすことが町民の願いであり、生命や財産を災害から守るためには、

日頃からの心構えや備えが重要であります。このため、町主催の総合防災訓練を実施する

ほか、各町内会主催の避難訓練に対して支援を行ってまいります。

また、昨年の北海道胆振東部地震による北海道全域での停電（ブラックアウト）を踏ま

え、照明設備を確保してまいります。更には保存食セットなどの備蓄品の確保や更新を図

ってまいります。

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

移住定住推進事業については、関西や首都圏での移住相談イベントに参加し、ＰＲ活動

の強化に努めてまいります。更には、北海道田舎活性化協議会に加盟する自治体と合同で

札幌市において、町の魅力の発信に努めてまいります。

町内会活動については、人口減少等による担い手不足により、町内会組織の運営と組織

の弱体化が懸念されていますが、町内会連合会を通じて、地域コミュニティの維持、活性

化を支援してまいります。

また、２年目を迎える「空家等除却支援事業」については、放置することが不適切な状

態の空家等の除却を促進し、町民の安全で安心な住環境の向上に引き続き取り組んでまい

ります。

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

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

はじめ、職場内研修、自己啓発研修など各種研修に引き続き取り組んでまいります。

広域行政の推進については、ドクターヘリの安全運航と町民の命を守るため、冬期間も

利用可能な離着陸場の整備に着手してまいります。

産学官連携については、総合計画に掲げた「生活満足度の高いまち」の実現に向け、平

成３０年度に創設した「スマイル応援補助金」で町民が主体となって新たに取り組む「交

流イベント」や「ものづくり」を支援するとともに、研修会を通じてまちづくりへの町民

参加の機運を高めることに努めてまいります。

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

げます。

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

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

にあります。

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

処分を実施しながら、歳入確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

なお、見直しの検討しておりました集合主税方式については、納税者に浸透しているこ

となどを踏まえ、基本的に現行の集合主税方式を継続してまいります。

税外収入の収入未済額については、債権の管理に関する条例や行政サービス等の制限措

置に関する条例の規定を適用し、歳入の確保と収入未済額の圧縮に努めてまいります。

歳入の大宗を占める地方交付税については、７年ぶりに増額に転じ、国の総枠で１．１

％の増額となった一方、臨時財政対策債では１８．３％の減額となっており、前年度並み
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の一般財源の確保が大変厳しい状況にあることから、財政収支の均衡を図るため、財政調

整基金を編入し、予算編成をしたところであります。

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

過疎対策事業債等を活用してまいります。

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

え、推計を精査しながら将来に過度の負担がかからないよう留意してまいります。

次に、ふるさと松前応援寄附金についてです。

物産振興に係る分については、総務省からの通知により、昨年１１月から寄附額に対す

る返礼品の調達価格割合を５割から３割へ引き下げたものの、専用のホームページを活用

した結果、寄附額を大幅に増加できたところであります。事業者とも協議しながら返礼品

の充実を図り、更なる地域経済の活性化に寄与できるよう努めてまいります。

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

画で掲げられている「生活満足度の高いまち」の実現に向けて、過疎、人口減少、少子高

齢化対策をはじめ、保健福祉施策の充実、社会資本の整備及び産業の振興など、様々な行

政課題に適切に対応し、規律ある財政運営に意を尽くしてまいります。

また、平成３１年度は５月の改元や１０月の消費税率の引き上げ等が予定されているこ

とから、国の経済対策等の動向に注視し、対応してまいりますので、町議会議員の皆様並

びに町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長の発言を許します。

教育長。

○教育長(宮島武司君) おはようございます。

平成３１年松前町議会第１回定例会の開会にあたり、教育行政執行に関する主要な方針

について申し上げます。

人口減少や少子高齢化という困難な課題に直面する松前町が持続的に発展していくため

には、地域の発展を支える人材の育成を担う、教育の役割が益々重要となっています。

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

つまち」を目指す取り組みについて申し上げます。

先人への感謝の心を持ち、ふるさと松前に誇りと愛着を育む学びの推進は、｢学力向上｣

「書道教育」「ふるさと学習」を柱に着実な歩みを続けています。教育は、人づくり、地

域づくりの基本であり、地域発展の礎であるという理念を踏まえ、五つの教育指針の実現

に向け、総合計画並びに教育大綱の下に、鋭意取り組みを進めるとともに、松前町の将来

を担う子ども達に良好な教育環境と学習環境を確保し、提供してまいります。

はじめに、学校教育について申し上げます。

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

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

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

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

でいかなければなりません。

そのために、平成３０年度から町内全小中学校、地域住民と保護者が一体となって学校

運営に取り組む学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置し、現在の３小学校と

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

うため、小中一貫教育制度をスタートさせました。

「学力向上」については、引き続き学力向上対策委員会が策定したアクションプランに
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基づき、「教師の授業力向上」と生活リズムの改善による「松前っ子３リズム」の完全定

着を柱に基礎学力の向上に取り組んでまいります。あわせて、習熟度の低い子どもへの個

別支援のため、「学習支援員」や、障がいのある子どもの学習や学校生活をサポートする

「特別支援教育支援員」を引き続き学校に配置してまいります。

また、学習指導要領の改訂により２０２０年度から小学校の５、６年生に外国語科、３、

４年生には外国語活動が導入されるため、先行して平成３０年度から整備したＡＬＴ（外

国語指導助手）の２名体制を維持し、中学校英語への円滑な移行を図ってまいります。合

わせて、小中学校で実施している漢字能力検定並びに実用英語技能検定の検定料を無料と

し、子ども達の学びの習慣と学習意欲の向上を図ってまいります。

更に、全小中学校に整備されているＩＣＴ機器を活用した学習環境を維持するため、転

入教職員へのＩＣＴ教育研修の充実を図ってまいります。

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

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

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

信してまいります。

スタートから７年目となる「ふるさと学習」については、「ふるさと読本」を活用した

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

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

ることのできる町独自の学習を進めてまいります。

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

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

ます。あわせて、現在実施している生徒の各種検診のうち、引き続きピロリ菌検査を２次

検査まで無料とし、生徒の健康増進と保護者の負担の軽減を図ってまいります。

学校施設は、子ども達の学習、生活の場であることから、安全、安心な教育環境の整備

に努めてまいります。

本年度は、大島小学校の暖房設備の改修や松前中学校の外壁塗装を実施し、学校施設の

長寿命化を図ってまいります。また、子ども達が自然災害から身を守るための防災教育や、

教職員へのＡＥＤの研修会の充実など、子ども達をはじめ、利用者の安全を確保してまい

ります。また、老朽化している教職員住宅は、計画性を持って維持、管理に努めてまいり

ます。

良好な教育環境に整備された松前中学校のグラウンドは、生徒の授業や部活動での利用

はもとより、スポーツ団体等の積極的な利用促進を図ってまいります。

要保護、準要保護児童生徒の就学援助では、入学準備に必要な学用品費の支給について、

引き続き入学前の年度中に支給し、子ども達が安心して通学できるよう保護者の負担軽減

を図ってまいります。

松前高校は、本年度から地域連携特例校として、協力校からの遠隔授業や生徒間の交流、

教員間の研修などのほか、都市部の大規模校から進学者向けの授業の配信を受け、学力の

地域間格差の解消に取り組み、合わせて「書道教育」「松前学」「国際理解教育」を三つ

の柱とする教育を進め、魅力ある高校づくりを推進しております。

この取り組みに対し、日本に留学している高校生を松前高校に招聘しての国際交流教育

活動事業への支援、通学定期券購入費、下宿費及び見学研修旅行費に対する補助を継続し

てまいります。

また、生徒が希望の進路を実現するための対策として、公務員対策講座の開設や進学の
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ためのスタディサプリ高校講座の利用経費及び受験する全ての生徒を対象にした、各種資

格取得に要する経費に対する補助を継続してまいります。

更に、松前高校から看護学校への進学を希望する生徒に対し、新たに看護講座を開設す

るとともに、就職、進学のための模擬試験に要する経費に対する補助を行い、保護者の負

担軽減と松前高校の魅力ある学校づくりを支援してまいります。

これらの事業を広くＰＲするため、パンフレットの増刷とポスター作成に対して引き続

き補助してまいります。

奨学資金の貸し付けについては、貸付金額や償還債務の免除規定など、保護者等に対し

て貸付内容の説明と周知に努めてまいります。

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

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

ながら、保護者の方々のご意見などを参考に松前高校と協議してまいります。

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

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

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

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

せるとともに、いじめの早期発見、早期解決に努めてまいります。

国において労働環境の改善が議論されるなか、平成３０年度に策定した「教職員の業務

改善のための取組」に基づき、長期休業期間中に学校閉庁日を設けるなど、学校現場にお

ける教職員の時間外勤務等の縮減を図り、教職員が本来担うべき業務に専念できる環境整

備に努めてまいります。

次に、学校給食について申し上げます。

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

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

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

食育の推進に努めてまいります。

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

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

に努めてまいります。

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

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

次に、社会教育について申し上げます。

近年、生活環境や家庭環境が大きく変わり、各種団体やサークルにおける活動者の減少

や後継者不足が課題となっています。更に、家庭や地域の教育力の低下が指摘される中、

地域全体として子育てと学びの環境づくりが求められていることから、平成２９年度に策

定した「第６次松前町社会教育中期計画（５ヶ年）」に基づき、松前町の社会教育事業を

推進してまいります。

家庭教育を高めるためには、子育てや家庭教育をサポートする必要がありますので、保

護者を対象に引き続き「子育て応援セミナー」の開催や、未就学児の親子が集える場所の

環境整備に取り組んでまいります。

地域の自然を生かした自然体験学習については、豊かな心や郷土愛を育む貴重な事業で

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

ことを目標に取り組んでまいります。
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小学校６年生を対象にした愛媛県松前町（まさきちょう）と、また、中学生を対象に福

島県伊達市梁川中学校と実施している姉妹都市児童、生徒交流事業については、それぞれ

の気候、風土の違いや歴史的な背景を学習するとともに、姉妹都市のより一層の結びつき

や自己の見識を高めるため、継続して実施してまいります。

情報通信技術の発展により、インターネットやＳＮＳによる個人情報の漏洩等のトラブ

ルが社会問題になっています。このようなことから、松前町青少年健全育成連絡協議会な

ど関係団体と連携を密にしながら、青少年の非行防止と健全育成に取り組むため、「あい

さつ運動」や「少年の主張大会」を実施してまいります。

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

生活をおくれるよう、楽しく集まることができる健康づくりの場としても、多くの方々に

参加していただけるように創意工夫をしながら継続して開催してまいります。

町立図書館については、昨年４月から、これまでの民間委託から直営で実施してまいり

ました。スムーズな管理運営が行われており、各種事業への参加者も増加しております。

今後も学校との連携や利用者の趣向に配慮しながら、充実した図書館運営を目指してまい

ります。

次に、文化・スポーツについて申し上げます。

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

積極的に提供するなど、文化に親しむ環境づくりを進めることが大切です。町民の方々か

ら発表や交流の場として親しまれている町民文化祭や地区芸能祭など、町民の方々や子ど

も達が行う各種文化活動を引き続き支援してまいります。

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

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

パフォーマンス」をはじめ、「子ども書道塾」や「マグロまつり席書大会」「金子鷗亭記

念・児童生徒書き初め席書大会」を実施し、優秀作品の町内展示などを通して、「書のま

ち松前」の一層のＰＲと情報発信に努めてまいります。

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

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

ル面やスキル面の成長による人づくりに向けて、各種少年団活動を引き続き支援するとと

もに、プロスポーツ選手を招聘した教室を開催し、スポーツに親しむ機会の充実や夢を描

ける環境整備に努めてまいります。

また、現役世代においては、生きがいや健康づくり、指導者としての夢や人づくりのた

め、高齢者においては、楽しみや健康づくりのための軽スポーツとして、関係団体や町長

部局との連携を図ってまいります。更に、誰もが参加しやすい環境づくりに努めるととも

に、町内のスポーツ各種団体等の活動のサポートや他町とのスポーツ交流などを通して、

スポーツの推進に努めてまいります。

最後に、文化財の保存、活用について申し上げます。

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

画(１０ヶ年)」に基づき整備を進めておりますが、本年度は、引き続き暴風雨により被災

した二ノ丸地区の復元した土塀の災害復旧工事を実施し、本年度完成を目指して整備して

まいります。

また、福山城天守整備については、これまでの各関係者との協議を踏まえ、昨年１２月

の松前町議会第４回定例会において、行政報告をさせていただき、木造復元による天守整

備を進める方向で、検討していくこととなりました。町民の皆様をはじめ、北海道及び全
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国の方々のご理解とご支援をいただき、事業推進を目指してまいります。

なお、本年度においては、福山城天守を含む全体計画となる「本丸地区整備基本計画

（仮称）」を策定するため、「史跡福山城保存整備審議会」を立ち上げ検討してまいりま

す。

松前城資料館は、年間約４万人が訪れる松前町と北海道の歴史の象徴的施設となってお

り、福山城の城郭がわかるような「縄張図」や天守木造復元の歴史的資料となる写真等の

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

を開催し、松前町の歴史の発信に努めてまいります。

日本遺産登録となった「北前船寄港地・船主集落」の認定自治体として、また昨年３月

に国の重要無形民俗文化財に指定された「松前神楽」をはじめ、無形民俗文化財等につい

て各種保存団体と連携し、ふるさと学習の場も活用しながら、保存伝承及び周知に取り組

んでまいります。

以上、平成３１年度の松前町教育行政執行方針について申し上げましたが、教育委員会

と致しましては、子ども達ひとりひとりが、ふるさと松前への誇りと愛着を持って、変化

の激しい社会を生き抜く力を身につけ、全町民が生涯にわたって心豊かに生活していける

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

様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時５２分)

(再開 午前１１時０６分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

これより平成３１年度町政執行方針及び平成３１年度教育行政執行方針に対する質疑を

行います。

質疑ありませんか。

１番。

○１番(飯田幸仁君) 質問を三つほどしたいと思いますが、まず最初はですね、町政執行

方針の１ページ目なんですけども、括弧でくくってます働く場の維持、創出、交流人口の

拡大、安心して暮らせるまちに、次世代の子ども達へという、括弧でくくってあることと

現在の人口減の歯止めがかからないこと等に結構矛盾が生じてるイメージがあるんですが、

この松前町として生き残っていくためには、ちょっと不安でたまらないのが実は胸の内に

ありまして、これは、この５ヶ年とか１０ヶ年の中でこういう項目が出るのだったらわか

るんですけども、今年１年間の町政執行方針としては、ちょっとアバウト過ぎないのかな

と思った、ちょっとイメージがあったので、これについて、もう少し具体的にお話ができ

たら聞きたいと思います。

次にですね、５ページ目なんですけども、観光についてです。中段あたりにですね、イ

ンバウンドにも配慮した効果的な受入整備に努めてまいりますというところがあるんです

けども、現在対応してるのは、看板、あるいはパンフレット、その辺に対する外国語表記

だけです。実際に私もちょっとお手伝いさしていただいてますが、ほとんど対応はなって

ないと言った方がいいんじゃないかなというふうに感じました。今、日本で、テレビ、新

聞等で温泉地に外国人がたくさん来ててっていう話をよく耳にしますけども、その根幹っ

ていうのは、やはり、外国人の方が、実際にここの場所に住み着いて、その方々の発信に
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よるものがインバウンドで成功している例がほとんどです。なので、日本人が頑張って外

国、外国ってやっても、インバウンドの方が来たときに、あまりにも文化や習慣のイメー

ジが違い過ぎるので、結構大変だなというふうな印象受けましたので、いっそのこと、例

えば町から観光協会などに話を持ちかけて、いっそのこと外国人１人雇って海外に向けて

発信すると。海外に向けて発信するということは、逆に言えば日本人に対しても発信する

ことになるんじゃないかなと、そのように感じましたので、それについての回答をいただ

きたいと思います。

もう一つの方、最後なんですけども、１０ページ、１１ページのちょっとおおまかなこ

となんですけども、建設についてはですね、具体的な表記がしてあります。例えば、橋り

ょうの清部線ですとか弁天線ですとか、今年１年間にやらなきゃならないこと、あるいは

１１ページの豊岡地区２棟８戸とか、こういうふうに具体的な数字が出ているのはありま

す。これは、建設についてはわりと具体的に発信されてるんですが、それ以外のことにつ

いては、何となくアバウトな方針なんじゃないかなという印象を受けましたので、それに

ついても回答いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、執行方針の１ページ、働く場の維持、創出、交流人口の拡大、

安心して暮らせるまちにと。更には、次世代の子ども達へというふうなを具現化する施策

を確実にっていうふうな表現しているところであります。まずもって、これは、３１年度

の執行方針でありますが、やっぱり基本となるのは町の１０ヶ年計画、総合計画、更には

総合戦略だというふうに思っております。その総合戦略の中から、このような捉え方をし

て、戦略的な組み立てをしているから、こういうふうな表現さしていただいたところであ

ります。人口減少、本当に函館市でも減る、札幌でも減るっていうふうな状況であります

ので、私どもの町、なかなか歯止めがかからない状況でありますが、しかしながら、住ん

でる人もいるわけですから、町民をしっかり守るのが我々の責務だと思っております。い

ろんな政策を、施策を講じながら、人口減少の少しでも歯止めかけれるような状況にして

いきたいというふうに思っております。まずもって、総合戦略で長いスパンで見ているっ

ていうふうなことをまず理解していただきたいというふうに思います。

それから、インバウンドの関係であります。確かに、議員おっしゃるように外国人に対

しての配慮って言いますか、そういう環境ちょっと不足している部分もあるのかなという

ふうに思っているところであります。それといま、観光協会に外人の皆さん、外人の人を

こうっていうふうな提案もいただきました。これにつきましては、前向きにって言います

かね、必要なことだなというふうに思っているところであります。いずれにしても、イン

バウンドにつきましては、来てもらうために環境を整備するとともに、函館市が大型クル

ーズ船、どんどん誘致してますので、本当に函館市と一緒に、できたら松前町も一緒に取

り組んでいって、例えば、クルーズ船は前は計画したんですが、松前港の沖に停泊させて、

花見に来てもらうとか、そういうふうな状況も視野に入れながら、インバウンドの対策を

進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、建設関係であります。これは、我々にしてみると、実際工事でやる場所をわ

かりやすく執行方針の中で表示しているところであります。細部につきましても、まだま

だ建築、土木については、町営住宅の中の改修だとか修繕だとかっていうのも予算措置し

ておりますので、ここで表現してるのは、あくまでも大きな工事っていうふうにわかりや

すく表現させていただいたっていうふうに思っています。アバウトだっていうような指摘

になるんだがもしれませんけども、そういう内容で理解していただければなというふうに
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思ってます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) まず、二つ目の質問の観光については、何となくわかりました。ち

なみに、外人じゃなくて、外国人と言っていただければありがたいと思います。

この１番と３番についてなんですけども、３番については、建設の方にはわりと詳しく

書いてあるんですが、この建設の平成３１年の内容の部分と、この頭の部分が、片や非常

に詳しく表現してあって、それ建設以外の部分に関してはアバウトなので、総合戦略に沿

って表現されてるのは十分理解してるんですけども、でも、具体的にじゃあ今年、この１

ページ目の括弧の部分は、じゃあ具体的に何をやるんですか。これから予算の話も出ると

思うので、予算の方でもいろいろと見てみたいと思うんですが、これを平成３１年に具体

的に進めるためには、どういったことが予想されるっていうか、計画として立てているの

か、それを教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 訂正させていただきます、外国人というふうなことで表現させてい

ただきたいと思います。

今、具体的な部分のご指摘ございましたが、全て網羅っていうふうなことになりません

が、具体的な個所付けにつきましては、記載のとおりだというふうに理解していただけれ

ばと思います。個別にどこの部分をどうするのかっていうことになればお答えできるかな

と思うんでありますが、この執行方針の中でっていうことになると、ちょっと具体的な質

問していただければ答弁できるかなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

２番。

○２番(沼山雄平君) 町政執行方針のですね、９ページ、健康づくりと予防についてと、

もう１点は１２ページから１３ページの防災について、この２点伺いたいと思います。

まずですね、９ページ、健康づくりと予防についてでありますが、胃がんの発症に関係

の深いピロリ菌の検査を特定健診と同時に実施できないか、これを関係機関と協議を行っ

ているということでありますが、もう少し具体的な計画と言いますか、内容と言いますか、

もう一歩踏み込んだところの町長の気持ちをお聞きしたいと思います。

もう１点は防災でありますが、１３ページの防災についてでありますが、昨年の北海道

胆振東部地震による大規模な停電が起きたわけでありますが、その後松前町にどのような

弱点があったのか、こうしたことは既に検証されていることと思いますが、今回のことに

よって気付かされた、また強化すべきことも見えてきたのではないかと思います。そこで、

ここでは照明設備の確保とありますが、避難所のことだと思います。この避難所のことと

と言いますと、避難所へ続く避難路の案内表示板が暗闇の中で光ることもせず、案内表示

の役割を果たしていないと。このことに関して、今後どのような対策を講じていくのか、

この２点伺いをしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の健康づくりについて、ピロリ菌の質問がございました。関

係機関と連携をとるんだというふうな表現をさせていただいておりますが、まずもって基

本となるのは、やっぱり町立病院と委託契約を結んで６月、７月の期間に特定健診と一緒

にできないか、それを一緒にできることによって、受診する人が増えるっていうふうな期

待もしているところであります。１人でも２人でも多く受診していただければなというふ

うな思いで、検討をさせていただいているところであります。
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それから、本当にブラックアウトを経験した中で、本当に避難所の照明の関係について

のお尋ねでございます。本当に町では避難所３４箇所抱えているところであります。その

中で主たる避難所って言いますか、全てに網羅した、対応できる避難所ってのは９箇所あ

るわけであります。まずもって、そういう９箇所の避難所を優先的に照明に関わる部分、

例えばＬＥＤの電球、それからスズラン灯などなど、ドラムコードなどなど整理しながら

進めて行きたいというふうに思っているところであります。一回に対応することも難しい

部分があるんだろうというふうに思います。本当に段階的に解消をさせていただきたいと

いうふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 今の町長の答弁、防災に関しての答弁なんですが、私聞いたのはで

すね、避難路、避難路の案内表示板がブラックアウト、大規模停電の中ではその存在すら

表示しないということに関して、これは素早く対応していくべきでないかということをお

聞きしたんですが、ちょっとこの点、もう１回お願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 避難路、大変失礼しました。避難路の照明というふうなことであり

ます。避難路の路線、７３本ございます。それで、ソーラーの照明灯や避難路表示板の反

射表示を設置するっていうふうなことではなくて、今考えているのは、まずもって町民の

皆さんに懐中電灯を用意していただくことが優先かなというふうに思っているところであ

ります。ちなみに、今回７３本の避難路、１路線に３箇所の照明をつけた場合、３箇所、

一つの避難路に３箇所の照明をつけた場合に、どれくらいの工事費になるのかなっていう

ふうなことを職員に積算していただいたところであります。７３路線で約２億２千万ほど

かかるというふうなことを計算していただいたところであります。いずれに致しましても、

避難路線、避難路は各地域地域で状況も違っておりますので、いろいろ、まずもって非常

時持ち出しには、必ず懐中電灯を用意していただきたいというふうなことを町民の皆さん

にＰＲをしてまいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) まず、ピロリ菌の関係ですが、防災無線等でたびたびピロリ菌の検

診をぜひ受けたことのない人は受けてくださいと。ただ、積極的に検査受けられる方に関

しては、概ね頭打ってくるのかなという気します。そうした意味では、やはり消極的に検

査を受ける気持ちはあるけれども、なかなか病院まで足向かないと。こういった人達に対

しては非常に有効な対策でないかなと思います。これはぜひ積極的に進めていただきたい

と思います。

次に、先程の防災に関しての町長の答弁ですが、災害から町民の生命、財産を守るとい

うこうした文言はよく目にするわけですが、それがどこまで本気に考えているのかという

ことを言わざるを得ないわけですが、一度大地震、それから停電、津波となった場合、海

岸周辺の人、それから河川周辺、それから海抜の低いところに住んでいる人にとっては、

この避難所は命を繋ぐ道になるということです。そこに目印がないということは、非常に

危ないと私は言ってるわけですよ。これに対して素早く対応するべきでないかと。ある程

度方向を示すべきではないかということを申し上げているので、町長、この件に関して、

もう１回ちょっと答弁お願いしていいですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にお尋ねの内容も十分理解できるわけであります。段階的にや

れればというふうな検討を、まずさせていただきたいと思いますし、予算的なお話もさせ
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ていただきましたけども、７３本一斉にということなると、大変厳しい状況になるんだと

いうふうに思っております。ご意見参考にしながら検討させていただきたいなというふう

に思っておりますし、やっぱり命を守る道路っていうのは、正しくそのとおりだというふ

うに思いますので、検討させていただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番、４番だ。

○４番(近江武君) 松前町の現状を考えた場合において、人口減、あるいは高齢者につい

てですね、それから漁業関係、加工場の衰退、松前町の財政を考えた場合はね、大変なこ

の予算編成に苦労してるなということが見受けられます。そこでね、今年度の予算の中で

特筆すべきことは、ドクターヘリポートの整備とタクシー、ハイヤー事業の補助金、ある

いは北朝鮮の着漂船処理の委託が特筆すべきことだろうと思っております。大変苦しい財

政の中で苦労してるなという点でございます。

次にお伺いしたいことは、松前町の水産、基幹産業であります水産、あるいは加工業の

実態を考えた場合にね、大変な状況にあるわけです。町長の執政の中で、これらに対する

具体的な対応というのがね、ちょっとインパクトがないなという感じで見えるんですね。

特に水産加工においては、松前町の雇用のね、４００人、５００人という雇用の場が失わ

れつつあるんですね。そういう意味合いからね、その対策等につき、漁業及び水産加工に

対する、そのね、町長の考え方をお伺いしたいなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産加工業、スルメの加工に対する考え方だというふうに思ってお

ります。執行方針の中でも全国的なイカの不漁だというふうなことで、原魚が確保できな

い、従って結果として雇用の場の確保できない状況になっておりまして、町内の事業者も

廃業する人が出てきているのが現状であります。本当に厳しくここの部分については捉え

ているところでありまして、なんとしてでも雇用を守る、本当に雇用を守ることを優先的

に考えていくっていうふうな状況になってきてるんだろうなと自分で思っております。ま

ずもって、過去にどのような取り組みをしてきたかっていうことをまず言わせていただき

たいなと思います。

まず、平成２８年度から３０年度まで、執行方針の中で商工事業者の経営改善等の支援

補助金を３年間実施させていただきました。その中で１０の水産加工事業所の方がその精

度を利用していただいているところでありまして、それから２９年度、これは雇用するお

母さん方の働く場の雇用保険の関係がありまして、雇用保険の、雇用確保緊急奨励金って

いうふうなものも創設しながら、延べ３８８人のお母さん方の雇用保険の関係の支援もし

てきているところでありまして、それから３０年につきましては、ゴロの処理に関する部

分で、事業者が負担するゴロの運搬費、処理するゴロの運搬費を協議会の方に通じまして

支援をしてきているっていうふうな状況であります。いろんな方法で実施をしてきている

ところでありますが、現状を言いますと、本当にイカの原魚の、イカ漁の状況っていうの

は予測ができない状況であります。本当に前浜、あるいは日本全国で原魚の確保ができる

状況が一番理想だと思いますし、ぜひそういうふうになってほしいんだっていうふうな強

い思いもしているわけでありますが、何かと現状、先が見えない状況であります。行政と

してこれからそういう状況下の中で、きちんと業界の皆さんから情報の提供を受けながら、

やれる方法はまだまだ支援する方法はあるんだろうというふうに思っておりますが、少し

先が見えない状況がありますので、正しく業界から情報をもらいながら、それで支援する

方法、何としても松前からスルメの加工をなくさないような支援方法があれば、本当に前
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向きに検討していきたいと思いますし、急務だというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) やはりこれはですね、緊急な課題だと思うんですね。そして、私以前

から、以前にですね、一般質問の中で松前港にイカ着業船の誘致をね、した方がいいんじ

ゃないかという提言したことがあります。ですから、そういう原魚が足りないんであれば、

結構外来船も各地来てね、松前港を素通りして檜山管内にのぼってる分もたくさんおりま

す。ですから、業界と協議しながらね、行政がね、やっぱり主導的にね、そういうような

誘致するような体制もね、取り入れた方がいいんじゃないかと。そうすることによって原

魚不足が開放される面もあるんではないかなと思っておりますので、その点についてもね、

やっぱり考慮していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 外来船の対策だというふうに思っております。本当に外来船が松前、

大島、小島、奥尻付近に、海域でスルメイカが漁模様が良ければ、必然と外来船は集まっ

てくるんでありまして、かつては外来船を江良の港にも、それから江良漁港にも、それか

ら松前港もたくさんの隻数が入っている時期もありました。しかしながら、今現状言いま

すと、奥尻、松前、大島、小島周辺での漁模様ってのはあんまりかんばしくない状況なん

であります。何とか前浜の漁がいい状況になることを、まずは期待をしていきたいなとい

うふうに思ってます。

２年前に稚内が大漁しました。そのときに、当時羽幌の町長なんですが、イカ釣り船は

いないんだけども、稚内さ行く船がいっぱい入ってくんだと、相当な経済効果があったん

だというふうなことを言っておられました。確かにそのとおりだなというふうに思ってお

ります。まず漁場の形成で、松前近海でのイカ漁が、本当に前のように復活できるような

状況になってくれればいいなあというふうに思っております。

しかしながら、これはやっぱり流れものでありますので、今現状いろんな課題がありま

すので、先程もお話しました、答弁しましたけども、加工業界の皆さんと連携しながら、

今何を支援できるのか、何を支援すべきか、しっかり意見交換しながら進めていきたいと

いうふうに思っています。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 考え方はよくわかりました。大変、今の現状考えたらね、本当に松前

のスルメ産業がね、加工産業がもうなくなるんでないかという大変厳しい状況にもありま

すので、よく団体の皆さん方と協議しながら、役場でもって手助けできるものは手助けす

るんだという、そういう方向もってね、望んでほしいなあと要望致しまして、質問終わり

ます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番。

○３番(福原英夫君) 第１回の定例会、いよいよ始まりましたんで、いろいろと質問した

いと思いますけども、適宜答えてほしいなと。

ヤリイカ漁始まって、それと磯のり、岩のりもまあまあ採れないと言って、生育が弱い

と言ってでも、まずまず離島小島、宝の島からもとって、そして磯づたいも漁業者が少な

いけれども、それ相応に頑張っていい漁をしているようでございます。ヤリイカは、なか

なかこれからでございますんでね、自分もお手伝いに行きますけども、期待してるもので

す。

まず、ページ３ページ、漁業の関係、やはり町長も漁業の関係と加工産業について、随
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分心を傷めてるんでないかなあと。そんな意味で、今年、去年の執行方針見ましたら、こ

ういうような数字で町長が執行方針に盛り込んだということはなかったんです。今回はナ

マコの放流ですとか、ウニのむき身をやるだとか、奨励するだとか。それとスルメ加工業

の将来、これをどうするかっていうことで書かれておりました。それでまず、ページ３ペ

ージ。

その次に、ページ４ページに畜産業、肥育をやるですとか、本格的に今年度から入って

いくわけでございますから。今日質問する内容については、詳細は一般質問で、予算のと

きにしますけれども、大まかなところだけ答えていただければなと思ってました。あとは

担当課といろいろ質問したいなと。

まず、畜産業について、やはり今は民間との連携が重要視してるなあというふうに思っ

てましたし、それの考え方。そして担い手をどういうふうに育成するのかなと。それと飼

育を導入するってことは、以前松前の黒毛も飼育に挑戦しましたけれども、今は中断して

るんでしょうかね。なかなか定着しなかったかなあと思ってましたんで、しとひが弱いわ

けさ、ごめんね、しとひがね、しゃべれないです、ちょっと我慢してくださいね。

それと、ページ５ページ、観光産業は重要な産業でございます。そこのところを町長が

どういうふうに解決すんのかなあというふうなことが、具体的にちょっと弱かったもんで

すから、何か考えがあれば、町長答弁願います。

それと、指定管理者制度、経費が年々増大するし、費用対効果、現状のままの運用はど

うなのかな、町長はどういうふうにこの指定管理者制度を持って行くのかなと。それで、

ある市町村で、財政、ザイトウを切り崩してしまって、公共施設を老朽化して、それを閉

鎖したり、職員を６０％ぐらい非常勤職員にしたりと、そんなことで何かここは町とやは

り指定管理者と、指定管理者に任せるだけでなく、やっぱりここのところ連携プレーかな

あと思ったもんですから、町長がそこのところ何か具体的にね、やはり底上げしてあげる

ような考え方、ちょっとでもお持ちであれば答弁していただきたいなと。

それと、ページ９ページでございます。病院の関係。体制も整ってきました。それで、

今後どのように連携して、そして役割分担をどういうふうにしていくのかなあと。それで、

管理者がこういうふうに本格的に４月１日から配置しますんでね、町長も病院の方に足を

運んでいると思いますけれども、やはり密な連携の中でこの町立病院っていうのは、地域

の福祉の殿堂だと思って、基幹を成すものかなと思ってましたんで、町長、今後の連携と

役割分担について、ちょっとお聞かせください。

その次に、ページ１２ページ、ハイヤーの維持、確保、支援、このことで初めて載っか

りました、載せました、いっつも心配してました。ハイヤー会社がいつどういうふうにな

っていくのかなあと、日曜日動かないし、それと利用者も少ないなということで、町長自

身はやはりここも悩んでたんでないかなと。この決断っていうの大変な決断でなかったか

なと思ってました。それで、ここのところも町長が考えている、お考えを少し教えてくだ

さい。

それとページ１５ページ、税収について。先程町長も執行方針で言われてましたけど、

一般財源の確保、なかなか年々下がっていきます。それで、環境アセスの関係で自然エネ

ルギー、約８万、２２基でしたか、あれ、今環境アセスやってるんですか、新聞等で出て

ましたよね。そんなことで自然エネルギーからの税収っていうのは、やはり一般財源を補

う部分として大きいかなと思っていたもんですから。それで、もう既に自然エネルギーか

ら税収上がってますけども、現状と将来的な見通し、売電エネルギーを含めて、やはりど

ういうふうに見通してるのかなあと思って。その数字がわかれば、把握してれば答弁願い
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ます。

それと、町債の残高。平成１３年に８３億５千万某の残高があったんですけども、平成

２５年には５８億まで落ちました。それで、現在の残高が７１億６千万、それで、この町

債のザイトウで見てみると、やはり公共事業に対する比重が大きかったわけでございます。

今年の３０年度の議会だよりの契約件数だけを計算してみました、はじいてみました。７

億以上が建物と土木関係で投資してました。私はそれを悪いっていうことでないんです。

必要だから投資するわけで、それを使うっていうことはいいんですけども、そこのところ

を今後の見通し、ちょっとお願いしたいなと。

それと教育の執行方針、やはり教育長頑張って執行方針にしていただいたんで、二つだ

け。まず、ページ３ページ、児童生徒の体力向上、ここのところ、この間の新聞で全道平

均から下、渡島管内が。檜山が北海道ナンバー１、全国でもトップクラス。それで、この

間、有名な指揮者の小澤征爾さんのテレビ番組見てたんですけども、こんなこと言ってま

した。小沢さんはラグビーが好きで好きで、しかし、ピアノは小さい頃からやってたそう

ですよ。しかし、お母さんにも反対されたけども、ラグビーを高校時代続けたそうです。

それで指が骨折したり曲がったりしたそうです。そのときに言われた言葉が、中国人の指

揮者のなり手が身体からエネルギーが発散されたんだと、日本人はそういうのがないと。

体力がないっていうことなんです。物事を挑戦するのに、この時期が一番大事なんです。

ですから、松前町の子ども達の体力づくり、担当課いろいろ考えてると思いますけども、

教育長としてどういうふうに考えているのか。

それとページ４ページ、松前高校への支援、これだけしてます。まだまだ足りないのか

なあと思う感じもしますけれども、それで生徒の確保、今年は２６人試験を受けました。

４０人の中学校の３年生でしたね、４３人でしたか。そんなことで将来は減少してきます。

外部からどう入れるかという、そして個性的な人達がこれからどんどん育ってきますんで

ね、その授業を考えていかないと沈下していきます。それで、知内町が外部からの野球を

やる子ども達がいたり、ブラバンをやりたくて行く子ども達が知内町は多いです。今年も

松前町より多い５０何人、その他推薦入学があると。ですから、こことの両輪かなあとい

うふうに思ってましたんで、教育長の考え方をここのところでお聞かせください。

以上、ちょっと長くなりましたけども答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原委員から質疑をいただきました。１点目のウニのむき身につき

ましては、本当に漁業協同組合大変頑張っていただいておりまして、順調に販路も拡大し

つつあるような話を聞いておりますので、引き続き頑張っていただければなというふうに

思っているところであります。

それから、畜産業のお尋ねがございました。民間企業との連携、更には担い手の育成、

それから肥育を導入するんだというふうな、どういう形なのかなというふうなことだと思

うんでありますが、まず民間との連携、大事なのは町内の宿泊施設等、いろいろ観光に加

わってる事業者の皆さんとか、その方々と連携をすることが大事だと思いますし、それか

ら、担い手対策の関係で、大学、畜産大学との連携もしていかなければならないし、して

いくつもりで、肉牛の改良センターの建設を提案していきたいというふうな考えでありま

す。

それから、肥育することによりまして、今までは、かつて牧場まつりで町民の皆さんに

も肥育した牛の肉を提供してたんですが、しばらくやっておりませんので、まずもって肉

牛改良センターの環境が全て整いましたら、次は肥育もやっていくというふうなことであ
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ります。そういうことを想定しますと、やっぱり肉を消費するためにも旅館の皆さんとか、

いろいろ観光に携わる人方との連携が必要になるんだろうなというふうに思っております

ので、そういう大きなイメージで松前の黒毛牛、黒毛の牛を全国に発信できるような土台

をつくっていきたいというふうに思っているところであります。本当に、農家も、畜産農

家も堅調に頑張って、農家の戸数減っておりますけど、１億７千万、８千万の年間の売り

上げがあるようでありますので、ですから、ここを松前から畜産の灯を消さないような取

り組みがいよいよもって肉牛の改良センター、一歩踏み込んで行くというふうに理解して

いただきたいというふうに思っております。また、これ実施することによりまして、いろ

んな課題も見えてくるんだろうなというふうに思っております。その都度やっぱり議会の

皆さんの意見も聞きながら、本当に対応して向かっていきたいというふうに思っておりま

すので、ぜひご理解いただきたいなというふうに思っております。

それから観光の部分であります。本当に観光客の減少は、町内の経済に大きな影響あり

ますので、前段、飯田議員からもございましたけども、やっぱりインバウンドの外国人の

皆さんとの関わりが大事だんだろうなというふうに思っております。本当に広域の連携と

りながら、函館市長とはよく会合で会うんですが、やっぱり函館観光は、松前と江差を抱

かないと観光成り立たないというふうな表現を函館の市長、工藤市長が言っておりますの

で、私どもも同じであります。やっぱり函館と広域的な連携しながら、江差にも行っても

らう、そういうふうな広域な連携が大事だというふうに思っておりますので、どんどん函

館市と連携をとって、インバウンドの外国人の誘致に向けても頑張ってまいりたいという

ふうに思っているところであります。

それから、指定管理者制度であります。現在指定管理、三つの施設を指定管理をさせて

いただいております。直営で、指定管理のメリットっていうのは直営で経営するのと、管

理していただくのと、本当に経済的な負担の、経費の関係なんでありますが、業者の皆さ

ん頑張っていただいておりまして、何とか現状の指定管理を受けていただけるような状況

になっているところであります。しかしながら、やっぱり指定管理をさせていただいて、

その受けた業者が赤字になるような展開は、行政としてはあってはならないというふうな

思いでありますので、常日頃情報をもらいながら、今年の経営はどうですかっていうふう

な話をさせていただきながら、それから、設備的にここ補修が必要だとか、経費かかる部

分は、これは、やっぱり指定管理をお願いしている町の方できちっと対応していくような

体制づくりを、ずっと今も職員と進めてきております。指定管理を受けていただいて赤字

になるようなことは、やっぱり我々としてはできないので、少しでも黒字になれるような

支援は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。

それから、病院につきましてであります。役割の話をしていただきました。執行方針に

書いているとおり、４月から山本和利教授が病院事業管理者として着任する予定になって

おります。何回かお会い致しまして、お話をさせていただいておりますけども、きちんと

辞令交付のあとは、いろんな課題がありますので、医師の確保、それからナースパワーっ

て言うんですか、ようはマンパワーの不足な部分がありますので、八木田院長とは常日頃

から話をさせていただいて、大変厳しい中でも病院の皆さん、職員の皆さん頑張っていた

だいておりまして、経営が安定してきておりますので、引き続きここの部分は、新しい病

院事業管理者と病院長と連名を密にしながら対応してまいりたいなというふうに思ってお

ります。

それから、ハイヤーの部分であります。本当にお年寄りの高齢者の方、それから身体に

障害のある方もおります。やっぱり函館バスも、大漁くんバスもそうなんでありますが、
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やっぱりタクシー、ハイヤーは公共交通、この地域からなくしてはならないというふうに

思っているところであります。平成２１年に町内で運行していた、当時ですね、相互ハイ

ヤーが撤退するということを受けて、現在の松前ハイヤーが事業を継承しているところで

あります。ハイヤー事業を取り巻く環境、先程も申しましたが大変厳しい状況にありまし

て、更には大漁くんバス等々バス、あるいは有償の、福祉有償運送や介護タクシーなどと

競合する部分ありまして、大変厳しい状況になっております。それから、お話を聞きます

と、ここ数年大変厳しい経営をされているというふうなお話を受けております。しかしな

がら、きちんと公共交通の役割を持たなければならない状況でありますので、不特定多数

の方々が利用するハイヤー事業を、町内からなくするというふうなことにはならないとい

うふうに思っておりますので、これからもハイヤー事業者と情報もらいながら、一定の支

援をしていきたいというふうに思っております。とりあえず、３１年度はハイヤーの人件

費、運転手含め、それから配車する事務員を含めまして、人件費分を補助しようとしてい

るものでありますので、ご理解いただきたいなというふうに思っております。

税収についてであります。税収について、本当に財政の基本であります税の確保が最優

先であります。しかしながら、町内の経済状況、税収が伸びるような状況にはなってきて

いないのもご指摘のとおりであります。きちんと税収を確保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。

それから、自然エネルギーについてのお尋ねがございました。いよいよもって風車、風

力発電が相当な基数が稼働してきているところであります。この４月からは大きい風車も

稼働するようになるわけであります。３１年度の当初予算におきまして、固定資産税、償

却資産になります、これは風力の関係でありますが、約２００万を税収として予算を計上

しておりますし、町内には太陽光の事業者もおります。太陽光の事業者につきましても、

３１年度の課税になる見込みであります。数字的にはまだおさえておりませんが、間違い

なく太陽光につきましても所得資産で税収があるというふうなことであります。いずれに

致しましても、安定した財政運営のために貴重な財源でありますので、税の確保に全力を

向けてまいりたいというふうに思います。

それから、町債の残高、現在７０億円超えてるようなご指摘がございました。やっぱり

公共事業、松前中学校の改築等々取り組んできている部分あります。それで起債の額が、

町債の額が増えてきている状況であります。財政運営の要でありますので、きちんと財政

の推移を見まして、起債をおこしていくというふうに考えておりますので、本当に安定し

た、しかしながら過度の借り入れはやっぱり避けなければいけませんので、将来負担のな

るような起債の起こし方はできないと思っております。ここは慎重に、推計を見ながら対

応してまいりたいというふうに思っております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 福原議員の方から、２点ご質問いただきました。児童生徒の体力

向上について、全道の比較の中で檜山がナンバー１、渡島については若干下がっている。

更には小澤指揮者の関係もお話をいただいたところでございます。松前町の小学校、中学

校の体力調査の結果を見ますと、身長、体重とも全国を上回っております。いわゆる体格

は大変いいところでございますが、上体起こし、更には柔軟性など持続力、若干課題が見

られる、そういうふうな内容でございます。しかし、運動やスポーツを好きと答える子ど

も達が多く、体育の時間が楽しいというふうに答えていただいているところでございます。

そういう中でもって、各小学校、更には中学校では各学校独自の体力アップの授業を実施

しておりまして、またこのような状況から、松前町においては、平成３０年度において、
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体育専科という加配の制度を活用して、先生を１人多く松城小学校に配置していただきま

して、各小学校、松城小学校、小島小学校、大島小学校を巡回しながら体力アップに力を

入れてるところでございまして、これは、すぐ結果出ないところでございますけれども、

調査の中で、４月から７月の中で体育が好きになったよというふうな子どもが出てきてる

のが現実でございまして、来年、再来年になるとまたこの結果が上昇していくんではない

かなというふうに期待しているところでございます。

福原議員おっしゃるように、心技体と申しますか、やはり身体が基本でございますので、

これかれも小学校、中学校の子ども達の体力アップに力を入れてまいりたいと、そういう

ふうに考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

２点目でございます。松前高校の支援と生徒確保について、ご質問いただきました。平

成３０年度、大変厳しい状況でございましたけれども、平成３１年度、今年の春につきま

しては、福原議員おっしゃるように、２６名が願書も出して試験を受けるというふうな状

況でございます。この間、町議会の皆様におかれましては、全体協議会の開催など、本当

にいろんなお力をいただきまして、この場を借りまして厚く御礼を申し上げる次第でござ

います。中学校、そして高校におきましても、この１年間あらゆる施策を講じながら中学

校への説明、更には教育委員会と連携した中で、福島への説明等々実施してまいりました。

更には小学校の高学年に対する説明をしながら、現在までした結果がこのような実績に表

れてきてるのかなと、そういうふうに思っております。

そういう中で、福原議員の方から、知内町の関係からいろんな松前高校、将来的にどう

いうふうな位置付けをするのかというふうな質問だったと思います。今、松前高校は普通

科として運営しておりますけれども、今回の努力によって、普通科でもって、実際はこの

前卒業式ございましたけれども、今４大学に５人、更には公務員、そして就職１００％今

実績を担っているところでございまして、今の体制を今しばらく維持してまいりたい。い

わゆる松前高校、福島、そして知内、この体制の中で推移をしてまいりたいと。あくまで

も地元中学校の進学率を高めることによって、子ども達の将来が担えるようなコースが今

できるのかなと、そういうふうな意味で、今回新たな支援策についても執行方針の中でお

話をさせていただきますし、また予算委員会の中でも議論させていただきたいと思います

ので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午後 ０時００分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

３番。

○３番(福原英夫君) まあまあ、若佐副町長が悪くてね、せかせるんだわ。これ、町長の

指導が悪いんだべな。隣は隣で、随分あんたしゃんべり過ぎだなって言われるし、俺せば

どうすんだべ、おい。

まあ、続けてさしてください。まず、ページ３ページの松前町の漁業で、町長の、町長

もね、やはり養殖に力を入れるんだっていう姿勢が見えたんですよ。今までもやってるん

ですけども、文章として残す、文章としてアピールしたわけさ。それでナマコについては

よく言ってるのが、見えねえなあと、いくら放流しても見えねえなっていう、まあ松前弁
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で言えば、少ないんでないかって言う人もいったもんですからね、数字と地先をはっきり

言いながら出してくれたと。僕はそういう意味で評価したんです。ですから、そういうア

ピールの仕方っての大事でないかなと。それで、もっと逆に言うとほしいなというふうな

感じがしてたもんですから、それで考えてください。

それで、ウニのむき身はもうきっともって小川水産がああいういい成果を、外国から輸

入してるけれども、やはり常時３０人以上の人達が雇用されてると思ってます、車の数か

らいくと。一番多いときで車が１４台ほど、ワゴン者も入れてね。びっくりします。そし

て、今日もやってました、日曜日を除いて。ですから、むき身ウニのいろんなノウハウっ

てのも持ってるし、そんな意味ではウニの魅力っていうのはどんどん膨らんできたなと。

それで町長もむき身ウニの奨励をすると。それどういうふうに町長自身は考えてんのかな

っていう気持ちがあったもんですから、もし担当課がそういう考えを持ってるよというこ

とであれば、予算のときにでもね、ゆっくり担当課から聞きたいと思いますけど。

それと、もうきっともって種ウニは販売はね、してないと思うけれども、もしこのむき

身ウニをするとなれば、この稚貝のウニっていうのは相当ボリュームが大きい数なんです、

出してるのが。前も言ったように大発生って言うのは、７年か８年に一回より大発生しま

せんのでね、環境変化でもっと長くなってるかもしらない。そんな意味で、ウニのむき身

に思いを強くしてるんだなというふうなことで、そのことも大事かな。

それと、３日の新聞に浜中のバフンウニのこと出てました。浜中のバフンウニが１億円

以上のバフンウニで養殖してる。きっともって水産課で僕は視察行ってるかなと思ってる

んだけど、うちらの町もバフンウニがきちっとあります。量が少ないんであれば、バフン

ウニの種苗の基地をつくったっていいんでないかなあというぐらい思ってます、私は。

ですから、ウニが今小川水産ではロシアだとか、アメリカだとか、あっちから輸入して

ますけども、アメリカの品物はあんまり良くないよというふうなことで、やはり前浜での

うちらはそれだけ確保できますんでね、バフンウニであれば、これでいけば９月から３月

までバフンウニの出荷時期ですからね、寒冷地物ですから。そういうことで町長はね、ナ

マコ、ウニ、これに賭ける思いが文章で伝わったものですから、答弁いただければと思い

ました。

それとスルメ加工の将来っていうのは、具体的に見えないんですよね、はっきり言って。

それで、これも苦労してると思う、はっきり言って。業者も苦労してるけど町行政も苦労

してるなあと。具体的に何をどういうふうにすればいいか。一般質問でこれやりますので

ね、そういう意味で振興条例が必要なんです、僕は、そんなクロスしてました。

それで、北斗のトナミ食品が離乳食に参加したと、これは２月２４日の新聞の切り抜き

ですけども。ですから、もうスルメ加工が３０％ぐらいまで落ちてしまったということで

すよね。ですから、業者も一生懸命でしょうけども、それ以上に何らかの支援がね、あれ

ば。そのことは一般質問の振興条例の関係で質問したいと思います。

それとページ４ページの魅力ある畜産なんですよ。それは、先程町長も答弁したように

肉牛の価格が安定してるっていうこと。ただし、生産、畜産家が少なくなった、減少して

ると。これが半分ぐらいまでいかない、それぐらいも落ちてる。しかし、生産額がアップ

してると。市場に左右されてて、今までは厳しい時代をくぐり抜けてきた人達、ですから、

どう担い手を育てるのかなということがキーポイントになるんでないかなと思う。それで

優秀な職員を町長の決算で入れましたんでね、そんな意味では漁業者も牛を、仔牛を買っ

て、そして頼むよというふうな、岩手県の雫石のような形で預かって飼育する、成牛まで

育てるだとか、そういうふうなことまできっともって新しく入っていただいた職員がね、
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考えてくれてると思ってます。そんな意味では、町長の思いを、この肉牛に賭ける思いを

もう一度ご答弁いただきたい。

それと、指定管理者制度の関係、観光の入り込みが落ちてることは、やはりこれはみん

なでもう一回考えてもらいたい。それと指定管理者のこと何で取り上げるかというと、財

政が厳しくなって負担が大きすぎると閉鎖しなければならない時代がくると思ってるんで

すよ、それを危惧してるんです。それで、行政も指定管理者に指定したからこれで終わり

でなく、一緒に両輪でアイディア出して知恵出したり、誘客のためにいろんなイベントを

したりという、そういうことを考えてもらいたいの。それは、前は温泉まつりを竹内さん

が担当のときやってたように、そして藩屋敷では、職員がわらじづくりだとか、せんべい

だとかいろんなことをやっていたという、そういう両輪でなければならないような感じす

る。なくするのは、閉鎖するのは、僕は特段決断できるけど、これをどう松前の財産で生

かすかっていうことでないかなと思うんですよ。そんなことで町長は、ただ単に指定管理

者にしてるんではないっていう、その気持ちはわかるもんですからね、町長がここでお考

えがあればね、答弁いただきたいなと。

それと病院、やはり意思疎通が大事かなと思ってはおりますんでね、ここのところの連

携と役割分担、やはり大事にして、前もいつも言ってますけど、町長が忙しいですからね、

そのとき副町長でも総務課長でも、福祉課の課長でもね、足を運んでその情報を町長に伝

える。何か困ってること、こういうふうなことしたいっていう、やはりそれが今度来てく

れる山本教授以下スタッフ全員の力になると思うんですよ。それが連携であり、役割分担

かなと。そんなことで何度か足を運んでくれてると思いますけども、町長のそこのお気持

ちをお聞かせください。

それと、ハイヤーのことは後で一般質問でなく予算のときに質問させてください。

税収について、自然エネルギーの関係で、よく三浦課長と話するのはね、資産の原価だ

けでなく、売電エネルギーっていうのも松前町で課税できるっていうことをよく言われる

し、松前町の収益に、税収としてね、それが大きいシェアを占めるんでないかな。危ない

もの、低周波であり、消防署の前の１２基の風力発電もやはり不安です、通ると。やはり

そんな意味から言って、売電エネルギーっていうのは町でどういうふうにカウントしてる

のかなあっていう、そうすっと町民に聞かれても、やあ、売電エネルギーって大きいから

少し我慢せやと、少しそういうことは気をつけて、何かあったらすぐ役場の方に連絡せよ

ということを町民には説明できるわけでございますんでね、そこんところがわかればお願

いしたいと思います。

それと、町債の残高、町長の気持ちわかりました、十分。やはりむやみに町債を、起債

を活用してるわけでないっていうことはよくわかりますんでね、その使い方、やはり重要

だと思います。それで、今年、去年まで漁業者の船外機であり、それと商工会の方に出し

て、補助でしょうか、出していましたけども、今回は予算の中で盛られませんでしたよね。

ですから、そんな意味でソフト事業っていうのは、ハード部門よりも重要な時代だという

ことだと思うんです、私は。そんな意味では、町長もそこの采配を間違わないようにこれ

からしていただきたいということなんで、その決意をお聞かせいただければなと。

それと教育長、体力づくりは、本当一朝一朝にはならないですよね。しかし、積み重ね

方式ですから、そこのところは担当教諭と、それと地域での社会教育活動が停滞してます

んでね、子ども達の活動が落ちてるかな。しかし、バスケットであり、サッカーであり、

バレーであり、もう一生懸命やってる、陸上でありやってますんでね。それがスタッフが

足りないときに役場職員がお手伝いに行くだとか、何かそういう連携プレーができればな
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あと思ってました。地域からそういうふうな発掘をしていただいてね、学校終わった後の

活動っていうのは大事かなと思ってました。

それと、高校生の関係ですけども、どんな個性を持たせるかだと思うんですよ。どんな

に予算持ってても、どんなに投資してても、この町にどんな個性があるのかなと。奥尻町

での学校の部活でダイバーをやって、そして奥尻の海を見てましたね、子ども達。何か個

性だなと思って。それで広報が十分に伝わってなかったんですよ。もう一回広報も考えて

いただければなと思います。

そんなことで、答弁していただける範囲内で、答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、１点目のナマコの関係をお答えしたいと思います。本当に順

調に推移をしてきているところでありまして、松前港とそれから漁港８港で取り組んでい

るところであります。本当に成果が見えてきつつあるというふうな状況で、２９年度にお

いては５２０万くらいの生産がありましたし、３０年度につきましても１千１００万を超

えるような状況になってきているところであります。どんどん定着してきてほしいなとい

うふうな願いも込めながら、きちんと漁業者の方が対応できるような、対応できやすいよ

うな環境づくりにも応援していきたいなというふうに思っております。

それから、ちなみに放流ナマコで１千１００万ということなんですが、天然物もいれま

すと、２９年度では３千３００万が６千７００万なってるというふうな状況でありますの

で、ナマコは、放流ナマコも十分力入れてやれるんだというふうに認識をしているところ

であります。

それからウニのむき身であります。本当に議員おっしゃるように、むき身、今漁業協同

組合でむき身を深浅移殖しながら、資源の確保してむき身をつくっているところでありま

す。小川商店でも多くの皆さん雇用の場をいただいておりますが、本当に願わくば前浜の

ウニを潤沢に小川さんにも提供できるような状況になればいいなと、そんな思いをしなが

らこれからもウニの部分については、きちんと管理しながら、資源を管理しながら取り組

んでまいりたいというふうに思っております。

それから、スルメ加工の現状、本当に近江議員からのご質問にも、質疑にもお答えしま

したけども、先が見えない、流れもの相手だというふうな部分もありますが、しかしなが

ら大事な基幹産業の一つでありますので、きちんと情報もらいながら共有して、どんな支

援の方法がいいのか、きちんと話をしてまいりたいというふうに、応援できるものは積極

的に応援していきたいなというふうに思っております。詳しくは、一般質問の方でまた一

つお願いしたいというふうに思います。

それから、畜産業であります。本当に松前のブランドとして今考えておりまして、基本

的に、まず漁業者の方から異業種、異業種って言うんですか、畜産業に参入できるような

環境をまずつくれればいいなというふうに思っております。そのためにも農家の方々には、

例えば１週間、畜産農家の方がどういう生活のサイクルをしてるのか、１週間体験、もし

できたら、そういう漁業者の方がおりましたら、農家の方にお願いできるような話も今さ

せていただいているところであります。

それから、やっぱり都市部から新規着業していただけるような環境づくりもしていきた

いなというふうに思ってますし、町内で畜産に関わる雇用を創出するっていう、それから

大学と連携して、大学生と連携しながら研修する施設も、正しくこの肉牛の改良センター

では実施可能になるというふうに思っているところであります。一つのこう松前から畜産

の灯を消さない、灯を消さないような、そんな取り組みが大事だろうというふうに思って
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おりまして、職員の新しく見えております三谷さんっていう方なんですが、本当に大変大

きな戦力になっていただいております。本当に苦労かけてますけども、きちんとここは畜

産、町から消さないように頑張ってまいりたいというふうに思っているところであります。

それから病院の方であります。本当に先程も申しましたけれども、今現在もスタッフ一

丸となって八木田病院長を支えております。その苦労も十分承知しておりますので、新し

い体制が４月になるわけでありますので、役割っていうふうな話してましたけども、みん

なで、町民挙げて病院は支えていきたいというふうな思いでおりますので、ご理解をいた

だきたいというふうに思っております。

それから、指定管理の部分、両輪でというふうな話でありました。正しくそのとおりだ

と思っておりまして、まず町で今お願いしている施設につきましては、廃止するっていう

ふうなことは一切考えておりません。ただ、現状直営でやる部分と、今指定管理でやるっ

ていう部分なると人材の確保等含めまして、相当直営でやると財政負担が大きくなること

は、ぜひ議員もご理解していただきたいなというふうに思っております。正しく今がいい

とは言いませんけども、今の現状をきちんと意見を聞きながら、事業者からの意見を聞き

ながら、先程も申しましたけれども、赤字になるようなお願いはできないというふうに思

っております。少しでも安定して経営できるような、そんな環境づくりで担当の課も事業

者の方と打ち合わせしてきておりますので、まず両輪で進めていきたいというふうに思っ

ているところであります。

それから、税収につきまして、本当に自然エネルギー、どんどんどんどん拡大してきて

おります。自主財源確保のための手段としては、自主財源確保になるわけであります。き

ちんと事業者と税務当局と連携とりながら、きちんと申告してもらうような環境づくりに

努力をしてまいりたいというふうに思っております。

それから、町債につきまして、本当に将来に公債費が増嵩するようなことを避けるよう

に、十分財政の推計を精査して、起債をおこすにあたっても交付税措置されるところの過

疎債、あるいは辺地債をきちんと優先的に活用していければなというふうな思いで、財政

推計を見ながら、将来の過度の負担ならないように流用してまいりたいというふうに思っ

ております。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 児童生徒の体力向上につきまして、先程学校教育の関係でご答弁

をさせていただきましたけれども、ただ今福原議員の方から、社会教育についての関連で

もってご質問いただいたところでございます。松前町において、学校教育以外の生涯教育

の中で少年団活動も実際今、一生懸命に力を入れているところでございます。また、今般

は冬の行事ってことで、第１回目のウインターフェスティバルも開催しているところでご

ざいまして、子ども達のために若者が立ち上がって、体力増進に努めていただいていると

ころでございます。

３１年度の体力、健康増進事業の社会教育関係におきましては、今回はサッカーの方に

力を入れながら、プロの選手に来ていただきながら子ども達と交流、更には精神的な面、

メンタル面を含めて子ども達の体力向上を図ってまいりたいと、そういうふうに思ってい

るところでございます。いずれに致しましても、福原議員おっしゃるように、学校教育、

社会教育、そして学校と連携しながら、今小中一貫教育、そしてコミュニティスクールを

導入しているところでございます。地域を挙げて子ども達の体力と学力向上に努めてまい

りたいと、そのように考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。

また、松高支援の関係について、生徒確保の観点から、どんな個性のある子ども達の育
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成というふうな形のご質問をいただきました。奥尻町のダイバー育成の関係もございまし

た。実は、松前高校としては、従来から大きな柱を３本掲げているところでございます。

書道教育、松前学、そして国際理解教育のこの三本柱を挙げて町内外にＰＲをしてきてい

るところでございます。近年におきましては、この書道教育において文化大、大東大文化

大に試験が合格するなど、書道教育については道、国の方のいろんな書道展において優秀

な成績を収めながら、松前高校と言いますか、小中連携、そして高校までの連携でこの数

年、実績が出てきているところでございます。

また、松前学につきましては、北海道で一番古い歴史を持っている松前でございます。

松前の歴史、伝統文化、産業、自然を含めながら、最近では国の重要文化財なりました、

民俗文化財でございますけれども松前神楽というふうなものをこれからも町内外にＰＲし

てまいりたいと、そのように思っているところでございます。

更には、国際理解教育でございますけれども、道内に留学している高校生を松前高校に

招聘しての交流、更にはこの２、３年中止しておりますけれども、フランスのブザンソン

市のパスツール高校との交流についても、４月早々もう一回子ども達の意向を確認しなが

ら、できれば実施の方向に向かっていきたいなと、そういうふうに考えているところでご

ざいます。こういう形でもって松前高校の魅力というのは、町内外にこれからも十分に発

信してまいりたいと。

実は、ちょっと話変わりますけども、３月１日に松前高校の卒業式がございました。町

長と来賓の方々一緒に出席をさせていただきました。３年生を代表して答辞を述べた子ど

もが、恵庭市から松前高校に来た子どもでございます。泣きながら、松前高校素晴らしい

というふうなお話をしていただきました。これは松前高校の支援、下宿費の支援というふ

うなものをいただきながら、一生懸命兄弟でもって松前高校で３年間育ったと。これが素

晴らしい環境と言いますか、そういうふうなお話もしておりましたんで、私も目頭が熱く

なる思いしましたけれども、こういう形でもって町内外にこれからもどんどんＰＲをして、

松高への入学者の子ども達を更なる確保をしてまいりたいと、そういうふうに考えており

ますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 最後です。ページ３ページの漁業者が生活できるような環境、海が

荒れても内洋使える環境づくりっていうのは、やはり松前は港、静穏域を利用した養殖漁

業かなあというふうに思っておりますのでね。今、ナマコの関係は、ナマコは常に高値で

安定してる魚種でございますんでね、この生産性を高めること、すごく大きいんでないか

な。それとナマコの管理、生産管理っていうのは、ものすごく厳しく行われていると聞い

てます。そんな意味でも、将来的に大きい資源なるもんだと思ってますんで、ナマコの放

流をつめて頑張ってもらいたい。

それと、むき身ウニの奨励、各漁家でやるのか、実行組合でやるのか、組合、昔のよう

な組合方式でやるのか。檜山管内、積丹など行けば、各漁家が物置でむき身をして、それ

を箱詰めして出荷している。私も自転車で余市まで行きましたけど、その場面も何箇所も

見て視察してきました。ですから、そういうふうにするのか、それとも昔のように組合で

やるのか、いろいろ方法論はあると思う。漁家１軒１軒がそれで儲からないと、やはりま

たしぼんでいってしまうんでね、そこも考えていただきながら頑張っていただきたいなと。

きっともってそういう考え方をもうお持ちだと思うんですよ。持てないと、持ってないと

やはりこういうふうに文書化して、執行方針の中でアピールするっていうことはね、厳し

いですから。その気持ちをお聞かせください。
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それと、ページ１５ページの売電の税収、町長が言われたことを自分は力強く思います

んでね、やはり業者さんと担当課がね、積極的に話して、何も物怖じすることないし、何

もこっちが引け目を感じることもないし、どうしても躊躇するんですよね、大手は、やは

り集中的に１箇所で物事をしてますんで、やはりこういう半島で、そして、そういう風力

発電を受けるっていうことが、自然エネルギー受けるという相当なリスクがあるんです。

そんなことで、もらえるものはもらっていただいて、松前町の活性のために使ってほしい

なと。

それと、一つ抜かしてたんですけど、ページ６ページの公園管理。今年松橋主幹が退職

して、再任用されると思うんですけども、この整備管理、松前町の観光の一番がお城と公

園です、お城と公園なんです。それで、やはりここの整備をやはり庭師であり、それだけ

の長けた人を２人でも３人でも、弘前城であり、函館公園であり、民間委託してもいいで

すから、そういうプロ、それに町内の高齢者事業団がお手伝いするような隙もつくって、

決断してもらいたいなと。やはり、このままでいくと年齢で退職していく人達が終わると

途絶えてしまうんです。そんなことを考えると、やはりもう一歩踏み込んで、町長、そこ

のところ考えていただきたいと。

そんなことで終わりました。それと、教育委員会の方は答弁よろしいです。それと、感

謝って言うんでしょうかね、今年の３月号で自殺防止月間の大きい広告スペースが出てま

した。去年の３月の広告を見ましたら載っかってなかったんです。ですから、１人でも不

幸な出来事を起こさないように、今回取り組んでくれたんでね、それは感謝、お礼を申し

上げたい。やはり、そういう一つ一つが大事かなと思っていたもんですから、やはり感謝

するところは感謝して、頑張ってほしいところは頑張ってほしいなと思ってました。町長、

いくつか答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず１点目のウニの関係でございます。本当に、漁業協同組合でむ

き身、今頑張っている状況であります。お尋ねの中で後志っていう取り組みのお話ござい

ました。私も興味ありまして、神恵内村、それから余市とか後志の首長と話するんですが、

やっぱり交通の条件が大抵いいんだそうであります。まずはニセコとか、その近辺に近い

というのがありまして、朝に採れたウニが夜になるとホテルで提供できるような、そうい

うふうな地理的な条件もあるので、潤沢に回転良く、向こうは漁家の方が生産してるみた

いなんですけど、折り詰めのウニが順調に出ているというふうな話聞いてます。それは、

やはり地域的な条件がそういうふうになってるんだなというふうに思ってます。

松前の場合は、漁業協同組合で湯ノ川の方まで、函館のホテルにも運んでおります。し

かしながら、やっぱり２時間もかかるような状況でありまして、朝にとれたものが夜に提

供できるような状況にはあるんでしょうけども、ちょっと時間、コストもかかるっていう

ふうな状況であります。しかしながら、ウニは同じウニを扱っているわけでありますので、

資源を枯渇しないような管理をしていきながら、進めてまいりたいというふうに思ってお

ります。

それから公園の、本当に松前の公園は観光の名所であります。議員ご指摘のように管理

体制が、職員が退職するというふうなこともあって、管理の部分については十分配慮をし

ていかなきゃならないなというふうに思ってますし、将来の松前公園のためにも人材、専

門的な人材の育成、更には人材の確保、本当に考えていきたいなというふうに思っている

ところであります。そういうところでよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 他に。
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６番。

○６番(堺繁光君) 皆さん、大きな課題をどんどんどんどんやってくれたもんですから、

ちっちゃいのが残りました。そのちっちゃい問題を一つちょっとお聞きしたいと思います。

６ページのクリーン作戦、不法投棄防止対策についてなんですけども、この問題を掲げ

てから随分となるんですけども、一向に、私の目から見ますと一向にきれいになってない

なあっていう感じを受けるんです。もう少しやっぱり注意喚起を厳しくしないと、これ駄

目かなと。そういう感じで受け止めております。

街中はそこそこきれいなってんですけど、街を一歩外れた、そういうところへ行くとど

っさりあるんですね。たった今までなかったゴミが、帰り見るとすぐそこにゴミがある。

まあ、これは一般の町民のモラルの問題かなと思うんですけども、やっぱりその辺のモラ

ルを変えるためには、厳しい喚起の仕方をしていかないと駄目かなと思うんですけども、

町長のその意気込みをお聞きしたいと思います。

それと、９ページなんですけど、病院の方はですね、中身もずんずん整ってきていい感

じなんですけども、患者さんの方々からの声をちょっと耳にしました。運行バスの経路な

んですけども、皆さん今高齢化されて、それこそ現在バス停なってるところまで上がって、

松前町ってのは上り下りが激しい町なもんですから、高齢で足腰弱くなった人方がバスの

待合室まで行くっていうことは大変なことなんですよね。何もない、いいところもあるん

ですけど、やっぱり大変な場所もあるんですよ。それで、バス経路の運行経路って言うん

ですか、それもう少し見直してやってほしいな。大変なことかと思うんですけども、私は

私なりにこう歩いたら、ちゃんとこう行くのかなと、時間的に言うと１０分か１５分の違

いはあるけれども、それでもできるのかなと思ってました。やっぱり患者さんのことを考

えればですね、その辺のところまで気をつかってほしいなと思ってます。

それと、もう１点は、教育委員会の方のＡＬＴの先生方のことなんですけども、子ども

さん方には手厚くＡＬＴの先生が指導してくれて、これはすごい素晴らしい問題だなと思

いました。ここ２年ぐらいですね、渡子連、渡島こども会ですか、そこでその方々、函館、

八雲、七飯、松前の生徒さん方、その父兄の方々、引率される方々が原口の浜へ来て、最

後は交流館でもって交流するんですけども、その中に確か去年、一昨年かな、ＡＬＴの先

生に協力してもらって、交流をしてもらいました。ところが、かなりの大好評なんですよ

ね。そのときの話の中で、そのＡＬＴの先生方、一般の人方とも交流して、やっぱり英会

話のそこそこ話をしてみたいって、そういう話をちらっと聞きましたんで、その辺のとこ

ろは何とかできないものかなと思ってました。その方法をちょっとお聞きしたいなと思っ

てます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目のクリーン作戦に絡めての、ゴミの不法投棄の関係だと思い

ます。確かに町内各所にゴミの不法投棄あるようであります。それが現実であります。た

まに刑事事件になるような事件も発生しているところであります。町内会の皆さんにもい

ろいろ不法投棄の関係でお願いもしておりますし、町内会の会長さんからも、やっぱりゴ

ミが目立つ地域ありますよというふうなご指摘もされているところでありまして、きちん

と現場を確認するんでありますけど、やっぱり刑事事件になる様相であります。やっぱり

町民の皆さんが不法投棄できないよねっていうふうな環境づくりが必要だというふうに思

っておりますので、引き続き町民の皆さんに不法投棄防止に関わるメッセージを送ってま

いりたいというふうに思っております。

それから、病院の送迎バスの経路の見直しについてであります。これも大分前にいろい
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ろ病院とお話をさせていただきました。本当に高齢の方がやっぱりこう、その状況を十分

承知してるんでありますけども、場所によっては運転手一人で行くというふうなところで、

ちょっと無理すれば運転手一人じゃ対応できない、安全確保のためにですね。ですから、

そういうふうな部分もあるようでありますので、誰か後ろにつかないとバックできないと

か、そういう状況の場所もあるようでありますので、４月に新しい管理者が招聘しますの

で、そのときもう一回、仕切り直しで経路の見直しをもう一回話してみたいなというふう

に思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 執行方針２ページですか、ＡＬＴ外国語指導助手の関係で、今回

原口で行われました渡子連の交流の中で、通称マックスと言いますが、マキシミリオン・

クローバーさんが、５年間という最長期間でもって松前町に来ていただきました。彼はも

うこの５年間いたもんですから、日本語がもうすごく詳しく話できまして、今回も渡子連

におきましても、英語、そして日本語でもってお話できる体制の中で大変素晴らしい交流

ができたというふうに聞いております。今般７月に、実はマックスさんが任期満了で帰ら

れました。その後、現在２人体制でもって今松前町に来ていただいておりますけれども、

２人ともまだ日本語が片言しかできないというふうな状況でございまして、今学習指導要

領の改定によって、子どもさん方の英語が今、どんどん入って来ます。そういう関係でも

って中学生に１人、そして小学生に１人という形で１人体制から２人体制にして、これか

らも子ども達の学習意欲を、特に外国語の部分について向上していこうというふうに図っ

ております。

今、議員からお話あったように、観光面でもインバウンドの方々がこの松前町に入って

きておりますので、いろんな面で英会話っていうものが必要になってくると思います。現

段階では今、そこまではＡＬＴできませんけれども、将来的に松前町と長い期間いること

によって、そちらの方の面まで入っていけるんではないかなと思っておりますけれども、

今はしばらく時間をいただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ６番。

○６番(堺繁光君) ゴミの不法投棄の話を町長から、それなりに取り組んでるんだけどな

かなか成果が見えない。どうなんでしょうかね、監視カメラなどの設置なども、理想でも

いいんですけども。やっぱりそういうものでもないと、やっぱり皆さんなかなかこう捨て

るのを止めないのではないかなという、そんな感じします。あくまでもやっぱりね、モラ

ルなんですよね。やって悪いってことわかってるんだけども、ああ、いないな、ポイって

な感じでやってるもんですからね、その辺のところにちょっと一石を投じればどうかなっ

て感じてますんで、何かいい考えがありましたら実行してほしいなと思ってます。

あと２問に対しては、今姿勢を聞きましたんでいいかと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ゴミの不法投棄する場所は、ほとんど人の行かないような場所が多

いもんでありまして、そこに監視カメラかけるっていうことなると、相当な箇所付けしな

いとならないな。しかしながら、きちんと大事なことだなというふうに思っております。

本当に、先般清部の町内会の総会にもお邪魔させていただいたんですが、やっぱりそうい

うふうな話が出てきまして、普段人のいかない場所にあるんだっていうふうなことで、監

視カメラ、いろんな犯罪防止のために松前警察署の方から打診はあるんですよ。商店街に

監視カメラどうだっていうふうな打診もあるんですが、やっぱり現状言いますと、財政的

な部分、相当かかるっていうふうな状況もありますし、しかしながら、監視カメラ置くこ
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とによって犯罪防止に繋がるんであれば、それはそれでいいだろうなというふうに思って

おります。いずれにしても、ご検討させていただきたいというに思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

８番。

○８番(西川敏郎君) 少しだけお願いします。２ページのですね、力を合わせて産業育て

る活力あるまちづくりということですが、この水産業、本当にスルメイカの不漁からマグ

ロの規制から、大変本当に厳しいのは、町民もみんなわかってると思うんですけども、た

だ、それをヤリイカがなんぼかいくなったと、あるいはまた、年間通してですね、３００

数十人いる漁業者が１千万以上の所得をあげてる方もたくさんいると聞いていますが、大

方の漁業者が大変な目にあってるというのは周知の事実なんです。どうか、その今のこの

何て言いますかね、少しでも衰退に歯止めをかけると同時にですね、何か新しい形の産業

を産み育てるような、そういった施策も町長必要でないかなというふうに思うんですが、

いろいろこなしてけば可能であると私は思っておりますが、その辺一つ聞いておきたいと

思います。水産業プラスアルファって言いますか、プラスエックスって言いますか、そう

いったのももうそろそろ考えていかなければならないのかなというふうに思って、大変期

待しているところでございます。

それと、漁業協同組合、３ページのですね、何としても我々も所管事務調査で水産をや

って感じたところなんですが、やはり漁組の力をつけなければ、本当に前さ進まないよう

な話でございますので、ぜひ行政としていろんな今までも援助してきたようでございます

が、更なるバックアップを進めてほしいなというふうに思っております。また、本当に水

産に関する環境って言いますか、本当に我々思った以上に厳しさがあるんだなあというふ

うに感じたところでございます。水産加工につきましても、縷々いろんな議員さんから話

ありましたけれども、せっかくね、労働力、中国から持ってきて今現在はベトナムからで

すか、この前、報道にもちょっと報道にもありましたけれど、隣の福島町の吉田商店です

か、もう帰って行った中国の実習生が、もう既に中国ででっかい加工場をつくって逆に日

本に輸出してるという話まで報道されてることでですね、本当に何て言ったらいいのか、

我々本当に思いもよらないような、そういった本当にかなり厳しいなというふうに感じて

おります。この辺やっぱり行政として、どういうふうな捉え方してるのか伺いたいと思い

ます。

それとあと、ページ４ページの畜産なんですけども、本当に繁殖牛から一歩進めて肥育

もするというふうな町長の所信表明でございますが、本当に素晴らしいことだと思ってお

ります。やっぱりね、山のマグロとかブランド化してくという町長の案なんですけど、こ

ういったものも組み合わせて、何とか漁業と上手くやれるような方法もないのかなという

ふうに思っております。そこで、１４ページの職員研修にもあるんですけど、こういった

ものをひっくるめていきますとですね、３年前から地域農水見習い塾って言いますか、そ

ういった全国から町村の職員を募ってですね、その中で何て言うんですか、松前町みたい

な漁業の町から職員が行って、卒業論文に半農半漁組織の考察というふうなものも書いて

おります。こういった研修もあれもですね、将来に繋がるような、本当に漁業の町、基幹

産業漁業の町でありますんで、何とかこう命に関わる産業でございますので、絶対なくし

ては駄目な産業でありますので、こういった研修活動も、なんだかんだ言っても松前の場

合は民間に力がないんでありますんで、何としても行政に頼むより方法ないんであります。

もう若い将来性のある、もしそういう若い柔軟な発想を持った職員がいたら、町長、ぜひ

これは町長の思う人がいたら派遣して勉強させて、松前の将来のために勉強させてほしい
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なというふうに思うところでございます。

それと、１１ページの水道事業なんですけど、そちこちの町村でですね、やはり厳しい

経営状況がある中で、今回の水道法の改正によって、随分民間業者に参入に警戒的だって

言いますか、ほとんどの町村はそんな心配はないというふうなことを言ってんですけれど

も、松前町の場合はどういうふうな、いよいよ困ったら民間にっていう考えもあると思い

ますが、その辺を作成いただきたいと思います。

そして、防災、ページ１２ページの防災なんですけども、この防災についてはいろんな

ことがありますが、地震、津波、主にそういったものに対する防災なんですけれども、こ

のたび木古内でありました木造船の漂着船ですね、これが本当に防災にあたるかあたらな

いかわかりませんけれども、かなりこれも大きい事件なわりにあんまり話題になっていな

いのが、大変気になるところであります。本当に町長、松前の場合もこの危機管理のあり

方そのものが、もう一回再認識していかなければならないのじゃないかなと。

先程、監視カメラの話も出てきましたけれども、これは本当に国の問題でありますんで、

ぜひ働きかけてですね、密漁防止ともなりますんで、何て言いますかね、我々にすると、

どうも話聞きますと、警察の方からも話聞きますとですね、海上保安庁と警察、あるいは

自衛隊と町、それぞれの役割っていうのが、何かこうピンとこないところがあるんですね。

だから、漁業者も含めて、そういった役割っていうものを我々が、町民が理解できるよう

な説明の場も必要じゃないかなというふうに思います。年々特にですね、この前、２月の

１２日ですか、国会の予算委員会でもありましたよね、松前小島、間違って松島小島なん

て言ってた議員ありましたけれども、この漂着船が函館にそのままになってるということ

で、これはもうちゃんと展示したらどうかっていう話があって、国家保安局側は要望とあ

れば検討しますって。ったら、もうこの前解体したという新聞記事も出ておりました。そ

ういったことで、いろいろ町民は口にはあんまり出さないんですけれども、不安思ってる

ところが現実であります。こういったことでですね、今年何か町長も前もって対策、解体

費を計上したようでありますけれども、本当に今年は全然ないということを言い切れない

のありましてですね、そして木古内の例みたいにですね、たまたま遺体が２体発見された

ということでありますが、憶測では生きて上陸した人もあるのではなかろうかという話も

ありますんで、ぜひこの辺は国と道と協議して、本当に松前は実害を一昨年受けておりま

すんで、この辺はもう一回きちっと対処してほしいなというふうに思います。

これに関連しまして、教育行政のことなんですけど、先程も出ておりました松前高校の

支援策、たくさんある中でですね、やはり松前高校が将来上手く機能していくためには、

本当に将来のＡＩ化って言いますか、そういったものを見据えた中でですね、せっかく今

年またフランスのブザンソンに行く予算もつけていただいたところでございますので、ど

うか次の産業に結びつくかつかなかわかりませんけれども、観光産業と連携した、文化、

芸術に特化したような高校にしていくとか、あるいはまた、先程インバウンドの話も出ま

したけれど、労働力の、外国人労働力の法律もできましたので、本当に留学生、外国人留

学生を引き受けるような、そういったのも道の教育委員会の方にも話していただければ、

特色のある高校もできるのではないかなというふうに感じるところでございます。その辺

の見解も伺っておきたいと思います。

それから６ページのですね、食育の推進、これは本当に先程漁業の関係もありますが、

本当に素晴らしいことだと思っています。本当に今、何て言いますか、食についてはいろ

んな問題がありますけれども、魚、米とともに５０％から４０％台になった今の現在の和

洋逆転って言いますか、外国の方では一方で和食のブームでありますが、当の日本の子ど
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も達は米も食べない、魚もっていうことで、もう漁業振興のためにもね、魚離れに歯止め

をかけるためにも、本当に郷土料理、あるいはまた今回の魚の捌きの、いつだったっけ、

２月の１２日でしたっけ、学校で、小学校だったっけ、で魚の捌き方教室あって、だから

素晴らしいことだなと思って感心して見てました。こういったものを今後も続けていける

のかどうか、その辺も伺っておきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず１点目の既存の産業プラスアルファっていうふうな、ことなん

だというふうに思います。本当に必要なことだというふうに思っております。今の、例え

ば漁業プラスアルファっていうふうなことだと思うんでありますが、まずきっかけづくり

が必要だなというふうに思っておりまして、先般北海道労働局の方にお邪魔させていただ

きまして、情報収集するためにお邪魔させていただきました。新規着業するにもいろんな

方法があるんだろうというふうに思いますが、支援できる体制づくりがあるんであれば、

ここはきちんとプラスアルファっていうふうなことで、漁業やりながら農業、これもプラ

スアルファだと思ってますので、昔みたいに半農半漁で一家総出で、朝は海に行って、日

中は畑に行くっていうふうな状況、松前の現状はそうでありましたので、正しくその時代

に戻るっていう表現がいいかどうかわかりませんけども、人口減少の中で家族の労力も減

ってきてますが、大事なことだなというふうに思っております。ですから、まず情報収集

したくて、今回労働局の方お邪魔させていただきました。もう少し勉強させていただきた

いなというふうに思っております。

それから、漁協の体力アップのことであります。本当に大変漁業者の方も苦労してます

が、漁業協同組合も大変苦労しておりますし、職員も皆さんも大変な苦労をされているっ

ていうふうにおります。本当に支援は続けてきておりますけども、まず、基本的には働く

職員の士気が下がらないような支援をきちんとできればいいなあというふうに思ったりも

しております。いずれに致しましても、漁業協同組合の方といろいろ連携、情報共有しな

がら進めて行く必要があるんだろうなというふうに思ってます。

それから、スルメの関係、加工の関係で福島町の例がありましたが、私どもの方で水産

課長に確認しましたら、そういう実態っていうのは、福島町でそういう実態があるってい

うことにつきましては、現状把握してございませんので、情報不足だなというふうに思っ

ております。いずれに致しましても、町の、松前の加工の技術が海外から入ってくるって

いうふうな状況ってのは、あんまり好ましい状況ではないのかなというふうな思いをしな

がら、一つの問題提起されたというふうに認識しておきたいなというふうに思っておりま

す。

それから、職員研修、本当に北海道研修始め、これは北海道研修、それから渡島町村会

での研修、さらには職場内で、役場内での研修、さらには自己啓発研修、これは本人が希

望した研修をさせているところでありますが、きちんと今の現状に、松前にあった現状に

合う研修があるんであれば、正しくタイムリーな研修だと思っておりますので、いろんな

情報をもらいながら、職員の研修、将来のまちづくりのためにきちんと研修できるような

体制を支援してまいりたいというふうに思っております。

それから、水道法の改正の関係であります。正しく、水道の広域化を謳った改正であり

ます。率直に言いまして、民間に委託するっていうふうなことは考えておりません。現状

のままで、大変厳しい経営になることも予想されておりますが、水道料金の見直しの関係

などなど課題はありますが、現状を維持してまいりたいというふうに思っております。

それから、北朝鮮の木造船の話であります。先般木古内では、やっぱり議員ご指摘のよ
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うに、警察と保安庁との役割分担が明確になっていないっていう部分が現実なんだろうな

というふうに思っております。そういうふうな部分を、やっぱり町民の皆さんの不安解消

のためにも、監視体制の強化、更には町民の皆さんには戸締まりをしてもらうとか、いろ

んな方法はあるんだろうと思いますが、きちんとした体制づくりっていうのは、これから

の議論になってくるんだろうなというふうに思っております。私どもの方では国からお金

来る来ない別としまして、やっぱり町民の皆さんが不安になるような状況を回避したいた

めに、きちんと解体する予算は措置しております。今現在、３０年度中で８隻の船が松前

に揚がっておりますので、きちんとこれは対応してまいりたいなというふうに思っており

ます。町民の皆さんの不安の解消のために、警察署、更には海上保安部の国の出先にも監

視体制の強化に対してはお願いをしてきているところであります。ご理解いただきたいと

いうふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 松高支援の、松高への支援策についてのご質問いただきました。

現在もいろんな支援を行っているところでございますけれども、あくまでも子ども達の出

口の確保ということで、より良い学校、より良い就職というふうな形でもって支援を続け

ております。また、新年度におきましても新たなる看護学校への支援、更には議員ご質問

あったように、フランスの関係でございますけれども、この部分については今回当初予算

の方には計上しておりません。今後、４月の新しい入学生を踏まえた形でもってアンケー

ト実施していきながら、その結果を見据えて高校と協議をして実施の体制について進めて

行きたいと。これは、あくまでもアンケート結果によりますので、今後その動向を見なが

ら学校と協議してまいりたいと、そういうふうに考えているところでございます。

もう１点、外国の留学生のお話もございました。実は、平成２８年度からこのフランス

の交流が休止しております。それに変わって、２８年度から道内に留学している高校生に

１週間程度松前高校に来ていただいて、ホームスティしながら高校との交流を進めており

ます。２８年度においては留学生５名、スペイン、ドイツ、フランス、スイス。また２９

年度におきましても５名、ドイツ、そしてスイス、イタリア、スウェーデンという形でも

って交流を進めておりまして、３０年度におきましては１１月に６泊７日でもって留学生

４名、スペイン、カナダ、イタリア、ドイツということで、札幌の方面から松前高校に来

ていただいて、高校生との交流を実施しております。大変子ども達から、生徒から好評を

得ているところでございます。３年目になってきますと、初め、初年度はなかなか１日、

２日間なじめなかったんですけども、もう３年目になると初日から松高の生徒の方が話し

かけたり、それから交流ができるような片言の英語というふうな形でもって今進んでいる

ところでございまして、議員おっしゃるように、これからもこの部分については、フラン

スの交流が再開されたとしても、この事業は続けて行くべきだろうというふうに高校の方

からもお話をいただいておりますので、生徒の出口保障のためにも、引き続きこの授業は

実施してまいりたい、そういうふうに考えているところでございます。

２点目の食育についてのお話がございました。新しい給食センターができて米飯給食を

実施して現在おります。従前と比べまして残飯率が大幅に軽減されております。目の前で、

特に中学校は目の前でもって給食ができる、それを見る、そういうふうな形で食育に大き

く反映させていただいております。今、議員おっしゃるように、最近では松前町の食材、

魚、ホッケとかイカを使って食育に力を入れているところでございます。近年では、松城

小学校において、今お話あったようにイカ刺しや魚のフライづくりの実際の指導を行って

おりまして、できあがったものを子ども達みんなで食べているというふうな状況でござい
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まして、この松前町の食材を使った食育については、これからも維持をするって言います

か、できれば拡大していきたいと。これも小中一貫教育、コミュニティスクールの中でも

いろいろ話題が出てきておりまして、そういうふうな中では松城小学校だけではなく、小

島、大島含めて拡大してまいりたい。更には中学校の方にも拡大して実施をしてまいりた

いと、そういうふうに考えているところでございます。いずれに致しましても、地域の漁

業の振興と言いますか、子ども達には前浜でとれたものはこういうものもあるんだよ、こ

んなに美味しいんだよ、家庭でも食べてると思いますけれども、学校でも更なる地域の食

材を利用した形でもって食材を進めていきたいと、そういうふうに思っておりますので、

ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ８番。

○８番(西川敏郎君) 本当に明るい話、答弁いただき、本当にありがたいと思ってます。

本当に町長、研修の方だけは、月に２泊３日、１２ヶ月ですので、ぜひ検討していただけ

ればと思います。本当に安心、安全で平和なまちづくりっていうのは、本当に将来、やっ

ぱり観光客なり、またいろんな交流人口増やすのにいいキャッチフレーズだと思いますん

で、本当に教育長の話も聞いて、遠からず松前も国際色豊かな町になるのかなあというふ

うに期待しておるところでございます。

留学生の話なんですが、ヨーロッパ方面が主なようですけれども、ぜひ今後は東南アジ

ア系ともぜひ引き受けて、引き入れていただくよう最後にお願いして終わります。

○議長(伊藤幸司君) 質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

以上で、平成３１年度町政執行方針及び平成３１年度教育行政執行方針に対する質疑を

終わります。

議事日程協議のため議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時０３分)

(再開 午後 ２時２８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを

議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よってそのように決定致しました。

◎議案第８号 平成３０年度松前町一般会計補正予算(第６回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第８号、平成３０年度松前町一般会計補正予算（第

６回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。
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○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８号、平成３０年

度松前町一般会計補正予算(第６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６回)は、次に定めるところによろうとする

ものです。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３

千１０７万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億１千７０万７

千円に致そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の

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

算補正」によろうとするものです。

第２条、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

するものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。３５ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費では、５５万円の減額計上です。各節において年度

末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１１節印刷製本費につきましては、議会

だよりの入札減によるものでございます。

３６ページでございます。２款１項１目一般管理費では、５６４万５千円の減額計上で

す。１節から３７ページの１９節まで、年度末までの決算見込みによる減額計上です。な

お、３６ページの４節一般管理社会保険料及び７節一般管理賃金では、当初６名を予定し

ておりましたが５名となったことから減額となってございます。また、３７ページの１９

節通知カード、個人番号カード関連事務委任交付金は、マイナンバーに関わる国の算定見

込み等による減額計上分でございます。２目文書広報費では、４７万７千円の減額計上で

す。いずれも決算見込みによる減額計上です。なお、１１節町広報発行印刷製本費は、広

報誌の契約単価の減による減額計上分でございます。

３８ページでございます。３目財産管理費では、４千６２８万１千円の増額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる計上分でございます。なお、１７節公共用地

購入費は、建石地区の用地購入単価の減額による計上分でございます。また、２５節役場

庁舎建設基金積立金では、将来に備え、役場庁舎建設資金を積み立てるための増額計上分

でございます。

３９ページでございます。５目地域振興費では、２４５万３千円の減額計上です。各節

において年度末までの決算見込みによる計上分でございます。なお、４０ページの１３節

ふるさと松前応援寄附受入特産品取扱委託料につきましては、特産品の返礼品割合の変更

に伴う減額分でございます。また、２５節ふるさと松前応援基金積立金は、見込みより寄

附が多かったこと、創玄書道会書のまちづくり基金積立金につきましては、来年度施工予

定の北鷗碑林の石碑プレートの取替修繕に寄附をいただいたことからの増額計上分でござ

います。

４１ページでございます。２項２目賦課徴収費では、１７１万９千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。

４２ページでございます。５項１目各種統計調査費では、１０７万５千円の減額計上で

す。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。

４３ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費では、２１６万２千円の増額計

上です。各節において年度末までの決算見込みによる計上分でございます。４４ページの
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２０節障害者自立支援補装具費は、見込みより車椅子、義肢、補聴器など申請が増えたも

ので、また介護訓練等給付費では、新規で６名の施設入所者による増額となってございま

す。一方、厚生医療給付費などの減額予算は、いずれも対象者の減少によるものでござい

ます。３目老人福祉費では、８７１万円の減額計上です。各節において事業終了による精

算確定分と年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、４５ページの２８節介護

保険特別会計に対する繰出金は、保険事業勘定の事務費負担金分の減による計上分でござ

います。また、後期高齢者医療特別会計に対する繰出金は、主に広域連合への事務費操出

金及び保険基盤安定分の額の確定見込みによる減額の計上分でございます。４目地域活動

推進費では、８万１千円の増額計上です。１９節松前町街灯料補助金は、電気料金の燃料

調整単価の増額により、２３町内会の実績見込みによる増額の計上分でございます。

４６ページでございます。２項１目児童福祉総務費では、８６６万３千円の減額計上で

す。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、７節保育所賃金で

は、臨時保育士の募集を実施しましたが、応募がなかったことから減額となっています。

また、４７ページの１９節子ども子育て支援施設型給付費は、松前認定こども園の入所者

の減による減額の計上分でございます。２目児童措置費では、３９万５円Ｓんの減額計上

です。２０節児童手当は、各対象児に増減はありますが、年度末までの決算見込みによる

計上分となってございます。

４８ページでございます。４款１項１目保健衛生総務費では、２８万２千円の減額計上

です。年度末までの決算見込みによる減額計上分でございます。２目母子保健費では、３

０万１千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でござ

います。３目予防費では、５８７万８千円の減額計上です。各節において年度末までの決

算見込みによる減額計上です。なお、一般検診等委託料の概要につきましては、参考資料

８８ページに掲げておりますのでご参照願いたいと思います。

４９ページでございます。４目環境衛生費では、２３２万２千円の減額計上です。各節

において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１９節合併処理浄化槽設置

補助金は、１５人槽を１基を予定していた事業者の方から、翌年度の設置に変更となった

ため、減額となったものでございます。

５０ページでございます。６目健康センター費では、５万円の減額計上です。年度末ま

での決算見込みによる減額の計上です。７目病院費では、４千３６６万４千円の増額計上

です。１９節病院事業会計に対する補助金は、交付税の額の確定に伴う精算による増額計

上分でございます。

５１ページでございます。２項１目清掃総務費では、５２２万６千円の減額計上です。

１９節渡島西部広域事務組合負担金（衛生部門）は、決算見込みによる事務組合の補正に

伴う減額計上分でございます。主にし尿処理量の減少に伴う薬品代等の減によるものでご

ざいます。２目じんかい処理費では、２９万７千円の減額計上です。１３節一般廃棄物収

集運搬委託料は、契約に伴う減額計上分でございます。

５２ページでございます。３項１目上水道施設費では、２６万円の減額計上です。１９

節水道事業会計に対する補助金は、主に建設改良費において、辺地債充当分に伴う決算見

込みによる減額計上分でございます。

５３ページでございます。５款１項１目労働諸費では、４千円の減額計上です。年度末

までの決算見込みによる減額計上分でございます。

５４ページでございます。６款１項１目農業委員会費では、１３万８千円の減額計上で

す。年度末までの決算見込みによる減額計上です。３目畜産業費では、１８５万円の減額
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計上です。各節において、年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、２２節貸

付肉用牛事故損害賠償金は、当初３頭分を見込んでおりましたが、事故実績がないことか

ら減額の計上となってございます。

５５ページでございます。２項１目林業振興費では、６４万６千円の減額計上です。各

節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１３節町有林整備委託料

及び林地台帳システム整備業務委託料は、入札に伴う減額の計上分でございます。

５６ページでございます。３項１目水産業振興費では、６８６万５千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。なお、１９節水産基盤整備事

業負担金（漁港分）は、札前漁港蓄養水面浚渫工事が入札の不調から実施となったため、

失礼、入札の不調から未実施となったため、地元負担分がなかったことからの減額の計上

分でございます。また、松前製氷冷蔵庫整備事業補助金は、入札に伴う減額となっており

ます。更に、漁業支援総合補助金は、事業主体であるさくら漁業協同組合に対し、ナマコ

養殖試験事業が地域づくり総合交付金の採択となったことから減額となったものでござい

ます。２目漁港管理費では、４５万円の減額計上です。決算見込みによる減額の計上分で

ございます。

５７ページでございます。７款１項１目商工振興費では、８３万５千円の減額計上です。

いずれも額の確定などによる決算見込みによる減額計上分でございます。２目観光振興費

では、２７２万８千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額

計上です。なお、５８ページの１９節松前さくら音頭誕生３０周年記念イベント実行委員

会負担金は、当実行委員会に対し、地域づくり総合交付金が採択となったことにより減額

となったものでございます。３目温泉休養センター費では、８８万３千円の減額計上です。

なお、１３節委託料及び１５節工事請負費は、いずれも入札に伴う減額の計上分でござい

ます。４目公園費では、１５２万８千円の減額計上です。各節において年度末までの決算

見込みによる減額計上分でございます。

６０ページでございます。８款２項１目道路橋りょう維持費では、４９７万９千円の減

額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額の計上でございます。なお、

１３節委託料及び１５節工事請負費、いずれも入札に伴う減額の計上分でございます。３

目橋りょう新設改良費では、６４万８千円の減額計上です。１５節工事請負費は、入札に

伴う減額計上分でございます。

６１ページでございます。４項１目港湾管理費では、１０万円の減額計上です。年度末

までの決算見込みによる減額計上でございます。

６２ページでございます。５項２目住宅建設費では、７１２万９千円の減額計上です。

１３節委託料及び１５節町営住宅建設工事請負費、町営住宅整備長寿命化改善工事請負費

は、いずれも入札に伴う減額の計上分でございます。

６３ページでございます。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、４８３万７千円

の減額計上です。１９節渡島西部広域事務組合負担金（消防部門）で、決算見込みによる

事務組合の補正に伴う減額計上分です。なお、主な要因は、消防諸費分の職員手当の減と、

消防団団費分で、報酬と旅費の減になってございます。２目災害対策費では、１千３２２

万７千円の減額計上です。年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。なお、

１５節防災行政無線整備工事請負費は、入札に伴う減額計上分でございます。

６４ページでございます。１０款１項１目教育委員会費では、１９万円の減額計上です。

年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目事務局費では、９万４千円の減額計上

です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。３目教育振興費では、
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４７０万２千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる計上分でご

ざいます。なお、７節教育指針推進学力向上賃金は、３名の指導員を予定しておりました

が、２名の対応となったことから、減額となってございます。６６ページの１９節松前高

等学校通学生交通費等補助金は、町外からの通学生がなかったことから、通学定期券購入

費補助分の減額の計上となってございます。２１節奨学資金貸付金は、当初５人分を見込

んでおりましたが、貸付者が４名となったことから減額となってございます。

６７ページでございます。２項１目学校管理費では、２７１万７千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。１３節学校管理の各種委託料

は、契約に伴う減額の計上分となってございます。また、６８ページの１８節学校管理備

品購入費は、ＡＥＤ自動体外式除細動器２基の購入を予定しておりましたが、東亜建設工

業から寄贈があったことから減額となるものでございます。２目教育振興費では、１５６

万７千円の減額計上です。２０節扶助費は、いずれも対象児童の減少に伴い年度末までの

決算見込みによる減額計上でございます。

６９ページでございます。３項１目学校管理費では、１８６万２千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。

７０ページでございます。２目教育振興費では、２６０万３千円の減額計上です。２０

節扶助費は、いずれも対象生徒の減少に伴い、年度末までの決算見込みによる減額計上分

となってございます。

７１ページでございます。４項１目社会教育総務費では、２５万３千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目公民館費では、６３万３

千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。

７２ページでございます。３目図書館費では、１８６万５千円の減額計上です。各節に

おいて年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。なお、７節賃金で、当初７

時間勤務と４時間勤務の方、合わせて５名を予定しておりましたが、４名となったことか

ら減額となってございます。

７３ページでございます。４目社会教育施設管理費では、１２５万９千円の減額計上で

す。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上でございます。

７４ページでございます。５目文化財費では、１７万１千円の減額計上でございます。

各節において年度末までの決算見込みによる減額の計上でございます。

７５ページでございます。６目史跡保存整備費では、３７２万５千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。７６ページの１５節史跡松前

氏城跡福山城跡災害復旧土塀工事請負費は、入札に伴う減額の計上分でございます。

７６ページでございます。７目郷土資料館費では、５６万９千円の減額計上です。各節

において年度末までの決算見込みによる減額の計上でございます。

７７ページでございます。５項１目保健体育総務費では、９１万１千円の減額計上です。

各節において年度末までの決算見込みによる減額計上です。２目体育施設費では、９１万

４千円の減額計上です。各節において年度末までの決算見込みによる減額の計上でござい

ます。

７８ページでございます。３目学校給食費では、４１万３千円の減額計上です。各節に

おいて年度末までの決算見込みによる減額の計上でございます。

７９ページでございます。１２款１項１目元金は、財源更正でございます。２目利子で

は、１４７万６千円の減額計上です。２３節一時借入金利子は、年度末までの決算見込み

による減額の計上となってございます。
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８０ページでございます。１３款１項１目職員給与費で、６１９万１千円の減額計上で

す。各節において年度末までの決算見込みによる減額計上分でございます。なお、２節職

員給料については、当初予定していた保健師の採用ができなかったことが大きな要因とな

っております。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。１０ページをお開き願います。

２．歳入です。１款１項１目個人では、１千８０５万１千円の増額計上です。年度末ま

での推計見込みによるものでございます。

１１ページでございます。２款２項１目自動車重量譲与税では、４４０万円の減額計上

です。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１２ページでございます。６款１項１目地方消費税交付金では、８６０万円の増額計上

です。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１３ページでございます。７款１項１目自動車取得税交付金では、５００万円の減額計

上です。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１４ページでございます。９款１項１目地方交付税では、２千円の減額計上です。財源

調整のための減額措置でございます。

１５ページでございます。１０款１項１目交通安全対策特別交付金では、１千円の減額

計上です。年度末までの推計見込みによるものでございます。

１６ページでございます。１１款１項１目民生費負担金から２目教育費負担金まで、総

体で４３万４千円の増額計上です。いずれも年度末までの見込みによるものでございます。

１７ページです。１２款１項２目民生使用料から７目教育使用料まで、総体で１８３万

１千円の減額計上です。いずれも、年度末までの見込みによるものでございます。

１８ページでございます。１３款１項１目民生費国庫負担金では、４１２万１千円の増

額計上です。１節から８節まで、それぞれ節内において増減はありますが、歳出事業に対

応のための国庫負担金で、年度末までの実績見込みによるものでございます。

２０ページでございます。２項１目総務費国庫補助金から５目教育費国庫補助金まで、

総体で６７０万６千円の減額計上でございます。各節において増減はありますが、いずれ

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

２２ページでございます。３項１目総務費国庫委託金では、５万４千円の増額計上です。

年度末までの見込みによるものでございます。

２３ページでございます。１４款１項１目民生費道負担金では、２２２万１千円の減額

計上です。１節から８節まで、それぞれ節内において増減はありますが、国庫負担金同様、

年度末までの事業実績見込みによる道費負担金の計上分でございます。

２５ページでございます。２項２目民生費道補助金から６目消防費道補助金まで、総体

で１２２万１千円の減額計上です。各節において増減はありますが、いずれも事業の確定

と実績見込みによる道補助金の計上分でございます。

２６ページでございます。３項１目総務費道委託金から２目民生費道委託金まで、総体

で１１６万７千円の減額計上です。各節において増減はありますが、いずれも事業の確定

と年度末までの実績見込みによる道委託金の計上分でございます。

２７ページでございます。１５款１項１目財産貸付収入から２目利子及び配当金まで、

総体で４９万３千円の減額計上です。各節において増減はありますが、いずれも年度末ま

での見込みによるものでございます。

２８ページでございます。２項１目不動産売払収入から３目生産物売払収入まで、総体

で４８万４千円の減額計上です。各節において増減はありますが、いずれも年度末までの
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売払い見込みによる計上分でございます。

２９ページでございます。１６款１項１目一般寄附金では、１０８万４千円の増額計上

です。一般寄附金は、使途を指定されない町政全般に対する寄附金で、２件の寄附を受け

たことによる増額計上分でございます。２目総務費寄附金では、１１８万７千円の増額計

上でございます。いずれも今後の見込みを含めた計上分でございます。なお、北海道胆振

東部地震災害見舞金につきましては、今年の２月に配分されているところでございます。

３０ページでございます。１７款２項３目ふるさと松前応援基金繰入金では、１千円の

減額計上です。歳出で減額計上のさくら品質画像データ委託事業に対応のための減額繰入

金でございます。

３１ページでございます。１９款４項１目民生費受託事業収入では、８８万４千円の減

額計上です。いずれも年度末までの実績見込みによる計上分でございます。

３２ページでございます。５項２目弁償金から６目雑入まで、総体で２８９万７千円の

減額計上です。各節中身的に増減はございますが、いずれも額の確定や年度末までの見込

みによるものでございます。

３３ページでございます。２０款１項１目総務債から３４ページ、８目教育債まで、総

体で３千７３０万円の減額計上でございます。各節において増減はありますが、歳出事業

に対応のための借入起債の見込み計上分でございます。

以上が歳入でございます。２ページをご覧願いたいと思います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入でございます。３ページの歳入合計が、補正前の額５

７億４千１７８万４千円から３千１０７万７千円を減額し、補正後の額を５７億１千７０

万７千円に致そうとするものでございます。

４ページから５ページになります。歳出でございます。歳出につきましても歳入同様、

補正前の額から３千１０７万７千円を減額し、補正後の額を５７億１千７０万７千円に致

そうとするものでございます。

６ページでございます。第２表債務負担行為補正でございます。追加の分と致しまして、

温泉休養センター管理運営委託料外１件につきまして、記載しています期間、限度額のと

おり債務負担行為を致そうとするものでございます。

７ページでございます。第３表地方債補正でございます。変更の分としまして、医療機

器整備事業補助金外９事業につきまして、記載のとおり限度額をそれぞれ補正後の金額に

変更致そうとするものでございます。

以上が議案第８号でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番。

○３番(福原英夫君) ２点だけ、ちょっと教えてください。ページ３８、役場庁舎建設基

金積立金、これを加えるといくらになるのかあと思ってました。僕は、これで２億ぐらい

までいくのかなあと思ったりして。ちょっと、僕資料持ってきてなかったもんですから。

それとも１点目、ページ７７、４町スポーツ合宿誘致推進事業、この減額した要因は何

かなあと思ったりして。この２点、ちょっと教えてください。

○議長(伊藤幸司君) １点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) お尋ねの役場庁舎建設基金の積立金でございますけれども、

積み立て後の金額が、１億５千４１８万３千円となる見込みでございます。以上でござい

ます。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、文化社会教育課長。
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○文化社会教育課長(堀川昭彦君) ただ今、福原議員からご質問のありました４町スポー

ツ合宿誘致推進事業補助金の関係でございます。これは、６月で補正予算を計上させてい

ただいて、当初この協議会は松前から木古内までの４町でスポーツ合宿、それから人口の

交流ということで取り組んだ事業でございます。今年初めてのモデル事業ということで実

施した経緯がございます。予算計上段階では、各町にどのぐらいのチームを呼び込んで、

どういう割り振りするかというのを手探りでやってきた状況でございます。私どもとすれ

ば、松前町としては１２０名の選手等を３泊泊まるということで、補助上限、２千５００

円を上限として９０万の補正を計上させて、可決していただいた経緯がございます。結果

と致しまして、松前球場を使いましたチームについては、３チーム松前町に来場していた

だきまして、今春、この４町合宿の参加していただいた札幌大谷高校が、その後明治神宮

大会優勝、ひいては春の選抜大会に出場ということで、参加された２チームがこの大会を

経て、全国大会に進むようになってございます。結果的には２チームが参加して５６名の

２泊の宿泊ということで、実績での減額という形でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 庁舎の積立金が急減に伸びてるものですから、それで、将来的には

庁舎を建てるっていうことで、その準備にもう入ってるのかなあと思ってました。それで、

万が一、庁舎の積み立てしたものが遅れて、その基金っていうのを一般会計に繰り出しす

るっていう考え方っていうのはできるのでしょうか。いったん、焦らないで。そういうこ

とで、ちょっとそこを教えていただきたいということ。

もう一つ、ページ７７の合宿ですけども、当初からちょっと自分自身はクイッションを

出してたんですけども、やはり１年目で、こう確認すると、合宿っていうのはどういうふ

うなものかというふうなことでね、確認をする、そしてお勉強するっていう考え方であれ

ば、その結果であればね、私は何も次へのステップでね、これが生かされるもんだと思っ

てました。予算のときに改めて聞きますので、そのときには詳しく教えていただきたいな。

まず、佐藤課長。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) １点目の役場庁舎建設基金の積立金の関係でございます。こ

れは、条例に基づいて基金の積立処分ができる形になっておりますので、基本的、特定の

財源でございますので、目的外で支消するということは基本的にはできません。ですから、

あくまでも庁舎の建設に関わる使途というふうな考え方になろうかと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) そうすると、流動性がない部分に、どうしても確定した、目的が確

定したところっていうことは、将来的に、５年後になるのか１０年後になるのかっていう

考え方ですが、ただ、心配してるのが、お城は建てなきゃならないだろうし、今度は病院

がどういうふうになるのかもわからないだろうし、そうすっと大型案件、何だかんだ言っ

て４０億も５０億も起債使わなければできない時代がくるなと思うもんですから、そうい

うふうなことを考えていくと、厳しい財政運用と綱渡りに入っていくなあと。それで、こ

このところを付せんを入れておいたんです。ですから、財政担当課長としては、十分に町

長、副町長等とお話をして考えられた方法論を導入したというふうに受け止めてよろしい

でしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 大変厳しい質問かと思いますけれども、ご承知のとおり、平

成３０年度にかけましては国の動きもですね、国は借金をして地方の方に地方交付税を配



- 48 -

布してるというふうなことで、実を申しますと財政調整基金を地方はかなり積み立てをし

てるというような指摘が財務大臣の方から、昨年いろいろございました。そういう中で交

付税を減らす策なのかなというような捉えもございますけれども、財政調整基金は何でも

使えるお金になってまいりますけれども、特定、今私言いました他の基金ですね、特定目

的の基金につきましては、それに限っての基金というふうなことになりますので、財調と

は違う形にもちろんなるわけでございます。そういう意味では、この庁舎の建設基金に積

み立てをするということは、庁舎の建設以外には使えないということにもなりますけれど

も、これは、昨年、２９年から総合計画を策定する際にもお話申し上げましたけれども、

やはり将来にわたって庁舎の建設等が考えられる場合に、やはりその裏付けとなる財源が

なければ、なかなかこれは手をかけれないという部分がございますので、私としましては、

当基金の方にある程度の積み立てをして、そういう議論が重ねられるような状況にしてい

きたいという考え方の下で、今回こういう形で積み立てをさせていただいたところでござ

いますので、ご理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第９号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計

補正予算(第４回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第９号、平成３０年度松前町国民

健康保険特別会計補正予算(第４回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第４回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ４千８５８万４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億

９千５３万９千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の

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

表歳入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正につきましては、年度末までの見込みや額の確定による補正で、歳出では、

保険給付費の減額、歳入では、国民健康保険税や道支出金の減額が主な内容です。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１０ページをお開き願います。
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３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、４節共済費から１３節委託料まで、合わ

せて１０３万４千円の減額計上です。これは、レセプト点検員の賃金や通信運搬費などの

年度末までの見込みによる減額であります。２目連合会負担金では、１９節北海道国民健

康保険団体連合会負担金で２５万２千円の追加計上です。これは、国保連合会のシステム

改修に伴う市町村負担金の増額によるものであります。

次に１１ページです。２項１目賦課徴収費では、２３万５千円の減額です。内訳は、１

１節徴収者に係る燃料費で１５万円、１９節納税貯蓄組合に対する運営費補助金で８万５

千円の減額計上です。いずれも年度末までの見込みによる減額であります。

次に１２ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費で３千万円、２目退職被保

険者等療養給付費で４００万円、５目審査支払手数料で１０万円の減額計上です。いずれ

も年度末までの医療費の見込みにより減額するものであります。

次に１３ページです。２項１目一般被保険者高額療養費で１千万円の減額計上です。こ

ちらも年度末までの見込みにより減額するものであります。

次に１４ページです。３項１目出産育児一時金では、８４万円の減額計上です。当初５

件分を見込んでおりましたけども、年度末までの見込みで３件を見込みまして、２件分を

減額するものであります。２目出産育児一時金支払手数料で１千円の減額計上です。これ

は、件数の減少に伴う減額であります。

次に１５ページです。４項１目葬祭費では、３０万円の減額計上です。こちらも年度末

までの見込みにより減額するもので、当初３０件分を見込んでおりましたが、２０件と見

込みまして、１０件分を減額するものであります。

次に１６ページです。３款１項１目一般被保険者医療給付費分は、財源更正であります。

次に１７ページです。５款１項１目特定健康診査等事業費、１１節需用費から１４節使

用料及び賃借料まで、合わせて１９７万７千円の減額計上です。これは、特定健康診査等

の受診者の減少に伴います委託料等の減額が主な内容となっております。

次に１８ページです。２項１目保険衛生普及費、８節報償費から１３節委託料まで、合

わせて３４万９千円の減額計上です。これは、歯科健康教室に係る講師等の謝礼や職員旅

費の減額が主な内容です。

次に１９ページです。７款１項４目療養給付費等負担金償還金は、財源更正です。

次に２０ページです。２項１目一般会計操出金も財源更正であります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入でございます。６ペー

ジにお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税では、１節医療給付費分現年

度課税分から３節介護納付金分現年課税分まで、合わせて１千２６万８千円の減額計上で

す。これは、被保険者数の減少や所得の減少等で調定額が減少している状況から、年度末

までの見込みにより減額するものであります。２目退職被保険者等国民健康保険税におい

ても１節医療給付費分現年度課税分から３節介護納付金分現年課税分まで、合わせて２６

１万６千円の減額計上です。こちらも年度末までの見込みにより減額するものであります。

次に７ページです。２款１項１目保険給付費等交付金では、３千６０８万１千円の減額

計上です。内訳は、１節普通交付金が４千５２４万１千円の減で、これは、歳出の保険給

付費の減額によるものであります。２節特別交付金は９１６万円の追加計上で、これは、

年度末までの見込みによる補正であります。

次に８ページです。６款１項１目一般被保険者延滞金で、４２万１千円の追加計上です。

こちらも年度末までの収入見込みによる計上であります。
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次に９ページです。３項雑入では、３目一般被保険者返納金で、４万３千円の追加計上

です。８目雑入では、臨時職員に係る共済費個人負担金等８万３千円の減額計上で、いず

れも年度末までの収入見込みによる補正であります。

以上が歳入の事項別明細であります。２ページにお戻り願います。

２ページ、第１表歳入歳出予算補正(事業勘定)の歳入でございます。歳入合計、補正前

の額１３億３千９１２万３千円から、今回４千８５８万４千円を減額し、補正後の額を１

２億９千５３万９千円に致そうとするものあります。

次に３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１２億９千５３万９千

円に致そうとするものであります。

以上が議案第９号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第４回)の内容

でございます。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第１０号、平成３０年度松前町介護保険特別会計補

正予算(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました、議案第１０号、平成３０年度松

前町介護保険特別会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ２千４９４万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

０億２千３４９万１千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ２万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千１６９万１千

円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

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

によろうとするものであります。

それでは、はじめに保険事業勘定、歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。１４

ページをお開き願います。

１４ページ、３．歳出です。１款２項１目賦課徴収費、１２節役務費では、２４万円の

減額計上です。これは、介護一般事務に係る郵便料であり、一般会計からの事務費繰入金
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を財源として予算措置したものでありますが、一般会計からの繰り入れを止め、一般会計

から直接支出することとしたことによる減額補正です。

次に１５ページ、１款３項２目介護認定調査費では、１２節役務費及び１３節委託料で、

合わせて２３３万４千円の減額計上です。介護認定審査のための医師意見書作成手数料と

要介護認定調査委託料の減額で、年度末までの決算見込みによる減額補正です。

次に１６ページ、１款４項１目計画推進費では、８節報償費及び９節旅費で、合わせて

８万３千円の減額計上です。介護保険事業計画等推進委員会の会議に係る報償費と費用弁

償で、委員会開催４回分を見込んでおりましたが、２回の開催となったことから減額補正

しようとするものです。

次に１７ページ、２款１項１目介護サービス給付費では、１９節負担金補助及び交付金

で、３千２４５万５千円の増額計上です。介護サービス給付費の年度末の決算見込みによ

り増額補正です。

次に１８ページ、４款１項１目介護予防日常生活支援総合事業費では、１３節委託料及

び１９節負担金補助及び交付金で、合わせて１１万８千円の増額計上です。１３節通所型

介護予防事業委託料は４９万７千円の減額、１９節介護予防生活支援サービス事業給付費

では９８万円の増額で、いずれも年度末までの決算見込みによるものです。また、１９節

住民主体生活支援サービス事業補助金は３６万５千円の減額計上でありますが、これは、

補助金の交付団体として６団体を見込んでおりましたが、４団体となったことによるもの

です。２目包括的支援事業・任意事業費では、４節共済費から２０節扶助費まで、合わせ

て４９３万４千円の減額計上です。４節共済費及び７節賃金については、地域包括支援セ

ンターの臨時職員１名に係る共済費と賃金でありますが、臨時職員募集に応募がなかった

ことから減額計上するものであり、１２節通信運搬費及び１３節介護給付費通知作成処理

委託料については、委託先業者の選定等が予定どおり進まなかったため、通知書の作成を

次年度以降に延期したことにより、その委託料と郵便料を減額致そうとするものです。ま

た、１２節緊急通報システム装置移転手数料、１３節緊急通報システム受信業務委託料及

び２０節家族介護用品給付費につきましては、年度末までの決算見込みによる減額補正で

す。

次に１９ページ、４款１項３目社会保障充実事業費では、１３節委託料で、３万５千円

の減額計上です。生活支援コーディネータ業務委託契約の額が確定しておりますことから

減額しようとするものです。

以上が保険事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページへ

お戻り願います。

６ページ、２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分では、５４１

万６千円の増額です。介護サービス給付費の決算見込額の増に伴い、国の負担金が増額に

なるものです。

次に７ページ、３款２項１目調整交付金、１節現年度分では、国からの交付見込額の増

により、１千５５８万７千円の増額補正です。６目保険者機能強化推進交付金、１節保険

者機能強化推進交付金では、今年度において、高齢者の自立支援重度化防止等に関する取

り組みを支援することを目的とした国の交付金が創設され、１６３万円交付されることに

よる増額補正です。

次に８ページ、４款１項１目介護給付費交付金、１節現年度分では、介護サービス給付

費の増額に伴い、８７６万３千円の増額補正です。

次に９ページ、５款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分では、国と同じく介護サ
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ービス給付費の増額に伴い、５１３万２千円の増額補正となります。

次に１０ページ、７款１項１目一般会計繰入金では、４７４万４千円の減額補正です。

１節介護給付費繰入金では、介護サービス給付費の増額に伴い、４０５万７千円の増額補

正となりましたが、３節事務費繰入金では、歳出の１款総務費、４款地域支援事業費の減

額計上に伴い、８８０万１千円の減額補正となりました。

次に１１ページ、７款２項１目介護給付費準備基金繰入金では、１節介護給付費準備繰

入金で、６５０万円の減額補正です。介護給付費の財源として、保険料で賄わなければな

らない分の不足分を準備基金により繰り入れする予定でありましたが、介護サービス給付

費の決算見込額が増額となったものの、国からの調整交付金等の増額交付見込みにより、

基金を取り崩しすることなく、対応可能になったことから全額減額するものであります。

次に１２ページ、７款３項１目サービス事業勘定繰入金では、２万３千円の減額補正で

す。これは、地域包括支援センターで行っております、介護予防サービスにかかるケアプ

ランの作成に対する介護報酬の年度末までの収入見込額がサービス事業勘定において減額

となることから、サービス事業勘定からの保険事業勘定へ繰り入れする額についても減額

補正しようとするものです。

次に１３ページ、９款２項３目雑入では、雇用保険料等個人負担金、３１万４千円の減

額補正です。これは、臨時職員の募集に応募がなかった地域包括支援センターの臨時職員

１名に係る雇用保険料と個人負担金です。

以上が保険事業勘定、歳入の事項別明細です。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、保険事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額９億９千８５

４万４千円に２千４９４万７千円を追加し、補正後の額を１０億２千３４９万１千円に致

そうとするものです。

次に３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１０億２千３４９万１

千円に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定の歳出の事項別明細書です。２７ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費は、財源更正です。居宅介護サービス計画費収

入の減額見込分を一般会計繰入金で補てんしようとするものです。

次に、２８ページの２款１項２目保険事業勘定繰出金、２８節操出金では、２万３千円

の減額計上です。これは、地域包括支援センターで行っております介護予防サービスにか

かるケアプランの作成に対する介護報酬の年度末までの収入見込額が減となることから、

保険事業勘定に繰り出す額も減額するものです。

これに対応致します歳入です。２４ページへお戻り願います。

２４ページ、２．歳入です。１款１項１目居宅介護サービス費収入、１節居宅介護サー

ビス計画費収入では、２５万２千円の減額補正です。これは、松前町指定居宅介護支援事

業者が行う介護サービスに係るケアプランの作成に対する介護報酬の年度末までの収入見

込額の減による減額補正です。

次に２５ページ、１款２項１目居宅支援サービス費収入、１節居宅支援サービス計画費

収入では、２万３千円の減額補正です。これは、地域包括支援センターが行う介護予防サ

ービスに係るケアプランの作成に対する介護報酬の年度末までの収入見込額の減による減

額補正です。

次に２６ページ、２款１項１目一般会計繰入金、１節一般会計繰入金では、２５万２千

円の増額補正です。これは、１款１項１目１節居宅介護サービス計画費収入の減額分を一

般会計からの繰入金で補てんしようとするものです。
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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１千１７

１万４千円から、２万３千円を減額し、補正後の額を１千１６９万１千円に致そうとする

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１千１６９万１千円

に致そうとするものです。

以上が、議案第１０号、平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)の内容

です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第１１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、議題となりました、議案第１１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２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２回)は、次に定めるところ

によろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

７３５万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１千６５５万６千

円に致そうとするものであります。

第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであり

ます。

今回の補正の内容は、歳出では、北海道後期高齢者医療広域連合納付金の減額、これに

対応する歳入においては後期高齢者医療保険料の減額と、一般会計繰入金の減額で、いず

れも額の確定や年度末までの見込みによる補正であります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。一番後ろのページ８ページをお

開き願います。

８ページ、３．歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で、７３５万１

千円の減額計上です。内訳と致しまして、右側説明欄に記載しておりますが、事務費負担

金として５０万１千円の減額で、これは、平成２９年度分の後期高齢者医療広域連合の事
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務費の納入額を平成３０年度で精算する仕組みとなっておりまして、その額が確定したこ

とによる減額であります。次に、保険料等分で４０６万５千円の減額で、これは、決算時

までの収入見込みによる減額であります。次に、保険基盤安定分で２７８万５千円の減額

で、これは、低所得者に対する保険料軽減分を町が負担する仕組みとなっており、その額

の確定により減額するものであります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入ですが、６ページへお

戻り願います。

６ページ、２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、４０６万５千円の

減額計上です。内訳は、１節現年度分で４０９万５千円の減額、２節滞納繰越分で３万円

の減額で、いずれも決算時までの収入見込みによる補正であります。

次に７ページです。４款１項１目事務費繰入金では、５０万１千円の減額計上です。こ

れは、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、事務費負担分を一般会計から繰り入

れするものであります。２目保険基盤安定繰入金では、２７８万５千円の減額計上です。

こちらも歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のうち、保険基盤安定分を一般会計から繰

り入れするものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正の歳入であります。歳入合計、補正前の額１億２千３９０万７

千円に今回７３５万１千円を減額し、補正後の額を１億１千６５５万６千円に致そうとす

るものであります。

次に３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１億１千６５５万６千

円に致そうとするものであります。

以上が、平成３０年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回)の内容でござい

ます。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号 平成３０年度松前町水道事業会計補正予算(第２回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第１２号、平成３０年度松前町水道事業会計補正予

算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(高橋光二君) ただ今議題となりました、議案第１２号、平成３０年度松前町

水道事業会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、収益的収支の３条予算、資本的収支の４条予算共に年度末までの
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決算見込みによる補正でございます。

それでは、予算書の１ページでございます。

第１条は、総則です。平成３０年度松前町水道事業会計の補正予算(第２回)は、次に定

めるところによろうとするものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正致そうとするものです。収入です。第１款事業収益で、既決予定額１億

８千９５１万２千円から６万１千円を減額し、補正後の予定額を１億８千９４５万１千円

に致そうとするものです。第２項営業外収益につきまして、６万１千円の減額です。これ

は、他会計補助金におきまして、簡易水道等運営費について減額となったことが主な要因

であります。

次に支出です。第１款事業費で、既決予定額１億８千２４２万２千円から２３０万８千

円を減額し、補正後の予定額を１億８千１１万４千円に致そうとするものです。第１項営

業費用では、決算見込みにより、委託料、修繕費の経費、合計４２３万円の減額です。第

２項営業外費用では、国庫納付消費税及び地方消費税で１９２万４千円の減額です。第３

項特別損失では、過年度損益修正損として、２千円の減額です。

第３条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書中不足する額「１億７３０

万６千円」を「９千７３３万１千円」に、当年度分損益勘定留保資金「３千３０５万３千

円」を「２千４２７万８千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「５

５５万５千円」を「４３５万５千円」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正致そうとするものです。

２ページをお開き願います。収入です。第１款資本的収入で、既決予定額２千７６９万

８千円を４００万円減額し、失礼致しました４０万円減額し、補正後の予定額を２千７２

９万８千円に致そうとするものです。第１項企業債で、２０万円の減額です。事業費の確

定に伴い、企業債の額の算定に変更があり、減額になるものであります。第３項他会計補

助金で、２０万円の減額です。簡易水道の建設改良に要する一般会計からの補助金で、事

業費の確定に伴う減額であります。

次に支出です。第１款資本的支出で、既決予定額１億３千５００万４千円から１千３７

万５千円を減額し、補正後の予定額を１億２千４６２万９千円に致そうとするものです。

第１項建設改良費で、１千３６万５千円の減額です。入札により事業費が減額となったも

のです。第３項備品購入費で１万円の減額です。見積合わせにより、事業費が減額となっ

たものです。

第４条は、企業債です。予算第５条に定めた、起債の限度額を次のとおり補正致そうと

するものです。事業費の確定に伴い、起債のとおりそれぞれ限度額を変更しようとするも

のです。

第５条は、他会計からの補助金です。予算第８条に定めた経費の金額を次のように改め

ようとするものです。一般会計からの補助金で、既決予定額２千３７７万円から２６万円

を減額し、補正後の予定額を２千３５１万円に致そうとするものです。決算見込みによる

減額です。この結果、平成３０年度補正予算(第２回)における当年度純利益は、５４１万

９千円を予定しているところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、平成３０年度末における予定貸借対照表を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第１２号、平成３０年度松前町水道事業会計補正予算(第２回)の内容です。

ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１２号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号 平成３０年度松前町病院事業会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第１３号、平成３０年度松前町病院事業会計補正

予算(第４回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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１３号、平成３０年度松

前町病院事業会計補正予算(第４回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、年度末決算見込みによる補正です。始めに収益的収入及び

支出の補正です。その主な内容です、収入としまして医業外収益のうち、補助金として普

通交付税、特別交付税の確定に伴う精算による増額と、固定資産の除去に伴う長期前受金

戻入の増額です。支出としまして、医業費用のうち、年度末までの決算見込みによる材料

費の増額と経費の増額です。また、固定資産の除却費用があったことに伴う資産減耗費の

増額となっております。次に、資本的収入及び支出では、収入としまして、建設改良費の

入札減に伴う企業債他会計補助金の減額となっております。支出としまして、工事請負費

及び機械備品等の入札減による固定資産購入費の減額です。

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４回)は、次に定

めるところによるものです。

第２条は、業務の予定量です。平成３０年度松前町病院事業会計予算（以下「予算」と

いう）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するものです。第４号主要な建設改

良事業は、西棟エレベーター改修工事他１件、既決予定量１千７１８万３千円から今回２

２万７千円を減額し、補正後の予定量を１千６９５万６千円に。医師公宅改修工事、既決

予定量１千１７６万２千円から、今回３７万８千円を減額し、補正後の予定量を１千１３

８万４千円に。Ｘ線画像読取装置購入他１０件、既決予定量２千７８５万３千円から、今

回２３８万２千円を減額し、補正後の予定量を２千５４７万１千円にするものです。

第３条は、収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正するものです。収入です。第１款病院事業収益は、既決予定額１３億１

千７１８万４千円に、今回４千４７５万円を追加し、補正後の予定額を１３億６千１９３

万４千円にするものです。その内訳と致しまして、第２項医業外収益、既決予定額２億５

千７１３万２千円に、今回４千４７５万円を追加し、補正後の予定額を３億１８８万２千

円にするもので、普通交付税と特別交付税確定に伴う精算による増額と、補助金等により
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購入した固定資産の除去に伴う長期前受金戻入の増額です。

２ページです。支出でございます。第１款病院事業費用は、既決予定額１３億４千８１

４万１千円に、今回６７８万５千円を追加し、補正後の予定額を１３億５千４９２万６千

円にするものです。その内訳と致しまして、第１項医業費用、既決予定額１３億３千１３

９万１千円に、今回６７８万５千円を追加し、補正後の予定額を１３億３千８１７万６千

円にするもので、年度末までの決算見込みによる材料費の増額と、貸倒引当金の増額及び

固定資産の除去費用に伴う資産減耗費の増額です。

第４条は資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書き中、「不足する額１千４０

０万４千円」を「不足する額１千１２０万６千円」に。「過年度分損益勘定留保資金１千

３００万４千円」を「過年度分損益勘定留保資金１千２０万６千円」に改め、同条に定め

た資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。収入です。第１款資本的

収入は、既決予定額５千４０１万７千円から、今回１７８万９千円を減額し、補正後の予

定額を５千２２２万８千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項企業債既決予

定額２千２１０万円から、今回１００万円を減額し、補正後の予定額を２千１１０万円に

するもので、西棟エレベーター改修工事、医師公宅改修工事及び医療機械器具整備事業に

伴う入札減によるものです。第２項補助金、既決予定額３千１６７万１千円から、今回７

８万９千円を減額し、補正後の予定額を３千８８万２千円にするもので、工事請負費及び

機械備品購入に伴う入札減による一般会計からの補助金の減額です。支出でございます。

第１款資本的支出は、既決予定額６千８０２万１千円から、今回４５８万７千円を減額し、

補正後の予定額を６千３４３万４千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項建

設改良費既決予定額５千６７９万８千円から、今回２９８万７千円を減額し、補正後の予

定額を５千３８１万１千円にするもので、西棟エレベーター改修工事他２件及びＸ線画像

読取装置他１０件購入に伴う入札減によるものです。第３項投資、既決予定額１９２万円

から今回１６０万円を減額し、補正後の予定額を３２万円にするもので、修学資金貸付金

を当初２名見込んだところですが、１月末現在で申し込みがなかったことから２名１０ヶ

月分を減額するものです。なお、資本的収入が資本的支出額に対して不足する額、１千１

２０万６千円は、減債積立金と過年度分損益勘定留保資金で補てんするものです。

３ページです。第５条は、企業債です。予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正するものです。変更の分として、起債の目

的、西棟エレベーター改修工事限度額、変更前６２０万円から、変更後６１０万円に、医

師公宅改修工事限度額を変更前５８０万円から、変更後５３０万円に、医療機械器具整備

事業限度額７８０万円から、変更後７４０万円にそれぞれ減額するものです。

第６条は、他会計からの補助金です。予算第９条に定めた経費の金額を次のとおりに改

めるものです。他会計補助金既決予定額２億３千４３４万２千円に今回４千３６６万４千

円を追加し、補正後の予定額を２億７千８００万６千円にするものです。

４ページです。第７条は、棚卸し資産購入限度額です。予算第１０条中、「１億６千５

００万円」を「１億７千１００万円」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４回)の内容です。関係書類につ

きましては、５ページ以降に添付しておりますのでご参照願いたいと思います。ご審議の

程よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「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１３号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって本日の議事日程を全て議了しましたので、本日はこれ

で散会致します。

なお、明日３月５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５１分)
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（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りですのでご了承願います。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、４番近江武君、５番工藤松子君、

以上２名を指名致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

２番沼山雄平君

○２番(沼山雄平君) おはようございます。

それでは、通告に従いまして、長寿社会を支える地域包括ケアシステムの構築と取り組

みについて、質問をさせていただきます。松前町の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計

画の第７期計画、２０１８年から２０２０年度までの計画が策定されております。基本理

念にみんなが支えるいきいきとした高齢者のためのまちづくりとあります。その理念を基

とした施策展開の考え方に、地域包括ケアシステムの進化、推進があります。

この地域包括ケアシステム、これからの松前町の長寿社会を支えるうえでは、大変重要

な仕組みであり、誰もが関心を持ち参画し、支えなければならないことと受け止めており

ます。２０１９年の松前町の高齢化率推計では、４８．５％となっており、町民２人に１

人が６５歳以上ということになります。今後、この割合が益々高くなることは想像できる

ことであります。また、要介護認定率、昨年は２０％で、被保険者５人に１人となってお

ります。今後高齢化率の上昇に伴い、要介護認定率の割合も高くなることが予想されます。

人生１００年時代と言われております今、超高齢化時代の到来とともに、いかに健康寿命

延ばし、人生の総仕上げ時において、松前良きところ、満足だったと言われるような町に

するか、町長はこの第７期計画の巻頭に、生活満足度の高い町の一つのシステムとして、

医療、介護、介護予防、福祉などのサービスを総合的に提供できるような地域包括ケアシ

ステムの構築に向けて、引き続き取り組まれなければならない、こう記されております。

この地域包括ケアシステムについて、昨年私ども町内白神から江良方面、６０歳代から

８０歳までの約１００名ほどの方に地域包括ケアシステムを知っているか聞きましたとこ

ろ、知らないと答えた方が９割以上おりました。聞いたことはあるような気はするが、中
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身までわからない、そう答える方が圧倒的でありました。長寿社会を支える重要な仕組み

にあるにも関わらず、また最もこの仕組みを理解すべき年代の方達が、ここまで認知度が

低いとは思わなかったわけであります。そこで、基本的なことを伺いますが、この地域包

括ケアシステムと地域包括支援センターと混同されている方もおりますので、この地域包

括ケアシステムとは何か、また地域包括支援センター、それぞれの役割、違いについて、

簡単に説明をお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

ただ今、沼山議員から一般質問の通告を受けました。１問目ご答弁をさせていただきた

いというふうに思います。

地域包括ケアシステムとは何か、更には地域包括支援センター、それぞれの役割、違い

についてのお尋ねでございます。地域包括ケアシステムとは、高齢者が要介護状態になっ

ても住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送れるように、地域内でサポートしあう

体制であり、介護や医療、更には住まいや生活支援といった高齢者を支えるサービスを一

体的に提供するシステムのことであります。また、地域包括支援センターは、地域の高齢

者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高

齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域包括ケ

ア実現に向けた中核的な機関だというふうにおさ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) 高齢になっても住み慣れた地域で、そしてできるだけ、１日も長く

我が家で過ごしたいと希望する方も非常に多くおります。その意味では、本当に心強い仕

組みであると思います。この地域包括支援センターは、２００５年、平成１７年に地域住

民の介護や医療に関する相談窓口として創設が打ち出されております。また、地域包括ケ

アシステムは、その後２０１２年、平成２４年４月から自治体が地域包括ケアシステム推

進の義務を担うとされております、構築が義務化されているわけです。市町村や都道府県

が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつくり上げていく必要があると記

されております。この地域包括ケアシステム、今後は地域に見合ったケアシステムを構築

し、軌道に乗せていくために各自治体が３年ごとの介護保険事業計画の策定実施を行うこ

ととなっています。正に、松前町の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画第７期計画が

それにあたるわけです。それぞれに相応しい地域包括ケアシステムを２０２５年までに確

立することが目標となっています。

この地域包括ケアシステムは、日常生活圏域を単位として想定されておりますが、松前

町それぞれの地域に見合った構築のあり方が求められていると思います。そこで伺います。

松前町、それぞれの地域に見合った地域包括ケアシステムの構築を、これまでどのような

取り組みをされてきたのか、また今後、とりわけ２０２５年までにどのようなプロセスを

もって展開していくのか伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 地域包括ケアシステムにつきましては、正しく議員ご指摘のとおり

でありまして、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、構築の実現を目指す

とされているところであります。今日までの取り組みでありますけども、平成１８年４月

１日に地域包括支援センターを役場内に設置致しました。以後、総合窓口としての役割を

担ってきているところであります。平成２７年５月１日には、処遇困難ケースの課題など

を介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者など、他職種で検討
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する地域ケア会議を設置しているところであります。平成３０年４月１日には、医療と介

護の両方を必要とする高齢者に対する在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けた関

係機関の連携推進のための在宅医療、介護連携支援室を地域包括支援センター内に設置し

て、更に認知症になっても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた自分らしい暮ら

しを人生の最後まで続けられるように、在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けた

関係者の連携を推進するために、サポート医３名とチーム員４名による認知症初期集中支

援チームを結成しているところであります。また、生活支援と致しまして、平成２９年度

から生活支援コーディネーター業務を社会福祉協議会に委託して、介護予防のための住民

主体によるサービスの構築の取り組みを進めており、現在４地区でサロンの活動が始まっ

ているところであります。議員の皆様のご理解をいただき、その運営費に対する助成制度

を昨年設けたところであります。

地域包括支援センターは、これからの中核的役割を担っており、他に権利擁護に関する

業務、ケアマネジメント支援業務、一般介護予防業務、家族介護支援事業などの業務も行

っております。平成２６年に医療介護総合確保促進法が施行され、地域包括ケアシステム

の構築が全国的に進められるようになり、当町においても国の政策と連動し、都度対応を

してまいりましたが、まだまだ初期の段階でもあり、いろいろ模索しながら業務を進めて

いる状況であります。今後は、地域の方と話し合いの機会を設け、松前町に相応しいモデ

ルケースの取り組みを進めるなど、２０２５年度までに、２０２５年までの年度ごとの計

画目標を設定しながら、一歩一歩体制づくりを進めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解をお願いしたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) この地域包括ケアシステムは、専門職だけの取り組みではなく、地

域ぐるみの取り組みが不可欠であるとの認識を持っております。厚生労働省では、先進事

例が公表されております。しかしながら、それぞれの地域の特性もあることですから、み

な同じということにはならないと思いますが、まず地域住民と一緒に考え、住民による具

体案をつくり、住民により行動を起こすということであります。この過程は地域が大きく

ても小さくても、そこは通らなければならない、その先に見守り、支え合う、互助の地域

へ一歩踏み出すことができるのではないかと思います。現在行われている見守りネットワ

ーク、様々な機関との連携も大事であります。しかし、もっと大事なのが地域の情報であ

ります。これに勝るものはないと思います。地域の特色を生かし、支え合う地域づくりを

離れてはなりませんし、地域コミュニティの維持、活性化とともに取り組まなければなら

ないと思います。

また、現在、先程町長おっしゃっておりました地域で行われている、また行われようと

している高齢者及び単身高齢者の見守り、更に健康教室のような集いが地域包括ケアシス

テムの包括的事業にあたるということになっているようでありますが、こうした集いも地

域の協力を得て開催していると思われます。そして、このシステム構築の役割を担い、要

となるのが地域包括支援センターと理解しております。ゆえに、地域包括ケアシステムは、

地域で常に目配り、気配りしている地域の方々と、地域包括支援センターとの連携作業こ

そ、このシステムの構築への計画も具体的に進められるのではないかと思われますが、町

長の考えをお聞かせいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 全国的には高齢者人口の増加とともに、要介護認定を受ける人も増

えつつある一方で、要介護者を支える介護職が不足し、既存の公的サービスだけでは高齢
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者を支えきれない状況になりつつあるようであります。地域包括ケアシステムは、高齢者

が要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送れるように、地域

内でサポートし合う体制でありますので、地域の方々のお力を活用しながら、高齢者を支

えていくシステムの構築が最も重要であるというふうに認識しているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) まず、２０２５年を見据え、何をどうやってどこまで積み上げてい

くか。やはり具体的な戦略を立てて、一つ一つ積み上げていく。地味なようでありますが、

地域に足を運びそれぞれの地域の状況を把握し、地域の人とともに地域発の地域包括ケア

システムの構築を進めるということではないかと考えております。

一つ申し上げておきたいのは、この地域包括支援センター、非常に心強い機能を持って

おります。また、職員も本当によくやってくれている状況は理解しております。一つの相

談や報告によって訪問、対話、入院、訪問診療、介護相談、介護認定から生活支援をワン

ストップで制度の横断的支援が受けられる。そのことは大変心強いことでありますし、多

くの高齢者はこうした支援を受けられてきたことと思います。そのことを踏まえたうえで

お聞きします。地域包括支援センターもこのような業務を行いながら、なおかつ、今後も

業務が多くなることが予想される中で、地域包括ケアシステムの要として、構築と進化、

推進への取り組みが果たして可能なのかと思わざるを得ないわけであります。松前町の長

寿社会を支える大変大きな役割を担っていると思うからであります。今後職員の増員や、

構築チームの設置などを考えているのかどうか伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 地域包括支援センターの行う業務に従事する職員の数は、第１号被

保険者の数によって決められておりまして、当町の場合は保健師、社会福祉士、主任介護

支援専門員それぞれ１名が最低限必要となっているところであります。そのために現在保

健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の資格を有する保健師の３名を配置しているとこ

ろであります。ご質問にありましたとおり、地域包括支援センターは、今後益々業務量が

増していくであろうと思っているところでありますし、長寿社会を支えるための重要な部

門でもあります。職員の増員や構築チームの設置につきましては、基本的には専門職の増

員が必要であり、現在保健師、社会福祉士の募集をしているところでありますが、現状は

応募がないような状況であります。引き続き職員の採用に向けて努力をしてまいりますし、

大きな役割を担うに相応しい体制強化を図ってまいりたいというふうに思っているところ

であります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) そこで、先程も申し上げましたが、町内会、地域の中にはまだまだ

地域包括ケアシステムの認知度が低いという現状にあります。そこを超えなければならな

いと思います。では、どのように周知していくかであります。そのための一つの例として

でありますが、例えば、これで安心長生き生活とか、いきいき長寿のしおりなど、誰もが

理解しやすい、大きく見やすい、大きな安心を与えられるようなパンフレットや冊子を作

成してはどうかと思います。また、先進事例などの紹介を含めて、町内会連合会、町内会

役員などに参加して、地域包括ケアシステムの構築講座などを開催してみてもどうかなと

思います。これは、あくまでも私の一つの考え方でありますが、いろいろな手法はあると

思います。周知にあたっては、どのような考えをもたれているのか伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 沼山議員の考え方も、今承知させていただきました。議員から町内
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の６０代から８０代の方、１００名程度のうち、９割以上の方が地域包括ケアシステムを

知らないというふうなご指摘を受けたところであります。地域包括支援センターの業務に

ついては、町の広報やホームページ、各種事業の実施などにより周知を図ってきていると

ころでありましたが、地域包括ケアシステムについては、地域包括支援センターの業務と

連動するものとの認識から、地域包括ケアシステムに絞っての周知は行ってこなかったも

のであります。町民の認知度が低い状況でありますので、その周知方法などにつきまして

担当課と十分協議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。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) まず周知し、理解していただかないと地域と行政の温度差は広がる

ばかりで、構築、進化にはなかなか結びつかないと思われますので、この周知に関しては

しっかり取り組んでいただきたいと思います。

高齢化のもう一つの特徴は、孤独であります。高齢化が進むと当然孤独や孤立が増えて

くることであります。担当課に調べていただきましたが、過去９年間、平成２２年以降、

ひとり暮らしの方で自宅で亡くなられた孤独死、または孤独死と思われる件数が１３件あ

ったと伺いました。しかし、どんなに見守り、支えがあっても孤独死や孤独死と思われる

人生の閉じ方、それを完全に抑えることは難しいことだと思っております。また、その良

し悪しや幸不幸など、軽々に口にすべき問題ではないとも思います。本人が望んだ人生の

閉じ方かもしれないという可能性も全くないとも言い切れません。重要なことは、亡くな

られた方が生前１週間も２週間も誰とも会わないとか、誰も訪問者がいないとか、また亡

くなられた後も数日も誰からも気付かれないことであります。更に大事なことは、異変に

気付けば救える命もあるかもしれないとのことを念頭に置くということであります。人生

の総仕上げ時において、その意志が尊重され、孤独感の軽減ができるよう、また少しでも

幸福感を感じていただけるような関わりを、どれだけできたかではないかと思います。

イギリスの孤独問題を調査しているジョー・コックスという孤独委員会があります。そ

の委員会の勧告の多くを受け入れ、メイ首相はこのように言われております。多くの人々

にとって、孤独は現代の生活の悲しい現実です。私は、その現実に立ち向かい、我々の社

会や高齢者や介護者、愛する人を失った人々、そして自分の考えや体験を話したり、分か

ち合う相手のいない孤独に対して行動を起こしていきたいとして、テリーザ・メイ首相、

昨年２０１８年１月１８日に孤独担当大臣のポストを新設したと報じられております。世

界的にも大変注目されたニュースだったようであります。メイ首相を動かしたこの委員会

では、赤十字社など１３の福祉団体と連携し、孤独に対する調査を進めてきたと言うので

あります。その結果を基に、委員会では孤独が人の肉体的、精神的健康を損なうと警告し、

肥満や１日に１５本のたばこを喫煙するよりも有害であるとする啓発活動を実施していた

とのことであります。

これに対して、日本も対岸の火事ではなく、世界で最も孤独な国の一つとも報じられて

おります。この孤独は、高齢化が進む中でも都市部や、都市部より地方にこそ押し寄せて

きていると思われます。孤独は健康にとって有害とは、おおむね理解できるものだと思い

ます。従って、孤独を克服、または軽減することによって健康寿命を延ばすことに繋がる

と受け止めることができると思います。高齢になると老いることへの不安や病気と闘うこ

と、配偶者や家族の他界による無力感や孤独感におされることなど、なかなか希望持てな

い。こうした状況の中で生活されている方も多く存在すると思われます。昨年４月時点で

松前町の独居高齢者は７７７人で、６５歳以上の２２．１％、５人に１人がひとり暮らし

という状況であります。ひとり世帯や単身生活者を孤立させない、生活上の様々な問題に
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対応する体制が求められるわけであります。地域に根を張った地域包括ケアシステムの進

化と充実を加速させることで健康寿命を延ばすことには、独居高齢者対策としても、孤独

死の予防対策としても効果は大いに期待できると思います。ぜひ、この地域包括ケアシス

テムの構築、進化、充実をさせていただきたいと、加速させていただきたいと思います。

町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 最初に孤独死、または孤独死と思われる件数の件でありますが、孤

独死には明確な定義がなく、法的定義もないとされているところであります。担当課で調

べたところ、１３件今までありましたが、孤独死と断定したものではなく、ひとり暮らし

の方が、自宅でひとりで亡くなられた方の件数でありますので、その点はご理解いただき

たいというふうに思っております。

孤独死の防止策として、現状では各地区の民生委員の皆様に毎月福祉パトロールという

形で高齢者等の見守りや、声かけをしていただいております。また、町内の事業所と連携

した見守りの取り組みとして、配達などの訪問時において異変を感じたときに、役場など

に速やかに連絡していただく高齢者等見守りネットワークを推進しており、協力事業者と

して１８事業所のご登録をいただいているところであります。また、ボタン一つで急病な

ど緊急事態に通報ができ、月１回安否確認の行う緊急通報システムのための家庭用緊急通

報装置の貸し出しを行っているところでもあります。しかしながら、公的なサービスだけ

では十分とは言えません。先程も申し上げましたが、地域の方々のお力を活用しながら高

齢者を支えていく、見守っていく体制づくりの構築が重要であると思っております。地域

包括ケアシステムの構築、進化、充実については、意を持って対応してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) どうか高齢者への尊厳を保持しつつ、寂しい思いをさせない、必ず

誰か見ている、誰も見放さない、血の通った高齢者への関わりを地域ぐるみで取り組まな

ければならないと考えます。顔が見える、声が聞こえる、生活の音が聞こえる、姿が見え

る、カーテンが開いた、灯りが点いた、夏には窓が開いた、この生活の様子を感じ取れる

のは、他でもなく地域の近隣住民であります。見守り、支え合う地域互助、この地域の力

を地域包括ケアシステム構築への原動力にしていただきたいし、ここを基礎として、土台

として長寿社会を支えていただきたいと思います。

次に、認知症対策でありますが、認知症の人は２０２５年には、日本国内において７０

０万に上ると推計されており、６５歳以上の約５人に１人に達すると見込まれています。

日常の施策は医療、介護、教育、まちづくりなど多岐にわたります。認知症の人だけでな

く、その家族や身近で密接に関わる近隣住民など、周囲で支える人に対する支援も欠かさ

ないと思います。大事なことは、認知症の人が住み慣れた地域で本人の意志を尊重しなが

らいかに支えていくか。松前町高齢者保健福祉計画には、認知症対策の推進があります。

その取り組みの一つに認知症サポーターの養成とあります。この認知症サポーターは、２

００５年に厚生労働省が創設したボランティア制度で、自治体や企業などで実施する無料

講座で、キャラバンメイトによる認知症サポーター養成講座を受講すれば資格が得られる

もので、現在その数は全国で１千１００万人を超えております。日本の総人口の割合で約

９％、１割に届く勢いです。１１人に１人が認知症サポーターとなるわけです。認知症を

正しく理解し、本人や家族の支えになる認知症サポーターの存在は非常に大きく、今後そ

の活躍が期待されるところであります。そこで伺います、松前町ホームページでは、サポ
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ーター養成講座の受講人数が、３７７人と公表されておりますが、認知症サポーターとな

った方々の職業と活動状況を伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 認知症サポーターについてのお尋ねがございました。議員ご指摘の

ように、認知症サポーターの人数につきましては、認知症サポーター養成講座を受講した

町内の方は３７７名おられます。認知症サポーター養成講座は、郵便局、警察署、役場な

どの職場単位、民生委員協議会、町内会、婦人会などの団体単位での実施や、一般町民を

対象に実施しているところであります。認知症サポーターに期待されていることは、認知

症に対して正しく理解し、偏見を持たない。認知症の人や家族に対して温かい目で見守る、

近隣の認知症の人や家族に対して、自分なりにできる簡単なことを実践する。地域ででき

ることを探し、相互扶助、協力、連携ネットワークをつくる。まちづくりを担う地域のリ

ーダーとしての活躍することであります。サポーターの方には、自らの意志で認知症の方

のサポートをしていただいている状況であります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 今後、こうした認知症サポーターの知識を見守り活動に生かしてい

くことに期待されるわけでありますが、地域の中でまだまだ認知度も低く、サポーターの

知識が存分に発揮し、活躍できる環境にないのではないかと思われます。認知症サポータ

ーの養成とともに、地域のその存在を報せ、活動しやすい環境づくりが大事ではないかと

思われます。どのような考え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) 町長。

○町長(石山英雄君) お答え申し上げます。認知症サポーター養成の取り組みによりまし

て、認知症サポーターの人数は、全国割合の９％に及ばないものの、着実に増加をしてき

ているところであります。しかしながら、その後の取り組みに繋がっていないことが認知

度の低い要因であると感じているところであります。高齢化に伴い、認知症の方が増え続

ける中、これまでのように介護施設や家族だけでは認知症の方を支えることは困難となり、

地域全体で支え合う体制、地域内でのネットワークづくりが重要であると考えているとこ

ろであります。そのためには、地域内での認知症サポーターの役割が重要であると認識し

ております。今後も認知症サポーター養成講座を継続していくとともに、養成したサポー

ターのフォローアップ講座も開催するなどし、サポーターが活動しやすい環境づくりの構

築を目指してまいりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 認知症はやがて、６５歳以上の５人に１人に達すると言われていま

す。サポーター制度の周知とともに、地域に安心を与えられるような環境づくりに努めて

いただきたいと思います。

ここまで、地域包括ケアシステム構築と関係性の深い認知症対策について質問させてい

ただきましたが、松前町の長寿社会を支える大変重要な取り組みと思っております。子ど

もは生まれてから社会に送り出すまで、家庭も学校も社会全体として総力を挙げて育てま

す。人生の総仕上げ時期においても、社会全体で、地域ぐるみで高齢者を理解し、見守り、

支えることに総力を挙げることではないかと思います。また、そのような気運を高められ

るような取り組みを期待したいと思います。総合計画にも生活満足度の高いまちを目指す

とあります。生活満足度も人も世代も変わると価値観も満足の質も変わっていくと思われ

ます。そこには、たゆみない挑戦と価値の追求が求められるわけであります。生活満足度

の高いまちとは、到達点ではなく、そこを目指し、挑戦し続ける中にあるものではないか
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と思われます。地域包括ケアシステムの構築と生活満足度の高いまちとは、切り離すこと

のできない相互関係にあります。どうか、町長におかれましては、職員の先頭に立ち、生

活満足度の高いまちへ、これまでにも増して力強く挑戦していただきたいと思います。町

長の意気込みと言いますか、決意をお聞かせいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前町総合計画では、目指すまちの将来像を人口減少時代において

は、人と人との繋がりや地域と地域の結びつきにより、相互に連携、補完し合うことが大

切となります。経済的な豊かさ以外の視点を含めて、町民が真の豊かさを実感できる、将

来にわたり住み続けたいと思える、生活満足度の高いまちを目指すとしてきているところ

で、目指すとしております。正に人と人との繋がりや、地域と地域の結びつきにより、相

互に連携、補完し合うことが地域包括ケアシステムの根源だというふうに思っております。

生活満足度の高いまちの一つのシステムとして、医療、介護、介護予防、福祉などのサー

ビスを総合的に提供できるような、地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き取り

組んでまいりたいと思っております。町民が笑顔で暮らせる松前町であるために、生活満

足度の高いまちを目指し、町民の皆様とともにまちづくりを進めてまいりますので、ご理

解をよろしくお願い申し上げたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 町長の決意を聞かさせていただきました。最後の質問なりますが、

町民の約半数が老人クラブ加入対象年齢に達することから、町長には、老人クラブの諸活

動に追い風を送っていただきたいとの思いから伺いたいと思います。老人クラブの愛称、

呼び名について、町長の見解を伺いたいと思います。

老人クラブは町行政と別組織であることから、あくまでも参考意見に留めることを前提

で申し上げさせていただきたいと思います。その上で町長の見解をいただきたいと思いま

す。また、私どもも数年後、このクラブの扉の前に立つことになるだろう１人としての立

場から申し上げたいと思います。老人とは、６５歳以上が老人ということになっているわ

けであります。人生１００年時代と言われる今、６５歳過ぎても年齢を感じさせない若さ

を保持し、社会で活躍されている高齢者はたくさんおります。また、若さを保つための努

力を惜しまない人もたくさんおります。良い意味で自分はまだまだ老人ではないという、

老人の自覚がない人、多くいると思います。老人クラブの加入にあっては、老人という言

葉、響きに違和感、抵抗を感ずる人も少なくないようであります。全国老人クラブ連合会

の公式ホームページには、老人クラブの名前のいわれがあります。老人クラブという名称

は、英国老人福祉委員会発行「老人クラブ新設と経営の手引き」に由来すると。実際には

「いきいきクラブ」や「みどりクラブ」「気楽会」など、様々な名称や愛称が付けられて

いますと掲載されています。公益財団法人全国老人クラブ連合会には、現在６３の都道府

県政令指定都市の連合会が加盟されております。その中で、愛称を付けているのは４３の

連合会で６８％、約７割に上っています。ちなみに、北海道老人クラブ連合会は「キタシ

ルバ」、札幌市老人クラブ連合会は「ライラックシニアクラブ」などの愛称が付いていま

す。また、その他の県や市では、「いきいきクラブ青森」「伊達なクラブ仙台」「彩愛ク

ラブ埼玉」「なごやかクラブ名古屋」「桃太郎シニア岡山」などがあります。松前町内に

おいては、１９のクラブがありますが、それぞれ愛称は付けられているようです。１９の

クラブのうち１２クラブが老人と付かない愛称を付けられております。全国的にも老人と

付かない愛称を付ける動きが広がっているようです。愛称を付ける理由としては、これは

他県の調査でありますが、参考のために紹介します。「老人クラブという名称に抵抗を感
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じる」「老人という名称が入会促進の支障になる」「老人という言葉を使いたくなとか嫌

う人がいる」、そして、「長寿を記念するような愛称にした」などが挙げられるようです。

昨年、平成３０年、松前町の６５歳以上の人数は３千５３２人で、老人クラブ加入人数

は７５８名と伺っております。加入率２１．５％、４．６人に１人となっており、新規加

入が延びていないのが現状だそうであります。現在は６５歳未満の方でもクラブへの加入

はできるそうでありますが、その扉もまだまだ重いようであります。松前町老人クラブ連

合会もどこかのタイミングで愛称を考えてみても良いのではないかと思っております。

平成３１年度推計では、６５歳以上の人数は３千４８６名となっておりますが、老人ク

ラブにおかれましては、高齢者の中核として、そして、元気な高齢者として基本理念にあ

るいきいきとした高齢者へ牽引していただきたいと思っております。町長からは、松前町

老人クラブ連合会の愛称についての考え方、新規加入の促進、老人クラブ諸活動に追い風

を送っていただきたく、見解をいただき、質問を終わりたいと思います。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) 私も今年６４歳を迎えます。間もなく老人クラブの仲間入りなるん

だというふうに思っております。老人クラブの連合会の名称、更には新規加入の促進策、

諸活動の活性化についてのお尋ねでありますが、現在松前町老人クラブ連合会は、松前町

社会福祉協議会に事務局を置き、各地区単位老人クラブ活動を推進しておりまして、福祉

の向上を図っていただいているところであります。議員おっしゃるとおり、老人という言

葉に抵抗を覚える高齢者が増え、老人クラブに加入したがらないことが要因の一つになっ

ているという声も耳にしているところであります。愛称を付ける、付けない、付けるとし

たらどういう方法で愛称を決めたらいいのかなどにつきましては、各地区単位老人クラブ

の意見を十分聞きながら検討すべき内容と考えているところであります。新規加入の促進

や、大事なのは活動の活性化だというふうに思っております。町が協力、支援できること

を連合会事務局を通じて、追い風になれるように協議をしてまいりたいと考えております

ので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) みなさん、おはようございます。私も、老人という言葉に抵抗を感

ずる一人でございます。

今日の一般質問は、松前の漁業が基幹産業であると、そうした形をどうやったら継続し

ていけるのかと、こういう表題で一般質問通告させていただきました。これまでもこの表

題に関する一般質問、あるいはいろんな意見交換等をさせてきていただいてきております

が、そうした議論の中心になる基礎資料、松前町の漁業の実態を把握するための基礎資料

を私なりに作成してきております。その節は、担当課の職員の皆さんのご協力をいただき

ましたことを心から感謝したいと思います。

この一般質問通告にあたりまして、松前のこの基幹産業である漁業が、どんな経緯を経

て今日に至っているか、そうしたものをこの資料に基づいて振り返ってみました。原口か

ら江良、清部、それぞれ漁業協同組合を持っていました、これは大島村ですね。それから、

小島に関しては茂草、静浦、赤神、札前、そして館浜と、これが小島漁業協同組合。更に

は松前は、建石から東朝日まで、これは松前漁業協同組合。更に、大沢地区におきまして

は、上川、大沢、そして荒谷、白神と、これが大沢漁業協同組合。振り返ってみますと六

つの漁業協同組合がそれぞれありました。その実態は、この資料をひもといて検討してみ

ますとね、正に基幹産業なんですよ。それぞれの部落に、表現が悪いですけど、その地域
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に独自の漁港を抱えております。現在１３港ありますよね、それが今言ったような漁業協

同組合傘下の下にそれぞれ存在して、既に先に質問した時点では７７７億円という投資を

しているという表現をしましたけども、おそらく現在では８００億超えているんでないか

なと、このように認識しております。

当時から、その資料を振り返ってみますとね、やはり地域の経済を漁民が、漁港が生産

高がどういう割合にあるかというのも、本当に基幹産業である、おそらく数字に置き換え

ると、８割以上がこの地域の経済を支える漁業生産の比率だったと。それがずっと変遷し

てきましてね、五つの漁協が合併して中央漁協ができあがり、松前漁協が一つ残って二つ

だったと。それが平成４年でしたでしょうか、５年でしたでしょうか、まとまって松前町

に一つのさくら漁業協同組合が誕生したと。その当時は、漁業生産量は３０億円以上あり

ました。これからも、この合併した組合が、事業目標として３０億円というものを設定し

ながら今日まで鋭意努力してきております。しかしながら現実は、極めて厳しいと。本当

にこの松前町経済を支える中において、この漁業がどれぐらいの割合になっているかとい

うことを厳密に計算してみますとね、本当に寂しくなるって言いますか、わびしくなるっ

て言いますか、具体的に数字はさておきまして、生産高を見る限りでは１０億超えたか、

あるいは１２億に届くか、そこまで落ち込んでおりますよね。それでも私は依然としてね、

１３港の漁港を持っている松前町の基幹産業は漁業であるという認識は、私は持っており

ます。

町長、いかがですか、これからの質問を続けていくうえにおいて、この認識がね、全く

私と町長ずれてるようであればね、これは議論にならないのかなと思いますんで、あなた

の認識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) 大変厳しい漁業の環境につきまして、ご質問をいただきました。本

当に漁業協同組合の組合員が、昭和４０年には２千３７０名の組合員がおりましたけど、

平成２９年には２８２人というふうな組合の数であります。本当に生産額につきましても

多いときには５０億を数えた時期もありましたが、２９年においては１０億を超えてると、

少し超えたというふうな状況であります。本当に大変厳しい漁業の環境であります。しか

しながら、松前町の基幹産業は正しく漁業というふうに思っておりまして、今までも基幹

産業、水産、本当に支援をしてきているところであります。認識は同じだというふうに思

っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 町長は、現在２期目後半に差し掛かっております。初めて町長に当

選した際には、漁業振興をもってまちづくりと、力強いキャッチフレーズを持っておりま

した。今回のこの水産関係の予算ながめてみますと、前浜の状態、漁船漁業、スルメイカ

の状況、マグロの状況、そうしたものを見たときに、やっぱりこれからの松前町の漁業は

つくり育てる漁業も大事にしていかなければいけないというようなことは、執行方針の中

に謳っております。

何年前になりますか、乙部の町長、あそこの町もね、やはりスルメイカに依存する度合

いも大きく、更にはスケソウダラに依存した度合いが極めて大きかった。しかし、その状

況が急変と言いますか、時の流れって言いますか、自然の変化と言いますか、状況が極め

て悪くなった。そういう段階に陥ってね、町長はこう言ってんですよ、これは、道新に出

ていた言葉なんですけどもね、浜の再生が町の再生であるという決意でおりますと。です

から、漁業振興には、これは育てる漁業にまい進していかなければいけないと。そういう
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ことを数年前におっしゃってるんですよ。だから、町長、松前の石山町長が考えてると同

じようにね、この前浜の漁船漁業の状態が悪ければ、やっぱりこれからの生き方としては

つくり育てる漁業に行かなければいけないと。考え方は私は同じと受け止めております。

ただね、町長、私ね、昨日残念ながら言葉を交わすことできなかったんですけれども、そ

こにね、町長の決意が感じられないんですよ。当初当選したときにね、松前のまちづくり

は漁業振興でっていう言葉がね、何かこうトーンダウンして、まあ、行政ですから、全体

を見なければいけない、そういう中でまちづくりを漁業振興でっていう言葉はね、考え方

として少し変わってきたのかなと思いますけれども、決してトーンダウンしてないですよ

ね、どうですかね、町長、その辺は。お聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 執行方針の表現がトーンダウンにというふうにおさえられた、理解

されたんであれば残念に思うわけであります。基本的には、本当にこう基幹産業、本当に

大事な産業であると思っておりますので、今以上に力を入れて、つくり育てる、事業の転

換に向けて、水産振興させていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただき

たいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) かつて、去年の１２月でしたでしょうか、我々の総務経済常任委員

会がこの水産振興ということで所管事務調査を進めている。その間に漁業関係者との意見

交換、懇談会って言いますかね、そういう席を設けて、いろいろお話した経緯がございま

す。その中で私感じたのは、強く感じたのはね、漁業者は本当に希望を失って、どうした

らいいだろうと、正に迷っている状態だ。そして、組合経営者の考え方も聞いてみますと

ね、これは私の感じ方ですよ、組合ありき、漁民ありきじゃない、組合ありき、組合を維

持するために窮々としていると。だから、組合を維持するためには、自分達の漁業振興を

進めて、そして生産を挙げて、それで組合を維持していくという考え方よりも、組合の帳

尻を、表現悪いですけどね、帳尻を合わすために組合員に負担をかけていると。確かに、

漁業組合の決算は黒字を維持しております。しかしながら、肝心な漁業者は窮々とした生

活を送っている状態を考えますとね、松前町の漁業のあり方に疑問を持ちますけども、町

長、この辺の現象をどう捉えております。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、ご指摘あったように、総務経済常任委員会での取り組みについ

てのお話もされておりました。私も議事録を拝見させていただきました。議事録を見まし

ても、いろいろかみ合わない部分があったような感じを受けて、議事録を読ませていただ

いたものであります。本当に漁業者の方と漁業協同組合との少しのずれも感じたところで

あります。しかしながら、大事なのは、私は組合の総代会でもいつも申し上げるんであり

ます。そろそろ、漁船漁業も頑張ってますけども、地道にきちんと漁業経営、安定して漁

業経営されている方も実はおりますので、いよいよこう視点を変えた漁業、正しく養殖事

業、つくり育てる事業であります。そっちの方にシフト、大胆にシフトをしていくような

ことも真剣に考える時期にきていますよというふうなことは、組合の総代会には、この話

をさせていただいているところであります。いずれに致しましても、漁協と漁民と一体に

なって、目標を設定して進んで行くことが大事というふうに思っておりますので、町と致

しましては、その支援を引き続き応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。

○議長(伊藤幸司君) ９番。
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○９番(梶谷康介君) 町長、議会とね、それから行政が、町長とのこの松前町の漁業はど

うあるべきかっていう議論はしてますよね。そして、この執行方針の中にもこの水産セン

ターを中心にしながら、育てる漁業へも力を入れていきながら振興を図っていきたいって

こと、はっきり言ってますよね。

ところがね、今年ある席で、こういう松前町の有識者の方から言われたことは、松前町

の水産の漁業の状態を、町長でも議会でもどう受け止めて、どう認識してるんだと。もっ

と真剣に考えたらどうだっていう言葉が出たんですよ。だから、それがね、どうしてそう

いう言葉が出てくるかと言うと、我々議会、そして町長真剣に取り組んでいても、その姿

は町民なり、あるいは漁業者に正しく受け止められているかどうかっていう疑問も出てく

るんです。更にはね、この水産センターだって、あれだけ経緯を、いろんな経緯を踏まえ

て今日をきちっと位置付けした。私はこれ正解だと思ってんですよ、今日の水産センター

のあり方は。しかし、あすこで一生懸命コンブの種をつくり、更に今のナマコの生産を上

げていってる、こういう姿もね、努力してる姿も逆に言うと、それだけ切羽詰まった状態

であるならば、可能性のあるコンブなんてのは、もっともっと進んで行かなければいけな

いでしょう。あれが、あすこで止まって取り組んでる人は、人によってはね、１千万以上

の水揚げ揚げてるって状態でありながら、窮々としている漁民がそれは全く触れないで、

ただ困ってるっていうような状態があるとすればね、行政がいくら町長の執行方針の中に

もあるように、水産センターをきちっと充実してこういう体制をつくってるんだから、つ

くり育てる漁業がね、前へ進むだろうという考え方では私は実結ばないと思うんですよ。

ですから、我々、あるいは行政、更には漁業関係者がね、一致団結してこの漁業振興に

取り組むためにはどうしたらいいかってことは、私この有識者の言葉を聞いて、更には今

回水産行政の改革っていう大きな国の方針が決まりましたよね。ああいうものを見ている

とね、今のままでは私は、いくら町長がトーンダウンしてません、漁業振興に私はまい進

しますと言ったって変わりませんよ。原因は何だと思いますか。私はね、現場の体制が、

例えば組合がね、自分達が、これよく解釈すればよ、よく解釈すれば自分達が漁業振興の

ためにはこういうことをやりたい、しかしながらそれができない状況にあるんでないのか

なと。

原因は何か、先程言いましたが原因は何か私考え直してみました。結局今の組合の形が

ね、自治体で言えばね、再建団体と同じでしょう、経対協の傘下の下に置かれて、自分達

のやろうと思うことが意のままにならない、結果的に組合の経営の帳尻を合わせることに

専念している。今までもね、私組合の事業計画っていうの毎年度水産課の方から資料いた

だいて見てますよ。どこにも漁業振興っていう形が出てこないの。私はそう受け止めざる

を得ない状態だと思ってんですよ。だから、それは原因は、やりたくてもやれない状態で

ないのかなと。だとすれば、どういう方向にすれば、漁業組合が自分達の状況に合わせて、

漁民も良くなり、組合も良くなる方向に行くためには、こういう振興策をつくっていかな

ければいけない、そういう思いでつくれるような体制にしてやるのも行政の責任でないだ

ろうかね。私はそう思ってますよ。

これからね、具体的にならどうするっていう話するんですけども、これからが今日の一

般質問の本番なんですけどもね。ここまで、町長いかがですか、私言ってること間違って

ますか、どう感じてます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、今養殖コンブのお話をしていただきました。本当に頑張っ

ている実態も私ども承知しておりますし、新規に着業する方にも、あれば応援をしたいな
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というふうなことは、常日頃から組合の方にもお話しております。そういうところで成功

している事例あるにも関わらず、経営する人が減ってきているっていうふうな状況であり

ますが、その要因を、原因と致しまして、やっぱり養殖コンブの場合は家族労働力が必要

だというふうなことで、本当に養殖コンブやりたいけども、労働力がなくてできないとい

うふうな悩みもあるように聞いております。しかしながら成功している事例がありますの

で、きちんとこれからも新規着業者を含めまして、海域がまだありますので、利用する人

があれば利用していただけるように、漁業協同組合と一緒に連携とりながら進めてまいり

たいというふうに思っております。本当に地道に頑張って食べて生活している漁業者もお

りますので、本当に模範の漁業者だというふうに思っているところであります。大胆な転

換の、方向の転換って言いますか、それが今この時期に来ているんだろうなというふうに

思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時０４分)

(再開 午前１１時１９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

９番。

○９番(梶谷康介君) 私の方でトーンダウンしちゃうね。

いや、町長、あのね、去年の漁業協同組合のね、総会に、私傍聴申し入れたんですよ。

水産課の職員を通してね、傍聴したいと。こういう状況で総会って、理事者と組合員とど

んな話をしてるのかなと思ってね、傍聴を申し入れたら断られました。理由は何ですかっ

ていったら、前例ありませんって言いました。あんた方、前例、前例って言ってれば前に

何も進まないよって、ちょっと憎まれ口叩いてね、私はそれで終わりましたけども、まあ、

これは余談でございます。

町長、あのね、今の本題に戻るんですけどね、やっぱり国が、本当に自分達がやれるよ

うに、自分達の意志でね、漁業振興やれるような形に期待していてね、何年かかるかわか

りませんよ。この今の経対協のしばりだって、本来ならば２９年度に終わってないといけ

ないでしょう。まだ先送りしてたでしょう、３２年まで。これだって、３２年で終わるか

わかりません。ですから、今のね、これはれっきとした法人格を持った漁業協同組合だか

ら、どこまで私が言って内政干渉になるかならないか、非常に注意しながら私発言してる

んですよ。ただね、やっぱりそうしたものも、形にこだわっていれば解決の道はないのか

なと。あえて、もし私の発言が責任を問われるような中身であったら、これは対応しなけ

ればいけないなと思ってます。

でね、何を言いたいかと言うとね、この今の形を脱皮するために組合員の努力に委ねて、

そのままの流れに任せていったらいつになるかわからないということに、私は心配してる

んですよ。ですから、現在彼らの債務調べてみたらって言うよりも、水産課の説明ですと

大体６千万残ってると、ね。その６千万を町で債務負担して、経対協の枠を外したらどう

かと。だから、経対協にがんじがらめになって、組合経営の帳尻合わせのために一生懸命

なってるよりも、地域にあった振興策を打ち立てて、それに努力した方が、本当の組合の

漁業の振興発展になるんでないかっていう考え方に達しませんか。町長、この件に関して

どう思いますか。お聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 漁協においては、経対協の管理の下で、議員ご指摘のとおりであり

ました。現在経対協の管理の下でいろんな財務改善計画を取り組んできているところであ

ります。この間におきましても、行政と致しましても漁業振興対策についても応援をして、

支援をしてきているところであります。議員ご指摘のように、現在６千３００万ほどの欠

損金が生じておりまして、２９年度から延長しているというふうな実態であります。

しかしながら、この現状、行政としてこれからどうするっていうふうなことにつきまし

ては、本当に真剣に考えなきゃならないと思います。議員がおっしゃるように、やっぱり

組合の経営そのものがちょっと自由度って言うんですかね、組合が動きやすい環境をつく

ってやるのも一つの手法だというふうに思っているところであります。いろいろこの後、

まだ質問されるんでしょうから、この辺で留めておきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 町長、６千万という金額はね、決して小さくもないし、また町がこ

れからの松前町の漁業振興を考えたときにね、出せないお金でもないと思うんですよ、考

え方ですからね。ですから、基幹産業が漁業であるという認識に立つならば、やはり思い

きった策を講じてね、債務負担行為を起こして、町が債務を肩代わりして、そしてまず経

対協の枠から外してやると。今まで経対協に計画的に償還していった債務の整理はね、自

分達がこれからの漁業振興と合わせて、町にこういう形で返還、償還できるというような

形をね、私はつくるべきじゃないかなと思いますよ。ですから、そのまず考え方っていう

のはね、町長そこなんですよ。やろうじゃねえかと、ね、やろうじゃねえかと、漁業振興

のためなんだもの。大切な税金を漁業振興に向ける、６千万も向けるってことはね、時に

よっては批判もありますよ、ないわけない。何やったって批判あるんですから。町長の考

え方なんですね。ですから、それをまず決断する、そして債務負担行為を起こして、組合

の今の状態から解き放して、そして自分達が自分達の漁業振興の策を打ち立てれるような

形をつくってやることこそ、大事な今の振興策でないかなと思いますけれども、再度お尋

ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程も答弁致しましたけども、本当に６千３００万の欠損金が残っ

ておりまして、今年度３０年度の決算の見込みを含め、決算見込みもながめながら、残、

２ヶ年で解消ということになってくると、大変厳しい状況になることは議員ご指摘のとお

りだなというふうに思っているところであります。

実は、このような状況下におきまして、先般の２月の１９日に経対協の構成員でありま

す漁業経営強化推進本部の担当者、担当参事と部長さん方３名、松前に来ていただきまし

た。組合の経営の現状報告と今後の見通しなどについて、報告と経対協からの要請をお受

けしたところであります。私、ちょっと出張中でありまして、若佐副町長が対応したんで

ありますが、その内容をちょっとつまびらかにさせていただきますが、組合の経営状況は、

イカ、マグロなどの水揚げの減少により、３０年度決算においても大変厳しい状況にある

と。ヤリイカ漁次第では赤字という場面も否定できない状況も想定される厳しい状況であ

るというふうなことであります。これに伴って、繰越欠損金の解消も大きく後退すること

になってしまった。従いまして、対策と致しまして、再建計画期間の延長なども選択肢と

して想定されるよと。ついては松前町にも支援の方策を含め、ご検討いただきたいという

ふうな要請を受けたところであります。この報告を副町長から受けまして、前向きに考え

る旨の回答をさせていただいたところであります。支援の内容、手法、支援時期、今いろ

いろ議員から債務負担のお話もございましたけども、支援の時期などのタイミングなども
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含めて、今後相談、協議していきたいというふうな回答をさせていただいたところであり

ます。

いろんな手法があるんだと思います。時間をかけて、協議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) ９番。

○９番(梶谷康介君) 今の町長のお話聞くと、組合も経対協も私述べたようなね、債務負

担、そうした形をしていただいて、この経対協の枠を外したいんだというふうに受け止め

ていいんですか。

まあ、あのね、そのお話を聞いて私思うんですけど、本当にね、今の３年がもし償還不

可能で、不可能と言うか不実行でね、更に延びた、延びたっていうことなると、本当に松

前町の漁業死んでしまいますよ。今の水産センターが中心になってね、流れものを当てに

している状態であれば大変だから、コンブでもナマコでも、そうしたもののつくり育てる

漁業に転換しながら、これからの水産振興を図って行かなければいけない時期はね、これ

２年、３年、更に先送りになるとね、そういう手当もね、間に合わなくなってしまう。そ

こまで行くうちにバッタしてしまう。だから、この数年というのは貴重な時期なんですか

ら。

中身の検討はね、相当慎重にやらなければいけないっていうことは、私は強く感じてお

ります。ですから、町長がどの時点でどういう方向に決断されるかというのはね、やっぱ

り早い時期にやるべきだというふうに思っております。それによっては今のコンブの生産、

これは天然物促成含めて１億に届く数字まで行ってますよね。水産センターの持ってる能

力からいったら、もっともっと倍以上の生産に対応できる能力持ってるでしょう。生かし

きってないでしょう、せっかくの水産センターがね。

更にはナマコだってね、年々成果を上げて、おそらく５千万、今年は５千万を超えてる

と思いますよね。やり方によっては、本当に今回の執行方針の中にもありましたけども、

１万個の種苗をね、仕入れて、そして、各地域に入れていくという考え方もね、これは行

政でやれる範囲の話ですけども、もっともっと組合自ら、組合員自ら、あるいは組合と連

携しながら、このコンブだってね、もったいないでしょう、こういう可能性のあるものが

ね、なんで生かされないの。私、ちょっと極端な言い方するけども、町長はそれが前へ進

めない理由として、人手の問題だとか、家族構成の問題言ってましたけども、そういうこ

とで進みますか、この状態ってのは。やっぱり組合なり、組合員なりのやる気がないんで

しょう、ちょっと言い過ぎかな、私はそう思ってますよ。せっかく、坂本町政時代からで

すよ、このコンブの養殖は。２５０基のコンブ礁入れて、これから養殖、育てる漁業に進

んできた。自然の条件の厳しい上の方だって、未だに継続してる漁業者いますよ。条件の

少しいいこの白神、大沢方面では、先程言った１人で、あるいは１家族で１千３００万ぐ

らいのね、水揚げを揚げてる人もいますよ。だからそういうことをね、考えたら、これは

私自分でやれるわけじゃないからね、口だけになってしまうかもしれませんけれどもね、

やっぱり可能性のあるものは、みんなで力合わせて追求していかないといけないんでない

ですか。

ちなみにね、これ私いただいている３０年の１２月末のね、取扱実績なんですよ。これ

見ますとね、１位は相変わらずウニでしょう、１億３千万近いですよね。２番目が、カニ

はね、これは論外として、誰でもやれる漁業でないから別にしてもね、３番目のヤリイカ

の状況だってこのとおりだし、その後に続くマイカだってマグロだって、５、６千万です

よ、かつての松前の大宗漁業であったものが。これだけ変化してきてるんだから、どこに
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力を入れなければいけないかというと、はっきり見えてるでしょ。だから、それをやるた

めにもね、やはり組合の形をきちっと整理して、そして自分達が自ら可能性を追求してや

れる振興策を打ち立てて、そして、町に債務負担行為をしてもらったものに対しては、こ

ういう計画で償還していきますよというようなものは全部整理して、初めてこの債務負担

行為ってのは、私はそこになされるんでないかなと思います。

ただね、口で言うように、とにかく枠を外してあげましょうと、あんた方頑張れよでは

ね、同じ轍を踏みますよ。体質が、前例がないんですから。前へ進もうとする考え方が私

は感じられないんですよ。だから、そういうことまで行政主導って言いますか、やっぱり

松前町のまちづくり、最終的には町長ですよ、責任者は。前回も私質問した加工振興だっ

て、加工振興って、水産加工場のね、対応だって、重要産業だって言って、漁業だって基

幹産業だって言って、こういう状態がいつまでも続くっていうことは、行政としては放っ

ておけない。ですから、この考え方も、今町長から説明ありました組合からの申し出で、

更には経対協の立場のある人方がね、町長に要請した中身を十分に検討して、早い時期に

方向性を決めて、なら、どういう形でそれを実行していくかっていう、今少し触れました

けどね、ただやりっ放しでは絶対同じ轍を踏むということをふまえてね、やっぱり先へ進

んでいただきたいと思うんで、町長今の組合、あるいはね、経対協の申し出での中身は、

後で具体的に我々にも中身報せてくださいよ。お話はそれなりに理解はしました。ですか

ら、もっと具体的なね、ものがね、我々にも理解できるような形で示していただければな

と思いますんで、再度考え方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) 本当に誤解してほしくないんでありますけど、やる気のある漁業者

には積極的に支援をしてきてましたし、これからもしていきたいなというふうに思ってお

ります。ですから、やる気の出るような環境をつくるのが我々の責務だというふうに思っ

ておりますので、引き続き、漁業協同組合と話しながら、漁業の振興に努めてまいりたい

というふうに思っているところであります。本当に成功している事例もありますし、議員

おっしゃるように、組合の体質、浜の体質変えるのは大変大きな課題だというふうに思っ

ております。大きな問題だというふうに思っておりますが、その課題の解消に向けて頑張

ってまいりたいというふうに思っております。いい、成功している事例がいっぱいありま

すので。

それから、今の経対協の関係であります。先程も要請があったことは、先程お答えした

とおりであります。本当に漁業協同組合も経対協からの枠を外していきたいというふうに、

思いも強く感じておりますし、我々も外してやりたいというふうに思っているところであ

ります。浜の士気も、それから職員の士気も下がるようなことはさせたくないなというふ

うに思っているところであります。従いまして、いろいろこれから協議をして、債務負担

の話がありましたけど、私個人的にはやっぱり同じことを考えております。例えば無利子

で貸付する。貴重な町民の税金でありますので、きちんと将来は無利子だけど返してもら

えたらどうかなと。そんな方法も一つあるのかなというふうな、個人的には思っていると

ころであります。いずれに致しましても系統と漁協と、本当に協議を重ねてまいりたいな

というふうに思っております。１日も早く経対協からの管理下を外してやれるようなこと

も考えてまいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) これから発言しようとする中身は、時と場合によっては私は内政干

渉になるんでないかなと、そういう危惧はしております。それはですね、町長が今おっし
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ゃいましたように、やる気のある漁業者には支援すると。しかし現実はね、なかなかそう

なっていないの。未利用海域を利用して新しい漁業をやろうとすれば、組合まで、当然組

合内部のいろんな規定を精査して許可が出るんでしょうけれども、そうしたものがね、前

へ進まないっていう状況がね、未だにこの松前の組合にあると。結局は拒みですよね。そ

れから、組合長権限で執行できるようなことまでも、まあ、これは民主主義ですから、多

くの人方の意見を聞きながら、最終的な決断をするっていうのは、形の上では私は正しい

と思いますけれども、しかし、それが感情がらみでやろうとする者の芽を摘んでいるって

いうような現実も私は聞いておりますよ。だから、それは体質なんですよ。組合長がしっ

かりしてね、自分の責任と権限はここなんだと、松前町の漁業振興にはこうあらなばない

っていうものはきちっとしていればね、今の松前でね、未利用海域を利用して何かをやろ

うとする者を潰す理由がどこにありますか。どんどんどんどんやってもらって、生産を上

げてもらうのが現実の問題でしょう。それがね、できないって。

ですから、本当に内政干渉になれば私も責任問題出てきますけども、もしこの債務負担

行為でこのこと、経対協の枠を外して前へ進むとすれば、本当に細い点まできちっとして

ね、大切な税金を使って松前町の漁業振興をやるんだから、それが間違いなくいい形で前

へ進めていけるような問題、課題を整理してきちんとした振興策を樹立していってほしい

なと。そうでなければ、当然その債務負担行為、これ議会にかかりますよね。やっぱり議

論の対象になりますよ、６千万も町が肩代わりして漁業振興していいのかと。いかに基幹

産業と言えどもっていうような話はね、出ないとも限らない。私はそういうことは言わな

いと思いますよ、こういう話してんですから、何としても前へ進めるためにはその形をで

きるだけ早くいい形でっていうこと言ってんだから、それは言わないと思いますけれども

ね、その計画の中にもしも疑問があるならば、時と場合によっては言いたいこと言わなけ

れば、これは町民の代表としてはね、やっぱり責任感じますからね。

町長、目処としてどうなんですか。最終的な結論を町長が出すという時期は。もう新し

い年度始まろうとしてますけどもね、これが来年度に、まあね、６千万の債務負担行為っ

ていうことになれば、この３１年度の当初予算にはどこにも出てきてないから、改めて対

応しなければいけないだろうから、予算的にはこれは次年度の３１年度の予算の中でやる

ことになるだろうけれども、方向を決める時期ってのは、町長として、このフローを考え

た場合には、どの時点でっていう考え方持っておりますか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、町民の貴重な税金をっていうふうな話になるんだというふ

うに思います。きちんと漁協の水産振興策も含めて、それから支援の内容、それから支援

の手法、それから支援の時期など含めて進めてまいりたい、協議を進めてまいりたいとい

うふうに思っております。

今、３月の定例会でありますので、方向付けにつきましては、３１年度中には方向付け

をしたいというふうに思っております。２月の１９日に要請を受けておりますので、きち

んとした対応をとってまいりたいというふうに思っております。

議会での議論も、当然予算絡むことでありますので、議案提案なるんだというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 今までもこの水産振興に関する議論を交わしてきた中でね、やっぱ

り一番手っ取り早いつくり育てる漁業の振興策としてはね、大事な８００億円以上投じた

１３の漁港があります。つくり育てる漁業に必要な施設をね、そのまま使えるとは思いま
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せんけれども、少なくとも新しくつくらなくてもいい、非常に松前町はいい財産持ってん

ですよ。今までも何回も町長と議論してきたでしょう、この恵まれた施設を使って、生か

して、つくり育てる漁業の振興するんだと。これだって、私はいつもこの利用計画みたい

なものをみんなで話し合うような形に持っていかなければいけないということを、町長も

そのとおりだと言っていながら、未だに私には形として見えてきてないんですよ。

だからこういうこともね、まあ、蛇足みたいな形で言ってしまいましたけれども、まだ

まだ私は松前町の漁業は、決して暗いものばかりではないと、そう信じております。あと

は、町長の決断、そして組合並びに漁業当事者のこれからの前向きな姿勢、そうしたもの

をどういう形でつくっていくか。町長、もう一回トーンを上げましょう。もう一回トーン

上げてさ、ね、松前町の漁業は、あるいはまちづくりは漁業振興でやりましょうと、それ

ぐらいの声を上げてくださいよ、町長様、お願いします、もう一回お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員のご質問に、大分トーン下がりましたので、本当にトーン

を少しでも上げ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

大事なご質問をいただきました。本当に安定した漁業経営、更には漁組の経営も少しでも

安定できるようになれればいいなというふうに思っております。

いずれに致しましても、きちんと系統、更には漁協と打ち合わせしながら、対応をとっ

てまいりたいというふうに思ってますので、ご理解いただきたいと思います。トーンを上

げてまいりますので、一つよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 随分言いたいこと言わせていただきました。でもね、やっぱり松前

のことを考えれば、決して暗い町でないんだから、可能性があるんならば、どんどんそれ

を追求していい形に育てていくと、前へ進むという町長の、これから望む町長の進め方に

期待しながら、質問を終わりたいと思います。身体に気をつけて頑張ってください。

○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４８分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

次に、５番工藤松子君。

○５番(工藤松子君) 町長、久しぶりです、私の一般質問は。また病院のこととか、どう

しても目が高齢者だとか医療の方で困ってる人方の方へ向いてしまうもんですから、今回

もそのような視点でお話、質問さしていただきたいと思います。

松前病院は、町民のみならず、近隣の町民にとっても大事な救急対応、それから入院病

棟を抱えているっていう大事な使命を持っている病院です。町長も行政執行方針の方にあ

りましたけれども、ちゃんとおさえが同じ方向を向かってるっていうことで安心しており

ますが、この度、山本和利教授を病院事業管理者として来ていただくこと、町長はじめ八

木田病院長の特段のお骨折りによるものと深く感謝しております。医療の充実の方につい

ては、病院長や医療スタッフがこれからも取り組んでいかれると、心強く思っております。

改築については、山本先生の着任後、事業管理者である先生や病院長、町長、町の将来

設計図と一緒に考えていかれることと思います。どうぞ、深くご相談の上、合意の、町民
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の納得できるような形で進めていってほしいと思っております。

患者の安心、病院に対する信頼、それは病院の安定的な運営にも繋がることと思います。

現在の入院されてる患者さん、それから過去入院経験されてる、された人方からの声を基

に今回の質問を組み立ててみました。多分、町長もご存じのことと思いますけども、特に

西側の病棟の方で病室の中まで匂いが入り込んでくるとか、それから夏はあまりにも暑く

て、ゆっくり患者さんを見舞いに行っても話もできない。それから、患者さんも暑くて大

変だ。冬は窓側特に寒くて、病院にいながら風邪引くんでないかっちゅう、そういう笑い

の話まである状態です。多分、町長もそういう話はうすうす耳に入っておられると思いま

す。

現在、病院の方の改修費っちゅうんですか、ちょっとした修理やなんかは病院事業会計

の中で賄われ、大きな工事はちょっと望めないっていう話も聞きました。患者さん方もガ

ムテープで窓抑えてるとか、カーテン引いててもやっぱり寒いとか、そういう話はよく聞

きます。町長の方に入って来ている話、それから町長が、こんなことで困ってるんじゃな

いか、そう感じておられることがありましたら、一つお話ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 工藤議員から、病院の環境と整備と改善についてお尋ねいただきま

した。冒頭、本当に現状申しますと、八木田病院長先頭に、病院のスタッフが院長をきち

んと支えていただいておりまして、本当に看護師さん方、マンパワー不足の中でも大変ス

タッフ頑張っていただいておりまして、病院の経営の方も安定している、本当に感謝を申

し上げているところであります。

今、議員からご指摘のように、４月１日には山本和利教授を病院事業管理者としてお迎

えする予定になっております。当該職務の他にも外来診療もしていただけるというふうな

ことであります。現病院長を中心とした診療体制が更なる充実図られるというふうに思っ

ておりました。期待もしているところであります。

病院の状況であります。昭和５３年に西病棟が建築されておりまして、４０年を経過し

ております。増改築はこの間したものの、まだ狭猥で、老朽化が顕著になりまして、議員

ご指摘のとおりでありまして、療養環境が劣化しておりまして、患者さんやお医者さん、

先生はじめスタッフの皆さんに大変不便をかけているというふうに、私自身は思っており

ますし、病院の運営協議会の中でも委員の皆さんからもいろいろご指摘を受けているとこ

ろであります。議員ご指摘のとおり、病室の療養環境も入院患者に大変不便かけていると

ころでございまして、常日頃、今予算の話もされましたけども、大きな事業費に、工事費

になりますと、やっぱり病院の会計では対応できない部分もありますので、一般会計から

の繰り出しをしながらというふうな考えではいるとことであります。

現状申しますと、やっぱりトイレなど、今ご指摘のように、それから建具だとか、改修

の緊急性の高いものから鋭意、順次修繕をしているところであります。病院の建物本体に

つきましてもいろいろこう全体的な見直しって言いますかね、新しい事業管理者着任しま

したら、将来のある姿をゼロから、一から検討、協議してまいりたいというふうに思って

いるところであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 町長もよく内情は理解されてて、今町長のお話ですと、５３年に西

病棟ができ、そしてもう４０年が経過したっちゅうお話です。私も最初の議会に席を置い

たときから、病院の視察っちゅうんですか、議員団、そして町長も議会の事務局長として

一緒に病院を見に行って、いろんな老朽化している部分の視察、それから前院長である木
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村先生からのいろんな、こう変えてほしいとか、こうしたい、つもりだっていうそういう

お話をお聞き、一緒に聞いた経緯もあります。あの頃でももう内壁がはがれてたり、ひび

割れがあったり、もちろんトイレも今よりもっともっとひどい状態でしたし、また窓なん

かのガタつきなんか、それから中庭の部分の書庫にしてあるっちゅうんですか、もう暗い

状態だとか、大変な状態でした。あの当時からも、直すよりも早く建て替えた方がっちゅ

う感じの話もありました。

ところが、入院している患者さん方は、それこそその当時と同じように、もう少し我慢

してくれ、我慢してくれっていう感じで、働いてる人方も大変だったと思いますが、入院

されてる病気のある、身体の不調のある人方にとっては、本当に大変な状態だったと思い

ます。今でもそれが続いている状況です。

山本先生が来られてから、赴任されてからきちんとした改築、その計画を進めていくこ

とになるとは思いますけども、その間、これから夏を迎えます。暑い部分、病室内の遮光

の問題とか、それから、できれば冷房が入ってればいいなあとは思うんですけども、そう

いう部分。それから、これから改築までの何年間の窓側の寒いところ、それを何とか我慢

我慢だけでなくて、病室１個ずつを修理していってほしいものだと考えておりますので、

町長、その点を答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、療養環境が良くない部分っていうのは承知をしているとこ

ろであります。議員のお尋ね、本当にわかるんでありますが、先程も申しましたように、

きちんとこの改築については喫緊の課題だというふうにおさえておりますので、事業管理

者着任したら、管理者の考え方もお聞きし、更には病院長の考え方もお聞きしながら、そ

れから町の財政の状況も勘案しながら、進めてまいりたいというふうに思っております。

本当にいい病院の療養環境を早くつくりたいというふうな思いでいるところであります。

しかしながら、今改築を目の前にして、冷房の、エアコンの話もされてましたけども、

その辺も本当にお金かかる部分もありますので、きちんと現場の皆さんの声を聞きながら

対応してまいりたいというふうに思っております。１日も早く、いい環境で生活を送って

いただきたいなというふうな思いは、議員と一緒でありますので、ご理解いただきたいな

と思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) それでですね、今、病院長や山本先生と相談しながらっていうお話

でしたけども、今まで町長はあまり松前病院に足を運んでいないんじゃないかなと思うん

ですよ。それで、町長だけでなくて、副町長も、それからいろんな役場の人方も、どうぞ

行っている患者さん方に、あっ、役場でこんなに一生懸命来てるんだってことを目につく

ようにしてほしいんだ、そして、病気になって行きなさいっちゅうことではなくて、早い

話が暇もないでしょうけど、ぶらっと行って、入院されてる患者さんとか、それから外来

で行っている患者さんとか、気軽に声をかけて、ああ、町長も病院にしょっちゅう来てん

だなっていうふうなジェスチャーを示していただきたいんです。格好だけでもいいんです。

とにかく、そういう町の方で病院を一生懸命思って、しょっちゅう来てるんだっていうふ

うな、そういう姿勢が患者さん方の安心、それから町民の安心にも繋がると思うんです。

そういう安心、安定した病院との繋がりを持てていると、やがて患者さんも今まで以上に、

余所の病院に行ってる人方が松前の病院に戻ってくるとか、そういうふうになるんじゃな

いかと思います。

本当に函館の市内の病院に行くっちゅうことは、町民にとってすごい経済的な負担でも
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あり、それから患者さんにとっても長距離車で揺られていくって大変な負担です。それに

お見舞いにもなかなか足を運べない、そういう状況にあります。ですから、どうぞ松前病

院が、町民の真からの安心に繋がる、そういう場所であるってことを町を挙げて示してい

ただきたいと思うんです。一つよろしくお願いします、ご答弁。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に私も病院に患者としてかかっておりますし、本当に外来でか

かるとやっぱり患者さんと話する機会もありますので、本当に大事にしたいなというふう

に思ってます。本当に町民の命と財産をしっかり守っていただいておりますので、大事に

して、しっかりと山本教授、事業管理者、病院長を町を挙げてしっかり支えていきたいな

というふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 昔の話を持ち出すのも何ですけども、本当に大事な大事なことなの

で、単純には決められない問題だと思いますが、本当に石橋を叩いて壊すことのないよう

に、慎重ではありますけども、ことさら慎重にならないように、本当に町民が安心できる

病院を早く実現できるためによろしくお願い致します。終わります。

○議長(伊藤幸司君) 次に、３番福原英夫君。

あれ、でしょう、すぐ手挙げないと。

○５番(工藤松子君) 続けて言うんですか、はい、すいません。

単純な話でなんですけども、病室を何とかしてほしいっちゅう、それと私がいつも思っ

てる安心して暮らせる松前町、安全な町、そのことで二つ目は、これは８年前の３月の議

会のときに、私が一般質問で災害に、松前町はどのぐらい備えがあるんだろうかと思いな

がら質問した件です。あれから８年、道からのいろんな情報もあって、松前町では津波浸

水予測図の情報を基にハザードマップを作成し、町民に配られました。私もこれ持ってま

すけども、こういうので避難場所であるとか、避難経路図、そういうものは一応町民に示

すっちゅうことはなっていましたけども、現在の町の備えは安心できるようなものが本当

にあるんだろうか。ぼちぼち、当時からは買い揃えられ、整えられてきてはおりますけど

も、どの程度のものだろうかってことを今一度お尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町の備えは安心できるに足りるかっていうふうなお尋ねであります。

失礼しました。非常食の備蓄品につきましては、工藤議員の通告書にあるとおり、平成２

３年の東日本大震災時点においては、正直なかったんであります。その後、計画的に保存

食セットを、乾パン、飲料水などの備蓄品の確保を行ってきているところであります。平

成３０年度末見込みでの主な備蓄品の保有状況でありますが、保存食、これは１日分です

が、１千３６０セット、乾パン４００缶、それから飲料水５００ミリのペットボトルです

が７００本、それから飲料水、２リットルのペットボトルが１２０本、毛布が１千１００

枚、ポータブルストーブ、畳１８畳用でありますが３５台、それからラジオカセット３２

台、それから灯りをとるランタンも３０個、それから発電機９台、それから簡易トイレ１

００台などを備蓄しております。保存食セットの備蓄の最終目標につきましては、総合計

画において、２０２２年度の目標値を１千セットというふうにしたところでありますが、

昨年、３０年２月に北海道が公表した地震による避難者が、松前町では４６７人というこ

とで、この３日分の１千４００セットを目標に備蓄する考えであります。千セットを考え

ていましたけども、北海道が公表した数字を利用致しまして、４００セットを増やしてい

くというふうな考えでいるところであります。
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○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 大分数量は増えてきていると思います。それでですね、執行方針の

方にも防災についてありましたけれども、町民に対する命を守る動作、どう身につけさし

ていくかってことで、町の方でもいろいろと計画されていると思いますが、その点につい

てもよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町民の皆さんが命を守る行動を、どう身につけさせるのかというふ

うなお尋ねであります。防災思想、それから知識の普及、啓発及び防災教育の推進につき

ましては、町主催の総合防災訓練などを通して、町民一人一人の防災意識を高める取り組

みを進めて行く必要があるというふうに考えているところでありまして、現在行っている

取り組みと致しましては、町主催の総合防災訓練の実施、更には町内会主催の避難訓練な

どの支援、更には土砂災害や津波ハザードマップの配布、更には町広報に防災関係の特集

記事を掲載する。更には町のホームページに防災情報の掲載をするなどを実施していると

ころでありますが、本当に大事なことは、まず自分の命は自分で守るということを心がけ

るが必要だなというふうに思っているところであります。まず避難をすることを優先して、

命を守ることが最優先だと思っているところでありますので、この訓練を通じまして、防

災の意識を、町民の防災意識を高めていただければなというふうに思っております。

本当に大事なのは、自分の命は自分で守る。これが最優先だというふうに思っていると

ころであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) それでですね、町としての計画はきちんと持っていて、そしてきち

んと実行されることと思うんですけども、今までの総合防災計画による避難の仕方、実は

ですね、足腰弱くなってる高齢の方々に対しては、車で集合場所まで連れてってくれる、

そういう感じのやり方だったんです。町の方ではどういうふうに細かいとこまでは認識し

ていたかどうかわかりませんけども、消防だとか、警察だとか、それから行政側だとかの

連携の方、それから準備、行動、そういうのの訓練には総合防災計画は非常に役立つと思

います。何度も訓練しないととっさのときに、そういう、本当に救助してくれる人方が動

きつかないと一番困るもんですから。ただ、自分の命を自分で守るっちゅう意識が、高齢

者、特にそういう人方になかなか徹底しないんじゃないか。ただ防災訓練だから、行けば

豚汁食えるとかおにぎりもらえるとか、そういう発想にしか捉えていないのが本当のよう

です。まあ、車で連れていってもらえるからってんで、どんと時間来るまでうちにいたり、

それから何時まで集合、そんな感じの防災訓練では、本当の訓練にならないし、自助、共

助、公助、それはよくわかるんですけども、今町長が一番思っている自助、自分の力でっ

ちゅう部分が、どうも町民の方には徹底されていないし、これからのやり方一つでまた同

じようなことになるんじゃないか、そういうのが非常に危惧されるわけです。一つよろし

く。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) いろいろ防災訓練を行っております。やっぱりいろんな災害の種類

もありますので、例えば今年は館浜の旧小学校グランドをメイン会場にして、館浜地区か

ら札前地区までの住民を対象に津波を、地震により沿岸全域が浸水するというふうな想定

で訓練をやるっていうふうな状況になってます。いろんな津波ばっかりでなくて、訓練の

想定、いろんなものがあると思うんですよ。ですから、その都度必要なものですね、訓練

に、災害に必要なものをメニューを変えながらいろんな経験をしてもらう、訓練してもら
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うっていうことが大事なんだというふうに思っています。豚汁の話してましてましたけど

も、まず町民の皆さんが１人でも多く参加してもらえる環境づくりが大事だなと思ってま

す。その中で、自分の命は自分で守る。これは一番先に考えなきゃないことだと思います

ので、そういう意識をぜひ持っていただければなと。多くの人が防災の訓練に参加してい

ただく、これが今一番大切なことだろうなというふうに思っておりますので、いろんな趣

向を凝らした防災訓練の持ち方をこれから検討してまいりたいというふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) その餌の方に興味があってっちゅうか、そちらの方ばっかし憶えて

るような感じなんです、本当にもう。それを何とか、本当の実際のときにはおにぎりとか

豚汁あたるわけもない、そういう状態がおこると思うんです。ですから、とにかく何も持

たなくてもどこどこへ行くんだっちゅう、その気持ちを植え付けるために、ぜひ細かく、

大きな部分が必要ですけども、細かくやっていただきたいと思います。

それで、ここに博多から豊岡地区の地図があるんですけども、本当に避難路っちゅうの

は松城の１箇所だけ赤い矢印で見えるんですが、避難路って指定されてても本当に何かあ

ったときは、もうそんな避難路を頼るんじゃなくて、実際は自力でどこでも這い上って、

津波の場合は少しでも高いところへ即逃げなきゃなんないと思うんです。私が一番先に感

じたのは、大島の噴火の部分なんですけども、それを思いついたっちゅうか、質問した理

由も大島から煙見えるんだってって、えって。あの当時、世界中あっちこちで大災害あり

ましたし、そういう地震だとか噴火だとか、そういうのがありました。やあ、大島だって、

あすこは活火山だよな、いつまたなんかあるかわかんないし、そして昔々に１５メーター

の位置まで津波が来たっていう、そういうのも小島中時代に聞いていましたので、やあ、

何かあったときすぐ逃げなきゃと思ってはいたんですけども、なかなかそういう思っても

みないっちゅうか、意識もしていないような、おこるはずもないと思うような、そういう

意識の方が町民の方には多いと思うんです。

松前町は、この間の地震のときもここは揺れなかった、誰も気が付かなかった、そうい

う人が多かったんです。でも、実際は細かく調べられて、どういう状況になっているって

わかる方は太平洋側のことで、日本海側の方については、そんなにきちんとした調べも、

情報もない状態なんです。ですから、本当にいろんな意味で避難訓練に多くの人に参加し

てもらうっちゅうのも大事ですけども、こういうときはこうしなきゃないんだっちゅう、

そこの意識付けをどうかしっかりやってほしいものだと思ってます。

それから、非常食の話が出てましたけども、ただ非常食を備蓄しているだけでは、賞味

期限の問題もありますし、大変だと思うんです。それで、上手く訓練のときに使って、こ

ういうものだよということ、それから、いろんな形で、それを放出しながら補充しながら、

そうやっていかないと、ただ１千４００セット揃えたから安心っちゅうことではなくて、

そういう対応をしていただきたいと思います。

それから、発電機についても、いろんな会館、そこにちゃんと、ストーブの方やラジオ

の方は十分行き渡ってると思いますけども、そちらの方も一つ十分な配置をお願いしたい

と思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 訓練の内容であります。豚汁の話しておりましたので、誤解してい

ただきたくなく思っているところであります。訓練の内容であります、情報の伝達、それ

から情報収集訓練、それから住民避難訓練、それから避難者移送訓練、それから災害支援

物資の輸送訓練、それから消火、救助訓練、それから消火器操作の訓練、更には炊きだし
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も訓練なんですよ。人集めのための炊きだしでないということは、ご理解しておいていた

だきたいと思います。

それから、協力団体は松前警察署、それから海上自衛隊松前警備所、それから消防署、

それから各町内会、そして松前町の赤十字の奉仕団の皆さんが炊きだしをしていただいて

おりますので、人集めのための炊きだしではない、全て訓練だということをぜひ承知願い

たいというふうに思っております。

先程も申しました、本当に自分の命は自分で守ってもらうための訓練で、多くの皆さん

が訓練に参加して、防災に対する意識の高揚、高めていただければいいなあというふうに

思っておりますし、いろいろ趣向を凝らした防災訓練を検討してまいりたいというふうに

思ってますので、ご理解いただきたいというふうに思っております。

それから、避難路のお話も、それから発電機のお話もございました。一挙にやれないっ

ていう部分もあります。心配すること十分に理解しておりますので、意を持って対応して

まいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) いいですか。

次に、３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) 平成最後の質問でございます。２期目、４年間で今日含めて定例４

回、１６回の定例会で１２回ほど一般質問をしてまいりました。しかし、その質問がどれ

だけ皆様方の心に響いて実行してくれたかというと、自分の力不足もあって、やはりなか

なか船は前に進まなかった。しかし、答えてくれた部分も確かにあったということは、私

もわかっております。

それと、先程お隣の沼山議員が長寿社会のことを言ってましたけども、私は今年７０に

なりますけれども、会う人にこういうふうに言ってるんですよね、私は７０だよと、こう

言うんですよ。なぜ言えるかというと、身体が空いてるときには必ずジョギングして、身

体を日々鍛えているからなんです。それで、うちの町内も僕の刺激受けたわけでないです

けども、今９人ほどウォーキングしてます。いつの間にか増えてきました。それで、私の

今理想としている人生の終え方っていうのは、いやあ、膝がもう痛くなってきてるし、そ

れと腰も悪くなってきてるなあと、ジョギングができなくなったらウォーキングだなと。

しかし、人生の終わり方は、私の先輩である方が、本当に自然に人生を終えたという、あ

の方が私の理想郷でございます。たった１回の人生でございます。チャレンジするときは

チャレンジし、それが息の長い時間をかけないと駄目です。私は、今年で４１年走ってま

した。糖尿病の血糖値も出ましたんでね。ですから、行政の歩み、まちづくりの歩みも同

じでないかなというふうに、私は思ってるんです。

それで、昨日松前町で一番パワーのある方に、いろいろとご助言をいただきました。私

もああ、そうだなと賛同する部分と、いやあそうかなあというクイッションの部分もござ

いました。それで、私が今日質問する内容っていうのは、最後にたどり着いたのはこれで

した、ものづくり人づくり振興条例でした。

それで、このタイトルに決めるにも大分時間をかかりました。いろんなものをリサーチ

して情報を得て、そして松前町で今何が必要なのかなあということを考えたとき、これだ

ったんですよ。なぜかって言うと、昨日も言いましたけども、１年の大体公共事業、契約、

入札で契約する公共事業への投資が約８億近くでした、私達の町は、事業会計も一応入っ

てますけども、もっと膨れるかもしれません。

私は、去年までやってた船外機であり、パソコンのソフトであり、いろんな、それとレ

ーダーでありとこういう、そのことも悪いとは言わないんです。財産として、個人の財産
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としては残ったろうけども、町のエネルギーであり、町をどうにかしたいと、町を変える

んだと、生産性を高めるんだというふうなエネルギーに繋がったかというと、私はこれも

クイッションをつけたんです。それで、ずっとこう見てみますと、単発で継続性がなくて、

目的、目標はあるんでしょうけども、その成果の分析をすると、やはり厳しい分析だった

んです。それで、要望があれば町長は叶えてあげたいと、叶えてあげたいと、管理職も皆

さん方も叶えてあげたいというのはお気持ちだと思うんですよ。しかし、継続的に、それ

と集中してこの過疎を止める、そして松前町をブレーキをかけながら安定的なまちづくり

をしていくっていうことになると、きちっとした基盤づくりが必要だなあと思ったんです。

そんなことでの提案でございます。

それで、私、ここに書いてますけれども、産業別事業所、漁業組合員、スルメ加工業、

観光客の入込等の減少は確実に町の活力を奪っていると。これは、松前町の毎年発行する

統計概要から一部だけ抜粋しました。ものすごい減少です。私はびっくりしました。２６

年も、それと今回はパソコンで全部出してみたんですけども、やはり努力してるんですよ、

町行政も松前に住んでる人も、努力してるけれども、その結果が伴わなかったんですよ、

伴わなかったときにどうするかっていうことなんですよ。今回のテーマはそこなんです。

これをつくったからそれじゃあ結果が伴うかというと、厳しいと思ってます、私は。しか

し、単発的なことよりも、行き当たりばったりって言ったら失礼でしょうけども、町民の

要望を常に町長は聞いてあげたいと、担当者が叶えてあげたいという気持ちとこれは別問

題です、別問題です。町の現状分析をきちっとしているというんであれば、どういう現状

分析したのかっていうことを言いたいんです。

きっともって皆さん方は、財政、企画の方のまとめてる毎年発行の統計概要は確実に見

て、自分達の町を分析していると私は信じておりますよ、私だけでなく。ここが大事なん

です。この統計概要から松前町の厳しい将来像、確実に見えるんです。しかし、ブレーキ

をかけるこの処方も、方法論もここでは考えれる、考察できるんですよ。

それで、今回高齢で、人気のあったホッケのすり身をしていたお母さんが、これは前の

前の先輩が指導して、そして一本立ちした方も高齢で辞めたすり身を今回やってくれた加

工屋さんと言ったらいいんでしょうかね、方もおります。しかし、そのときの設備投資は

結構なものだったそうです。そして、スルメ加工に加えて新たな加工に挑戦する業者、よ

うやく出てきてくれました。膨大な投資だそうです。それとダイバーの資格習得に頑張る

漁業者、この方も予算書の説明書ではそういうふうなものに出す、研修には出すというふ

うに書いてるけども、こういう個々人の資格にはまだ手染めてないなあと。そうすっと、

研修に行く、試験を受ける、全て自賄いでした。しかし、小さい芽なんですよね、小さい

芽ですけども、僕は明るい芽が出てきたなあと思ってるんですよ。自分達のことは自分達

でやらなきゃならないってことですよ。今までのように他力本願で、そして誰かがやって

くれるだろうっていう意識ではなく、自分達が自らやらなければ、ここにできることがで

きないし、自分が生活できないんですよ。そこまで考えてやろうとしてる松前町民がいる

っていうことです。

それで、やはりリスクと経済的な負担も今言ったように多いっていうことです。それと、

先程同僚議員が言ってたしがらみだとか嫉みだとか、それをどう取り除くかと。町の発展

の中で阻害要因は必ず取り除かなければならないんですよ。そういう風習であり、伝統的

なことっていうのは、取り除かなければならないと。それは誰がやるかっていうと、私は

自ずからわかってると思ってます。そして、もっと多くの町民と志を持った人達が挑戦で

きる基盤づくりを整える必要があること。
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私、昨日も言いましたけど、担い手、着業する人。なぜ心配するかというと、こういう

考え方になってます。松前町はジョウロだったかな、途中６５歳の年寄り、年齢のいった

人達が約５０％近くで、４８．何パーセントです。そして、この人達が加工場での働いて

た労働者です、労働者です。もう働く場もなくなりましたけどもね。ですから、働く人が

いなくなってきたっていうことです、亡くなっていって、人生を終えて行く。それで、こ

このところをどうするかって言うと、志を持った人が、よし、俺、こういうことを松前町

でやってやろうという、そういう担い手を松前町がハンターしなければならないのさ、育

てなければならないんです。

それと、農業のことで言えば、３００何ヘクタールのうち、１ヘクタールより農業とし

て生産性を上げている業者がいないっていうデータが出てた、間違いであれば別ですよ、

見た感じの数字はそうでした。ですから、資源がいっぱいあるのにできないっていう、や

ってないっていうことが、それじゃあ誰がやるんだってなったときに、やれる人、志持っ

た人を受け入れなければならない。

そんなことで、私は、ものづくり人づくり産業振興条例が必要と思うんですけれども、

まずは町長のお気持ち、考え方を少し答弁願いたいなあと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から、ものづくりと人づくりの産業振興条例についてとい

うふうなことでご通告いただきました。ご質問の中にすり身のお話も、それからスルメ加

工に加えて新たにチャレンジするというふうなお話もございました。そして、ダイバーの

お話もございました。この現状は、きちんと我々おさえさせていただいておりまして、い

ろいろ参考になる部分もあるというふうに認識をしているところであります。

まず、ものづくり人づくりに対する今の必要と思うというふうな内容でありますが、私

は、まずもって民間の活力の強化を図るという観点からですね、地域の方々が起業したり、

ものづくりなど新たなものに挑戦する方々を応援するスタンスはですね、行政としては大

変重要なことだというふうに思っております。何らかの形で支援できればいいなというふ

うに思っているところであります。

私、就任して、今福原議員から単発だというふうなご指摘も受けましたが、漁業支援の

総合補助金、更には漁船の施設整備の助成、更には、商工業者に対する経営改善等の支援

補助金などを時限立法ではありますけども実施をしてきたところであります。やっぱり一

つの区切りとして検証する時間も必要だというふうに思っておりまして、内容が良ければ、

結果が良ければ、やっぱり継続性を持つっていうのが、持つべきだというふうに思ってい

るところでありますので、まず、検証する時間が必要だというふうなことで、現在３０年

度で、３１年度を検証する時期というふうにおさえているところであります。考え方と致

しましては、先程も申しましたが、新たにチャレンジする人には、やっぱりきちんと応援

をしていきたいというふうな思いでいるところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) ここの書かれてる文書っていうのは、いつもそうです、例えば、例

えばこんな、それ以上のことを載せられないですよね、３００字の文書ですから。それで

例えばで載せてますけども、今年度１年間見て考えますよと、要望があったときには対応

しますよということではないと思うんですよ。

先日こんなことがありましたよ。ある松前の加工屋さん、私とジョギングしてたときに

たまたま会って、いやあ、俺達、ここのどういうふうに切り抜ければ、乗り越えればいい

のかってわからないと、出てこないと、出てこないと。一つは何の職種でいけばいいのか
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わからない、投資が大きいと、変えるっていうことは、変えるっていうことはやはり投資

が大きいと。従業員がいるけれども、この人達のための仕事をやるにも、スルメ加工だけ

では原料が買えないと、買えないと、八方ふさがりだと言うんです、私に。何か考えがな

いかやって言うから、私今回一般質問でこういうことやるんだと、ああ、したらやってく

れやっていうことですよ。ですから、何の経営をすればいいかっていう考え方が出てこな

いで、誰が指導するんでしょうか、個々人がやらなければならないんでしょうね、今では。

しかし、それの対して指導する機関が見当たらないですよ、松前町では、支える機関も見

当たらない。

それと、漁業者、窮々と船でイカだとかいろいろやってる人ですけども、何であんた漁

業を転換できないんだよと。コンブやったり、いろいろやってる人達、随分生産性上げて

るんでねえか、安定して上げてる、なんでやれねえんだよって言ったら、福原さん、俺達

この船で漁船漁業で流れもの相手にしてて、毎年２千万も３千万も揚げてる人が、経費も

５０％以上かかってもやれるかって言うんですよ、俺に、転換できるかって言うんですよ、

転換できないって言うんですよ。なぜか、将来が見えてるのに、暗い将来なのにやれない

って言うんです。今まで投資したものが大きすぎるんです、今まで投資したものが。そし

て、イメージが、経費がかかって残りがあまり残らなくても、純利益が少なくても２千万、

３千万の描いてるものがイメージの中にあるからなんですよ。これ、どう解決するかって

いうことなんですよ。私は、うーんと思いました。ですから、ほんの１点だけ文書には書

いてますけど、こういろいろリサーチして歩くと、いやあ、俺もこんなこと考えてるけど

も、やはりこのなるお金であり、支援体制であり、見えないもんだから、見えないってこ

とです、見えないもんだからチャレンジできないよと、そして、松前を去ると。こういう

事例はどうでしょうか。ちょっと感想を答弁してください、今の。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業者のですね、漁船漁業の皆さんが投資等の関係でありますが、

本当にその殻を破っていく、破っていく勇気が必要だというふうに思ってるんですよ。で

すから、一歩踏み込んでいく勇気、リスクもあるんでしょうけども、そのリスクは少しで

も行政として応援できるものは応援していきたいなというふうに思ってます。

まず、先程梶谷議員からの一般質問もございましたけども、やる気のある人にはきちん

と相談のれるし、少しでも、少しでも支援していきたいっていうふうな思いはありますの

で、今これからいろいろ、今福島の取り組みのことについてもですね、お尋ねあるんだろ

うと思いますが、そういう思いで支援できるものは支援していきたい、やる気のある人は、

リスク、少しでもリスクを削ってあげたいというふうな思いでおりますので、ご理解いた

だきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 先程から町長が言ってくれる、やる気のある人、そういうことには

僕は力強さは感じますよ。しかし、住民に伝わってるかっていうことなんだ、これ、住民

に。町民、松前で暮らす人、松前に来てやってみたい人に伝わっているかっていうことな

んですよ。ホームページ見ても伝わってませんね。今回ある予算の中でも１２０万ですか、

去年から導入された、だから、伝わってないんですよ。いい考え方で、いい方針を持って

ても伝わらなければ何にもならないんですよ。

それで、先日、こんなものを見てました。僕新聞の切り抜き好きなもんですから、嫌が

らないで聞いてください。醸造用ブドウ栽培広域支援、函館、北斗、七飯、２町が、２市

１町が協議してやると。それと、七飯に初の日本語学校、東川町でもう何十年もやってる。
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それと、小樽で商工会議所創業支援、窓口一本化、企業化、起業６０件、それと漁業が７

０年ぶりの大変革、水産改革関連法案成立、１２月８日、それと木質バイオマス発電用チ

ップ生産好調、そして、これでエネルギーをつくって電気であり、暖房でありと使う。だ

から、そういうふうに仕向けるようなきちっとした条例が私は必要でないかなと思ってる

んです。それで、町長が、先程前向きにご答弁いただいてますけども、もう一歩踏み込ま

ないとならないんでないかなあと。

それで、今言った中では私はこういうの、先日、テレビでもやってましたけど、これは

山元イチゴ農園っていう宮城県にあるんですけど、１年でイチゴ農家のプロにしてあげる

っていう会社ですよ、１年間研修に行って。すぐ次の年からイチゴ栽培ができる、そうい

う会社です。ブドウは、池田町の丸谷町長さんみたいに１０年も２０年もかかってようや

く、そして、今もう３０年４０年経ってようやく安定してますけども、そういう何て言う

のかな、起業できるような人達をどう魅力を感ずる町にするかっていうことなんですよ。

それで、町長は、そのこともあとで一緒に答弁してもらいますけども、このつくってい

る町、これが全道でもいっぱいあるんですけどもね。町長もちらっともらしましたけども、

まあ、ざっくばらんに言うと先進地の福島、隣の福島町、知内町、皆さん方も見られたと

思ってますよ。失礼なこと言えば困りますんで、見てると思います。私も追い込んで行っ

て追い込んで行って、ようやくデータとして、まあ、インターネットで引っ張ったってい

うことですよね。見ていただければ皆さん方もわかります。町長もこれは、知内と福島の

はご存じでしょうか。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) 承知しておりまして、近隣町では、今議員おっしゃるように福島町

と知内町が条例を制定しております。まず、福島町の場合はですね、福島町企業振興条例

を設置というふうなことで、これは中小企業の振興を促進するために、企業や事業活動の

継続、増財を目的とした企業施設への設備投資を始め、雇用者の拡大や労働環境の充実を

図るため、事業者に対して助成措置を行うことにより、企業経営における投資意欲を喚起

し、地域経済の発展及び雇用の場の確保、拡大を図ることを目的としてるもので、事業専

用の車両購入なども対象しているものでございます。これが、福島の内容であります。鳴

海町長からは、松前で実施した漁業支援総合補助、大変参考になりましたと、利用させて

いただきましたというふうに鳴海町長からはお話をいただいております。

それから、知内町もものづくり産業振興条例を制定しておりまして、地域産業の中核を

成すものづくり産業、商業観光産業を中心とした産業振興を雇用や担い手支援、人材育成、

ものづくり支援、企業立地支援、移住支援の５本柱により支援をしているというふうな内

容であります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５９分)

(再開 午後 ２時１３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

３番。

○３番(福原英夫君) 紅茶を飲んだら滑りが良くなってきましたんで、良くなりました、

ウイスキーはちょっと。

町長が言われた、鳴海町長が参考にしたっていうのは、そうだと思います。あの時代ま
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だそうものがなかった時代ですからね。それで、福島町の見ますと、上手く松前町のもの

を利用して条例化したんですよ。ですから、どうすれば福島町に合うのか、福島町として

これ取り入れれるか、財政規模としてどうなのか、財政負担はどうなのかというふうなこ

とで考えたそうですよね。ですから、福島町はこの間、サイダー出てましたよね。やはり

あれも一つのね、ですから、そういう基盤があれば、ああ、そうかというふうになるんで

すけども、それで、福島町の１軒あたり最大で１千万円の部分もあるし、投資で３００万

円の部分もあり、いろいろ。

やはり知内町です、財政も豊かでしょうけども、知内町が担い手で２年から５年で１年

間１５０万。それと人材育成の場合には、研修であり資格取る場合は８割。ものづくり支

援では最大５千万、８割。新分野進出８割、５００万円、企業進出５千万円、移住、最大

１００万円、新築の場合、移住支援事業、新築の場合、一戸建て４００万円、集合住宅、

とてもとてもやれない支援策です。しかし、これぐらい打って出て、初めてこの間の森づ

くり室長の講演にありましたけども、唯一林業であれば、プラス５０だそうです、プラス

５０、林業に対して施策として。

それで、人口減少が一番ゆるいのが知内町でした。ですから、基盤をつくるっていうこ

との価値なんですよ、必要性なんですよ。町長が言われたように、要望があればなという

こと、これも大事なんです。そして、短期で施策としてやるっていうのは、これも一つの

方法なんです。しかし、違うような感じします、私は。ここまできた町だから。

それと、上ノ国がそれじゃあどうかというふうに調べてみました。上ノ国はこういうふ

うな策がないんだけども、町長と同じ考え方ですよね、はっきり言うと。しかし、上ノ国

の漁業者も産業を担ってる人達が、自分達の力で自分達でやろうという人達の層が多いん

ですよ、はっきり言って。うちらは、本当に尻すぼみで下のほしい人材がもういないんで

すって。昨日、助言いただいて、昔はいっぱい人がいてやれる環境がいっぱいあったけれ

ども、今は細くなってしまった。だからね、細くなったら太くすればいいんですよ。太く

する策が、したら何なのかっていうことなんですよ、私に言わせれば。何なんですか、出

てこないでしょう、出てこないです。それで、出てくるための施策であり、アメ玉をもっ

とくれればいいんですよ。そして、このアメ玉が効果を現すのは即でないです。１年目、

２年目、３年目、４年目、５年目と長くかかるんですよ。だから、町長も来年選挙、ある

かないかわかりませんけども、そうすっと町長が当選するとその次４年がある、そうすっ

と５年あるんですよ。大体、一つ５年でしょうね、町長。そうすっと、町長が任期中に準

備をして、そうして町民がよーしと、よーしと。

それと、この間、森づくりの林活でやったときに、森林の関係で５ヘクタール１グルー

プだよと。そのグループをまとめたらその活動資金をいくらかもらえないかな、協働で。

それと、今度重機を入れたいよといったときに支援する、重機を入れたいときに、リスク

大きいから。そういうことでないかなと僕は思うよ、この振興条例っていうのは。そうい

うふうなことで活用するということなんですよ。

だから、私耳障りなことも言うでしょうけども、それに賭けたいんです、私が任期もう

あと３ヶ月ちょっとでしょうから、次入るか入らないかわかんないですけども、まず４年

の節目のね、として、これで松前町の大きいエネルギーを形づくりたいという強い思いが

あったもんですからね、町長、検討するっていうのは、よく国会での本を見ますと、検討

というのはしないんだよというふうなことで、よく国会答弁でも、道でもそういうふうに

捉えてるようですけども、松前町はそんなことを言っていられるような状況でないです。

もう一つ言わしてもらうと、先日、うちの病院の新改革プラン見たんですよ。改革プラ
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ンのデータで、松前町の入院患者数の推計、うーん、きついですね、きついですね。しか

し、この数字はまだまだ助けられる数字でした。２０４０年までのデータですけどもね。

しかし、人口がやはり大きいです、減少率が。だから、どうすれば病院を核としていくの

かだとか、いろいろ交差してると思う、町長自身は。やはり、一番の執行者で権限持って

ますから。そんな中で町長が思い悩んで苦悩してるのわかりますけども、これに賭けてみ

ようということ。

それともう一つ、先程言ったように、漁業は変わりました、漁業。今の組合にこだわる

ことないんですよ。岩手県ではもう組合が倒産して、自分達が企業化して、グループで企

業化して株式会社でどんどん市場に出してますよ。そういう時代に入ったんですよ。だか

ら、松前の産業構造を変えるっていうのは、人が変えるんですよ、行政は支援者ですよ。

体制の環境づくりですよ。苦しいでしょうけども、答弁をお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に苦しい答弁になると思うんでありますが、考え方は一緒だと

思うんですよね。ですから、本当に何回も言いますけども、先般水産加工振興協議会の総

会にお招きいただきまして、その業界の皆様ともお話する機会もいただきました。正しく

議員ご指摘のように、水産、スルメ加工からまだ手を広げなければっていうふうなご意見

も聞いているところであります。現状、そういうふうに我々もおさえておりまして、冒頭

に答弁したように、何らかの支援をしていかなきゃならないなというふうな思いをしてい

るところであります。福島、知内の取り組みもしっかりと研究しながら、いい部分もある

と思うし、やっぱり松前にはそぐわない部分もあるんでしょうから、町の特性生かして考

えていきたいなというふうに思っているところであります。

まず、民間に力が戻ってもらえるように、考えれればなというふうに思っているところ

であります。検討という言葉はあえて使いません。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 実現していただくことを望むんですけども、それじゃあ、財源をど

うすんだよということなんですよ。そんなこと言ったったって財源、一般財源も今交付税

依存が５０何パーセントの町で、一般財源が５％ちょっといったぐらいの町で、したら財

源はどっから持ってくんだよっていうことだったんです。私は、やはり財源は決算で財調

で繰り入れるお金、現在は半分は財調に行きますけど半分は一般会計に繰り入れてます。

その使い道は、今は問いません、明日の予算で聞くかもしれません。それは、町長に私は

聞きませんよ。

だから、私はその財調の半分を使っている公共投資の部分の、に使ってるのかわかんな

いですよ、この半分。そして財調を３億切り崩してます。そして、繰り替え運用もしてま

す、利息負担が軽いから繰り替え運用してると、私は担当課長から聞いてます。この財源

を１億４、５千万ぐらい毎年石山町長が一般財源として、この何年間か使ってます。悪い

とは言いません、私は、いつも言うように。このうち半分、基金に積み立てるんですよ。

それと、財調の２分の１を積み立てるんです。そうして、町民が、町民がですよ。それと

外部から来てくれる人達がやれる環境づくり、そしてその人達に支援する体制をつくるた

めの財源は、財調の積み立てからその基金管理をして、企画財政でもいいし、総務でもい

いし、それと商工会議所でもいいから、そういう資産運用させるんですよ、使えるお金だ

もの。使えるお金、使えないお金であれば一般財源やらないよね、うん、使えるんですよ。

どうですか、財源、財源のことになります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 財源のご心配をいただいております。財政調整基金のお話、ご指摘

でありますが、財政調整基金は、条例によって処分するようになっておりますので、その

辺十分留意しながら、法律に違反しないような、条例に違反しないような処分をするよう

になっておりますので、財源については、やっぱり事業、こういう施策を起こす場合は、

やっぱり財源あっての施策でありますので、財政当局ときちんと整理してまいりたいとい

うふうに思っています。財政調整基金は、管理上でありますので、支消するっていうこと

なると、条例どおり支消するような状況になるんだろうなというふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 財調の関係もどういうふうに使えるかっていうことも、繰り替え運

用についてでも、支消についても調べてみました、私も。やはり、規制があるけども使え

るっていう、そして、必要性に応じて使うと。

それで、財調で心配してるの、昨日も言いましたけども、ある町村では、財調の基金を

全て切り崩して、公共施設を全て閉鎖して、町民の、市民の足の、俗に言ううちらであれ

ば大漁くんバスが運行しなくなるだろうというふうなことを言いましたね、私。財調はあ

るうちに積み立てながら、どういうふうに効果的に使うかと。これは、やはり町長以下理

事者の方々のね、ご判断だと思うよ。私は、財調なんだかんだという思いは一つもござい

ません。ただ、財源を生み出すとしたら、補助がらみでもない、起債対応でもない、交付

税対応でもない。そうするとどっから持ってくるのかっていうことなんですよ、それより

なかったんです、私の考えるのですよ、皆さん方はいっぱい、うちの佐藤課長、くそくら

えって思ってるかもしれないけども、考えてると思いますよ。したけども、せいぜい調べ

れる手立てっていうのは、そんなものだったんですよ。ですから、財調をなんだかんだっ

て言うより、財源をどう確保するかっていう視点なんです。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) 財源の確保、先程申しましたように、きちんと財源の裏付けがあっ

ての政策だと思ってますので、きちんと財政当局と相談しながら、進めていきたいという

ふうに思ってます。

本当に、昨日も総括じゃなくて執行方針の中で、私もいろんなこの分野で国に補助制度

があるかどうかとかっていう部分の情報がほしくて、先般北海道労働局の方にも顔を出し

て、情報もらえるようにお願いをしてきておりますので、少しでもこういう市町の政策的

なものに国費を入れれるような可能性あるんであれば、新規着業とか、その部分をちょっ

と模索して勉強、職員と一緒に勉強してみたいなと思ってます。いずれに致しましても、

政策の立案は、財源の裏付けがあってというふうなことでありますので、慎重に対応して

まいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長、ゆっくり考えていただいて、そしてこの財源が万が一補助金

でもね、そういういいプランだというふうなことで付けてくれる制度があれば、私は最高

だと思います。それを願ってるんです。そして、そのことが松前町のね、新しい時代を迎

えてくれるなと。

それともう一つ、このことをつくるということを前提に今年考えてもらえないかなと。

やはり、松前方式って、いつも僕松前方式、健康づくりのポイント制度も松前方式つくれ

やとか、健康の関係でも言うんだけれども、やはり松前方式、松前でなければできない、

松前だからできるプランがあると思うんですよ。やはり、うちらみんなね、素晴らしいで

すから。
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昨日、元気のいい方にこういうふうに言われて、議員でも条例つくればいいべさって言

われたけども、僕は財源の裏打ちのないね、条例はつくれないもんね。財源の裏打ちがや

はり考えるとね、二の足踏むわけさ、議員っていうのは。全道でもね、ほとんどこういう

ふうなことで議員が条例提案したっていう例が、僕は見てないもんだからね。やはりいい

提案だったんだけれども、僕自身少し、僕自身も時間貸してもらえればね、検討する値は

あるけども、まずやはり行政の務めのような感じします。

最後でございますんでね、町長、思いをちょっとご答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 最後ということでありますので、２４年に町長就任以来、本当に議

会の皆様の協力いただきながら、ご理解いただいて、まずもって松前中学校木造建築とい

うふうなことで、オール松前での取り組みをさせて、業界の建築、それから設備関係、建

築土木の関係だと思います、そのご理解いただきまして、それも実現してきました。

それから、畜産業にも支援をしてまいりましたし、商工業者にも、観光協会にも本当に

支援をしてきているというふうに思っております。漁業もさりとてであります。町の産業

にバランス良く、この７年間でバランス良く支援をしてきたなというふうな思いは、私自

身しているところであります。本当に検証する時間をいただきながら、本当に今議員ご指

摘のように、民間のやる気を引き出すような支援のあり方を、私のこの７年間の経験した

ものを振り返ってみまして、民間のやる気を引き出すような支援のあり方を検討するって

言えば、また怒られるんだかもしれません、模索をしてまいりたいというふうに思ってい

るところであります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

議事日程協議のため議会運営委員会を開催致しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時３４分)

(再開 午後 ２時５１分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを

議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よってそのように決定致しました。

◎議案第１７号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第１７号、松前町財政調整基金の支消についてを議

題と致します。

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) すみません、上着を着ないで説明させていただきたいと思い

ます。
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それでは、ただ今議題となりました議案第１７号、松前町財政調整基金の支消につきま

して、その内容をご説明申し上げます。

松前町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例第５条の規定により、下記事業

に該当するため、失礼、下記事業に充当するため、平成３１年度において３億円以内を支

消できるように致そうとするものでございます。国は、地方税が増収となる中で、地方交

付税総額について、前年度を０．２兆円ほど上回る１６．２兆円を確保してございます。

一方、臨時財政対策債を大幅に抑制して、前年比０．７兆円の減額となってございます。

歳入の大宗をなします地方交付税が出口ベースで増額なっておりますけれども、昨年発生

致しました北海道胆振東部地震などによる特殊事情などを勘案致しますと、地方交付税の

動向が不透明であること、更に今後の補正予算対応などを事業費で４億８千万、一般財源

ベースで２億２００万円を見込んでおります。こういうことも踏まえまして、留保資金を

勘案致しまして基金の繰り入れを致そうとするものでございます。なお、充当事業につき

ましては、記載しております財産管理事業など、他６件でございます。

以上が、議案第１７号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

議案第１７号につきましては、平成３１年度当初予算との関連がありますので、審議を

一時保留し、今後設置が予定されております予算審査特別委員会の審査終了後に質疑、討

論、採決を行うことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎議案第２号 平成３１年度松前町一般会計予算

◎議案第３号 平成３１年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第４号 平成３１年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第５号 平成３１年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第６号 平成３１年度松前町水道事業会計予算

◎議案第７号 平成３１年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第２号、平成３１年度松前町一般会計予算、日程第

５、議案第３号、平成３１年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第６、議案第４号、

平成３１年度松前町介護保険特別会計予算、日程第７、議案第５号、平成３１年度松前町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第８、議案第６号、平成３１年度松前町水道事業会計

予算、日程第９、議案第７号、平成３１年度松前町病院事業会計予算、以上６件を一括議

題と致します。

なお、ただ今の議案につきましては、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、細部にわたり審査する予定ですので、説明は簡略に受けたいと思いますのでご

了承願います。

提出者の説明を求めます。始めに議案第２号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 長くなりますけれども、よろしくお願いししたいと思います。

それでは、ただ今議題となりました議案第２号、平成３１年度松前町一般会計予算につ

いて、その内容をご説明申し上げます。

平成３１年度松前町の一般会計の予算は、次に定めるところによろうとするものです。
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第１条、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８億９千６２

０万円と定めようとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものです。

第２条、債務負担行為です。地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によろうするもの

です。

第３条、地方債です。地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」に

よろうとするものです。

第４条、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入の最高額は、１２億円と定めようとするものでございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。６１ページをお開き願いたいと

思います。

３．歳出です。１款１項１目議会費では、５千９８３万５千円の計上です。前年度対

比で１４２万５千円の増となっております。各節で増減はありますが、６２ページの９

節費用弁償と１１節消耗品費が増額の主な要因でございます。

６３ページでございます。２款１項１目一般管理費では、１億１千１６７万９千円の

計上です。前年対比で２千７３４万８千円の減となっております。各節で増減がありま

すが、トータルで減額となったところでございます。この要因ですが、６３ページの１

節嘱託員報酬と日直業務嘱託員報酬が増額となっており、６６ページの１２節指定金融

機関派出事務業務手数料と１３節例規整備支援業務委託料債務負担行為分が新たに増額

となっております。一方、昨年まで計上の行政情報システムの譲受代金年賦金がなくな

たことにより、大幅な減額となってございます。なお、職員研修事業の概要につきまし

ては、参考資料２０ページに掲げておりますのでご参照願います。

６８ページでございます。２目文書広報費では、６９９万６千円の計上です。前年度

対比で２７０万円の減となっております。その要因は、昨年実施の１３節委託料で文書

管理システム更新委託料がなくなったことにより減額となっております。なお、広報発

行事業については、参考資料２１ページに掲げておりますのでご参照願います。次に、

３目財産管理費では、３千８８７万３千円の計上です。前年度対比で１千８４万７千円

の減です。各節で増減がありますが、トータルで減額となったところございます。主な

要因は、昨年実施の大沢地区の旧教員住宅解体工事請負費、また、白神地区の旧生活改

善センター解体工事請負費がなくなったことにより減額となってございます。なお、町

設宿舎（職員住宅）地区別設置状況につきましては、参考資料２２ページに掲げており

ますのでご参照願います。

７２ページでございます。４目支所費では、６３５万円の計上です。前年度対比で４

６万２千円の増となっております。各節で増減がありますが、１１節修繕料と１４節複

写機等借上料が増額の主な要因となっております。なお、支所別管理費の内訳につきま

しては、参考資料２３ページに掲げておりますのでご参照願います。

７３ページでございます。５目地域振興費では、８千１万４千円の計上です。前年度

対比で３８７万１千円の増となっております。各節で増減がありますが、増額の主な要

因は、８０ページ、１９節の路線バス木古内松前線車両更新支援事業負担金と、タクシ

ー・ハイヤー運営事業補助金を新たに計上して増額となってございます。なお、地域振

興費に関わる参考資料は、パートナーシップランド利用計画の２４ページから創玄書道
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会書のまちづくり基金の概要の３１ページまで掲載しておりますので、ご参照願います。

８２ページでございます。２項１目徴税総務費では、４万２千円の計上で、前年度と

同額でございます。２目賦課徴収費では、１千９３０万６千円の計上です。前年度対比

で３６８万７千円の増となっております。主な要因は、８３ページ、１３節委託料で、

新たに３年に１回の宅地標準値鑑定業務委託料と固定資産管理システム更新業務委託料

が計上となったことから増額となったところでございます。なお、参考資料に納税貯蓄

組合及び運営費補助金の状況から渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金の内訳まで、３

２ページから３３ページに掲載しておりますのでご参照願いたいと思います。

８４ページでございます。３項１目戸籍住民基本台帳費では、２千６５７万４千円の

計上です。前年度対比で２８１万９千円の減となっております。各節で増減はあります

が、主な要因は、１３節委託料で、昨年計上の住民基本台帳ネットワークシステム機器

更改委託料分がなくなったことから減額となってございます。

８８ページでございます。８６ページです、ごめんなさい、４項１目選挙管理委員会

費では、前年度と同額の３９万円の計上でございます。２目明るい選挙推進費では、３

３万７千円の計上です。前年度対比４万６千円の減でございます。これは、９節旅費の

減額分が要因でございます。３目知事及び道議会議員選挙費では、１９６万円の計上で

す。前年度対比で３０９万３千円の減です。これは、４月７日執行予定の知事及び道議

会議員選挙に関わる費用の計上分でございます。

８８ページでございます。４目町議会議員選挙費では、４９１万６千円の計上です。

前年度対比で４９１万６千円の増でございます。これは、６月２３日執行予定の松前町

議会議員選挙に関わる費用の計上分でございます。

８９ページでございます。５目参議院議員通常選挙費では、６００万７千円の計上で

ございます。前年度対比で６００万７千円の増です。これは、今年執行予定の参議院議

員通常選挙に関わる費用の計上分でございます。

９１ページでございます。５項１目各種統計調査費では、３１８万７千円の計上です。

前年度対比で３０万９千円の増となっております。調査内容は、２０１９年全国消費実

態調査分と２０２０年農林業センサス調査分の費用が主なものとなってございます。な

お、各種統計調査事業につきましては、参考資料の３４ページに掲載しておりますので

ご参照願います。

９２ページでございます。６項１目監査委員費では、１９１万７千円の計上です。な

お、前年度対比で２万円の減となっております。

９３ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費では、４億５千１９４万５千

円の計上です。前年度対比で２千１０７万３千円の増となったところでございます。各

節において増減はありますが、増額の主な要因としては、９７ページの２０節扶助費で、

障害者自立支援介護訓練等給付費となっております。なお、社会福祉総務事業につきま

しては、参考資料３５ページから３９ページに掲げておりますのでご参照を願います。

９８ページでございます。２目社会福祉施設費では、５３１万９千円の計上です。前

年度対比で１６２万３千円の増となっております。各節で増減はありますが、９９ペー

ジの１１節需用費で、基幹集落センター管理修繕料の増額が主な要因であります。なお、

社会福祉施設等管理事業については、参考資料４０ページに掲げておりますのでご参照

願います。

１００ページでございます。３目老人福祉費では、３億９千６２８万２千円の計上で

す。前年度対比で９２１万円の減となったところでございます。各節で増減はあります
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が、増額の主なものは、１０１ページの１１節老人福祉施設管理修繕料及び１０２ペー

ジの１９節北海道後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金となっており、一方、２８

節の介護保険特別会計に対する操出金及び後期高齢者医療特別会計に対する操出金が大

幅な減額の主な要因となっております。トータルとして減額となってございます。なお、

老人福祉事業につきましては、参考資料４１ページから４３ページに掲げておりますの

でご参照願います。

１０３ページでございます。４目地域活動推進費では、４６９万７千円の計上です。前

年度対比１０万６千円の増となっております。１９節負担金補助及び交付金で、松前町街

灯料補助金が前年比増額となったものでございます。なお、地域活動推進事業につきまし

ては、参考資料４４ページに掲げておりますのでご参照願います。

１０４ページでございます。５目交通安全対策推進費では、１１６万６千円の計上です。

前年度対比で１万４千円の増となっております。なお、交通安全対策推進事業の概要につ

きましては、参考資料４５ページに掲げておりますのでご参照願います。

１０５ページでございます。２項１目児童福祉総務費では、１億５千３７０万１千円の

計上です。前年度対比で９１９万３千円の増となったところでございます。各節において

増減はありますが、主な要因は７節賃金で、学童保育賃金と、１０６ページの８節報償費

の松前っ子誕生祝い金が大幅に増額となっており、更に、１０９ページの１９節子ども子

育て支援施設型給付費も増額となっております。なお、参考資料に保育所運営事業の概要

から、松前っ子誕生祝い金支給事業の概要まで、それぞれ４６ページから５３ページまで

掲げておりますのでご参照願います。

１１０ページでございます。２目児童措置費では、４千７８０万円の計上です。前年

度対比で２７万円の増額となっておりますが、これは、２０節扶助費の増によるもので

ございます。なお、児童手当支給事業の概要につきましては、参考資料５１ページに掲

げておりますのでご参照願います。

１１１ページでございます。４款１項１目保健衛生総務費では、１千９１万６千円の

計上です。前年度対比で７２１万１千円の増となっております。増額の主なものは、新

たに１５節道南ドクターヘリ離着陸場整備工事請負費と、２１節医療従事者養成修学資

金貸付金が増額となってございます。２目母子保健費では、６１７万７千円の計上です。

前年度対比で１２７万６千円の増となっております。要因は、１１２ページの１３節妊

産婦健康診査業務委託料と、１９節妊産婦安心出産支援補助金が増額となったものでご

ざいます。

１１３ページでございます。３目予防費では、３千３４３万２千円の計上です。前年

度対比で１２３万７千円の増となっております。主な要因は、各種検診事業で増減があ

りますが、新たに健康ポイント事業を実施することから、その費用の計上分と、１３節

委託料で高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料が増額となってございます。

１１６ページでございます。４目環境衛生費では、３千１８９万２千円の計上です。

前年度対比で３３２万２千円の増となっております。主な要因は、１１８ページの１９

節合併処理浄化槽設置補助金と空家等除却支援補助金が増となっております。５目診療

所費では、１８万８千円の計上でございます。前年度対比で２千円の増となっておりま

す。これは、町立江良診療所と江良歯科診療所の費用分でございます。６目健康センタ

ー費では、５９万８千円の計上です。前年度対比で３１万円の減となっており、１１節

需用費で修繕料が減額となってございます。

１１９ページでございます。７目病院費では、１億５千７２５万９千円の計上です。



- 97 -

前年度対比で７４９万６千円の減です。これは、繰出基準に基づき補助をしていた普通

交付税分と、政策予算として運営費用に対する３千２００万円を含めた計上分でござい

ます。なお、保健衛生事業の概要につきましては、５４ページから６０ページに掲げて

おりますのでご参照を願います。道南ドクターヘリの離着陸場整備工事の概要につきま

しても、参考資料６１ページに掲げておりますのでご参照を願いたいと思います。

１２０ページでございます。２項１目清掃総務費では、２億２千３７３万２千円の計

上です。前年度対比で６８４万７千円の増となっております。なお、渡島廃棄物処理広

域連合負担金の内訳につきましては参考資料の６２ページに、渡島西部広域事務組合負

担金の内訳（衛生部門）につきましては６３ページに、それぞれ掲げておりますのでご

参照願います。２目じん芥処理費では、６千６２５万３千円の計上です。前年度対比で

２４２万８千円の増となっておりますが、主な要因としては、１３節委託料で一般廃棄

物収集運搬委託料が増額となっています。なお、じん芥処理事業の概要につきましては、

参考資料６４ページから６５ページに掲げておりますのでご参照願います。

１２１ページでございます。３項１目上水道施設費では、３千１４８万円の計上です。

前年度対比で７７１万円の増となっておりますが、この要因は、簡易水道建設改良事業

の量水器更新の増と辺地債等の起債充当分が増額の要因となったものでございます。

１２２ページでございます。５款１項１目労働諸費では、１９万円の計上です。前年

対比で５千円の減で、ほぼ前年並みとなっております。

１２３ページでございます。６款１項１目農業委員会費では、２６４万９千円の計上

です。前年度対比で４５万８千円の増です。要因は、１節報酬で、農地利用最適化推進

委員報酬が新たに計上となっており、９節の費用弁償が増額となってございます。２目

農業振興費では、４３万円の計上です。前年度対比で９千円の増となっており、ほぼ前

年並みとなってございます。

１２４ページでございます。３目畜産業費では、３千５７万２千円の計上です。前年

度対比で４０２万６千円の増となっております。節内において増減はありますが、新た

に肉牛改良センター管理の消耗品と、２３節貸付肉用牛購入代金償還金債務負担行為分

が増となっているところでございます。なお、畜産振興事業は、参考資料６６ページか

ら７０ページに掲げておりますのでご参照願います。

１２６ページでございます。４目農地費では、１１６万２千円の計上です。前年度対

比で１４万円の増で、１１節の農業用施設維持管理修繕料が増額となってございます。

１２７ページでございます。２項１目林業振興費では、４千３４４万３千円の計上で

す。前年度対比で１千３６７万５千円の増となっております。この主な要因でございま

すが、新たに４節、７節、１１節で森林経営管理経費の増額となっております。これは、

本年度より導入される森林環境譲与税を財源とし、森林管理の適正化を図るものであり

ます。１３０ページの１９節幹線林道島前線改良事業負担金が増額となってございます。

なお、参考資料に林業振興事業から幹線林道島前線改良事業の概要まで、７１ページか

ら７６ページまで掲げておりますのでご参照願います。

１３１ページでございます。３項１目水産業振興費では、２千９２８万５千円の計上

です。前年度対比で３７１万７千円の減となっております。各節において増減がありま

すが、１３３ページの１３節委託料で、海岸漂着物等処理委託料及び１３４ページの１

９節水産基盤整備事業負担金（漁港分）が大幅に増額となっており、一方、減額の主な

要因ですが、同じく１３４ページの１９節漁業支援総合補助金が大きく減額となってご

ざいます。トータルで減額となったものでございます。なお、水産関連事業につきまし
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ては、参考資料の７７ページから８２ページに、それぞれ掲げておりますのでご参照願

います。

１３５ページでございます。２目漁港管理費では、１千９７万７千円の計上です。前

年対比で４８万３千円の減です。主な要因は、１１節光熱水費で減額となったところで

ございます。

１３６ページでございます。３目漁民センター費では、４２万２千円の計上です。前

年対比で３０万９千円の減額です。これは、昨年１８節備品購入費でＦＦストーブ購入

分が計上がされていたため、それがなくなったことからの減額となってございます。

１３７ページでございます。７款１項１目商工振興費では、５千５０万円の計上です。

前年対比で３千７５０万円の減です。これは、１９節で昨年計上しておりました商工事

業者経営改善等支援補助金がなくなったことから減額となってございます。なお、商工

振興事業として、参考資料８３ページから８４ページに掲げておりますのでご参照願い

ます。２目観光振興費では、３千５４４万３千円の計上です。前年度対比で５２９万８

千円の増となっております。各節中身的には増減はありますが、増額の主な要因は、１

３８ページの１５節観光案内誘導看板整備工事請負費を新たに追加し、１９節松前グル

メ観光ＰＲ事業負担金の増額と、松前町さくらの日、新元号記念事業負担金を新たに追

加計上分の増となってございます。一方、昨年実施の松前さくら音頭３０周年記念イベ

ント実行委員会負担金がなくなったことにより、減額となっておりますが、トータルで

増額となったものでございます。なお、観光振興事業につきましては、参考資料８５ペ

ージから９３ページにそれぞれ掲げておりますのでご参照願いたいと思います。

１３９ページでございます。３目温泉休養センター費では、３千４１万２千円の計上

です。前年度対比で１千５９４万２千円の増となっております。増額の主な要因は、昨

年まで指定管理者が負担していた燃料費を町が負担するとしたことから、新たに１１節

燃料費が増額となっており、１４０ページの１５節３号井温泉ポンプ入替工事請負費及

び温泉休養センター改修工事請負費が新たに追加計上となってございます。なお、松前

温泉休養センター関連事業につきましは、参考資料９４ページから９６ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１４０ページでございます。４目公園費では、２千７３９万５千円の計上です。前年

度対比で１７４万８千円の減となっております。各節中身的には増減があり、１４１ペ

ージの１１節北鷗碑林管理修繕料の増と、１４３ページの１５節松城公衆トイレ改修工

事請負費が新たに増額計上となっております。一方、減額の要因は、昨年実施の公園管

理公園内伐根等撤去物処理運搬委託料がなくなったことで、トータルで減額となったも

のでございます。なお、公園等管理事業は、参考資料９７ページに、松城公衆トイレ改

修工事の概要につきましては、参考資料９８ページに掲げておりますのでご参照願いま

す。

１４４ページでございます。５目藩屋敷費では、６１７万６千円の計上です。前年対

比で１６万７千円の減です。６目北前船記念公園費では、１千２６６万３千円の計上で

す。前年度対比で３２５万７千円の増です。主な要因は、１１節総合管理施設修繕料と、

１３節北前船記念公園総合管理施設管理運営委託料債務負担行為分が増額となってござ

います。なお、北前船記念公園総合管理施設管理運営の概要につきましては、参考資料

９９ページに掲げておりますのでご参照願います。

１４５ページでございます。８款１項１目土木総務費では、３０１万５千円の計上で

す。前年度対比で２４１万３千円の増です。その要因は、１３節道路台帳経年変化整備
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委託料が隔年実施のため、今回計上となったことから増額となったものでございます。

１４６ページでございます。２項１目道路橋りょう維持費では、９千８９７万１千円の

計上です。前年度対比で４千２９４万６千円の増です。各節中身的に増減がありますが、

１４７ページの１３節委託料で、橋りょう長寿命化補修設計業務委託料が大きく減額とな

っていますが、一方、増額要因は、町道側溝清掃委託料及び橋りょう長寿命化定期点検業

務委託料が新たに増額となったもので、更に１５節橋りょう維持工事請負費を増額計上し

たことから、トータルで増額となったものでございます。なお、橋りょう長寿命化事業は、

参考資料１０１ページに掲げておりますのでご参照願いたいと思います。

１４８ページでございます。２目道路新設改良費では、４千９６万５千円の計上です。

前年度対比で２千３７４万４千円の減です。この要因は、１５節町道改良工事請負費で減

となっております。本年度当初計画では、町内８路線を計画しているところであります。

なお、町道改良事業は、参考資料１００ページに掲げておりますのでご参照を願いたいと

思います。

１４９ページでございます。３項１目河川維持費では、２１８万６千円の計上です。前

年度対比で７千円の増です。２目河川改良費では、６５４万７千円の計上です。前年度対

比で３７７万８千円の減です。今年は１件の河川改良を予定しているところであります。

なお、河川改良事業は、参考資料１００ページに掲げておりますのでご参照願います。

１５０ページでございます。４項１目港湾管理費では、６６４万円の計上です。前年度

対比で３５８万３千円の増です。この要因は、１５節松前港北臨港道路維持工事請負費が

新たに計上となったことから、増額となってございます。なお、松前港北臨港道路維持工

事の概要につきましては、参考資料１０２ページに掲げておりますのでご参照願います。

１５１ページでございます。５項１目住宅管理費では、１千８３３万２千円の計上で

す。前年度対比で４０万６千円の増となっております。各節中身的に増減があり、主な

要因は、１１節需用費で、町営住宅管理修繕料が減額となっております。一方、１５２

ページの１８節備品購入費が増額となっており、トータルで増額となったものでござい

ます。なお、町営住宅地区別設置状況は、参考資料１０３ページに掲げておりますので

ご参照願います。

１５２ページでございます。２目住宅建設費では、１千７８７万９千円の計上です。

前年対比で１千５７３万４千円の増となっており、主な要因は、１５３ページの１５節

町営住宅建設町営住宅解体工事請負費分が新たに増額となております。なお、町営住宅

建設事業の概要と町営住宅解体事業の概要につきましては、参考資料１０３ページから

１０４ページに掲げておりますのでご参照願いたいと思います。

１５４ページでございます。９款１項１目渡島西部広域事務組合費では、３億２千８

９０万３千円の計上です。前年度対比で２千５６８万３千円の増となっております。本

年度は、松前消防署に消防作業車の購入を予定しております。また、江良地区に防火水

槽新設工事費の計上分が大きな要因となってございます。なお、渡島西部広域事務組合

負担金の内訳（消防部門）につきましては、参考資料１０５ページから１０７ページに、

松前消防署防火水槽新設工事の概要は１０８ページに、松前消防署消防作業車購入事業

の概要は１０９ページに掲げておりますのでご参照願いたいと思います。２目災害対策

費では、１千４５０万８千円の計上です。前年度対比で３億１５９万３千円の減となっ

ております。減額の主な要因は、昨年実施の防災行政無線整備工事が完了したことから、

その関連費用がなくなったことによるものでございます。

１５７ページでございます。１０款１項１目教育委員会費では、１２４万６千円の計
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上です。前年度対比１万円の減となっており、ほぼ前年並みとなっています。２目事務

局費では、８９６万９千円の計上です。前年度対比４７９万円の減となっており、各節

中身的に増減がありますが、昨年実施の唐津教職員住宅改修工事分の計上分がなくなっ

たことから減額となってございます。なお、町設宿舎（教職員住宅）地区別設置状況及

び町設宿舎教職員住宅修繕事業の概要は、参考資料の１１０ページから１１１ページに

掲げておりますのでご参照を願います。

１５９ページでございます。３目教育振興費では、３千３０２万２千円の計上です。

前年度対比で２１１万９千円の増となっておりますが、増額の主な要因は、１６３ペー

ジの１９節漢字能力検定料及び英語技能検定料負担金の新たな追加計上分と、２１節奨

学資金貸付金が増額となっております。なお、教育振興関連事業は、参考資料の１１２

ページの教育指針推進事業から、１１７ページの各小中学校学級数、児童生徒数、学校

職員数の状況まで掲げておりますのでご参照を願いたいと思います。

１６４ページでございます。２項１目学校管理費では、８千３５９万７千円の計上で

す。前年度対比で１７９万１千円の増となっております。各節中身的に増減があります

が、要因としては、１６６ページの１３節学校管理蓄熱暖房機清掃点検業務委託料１校

分と、理科薬品等産業廃棄物処理業務委託料が新たに追加計上分で増となってございま

す。なお、大島小学校蓄熱式電気暖房機改修工事の概要は、参考資料の１１８ページに

掲げておりますのでご参照願います。

１６８ページでございます。２目教育振興費では、４２５万２千円の計上です。前年

度対比で６９万８千円の減となっております。２０節要保護・準要保護児童生徒就学援

助費が減額となってございます。これは、経済的理由で就学困難なものに対し必要な援

助を行うものでございます。

１６９ページでございます。３項１目学校管理費では、５千７４７万５千円の計上で

す。前年度対比で５４万７千円の増となっており、各節中身的に増減がございますが、

要因としては、１７０ページの１１節学校管理燃料費、修繕料などが増額となってござ

います。

１７２ページでございます。２目教育振興費では、９９５万９千円の計上です。前年

度対比で８２万２千円の減となっております。この要因としては、２０節要保護・準要

保護児童生徒就学援助費が減額となってございます。

１７３ページでございます。４項１目社会教育総務費では、１４３万５千円の計上で

す。前年度対比で２４万２千円の増となっております。主な要因は、９節旅費で、社会

教育委員費用弁償と社会教育総務事務旅費が増となってございます。

１７４ページでございます。２目公民館費では、８７９万６千円の計上です。前年度

対比で１３８万７千円の増となっております。各節中身的には増減がありますが、主な

要因は、１７６ページ、１９節第４６回松前町文化祭実行委員会補助金と、文化の香り

漂う書のまちづくり推進協議会補助金が増額となってございます。なお、社会教育総務

事業、公民館事業は参考資料１１９ページに、姉妹都市児童生徒交流事業の概要は１２

０ページに掲げてございますのでご参照を願います。

１７６ページでございます。３目図書館費では、１千１３７万４千円の計上です。前

年度対比で３９万１千円の増です。主な要因は、４節社会保険料の増となってございま

す。なお、図書館運営事業の概要は、参考資料１２１ページに掲げておりますのでご参

照願います。

１７８ページでございます。４目社会教育施設管理費では、３千４５９万１千円の計
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上です。前年度対比で３５万７千円の増となっております。各節において増減はありま

すが、主な要因は、１節から７節の町民総合センター管理分と交流の里づくり館管理分

の人件費の増分となってございます。

１８１ページでございます。５目文化財費では、７４０万４千円の計上です。前年度

対比で２３２万３千円の減となっております。主な要因は、昨年実施した文化財保護管

理埋蔵文化財収納棚加工設置業務委託料及び文化財公開活用ミュージカル公演委託料が

なくなったことに伴い、減額となってございます。なお、文化財事業の概要は参考資料

１２２ページに掲げておりますのでご参照願います。

１８３ページでございます。６目史跡保存整備費では、４千３０４万９千円の計上で

す。前年度対比で４０３万２千円の増となっております。主な要因は、１８５ページの

１３節委託料で、史跡保存管理松前城周辺笹刈り業務委託料が新たに計上となっており、

１５節工事請負費で史跡松前氏城跡福山城跡災害復旧土塀工事請負費分が増額となって

ございます。なお、史跡松前氏城跡福山城跡保存整備災害復旧事業の概要は、参考資料

１２３ページに掲げておりますのでご参照願います。

１８５ページでございます。７目郷土資料館費では、１千５２４万４千円の計上です。

前年度対比で２４８万４千円の減となっております。各節中身的に増減がありますが、

主な要因は、昨年実施の松前城資料館消防用設備改修工事請負費がなくなったことによ

り減額となってございます。なお、松前城資料館入館者数の概要は、参考資料１２４ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。

１８７ページでございます。５項１目保健体育総務費では、３５５万６千円の計上で

す。前年度対比で１１８万９千円の増となっております。１９節渡島西部４町スポーツ

合宿誘致推進事業負担金及び渡島西部４町スポーツ合宿誘致推進事業補助金が新たに増

額計上分となってございます。なお、保健体育総務事業については、参考資料１２５ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。

１８８ページでございます。２目体育施設費では、１千２１３万６千円の計上です。

前年度対比で５３５万９千円の減となっており、各節増減がありますが、主な要因は、

昨年実施のふれあい公園管理パークゴルフ場倉庫新築工事請負費がなくなったことによ

り減額となってございます。

１９１ページでございます。３目学校給食費では、６千１５４万８千円の計上でござ

います。前年度対比で１５６万２千円の増となっております。各節増減がありますが、

主な要因は、１１節需用費で光熱水費及び賄材料費が減となっていますが、一方、１９

２ページ、１３節学校給食委託料が増額となっており、トータルで増となったものでご

ざいます。なお、学校給食事業につきましては、参考資料１２６ページに掲げておりま

すのでご参照を願います。

１９３ページでございます。１１款１項１目道路橋りょう河川災害復旧費では、前年

同様の５千円の計上でございます。

１９４ページでございます。１２款１項１目元金で、７億６千８３３万２千円の計上

です。前年度対比で９千９９６万８千円の減です。また、２目利子で３千７０万６千円

の計上です。前年度対比で６２８万５千円の減となっております。平成３０年度末の町

債残高見込額は約７１億６千万円となってございます。

１９５ページでございます。１３款１項１目職員給与費では、８億８千３６１万９千

円の計上です。前年度対比で１千８８万９千円の増となっております。一般会計で対応

する特別職、一般職、合わせて１１０人分の給料、手当、共済費を計上したところでご
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ざいます。なお、２節職員給料１０７人分と４節退職手当組合負担金は減額となってお

りますが、３節職員手当等で特殊勤務手当と地域手当を除く全ての手当において増額と

なったところでございます。なお、各種手当の支給状況につきましては、参考資料の１

２７ページから１２９ページに掲げておりますのでご参照願いたいと思います。

１９７ページでございます。１４款１項１目予備費では、前年同様５００万円の計上

でございます。災害応急対応等に備え、計上したところでございます。

以上が歳出でございます。１２ページにお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目個人では２億１千４５０万７千円、２目法人では２千９

７５万５千円の計上です。前年度までの実績などを基に推計計上したところでございま

す。

１３ページでございます。２項１目固定資産税では１億８千１６６万９千円、２目国

有資産等所在市町村交付金では３０５万６千円の計上です。前年実績と概要調書などを

ベースに推計計上したところでございます。

１４ページでございます。３項１目軽自動車税では、１千６８８万１千円の計上です。

昨年１１月末現在の車両台数２千４４１台を基に推計計上したところでございます。

１５ページでございます。４項１目町たばこ税では、５千７７４万４千円の計上です。

２９年度実績と３０年度の実績見込みを勘案の上、推計計上したところでございます。

１６ページでございます。５項１目鉱産税では、１千円の計上です。

１７ページでございます。６項１目入湯税では、６８９万５千円の計上です。前年度

の実績見込等を勘案し、３万９千３００人を見込んで計上したところでございます。な

お、町税に関する参考資料は、１２ページから１７ページに掲げておりますのでご参照

願いたいと思います。

１８ページでございます。２款１項１目地方揮発油譲与税では、１千３９０万円の計

上です。前年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込みなどに基づき計上をし

たところでございます。

１９ページでございます。２項１目自動車重量譲与税では、３千４９０万円の計上で

す。前年度の算定見込みを参考に、国の地方財政計画見込み等に基づき計上したところ

でございます。

２０ページでございます。３款１項１目利子割交付金では、１１４万２千円の計上で

す。前年度の実績見込みを考慮の上、推計計上したところでございます。

２１ページでございます。４款１項１目配当割交付金では、１６４万９千円の計上で

す。前年度の実績見込み考慮の上、推計計上したものでございます。

２２ページでございます。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金では、１６７万２千

円の計上です。前年度の実績見込みを考慮の上、推計計上したものでございます。

２３ページでございます。６款１項１目地方消費税交付金では、１億４千３５０万円

の計上です。国の地方財政計画見込みに基づき計上したものでございます。

２４ページでございます。７款１項１目自動車取得税交付金では、５６０万円の計上

です。前年対比で１千１０万円の減となっております。これは、消費税改定に合わせて

当交付金が廃止となるため、国の地方財政計画見込みにより計上したところでございま

す。

２５ページでございます。８款１項１目地方特例交付金では、６９万５千円の計上で

す。国の地方財政計画見込みに基づき、減収補てん特例交付金、住宅ローン減税につき

まして計上したものでございます。
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２６ページでございます。９款１項１目地方交付税では、２６億９千１１０万５千円

の計上です。前年度対比で大幅増となっておりますが、国の出口ベースで１．１％の増

となっており、不透明な部分はありますが、国の地方財政計画見込みを勘案し、財源調

整を含めながらの計上でございます。

２７ページでございます。１０款１項１目交通安全対策特別交付金では、１千円の計

上です。３０年度実績において交付金がなかったことから、前年同様に１千円の計上を

したところでございます。

２８ページでございます。１１款１項１目民生費負担金では、４５４万７千円の計上

です。前年度対比で９７万３千円の増ですが、その主な要因は、２節の児童福祉費負担

金で特別保育料、一時保育料と学童保育保護者負担金が増となっているものでございま

す。２目教育費負担金では、１１万８千円の計上です。前年対比で１万円の減となって

おります。

２９ページでございます。１２款１項１目総務使用料から３１ページの７目教育使用

料まで、総額で７千９１９万９千円の計上です。各使用料において前年度対比で増減が

ありますが、前年度の実績見込みなどからの推計により計上したものでございます。

３２ページでございます。２項１目総務手数料から３３ページの５目土木手数料まで、

総額で３千１９万４千円の計上です。総体の前年度対比で１５１万９千円の減となって

おり、それぞれ前年度の実績見込み等を推計計上したものでございます。

３４ページでございます。１３款１項１目民生費国庫負担金では、２億２千８７８万

１千円の計上です。前年度対比で１千３１９万７千円の増となっております。各節にお

いて増減がありますが、主な要因は、１節社会福祉費負担金障害者自立支援給付費負担

金介護訓練等給付分が増額となっているところでございます。

３６ページでございます。２項１目総務費国庫補助金から３７ページ、５目教育費国

庫補助金まで、総額で１億１千５９５万４千円の計上です。前年度対比総体で３千６９

万６千円増となってございます。なお、３６ページの４目土木費国庫補助金、１節道路

橋りょう費補助金で、社会福祉整備総合交付金橋りょう長寿命化分で大きく増額となっ

ております。いずれも歳出で計上しておりますそれぞれの事業に対する国庫補助金の計

上分でございます。

３８ページでございます。３項１目総務費国庫委託金では１８万３千円、２目民生費

国庫委託金では２３６万４千円の計上です。いずれも歳出事業に対する国庫委託金の計

上でございます。

３９ページでございます。１４款１項１目民生費道負担金では、１億８千８５１万２

千円の計上です。前年度対比で３５９万２千円の増となっております。これは、国庫負

担金同様、１節社会福祉費負担金障害者自立支援給付費負担金介護訓練等給付分が増額

となっているところでございます。いずれも歳出で計上しております、それぞれの事業

に対する道負担金の計上分でございます。

４１ページでございます。２項１目総務費道補助金から４２ページの４目農林水産業

費道補助金まで、総額で２千９７０万２千円の計上です。前年対比総額で２千３６７万

９千円の減となっており、昨年計上していた教育費道補助金と消防費道補助金の防災無

線関連補助金がなくなったことが大きな要因でございます。いずれも歳出で計上してお

ります、それぞれの事業に対する道補助金の計上分でございます。

４３ページでございます。３項１目総務費道委託金から４４ページの７目教育費道委

託金まで、総額で３千３５４万円の計上です。前年対比総額で１千３４１万４千円の増
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となっております。これは、４３ページの４節選挙費委託金で参議院議員通常選挙委託

金が新たに計上されたことが増額となった要因でございます。いずれも歳出で計上して

おります、それぞれの事業に対する道委託金の計上分でございます。

４５ページでございます。１５款１項１目財産貸付収入から２目利子及び配当金まで、

総額で１千５５４万４千円の計上です。いずれも前年実績及び推計見込みによる計上分

でございます。

４６ページでございます。２項１目不動産売払収入から３目生産物売払収入まで、総

額で１千２００万７千円の計上でございます。それぞれ前年実績等を勘案して売払い見

込により計上したところでございます。

４７ページでございます。１６款１項１目一般寄附金から３目教育費寄附金まで、総

額で１千７５０万３千円の計上です。なお、２目１節総務管理費寄附金のふるさと松前

応援指定寄附金が減額となってございます。いずれも前年実績等を勘案しての見込みに

よる計上でございます。

４８ページでございます。１７款１項１目国民健康保険特別会計繰入金から３目後期

高齢者医療特別会計繰入金まで、総額で９０万７千円の計上です。ほぼ前年並みの計上

分となってございます。

４９ページでございます。２項１目財政調整基金繰入金から３目ふるさと松前応援基

金繰入金まで、総額で３億３４４万１千円の計上です。なお、１目１節財政調整基金繰

入金では、３億円の計上でございます。これは、歳入の大宗をなします地方交付税が国

の総枠で１．１％の増額とされており、出口ベースで増額となりますが、一方、臨時財

政対策債が１８．３％の減額抑制をしているため、地方交付税の動向が不透明であるこ

とから、今後の留保資金を勘案し、財源調整を含め基金の繰り入れを致そうとするもの

でございます。

５０ページでございます。１８款１項１目繰越金では、前年度同額の１千円の計上で

す。

５１ページでございます。１９款１項１目延滞金から３目過料まで、いずれも前年度

と同額の計上分でございます。

５２ページでございます。２項１目町預金利子では、前年度と同額の１千円の計上で

す。

５３ページでございます。３項１目農林水産業費貸付金元利収入から３目教育費貸付

金元利収入まで、総額で４千３７８万７千円の計上です。いずれも、歳出で計上してご

ざいます貸付金の元利収入見込額を計上したところでございます。

５４ページでございます。４項１目民生費受託事業収入から４目消防費受託事業収入

まで、総額で５４４万２千円の計上です。いずれも、受託する事業に対する収入見込額

を計上したところでございます。

５５ページでございます。５項１目滞納処分費から６目雑入まで、５７ページの総額で３

千８６８万９千円の計上です。

５８ページでございます。２０款１項１目総務債から６０ページ９目臨時財政対策債

まで、総額で３億４千２１０万円の計上です。１目から８目まで、本年度計画しており

ます事業などに充当致そうとするものでございます。また、９目臨時財政対策債につき

ましては、地方財政計画などに基づき、起債発行見込額を計上したものでございます。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願いたいと思います。

第１表歳入歳出予算で歳入でございます。１款町税から４ページの２０款町債まで、
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歳入合計で４８億９千６２０万円に致そうとするものでございます。

５ページでございます。歳出です。１款議会費から６ページの１４款予備費まで、歳

出合計額についても、歳入同様、４８億９千６２０万円に致そうとするものでございま

す。

７ページでございます。第２表債務負担行為でございます。行政情報システム譲受代

金他２件につきまして、期間、限度額のとおり債務負担行為を致そうとするものでござ

います。

８ページでございます。第３表地方債でございます。当初予算において、医療機器整

備事業補助金から臨時財政対策債まで、１４件で総額３億４千２１０万円の地方債の発

行を予定したところでございます。

以上が議案第２号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に議案第３号、第５号について、福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) 続きまして、予算書２１３ページをお開き願います。

議題となりました議案第３号、平成３１年度松前町国民健康保険特別会計予算について、

その内容をご説明申し上げます。

平成３１年度松前町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとす

るものであります。

第１条は、歳入歳出予算であります。事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１２億４千７００万円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入

歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとす

るものであります。

第２条は、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入の最高額は、事業勘定３億円と定めようとするものであります。

第３条は、歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項のただし書の規定

により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定めよ

うとするものであります。第１号と致しまして、保険給付費の各項の計上された予算額に

過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用と致そうとする

ものであります。

それでは、歳出の事項別明細によりご説明申し上げます。ページ２２８ページをお開き

願います。

３．歳出であります。１款１項１目一般管理費では、国保事務の執行に必要な経費と致

しまして、４節共済費から、２２９ページ１８節備品購入費まで、合わせて８５４万６千

円の計上で、前年対比１１６万円の増です。主な内容は、医療費適正化事業に係るレセプ

ト点検員の共済費及び賃金、医療費通知等の通信運搬費、国保連合会保険者用業務端末の

購入費などとなっております。

同じく２２９ページですが、２目連合会負担金では、４５６万５千円の計上で、前年度

対比１１万５千円の増です。これは、１９節北海道国民健康保険団体連合会負担金の計上

で、国保連合会が運用を行う北海道クラウドシステムに係る市町村の負担金が主なもので

あります。

次に２３０ページです。２項１目賦課徴収費では、４４９万円の計上です。前年度対比

２６万６千円の減であります。３節職員手当から２７節公課費まで、徴収事務に係る時間

外勤務手当、国保税の徴収車２台分の維持管理費等を計上しております。なお、１９節納

税貯蓄組合に対する補助金は、国保会計負担分を計上したところであります。
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次に２３１ページ、２款１項１目療養給付費で８億１千３００万円、２目療養費２５０

万円、３目審査支払手数料１６９万２千円の計上となっております。これら療養諸費の合

計は８億１千７１９万２千円で、前年度対比４千５２３万９千円の減であります。減少の

主な要因は、国保の被保険者の加入者が後期高齢者医療へ移行することや社会保険の徹底

化による被保険者数の減少が考えられます。また、積算にあたっては、過去２年間の平均

１人当たりの保険者負担を基に算出しております。なお、退職被保険者等療養給付費及び

退職被保険者等療養費の科目につきましては、１目の療養給付費及び２目療養費に統合し

たため、本年度予算計上はありません。

次に２３２ページです。２項１目高額療養費で１億３千４００万円、２目高額介護合算

療養費で４０万円となっております。これら高額療養費の合計は、１億３千４４０万円で、

前年度対比７２１万円の減です。積算にあたっては、２９年度及び３０年度の実績を勘案

し算出しております。なお、退職被保険者等高額療養費及び退職被保険者等高額介護合算

療養費の科目につきましては、１目の高額療養費及び２目の高額介護合算療養費に統合し

たため、本年度予算計上はありません。

次に２３３ページです。３項１目出産育児一時金で２１０万円、２目出産育児一時金支

払手数料２千円で、合計２１０万２千円の計上となっております。出産育児一時金につき

ましては、１件４２万円で５件を見込んだところであります。

次に２３４ページです。４項１目葬祭費では、１件３万円で年間３０件を見込みまして、

９０万円の計上であります。

次に２３５ページです。３款１項国民健康保険事業納付金は、各市町村の医療費や所得

水準に応じて北海道が算定したものでありまして、これを各市町村が北海道に納付するも

のであります。この結果、松前町の納付金につきましては、１目医療給付費分から３目介

護納付金まで、合計２億６千１７６万７千円となり、前年度対比で１千３８４万円の減と

なっております。なお、退職被保険者等医療給付費分及び退職被保険者等後期高齢者支援

金等分の科目につきましては、それぞれ１目の医療給付費分、２目の後期高齢者支援金等

分に統合したため、今年度予算計上はありません。

次に２３６ページです。４款１項１目共同事業拠出金では、事務費負担金として、１千

円の計上です。

次に２３７ページです。５款１項１目特定健康診査等事業費では、１１節需用費から１

４節使用料及び賃借料まで、合わせて６１８万８千円の計上で、前年度対比１１６万９千

円の減です。これらは、特定健診、特定保健指導に係る経費で、国保加入者に関わる分を

予算計上しております。

次に２３８ページです。２項１目保健衛生普及費では、８節報償費から１９節負担金補

助交付金まで、合わせて２７８万１千円の計上で、前年度対比２２万２千円の増でありま

す。内容につきましては、健康づくり推進協議会への助成、それと保健師、栄養士の活動

の経費の計上であります。更に小中学校の生徒を対象とした歯科健康教室を実施するため

の費用を計上しております。

次に２３９ページです。６款１項１目利子では、一時借入金利子として１６万１千円を

計上しております。

次に２４０ページから２４１ページにかけてであります。７款１項１目保険税還付金及

び還付加算金から、４目その他償還金まで、合わせて１１０万３千円の計上です。１目の

保険税還付金及び還付加算金は、３年間の実績を勘案して計上しております。なお、退職

被保険者等保険税還付金及び還付加算金については、１目の保険税還付金及び還付加算金
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の科目に統合し、２４１ページの療養給付費等負担金償還金、療養給付費等交付金償還金

の科目につきましては、制度改正により、廃止科目となったため、本年度予算計上はあり

ません。

次に２４２ページです。２項１目一般会計繰出金では、９０万４千円の計上で、前年度

対比８万９千円の減です。内容は、国民健康保険加入者のインフルエンザ等の予防接種に

要した経費を一般会計へ繰り出しするものであります。

次に２４３ページです。８款１項１目予備費では、１９０万円の計上であります。

以上が歳出の事項別明細であります。

これに対応致します歳入でありますが、２１９ページにお戻り願います。

２．歳入です。国民健康保険税ですが、２１９ページから２２０ページにわたっており

ます。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税で１億６千７２２万８千円、２目退職被

保険者等国民健康保険税１５万１千円で、合計１億６千７３７万９千円の計上で、前年度

対比２千２８３万９千円の減であります。なお、現年度課税分は、被保険者数の推移や前

年度の所得状況を勘案しながら積算し、収納率は、一般、退職被保険者合わせて９１．９

％で見込んでおります。

次に２２１ページです。２款１項１目保険給付費等交付金は、１節普通交付金と２節特

別交付金合わせて９億７千３４６万８千円の計上で、前年度対比４千３８３万４千円の減

であります。１節の普通交付金は９億５千４５９万４千円で、歳出の保険給付費を北海道

が全額交付するものであります。２節の特別交付金は１千８８７万４千円で、これについ

ては、医療費適正化や収納率向上対策等の北海道の補助金を計上しております。

次に２２２ページです。３款１項１目一般寄附金では、前年同様１千円の計上でありま

す。

次に２２３ページです。４款１項１目一般会計繰入金で、１節保険基盤安定繰入金軽減

分から５節その他一般会計繰入金まで、合わせて１億５２０万３千円の計上で、前年度対

比６０万４千円の増です。内訳は、１節保険基盤安定繰入金軽減分が４千８９２万９千円、

２節保険基盤安定繰入金支援分が２千４３７万円、３節出産育児一時金繰入金は、１４０

万円の計上で、これは、歳出の出産育児一時金２１０万円の３分の２の額を計上しており

ます。４節財政安定化支援事業繰入金は、２千３４７万８千円、５節のその他一般会計繰

入金は、７０２万６千円の計上で、これは、国民健康保険の事務執行に係る経費やインフ

ルエンザ等予防接種などの部分を計上しております。

次に２２４ページです。５款１項１目繰越金では、１千円の計上で、前年度繰越金とな

っております。

次に２２５ページです。６款１項１目一般被保険者延滞金から５目過料まで、それぞれ

１千円の計上であります。

次に２２６ページです。２項１目預金利子では、１千円の計上です。

次に２２７ページです。３項雑入では、１目第三者納付金から５目雑入まで９４万２千

円の計上です。なお、退職被保険者等第三者納付金及び退職被保険者等返納金については、

１目の第三者納付金、２目の返納金の科目を統合したため、本年度予算計上はありません。

また、療養費、療養給付費等負担金及び療養給付費等交付金については、制度改正により

廃止科目となったため、予算計上はありません。

以上が歳入の事項別明細であります。２１４ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算(事業勘定)の歳入です。１款国民健康保険税から６款諸収入まで、

歳入合計を１２億４千７００万円に致そうとするものであります。
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次に２１５ページです。歳出におきましても１款総務費から８款予備費まで、歳入と同

額の１２億４千７００万円に致そうとするものであります。なお、２４５ページに予算に

関する参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第３号、平成３１年度松前町国民健康保険特別会計予算の内容でございます。

よろしくご審議の程お願い申し上げます。

続きまして、予算書３０６ページをお開き願います。

議題となりました議案第５号、平成３１年度松前町後期高齢者医療特別会計予算につい

て、その内容をご説明申し上げます。

平成３１年度松前町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによろうと

するものであります。

第１条は、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億１

千２７９万３千円に定めようとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするもので

あります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。３２０ページをお開き願います。

３．歳出であります。１款１項１目一般管理費では、９節から１２節まで合わせて８３

万３千円の計上で、前年度対比２万１千円の減となっております。内容は、事務執行に伴

います職員旅費や保険証の発行や更新に係る消耗品、郵送料等の計上であります。

次に３２１ページです。２項１目徴収費では、１１節から１２節まで、合わせて２６万

４千円の計上で、前年度対比９３万８千円の減となっております。減額な主な要因は、昨

年度計上していました後期高齢者医療システム改修委託料が今年度なくなったことによる

ものであります。

次に３２２ページです。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金では、１億１千１

４３万５千円の計上で、前年度対比９６７万４千円の減となっております。内訳は、１９

節説明欄に記載のとおり、事務費負担分が４２８万６千円、保険料等分として５千４０４

万３千円です。また、低所得者に対する保険料の軽減分であります保険基盤安定分は５千

３１０万６千円の計上です。この軽減分については、道が４分の３、町が４分の１を負担

する仕組みとなっております。

次に３２３ページです。３款１項１目保険料還付金及び２目の還付加算金、合わせて１

６万円の計上です。これは、保険料の過誤納による還付を見込み、計上したところであり

ます。

次に３２４ページです。２項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。

次に３２５ページです。４款１項１目予備費では、１０万円を計上したところでありま

す。

以上が歳出の事項別明細であります。これに対応致します歳入であります。３１２ペー

ジにお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料では、５千４０４万２千円の計上で、

前年度対比５４４万１千円の減額となっております。今年度の被保険者数を１千９１３人

と見込み、１節現年度分保険料を５千３９９万２千円、２節滞納繰越分を５万円見込んで

おります。

次に３１３ページです。２款１項１目督促手数料では、３０人分２万７千円を計上した

ところであります。

次に３１４ページです。３款１項１目事務費繰入金では、５６１万３千円の計上で、前
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年度対比１６６万６千円の減です。内訳は、歳出の広域連合への共通経費の事務費負担分

４２８万６千円とその他町事務費分１３２万７千円で、いずれも一般会計から繰り入れす

るものであります。２目保険基盤安定繰入金では、５千３１０万６千円の計上で、前年度

対比２７８万５千円の減です。こちらも歳出の低所得者に対する保険料の軽減分を一般会

計から繰り入れするものであります。

次に３１５ページです。４款１項１目繰越金につきましては、前年度繰越金として１千

円の計上であります。

次に３１６ページです。５款１項１目延滞金及び２目過料では、それぞれ１千円の計上

です。２項１目預金利子では、１千円の計上であります。

すみません、次に３１７ページですね。３１７ページの２項１目預金利子では、１千円

の計上です。

次に３１８ページです。３項１目雑入では、その他雑入として１千円の計上です。

以上が歳入の事項別明細であります。３０７ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算の歳入であります。１款後期高齢者医療保険料から５款諸収入まで、

歳入の合計を１億１千２７９万３千円に致そうとするものであります。

次に３０８ページです。歳出におきましても１款総務費から４款予備費まで、歳入と同

額の１億１千２７９万３千円に致そうとするものであります。なお、３２６ページに予算

に関する参考資料を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が議案第５号、平成３１年度松前町後期高齢者医療特別会計予算の内容でございま

す。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、議案第４号について、健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) 続きまして、２４６ページをお開き願います。

議題となりました、議案第４号、平成３１年度松前町介護保険特別会計予算につきまし

て、その内容をご説明申し上げます。

平成３１年度松前町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによろうとするも

のです。

第１条は、歳入歳出予算です。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ

９億９千４０８万３千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１千１６９万４千円と定め

ようとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表歳入歳出予算」によろうとするものです。

第２条は、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定めようとするものです。

第３条は、歳出予算の流用です。地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めよう

とするものです。第１号と致しまして、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を

生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項の間の流用と定めようとするもので

す。

それでは、保険事業勘定歳出の事項明細書よりご説明申し上げます。２６６ページをお

開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、９節旅費から、２６７ページ１９節負担

金補助及び交付金まで、介護保険事業の事務用経費として、合わせて３４６万１千円の計

上です。１３節委託料では、介護保険制度の改正に対応するためのシステム改修費、１１

３万円を計上しております。また、１８節備品購入費では、２０２０年１月１４日にマイ
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クロソフト社によるウインドウズ７のサポートが終了することから、ＯＳがウインドウズ

７である北海道国民健康保険団体連合会電送用パソコン１台を更新しようとするものです。

次に２６８ページです。２項１目賦課徴収費では、介護保険料の賦課徴収に要する経費

として、９節旅費から１２節役務費まで、合わせて５７万４千円の計上です。

次に２６９ページです。３項１目介護認定審査会費では、渡島西部４町で構成しており

ます渡島西部地域介護認定審査会に係る経費としまして、１９節負担金補助及び交付金で

６３８万１千円の計上です。２目介護認定調査費では、９節旅費から１３節委託料まで、

合わせて４５３万１千円の計上です。介護認定申請に伴う医師の意見書作成手数料３２７

万５千円、要介護認定調査委託料１１３万６千円等を計上しております。

次に２７０ページです。４項１目計画推進費では、４節共済費から１１節需用費まで、

合わせて１８万２千円の計上です。介護保険事業計画等推進委員会の会議運営に伴う委員

報償費等を計上しております。

次に２７１ページです。２款１項１目介護サービス給付費では、平成３０年度の決算見

込みに基づき推計しました介護サービス事業量で算定し、対前年度比３．７％、３千９４

万４千円増の８億７千３９５万８千円を計上しております。

次に２７２ページです。２項１目高額介護サービス費では、２千１０７万円の計上です。

次に２７３ページです。３項１目審査支払手数料では、１万２千７４４件分８０万４千

円の計上です。

次に２７４ページです。３款１項１目財政安定化基金拠出金では、１千円の計上です。

次に２７５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として、２節給

料から２７６ページ、１９節負担金補助及び交付金まで、合わせて３千９５２万９千円の

計上です。地域包括支援センター主任ケアマネージャー１名分の人件費及び臨時職員の賃

金、更に一般介護予防事業として実施予定のガンバルーン体操教室、各介護予防教室等に

係る経費を計上している他、要支援者に対する通所型サービス、訪問型サービスに係る介

護予防生活支援サービス事業給付費２千６６１万４千円、介護予防のための住民主体によ

る通所型サービスを提供する団体の運営費等に対する補助金、住民主体生活支援サービス

事業補助金９４万円を計上しており、補助対象団体として、前年度からの継続団体４団体、

新規起ち上げ団体４団体を見込んでいるところであります。

次に２７７ページです。２目包括的支援事業・任意事業費では、１節報酬から２７９ペ

ージ、２０節扶助費まで、合わせて３千２３４万２千円の計上です。地域包括支援センタ

ー保健師１名と社会福祉士１名の人件費及び臨時職員賃金、更に介護予防サービス計画作

成等委託料や家族介護用品給付費に係る経費等です。次に、２０８ページの３目社会保障

充実事業費では、生活支援コーディネーター業務委託料、６５７万円の計上です。生活支

援コーディネーターを１名増員し、２名体制とし、介護予防のための住民主体による活動

の支援体制を強化致そうとするものです。

次に２８１ページです。５款１項１目介護給付費準備基金積立金では、１万円の計上で

す。基金の預金利子を積立て致そうとするものです。

次に２８２ページです。６款１項１目利子では、一時借入金利子として８万１千円の計

上です。

次に２８３ページです。７款１項１目償還金から３目第１号被保険者還付加算金まで、

それぞれ２３節償還金利子及び割引料として、合わせて１０万８千円の計上です。

次に２８４ページです。２項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。

次に２８５ページです。８款１項１目予備費では、４４８万円の計上です。



- 111 -

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。２５２ペー

ジへお戻り願います。

２５２ページ、２．歳入です。１款１項１目第１号被保険者保険料では、１億６千３３

５万９千円の計上です。１節現年度保険料分では、３千５２９人分、１億６千３０１万４

千円、対前年度比２．６％、４３９万円の減を見込んでおります。また、２節滞納繰越保

険料分では、３４万５千円を見込んだところです。

次に２５３ページです。２款１項１目督促手数料は、保険料督促手数料２万９千円の計

上です。

次に２５４ページです。３款１項１目介護給付費負担金では、対前年度比３．３％、５

０８万６千円増の１億５千９２０万５千円の計上です。１節現年度分で１億５千９２０万

４千円を計上しておりますが、施設等給付費負担金として基本給付費の１５％、施設等以

外の給付費負担金として給付費の２０％を見込んでおります。また、２節過年度分では、

１千円の計上です。

次に２５５ページです。２項１目調整交付金では、介護給付費総額の９％、８千６２万

４千円を計上し、また、２目地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業では、１

節現年度分で補助対象経費の２９％、９００万円、３目地域支援事業交付金包括的支援事

業・任意事業では、１節現年度分で補助対象経費の３８．５％、６９３万円、更に２目及

び３目の２節過年度分でそれぞれ１千円の計上です。４目では、同じく地域支援事業交付

金社会保障充実事業で、対象経費の３８．５％、２５２万９千円を見込んでおります。ま

た、５目は介護保険事業費補助金です。介護保険制度の改正に対応するための運用システ

ムの改修に対する国の補助金、５６万５千円を見込んでおります。

次に２５６ページです。４款１項１目介護給付費交付金、１節現年度分では、第２号被

保険者の保険料負担分として、給付費総額の２７％、２億４千１８７万４千円、２目地域

支援事業支援交付金１節現年度分では、介護予防事業分として補助対象経費の２７％、９

７２万円、また、１目及び２目の２節過年度分では、それぞれ１千円の計上です。

次に２５７ページです。５款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分で１億３千１９

４万１千円、２節過年度分で１千円の計上です。現年度分では、施設等給付費負担金とし

て基本給付費の１７．５％、施設等以外の給付費負担金として基本給付費の１２．５％を

見込んでおります。

次に２５８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、

１節現年度分で、補助対象経費の１２．５％、４５０万円、２目地域支援事業交付金包括

的支援事業・任意事業、１節現年度分で補助対象経費の１２．２５％、３４６万５千円、

更に１目、２目の２節過年度分でそれぞれ１千円の計上です。また、３目地域支援事業交

付金社会保障充実事業では、補助対象経費の１２．５％、１２６万５千円を見込んでおり

ます。

次に２５９ページです。６款１項１目利子及び配当金では、介護給付費準備基金運用利

子として１万円の計上です。

次に２６０ページです。７款１項１目一般会計繰入金では、１億５千５８３万７千円の

計上です。１節介護給付費繰入金では、給付費総額の１２．５％、１億１千１９７万９千

円、２節地域支援事業繰入金では、介護予防事業分で補助対象経費の１２．５％、４５０

万円、包括的支援事業・任意事業分で補助対象経費の１９．２５％、３４６万５千円、社

会保障充実事業分で、同じく１９．２５％、１２６万５千円を見込んだところです。また、

３節事務費繰入金では、３千５３万６千円を計上しております。更に４節低所得者保険料
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軽減繰入金では、所得の少ない第１号被保険者に係る介護保険料の軽減分として、４０９

万２千円の計上です。

次に２６１ページです。２項１目介護給付費準備基金繰入金では、２千１１７万１千円

の計上です。第１号被保険者保険料の不足分として、介護給付費の財源に充てるため基金

を取り崩し、繰り入れしようとするものです。

次に２６２ページです。３項１目サービス事業勘定繰入金では、１３８万６千円の計上

です。これは、サービス事業勘定歳入における、居宅支援サービス計画費収入を保険事業

勘定へ繰り入れしようとするものです。

次に２６３ページです。８款１項１目繰越金では、前年度繰越金として１千円の計上で

す。

次に２６４ページです。９款１項１目預金利子では、１千円の計上です。

次に２６５ページです。２項１目第三者納付金から３目雑入まで、合わせて６６万４千

円の計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２４７ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算(保険事業勘定)です。歳入では、１款保険料から９款諸収入まで、

歳入合計で９億９千４０８万３千円に致そうとするものです。

次に２４８ページです。歳出におきましても、１款総務費から８款予備費まで、歳出合

計は歳入と同額の９億９千４０８万３千円に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定です。歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。２９５ペー

ジをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、２節給料から２９６ページ、１４節使用

料及び賃借料まで、合わせて１千３０万７千円の計上です。町の居宅介護支援事業所の介

護支援専門員である保健師１名分の人件費及びケアプラン作成のための運用システムの借

上料です。

次に２９７ページです。２款１項１目一般会計繰出金では、１千円の計上です。２目保

険事業勘定繰出金では、１３８万６千円の計上です。歳入で見込んでおります居宅支援サ

ービス計画費収入を保険事業勘定に繰り出し致そうとするものです。

以上がサービス事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。２９１

ページへお戻り願います。

２．歳入です。１款１項１目居宅介護サービス費収入では、３８万５千円の計上です。

松前町居宅介護支援事業所における、居宅介護サービス計画費３人分を見込んでおります。

次に２９２ページです。２項１目居宅支援サービス費収入では、１３８万６千円の計上

です。松前町地域包括支援センターにおける居宅支援サービス計画費２６人分を見込んで

おります。

次に２９３ページです。２款１項１目一般会計繰入金では、９９２万２千円の計上です。

町の居宅介護支援事業所保健師の職員給与費分として、一般会計から繰り入れしようとす

るものです。

次に２９４ページです。３款１項１目繰越金では、前年度繰越金として１千円の計上で

す。

以上がサービス事業勘定歳入の事項別明細です。２８６ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算（サービス事業勘定）です。歳入では、１款サービス収入から３款

繰越金まで、歳入合計で１千１６９万４千円に致そうとするものです。

次に２８７ページです。歳出におきましても、１款総務費から２款諸支出金で、歳出合
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計は歳入と同額の１千１６９万４千円に致そうとするものです。

なお、附表と致しまして、２９８ページから３０４ページまでに給与費明細書を、また、

３０５ページに参考資料を添付しておりますのでご参照願います。

以上が議案第４号、平成３１年度松前町介護保険料特別会計予算の内容です。ご審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に議案第６号について、水道課長。

○水道課長(高橋光二君) 議題となりました議案第６号、平成３１年度松前町水道事業会

計予算につきまして、その内容をご説明申し上げます。

第１条は、総則です。平成３１年度松前町水道事業会計予算は、次に定めるところによ

ろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量を次のとおりに致そうとするものです。第

１号給水戸数を３千９８７戸に、第２号年間総給水量を５８万７千６９７立方メートルに、

第３号１日平均給水量を１千６１０立方メートルにそれぞれ致そうとするものです。この

内容につきましては、予算に関する参考資料の１ページ、給水現況調べをご参照願いたい

と思いますが、いずれも給水人口の減少に伴い、前年度当初予算より減少しているところ

でございます。第４号主要な建設改良事業は、博多地内配水管改良工事他１６件、事業量

を１億２千６３万３千円に致そうとするものです。この内容につきましては、参考資料の

４ページ、建設改良事業の概要をご参照願います。また、量水器更新工事では、平成３１

年度において、計量法に定める８年間の使用期間が満了となります５２７個の量水器の更

新について、事業費２千３０万６千円で実施致そうとするものです。

第３条は、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定めよ

うとするものです。収入です。第１款事業収益で１億８千９７４万７千円の計上です。第

１項営業収益で１億５千４８８万５千円、第２項営業外収益で３千４８６万１千円、第３

項特別利益で１千円に致そうとするものです。この内容につきましては、参考資料５ペー

ジにその詳細を記載しておりますのでご参照願います。

次に支出です。第１款事業費で、１億７千６４３万７千円の計上です。第１項営業費用

で１億６千８２５万４千円、第２項営業外費用で７６４万７千円、第３項特別損失で３万

６千円、第４項予備費で５０万円に致そうとするものです。この内容につきましては、参

考資料６ページに記載しておりますのでご参照願います。

次に、予算書２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出です。資本的

収入及び支出の予定額を次のとおり定めようとするもので、資本的収入額が資本的支出額

に対し、不足する額８千４６９万５千円は、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留

保資金６千７６９万８千円、当年度分損益勘定留保資金４６７万８千円、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額１千１３１万９千円で補てん致そうとするものです。収

入です。第１款資本的収入で１億１千６１９万７千円の計上です。第１項企業債９千１９

０万円、第２項他会計負担金８１９万７千円、第３項他会計補助金１千６１０万円の計上

です。

次に支出です。第１款資本的支出で２億８９万２千円の計上です。第１項建設改良費で

１億６千７５１万３千円、第２項企業債償還金で１千９４３万７千円、第３項備品購入費

で１千３９４万２千円の計上です。この内容につきましては、参考資料の７ページに記載

しておりますが、新年度におきましては老朽化が進み、一部漏水も発生しております博多

地区道道松前港線にあります上水道配水管などにつきましては、改良工事をすることを予

定しております。第１項建設改良費で５千１８１万６千円の増額となっている他、水道料
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金の調定、公営企業会計システムが更新の時期となりましたことから、この更新経費を第

３項備品購入費におきまして１千３９４万２千円を見込んでおり、支出全体で前年と比べ、

６千６５５万９千円の増額となっております。この支出に対応するため、収入では、１項

企業債におきまして８千１７０万円の増、他会計補助金におきまして５９０万円の増を見

込んでいるところであります。

次に、第５条は、企業債です。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

を次のとおり定めようとするものです。起債の目的、博多地内配水管改良工事で限度額８

千５８０万円、札前地内配水管改良工事で限度額７３０万円、静浦地内配水管改良工事で

限度額６８０万円、原口簡易水道導水ポンプ更新工事で限度額２００万円にしようとする

ものです。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりとするもので

す。

次に３ページです。第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりに致そうとするものです。第

１号消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の

流用について定めようとするものです。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするものです。第

１号職員給与費を４千９９７万７千円に、第２号交際費を２万円に致そうとするものです。

第８条は、他会計からの補助金です。簡易水道建設改良費等のため一般会計からこの会

計へ補助を受ける金額を３千１４８万円に致そうとするものです。

第９条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を２千５００万円に致

そうとするものです。

この結果、平成３１年度予算における当年度純利益は、７２５万１千円を予定している

ところでございます。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細等、平成３１年度末における予定貸借対照表などを添付しておりますの

で、ご参照願います。

引き続き、安全で安心な水の供給のために老朽施設の更新など、計画的に実施してまい

りたいと考えております。

以上が議案第６号、平成３１年度松前町水道事業会計予算の内容です。ご審議賜ります

よう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 次に議案第７号について、病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました議案第７号、平成３１年度松前町

病院事業会計予算について、その内容をご説明申し上げます。

新年度の医師体制は、現状と同じく医師６名になりますが、引き続き現在の医療体制を

維持するため、医師確保に取り組み、健全な財政運営を推進していきたいと考えておりま

す。

それでは、予算の内容についてご説明申し上げます。

第１条は、総則でございます。平成３１年度松前町病院事業会計の予算は、次に定める

ところによるものです。

第２条は、業務の予定量です。業務の予定量は次のとおりです。第１号病床数は、一般

病棟１００床です。第２号年間取扱延患者数は、入院２万９千２８０人、外来５万３千３
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８３人を実績に基づき予定したところです。第３号１日平均患者数は、入院が８０人、外

来が２１１人を実績に基づき予定したところです。第４号主要な建設改良事業は、東病棟

ナースコール設備整備他１件で、事業費は６３７万２千円と、Ｘ線一般撮影装置購入他２

１件で、事業費は２千２７０万８千円を予定したところです。

第３条は、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定め

ようとするものです。収入です。第１款病院事業収益では、１２億３千９９７万５千円を

予定し、その内訳と致しまして、第１項医業収益は１０億７千９２１万８千円に、第２項

医業外費用は１億６千７５万６千円に、第３項特別利益は１千円に、それぞれするもので

す。

次に２ページです。支出です。第１款病院事業費用では、１３億８千１０３万３千円を

予定し、その内訳と致しまして、第１項医業費用は１３億６千１３０万８千円に、第２項

医業外費用は４９１万１千円に、第３項特別損失は１千３８１万４千円に、予備費は１０

０万円に、それぞれするものです。

第４条は、資本的収入及び支出です。資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定め

るものです。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１千７３６万４千円は、

減債積立金１００万円及び過年度分損益勘定留保資金、１千６３６万４千円で補填するも

のです。

収入です。第１款資本的収入は、２千９７５万円を予定し、その内訳と致しまして第１

項企業債を８８０万円に、第２項補助金を２千７０万４千円に、第３項貸付金返還金を２

４万６千円にするものです。

次に支出でございます。第１款資本的支出は、４千７１１万４千円を予定し、その内訳

と致しまして、第１項建設改良費は東病棟ナースコール設備整備及びＸ線一般撮影装置購

入等に伴う費用として、３千３３９万９千円に、第２項企業債償還金を１千１７９万５千

円に、第３項投資を１９２万円にするもので、２人分の修学資金貸付に伴うものです。

次に３ページです。第５条は、企業債でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、次のとおり定めるようとするものです。起債の目的、限度額とし

ては、東病棟ナースコール設備整備事業に限度額２４０万円、医療機械器具設備事業に限

度額６４０万円です。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりとなっております。

第６条は、一時借入金です。一時借入金の限度額を２億５千万円に定めようとするもの

です。

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各項の経費の金額を流

用することできる場合は、次のとおり定めようとするものです。第１号消費税及び地方消

費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用に定めようとするも

のです。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、また、それ以外の経費の

金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするもので

す。第１号職員給与費は８億６千８２４万２千円に、第２号交際費は１８５万円に、それ

ぞれ定めようとするものです。

次に４ページです。第９条は、他会計からの補助金です。病院運営費用等のため、一般

会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１億２千９６万５千円にするものです。

第１０条は、たな卸資産購入限度額です。たな卸資産の購入限度額を、１億６千５００

万円に定めるようとするものです。
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第１１条は、重要な資産の取得及び処分です。重要な資産の取得及び処分は次のとおり

とするものです。取得する資産の種類は機械備品、名称はＸ線一般撮影装置一式とするも

のです。

予算の実施計画他関係書類につきましては、５ページ以降に添付をしております。更に

別紙予算に関する参考資料を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が平成３１年度松前町病院事業会計予算の内容でございます。ご審議の程よろしく

お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、議案２号から順次質疑を行いますが、細

部にわたる審査は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにしたいのでお含

み願います。

始めに議案第２号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第３号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第４号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第５号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第６号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、次に議案第７号について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

ただ今の６件の議案については、慎重審査の必要があると思われますので、議長を除く

全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、会期中に審査を終わるようこれに付託し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

ただ今設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の互選を委員会条例第７条の規

定により行い、その結果をご報告願います。

◎会議時間延長の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

本日の会議時間は議事の都合により暫時延長したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

暫時休憩致します。
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(休憩 午後 ４時４８分)

(再開 午後 ４時５８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果をご報告願います。

１１番、西村健一君。

○１１番(西村健一君) 予算審査特別委員会委員長の互選を、私が委員会条例第７条第２

項の規定によって行ったところ、委員長には７番油野篤君が選出され、更に副委員長には

１番飯田幸仁君が選出されましたのでご報告致します。以上。

○議長(伊藤幸司君) ただ今１１番西村健一君から、予算審査特別委員会の正副委員長の

互選結果の報告がありました。委員長には７番油野篤君、副委員長には１番飯田幸仁君が

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、３月１２日まで休会にしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

します。

なお、３月１３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 ５時００分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。
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（開会 午前１０時４５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

に配布のとおりです。

◎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、７番油野篤君、８

番西川敏郎君、以上２名を指名致します。

◎議案第１４号 松前藩屋敷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１４号、松前藩屋敷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。商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第１４号、松前藩屋敷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。

改正案の趣旨と致しましては、当課所管の３施設では、指定管理制度を導入してござい

ますが、松前温泉休養センター及び北前船記念公園総合管理施設については、やむを得な

い理由があった場合、町が管理できる規定を設けてございますが、松前藩屋敷にはその規

定がないため、他の施設と同様に町が管理できるように改正しようとするものです。

それでは、末尾に添付してございます説明資料の新旧対照表の２ページをご覧願います。

下段の説明欄です。現行条例では、指定管理者に指定管理を行わせる規定となっておりま

すが、指定管理者の申請がなかった場合、選定、または指定ができなかった場合、指定の

取り消しがあった場合などやむを得ない理由があると認めたときは、松前温泉休養センタ

ーや北前船記念公園総合管理施設（道の駅）の規定と同様に、松前町が管理できるよう条

例を改正しようとするものでございます。

次に、改正案の内容であります。現行の「第１３条」を「第１４条」とし、第１２条の

次に第１３条として、「松前町による管理の規定」を追加しようとするものです。また、

これにより松前町が管理を行った場合に、現行条例による第６条、第７条、第８条、第９

条第３項及び第４項、第１０条並びに第１１条を改正案のとおり、読み替えの規定を第１

３条第２項で規定しようとするものでございます。

次に、附則でございます。この条例は、公布の日から施行しようとするものでございま

す。
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以上で議案第１４号の改正内容の説明とさせていただきます。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１４号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１５号 職員の勤務時間、休暇等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３、議案第１５号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

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。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１５号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。下段の説明欄です。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成３０年法律第７１号）の

制定に伴い、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）が一部改正されたことから、関連す

る規定を整理するため、条例の一部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。第８条に、新たに第３項としまして改正案のとおり、

「前項に規定するものの他、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関

し必要な事項は、規則で定める。」を加えようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、平成３１年４月１日から施行致そうとするもので

あります。

次に、職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年松前町規則第２４号）で定める

主な内容であります。時間外勤務命令の限度時間を、１点目としまして、原則では月４５

時間以内、年３６０時間以内。２点目としまして、臨時的な特別な事情がある場合では、

休日勤務を含めて、月１００時間未満、年７２０時間以内、休日勤務を含む２ヶ月から６

ヶ月の平均で月８０時間以内、月４５時間を超えることができるのは、年６ヶ月以内。３

点目としまして、大規模な災害への対応と真にやむを得ない場合には、限度時間を超える

ことができるなどを規則に定めようとするものであります。

以上が、議案第１５号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 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。

議案第１５号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１６号 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に

関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第１６号、松前町特定滞納者等に対する行政サービ

ス等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第１６号、松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の

制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げま

す。

本条例は、町税等の特定滞納者等に対し、行政サービス等の制限を実施することにより

町税等の納付義務に対する意識の高揚及び公平性の確保を図ることを目的として設置され

たものでございます。

商工事業者経営改善等支援補助金につきましては、平成２８年度から平成３０年度の３

ヶ年度で実施され、当該補助金に係る交付要綱は、平成３１年４月１日付けをもって廃止

となることから、当該補助金を制限対象項目から削除するため、本条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

それでは、議案の末尾に添付しております説明資料新旧対照表をご覧願います。別表、

区分、補助金等の交付欄の事業名から「商工事業者経営改善等支援補助金の交付」を削除

しようとするものでございます。

また、附則と致しまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行しようとするもの

でございます。

以上が、議案第１６号、松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関す

る条例の一部を改正する条例制定についての内容でございます。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１６号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１７号 松前町財政調整基金の支消について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第１７号、松前町財政調整基金の支消についてを議

題と致します。

既に説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第１７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 平成３１年度松前町一般会計予算

◎議案第３号 平成３１年度松前町国民健康保険特別会計予算

◎議案第４号 平成３１年度松前町介護保険特別会計予算

◎議案第５号 平成３１年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

◎議案第６号 平成３１年度松前町水道事業会計予算

◎議案第７号 平成３１年度松前町病院事業会計予算

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第２号、平成３１年度松前町一般会計予算、日程第

７、議案第３号、平成３１年度松前町国民健康保険特別会計予算、日程第８、議案第４号、

平成３１年度松前町介護保険特別会計予算、日程第９、議案第５号、平成３１年度松前町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第１０、議案第６号、平成３１年度松前町水道事業会

計予算、日程第１１、議案第７号、平成３１年度松前町病院事業会計予算、以上６件を一

括議題と致します。

本件については、予算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

予算審査特別委員会委員長、油野篤君。

○予算審査特別委員会委員長(油野篤君) 予算審査特別委員会審査報告書の提出について。

平成３１年３月５日、松前町議会第１回定例会において、会期中に審査を要するべき事

件として本特別委員会に付託された議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、

議案第６号及び議案第７号について審査を終えたので、会議規則第７７条の規定により、

別紙のとおり審査報告書を提出致します。

審査年月日、委員の出席状況及び出席要求した説明員は、記載のとおりであります。
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審査結果。

審査事件、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号及び議案第

７号は、いずれも適正なものと認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しまし

た。

以上で報告を終わります。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長を除く全議員による特別委員会

ですので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに議案第２号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第３号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第４号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第５号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第６号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。
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本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７号に対する討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

本案に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。

◎意見書案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度

任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、意見書案第１号、地方公務員法及び地方自治法の一部

改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長西川敏郎君。

○総務経済常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第１号、地方公務員法及び地方自治

法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書について、

別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意

見書の内容については、記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。

◎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１３、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
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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１４、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は３月１３日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了

致しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、平成３１年度松前町議会第１回定

例会は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって平成３１年松前町議会第１回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午前１１時０２分)
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