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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意しておりますが、

時間の関係上原稿校正は初校しかできなく、誤字、脱字等があります

ことを深くお詫び申し上げます。

まことに恐れ入りますが、御了承のうえ御判読いただきたくお願い

致します。

伊 藤 幸 司松前町議会議長
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提出案件及び議決結果一覧表

１．町長提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

４５ 令和３年度松前町一般会計補正予算（第５回） 3. 9. 6 原案可決

４６ 令和３年度松前町国民健康保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第１回）

４７ 令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算（第 同 上 同 上

２回）

４８ 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予 同 上 同 上

算（第１回）

４９ 令和３年度松前町水道事業会計補正予算(第１回) 同 上 同 上

５０ 令和３年度松前町病院事業会計補正予算(第２回) 同 上 同 上

５１ 教育委員会委員の任命について 同 上 同 意

５２ 人権擁護委員候補者の推薦について 同 上 適任答申

５３ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 原案可決

５４ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５５ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５６ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５７ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５８ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

５９ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

６０ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

６１ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

６２ 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に 3. 9. 8 同 上

関する条例制定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

６３ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制 3. 9. 8 同 上

定について

６４ 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設 同 上 同 上

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定について

６５ 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の 同 上 同 上

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について

６６ 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営 同 上 同 上

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例制定について

６７ 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営 同 上 同 上

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定について

６８ 松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 同 上 同 上

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について

６９ 松前町過疎地域持続的発展市町村計画の策定につ 同 上 同 上

いて

７０ 令和３年度松前町一般会計補正予算(第６回) 同 上 同 上

認定１ 令和２年度松前町一般会計歳入歳出決算認定につ 同 上 同 上

いて

認定２ 令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出 同 上 同 上

決算認定について

認定３ 令和２年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算 同 上 同 上

認定について

認定４ 令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳 同 上 同 上

出決算認定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

認定５ 令和２年度松前町水道事業会計決算認定について 3. 9. 8 同 上

認定６ 令和２年度松前町病院事業会計決算認定について 同 上 同 上

報告３ 令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率につ 3. 9. 6 報 告 済

いて
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

意見書案 松前半島道路の整備促進を求める意見書につ 3. 9. 8 原案可決

７ いて

意見書案 「国の責任による『２０人学級』を展望した 同 上 同 上

８ 少人数学級のさらなる前進」を求める意見書

について

意見書案 特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び 同 上 同 上

９ 特別支援学級の学級編制標準の改善を求める

意見書について

意見書案 大学生等への給付奨学金制度の拡充を求める 同 上 同 上

１０ 意見書について

意見書案 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する 同 上 同 上

１１ 意見書について

意見書案 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導 同 上 同 上
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閉会中の所管事務調査の申し出について（議 同 上 承 認

会運営委員会）

閉会中の正副議長、議員の出張承認について 同 上 同 上
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（開会 午前１０時００分）

◎議長あいさつ

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、令和３年松前町議会第３回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご多

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

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から令和３年松前町議会第３回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布のとおりです。

◎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、８番西川敏郎君、

９番梶谷康介君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、沼山雄平君。

○議会運営委員会委員長(沼山雄平君) ９月２日開催された議会運営委員会において、本

定例会の会期は９月６日から９月１０日までの５日間と致しまして、議事日程につきまし

ては、お手元に配布のとおり進めることに決定致しました。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から９月１０日まで

の５日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。
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◎報告第３号 令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、報告第３号、令和２年度健全化判断比率及び資金不足比

率についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) おはようございます。

それでは、報告第３号、令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、そ

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

第１項及び第２２条第１項の規定により、令和２年度決算に基づき算定した比率について

ご報告するものでございます。

それでは、１枚めくっていただき、次のページをご覧願います。

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

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

字比率につきましては、各会計において黒字となり、合計の実質収支額が黒字のため、こ

の比率も発生しなかったところでございます。

次の実質公債費比率につきましては、７．９％となり、令和元年度の７．４％を０．５

ポイント上回ったところでございます。更に、将来負担比率につきましては２９．９％と

なり、令和元年度の３８％を８．１ポイント下回ったところでございます。これらの比率

は、財政健全化法で定められている早期健全化基準値を大きく下回っているところでござ

います。

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

なかったことから、この比率も発生しなかったところであります。

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

かけて添付してございますので、ご参照をお願い致します。

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

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

存じます。

以上が、報告第３号でございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、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。

９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 皆さん、おはようございます。私的には、すこぶるさわやかな朝を

迎えました。夏の季節が終わりを告げるような気持ちで受け止めております。ただ、世間

は未だに新型コロナの渦中の中に戦々恐々としております。承れば、松前町でも陽性者が

発生したと、こういうふうに聞いておりますけれども、感染拡大が進まないような万全の

体制で取り組んでおられると思います。これ以上の発生がないことを願っております。

こう言いながら、今朝、議場に入る前に検温をされました。ちょっと体温が高めなんで

すよ、血圧もちょっと高めだと。議場に入れてもらえないんでないのかなと心配したんで
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すけども、まあ、ギリギリの線でいいでしょうということで、この席に立っております。

もし何かありましたら、延命治療は必要ございませんので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

先日、松前町のさくら漁業協同組合の３２年の事業年度、いわゆる令和２年度の決算が

報告されました。総代会、総会ですか、報告され、それを基にして道新に報道された中身

を見まして、ショックを受けております。

平成６年だと思います、私の記憶では。さくら漁協が新しくスタートした年だと思いま

す。その時には、３０億以上の水揚げがあったんですね。あれから今日まで、いろいろな

環境の変化やら、あるいは町内の人口の動態やら、もちろん組合員の減少やら、いろいろ

な要件はあったと思いますけども、結果的に９億２千万、約９億２千万の扱いだったと。

これは、新しい漁協がスタートして、最低の扱いになったという報道でございます。

決算書や事業報告書を私調べてみました。確かに前段で申し上げましたように、組合員

の減少、更には海面の、いわゆる自然条件による資源の変化、更にはマグロ資源、守るた

めの規制、極めて厳しい規制、そして、松前町の大宗漁業でありますマイカの水揚げが激

減しております。考え方によっては、やむを得ないのかなと、こう思っております。

平成３１年、いわゆる令和元年、こういう状況を踏まえて、新しい漁協がスタートして

以来、懸命に累積された欠損金の解消、いわゆる財務改善に取り組んできた組合も、なか

なか計画どおりに行かないで、今日まで延び延びになり、組合側としては、極めて将来の

経営不安を感ずる。何としてもこの危機を乗り切るために、町に財政支援を要請しました

よね。町長もそういう状況を踏まえて、放っておけない、何とかしなければいけないとい

う考えの下に、その要請に応えるべく、２千万円掛ける３年間、合計６千万円の財政支援

をすることを決断しました。

当然議会に諮られ、いろいろ議論した結果、最終的に採決をしましたけれども、それぞ

れの賛成、あるいは反対の意志、結果的には可決されて、その事業は進行しております。

現在、その３年計画の３年目、この令和３年度でその事業が終わりますよね。その２年度

の事業報告なり、決算書を見ますと、前段で申し上げたとおり、総枠が約９億２千万。気

になる累積欠損金の中身なんですけど、結果的には今期末の未処分額が、１千９００万と

載っておりました。正確には、まあいいや、約１千９００万。計画からいけば、今の財政

支援の中で当然それは解消の目処が立ったと。ですから、第１点目の、第１点目と言いま

すか、この事業の目的の健全経営財政支援、そういう面では、私は目標が達成されたんで

はないかなという見方はしております。

ただ問題は、この事業の大きな目的の一つに漁業振興があります。今のように累積欠損

金が解消される見通しが立ったと。それだけで終われば、議会で議論されたように、単な

る借金の穴埋めに終わってしまうんじゃないかという結果に終わってしまうと。大事なの

は、この漁業振興が現状を踏まえ、これからどうなっていくかということが、私は大事な

課題かなと。そういう受け止め方しておりますんで、最初に、この事業に英断を持って踏

み切った町長の、この状況に対する見解を聞かせ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) おはようございます。

ただ今、梶谷議員から基幹産業、漁業の振興を願って、漁業振興の具体策は、との表題

の一般質問を頂戴致しました。質問の中にもございました、平成の６年の組合の合併、一

からの経緯経過につきましては、梶谷議員からも少し説明あったところであります。大変

厳しい経営状況が強いられて来ている漁業協同組合の実態が周知されるというふうな状況
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になっているところであります。

そこで、今ご質問にもございましたけども、この漁業協同組合の体制を少しでも強化を

していきたいというふうな願いもありながら、体力のある漁業組合を願ってというふうな

思いありながら、漁業協同組合の経営改善支援補助金を議会の皆さんのご指摘いただきな

がら、実施をしてきているところであります。その経過につきましては、ちょっと説明を

させていただきたいなというふうに思います。

さくら漁協につきましては、平成６年の漁協の合併時から多額な繰越欠損金の解消を優

先課題とする経営改善計画に基づく運営を基本に、行政や各系統の支援を始め、漁業協同

組合の事業の合理化、更には経費の節減、販売手数料のアップや特別負担金の徴収、それ

から出資金の減資等々、漁業協同組合としては鋭意取り組んできたものだというふうに認

識をしているところであります。

しかしながら、議員ご指摘のようにスルメイカ等の漁獲の激減や、クロマグロの資源管

理に伴う漁獲規制等々、水揚げの低迷が続き、経営改善計画、期間、期限でありました令

和２年までの解消は厳しい、極めて厳しい状況となってきたところであります。このため

に、さくら漁業協同組合は、北海道の漁協経営強化推進本部、俗に言う経対協という本部

であります。その本部とともに、この経営改善の計画の見直しを図るために松前町に支援

を要請し、令和元年度から３年度で繰越欠損金の解消を実現すべく、経営改善変更計画を

策定し、令和元年１１月、松前さくら漁業協同組合臨時総会において承認され、その後に

北海道より認定承認をされてきたところであります。こういうふうな経過を踏まえまして、

町と致しましては、さくら漁業協同組合の経営改善変更期間の令和元年より令和３年度ま

で、繰越欠損金の解消と経営改善を図るために漁業協同組合経営改善補助金として、年２

千万円の３ヶ年計画、合計６千万円以内を交付決定し、進めて来ているところは、皆様ご

承知のとおりでございます。

経営改善変更計画前の平成３０年度、さくら漁業協同組合の決算時の繰越欠損金は、６

千５６４万２千８４６円でありましたが、令和元年度決算時では、３千３０２万６千２８

６円までに圧縮をされてきておりました。

令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響による魚価及び流通の低迷な

どによりまして、生産が大きく前年を下回りましたけども、漁協の経費節減の自助努力、

更には国からの新型コロナウイルス感染対策の持続化給付金、または、当町におきまして

も新型コロナの臨時交付金を利用致しまして、漁業支援総合補助金の補助率を引き上げる

などの対策を講じましたことによりまして、令和２年度の決算時の繰越欠損金は、先ほど

議員がおっしゃるように、１千９００万５千３６９円にまで圧縮となっているところであ

ります。

今年は、３年度は最終年度になります。現在も昨年同様コロナ禍の影響によりまして、

魚価の低迷などにより厳しい状況が続いておりますけど、本当に繰越欠損金の解消に向け

て、鋭意努力して取り組んでいただきたいなというふうに思っているところであります。

なお、漁業協同組合経営改善支援補助につきましては、年２千万円を限度と致しまして、

繰越欠損金の範囲内となっていることから、令和３年度、これは最終年度でありますが、

補助金の交付決定額は、１千９００万６千円となっているところであります。令和３年度

さくら漁業協同組合の決算におきまして、ぜひ繰越欠損金が解消され、さくら漁業協同組

合が今後自立した漁協運営ができるような体制になっていただきたいということを、強く

願っているところでございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。
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○９番(梶谷康介君) 私は、町長の考えを聞きたいのは、今言うように、財政的面で累積

欠損金が整理されましたっていうことが目的じゃないんですよ。この事業のね、主たる目

的はそこにあり、更に同じ大きな目的を持っているわけですよね。漁業振興、それによっ

て組合員の所得の向上ってのは、これは大きな願いとして私はあると思うんです。

ただ、今の時点でこの事業が予算の中で収まるっていうことは、私は前段で申し上げま

したとおり、目的の中の一つは達成されたという私もしております。でも、ここで終わっ

てしまってね、このもう一つの大きな漁業振興なり、組合員の所得の向上なりを考えた場

合には、ここで終わってしまっちゃいけないですよね、町長。

この財政だってね、欠損金解消したからって、これからの組合経営が健全経営で継続さ

れるって保障どこにもないでしょう。それをやるためには、やはり漁業の振興がなければ

いけないんです、私はそう思いますよ。

でね、こういう観点から、今までもこの漁業振興に関しては、いろんな角度から町長の

お考えを聞かせてもらったし、また私の考え方も述べてきましたけども、やはりここに至

っては、そういう今までの議論の積み重ねはね、それは大事としながらも、もっと突っ込

んだ漁業振興ってのはなければいけないんでないかと。

例えば、マグロの資源の管理のために規制されてますよ。それが、枠が少しは広がって、

去年よりも実績上がってます。イカの資源どうですか。かつて、松前はイカだけで、極論

言えばね、イカだけで漁民の生活が成り立っていたような時代がありました。しかし、こ

れから私、三つの魚種に関して振興策の話をさせていただきますけれども、こういう事業

だってね、その時点から、例えばコンブの養殖だって、ヤリイカの産卵礁だって将来を見

越して取り組んできたんですよ。

しかし、現実はどうですか。ですからイカにしたって、マグロにしたって、正直言って

我々が頭を絞って行動起こしたって、やれる限界ってのありますよね。資源の回復がなけ

ればこれは駄目だろうし、また、漁業環境が良くなって、回遊の量が増えた。そういう状

況が出てくればね、これは望みないわけではない。しかし、これは本当に他力本願でどう

なるかを考え、やってみなければ、結果を見なければわからない範囲なんです。それでは

今までの組合経営と全く同じ、やってみなければわからない、計画も何も立てられない。

私今までずっと、この組合の事業経営のやり方に対して目を向けて来ましたけれども、

ほとんどがね、事業計画立てる時の基準が、今年度って言うか前年度って言うかね、その

実績が何十億。そうだから、それを基にして事業は進められて来た。しかし、結果として

は、自然の条件だとか、いろんなものがからんで事業が事業目的が達成されていないんで

すよ。それの繰り返しで、結果的に目標立てました、例えば１０億目標立てたんだけど、

１５億目標立てたんだけども、１８億しか生産がなかった。次の年、どういう計画立てて

ますか、次の年の事業計画は１３億ですよ。これ、例えばの話ですよ。次の年、今度１３

億が達成されない、１１億しか水揚げがなかった。そうすれば、次の年の事業計画１１億

ですよ。こんな経営ってありますか、どっかに振興策がなければいけないでしょう。

今回は、特にギリギリの約９億２千万まで下がっていったと。だから、回遊だとか、自

然の条件で結果を見るまでわからない、そして、自分達の力で及ばないところはね、これ

はもう別にしまして、自分達の力が及ぶ振興策ってのは何だがってことを考えないといけ

ないでしょう。

この組合の販売事業取扱実績表ありますよね、これは鮮魚から貝類、製品、養殖全て書

いてます。私なりに限られた時間ですから、全部やるわけにいかないからね、今回はね、

自分達で可能なヤリイカ、更には現在取り組んでいるナマコ、そして、促成栽培の養殖コ
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ンブと。こういう３点についてね、具体的に漁業振興するためには、こういう範囲で我々

できるんでないかというお話をしたいと思ってんです。

最初にヤリイカなんですよ。ヤリイカのこれまでの流れをずっとこう調べてみました。

昭和５０年にね、１千３６２トン、４億５千６００万、これが今までのピークだったんで

す。それを境にして、ずっと下がって下がって、昭和５９年にはね、わずか２９トンまで

になった。そして、４千万ちょっと、４千９万４千円ですよ。だから、当時の町なり組合

なり、そうした人方が危機感を感じて、何とかしなければいけないっていって取り組んだ

のがヤリイカ産卵礁なんですね。

その産卵礁の歴史を見ますとね、こういう危機を脱するために、昭和６０年、６１年に

松前町の札前地区に１千基余りの産卵礁投入してんです。そして、更に結果が非常に良か

ったものですから、それに加えてその翌年、更には、トータルで１千５３０基の産卵礁入

れてる。結果どうですか、平成３年にはね、わずか２７トンであったものが４８８トンま

で水揚げが増えてます。そして、６億２千１３１万円まで水揚げが上がってるんですよ。

そういう取り組みがね、ヤリイカの歴史の中にあるわけ。最近の松前のヤリイカの状況見

ますとね、また減ってきてるんです、それから。令和２年、今言ってる、今年令和３年で

すからね、令和２年度の水揚げ見ると、組合の計画は、計画ですよ、前年度の実績を見な

がら１６１トンの計画を立ててます。結果は、残念ながら４４トン、４４トン、そして、

計画では１億３千９００万ぐらいの見込みを立てたものが、５千３００万しか揚がらない。

こういう状況繰り返して行ってね、先ほど言いましたように、これから累積欠損金が解消

されたから、健全経営がなされるっていう期待持てますか。これ、ヤリイカの例ですよ。

ですから、こういう状況を打破するために、これ、我々の段階で私はできると思うんで

す、努力によって。当然松前町単では大変な事業ですから、前段で昭和５９年、６０年、

６１年代に北海道の力を借りながら、一緒にこのヤリイカの増産体制に取り組んだ経緯を

考えますとね、今みたいな流れをこれからの漁業振興に活かしていく要素は、私はあると

思うんですよ。

ですから今年の、令和３年度のね、さくら漁協の計画も私は見てます。それだってね、

結局は計画はやってみなければわからないという要素のものであって、しかも、今年の生

産を基準にした計画でしょう。発展はないですよ、これは。

そんな観点からね、私はぜひ、このヤリイカの生産の推移をね、もう一回振り返って、

あれだけどん底に落ちた、２７トンまで昭和６０年に落ちたものが、６３年、それから平

成３年度にね、その効果が表れて、４８８トン、６億２千１３１万円まで回復したってい

う実績。そして、繰り返しになりますが、今回の令和２年度の、計画が１６１トンに対し

て４４トンしか揚がらなかったっていう実績を見た時に、これは何もやってなかったから

こういう結果になったという判断せざるを得ないんです。

ですから、やっぱりこれからの組合の、あるいは松前の漁業振興考えた時にね、やっぱ

り自分達のできる範囲で、やれるものには果敢に取り組まないといけない。そう思います

んで、この辺の考え方、まず第１点、町長にお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員からの質問の中で、冒頭マグロ、クロマグロの関係につきまし

てもご指摘いただきました。昨日、今日ですか、マスコミ報道によりますと、クロマグロ

の絶滅危惧種から危機ランクが引き下げられたというふうなニュースが流れております。

今までクロマグロが絶滅危惧種のレッドリストに載っております。その中で、今回準絶滅

危惧種にというふうなことで、ランクが引き下げられたことが報道されております。
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一方、また今まで漁獲制限をかけられてきているところでありますが、その１５％が復

活するというふうな報道もいただいているところであります。１５％と言いますと、単純

に個人の漁業者が今与えられている漁獲枠の中の１５％というふうに単純に計算すると、

それは大した量にはならないなというふうに思うんでありますけども、しかしながら、以

前より改善されてくるだろうという予測は立つわけであります。

また、スルメイカの話もいただきました。現在根室の花咲港が大変賑わいを、スルメイ

カ漁で賑わってるというふうな状況だというふうに伺っております。北大の水産学部の専

門家であります桜井先生の分析によりますと、水深５０メートルラインでの水温が１２℃

なんだと。その１２℃がスルメイカの生息する最高いい条件だというふうな記事も、私読

ませていただきました。そういう状況の中で、海の、海水温の温度等々海象条件、本当に

状況が変わってきてるんだというふうに思っております。これからの漁業の振興という部

分につきましては、そういうところをきちんとおさえながら、松前にあった魚種は何なの

か、漁法は何なのかというふうなものを組合員、更には漁業組合と致しまして、しっかり

と構築していく必要があるんだろうなというふうに思っております。

我々も組合、補助金を今３年目を迎えますけど、願いは質問者と、梶谷議員と一緒であ

りまして、足腰の強い組合ができて、組合員の皆さんの所得の向上になるというふうな願

いは思いつつも、これから水産の振興策に町と致しましても取り組んでまいりたいなとい

うふうに思っているところであります。

それとヤリイカについてのご質問がございました。私も平成２４年から町長に就任させ

ていただきまして、２４年、本当に大漁だったというふうに思います。梶谷議員言うよう

な、平成の２５年以降この状況になるんでありますけど、２４年も大変な大漁でありまし

て、それから２８年の年も、もう浜に行きますと漁師の皆さんも、奥さんもおばあちゃん

もおじいちゃんも顔に墨いっぱいですね、昼過ぎまで、要は２時３時までイカの箱積みに。

その光景を見た時には、本当に嬉しく思うのであります。そういう状況を見ますと、今ま

でいろいろ、今これから取り組んできた経過をお話しますけども、間違いなく魚礁の、産

卵礁の効果はあるというふうに、私自身は思っているところであります。

それで、松前町におきましてヤリイカの、今までの経過を含めまして、ちょっとお話さ

せていただきたいというふうに思います。過去の統計から、周期的に好不漁に分かれてい

る傾向があるというところであります。最近では、平成２５年頃から２００トン台の漁獲

となります。２７年度がピークで、６００トンを上回る漁獲となり、そのもの、令和元年

度に１３０トンの漁獲高、令和２年度から残念ながら、議員ご指摘のように４４トンとい

うふうに落ち込み傾向になっているところであります。

ヤリイカ資源の増大を目指して、天然産卵場を保管することを目的に、当町では全道に

先駆けて、昭和６０年度から北海道が事業主体になります沿整事業において、ヤリイカ産

卵礁の設置による漁場整備が行われてきております。平成２６年度までに、原口地先から

白神地先までの地先及び松前小島海域へ、合計で１万１千６００基のヤリイカ産卵礁の設

置をしてきたところであります。また、松前町以外にも日本海、北海道の日本海沿岸でも

広域的な設置も行われてきているところであります。

松前町では、事業開始前からいろいろ調査などに取り組んでいただきました渡島地区水

産技術普及指導所のヤリイカ産卵礁効果調査におきましては、産卵礁設置の増加に伴い、

産卵礁への産卵率の向上が見られていると。

しかし、産卵率の増加が翌年の来遊や漁獲の増加に繋がらないことも多くあると。孵化

時期や来遊時の海洋環境が大きく影響するというふうな報告もいただいているところであ
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ります。

現在、そういう状況下の中で、現在漁業協同組合から産卵礁の設置の要望が挙がってい

ない状況でありますけども、何としても産卵礁の効果があるというふうな認識の中で、こ

れからヤリイカの漁獲が少しでも拡大なるような状況を、漁業協同組合と一緒に考えてま

いりたいというふうに思っております。

ちょっと先の長い話になりますけど、現在町では風力の関係進めているところでありま

すけども、仮に洋上風力がどんな方式になるかわかりませんけども、固定式なのか、浮体

式なるかわかりませんが、そういう状況も鑑み、もし生産が繋がるような状況にあるんで

あれば、産卵礁、更には魚礁なども検討の余地は十分にあると、可能性は探れるというふ

うな思いをしておりますので、これから変わる状況を漁協の組合員の皆さんと、組合と行

政と一緒に情報をキャッチしながら水産振興に進めてまいりたいというふうに、取り組ん

でまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、お話よくわかります。ただ、私も正直言って素人ですから、

産卵率だとかそういう話になると、なかなか調査研究の段階まではね、及ばないんですけ

ども、ただね、町長、松前に来遊しているイカはゼロじゃないんですよ、ね。少なくなっ

たとは言いながら、令和２年度４４トン来遊しております。ですから、ゼロでないってい

うところに私は希望を持ちたいと。それは、その来た、来たって表現がね、来遊したこの

ヤリイカが、自分達の子孫を残すために環境が整理されていれば、産卵率に関係するんで

しょうけども、少なくてもゼロじゃないですよね。手を加えないよりは、やっぱり、やん

ねえよりやった方がいいって話、私は嫌いなんですけどもね。やっぱり努力する価値のあ

るところじゃないのかな。

調べてみますとね、今まで海中にコンクリートを投入して、産卵礁の環境っての整備し

てきましたよね。このコンクリートもね、今までのコンクリートじゃなくって、これから

の海洋の植物だったり、魚類だったりがこれからの資源繁栄のためにね、どうあるべきか

っていう研究されてる方がいるんですよね。ただのコンクリートを入れたんでは、今まで

の形から前進がないと。それで考えられたのがアミノ酸を混入するコンクリート。コンク

リートっての、私も技術的なことわかんないんですけども、異物を混入するとなかなか上

手く固まらないっていう性格のものらしいんです。しかし、その分野で取り組んだ成果が

この度発表されました。アミノ酸を混入したコンクリートでも固める技術ってのが確立さ

れたんですよ。それがどういう効果あるかというと、今までのコンクリートに比べてそう

いう植物なり、魚類なりが生息繁栄するためには非常に効果があると、そういう話も出て

います。

ですから、こういうことも踏まえてね、今までの経験はもちろん大切にしながら、新し

いこういう技術分野も知識として吸収して、更には立場の人は当然研究されているんです

から、松前町だけでこの事業が押し進めるってことは大変だと思いますから、北海道の水

産部、あるいは大学の研究者の力を借りながらね、私は取り組んでいただきたいなと思っ

てます。黙ってては、現状前へ進まない、むしろ後退するっていうこと、今までの経緯か

ら考えたらはっきりしてるでしょう。ですから、町長の言われる話もね、十分理解できま

すけども、自分達のできる範囲はこれがあるんだっていうことをね、よく認識してね、こ

のヤリイカの産卵礁の取り組みってのは、ぜひ進めていただいたいと思ってます。

これは、課題ですから、これからの推移でね、どう町の担当者始め、町長先頭にして取

り組まれて行くかということに、私は大いに期待しながら、この質問を一応ここで締めま
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す、ヤリイカに関してはね。

２点目のナマコの増養殖なんです。現在、松前町にとっては割と新しい分野ですよね。

昔っからナマコってのは自然の状態の中では間違いなく存在しておりましたけれども、近

年育てる漁業、特に今までいろいろ議論交わした中で、松前町には重要なって言うか、大

切な財産があると。１３港という漁港が、港湾一つ含めてでしょうけどね、１３港の港が、

漁港があると。そういう中で比較的この育てる漁港の魚種としては、ナマコが有力だと。

そういうことで取り組んで、少しずつ上向きになってますよね、これは私は取り組みの成

果だと認めております。ですから、自分達の力の及ぶ範囲にね、こういうものがあるんで

す。

かつて、産業常任委員会だったかな、ナマコの増養殖に関する視察調査をしたことがあ

るんです、長崎県の大村湾ですよ。あすこの漁協の取り組みはすごい、とにかくナマコを

生産する、生産したナマコを鮮魚としてばかりじゃなくって、加工して化粧品にしたり、

何にしたりっていう分野がすごい取り組みがあるんですよ。これは、視察した時点で現地

の実際を見て、それから説明を聞いて、これからのナマコの進む道としては、私は松前町

にとって大きな展開が期待できるんでないかなと思ってます。

そういう観点からね、今の姿が悪いというんじゃないですよ、だけど、更なる取り組み

を進めていける分野でないのかなと思います。

特に前段で言いましたように、大事な財産、松前町の１３港っていうのは、前の質問で

も言ったことありますけど、あの時点の私の事業量ってのは、７７７億漁港に投入されて

います。今、おそらく８千、もとい８００億を超えてね、更なる大きな投入、財政投入さ

れていると思います。ですから、こんな財産持ってる自治体ってのは全国でまれですよ。

この漁港を活かして、この育てる漁業を進めるってことだから、前にも町長との考え方意

見交換してますよね。その結果としてね、現在ナマコが取り組んでいるんですから、更な

る前進を期待したいなと思ってます。今の段階でね、松前の取れたナマコを加工して化粧

品だとか何とかっていう話、段階ではないですよね。どんどんどんどん生産して、どこま

で伸ばせるかっていう段階の話であってね、今言ったような加工の段階までは、話は私は

言うつもりはありません。

ただ、すぐ近くに檜山のナマコの取り組みありますよね。檜山海参ってんですか、檜山

のナマコね。あれが極めて良質で、いわゆる干したナマコね、干したナマコで高価な取り

引きされているっていう話も聞いておりました。

ですから、そこまで松前もね、できれば追いついていただきたいなあという希望も持っ

ておりますけれども、大事なことはね、この松前町の１３港、聞く範囲では、赤神港が一

番育ちの条件がいいっていう場所だっていうふうに聞いてますよね。他が、なら他の港が

どういう状態なのかってのは、まだ私は調査はしておりませんけれども、１３港にそれぞ

れの自然条件があって、ナマコ増殖していく、養殖していくって要素があるんですから、

そういう状況は、やはりこれから事業を進めて行く過程においては、きっちりと条件調査

なり、例えば今言ったような赤神港でね、条件がいいんであれば、今の量が正確に何トン

揚げてるか、私わかりません、正直言ってね。ですから、その生産量が赤神ではこれから

可能性としてどこまであるのか、いわゆるキャパシティ、容量ですよね。そういうものは

やっぱりこれから事業進めて行くために、それぞれの漁港に対して調査ってのはするべき

じゃないですか。

今回の予算で、この調査の対象にナマコは挙がっておりますよね。その調査の中身って

のは、私はまだ結果も聞いておりませんし、経緯も聞いておりませんけど、その件に関し
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ては、町長どういうふうに報告受けておりますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ヤリイカの関係で、アミノ酸を利用した新素材のコンクリート礁の

話いただきました。私どもと致しましては、石灰、あるいは貝殻等を配合した海藻の繁茂

を促進させるコンクリートの素材は承知はしてきているところであります。今、ご提案あ

りました、ご指摘ありましたアミノ酸の部分、しっかりと情報収集を致しまして、対応し

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。

議員からナマコの部分につきましては、松前町には人工の１３港という漁港がありまし

て、人工の１３の養殖場があるというふうに受け止めました。その養殖場を上手く利用し

てっていうふうなことだろうなというふうに思っております。

ナマコの調査は毎度して、各漁港ごとの調査はしてきているようでありますけども、ま

だまだ海流、水向きがいい場所とかですね、いろんな状況があるんだと思います。それも

う少し精査していきたいなというふうに思ってますし、間違いなくナマコは期待が持てる

というふうになるというふうな思いもしているところであります。町長としては、そんな、

そのような認識で捉えていることをご理解いただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １５分間休憩致します。

(休憩 午前１０時５７分)

(再開 午前１１時１３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 休憩前にアミノ酸入りコンクリートの話しましたよね、これからも

し調べたり、何かするんでしたらね、令和３年７月１７日ＮＨＫＢＳ１クールジャパン、

海の豊かさを守ろうっていう、こういう番組で放映しておりますから、これ調べてみてく

ださい。

限られた時間ですから、次に移ります。一般質問長いって言われるからね、できるだけ

簡潔明瞭にわかりやすいようにというように、と心掛けているんですけども。

今回の表題に関する中で、自分達の手の届く範囲で漁業振興図るというものの中に、こ

のコンブ養殖の件を取り上げました。冒頭取り扱ってる生産物の中からね、やはり松前町

が取り組む価値のあるもの、みんな価値はあるんですけどもね、特にやるべきことの中の

一つと私は受け止めて、これを表題に致しました。

常識的な話をしますと、松前のコンブ養殖に関しては、現時点ではそんなに違和感のな

い、やれば１基１００万ぐらいの生産が得られるという、非常にある意味では安定した計

算の成り立つ魚種の一つだと、私は認識しております。

ただね、これ調べてみるとね、これ大変な歴史があるんですよ。昭和、また昔の話する

けどね、この事業に着手したの昭和５３年なんですよ。なぜこれ着手したかというと、漁

船漁業で、松前町の漁業の実態は漁船漁業であるため、昭和５０年をピークに生産量、生

産額、年々減少し、漁協経営はもちろんのこと、漁業者にとっては誠に厳しい状況になっ

ていると。ですから、将来今のような漁業に頼ってたんでは、松前の漁業はいつか行き詰

まるよと。だから、何か打開策はないかといって取り組んだ先人の、正に先見の明のある

話で。

５５年に着手したけれども、実際に本格的に事業を開始したのは昭和５８年なんです。
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第１期事業としてね、目標は５００基、５００基ですよ、５ヶ年計画。昭和６１年度末に

は２４６基の造成数に現実なっていたんです。ですから、この実施に至るまでのね、担当

者の苦労。結局はこの日本海、津軽海峡ってんですか、こういう海峡ではコンブの養殖は

不可能だろうと。海流だとか、あるいはそれに対する施設の強度だとか、構造だとか、い

ろんな問題、課題がある中でこの事業に着手してるんですよ。当時の方、本当に苦労され

たと思いますよ。

そういう取り組みの中で、ようやく松前町でもコンブ養殖は可能だと。今言ったような

昭和６１年、もとい５８年度から初めてね、５ヶ年計画で、そしてこの途中なんですけど

も、２４６基の造成数まで達したと。それが今日に至って、当然取り組まれた方の創意工

夫だとか、いろんなものを積み重ねて、今日の姿ができてるんですよ。ですから、昭和５

０年代でね、これだけ苦労して松前の漁業の将来を案じて、確立したこの事業なんですよ

ね。しかも今となってみれば、常識的にはもう松前の養殖コンブっていうのは、１基やれ

ば１００万の水揚げが計算できるという、非常に安定した魚種の一つに私はなったと認め

ております。

ですから、これだけ松前の漁業が疲弊して、ちょっと言い過ぎかな、疲弊している中で

ね、なぜこのコンブ漁業が前へ進まないのかっていう疑問、持たなければいけないでしょ

う。先人が苦労して築き上げた、いろんなものを考えて、しかも今となれば取り組めば生

産が見込めるんですから、これが漁業協同組合、あるいは松前の担当者含めてね、なぜそ

れをこの松前の漁業の振興に役立てて行けないのか。

今、コンブ漁家は８事業体でしたよね。漏れ聞くところによると、その中の１人は間も

なく退陣の噂もありますよね。ですから、これだけね財政支援して、健全経営に向かうと

いう体制をつくったんであれば、その先はこんな形で生産を上げて、更なる組合の健全経

営に努めるべきじゃないの。町から大事な町民の税金を財政支援という形でもらって、表

現に気をつけなければいけないんですけどね、ある意味ではもらってですよね。

ですから、それが累積欠損金を解消した目処がついたというところで終わってしまった

ら、町の財政支援ってのは何だったのかっていうことになりますよね。ですから、こっか

ら更に漁業振興に取り組んで行ってもらわなければいけないんです。これは、町長だって

大英断してこの事業進めたんですから、それを受けた組合を中心にした組合員の人方も、

更にはそれを行政指導する立場の人方も、更なる前進は、私はしてもらわなければいけな

いと思うんですよ。

ですから、まず歴史を長々と語るつもりはないんですけどもね、そういう経緯のある貴

重なコンブ養殖をね、活かさない手はないと思います。町長、いかがですか、考え方とし

て。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) コンブ養殖で安定漁業、というふうなご質問いただきました。その

前に、ナマコにつきまして、町の考えている状況、今港１港につき１万個の放流をしてお

りますけども、２万、３万個になれるような、１港あたり２万、３万個放流できるような

体制ができればというふうなところで、職員と今取り組みを進めているところであります

ので、ご理解いただきたいなというふうに思います。

まず、コンブの養殖であります。梶谷議員おっしゃるとおり、本当に値崩れのしない安

定した魚種が養殖コンブだというふうに思っているところであります。ご指摘のように、

昭和５０年、５８年に本格的に施設の整備が始まりまして、町内で２４６基設置整備され

てきているところであります。
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令和２年度の養殖生産実績につきまして申し上げますと、着業者は８名、施設数が４１

基、生産量で約３５トン、生産金額で約５千万円の実績となっているところであります。

残念ながら、今年の状況を見ますと、令和２年度で、コロナ禍というふうなこともありま

して、流通、コンブの流通が順調に行かないというふうなこともありまして、大分値段が

下がっているというふうな状況、要はこのコンブが、去年のコンブがたぶついているのが

業界の方の見方だというふうに思っております。残念に思うわけでありますけども、しか

しながら、そんなに値崩れをしているような状況でもないというふうに認識しているとこ

ろであります。

議員ご指摘のように安定した生産が、本当に見込まれるところであります。町としても

養殖コンブ漁業に対しまして、施設の老朽化対策、更には加工機械整備支援など、新規着

業の施設整備を現在まで支援を行っているところであります。

また、ご承知のように、令和２年度に新規の着業として静浦地区の漁船漁業者７名が一

つのグループとなりまして、静浦漁港横の浅海、静穏域に施設を整備し、事業を始めてお

ります。従来の養殖海域と違った場所での養殖で、想定外の課題も出て来ているようであ

りますけども、本年度から出荷も進められているというふうな状況を聞いております。

また、令和３年度につきましても、静浦地区の漁業者１名の新規の着業がありまして、

施設の設置場所の協議の調整も終わっております。札前、赤神境界沖への新規施設３基分

の整備が実施予定になっている状況もあるようでございます。

また、一方で養殖コンブ以外でありますけども、令和元年度以降、マグロ延縄漁業など、

マグロの漁業者が離島小島の潜水器漁業、７名の方が新規着業をして、天然のコンブを採

取しているところであります。

２年度の小島の潜水器の実績を申し上げますと、生産量で約４５トン、生産額で約９千

万になっているところで、これは天然コンブの潜水器漁業であります。

また、私もびっくりしたんですけども、離島小島の、松前小島の細目コンブを素潜りに

チャレンジしている漁業者がいるようでありまして、大分漁業者の意識も変わってきてい

る部分にも見えるところであります。今申し上げましたように、以前に比べまして、養殖

コンブも含めまして、潜水器漁業に着目したりというふうな状況が、増えて来ているんだ

というふうに感じているところであります。本当に安定したコンブ養殖漁業につきまして

は、いろんな試行錯誤しながら現在ありますけど、町と致しましても、今は間違いなく生

産上げれる魚種だというふうに理解をしているところでありますので、今後も支援を継続

してまいりたいというふうに思っています。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長のお話を聞くと、これから新しく着業って言うか、取り組む人

がちらほらいるやに受け止められます。期待したいと思います。

ただね、町長今までね、この８事業体から伸びなかった原因を、今まで何回か意見交換

する中で、聞く範囲ではね、結局養殖して育てたコンブを採ってきて、製品にするまでの

人手の問題が随分理由としてね、理由として我々には示されていたわけなんですよ。

ただ、福島吉岡の状況なぞ聞いてみる限りではね、確かに家族だけではそれはできない

事業である。しかしながら、それに対応する体制ってのは、それなりに工夫してやってお

ります。歴史が違うのか、自然環境が違うのかわかりませんけどね、福島吉岡漁協の水揚

げの大半ってのは、養殖コンブですよね。大変な数字揚げてますよ。

まあ、全く松前町と同じ条件でものは考えられないとしても、道はあるんです。私は、

意欲でないのかなと思ったりもしてるんですよ。組合、あるいは漁業者の所得の向上を考
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えた時に、そういう分野に手を出さないで苦しいとか、大変だから財務支援をお願いした

いとかっていうのは、私はもう一度、これは行政指導の面からもね、十分考えていただか

なければいけない。まして、再三言うように、そろばんの立つ魚種だという、これは私単

純に受け止めてるかもしれませんけども、苦労は伴うかもしれませんけれども、やればや

っただけそこに成果が出るってことは現実ですよね。ですから、未だに伸びない原因って

のは、今言ったような原因なんですか。その辺の取り組まない、伸びない原因ってのは、

相変わらずなんですか。その辺は、町長にはどのように届いておりますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) コンブ養殖漁業の新規着業が増えてこない理由と致しましては、確

かに議員おっしゃるように、労働力の確保っていうふうな大きな問題があるようでありま

す。それから、初期投資、乾燥小屋、あるいは干場、洗浄作業場所の確保、資材や機械の、

本当に初期の費用などが負担だという事情が背景にあるというふうに、これは前々からこ

のような状況だというふうに我々はおさえているところであります。

本当に議員おっしゃるように意欲の問題かもしれませんが、間違いなく成果の上がる、

生産の上がる魚種だというふうに思っておりますので、これからも、漁業者の意識も少し

ずつ変わりつつあるというふうに認識しております。昔、昔って言うんですか、離島小島

に泊まりがけで何十人ものコンブ採取の、ホコ取りの人方が一生懸命頑張った時期もあり

ますので、松前のコンブっていうのは可能性はあるというふうに思っております。ぜひ、

養殖事業のコンブも支援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、議員口酸っぱくおっしゃっております。町民の税金を投入させていただきな

がら、漁協の経営支援をしてきているところであります。この事実を漁業協同組合の組合

員の皆さんも、きっちり理解していただきたい、というふうに思っております。将来の漁

業経営の、漁協経営のためにも、一緒に知恵を出しながら、進めてまいりたいというふう

に思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 新しく着業するためにはね、確かに初期投資って言いますか、機材

だとか、更には干場だとかね、干場って言うんですか、昔のように前浜を利用してね、前

浜って言うか、浜辺を利用してね、それを干場としてコンブの生産をしていた時代は時代

としてね、今の養殖の場合には、きっちりとした乾燥場の整備をしながら、今の養殖事業

を進めて行かなければいけないというような状況からすればね、やはりこれは、お金のか

かる面からすれば、周りで言うほど簡単には着業できないと、それは理解できます。

だとすればね、そういうものを排除して、新しい人が着業できるような条件整備をする

ことも漁業振興策の一つじゃないですか。今の支援体制だけではね、私は新規着業っての

は、大幅な伸びはないと思いますけれども、その辺に対しての町長のお考えはいかがです

か。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正しくそういうふうに思っております。梶谷議員ともこの議会の場

でこのコンブの状況につきましては、いろいろ議論重ねてきているところであります。今

がいいというふうな思いにはなっておりませんし、手法含めまして、どのような支援があ

るのか、そのためにもやっぱり漁業協同組合の体力がきちんと回復してもらうってことも

一つの大事な要素になるんだろうなと思いますので、そういう状況を十分条件の整備、整

理も含めまして、検討させてもらいたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。
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○９番(梶谷康介君) 私も自分で言いながら、口で言うほど事は簡単でないと、重々承知

してます。でも、この松前の漁業の振興を進める、更なる振興を期待するならば、やはり

越えていかなければいけない壁かなあと、このように思います。これからの今日の議論を

基にしてね、これから町長がどういう政策でね、この漁業振興を進めて行くかということ

は、私は期待して見ております。

あと１０分ですか。今日取り上げたね、ヤリイカとナマコと促成コンブ、養殖コンブで

すね、これのね、事業の成果。組合は今年の生産はこういう計画を持ちましたよっていう

事業計画立てますよね。その結果、業務報告の中にこの業種はこれだけ達成されました、

そういう素地が細やかにこれに出てんですよ、これにね、出てんです。

見るとね、ヤリイカは計画に対して達成率は３８．４ぐらいなんです。そして、ナマコ

に関しては６１．２ですか。それから、促成コンブに関してはね、９８．５という数字が

出てんの。ですから、この数字は何を意味するかということは、もう一回考えてみたら。

何もやらなくって、ちょっと言い過ぎかもしれません、流れものだけを当てにして結果を

見ると、このヤリイカのように達成率は３８％台だと。少しでも手を加えて、そして取り

組めばナマコのように６０％台を見込めると。コンブにおいては計画の９８％以上の達成

率があると、何を意味しますか。これ、やはり計画を立てて、それを達成するためにどう

いう努力をしたかということによって、はっきりとこの数字が出てくんですよ。しかも、

コンブにおいては目標立てればほとんど目標どおり達成されるっていう。こういう実態は

ね、私は単なる表として受け止めてません。全部分析していくとね、極めて松前の漁業の

実態を分析するうえにおいて大事だと思ってます。

私は、今日はこのヤリイカとナマコと養殖コンブに絞って、限られた時間ですから、町

長のお話を聞かせていただきながら、自分の考え方を述べさせていただきました。この挙

がってる魚種ね、私は全部本当にチェックしてみたいですよ、みなければいけないんじゃ

ないですか。そして、どの魚種に対してはこういうやり方ができるんだと、更なる増産を

見込めるんだというものを、あるいは背景にはこういう課題がありますよというものは、

私は真剣に取り組まなければね、流れに逆らうっていう表現じゃなくってね、流れに、時

の流れに身をまかせっていう歌ありますよね、そんな形でね、漁業振興は、私はあり得な

いと思ってんです。ですから、指導する側、あるいは支援する側にとっても真剣にこの中

身はね、分析しながら取り組んでいただきたいなあと思います。

重ねて言います、限られた時間ですから、私も自分の思うこと、言いたいことが１００

％言えたとは思いません。また、質問の過程で、場合によっては町長に失礼を言ったかも

しれませんけれども、これは成り行きでね、お互いの立場で許される範囲だという認識を

しながら、私やらせてもらいましたけれども、最後に町長、今日のこの私とのやりとりで

ね、やっぱり漁業振興に希望持てませんか、聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今の三つの魚種について、今日一般質問頂戴致しました。ヤリイカ、

更にはナマコ、更には養殖コンブというふうなことで、数字的には今梶谷議員おっしゃる

とおりでありました。その事実があります。本当に養殖コンブっていうのは、そんなに値

崩れがおきないというふうなデータも出ておりますので、きちんと整理をしてまいりたい

というふうに思っております。

やっぱり、何よりも大事なものは、漁業者の意欲が出るような状況が一番望ましいとい

うふうに思っておりますので、水産の振興、地場産業、基幹産業であります水産業の振興

のためにいろいろ取り組んで、研究しながら漁業協同組合と情報を共有しながら、進めて
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まいりたいというふうに思っております。

本当に３年できれる、この大事な３年目の令和３年度であります。漁業協同組合、一層

の奮起も期待していきたいなと思いますし、それパケた後も、きちんと新規の振興できる

ように、町としては取り組んでまいりたいというふうに思っております。いずれにしても、

いつもこの分野ではいろいろ議論重ねておりますけども、結果が出てきてない状況もあり

ますし、今のように結果の見えてきている部分ありますので、その辺もつまびらかに整理

しながら、これからの町の漁業振興のために努力してまいりたいというふうに思っており

ます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) いろいろお話させていただきましたけどね、町長、今のね、振興の

ために大切な税金を投入した結果、少なくとも６千万以上の累積欠損金が解消される見通

しがついたということは、私もホッとしております、正直言って。この議題が出された時

に、単なる累積欠損、いわゆる借金の穴埋めで終わるような事業であれば、私は貴重な６

千万という町税を投入するには、いささか疑問があるということで反対しました、私、は

っきり言って反対しました。だけども、一時的にこの累積欠損金の解消は目処が立ちまし

た。なら次は、今まで言わせていただきました漁業振興に、せっかく健全経営が目の前に

来てるんだから、それを更なるいい形で継続するための努力は、私は漁業振興、これ進め

るしかないと思いますんでね、これは、ぜひ進めていただきたいと思います。

非常に言いにくいことも言いましたけども、私の質問は、以上で終わります。ありがと

うございました。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に梶谷議員とは同じ方向で、思いが一緒だというふうに思って

おります。これからも厳しいご指摘をいただければなというふうに思っております。お礼

申し上げまして、答弁に返させていただきます。どうもありがとうございました。

○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４６分)

(再開 午後 ０時５８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

次に、１０番斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) 私の通告した表題は、書いてあるとおりでありますのでご理解をお

願いしたいと思います。

まず第１に、白神の覆道のコンクリートの天井が剥離、落下したということであります。

これによって通行止めになって、町民は大変迷惑したということでありまして、この管理

というのは国でありますので、函館開発建設部には厳しく申し入れをしたと思いますけれ

ども、あすこの地域は少し波が高くなると通行止め、崖から岩や石が落ちれば通行止め。

この４０年ぐらいの間で、３０数回も通行止めになってることはご承知のとおりですけど

も、覆道のコンクリートが落下したというのは初めてです。

波が高い、崖から岩や石が落ちるというのは自然災害と、こう言われます。しかし、コ

ンクリートが落下するなんていうのは、正に人災です。人がつくったものが落下するわけ

ですから。特にあの覆道は、夏の間はあの部分から水滴が落ちていました。冬になればツ
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ララになっておりました。私は何度も確認しておりますので、町長もそこは理解している

ものと思います。

通行止め、何よりも町民に迷惑とか負担になるわけです。仮に隣にいる沼山さんが救急

車が必要だと。こうなれば、１５０キロ近い遠回りをしなければ木古内まで行かないと、

こういう事態になるわけです。この事態を捉えて、救急車の搬送は一番大事だと思うもん

ですから、この点について、どんな開発建設部と意見を交換してるのか、お答え下さい。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先般発生致しました、白神の国道、白神覆道の天井の落剥というふ

うなことご指摘を受けました。発生後に開発建設部とどのような話をされたのかというふ

うな質問だというふうに思います。

７月の１７日に発生したものでありまして、約１日全面通行止めになったというふうな

ことでありまして、応急措置として、剥離防止シートを貼ったようであります。その後、

８月の２日から復旧工事が始まりまして、私自身も現場を確認してきたところでございま

す。その後、８月の６日、函館建設部の次長の来町を受けまして、事故の内容や工事予定

の説明、お詫びを兼ねて受けたところであります。また、この剥落による人身や車両に係

る事故はなかったとの報告を受けたものであります。

その席で私は、議員おっしゃるように設計上の問題というふうに捉えるんであれば、こ

れは人災ですよねというふうな話もさせていただきました。今回の剥離箇所以外の道路も

覆道もトンネルもありますので、今回以外の部分からの再発を防ぐためにも、安全点検を

きちんとやっていただきたいというふうな旨のお願いをしているところであります。

それから、いずれに致しましても、早い、片側通行でも構いませんから、早い復旧をお

願いしますというふうなお願いをさせていただいたところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 今、町長から答弁ありましたけれども、この片側通行も結構通行す

る人は不便であります。更にこのトンネルのコンクリートが落ちたという時に車が通って

なくて良かった、人が通ってなくて良かったと思います。ぞっとしますよね、もし車が通

っていたらということになる。

それで、このコンクリートの崩落は、直ちに通行止めになったんですが、その第１号が、

町長の前任の町長である前田一男さんが第１号で通行止めにあったそうです。片側通行は

いつ頃解消されるのか、具体的に建設部とも話してると思いますので、いつ頃までに、例

えば冬になればまた大変だなと思いますのでね、できたら雪が降る前にですね、片側通行

解除できるように要請すべきだと思いますし、この内容について、答弁をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 復旧の目処を含めました工事の内容を申し上げさせていただきたい

というふうに思います。白神覆道の延長は６８メートルございます。このうち剥落した箇

所を優先的に現在も１６メーターの区間が剥落してるんでありますが、現在その復旧工事

を片側通行の状況の中で１６メートルの区間を随時整備をしているところであります。吹

付工法による復旧工事を８月の２日から今のところ、私どもに開発から説明いただいてい

る部分につきましては、最短で１０月の１８日までの７３日間で１６メートルの部分の区

間の復旧はさせたいというふうなことであります。

しかしながら、剥落してない箇所もあります。それが残りが５２メーターになるわけで

ありますけども、そこの部分も、きちんと対応をしたいというふうな話をいただいており

ます。町民の皆さんには長い時間、不便かけるような状況が想定されて、大変申し訳ない
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んでありますが、残りの５２メートルの部分については、令和３年度末までの工期という

ふうにおっしゃっておりました。工期は令和３年の３月末ですよと。しかしながら、早急

に復旧できるようにお願いしたいというふうなことを、重ねて開発の方にはお願いをして

いるところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) １０月の２０日前後には片側通行解消するという回答得てるという

ことでございますので、了解をします。

私、この７月１８日の新聞報道で、白神のトンネルと言わないで覆道っていう報道され

てあったもんですから、この違いを調べてみたら、灯りがとれるところは覆道で、中ずっ

と電気通ってるところがトンネルだと、こういう定義があるんだそうです。この件に関し

ては、私はいち早くですね、工期は今年度いっぱいだけども、何月何日頃には片側通行が

解消できますよということを、町民に町の広報やら何やらで、やっぱり知らせるべきでな

いかと。我々議員だけが知ってればいいというものではありませんので、この点の配慮が

必要でないかと思いますので、この点をご答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正しくご指摘のとおりであります。そのように町民の皆さんには、

早め早めの情報を提供してまいりたいというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思

います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) １番目の問題は、それで了とします。２番目の問題については、確

認ですけれども、この国鉄松前線が廃止されて、程なく国の偉い人の方から高速道路直ち

にやりますというような答えをもらったっていうような、私はことを聞いておりますので、

この高規格道路について、かつてこの計画はなくなると。現道の２２８号線を拡幅して工

事をやりますということは、副町長から私は聞いておりますので、私ら全部聞いてますの

で、これも本当にそういう経緯があったのかどうかということも、副町長から答弁もらい

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ２問目に入りたいというふうに思います。地域高規格道路に認定さ

れていた松前半島道路が、国の方針により、国道２２８号線を拡幅整備し、半島道路は計

画が廃止する案が示された、これが事実かというふうなお尋ねでございます。

半島道路の構想につきましては、正しく斉藤議員おっしゃるように、国鉄松前線が廃止

する代替案として示されたものであります。当時はきちんと関連、関係する４町で建設促

進の期成会を立ち上げて、国への陳情をしてきたところでありますが、いつの段階か確認

できないんですが、ちょっと４町の足並みが揃わなくなった時期があったというふうなこ

とを聞いております。そういうことがありまして、少し、少しって大分長い間に頓挫して

たような、中止してたような状況が続いていたようであります。

お尋ねの半島道路が国の方針によりまして、計画から廃止する案が示されたのかという

ふうなことであります。これをちょっと説明させていただきたいというふうに思います。

国が方針の変更をしまして、松前半島道路を計画から除外し、国道の拡幅整備に切り替

えたということでの、今お尋ねだったというふうに思いますが、整備に切り替えたという

ふうなことではなくて、以前の広域道路整備基本計画にある広域道路の定義が、高規格幹

線道路の他は、交流促進型と地域形成型の二つで、そのうち交流促進型の中から地域高規

格道路を指定するとされていたけども、新広域道路交通計画における広域道路の定義は、
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高規格幹線道路の他は、特定広域道路と一般広域道路に分類を変えたことで、要件も変化

して、松前半島道路を要件に照らし合わせると、一般広域道路に分類されてしまいまして、

一般広域道路では、自動車専用道路ができなくなるというふうな、そういうこと、事実上

松前半島道路の車専用道路、いわゆる高速、高規格、高速化、高規格化が図れないという

事態がありました。本当に言葉で繋げると大変煩雑な表現になるんでありますけども、議

員お尋ねのように松前半島道路の高速化、いわゆる高規格化が図れないという実態が、実

は昨年度にあったところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 我々が控え室でこの構想がなくなりましたということは、副町長か

らの説明で知らされたわけでありまして、３０数年にわたる松前半島道路の早期整備を陳

情したり、要望したり繰り返してきた我々としてはですよ、納得できないという思いであ

りまして、様々な手法を使って、あるいは国を動かすためのいろんなことを考えながら、

町内の有志で何としても半島道路を整備してほしいということを要望してまいりました。

この結果、地域高規格道路の松前半島は整備しますという方向に変わってきたのも事実だ

というふうに受け止めておりますけれども、町内の有志が中心になって整備していこうと

いう組織もできたやに聞いておりますし、このコロナの収束後でよろしいですから、やっ

ぱり国や函館開発建設部、北海道も含めてですけども、役所と町民が一緒になって、大き

い住民運動に発展さして、要望活動を続けて行くことが最も大事だと思いますので、この

点の町長の見解をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほどの答弁でも申し上げましたけども、昨年開発から示された案

によりますと、事実上高速道路、高規格道路は難しいということになって、西南４町、木

古内、知内、福島、松前、半島道路に関わる西南４町として、どうするかまで開発から判

断を求められたのが昨年であります。

令和２年の、昨年の８月１９日に西南４町の町長らとも協議して、本当にこう苦渋の決

断として、限りなく地域高規格道路に近い道路整備を要望するとまで話を進めたところで

ありますが、私自身は現道を、現国道を、実を取るって言いますか、半島道路と現道の天

秤にかけたらどっちとるんですかという判断をされたところであります。本当に苦渋の判

断と致しまして、４町は防災事業での現道の改良というふうな形で、一応話の方向が確認

されました。しかも、将来バイパスとかいろんな方法で木古内、知内の部分もカバーでき

るよねというふうな、細かい話まで検討させていただきました。苦渋の決断というふうな

ことで、現道防災事業を選択したところであります。

その後に、今議員おっしゃるように、８月の２５日、議会の全体協議会におきまして、

皆様に苦慮の状況を説明させていただいたところは、議員ご指摘のとおりでございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 経緯としてはよくわかりましたけれども、これで松前半島道路、地

域高規格道路ってかつては言いましたけれども、現状は地域高規格と、地域という字が抜

けて高規格道路になっているんだということも伺っておりますので、この点も事実かどう

か、お知らせ願いたい。

この道路の建設には、四つの段階は段階があるんだと。最初は候補路線、計画路線、そ

れから調査路線、調査区間って言うんですか、それから整備区間。現実は、今もう整備区

間に入ったんだろう、調査区間に入ってると。もう整備区間に入る寸前だというふうにも

承知をしておりますけれども、この整備区間に入らなければ着手できないんです、工事に
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ね。

国の方の考え方がそのようでありますので、この整備区間に向ける、やっぱりさっきも

言いましたように、住民との一体の行動が必要だというふうに思います。今、この道路の

建設促進の民間の団体もできておりますので、この人達と力を合わせて、やっぱり徹底し

た陳情していくということが必要だと思います。

更に、コロナの感染が終わった段階では、国へも道へも建設部にも働きかけると。時に

は、この組織の代表の人方に、旅費負担してまで運動を展開していくべき、いうふうに私

は思っております。地域という名前が消えたのは事実かどうか。あるいは、住民運動する

のに旅費でも何でも、バックアップしてでも続けていく、徹底してやっていくっていう決

意がお有りなのかどうか、ご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) この事故が発生して以来、たまたま参議院の横山信一復興副大臣が

松前の現地を視察に来ていただきました。その際に、現状を見ていただきまして、そして

私どもの考えを復興大臣にお伝えしたところであります。復興副大臣も実情は十分ご理解

されていたようでありまして、私どもの力になってもらえるというふうに、私は町長とし

て認識をしているところであります。

それで、いずれに致しましても、この新しい、新広域道路計画につきましては、本当に

昨年は１年振り回されたような状態だったんでありますが、９月以降にぱったり話がなく

なりまして、それから、北海道における計画の策定も進捗が見られなくて、町と致しまし

ても大変気にしていたんですが、１１月の９日、昨年の１１月９日に函館開建の次長が来

町致しまして、令和３年度予算と新広域道路交通計画について、その内容の説明がありま

した。その内容では、新しい計画で予定された広域道路の定義ががらっと変わりました。

元に戻りましたとの報告を受けたところであります。

新しい計画上、松前半島道路は、高規格道路の分類の調査中路線扱いで計画に搭載され

る予定であると言われたところであります。それを受けまして、令和３年の４月、策定さ

れた新しい計画における新たな広域道路ネットワークの図面には、高規格道路と一般広域

道路を明示しているが、松前半島道路は、高規格道路の調査中として掲載をされていると

ころであります。

なぜそのように急に考え方が変わったのか、その理由を尋ねましたけども、私どもが納

得できるような説明はいただけませんでした。推測するにあたりまして、全国で災害が発

生、多発して、国道の寸断等々、長引く通行止めなどが発生しております。元々あった基

本戦略の、国の基本戦略であります、防災減災国土強靭化に向けた道路対策が重視された

ものと思っているところであります。

議員からもありました、何回も白神の国道は通行止めがあります。開発の内部では、開

発の道路ですから、国の道路ですから、当然開発は防災道路における調査も進んでいるよ

うでありますし、一方では半島道路に係る調査も進んでるというふうな状況を聞いている

ところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 地域という文字は、もうなくなったという受け止め方をしていいん

ですか、地域高規格道路松前半島道路であったんですよね、元々。この地域が抜けて高速

道路で整備しますという受け止め方をしていいのか、その辺はまず、そのとおりでござい

ますという答弁いただければと思います。

更に、波が高い、石が落ちたというだけではなくてですね、もう地震があって津波がく
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れば、松前から木古内までの低地にある地域はほとんど津波に襲われてしまうと思うんで

すよ。ですから、民間サイドでも、他の３町に働きかけて何とかつくって行きたいってい

う方向になってるようですので、行政としても、やっぱり４人の首長が歩調を合わせて、

陳情なり要望なりを行動して行くべきだと思います。この２点、答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほど、答弁漏れ致しました。まずもって、高規格道路と新たな計

画における広域道路ネットワークの図、図面によりますと、高規格道路と一般広域道路と

いうふうに明示されておりますので、地域は削除されているというふうに認識しておりま

す。

先ほど、私どもとすれば、この道路ネットワークの強靭化によりまして、ダブルネット

ワーク化を図るためにも、半島道路の高規格、大変重要であります。また一方で、町民の

安心と安全を早期に確保するための防災道路、先ほど申しましたけども、これは国の管理

する開発での防災道路も重要であります。どっちに致しましても早期着工と安全、交通の

確保を念頭に、函館開建と共に十分に協議しながら検討していきたいなと思っております。

それから、当町で新しく組織されました、経済団体で組織されました部分についての経

緯経過につきましては、先般の渡島広域西部の定例議会の際に、参与、それと幹事の、４

町の参与、幹事の皆さんに松前町の経済団体が設立した経緯は、こういう経緯、こういう

内容でございますというふうなことで、私どもと一緒に行動できるような、私どもの応援

をしていただけるような組織が立ち上がりましたというふうな報告を、各町の参与、幹事

の皆さん、町長、副町長でありますが、それを報告をさせていただいたところであります。

いずれにしても、そういう期成会が立ち上がりました。これからも年数、時間かかると

思いますけども、国、道に対しまして、一緒に要望していけるような体制づくりを強化し

ていきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 今まで前向きな答弁もらいました。ただ、やっぱり経緯って言いま

すかね、ここまでの経緯っていうものは、やっぱり町民に広く知らせる必要が私はあると

思うんです。行政と議会だけが知ってればいいというものではなくてですね、やっぱりこ

ういう事故がありました、こういうふうに片側道路はこうなります、半島道路はこうなり

ましたというぐらいのですね、説明は何としても必要だというふうに思いますのでね、今

一度答弁をお願いしたいと思います。

更に、一言申し上げれば、議長には２０分で終われと言われてますので、３０分過ぎま

したので、これで質問終わりますけども、ご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にご指摘されたとおりであります。救急、更にはライフライン

のゴミの収集運搬のこともあります。町民の皆さんには不便は、復旧するまで不便はかけ

ますけども、適宜の情報提供については、丁寧にさせていただきたいなというふうに思い

ます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

◎議案第５１号 教育委員会委員の任命について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第５１号、教育委員会委員の任命についてを議題と

致します。
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提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました、議案第５１号、教育委員会委員の任命に

つきまして、ご説明申し上げます。

教育委員会委員濱村明美氏は、令和３年１０月５日をもって任期満了となりますが、引

き続き同氏を委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

濱村氏につきましては、松前町 にお住まいで、

５８歳でございます。

また、委員歴でございますが、平成２５年１０月６日から委員をお願いし、現在２期目

でございます。

以上が、議案第５１号でございます。何卒議員の皆様方のご同意をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５１号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５１号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第５２号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第５２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました、議案第５２号、人権擁護委員候補者の推

薦について、ご説明申し上げます。

人権擁護委員平石浩道氏が、令和３年１２月３１日をもって任期満了となることから、

松前町 にお住まいの佐々木信秀氏を後任の委員候補者として推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めようとするもので

ございます。

佐々木氏は、 ６５歳でございます。

佐々木氏にあっては、松前町職員としての経歴も長く、その経験などから、人権擁護委

員に求められている識見も高く、広く社会の実情に通じている方でございます。

また、平成２９年４月からは社会奉仕の精神を持って保護司を受任されており、人権擁

護委員としての活動も期待される方でございます。

以上が、議案第５２号でございます。何卒議員の皆様方のご同意をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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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。

これより起立による採決を行います。

議案第５２号について、原案の者を適任者として答申することに賛成の諸君の起立を求

めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５２号は原案の者を適任者として答申することに決定しました。

◎議案第５７号 松前町表彰条例による表彰について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第５７号、松前町表彰条例による表彰についてを議

題と致します。

１番疋田清美君は、地方自治法第１１７条の規定により除斥の対象となりますので、退

席を求めます。

（１番疋田清美君退席）

○議長(伊藤幸司君) 提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました、議案第５７号、松前町表彰条例による表

彰につきまして、その内容をご説明申し上げます。

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

るもので、松前町字 にお住まいの疋田清美氏でございます。疋田清美氏

につきましては、２７年以上の永きにわたり建石町内会長として、地方自治の振興発展に

ご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

以上が、議案第５７号でございます。何卒議員の皆様方のご賛同をよろしくお願い申し

上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５７号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。

暫時休憩致します。

(休憩 午後 １時３５分)

(再開 午後 １時３５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。
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◎議案第５３号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５４号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５５号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５６号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５８号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第５９号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第６０号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第６１号 松前町表彰条例による表彰について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第５３号、松前町表彰条例による表彰について、日

程第１０、議案第５４号、松前町表彰条例による表彰について、日程第１１、議案第５５

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

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

程第１４、議案第５９号、松前町表彰条例による表彰について、日程第１５、議案第６０

号、松前町表彰条例による表彰について、日程第１６、議案第６１号、松前町表彰条例に

よる表彰について、以上８件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今一括議題となりました、議案第５３号から第５６号まで、及

び議案第５８号から第６１号までの松前町表彰条例による表彰につきまして、その内容を

ご説明申し上げます。

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

するものでござます。

議案第５３号は、松前町 にお住まいの徳光安則氏でございます。徳光

安則氏につきましては、３２年の永きにわたり納税貯蓄組合長として、納税思想の高揚に

ご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第５４号は、松前町 にお住まいの新谷正春氏でございます。新谷

正春氏につきましては、２０年の永きにわたり納税貯蓄組合長として、納税思想の高揚に

ご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第５５号は、松前町 にお住まいの木村初枝氏でございます。木村

初枝氏につきましては、２０年の永きにわたり納税貯蓄組合長として、納税思想の高揚に

ご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第５６号は、松前町 にお住まいの熊谷喜久夫氏でございます。熊谷

喜久夫氏につきましては、２０年の永きにわたり納税貯蓄組合長として、納税思想の高揚

にご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第５８号は、松前町 にお住まいの今靖彦氏でございます。今靖彦

氏につきましては、２９年の永きにわたり交通安全指導員として、交通安全思想の普及啓

発にご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第５９号は、松前町 にお住まいの鈴木一弘氏でございます。鈴

木一弘氏につきましては、２４年の永きにわたり交通安全指導員として、交通安全思想の

普及啓発にご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第６０号は、松前町 にお住まいの岩崎秀男氏でございます。岩崎秀

男氏につきましては、２０年以上の永きにわたり文化財保護審議会委員として、文化の振
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興にご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第６１号は、函館市 にお住まいの千葉節子氏でございます。千

葉節子氏につきましては、松前町教育委員会に故千葉軒岳氏の書５点を寄贈していただき

ましたので、感謝の意を持って表彰致そうとするものでございます。

以上、議案第５３号から議案第５６号まで及び議案第５８号から議案第６０号までにつ

きましては功労表彰として個人７名を。また、議案第６１号につきましては、善行表彰と

して個人１名を、松前町表彰条例に基づき表彰致したく、ご提案を申し上げます。何卒議

員の皆様方のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、議案第５３号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５３号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５４号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５４号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５５号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５５号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５６号の質疑を行います。

(「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。

これより起立による採決を行います。

議案第５６号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５８号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５８号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５９号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第５９号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６０号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第６０号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６１号の質疑を終わります。
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失礼しました。次に、議案第６１号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第６１号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４５号 令和３年度松前町一般会計補正予算(第５回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、議案第４５号、令和３年度松前町一般会計補正予算

（第５回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今議案となりました議案第４５号、令和３年度松前町

一般会計補正予算(第５回)の内容を説明させていただきます。

令和３年度の松前町の一般会計補正予算(第５回)は、次に定めるところによるものでご

ざいます。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

６千８２１万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億５千５１５

万５千円とするものでございます。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」によるものでございます。

第２条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第２表地方債補正」によるもの

でございます。

それでは、歳入歳出の詳細を事項別明細により説明させていただきます。まずは歳出か

らです。２２ページをご覧願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費で、７４万９千円の減額計上です。８節費用弁償及

び旅費で、７３万４千円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、各種会議等の中止により、出張を取り止めた分の費用弁償等の減額です。次に、１３

節駐車場使用料１万５千円の減額も、議員研修会の中止により、使用予定がなくなったこ

とによるものです。

２３ページです。２款１項１目１２節行政情報システム改修業務委託料で、４０５万９

千円の追加計上です。これは、自治体健診データの標準化に伴う既存システムの改修委託

として１７０万５千円、標準化した健診データを国や他の自治体等がアクセスする中間サ

ーバーへ副本登録、いわゆるコピーですが、をするためのシステムの構築委託として２３

５万４千円の合計４０５万９千円の計上です。次に、５目地域振興費で、１０万６千円の

減額計上です。７節、１０節及び２４ページの１１節に計上する町表彰条例に基づく表彰

に係る経費、合計で２９万９千円の計上です。これは、１１月４日に予定する町の表彰条

例に基づく表彰で、功労表彰８件、善行表彰１件の計９件に係る経費の計上です。続いて、
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２３ページ、８節、１０節及び２４ページの１１節に計上する移住定住推進に係る経費合

計で、１３万４千円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

清部地区移住体験住宅の体験募集を休止しており、それら不要分の経費合計１１万８千円

の減額と、清部地区移住体験住宅の倉庫の入口扉が、老朽と低気圧の強風により破損した

ことの修繕に要する経費の不足分２万７千円の追加と、移住関係の会議の中止による旅費

の４万３千円の減額で、合計１３万４千円の減額となります。

続いて、２４ページです。１８節笑顔づくり推進スマイル応援補助金で、２７万１千円

の減額です。これは、令和３年度の事業募集が終了し、補助予定額が確定したことによる

減額です。

２５ページです。３款１項１目社会福祉総務費で、５２２万１千円の減額計上です。２

２節償還金利子及び割引料で、１２６万３千円の計上です。これは、令和２年度の障がい

者自立支援給付費の国庫負担金及び道負担金の受け入れをした分について、実績額が確定

したことによる、その差額分を返還するための経費の計上です。続いて、２７節国民健康

保険特別会計に対する操出金で、６４８万４千円の減額計上です。これは、令和３年度の

国民健康保険税の当初賦課に伴う保険基盤安定操出金の保険税軽減分と支援分が変更にな

ったことによる、当初予算との差額を減額するものです。次に、３目老人福祉費で、２８

９万９千円の減額計上です。７節、１０節、１１節及び２６ページの１３節に計上する敬

老の日行事に係る経費合計で、８万９千円の追加計上です。これは、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響を考慮し、長寿の集いが昨年に引き続き中止することとしたため、予定

経費１３３万３千円を減額し、その代替事業として、長寿祝品の配布を予定し、予定する

品物はオリジナルマスクで、対象者約２千８００人へ配布を予定し、長寿祝品代及び通信

運搬費の合計で１４２万２千円を計上してるため、合計で８万９千円の追加となります。

続いて、２６ページです。１８節北海道後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金で、

３０５万９千円の減額です。これは、令和２年度の療養給付費負担金が確定し、その差額

が令和３年度の負担金で相殺することとしているため、結果、令和２年度は３０５万９千

５３４円超過して負担していることから、その分を減額するものです。続いて、２２節償

還金利子及び割引料で、４万３千円の計上です。これは、令和２年度の低所得者保険料軽

減道負担金の実績額が確定したことによる、その受け入れした金額の差額を返還するため

の経費の計上です。続いて、２７節介護保険特別会計に対する操出金で、２万８千円の計

上です。これは、介護保険特別会計サービス事業勘定分で、居宅介護サービス計画費収入

で、還付金が２万８千円発生したことによる一般会計からの操出金であります。

２７ページです。２項１目２２節償還金利子及び割引料で、２３６万６千円の追加計上

です。これは、令和２年度の特例障がい児通所給付費の他、記載の４事業６件の負担金等

の実績額が確定したため、その受け入れした国庫負担金、国庫補助金、道負担金の差額分

を返還するための経費の計上です。

２８ページです。４款１項３目１１節新型コロナウイルスワクチン接種手数料で、２０

２万６千円の減額計上です。これは、予算計上時の新型コロナウイルスワクチン接種費用

請求支払手数料が、１件３００円の予定でしたが、１件１５０円に変更され、予定する６

千７５３人の２回分で、１万３千５０６回分掛ける１５０円の２０２万５千９００円が不

用となったことからの減額です。なお、これは国の補助事業であることから、この減額分

は、ワクチン接種業務に従事する職員等の時間外勤務手当等へ振り替えて使用する予定で

す。次に、７目１８節病院事業会計に対する補助金で、１億円の追加計上です。これは、

本年度の不採算地区病院分等で算定される特別交付税の一部を病院事業会計へ補助するた
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めの経費の計上です。

２９ページです。２項１目１８節渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)で、４５万５

千円の減額計上です。これは、渡島西部広域事務組合の補正にかかる松前町負担金の減額

分で、４町の按分率の確定による減額分です。

３０ページです。６款１項３目畜産業費で、１０５万２千円の追加計上です。１１節及

び１２節の肉牛改良センター管理経費の合計で、１０５万２千円の計上です。これは、肉

牛改良センターで試験肥育している２頭の肉牛を町民還元として販売等を行うための牛肉

加工手数料他で８１万４千円の計上と、その他は建設中の賃貸型牛舎等の火災保険料と、

新規に導入される農業用作業機の自賠責及び任意保険と、新築住宅の浄化槽保守点検委託

料の計上です。

３１ページです。２項１目１８節松前町森林組合地域材利用促進事業補助金で、５５０

万９千円の追加計上です。これは、松前町森林組合の経営安定のために、畜産業において

需要が高まっているおが屑を、森林整備等で発生する林地未利用材から生産して販売する

ためのおが屑製造機を導入するための補助金の計上です。なお、参考資料として６２ペー

ジに松前町森林組合地域材利用促進事業の概要を添付しておりますので、ご参照願います。

３２ページです。３項１目１８節水産基盤整備事業負担金(漁港分)で、３千６００万１

千円の追加計上です。これは、本年度の漁港整備に係る松前町負担金が決定したことによ

る計上です。なお、参考資料として６３ページに水産基盤整備事業(漁港分)の概要を添付

しておりますので、ご参照願います。

３３ページです。７款１項２目観光振興費で、２０５万８千円の減額計上です。１１節

観光振興通信運搬費で、３万１千円の計上です。これは、観光案内所のインターネット回

線をＡＤＳＬからモバイルルーターへ変更するための経費の不足分に係る計上です。続い

て、１８節松前グルメ観光ＰＲ事業負担金で、２０８万９千円の減額です。これは、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった、函館グルメサーカス及び松前城下マグ

ロまつりの負担金の減額です。次に、３目１０節修繕料で、５０万円の追加計上です。こ

れは、温泉休養センターで予期せぬ設備等の修繕がかさみ、既に予算額に近い額を消化し

ているため今後の見込みに対応するための経費の計上です。次に、５目藩屋敷費は、財源

更正です。

３４ページです。８款２項１目１２節道路除排雪委託料で、３千９００万円の追加計上

です。これは、冬期の町道除排雪に対応する委託料としての計上です。これで道路除排雪

委託料は、当初予算との合計で４千万としたところでございます。

３５ページです。５項１目１０節町営住宅管理修繕料で、５１万９千円の追加計上です。

これは、豊岡第１団地に設置されている合併処理浄化槽の隔壁の一部に亀裂が確認され、

その修繕に係る経費の計上です。

３６ページです。９款１項１目１８節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)で、２２

３万８千円の減額計上です。これは、渡島西部広域事務組合の補正にかかる松前町負担金

の減額分で、主なものは、所員の１名退職による職員給与費７５６万４千円の減額、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響による各種会議の中止による分、２５２万８千円の減額

と、来年度建設予定の松前消防署江良出張所の実施設計委託料、７３４万８千円となって

おります。次に、２目災害対策費は、財源更正です。

３７ページです。１０款１項１目８節教育委員会委員費用弁償で、１０万８千円の減額

計上です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、研修会が中止となった

ことからの減額です。次に、２目８節旅費で、５万４千円の減額計上です。これも新型コ
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ロナウイルス感染症拡大の影響により、研修会が中止となったことからの減額です。次に、

３目教育振興費で、９万５千円の減額計上です。７節教育振興謝礼で、３万７千円の減額

です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、プール学習が中止となっ

たことからの減額です。続いて、８節コミュニティスクール推進費用弁償で、５万８千円

の減額です。これも、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、会議を書面開催と

したことによる減額です。

３８ページです。２項１目学校管理費で、１２６万２千円の減額計上です。１０節から

１２節までのプール管理に係る経費の合計で、１２６万２千円の減額です。これは、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、プール学習が中止となったことからの減額で

す。

３９ページです。４項１目社会教育総務費で、３９万５千円の減額計上です。１節及び

８節の社会教育委員に係る分と事務局の旅費では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で会議が中止となったことによる減額です。次に、２目公民館費で、３１０万５千円の減

額計上です。７節、８節、１０節、４０ページの１１節、１３節に計上の姉妹都市児童生

徒交流事業は、愛媛県の松前町(まさきちょう)との交流を予定していましたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響を考慮して中止となりました。その代替事業として、互いの

ふるさと物品の購入と郷土料理給食交流を実施する予定であり、減額する経費合計は２０

９万８千円で、代替事業で追加する分は、７節報償費で３７万６千円と、１１節通信運搬

費で７万２千円の、合計４４万８千円の追加計上となっております。

続いて、４０ページです。１８節文化の香り漂う書のまちづくり推進協議会補助金で、

１４５万５千円の減額計上です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、

第１０回記念書道パフォーマンスを中止としたことによる補助金の減額です。次に、３目

８節旅費で、１６万１千円の減額計上です。これも、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響で会議が中止となったことによる減額です。次に、５目１２節文化財公開活用舞台設置

及び撤収業務委託料で、１４万７千円の減額計上です。これは、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を考慮し、郷土芸能大公開や松前神楽公開講演が中止となったことからの減

額です。次に、７目１０節印刷製本費で、１６万５千円の追加計上です。これは、スマー

トフォンのゲームアプリのドラゴンクエストウォークとのコラボレーション企画で、静か

なブームとなっている御城印とドラゴンクエストのキャラクターをコラボさせた御城印限

定５００枚を印刷するための経費の計上です。なお、この限定コラボ御城印は、松前城資

料館で販売する予定です。

４１ページです。５項１目保健体育総務費で、５５万５千円の減額計上です。１１節手

数料で５千円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮して中止

したスポーツ合宿に係る広報の折込手数料の減額です。続いて、１８節渡島西部４町スポ

ーツ合宿誘致推進事業の負担金１０万円と補助金４５万円の各減額は、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響を考慮して事業を中止したことによるものです。次に、２目１３節町

民野球場管理発電機借上料で、１３５万１千円の減額計上です。これは、ナイターリーグ

戦が新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮して中止となったことからの減額です。

４２ページです。１３款１項１目３節職員手当等で、２０２万６千円の追加計上です。

これは、４款で減額した新型コロナワクチン接種に係る手数料の同額を、時間外勤務手当

から会計年度任用職員時間外勤務手当に振り替え、新型コロナワクチン接種の国庫補助金

の対象とするもので、ワクチン接種については、土日も対応するなど、職員等の当該手当

が不足する見込みにもあり、それらにも対応する追加であります。なお、今回の職員給与
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費の補正により、附表として４３ページから６０ページにかけて給与費明細書を添付して

おりますので、ご参照願います。

以上が歳出です。次に歳入です。８ページをご覧願います。

２．歳入です。９款１項１目１節地方特例交付金で、２５３万２千円の減額計上です。

これは、算定額の確定による減額です。

９ページです。１０款１項１目１節地方交付税で、１億４千９８０万７千円の追加計上

です。これは、病院事業会計に対する補助金としての特別交付税措置分の１億円の他は、

歳出額に対しての財源調整による計上分です。

１０ページです。１３款１項４目１節肉牛改良センター住宅使用料で、１２万円の追加

計上です。これは、現在建設中の研修生等受入住宅の家賃使用料の計上です。

１１ページです。１４款１項１目１節国民健康保険基盤安定負担金で、７１万３千円の

減額計上です。これは、歳出で計上しております国民健康保険特別会計に対する操出金に

対応する国庫負担金の減額です。

１２ページです。２項２目１節地域生活支援促進事業費補助金で、７万７千円の追加計

上です。これは、障がい者虐待防止対策支援に係る補助金の内示があったことによる計上

です。次に、３目１節感染症予防事業費等補助金で、３２１万円の追加計上です。これは、

歳出で計上しております健診データの標準化等システム整備に対応する国庫補助金の計上

です。

１３ページです。１５款１項１目１節国民健康保険基盤安定負担金で、４１４万８千円

の減額計上です。これは、歳出で計上しております国民健康保険特別会計に対する操出金

に対応する道負担金の減額です。

１４ページです。２項２目２節多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金で、１３５万３

千円の追加計上です。これは、子ども子育て支援に係る保育所等に通う３歳未満の第２子

以降の保育料無償化分の道補助金の計上です。

１５ページです。１６款１項１目１節土地建物賃貸料で、２６万４千円の追加計上です。

これは、清部地区移住体験住宅は受け入れを休止していますが、肉牛改良センターに新し

く研修生が研修に入っており、肉牛改良センターで建設中の研修生等受入住宅が建設され

るまでの間、空室となっている１室に入居させていることからの計上です。

１６ページです。２項３目１節牛肉等売払代金で、８１万３千円の追加計上です。これ

は、肉牛改良センターで試験肥育している肉牛２頭分の町民還元用に販売店等へ売り払う

牛肉等の代金の計上です。

１７ページです。１８款１項２目１節介護保険特別会計繰入金で、１千１５６万円の追

加計上です。これは、令和２年度介護保険特別会計決算剰余金に対する一般会計繰入分で

す。次に、３目１節後期高齢者医療特別会計繰入金で、１００万１千円の計上です。これ

は、令和２年度後期高齢者医療特別会計決算における一般会計からの事務費操出金の精算

により、超過した分を一般会計に戻すための繰入分です。

１８ページです。２項２目１節ふるさと松前応援基金繰入金で、１００万円の減額計上

です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し中止となった松前城下マグ

ロまつりの基金繰入金の減額です。次に、３目１節森林環境譲与税基金繰入金で、５５０

万９千円の追加計上です。これは、歳出で計上しております松前町森林組合地域材利用促

進事業補助金に対する繰入金の計上です。

１９ページです。２０款５項６目１節雑入で、５１７万９千円の追加計上です。この内

訳も、清部地区移住体験住宅清掃料は、実績見込みによる１千円の追加と、御城印発行代



- 38 -

金は、歳出で計上してる限定コラボ御城印の販売代金として１６万５千円の追加、北海道

市町村振興協会助成金は、起債の４事業が採択されたことによる４００万円の追加、そし

て、道南ドクターヘリ運航経費負担金の前年度決算剰余還付金４５万９千円の追加、そし

て、市町村振興宝くじ、町広報公告掲載手数料は、宝くじのインターネット購入記事の広

告代１万円の追加と、北海道後期高齢者医療広域連合からの健康診査等受診率向上特別事

業費の補助金５４万４千円となってございます。

２０ページです。７目過年度収入で、１２８万４千円の追加計上です。１節及び２節で

令和２年度障がい者医療費及び低所得者保険料軽減事業が確定し、国庫及び道費負担金の

不足分に係る精算収入の計上です。

２１ページです。２１款１項４目３節水産基盤整備事業負担債(漁港分)で、３千６００

万円の追加計上です。これは、歳出で計上している水産基盤整備事業負担金(漁港分)に対

する地方債の分です。次に、７目１節消防施設等整備事業負担債で、７３０万円の追加計

上です。これは、渡島西部広域事務組合負担金に係る、来年度建設予定の松前消防署江良

出張所の新築に係る実施設計業務の地方債の計上です。次に、９目１節臨時財政対策債で、

４千６８７万２千円の減額計上です。これは、令和３年度の臨時財政対策債の発行額が確

定したことによる減額です。

以上が歳入です。２ページをご覧願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入です。歳入合計が、補正前の額５１億８千６９４万３

千円に、補正額１億６千８２１万２千円を追加し、補正後の額を５３億５千５１５万５千

円にするものでございます。

３ページから４ページの４ページです。歳出です。歳出合計につきましても歳入同様、

補正前の額に補正額１億６千８２１万２千円を追加し、補正後の額を５３億５千５１５万

５千円にするものでございます。

５ページです。第２表地方債の補正です。(１)追加の分として、記載のとおり追加し、

(２)変更の分として、記載のとおり限度額を補正後の額に変更するものでございます。

以上で議案第４５号、令和３年度松前町一般会計補正予算(第５回)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) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時１４分)

(再開 午後 ２時２８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

１１番堺君。

○１１番(堺繁光君) １６ページ、２項３目１節の生産物売払収入なんですけども、これ

は、この売払方法は、町民にどのように周知させるつもりでおりますか、聞きたいんです

けども。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) ただ今の牛肉の売払代金のことについて、その売り払いの

仕方ということでご質問でございます。これについては、今検討してるものが、まず地元

で飲食できるということで、旅館組合を通して、それから飲食店組合、そちらを通して町

民の方に味わってもらうというのが一つですね。
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それから、町内の小中学校、それから保育所、それから認定子ども園、そちらの方に食

材として提供して味わってもらうという二つ。

それから、松前町の物産協同支援組合、そちらの方に加入している精肉を取り扱いでき

る店舗、そちらの方に通じて売り払いしようというふうに考えております。

それで、準備ができましたら、広報等を通じて町民の皆様には周知していこうというふ

うに考えています。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) ということは、一般の町民の口にはなかなか入りづらいということ

ですよね。２頭なもんですから、それは大変かなあと思うんですけど、これを機会にです

ね、今後一般の町民の方々の口にも入るような方法を考えていただければと思います。以

上です。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) 今回、店舗での売り払いの方については、予約販売という

形をとろうかというふうに思ってます。

今回、このような形でしますけれども、今回の牛肉については、肉牛の肥育については

ですね、研修生の研修ということの位置付けでやっております。研修生がどのような、肥

育したものがどのような牛肉なるか、そういうのを見極めてもらうためのものとしてやっ

ておりますので、今回一旦やりましたけれども、この後については、来年度以降、まずた

だ今の研修生の研修だとか、研修っていうか就農だとか、それから既存の農家の方、そち

らの方にメインをおきまして、しようと思ってますので、この後の、しばらくの間、この

肥育事業については試験を中止するという形で考えています。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 今の質問に関連致したいと思います。まず、これセンター開業時にね、

２頭飼育してあるってことなんですね。その牛をやるってことですね。

それと、今販売方法について聞きましたけども、その狙いというのが、学校給食センタ

ー、子ども達に食べてもらうと。それは、食育関係に伴うものですから、それも狙いある

のかと。それと、一般の人方にもやっぱり肉牛を食べてみたいというのは、松前牛のブラ

ンド、松前牛というのはこういうものなのかという、そういうような狙いがあるのかなと

私は思ってますけども、その辺のことを聞かせてください。

それと、今後についですけども、肉牛センターっていうのは、やっぱり生産者が高齢化

になって裾野を広げたいと、酪農家の裾野を広げたいという狙いがありますので、飼育を

して安定して、そしてその経営を支えていくという使命感があると思うんですね。それを

目的としていると思いますので、その辺の方向性っていうものは、きちっと持ってもらい

たいなと思っています。

そして、ある程度飼育して、研修して実践した方には、やっぱり肉牛を育ててブランド

化したいという方もあると思うんですよ、将来的に。ですからね、その辺の対応も将来的

には考えておかなければならないんでしょうけども、当面はやっぱり酪農家の裾野、後継

者を育つことが優先だと思いますけども、その辺についての考え方をお聞きしたいと思い

ます。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) ただ今の、まず今回の売り払いの狙いということで、議員

おっしゃるとおり、小中学生の食育、それも合わせて町の方で肥育しました牛肉の町民へ

の還元によって、こういうような牛肉を町内でつくっているんだということで身近に感じ
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ていただきまして、それが若者に認識してもらいまして、できれば畜産業の方、興味を持

ってもらって、参入のきっかけというふうにもなってもらえればなというふうに思ってお

ります。

今後の部分については、先ほど申しましたけれども、まず今回一旦肥育事業については

試験的なものを休止しまして、まずは今建設中の賃貸型牛舎、その他の今後も残りの牛舎

を建設して、現在研修しております研修生の方に安心して就農していただくと。それから

既存農家の支援、そちらの方に重点をおきまして、その全体の、今一段階としてのものが

まとまってから、その後については農家の方の意向も踏まえまして、肥育事業について検

討していきたいなというふうに思っております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 肉牛センターの件につきましては、了解しました。それと、もう１点

なんですが、３１ページの６款２項１目１８節、参考資料の６２ページなんですが、松前

町森林組合地域材利用促進事業補助金５５０万９千円についてですが、参考資料によると

松前町森林組合の新しい事業に対しての機械購入と倉庫改修となっております。おが屑を

販売して畜産業者への敷料としての販売としておりますけども、産業への、この畜産業へ

の敷料としてのまず需要はどのくらいあるのか。また、このおが屑の生産の計画について、

周期的にみてどれくらいあるのかということと、それとおが屑製造機械について、どれく

らいかかるのかと。それと、倉庫の改修についてもどれくらいかかるのかと、そういう点

についてお尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) まず、おが屑を敷料にする需要がどの程度あるのかという

ことについてでございます。現在、肉牛を使用する畜産農家については１０戸ありまして、

おが屑については肉牛のふん尿の吸収だとかによって、衛生管理のためにとても役立つも

のというふうになっております。

おが屑については、一般的には製材による副産物として生産されるものでございまして、

町内で生産されているものについては、現在既存農家の方で満度ということで、全部満度

という形になっています。

現在、肉牛改良センターで使用しているおが屑については、町単位での調達ができなく

て、厚沢部町、それから知内町の方から、そちらの製材業者の方から購入しておりまして、

来年度には肉牛改良センターの研修生が新規就農して、畜産業へ参入してくる予定となっ

ております。そのため、今後就農するにつれて、それから肉牛改良センターの方も今後頭

数を増やしていくという部分では、どんどん足りなくなってくるものというふうに考えて

います。

それで、森林組合の方では、冬期間の作業量も少なく、この期間の事業量を確保しまし

て、経営の安定化に取り組みたいということで、初年度では大体１００立米の原木を原料

にしまして、約２５０立米のおが屑を生産すると、おおむねその程度の量を生産したいと

いうふうなことで計画しております。

収支については、売り上げから経費、売り上げ大体６０万程度が見込まれるかなという

ふうなことなんですけども、経費を差し引きして、１５万円程度ということで、その金額

を冬期の人件費の一部にしていきたいなということでございます。

それから、金額的なもの、今回の予算の分の、おが屑製造機の部分については、機械の

分で５２０万９千円、それから倉庫の改修費、そちらの分については３０万円、合わせて

５５０万９千円を見込んでいるところでございます。以上です。
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○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 大体わかりました。森林組合についてもですね、新しい事業というこ

とですので、これがあることによってね、酪農業者もある程度助かると、センターにおい

ても、今課長言ったように、隣、厚沢部行ったり木古内行ったりね、おが屑を職員が運搬

してきてるんですね。そういう苦労も解消されるということですのでね、大変いいことだ

と思います。以上終わります。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) ６款２項１目林業振興費の部分です。今、３１ページ、６番議員の

方からもありましたけども、林業の方で未利用材とか間伐材おが屑にして、そして牛舎の

敷料にするっていうことで、何か有効利用で一石二鳥で非常によろしいかと思いました。

ただ、この金額で５２万９千円で機械って言う、おが屑製造機の購入の部分で、今６番

議員の方に、５２０万、ごめんなさい、まる一つ間違えました。ということで、この性能

っていうんですか、最大処理径が１８センチっていうところで、これは６２ページの図の

方です。随分細いものでないと機械にかけれないんじゃないかっちゅうことで、間伐材は

そんなに太いものはでないと思うんですけど、未利用材ってなれば使えない、それこそ売

り物にならない林の木材っちゅうんですか、木をおが屑にしようっていうんですから、も

っと太いものが結構あるんじゃないかと思うんですよね。それで、この製造機としての性

能っちゅうんですか、突っ込んでやる径がちっちゃいんじゃないかな。そして、金額的に

も１千万ぐらいかかるもんじゃないかなと私は思ってました。ですから、せっかくそうい

うずっとこれからも林業の方もやっていかなきゃなんないだろうし、それを上手くおが屑

として利用していくとすれば、もっとおっきなものできちんと何年も使える、故障の少な

いようなものにした方がいいんじゃないか。そういう金額的なことで、ちょっと疑問感じ

ました。

それから、もう一つはそれを設置する場所、それからどこで管理するのか、そういうこ

とについて。倉庫の方は、入口をちょこっと直す程度っちゅうような感じで受け取ったん

ですが、その倉庫がきちんとして、機械が腐らない状態ってんですが、そういうずっとず

っと何十年も使っていけるような、そういう倉庫なのかどうなのかっちゅうことで、ちょ

っと疑問に思いましたので、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) ただ今の質問につきまして、まず、今回使います、使いま

すって言うか導入します機械についてでございます。原料となる木材なんですけれども、

こちらにも記載しているとおり、未利用材ということで、通常伐採などをした木材につい

ては原木のまま売り払いしております。売り払いに向かないものとして考えていますので、

売り払いに向かない太さということで、実際のところ細いものが残る形になってます。太

い部分については、通常町の財産として、今現在やってる分は、それは通常どおり売り払

いすると。売り払いに向かない、木であれば上の方だとか、それから間伐した細いものだ

とか、そういうものを利用しておが屑を製造しようかということで、今計画しているとこ

ろになります。

ですので、売り払いに向かない部分っていうのが、細い部分で大体１３センチ、それを

下回ると用材に向かないという形になってますので、その根元の方っていうふうになると

大体１８センチくらいには収まるという形になっております。

また、これ以上太くなると、人の手で、今考えているのが機械の方に投入していくと考

えてますので、今度太くなりすぎるとそういう作業ができなくて、本当に大規模なものに
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なってくるかなというふうに思います。ですので、そういうことも考慮して機械の選定は

この大きさということでしております。

それから場所なんですけれども、ただ今検討してるのは上川の方のテーオーさんの方の、

そちらの方にある倉庫、そちらを検討しておりまして、そちらの方の出入り口の部分、開

口部が小さい、普通の人が入るとかそういう部分でなってるもんですから、そちらの方を

借り上げして、開口部のところにシャッターを付けて、出入りしやすいようにってことで

改修して行こうというふうに考えております。場所の方もそういうような形で、木材を搬

出してから作業しやすい場所ということで検討しているところでございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) それじゃあ、テーオーさんの方で管理してくれるって言うか、倉庫

はテーオーさんの倉庫、シャッターをつけて、そこに設置するってことですか。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) 町の方で補助金は出すんですけれども、その事業そのもの

は森林組合の事業という形になっておりまして、森林組合さんがテーオーさんから倉庫を

借り上げして、そちらの方の開口部、そちらの方の改修して、そこの場所を使用していき

たいということで伺っております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) 先ほどからありました畜産の販売についてと、それと今の森林組合

の関係をちょっと、２問質問さしてください。

まず畜産の関係、ようやくきたなあと、ようやく松前で飼育した牛が販売できるように

なると。それで、研修生の力を育てるために、技量を高めるためにまずつくったものを販

売してみようということでございますんで。それで、今回は１２月に販売ということです

けども、これは、将来的にはそのような考え方で当面は続けるということでよろしいでし

ょうか。

もう１点目、森林組合の関係ですけども、これで生産してペイできるのかなあと。持っ

てくるのに運搬賃、そしてそれをおが屑にして、今度それ牛舎に運ぶのも自分達、今度倉

庫も賃貸料として払わなきゃならない。森林組合の経営に役立つのかなと、今の説明聞い

ててね。６０万円の収益ですか、そして純利益が１６万ですからね。いやあ、本当大丈夫

か、もう少しこう十分検討なさったらいいかなあと思って、感想なんですけども。２点目

の方は大丈夫ですか。１点目と２点目お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 三谷参事。

○農林畜産課参事(三谷幸一君) １点目の肥育牛の取り扱いについて、私の方から説明さ

せていただきます。肥育牛は、課長から、農林畜産課長の方から言ったとおり、研修生の

肥育試験として使用したことが目的なものですから、これは研修生が肉を屠畜した時にど

のような肉になるのかっていうのを、これから将来的に肥育をするうえで重要な技術にな

りますので、そういう意味ではすごく参考になる肥育試験研修であったと、まだつぶして

ないですけど、そういうふうに思ってます。

将来的にこれをどうするかって話ですが、黒毛和牛の本格的な肥育は松前町でやったっ

ていう実績あまり聞いて、僕もここそんなに詳しくないんですが、黒毛和種の純粋の肥育

ってやったことがないって伺っています。褐毛ですとか、日本短角種を肥育したことがあ

るってのは聞いてますが、黒毛和種ってのは、やっぱりちょっと独特な品種なものですか

ら、肥育技術が非常に難しい。今もビタミンＡのコントロール、要するに僕みたいな身体
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にしないとサシが入らないんですよね、太らせて病気がちにしないと。だから、倒れる寸

前にまで肥育を今やってるところです。餌の食いも今若干止まってます。ビタミンの血中

濃度を図ったりとか定期的にして、今ビタミンがどのぐらいで推移してるかってことも僕

達はちゃんとつかんで検証しております。

そういう松前町の歴史があるもんですから、今既存の農家の方に肥育をやれって言って

も、すぐできないっていうふうに考えてます。研修生も自分の経営がございますので、来

年から入る竹原君にも素牛生産をしっかり軌道に乗せて、その上で肥育をしたいというふ

うに考えておりますので、もう少し研修生が育つまで待っていただいて、その時点で本格

的な松前牛の生産に入っていけるものだと思ってます。

ちなみに、１０月の２０日屠畜かける予定でおります。１１月の末に肉としてこちらに

搬入することになると思いますので、そこら辺を目処に考えてください。内容はステーキ、

ヒレとかサーロインはステーキ、すき焼きですとか焼き肉ですとか。ハンバーグにするも

のもあります。それとローストビーフ、こういうような加工のラインナップで今考えてお

りますので、どうか楽しみしていてください。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) 森林組合の部分について、お答えします。質問のとおり、

売り上げの金額に対して儲けの部分ですね、そちらの分少ないっていう形になるんですけ

れども、そちらの方は大分検討しまして、それで最初から大きくっていうのはなかなかで

きないものですから、その分で今後必要量だとか未利用材、それの今年度の価格は先ほど

言ったとおり６０万程度に対して１５万程度の儲けというか、その部分が人件費に回る分

ですっていうことでお話しましたけれども、来年度、再来年度と木材だとか、それから使

用するおが屑、そちらの方ですね、いくらかでも増えていく形になってきますので、その

分で、大きな部分では倉庫の賃貸料が大きめの経費にはなるんですけれども、そちらの方

は動かないので、今後生産するおが屑の量が増えていくと、儲けにあたる、人件費にあて

られる金額が増えていくものというふうに考えておりますので、今回の事業については、

きちっとやって行けるものというふうに認識しております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 研修生の技量を高める、また松前牛を町民に認知してもらう、ブラ

ンドとして頑張れればしてみたいと。しかし、まだまだ時間かかるよということだけはき

ちっとおさえて。以前にも参事に聞いてましたけども、もう少し、一歩でも二歩でも進ん

できたもんですからね、ちょっと欲張りで聞いてみましたんで、それはお許し願いたいと

思います。

それと、森林組合の、今自分のすぐそばで森林組合の倉庫があって、毎日のように集ま

って来て作業場に行っておりますけど、だんだん、年々仕事量が減ってきてるのは確かだ

と思ってました。見てて。ですから、森林組合の柱の１本となってくれればね、それこそ

一番いいんですけど、需要と供給、需要がどれだけあるかっていうの、森林組合の職員の

方々と一緒にね、担当課が両輪で調査しながら供給の方はこれだけ大丈夫だよと、これだ

け機械を稼働させれば大丈夫だよという数字を出しながら、需要と供給を図ってもらいた

いと思ったんです。

まず、きちっとしたビジョンがないと、お互いがボランティアで終わってしまいますん

でね、気苦労と徒労で終わってしまいますんでね、いい成果を期待しておりますんでね、

まず頑張ってください。二つ答えてください。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。
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○農林畜産課長(福井純一君) 今後敷料として必要となるおが屑の方は年々増えていく形

になっております、なっていく形になります。それで、町としてもしっかり支援して、経

営ができるよう進めて行きたいと思います。以上です。

○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４５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時５７分)

(再開 午後 ２時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議案第４６号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、議案第４６号、令和３年度松前町国民健康保険特別会

計補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。町民課長。

○町民課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第４６号、令和３年度松前町国民

健康保険特別会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明致します。

令和３年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによ

ろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ２８２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億４

千４８２万円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正

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

入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の主な内容は、歳出では、マイナンバーカードの保険証利用の申込支援に係

る経費や、償還金及び還付加算金の計上、一方の歳入では、令和２年度会計における決算

に伴う繰越金の計上が主な内容でございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１１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、４５万円の追加計上です。内訳は１０節印

刷製本費で８万円、１３節パソコン借上料で３７万円となっております。これにつきまし

ては、マイナンバーカードの保険証利用が本年１０月から本格運用されることから、マイ

ナンバーカードの取得と保険証利用の推進を図るため、その周知用のリーフレットの作成、
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それと町民が役場や各支所でインターネットに接続し、マイナンバーカードの取得及び保

険証の利用申込手続きを支援するためのパソコンの借上使用であります。

次に、１２ページをお開き願います。２項１目賦課徴収費は、財源更正であります。

次に、１３ページです。２款１項１目療養給付費から、１８ページまで、１８ページを

お開き願います。６款になりますけども、２項１目特定健康診査等事業費までは、全て財

源更正であります。これらの財源更正につきましては、歳入の国、道支出金の減額に伴う

更正であります。

次に、１９ページをお開き願います。８款１項償還金及び還付加算金では、１目保険税

還付金及び還付加算金で、１００万円の追加計上です。これは、一般被保険者保険税還付

金及び還付加算金で、これは、国保加入者がさかのぼって社会保険等の加入手続きをした

場合、国保の資格もさかのぼって喪失するため、国保税を多く納めていた分を還付するも

ので、年度末までの見込みにより計上するものであります。次に、２目保険給付費等交付

金償還金で７３万７千円、４目その他償還金で６３万３千円の増額です。これらは、令和

２年度の保険給付費等交付金国庫支出金精算等に伴う償還金であります。

次に、２０ページです。２項１目一般会計操出金は、財源更正です。

以上が、歳出の事項明細であります。これに対応致します歳入です。６ページへお戻り

願います。

２．歳入です。２款１項２目社会保障税番号制度システム整備費補助金で、４１万４千

円の計上です。これは、歳出のマイナンバーカードの保険証利用の申込支援に係る経費に

対する国庫補助金であります。

次に、７ページです。３款１項１目保険給付費等交付金で、２千３７４万２千円の減額

計上です。内訳は、１節普通交付金で７８３万２千円、２節特別交付金で１千５９１万円

の減額となっております。これは、歳出に対応するため、年度末までの見込みによる財源

調整であります。

次に、８ページをお開き願います。５款１項１目一般会計繰入金で、６４８万４千円の

減額計上です。内訳は、保険基盤安定繰入金軽減分で５０５万７千円、保険基盤安定繰入

金支援分で１４２万７千円の減額となっております。これは、６月の国民健康保険税の当

初賦課に伴い、年度末までの見込みにより減額補正するものであります。

次に、９ページです。６款１項１目繰越金で、２千７３４万８千円の追加計上です。こ

れは、令和２年度国保会計決算における剰余金を、全額前年度繰越金として計上するもの

であります。

次に、１０ページをお開き願います。７款３項２目返納金で、５２８万４千円の追加計

上です。これは、一般被保険者の返納金で、国保加入者が病気やケガなどで病院にかかっ

た時、自己負担分を除いた分を国民健康保険で負担することになりますが、今回この病気

にかかる部分が労災に認定され、この負担分の医療費が返納されることになったため、増

額補正するものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

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１１億

４千２００万円に今回２８２万円を追加し、補正後の額を１１億４千４８２万円に致そう

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１１億４千４８２万

円に致そうとするものでございます。

以上が議案第４６号、令和３年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第１回)の内容
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でございます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４６号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４７号 令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、議案第４７号、令和３年度松前町介護保険特別会計補

正予算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今議題となりました議案第４７号、令和３年度松前町

介護保険特別会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

令和３年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第２回)は、次に定めるところによるも

のでございます。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。第１項は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ４千２４３万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１０億７千４４９万８千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ４４万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千２４

７万６千円にしようとするものでございます。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」によるものでございます。今回の補正につきましては、令和２年度の決

算額が確定したことによる、交付を受けました国、支払基金、道からの負担金、交付金の

精算及び一般会計からの繰入金の精算、決算剰余金の繰越処理などの予算を計上しており

ます。

それでは、始めに、保険事業勘定歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。１３ペ

ージをお開き願います。

３．歳出です。５款１項１目介護給付費準備基金積立金では、２４節積立金で、２千３

０万３千円の増額計上です。令和２年度の精算に伴う余剰分を令和３年度で積み立てしよ

うとするものでございます。

次に、１４ページ、７款１項１目償還金では、２２節償還金利子及び割引料で、１千９

８万３千円の増額計上です。介護給付費に係る支払基金交付金及び国・道支出金精算に伴

う償還金として６０６万３千円の増額、地域支援事業(介護予防事業)に係る支払基金交付

金及び国・道支出金精算に伴う償還金として４９２万２千円の増額、地域支援事業（包括

的支援事業・任意事業）に係る国・道支出金精算に伴う償還金として２千円の減額です。

次に、１５ページです。２項１目一般会計操出金では、２７節操出金で、１千１１４万
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６千円の増額計上です。令和２年度一般会計繰入金の精算に伴う超過負担分を返還するた

め、一般会計に繰り出しするものです。

以上が保険事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページ

へお戻り願います。

２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金では、２節過年度分で精算に伴う追加交

付金が発生しないため、１千円の減額計上です。

次に、７ページ、２項２目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及び

３目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)では、２節過年度分で精算に伴う追

加交付金が発生しないため、それぞれ１千円の減額計上です。

次に、８ページです。４款１項１目２節過年度分介護給付費交付金で精算に伴う追加交

付金として、９５万４千円の増額計上です。２目地域支援事業支援交付金では、２節過年

度分で精算に伴う追加交付金が発生しないため、１千円の減額計上です。

次に、９ページ、５款１項１目介護給付費負担金では、２節過年度分で精算に伴う追加

交付金が発生しないため、１千円の減額計上です。

次に、１０ページ、２項１目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及

び２目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)では、２節過年度分で精算に伴う

追加交付金が発生しないため、それぞれ１千円の減額です。

次に、１１ページ、７款２項１目介護給付費準備基金繰入金、１節介護給付費準備基金

繰入金では、財源調整のため、２千円の増額計上です。

次に、１２ページ、８款１項１目繰越金は、前年度繰越金、４千１４８万３千円の増額

計上です。令和２年度決算による剰余金、４千１４８万３千５１９円を全額令和３年度へ

繰り越しするための予算計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。次に、２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(保険事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正の額１０億３千２

０６万６千円に、今回４千２４３万２千円を追加し、補正後の額を１０億７千４４９万８

千円に致そうとするものです。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１０億７千４４９万

８千円にしようとするものです。

次に、サービス事業勘定、歳出の事項別明細書です。２２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、２２節償還金利子及び割引料で、居宅介

護サービス計画費収入過誤納還付金として、２万８千円の増額計上です。

次に、２３ページです。２款１項１目一般会計操出金では、２７節操出金で、４１万４

千円の増額計上です。令和２年度決算による余剰金、４１万４千７３４円を一般会計へ繰

り出ししようとするものです。

以上がサービス事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。

２０ページです。３款１項１目繰越金では、１節繰越金で、４１万４千円の増額計上で

す。令和２年度決算における剰余金４１万４千７３４円を全額令和３年度へ繰り越しする

ための予算計上です。

以上がサービス事業勘定、歳入の事項別明細です。１６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１千２

０３万４千円に、今回４４万２千円を追加し、補正後の額を１千２４７万６千円にしよう

とするものです。

次に１７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１千２４７万６千円
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にしようとするものです。

以上が議案第４７号、令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算(第２回)の内容でご

ざいます。よろしくご審議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４７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４８号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、議案第４８号、令和３年度松前町後期高齢者医療特別

会計補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。町民課長。

○町民課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第４８号、令和３年度松前町後期

高齢者医療特別会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明申し上げます。

令和３年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４０４万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３千２８２

万７千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款

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

出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の内容は、令和３年度後期高齢者医療保険料の当初賦課及び令和２年度決算

に伴う補正でございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。８ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で、３０４万円の追加計上

です。これは、北海道後期高齢者医療広域連合に対する納付金で、内訳は、事務費負担分

で４７万４千円の減額、保険料等分で３５１万４千円の増額となっております。これらに

つきましては、令和２年度実績精算に伴う増減でありまして、保険料等分については、７

月の当初賦課に伴う保険料の増加によるものであります。

次に、９ページです。３款２項１目一般会計操出金で、１００万１千円の追加計上です。

これは、令和２年度の事務費の実績精算により、超過分を一般会計へ繰り出ししようとす

るものであります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入です。６ページにお戻

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、１節現年度分保険料で、３７２万
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４千円の追加計上です。これは、７月の保険料の当初付加に伴い、これから年度末までの

見込みにより、増額補正するものであります。

次に、７ページです。４款１項１目１節前年度繰越金で、３１万７千円の計上です。こ

れは、令和２年度特別会計における決算剰余金を全額前年度繰越金として計上するもので

あります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正の歳入でございます。歳入合計、補正前の額１億２千８７８万

６千円に今回４０４万１千円を追加し、補正後の額を１億３千２８２万７千円に致そうと

するものであります。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１億３千２８２万７

千円に致そうとするものであります。

以上が議案第４８号、令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)の内

容でございます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

○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４８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４９号 令和３年度松前町水道事業会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第２１、議案第４９号、令和３年度松前町水道事業会計補正予

算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。建設水道課長。

○建設水道課長(横山義和君) ただ今議題となりました議案第４９号、令和３年度松前町

水道事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、道路改良工事等に伴い、消火栓の移設工事が必要になったことに

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。令和３年度松前町水

道事業会計の補正予算(第１回)は、次に定めるところによろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。令和３年度松前町水道事業会計予算に定めた業務の予定

量を次のとおり補正致そうとするもので、第４号の主な建設改良事業におきまして、既決

予定量博多唐津地内配水管改良工事他１０件２億１千３８１万７千円に、２件２５２万９

千円を加え、補正後の予定量を１２件２億１千６３４万６千円に致そうとするものです。

第３条は、資本的収入及び支出です。予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正致そうとするものです。

収入です。第１款資本的収入で既決予定額１億２千４５０万６千円に、２５２万９千円
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を増額し、補正後の予定額を１億２千７０３万５千円に致そうとするものです。第２項他

会計負担金におきまして、消火栓移設工事に伴う渡島西部広域事務組合からの負担金、２

５２万９千円を増額補正致そうとするものです。

支出です。第１款資本的支出で、既決予定額２億８千４６５万３千円に２５２万９千円

を増額し、補正後の予定額を２億８千７１８万２千円に致そうとするものです。第１項建

設改良費におきまして、消火栓移設工事費２５２万９千円を増額補正致そうとするもので

す。

３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、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４９号、令和３年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)の内容です。よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５０号 令和３年度松前町病院事業会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第２２、議案第５０号、令和３年度松前町病院事業会計補正予

算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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５０号、令和３年度松前町

病院事業会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、不採算地区病院に対する交付税が見込まれることから、一

般会計からの補助金を補正しようとするものでございます。

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。令和３年度松前町病院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。令和３年度松前町病院事業会計予算第３条に定め

た収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正致そうとするものでございます。

収入です。第１款病院事業収益は、既決予定額１１億７千３８１万９千円に今回１億円

を追加し、補正後の予定額を１２億７千３８１万９千円に致そうとするものです。その内

訳と致しまして第２項医業外収益既決予定額１億１千１４３万４千円に、今回１億円を追

加し、補正後の予定額を２億１千１４３万４千円に致そうとするもので、これは。不採算

地区病院に係る一般会計からの補助金１億円の増額でございます。

なお、不採算地区病院に係る一般会計からの補助金につきましては、今年度分から措置
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される特別交付金の基準額の見直しが行われ、拡充されることから、特別交付金が決定し

た場合には、精算分を３月に改めて補正させていただきたいと考えております。

予算実施計画他、関係書類につきましては、２ページから４ページに、５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、ご参照を願います。

以上が、議案第５０号、令和３年度松前町病院事業会計補正予算(第２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５０号原を案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。

議事日程協議のため議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時２８分)

(再開 午後 ３時４４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) 日程追加についてを議題と致します。

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

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

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

決定致しました。

◎議案第６９号 松前町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について

◎議案第６２号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２３、議案第６９号、松前町過疎地域持続的発展市町村計画

の策定について、日程第２４、議案第６２号、松前町過疎地域における固定資産税の課税

免除に関する条例制定について、以上２件を一括議題と致します。

なお、ただ今議題となりました議案第６９号及び議案第６２号については、質疑終了後

総務経済常任委員会に審査を付託したいと思います。
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提出者の説明を求めます。始めに、議案第６９号について、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今議題となりました議案第６９号、松前町過疎地域持

続的発展市町村計画の策定について、その内容をご説明申し上げます。

まず最初に、これまでの過疎対策の経緯でございますが、過疎対策措置法として、１０

年間の時限立法として昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法、そして、昭和５５年に過疎

地域振興特別措置法、平成２年に過疎地域活性化特別措置法が制定され、翌年平成３年４

月１日に松前町が過疎地域に指定をされました。その後、平成１２年に過疎地域自立促進

特別措置法が１０年間の時限立法で制定され、その後、法律改正で６年間延長し、再度法

律改正を行い、更に６年間延長したことで２２年間にわたり続いた同法も、令和３年３月

３１日で失効を迎え、このたび新しく令和３年３月３１日法律第１９号により、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されました。以下、長いので「新過疎法」

と称させていただきます。

この新過疎法も令和３年４月１日から令和１３年３月３１日までの１０年間の時限立法

として制定され、新過疎法の第８条第１項の規定で、過疎地域の市町村は持続的発展奉仕

に基づき、当該市町村の議会の議決を経て、過疎地域持続的発展市町村計画を定めること

ができるとされており、松前町としての過疎地域持続的発展市町村計画を定めたいことか

ら、議会の議決をいただきたくご提案するものでございます。

本計画を作成するにあたっては、国から示された過疎地域持続的発展市町村計画作成例

に基づき作成し、本計画に記載された事項については、その対象とするところにより、新

過疎法に規定する補助及び交付金や過疎対策事業債並びに地方税の特例措置等、更には支

援に対する配慮を受けることができるとされております。

また、新過疎法は、１０年間の時限立法でありますが、計画は前期後期５年間で設定す

ることとされており、今回の計画は前期５年間で策定し、新過疎法第８条第７項の規定に

より、あらかじめ北海道と協議する事項については、令和３年８月２６日付で協議が整っ

ているところでございます。

それでは、計画の概要を説明させていただきます。まずが、本計画の１ページをお開き

願います。松前町過疎地域持続的発展市町村計画の１ページです。始めにということで、

これまでの経緯や課題と本計画の目指すべき方針を述べさせていただいております。

次に、２ページでございます。ここでは、１、基本的な事項と致しまして、(１)松前町

の概況ということで、２ページから６ページ中段にかけて、環境や社会的諸条件及び過疎

の状況並びに社会経済的発展方向の概要を掲載しております。

次に、６ページです。ここでは、(２)人口及び産業の推移と動向と致しまして、６ペー

ジ中段から８ページ上段にかけて、その動向を掲載しております。

次に、８ページです。ここでは、(３)行財政の状況ということで、８ページ中段から１

１ページにかけて、行財政の現状や施設整備水準の状況を掲載しております。

そして、１２ページです。ここでは、(４)地域の持続的発展の基本方針と致しまして、

将来の人口減少を見据え、松前町総合計画及び松前町総合戦略との整合性を図り、歴史や

文化を活かしながら、産業の振興を始め、再生可能エネルギーの新分野を取り入れた産業

の創出など、持続可能なまちづくりや地域活性化により、人口が減少しても気持ちを豊か

に持てる、安心して暮らせるまちづくりを目指すこととしております。

次に、(５)地域の持続的発展のための基本目標と致しまして、１番から７番のとおり、

最上位計画である松前町総合計画の基本構想の実現を目標としております。

次に、１３ページの(６)計画の達成状況の評価に関する事項と致しましては、ＰＤＣＡ
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及びＫＰＩを取り入れた点検、評価、分析といった手法を用い、計画の改善に繋げようと

するものでございます。

次に、(７)計画期間は、北海道過疎地域持続的発展方針の期間に合わせる必要があるた

め、令和３年４月１日から令和８年３月３１日の前期５年間としております。

次に、(８)公共施設等総合管理計画との整合と致しまして、新過疎法において、同計画

と整合性を図り、実施する必要が記載されていることから掲載してございます。

次に、１４ページです。各分野における計画と致しまして、２、移住定住地域間交流促

進人材育成と致しまして、移住定住とテレワークやワーケーションなどの受け入れや、人

材の育成についてを１４ページから１６ページにかけて、(１)元凶と問題点、(２)その対

策、(３)分野別目標、(４)計画をそれぞれ掲載してございます。以降分野別に(１)現況と

問題点から(４)の計画までをそれぞれ掲載しておりますのでよろしくお願い致します。

１７ページをご覧願います。３、産業の振興と致しまして、水産業、農業、畜産業、林

業、商工業、観光業、港湾についての振興策や施設整備についてを１７ページから２８ペ

ージにかけて掲載してございます。なお、戻った２５ページの(４)番、産業振興促進事項

と致しまして、新過疎法第２３条減価償却の特例及び同法第２４条地方税の課税免除また

は不均一課税に伴う措置により、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館

業が実施する設備投資に係る税の特例措置を受けることができるように、振興すべき業種

として掲載してございます。

次に、２９ページをご覧願います。４、地域における情報化と致しまして、町内全域に

光回線高速通信網の整備により、情報通信基盤の整備とこの通信基盤を活用した行政サー

ビスの向上や、テレビ難視聴対策の解消についてを２９ページから３０ページにかけて掲

載しております。なお、この分野については松前町でも遅れている分野であって、本年度

中に光回線が整備されることもあり、具体的な通信施策については、現在検討中であるこ

とから、今後本計画の変更等により対応することとしてございます。

次に、３１ページです。５、交通施設の整備、交通手段の確保と致しまして、道路、橋

りょう、交通について、松前半島道路の早期整備要望、道路施設の維持と整備、地域公共

交通のあり方とその維持や支援についてを３１ページから３４ページにかけて掲載してお

ります。

次に、３５ページです。６、生活環境の整備と致しまして、水道、ゴミ処理等、消防救

急、公営住宅等の維持と整備について、３５ページから４０ページにかけて掲載してござ

います。

次に、４１ページをご覧願います。７、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の

向上及び増進と致しまして、高齢者福祉、児童福祉、健康管理等の充実とその対策につい

て、４１ページから４６ページにかけて掲載してございます。

次に、４７ページをご覧願います。８、医療の確保と致しまして、町立松前病院の整備

や医療サービスの充実と向上や医療費の支援について、４７ページから４９ページにかけ

て掲載してございます。

次に、５０ページです。９、教育の振興と致しまして、学校教育や社会教育の充実と施

設の維持を図り、児童生徒及び高校生への支援等について、５０ページから５３ページに

かけて掲載してございます。

次に、５４ページです。１０、集落の整備と致しまして、著しい人口減少にさらされて

いる現状においては、将来に向けてほとんどの集落が限界集落となることは、非常に高い

確率で見込まれております。また、人口減少が進んで行く中で、発展的な拡大予想は現実
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的ではなく、小さくなりながらも維持をしていく、賢く縮む、スマートシュリンクという

考え方も真剣に考えなければなりません。全ての計画は、集落の維持とその持続に集約さ

れており、この項目に係る計画は、非常に高度で困難も伴い、具体的な計画につきまして

は、今後の対応として検討して行くこととしてございます。

次に、５５ページです。１１、地域文化の振興等と致しまして、史跡松前氏城跡福山城

跡保存整備等、文化財の保護保存と伝承等及び書のまちづくりについて、５５ページから

５８ページにかけて掲載してございます。

分野別計画の最後です。５９ページをご覧願います。１２、再生可能エネルギーの利用

の推進と致しまして、新過疎法としての新しく取り入れられた分野であり、ＳＤＧｓのよ

うに持続可能な開発目標を立てながら、脱炭素社会の現実や地域振興を図るためにも、松

前町が無限に有する、風という資源を活用した風力発電などの再生可能エネルギー事業を

推進することが有効であり、洋上風力発電の誘致や地域マイクログリッド構築など、企業

と連携した取り組みを５９ページから６１ページにかけて掲載しております。なお、具体

的な再生可能エネルギーを活用した推進施策については、今後も検討事項であることから、

具体的に実施するものは、本計画の変更等により対応していくこととしております。

また、６２ページから６６ページにかけて、過疎地域持続的発展特別事業分を各分野別

に計上しているものを集約して再掲しており、これは、いわゆる過疎対策事業債のソフト

分の対象となる事業の再掲であります。

続きまして、別冊参考資料として提出させていただきました事業計画について、その概

要を説明申し上げます。

この事業計画１ページから１１ページにかけて、これまで説明させていただいた各分野

の令和３年度から令和７年度の５年度分で予定する事業費を合計した概算事業費と、その

財源内訳を掲載してるもので、概算事業費の合計は１１ページをご覧願います。１１ペー

ジの合計欄の概算事業費で、１７０億６千７５万円。財源の内、過疎対策事業債は、２７

億１４０万円で、内過疎対策事業債(ソフト分)は、３億８千７００万円としたところであ

ります。掲載内容中、事業内容はあるものの、事業費がゼロとなっているものについては、

事業としては予定していますが、その方向性等は定まっていないことで、概算であっても

事業費が算出できないものであり、今後事業内容が固まり次第、事業費等を追加していく

こととしてございますので、ご留意の上ご参照をお願い致します。

以上が、議案第６９号、松前町過疎地域持続的発展市町村計画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) 次に、議案第６２号について、税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第６２号、松前町過疎地域におけ

る固定資産税の課税免除に関する条例制定につきまして、その内容を説明資料に基づきご

説明申し上げます。

議案の３枚目に説明資料として添付しております、松前町過疎地域における固定資産税

の課税免除に関する条例の概要をお開き願います。まず、条例制定の趣旨でございます。

令和３年３月３１日に失効した過疎地域自立促進特別措置法(平成１２年法律第１５号)に

変わり、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和３年法律第１９号)が令和

３年３月３１日に交付され、同年４月１日から施行されたことに伴い、新たに松前町過疎

地域における固定資産税の課税免除に関する条例を制定するものであります。

次に、新しい法律の目的でございます。人口の著しい減少等に伴って、地域社会におけ

る活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域に
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ついて、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、

これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民

福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とす

るものであります。なお、この法律の第２４条には、地方税の課税免除または不均一課税

に伴う措置が謳われているところでございます。

次に、条例の主な内容です。松前町過疎地域持続的発展市町村計画の産業振興促進区域

内において、一定の事業用資産を取得等した製造業、情報サービス業等、農林水産物等販

売業、または旅館業において固定資産税を３年間、申請に基づき課税免除を行うものであ

ります。

下段の表は、現行条例とこのたび新たに制定する新設条例を比較したものであります。

まず、条例の名称は、松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例という

ことで、名称の変更はございません。現行の条例を廃止し、同じ名称で新条例を新設しよ

うとするものであります。根拠となる法律の名称は、過疎地域自立促進特別法が廃止とな

り、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が新設されたところでござい

ます。

次に、対象となる業種につきましては、従来の製造業、農林水産物等販売業、旅館業に

新たに情報サービス業等が追加されました。なお、情報サービス業等とは、インターネッ

ト関連の業種があり、例えばサーバー運営会社、情報処理サービス業。ゲームソフト開発

会社などでございます。対象となる要件でございます。青色申告の法人、個人は変わりご

ざいませんが、従来は家屋、償却資産、土地の取得価格合計額が、２千７００万円を超え

る設備投資からでしたが、これが５００万円を超える設備投資となり、更に新設、増設の

他に改築、修繕等についても対象となったところでございます。また、製造業、旅館業の

法人については、資本金の額に応じて、記載のとおり取得価格合計額が５千万円超ではな

く、１千万円超、２千万円超とし、従来どおり新設、増設に限るものでございます。

次に、課税免除の期間は３年間で変わりございません。その他として、旧条例は、令和

３年３月３１日で失効し、新条例は公布の日から施行しようとするものであります。なお、

当町においては、旧条例で平成１２年の施行以来申請実績はなく、課税免除となったもの

はありませんでした。

次に、附則です。前のページをご覧願います。第１項は施行期日です。この条例は公布

の日から施行すものです。

第２項は、松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の廃止です。松

前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成１２年松前町条例第２４

号）は廃止するものであります。

第３項は経過措置です。令和３年３月３１日以前に前項の規定による廃止前の松前町過

疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第３条に規定する、特別償却設備を新

設し、または増設したものに係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例によろ

うとするものであります。

以上が、議案第６２号の主な内容です。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。

始めに議案第６９号について、質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「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。

次に、議案第６２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。

議案第６９号及び議案第６２号は、会期中に審査を終わることとし、総務経済常任委員

会に審査を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎認定第１号 令和２年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第３号 令和２年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第４号 令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第５号 令和２年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 令和２年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２５、認定第１号、令和２年度松前町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第２６、認定第２号、令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、日程第２７、認定第３号、令和２年度松前町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第２８、認定第４号、令和２年度松前町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第２９、認定第５号、令和２年度松前町水道事業会

計決算認定について、日程第３０、認定第６号、令和２度松前町病院事業会計決算認定に

ついて、以上６件を一括議題と致します。

本件の審査にあたっては、特別委員会を設置し、これを付託することに致したいと思い

ます。従って提出者の説明は、決算の総括事項程度の説明を求めることにしたいので、ご

了承願います。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました認定第１号、令和２年度松前町一般会計歳

入歳出決算認定について、認定第２号、令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、認定第３号、令和２年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第４号、令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定第５号、令和２年度松前町水道事業会計決算認定について、認定第６号、令和２

年度松前町病院事業会計決算認定について、それぞれ議会の認定をいただきたく提出を致

します。

各会計につきましては、監査委員の審査に付したところ、別紙、令和２年度松前町各会

計決算審査意見書及び令和２年度松前町水道事業会計決算審査意見書並びに令和２年度松

前町病院事業会計決算審査意見書のとおり、各会計決算書及び附属調書は、いずれも関係

法令並びに会計規定に準拠して作成されており、かつ会計管理者及び関係課等が保管する

諸帳簿及び各証書とも照合審査した結果、各係数と符合することが認められた旨の審査意

見書が付されてございます。

以下、各会計の決算概要についてご説明を申し上げます。
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最初に一般会計でございますが、歳入決算額につきましては、収入済額が６５億３千８

０８万６千７２６円、歳出決算額につきましては、支出済額が６１億６千２４２万７千３

０９円で、歳入歳出差引残額は３億７千５６５万９千４１７円となり、翌年度へ繰り越す

べき財源の繰越明許費繰越額６千８２０万１千１６円を差し引いた３億７４５万８千４０

１円が実質収支となり、このうち１億円を翌年度へ繰り越しし、残額の２億７４５万８千

４０１円につきましては、財政調整基金に編入してございます。歳入の内、町税につきま

しては、調定額７億２千６９９万５千３２２円に対し、収入済額が６億６千８８６万５千

７４５円で、収入割合は９２．０％となってございます。町税は、重要な自主財源であり

ますので、町民各位のご理解とご協力をいただき、財源確保により一層の努力をしてまい

ります。続いて歳出でございます。歳出予算総額６７億７千８０万８千８００円に対しま

して、支出済額が６１億６千２４２万７千３０９円で、執行割合は９１．０％となってご

ざいます。執行割合が低い主な原因は、肉牛改良センター賃貸型牛舎等建設事業の翌年度

への繰り越しが３億９千６０８万９千円あったもので、この繰越額を予算総額から差し引

いた執行割合は、９６．７％となってございます。予算執行にあたり、議員各位並びに町

民の皆様のご理解、ご協力に心から感謝を申し上げる次第でございます。

次に、国民健康保険特別会計でございます。歳入決算額につきましては、収入済額が１

１億６千７０５万２千５１円、歳出決算額につきましては、支出済額が１１億３千９７０

万３千２５９円で、歳入歳出差引残額は２千７３４万８千７９２円となり、全額翌年度へ

繰り越ししてございます。歳入の内、道支出金は、収入済額が８億８千７１０万８千６８

３円で、歳入決算総額の７６．０％となってございます。国民健康保険税につきましては、

調定額２億３千６２７万４千２７４円に対し、収入済額が１億７千７３３万８千３４５円

で、収入割合は７５．１％となってございます。続いて歳出でございます。歳出の内、保

険給付費は、支出済額が８億６千６４７万５千５２９円で、前年度と比較致しますと５千

３３７万３千７４５円、６．６％の増加となってございます。引き続き、健全な財政運営

に努めてまいります。

次に、介護保険特別会計でございます。まず保険事業勘定でございますが、歳入決算額

につきましては、収入済額が１０億４千６４３万５千８６２円、歳出決算額につきまして

は、支出済額が１０億４９５万２千３４３円で、歳入歳出差引額は４千１４８万３千５１

９円となり、全額翌年度へ繰り越ししてございます。歳入の内、保険料は、調定額１億５

千１１５万２千２００円に対し、収入済額１億４千７３３万９千１６０円で、収入割合は

９７．５％となったところでございますが、引き続き高齢者各位のご理解、ご協力をいた

だきながら一層の努力をしてまいります。続いて歳出でございます。歳出の内、保険給付

費は支出済額が８億９千３４５万８千２６１円で、前年度と比較致しますと２千９５８万

１千９０３円、３．４％の増加となってございます。今後とも介護サービスの適切な利用

促進を図ってまいります。次に、サービス事業勘定でございますが、歳入決算額につきま

しては、収入済額が１千２６９万６千１５４円、歳出決算額につきましては、支出済額が

１千２２８万１千４２０円で、歳入歳出差引残額は４１万４千７３４円となり、全額翌年

度へ繰り越ししてございます。

次に、後期高齢者医療特別会計でございます。歳入決算額につきましては、収入済額が

１億２千６８５万６千４４５円、歳出決算額につきましては、支出済額が１億２千６５３

万８千８７０円で、歳入歳出差引残額は３１万７千６７５円となり、全額翌年度へ繰り越

ししてございます。

次に、水道事業会計でございます。現在１上水道、３簡易水道をもって経営しておりま
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す水道事業は、より安全で安定した水の供給を図るため、施設などの整備を進めるととも

に、維持管理に重点を置いた経営に努めているところであります。令和２年度決算につき

ましては、収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで１億８千８３０万３千８８５

円、支出額は消費税込みで１億５千９７５万８千４円となり、利益は２千８５４万５千８

８１円となるところですが、資本的収支勘定等における消費税の支出が１千１７４万７千

２５０円となるため、当年度の純利益は１千６７９万８千６３０円となりました。次に、

資本的収支勘定につきましては、収入額は消費税込みで１億２８９万６千４６８円、支出

額は消費税込みで１億９千２８万１千７８７円となり、差引８千７３８万５千３１９円の

不足を生じましたが、この措置につきましては、減債積立金から１００万円、過年度分損

益勘定留保資金から５千１２９万７千９７０円、当年度分損益勘定留保資金から２千４８

５万６千７７４円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１千２３万５７５円

をもって補てんし、決算を終了したところでございます。今後とも計画的に施設などの整

備を進めるとともに、維持管理に万全を期してまいります。

最後に病院事業会計でございます。収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで１

３億１千３５６万９千５６６円、支出額は消費税込みで１３億７千２０５万１千３６３円

となり、損失は５千８４８万１千７９７円となるところですが、資本的収支勘定における

消費税の支出が１千３１５万３千９３６円となるため、当年度の純損失は７千１６３万５

千７３３円となりました。次に、資本的収支勘定につきましては、収入額は消費税込みで

１億５千９９万４千６６８円、支出額は消費税込みで１億６千８万４千１９円となり、差

引９０８万９千３５１円の不足を生じましたが、この措置につきましては、減債積立金か

ら１００万円、過年度分損益勘定留保資金から８０８万９千３５１円をもって補てんし、

決算を終了したところでございます。今後とも町民の生命と健康を守るために、包括的な

医療の供給とサービスの提供を図るとともに、更なる収益の確保と費用の節減を目標に、

職員一丸となって病院事業を執行してまいりたいと存じます。

以上、各会計の決算につきまして、その概要を申し上げました。よろしくご審議の上認

定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全議員に

よる特別委員会に審査を付託しますので、質疑を省略致します。

◎決算審査特別委員会の設置

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

ただ今議題となっております、認定第１号から認定第６号については、慎重審査の必要

があると思われますので、議長及び議会選出監査委員を除く全議員で構成する決算審査特

別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに付

託し、会期中に審査を終わることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から認定第６号については、議長及び議会選出監査委員を除く全議

員で構成する決算審査特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査

権を付与の上、会期中に審査するよう、これに付託することに決定致しました。

ただ今、設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選を別室におい

て、委員会条例第７条の規定により行い、その結果をご報告願います。
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暫時休憩致します。

(休憩 午後 ４時２４分)

(再開 午後 ４時３２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎決算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 決算審査特別委員会委員長及び副委員長の互選結果をご報告願いま

す。

１０番、斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) 先程設置されました、決算審査特別委員会委員長及び副委員長の互

選を私が委員会条例第７条第２項の規定により行いましたところ、委員長には５番福原英

夫君、副委員長には２番飯田幸仁君が選任されましたので報告致します。以上。

○議長(伊藤幸司君) ただ今、１０番斉藤勝君から決算審査特別委員会委員長及び副委員

長の互選結果の報告がありました。委員長には５番福原英夫君、副委員長には２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、９月７日から９月８日までの２日間休会致したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

致します。

なお、９月９日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ３時３４分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 伊 藤 幸 司

署名議員 西 川 敏 郎

署名議員 梶 谷 康 介



令和３年 ９月 ８日（水曜日）第２号
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令和３年

松前町議会第３回定例会

令和３年 ９月 ８日（水曜日）第２号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第６２号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例制定について

日程第３ 議案第６９号 松前町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について

日程第４ 議案第６３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第５ 議案第６４号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について

日程第６ 議案第６５号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第７ 議案第６６号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例制定について

日程第８ 議案第６７号 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第９ 議案第６８号 松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第１０ 認定第１号 令和２年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第１１ 認定第２号 令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第１２ 認定第３号 令和２年度松前町後介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第１３ 認定第４号 令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第１４ 認定第５号 令和２年度松前町水道事業会計決算認定について

日程第１５ 認定第６号 令和２年度松前町病院事業会計決算認定について

日程第１６ 議案第７０号 令和３年度松前町一般会計補正予算(第６回)

日程第１７ 意見書案第７号 松前半島道路の整備促進を求める意見書について

日程第１８ 意見書案第８号 「国の責任による『２０人学級』を展望した少人数学

級のさらなる前進」を求める意見書について

日程第１９ 意見書案第９号 特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別支援

学級の学級編制標準の改善を求める意見書について

日程第２０ 意見書案第１０号 大学生等への給付奨学金制度の拡充を求める意見書

について



- 61 -

日程第２１ 意見書案第１１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

について

日程第２２ 意見書案第１２号 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止

を求める意見書について

日程第２３ 意見書案第１３号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書について

日程第２４ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第２５ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第６２号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例制定について

日程第３ 議案第６９号 松前町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について

日程第４ 議案第６３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第５ 議案第６４号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について

日程第６ 議案第６５号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第７ 議案第６６号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例制定について

日程第８ 議案第６７号 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第９ 議案第６８号 松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第１０ 認定第１号 令和２年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第１１ 認定第２号 令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第１２ 認定第３号 令和２年度松前町後介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第１３ 認定第４号 令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第１４ 認定第５号 令和２年度松前町水道事業会計決算認定について

日程第１５ 認定第６号 令和２年度松前町病院事業会計決算認定について

日程第１６ 議案第７０号 令和３年度松前町一般会計補正予算(第６回)

日程第１７ 意見書案第７号 松前半島道路の整備促進を求める意見書について

日程第１８ 意見書案第８号 「国の責任による『２０人学級』を展望した少人数学
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級のさらなる前進」を求める意見書について

日程第１９ 意見書案第９号 特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別支援

学級の学級編制標準の改善を求める意見書について

日程第２０ 意見書案第１０号 大学生等への給付奨学金制度の拡充を求める意見書

について

日程第２１ 意見書案第１１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

について

日程第２２ 意見書案第１２号 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止

を求める意見書について

日程第２３ 意見書案第１３号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書について

日程第２４ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第２５ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 伊 藤 幸 司 君 副議長 １１番 堺 繁 光 君

１番 疋 田 清 美 君 ２番 飯 田 幸 仁 君

３番 沼 山 雄 平 君 ４番 宮 本 理恵子 君

５番 福 原 英 夫 君 ６番 近 江 武 君

７番 工 藤 松 子 君 ８番 西 川 敏 郎 君

９番 梶 谷 康 介 君 １０番 斉 藤 勝 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 若 佐 智 弘 君

政策財政課長 佐 藤 隆 信 君総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長

税 務 課 長 兼 会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長尾 坂 一 範 君

堀 川 昭 彦 君 三 浦 忠 男 君保健福祉課長兼清部保育所長

渡 辺 孝 行 君町民課長兼大島支所長兼小島支所長兼大沢支所長 水産課長兼水産センター所長

農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長岩 城 広 紀 君

福 井 純 一 君農林畜産課参事兼肉牛改良センター所長

三 谷 幸 一 君 商工観光課長 田 中 建 一 君

建設水道課長 横 山 義 和 君 病院事務局長 白 川 義 則 君

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

高 橋 光 二 君 鍋 谷 利 彦 君文 化 社 会 教 育 課 長

議 会 事 務 局 長 兼 監 査 委 員 事 務 局 長監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君

鍋 島 孝 明 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 鍋 島 孝 明 君 議会事務局次長 佐 藤 巧 君

議会事務局書記 三 上 大 輔 君



- 63 -

（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

本日は休会の日ですが、議事の都合により会議を開きます。

◎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、１０番斉藤勝君、

１番疋田清美君、以上２名を指名致します。

◎議案第６９号 松前町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について

◎議案第６２号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第６９号、松前町過疎地域持続的発展市町村計画の

策定について、日程第３、議案第６２号、松前町過疎地域における固定資産税の課税免除

に関する条例制定について、以上２件を一括議題とし、総務経済常任委員会に審査を付託

しておりますので、委員長の報告を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 議案審査報告書の提出について。令和３年９月

６日、松前町議会第３回定例会において、会期中に審査を要すべき事件として本委員会に

付託された議案第６９号及び議案第６２号の審査を終えたので、松前町議会会議規則第７

７条の規定により、別紙のとおり審査報告書を提出致します。

審査の経緯、審査年月日、委員の出席状況並びに出席を要求した説明員は記載のとおり

です。

審査結果、議案第６９号、松前町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について及び議

案第６２号、松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定については、

いずれも適正なものと認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上

で報告を終わります。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりました。始めに議案第６９号の委員長報告に対

する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより議案第６９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。
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議案第６９号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６２号の委員長報告に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより議案第６２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。

議案第６２号に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告のとおり可決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第６３号、職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題と致します。

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６３号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表２ページをお開き願います。条例の一部

を改正する理由ですが、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第２３条の２第１項の

規定により実施している人事評価を、同法第２３条の３の規定により、人事評価の結果に

応じた措置を講ずる必要があることから、令和４年度から職員の昇級を勤務成績に応じて

決定するため、条例を改正しようとするものであります。なお、勤勉手当については、令

和２年度から人事評価の結果に基づく勤務成績による割合、成績率で支給しているところ

であります。

昇級の号奉数の基準は次のとおりで、規則、病院事業及び水道事業は規定で定めようと

するものであります。

１点目は、人事評価の結果に応じた昇級の号奉数であります。５５歳までの職員は、Ｓ

ランク(極めて良好)で８号奉、Ａランク(特に良好)で６号奉、Ｂランク(良好)で４号奉、

７級の職員にあっては３号奉、Ｃランク(やや良好でない)で２号奉、Ｄランク（良好でな

い）で０号奉、昇級なし。５５歳を超える職員はＳランクで２号奉、Ａランクで１号奉、

Ｂランク、Ｃランク及びＤランクで０号奉、昇級なしに致そうとするものであります。

２点目は、懲戒処分を受けた職員の昇級の号奉数であります。減給１ヶ月から３ヶ月ま

で及び戒告の処分を受けた職員は、Ｃランク２号奉、停職及び減給４ヶ月から６ヶ月まで

の処分を受けた職員は、Ｄランク０号奉、昇級なしに致そうとするものであります。

３点目は、病気休暇及び休職等により勤務していない期間が６分の１以上ある職員の昇



- 65 -

級の号奉数であります。勤務していない期間が６分の１以上、２分の１未満の職員は、Ｃ

ランク２号奉、２分の１以上の職員は、Ｄランク０号奉、昇級なしに致そうとするもので

あります。

１ページへお戻り願います。改正案の内容であります。第４条は昇級の基準で、前段で

説明したとおり、職員の昇級を勤務成績に応じて決定するため、現行下線部分を改正案下

線部分のとおり改めようとするものであります。

附則としまして、この条例は、令和４年４月１日から施行致そうとするものであります。

以上が議案第６３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。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) この決定は、どのような構成をもって審査決定するのかなあってい

うことんです。その１点、ちょっとお答えください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) まず人事評価の関係は、平成２８年、地方公務員法が改正にな

りまして、人事評価をやらなければならないというふうな形で、これ何回も議論したこと

あると思うんですけども、人事評価やる際には、まず課の組織目標を立てます。その中で

個人の目標、課題を挙げまして、それに対して上司の方が基礎評価課長補佐職、更には１

次評価課長職、最終的には２次評価副町長、最後の調整者が石山町長というふうな形で評

価をして、その結果に応じた昇給制度をやろうというふうに考えておるところであります。

以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) そうすると、このことによって評価された方の、きっともって平成

２８年度の人事院勧告で規定されてると思いますけど、ちょっと認識なかったもんですか

ら、申し訳ございません。このことに対する申し立て、異議申し立てというのは、制度上

盛られているのかと。そのことをお答えください。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 人事の関係、いろいろ処分の関係等は公平委員会の方に申し立

てするというふうな形になっております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですか。

他に質疑ありませんか。

(「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６３号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６４号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
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関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第６４号、松前町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題

と致します。

提出者の説明を求めます。。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今議題となりました、議案第６４号、松前町指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

議案第６４号、松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定について、松前町指定地域密着型サービスの事

業人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を、次のように制

定するものとする。

添付の説明資料、新旧対照表４５ページの下段説明欄をご覧願いたいと思います。今回

の改正につきましては、説明欄に記載のとおりとなっております。１段目、後段の括弧書

き以降にありますとおり、令和３年１月２５日に厚生労働省の省令が改正され、これらに

従うべき松前町条例の一部を改正しようとするもので、内容は地域指定密着型サービスの

人員、設備、運営に関するものでございます。

説明資料の１ページをご覧願いたいと思います。右側改正案にて説明をさせていただき

ます。目次第１０章雑則に、下線部分第２０６条を追加するものです。これは、本条例に

新たに２０６条が追加されることから改正するものです。

次に、指定地域密着型サービスの事業の一般原則第３条に、第３項、第４項を追加する

ものです。第３項は指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権擁護、虐待防止等の

ため、必要な体制の整備を行うとともに、その事業者に対し研修を実施する等の措置を講

じなければならないことを追加するものです。

第４項は、事業者はサービスを提供するのにあたって、介護保険法第１１８条の２第１

項で規定する介護保険等関連情報、その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう

努めなければならないことを追加するものです。

次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数。第６条第４項は文言整理です。

第５項第１号から２ページ第１１号までは、今回の改正に伴う文言整理です。一番下段、

第１１項から４ページ第２６条第８項の下線部分についても、今回の改正に伴う文言整理

です。

４ページの中段になります。運営規程第３１条第１項に新たに第１０号虐待防止のため

の措置に関する事項を追加し、現行第１０号を１１号に改正するものです。次に、勤務体

制の確保、第３２条第３項は文言整理です。

５ページです。第３２条第５項に指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業者は、適切な

サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動、または優越的な

関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者

の就業関係が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならないことを新たに追加するものです。

次に、業務継続計画の策定。第３２条の２第１項から第３項を追加するものです。これ

は、当該事業所に業務継続計画の策定を義務づけるもので、第１項は指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講

じなければならない。

第２項として、事業者は従業者に対し、業務継続計画について周知をするとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。第３項として、事業者は、定期的

に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとすること

を新たに追加するものです。

次に、衛生管理等。第３３条に第３項第１号、２号、３号を追加するものです。これは、

当該事業者に感染症の発生及びまん延防止の措置を義務づけるもので、第１号として、当

該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置その他の情報通信機器の活用して行うことができるものとする。）を、おおむね

６月に１回開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。第２号と

して、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。第３号として、従業

者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること

を追加するものです。

６ページです。掲示、第３４条第１項のただし書き以降を削除し、第３４条第２項とし

て簡略化する規定を追加するものです。次に、苦情処理、第３８条第３項は文言整理です。

次に、地域との連携等、７ページ一番上になります。第３９条第１項に事業者は利用者、

利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者や町の職員、知見を有する者等によ

り構成される協議会をテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすることや、

利用者またはその家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について、当該利用者

等の同意を得なければならないことを義務化し、追加するものです。

次に、虐待防止、第４０条の２、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、虐

待の発生、またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。第

１号として、虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を、定期的に開催するとともに、その結果について事業者に

周知徹底を図ること。第２号として、虐待の防止のための指針を整備すること。第３号と

して、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。第４号として、

前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くことを新たに追加するものです。

次に、記録の整理、第４２条第２項第４号と、８ページ第４６条は改正に伴う文言整理

です。

８ページ中段、訪問介護職員等の員数、第４７条第１項第１号の下線部分を削除し、９

ページの第３項へ追加して整理するものです。

９ページの中段になります。第４７条第４項を追加します。これは、事業所の同一敷地

内にある第１号から第１２号の施設について、入所者の処遇に支障がない場合は、施設職

員を各施設のオペレーターとして充てることのできる規定です。オペレーター従事者、従

業者の業務の緩和をするものです。上段の第３項、下段の第５項は、先ほど説明したとお

り、条文整理による追加となっております。第４７条第６項及び第７項を追加です。これ

もオペレーター業務に関わるもので、オペレーター従事者及び訪問介護職員の業務の緩和

を規定したものであります。

１０ページです。管理者、第４８条、第４９条、第５２条第５項は、改正に伴う文言整

理です。

１１ページです。第５５条第１項に、新たに第１０号として、虐待防止のための措置に
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関する事項を追加し、現行第１０号を第１１号に改めるものです。勤務体制の確保と、第

５６条第２項は、下線部分の追加となり、夜間対応型においても事業所ごとに人員配置が

必要であるが、利用者の処遇に支障がない場合は、町長が地域の実情を勘案し、従業員の

兼務を認め、オペレーターの配置基準等の緩和を明記したものでございます。第３項につ

いても下線部分の改正で、オペレーターの配置基準等を緩和するものです。

一番下段の第５６条第５項は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切なサービスの提

供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動、または優越的な関係を背景と

した言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業関係が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならないこと

を新たに追加するものです。

１２ページです。地域との連携等、第５７条第２項を追加です。指定夜間対応型訪問介

護事業者は、適正なサービスの提供を確保を目的として、事業所内の居住する利用者に対

して、指定夜間対応型訪問介護を提供する場合は、居住する利用者以外にも提供するよう

に努めなければならないというものです。次に、準用、第５９条は改正に伴う文言整理で

す。次に、従業員の員数、第５９条の３第８項から１３ページ、５９条の７第３項までは、

改正に伴う文言整理です。

１３ページ一番下段になります。運営規程、第５９条の１２第１項に、新たに第１０号

虐待防止のための措置に関する事項を追加し、現行第１０号を１１号に改正するものです。

１４ページです。第５９条の１３第３項の下線部分と第４項を追加するものです。第３

項は、事業者は看護師等資格を有する者等を除く全ての介護従業者に対し、認知症介護に

係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならないことを追加する

ものです。第４項として、職場での妨害行為の禁止、ハラスメント防止を追加するもので

す。次に、非常災害対策、第５９条の１５に第２項を追加するものです。これは、非常災

害時に関する具体的な計画の訓練を行う際に、地域住民の参加が得られるように努めなけ

ればならないことを規定しています。次に、衛生管理等、第５９条の１６第２項の下線部

分を改正し、新たに第１号から第３号を追加するものです。これは、事業所内における感

染症の発生及びまん延防止の措置を義務づけるもので、第１号は感染症予防等のための対

策検討委員会の開催と結果の周知、第２号は感染症予防等のための指針整備、第３号は事

業所従業者に対し、感染症予防研修、訓練を定期的に実施することを規定するものです。

１５ページです。地域との連携等、第５９条の１７第１項、下線部分に知見を有する者

等で開催される協議会をテレビ電話装置で実施できることや、利用者、家族が参加する場

合は同意を得ることを義務化することを追加するものです。次に、第４項から１８ページ

一番上の５９条の３０第１項第５号までは、改正に伴う文言整理です。

次に１８ページ、運営規程です。５９条の３４第１項に、新たに第９号として虐待防止

のための措置に関する事項を追加し、現行第９号を第１０号に改めるものです。次に、安

全サービス提供管理委員会の設置、第５９条の３６第１項に、下線部分安全サービス提供

管理委員会のテレビ電話装置を活用して行うことができることを追加します。記録の整備、

５９条の３７第２項から２１ページ中段第６５条までは、改正に伴う文言整理です。

２１ページ、一番下になります。管理者、６６条第１項に下線部分を追加です。これは、

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者について、管理上支障のない場合は、同

一敷地内にある他の職務に従事することができることを可能とするものです。

２２ページです。上段第２項及び第７０条は、改正に伴う文言整理です。次に、運営規

程、第７３条第１項に、新たに第１１号として虐待防止のための措置に関する事項を追加
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し、現行第１１号を１２号へ、第１２号を１３号に改めるものです。次に、準用、第８１

条は、改正に伴う文言整理です。

２３ページです。第８３条第６項及び第１０項は、下線部分の改正で、管理者介護職員

業務の緩和を可能とするものです。中央表中、下線部分の指定介護老人福祉施設、介護老

人保健施設について、職員が兼務する規定の緩和として、表中下段の同一敷地内から、上

段の施設に併設されてる場合へ適用させようとするものであります。

２４ページです。第８３条第１２項から８４条第３項までは、改正に伴う文言整理です。

２５ページです。心身の状況等の把握、第８８条の下線部分は、介護支援専門員が開催

する担当者会議をテレビ電話装置等で実施できることや、利用者、家族が参加する場合は

同意を得ることを追加するものです。次に、利用料等の受領、第９１条第３項第６号から、

２６ページ上段第９３条までは、改正に伴う文言整理です。

２６ページ、運営規程、第１０１条第１項に、新たに第１２号として、虐待防止のため

の措置に関する事項を追加し、現行第１２号を１３号に改めるものです。定員の遵守、第

１０２条に第２項を追加するものです。これは、過疎地域におけるサービスの提供の確保

を目的に、町が認めた場合は、介護保険計画の終期まで登録定員及び利用定員を超えるこ

とを可能とする規定であります。次に、準用、第１０９条は、改正に伴う文言整理です。

２７ページ、中段になります。従業員の員数、第１１１条第１項に、下線部分を追加で

す。これは、３ユニット経営の場合の夜勤職員体制の緩和を見直しの改正です。１ユニッ

トごとに夜勤１人以上とされている夜間深夜時間帯の職員体制において、３ユニットで同

一の階に隣接している場合は、２人以上の配置に緩和できることとしたものでございます。

２８ページ、上段になります。第５項、下線部分の改正です。従来は共同生活住居ごと

に計画作成担当者を配置しなければならなかったものを、事業所ごとに配置することで、

計画作成担当者の配置の緩和を規定するものであります。次に、中段です。第１１１条に

新たに第９項を追加し、現行第９項を第１０項へ、第１０項を１１項に改め、下線の文言

整理をするものです。これは、新たにサテライト型事業所の計画作成担当者の基準を定め

たもので、介護支援専門員でない、認知症介護実践者研修を終了した計画担当者を配置す

ることを可能とするものです。次に、一番下、管理者、第１１２条第１項の下線部分の文

言整理と、２９ページ第１１２条に新たに第２項を追加し、現行第２項を第３項とし、条

文の一部を文言整理するものです。新たな第２項の規定は、サテライト型の管理者の位置

付けについて規定をしたものであります。

２９ページ、中段、第３節設備に関する基準、第１１４条第１項について、設備に関す

る基準で、共同生活住居、いわゆるユニットの数の上限を２から３へ改正し、サテライト

型については上限を２とすることの改正です。次に、指定認知症対応型共同生活介護の取

扱方針、第１１８条第７項第１号に、下線部分、身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会のテレビ電話装置等の活用を追加するものであります。第８項は、本文下線

部分の文言整理と、３０ページ、第１号及び第２号の追加です。

次に、管理者による管理、第１２２条下線部分は、サテライト型グループホームの規定

を明確にするために追加されたものでございます。次に、運営規程、第１２３条第１項に

新たに第１０号として、虐待の防止のための措置に関する事項を追加し、現行第１０号を

第１１号に改めるものでございます。勤務体制の確保等、第１２４条第２項は、文言整理

です。第３項下線部分は、事業者は看護師等資格を有する者を除く全ての介護従業者に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならな

いことを追加するものです。第４項として、職場での妨害行為の禁止、ハラスメント防止
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を追加するものであります。

３１ページです。準用、第１２９条及び、次の１３２条は改正に伴う文言整理です。一

番下段です。指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針、第１３９条第６項第１

号、３２ページになります、下線部分にテレビ電話装置等の活用を追加するものです。次

に、地域密着型特定施設サービス計画の作成、第１４０第３項及び第６項は、文言整理で

す。次に、運営規程、１４６条第１項に新たに第１１号として、虐待防止のための措置に

関する事項を追加し、現行第１１号を第１２号に、第１２号を第１３号に改めるものです。

次に、勤務体制の確保等、第１４７条第４項下線部分は、事業者は看護師等資格を有する

者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な

措置を講じなければならないことを追加するものです。

３３ページです。勤務体制の確保等、第１４７条第４項、下線部分は、事業者は看護師

等資格を有する者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

なければならないこと追加するものです。３３ページ上段です。第５項として、職場での

妨害行為の禁止、ハラスメント防止措置の義務化を追加するものです。次に、準用、第１

５０条は、改正に伴う文言整理です。

一番下段になります。第１５２条第１項本文に下線部分を追加し、３４ページ第４号に

栄養管理士を追加するもので、これは、職員の確保と配置の緩和をするために追加される

ものです。第３項です、下線部分を削除し、従来型とユニット型の併設の場合は、介護職

員と看護職員は必ず専任しなければならないものを、改正後は兼任を可能とする改正でご

ざいます。第８項です、本文と第１号から、３５ページの第４号及び第１３項までは生活

相談員、管理栄養士をそれぞれ追加し、第１７項は文言整理です。

次に３５ページ、中段です。指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の取扱方

針、第１５８条第６項第１号、下線部分にテレビ電話装置等の活用を追加するものです。

次に、地域密着型施設サービス計画の作成、第１５９条の第６項、３６ページです、下線

部分の計画担当介護支援専門員が開催する担当者会議をテレビ電話装置等で実施できるこ

とや、利用者、家族が参加する場合は同意を得ることを追加するものです。次に、栄養管

理、第１６４条の次に、第１６４条の２として、入所者の栄養管理を、また１６４条の３

として、口腔衛生の管理の義務化を新たに追加するものです。次に、運営規程、１６９条

第１項に、新たに第１０号として、虐待の防止のための措置に関する事項を追加し、現行

第１０号を１１号に改めるものでございます。

次に、勤務体制の確保等、３７ページに続きます、第１７０条第３項、下線部分は事業

者は看護師等資格を有する者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修

を受講させるために必要な措置を講じなければならないことを追加するものであります。

第４項として、職場での妨害行為の禁止、ハラスメント防止を新たに追加するものです。

次に、衛生管理等、第１７３条第２項第１号に、テレビ電話装置等の活用、第３号に従業

者に対し感染症予防及びまん延防止のための訓練の実施を追加するものです。次に、事故

発生の防止及び発生時の対応、第１７７条第１項、本文の文言整理と、第３号に事故防止

等のための委員会にテレビ電話装置等の活用を、第４号に前３号の事故防止委員会の開催

及び従業員への研修を行うための担当者の設置について、新たに追加するものです。

次に、準用、３８ページです。１７９条については、改正に伴う文言整理です。次に、

設備、第１８２条第１項第１号、(イ)の下線部分を改正するものです。これは、入居者人

数の緩和をするもので、現行１０人以下を原則１０人以下とし、１５人を超えないものと

するものでございます。
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３９ページ、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針、第１８４条

第８項第１号に、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会にテレビ電話装置

等の活用を追加するものであります。次に、運営規程、第１８８条第１項に、新たに第１

１号として、虐待の防止のための措置に関する事項を追加し、現行第１１号を第１２号に

改めるものでございます。次に、勤務体制の確保等、第１８９条第４項、下線部分は、事

業者は看護師等資格を有する者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければならないことを追加するものです。第５

項として、職場での妨害行為の禁止、ハラスメント防止を新たに追加するものであります。

４０ページです。準用、第１９１条から４１ページ下段、準用、第２０４条までは、改

正に伴う文言整理となっております。

４２ページです。電磁的記録等、第２０６条第１項及び第２項は、諸記録等の電磁化、

いわゆるペーパーレス化の促進を規定するものです。第１項は、指定地域密着型サービス

事業者等における諸記録の保存、交付について、電磁的な対応を認め、その範囲を明確化

にするものです。第２項については、交付、説明、同意、承諾、締結、その他これらに類

するもののうち、この条例の規定で書面での規定がされているものは、相手方の承諾を得

て電磁的方法に代えることができることを規定するものであります。次に、一番下になり

ます。附則第１項として、この条例は公布の日から施行とします。

４３ページです。附則第２項、虐待防止に係る経過措置。附則第３項、業務継続計画の

策定に係る経過措置。附則第４項、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等にお

ける感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置。

４４ページです。第５項、認知症に係る基礎的な研修を受講に関する経過措置。附則第

６項、栄養管理に係る経過措置。附則第７項、口腔衛生の管理に係る経過措置。附則第８

項、指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練に係る経過措置として、各規定の義務化は、令和６年３月３１日までの間は、努める等

との経過措置となっております。附則第９項、事故発生の防止及び発生時の対応に係る経

過措置は、施行日から６ヶ月を経過するまでは、努めなければというふうになってござい

ます。附則第１０項、ユニットの定員に係る経過措置は、当分の間となってございます。

４５ページです。附則第１１項です。この条例の施行の際に既に現存する建物は、改正

前の基準によるものとするものでございます。

以上が、議案第６４号、松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。なお、この条例

に該当する町内の事業所は、グループホームが２事業所、通所介護事業が２事業所となっ

ております。どうぞ、ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６４号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。
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よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６５号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第６５号、松前町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを

議題と致します。

提出者の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今議題となりました、議案第６５号、松前町指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定について、その内容を申し上げます。

議案第６５号、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに地域指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、松前町指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定を

次のように制定するものとする。

添付の説明資料、新旧対照表１８ページの下段説明欄をご覧願います。今回の改正につ

きましては、説明欄の記載のとおりとなっており、議案第６４号、先ほどの可決いただき

ました議案と同様に、厚生労働省省令改正に伴う条例改正となっております。

説明資料の１ページをご覧願います。右側改正案にて説明をさせていただきます。目次

第５章雑則に、下線部分のとおり、第９３条を追加するものです。これは、本条例に新た

に９３条が追加されることから改正するものでございます。第３条に新たに第３項として、

指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講じなければな

らないことを追加するものです。

第４項は、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービ

スを提供するにあたっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連

情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努めなければならないことを

追加するものです。次に、管理者、第６条から２ページの第９条第２項までは、下線部分

が改正による文言整理となってございます。

次に、３ページ、管理者、第１０条第１項は、管理者が共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に

従事することができるものとすることを追加するものです。これは、事業所ごとに管理者

を設置しなければならないことを基本とし、業務に支障のない場合は他の業務ができる他、

同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができるよう、業務を緩和するもの

でございます。第１０条第２項及び第２２条第４項は、文言整理です。次に、運営規程、

第２７条第１項第１１号として、虐待の防止のための措置に関する事項を新たに追加し、
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現行第１１号を１２号に、第１２号を１３号に改正するものです。

４ページです。職務体制の確保等、第２８条第１項は、文言整理です。第３項下線部分

は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての従業者に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために、必要な措置を講じなければならないことを追加しま

す。第４項として、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、職場において行われる

性的な言動、または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより、従業員の就業関係が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならないことを新たに追加するものでございます。

業務継続計画の策定等、第２８条の２として、指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければならない。第２項

として、事業者は従業者に対し、業務継続計画について周知するともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。第３項として、事業者は、定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。以上を新たに追

加するものでございます。

次に、非常災害対策、５ページになります。第３１条第３項として、事業者は第１項に

規定する非常災害時のための訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるよう、

連携に努めなければならないことを新たに追加するものです。次に、衛生管理等、第３２

条第２項の下線部分を改正し、感染症が発生しまん延しないよう措置を講ずることを義務

化するものでございます。第１号として、当該事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行

うことができるものとする。）を概ね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ること。第２号として、感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。第３号として、従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施すること、を新たに追加するものです。

第３３条第１項として、下線部分を削除し、第２項として、重要事項を記載した書面を

当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつこれをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができることを新たに追加し、業務の負

担軽減を図ろうとするものです。

６ページです。虐待の防止、第３８条の２第１項、指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、虐待の発生、またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。第１号として、虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ること。第２号として、虐待の防止のための指針を整備すること。

第３号として、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。第４号

として、前３号に掲げる措置を適正に実施するための担当者を置くことを新たに追加する

ものでございます。次に、地域との連携等、第４０条第１項下線部分です。事業者は、利

用者等の代表者や介護予防認知症対応型通所介護について、知見を有する者等により構成

される協議会の担当者を招集して行う会議をテレビ電話装置等を活用して行うことができ

ることや、利用者または家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について、当該

利用者の同意を得なければならないことを義務化し、追加するものでございます。

次に、従業員の員数を、７ページになります、第４６条第６項で、中央の表中下線部分、
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指定介護老人福祉施設介護老人保健施設について、職員が兼務できる規定の緩和として、

表中下段の同一施設から、上段の施設に併設されてる場合へ適用させようとするものでご

ざいます。次に、第７項から、９ページの第４６条第３項までは、改正に伴う文言整理で

す。一番下、心身状況等の把握、第５０条第１項です。

１０ページになります。下線部分です。事業者は指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供にあたっては、サービス担当者会議をテレビ電話装置等を活用して行うことができ

ることや、利用者等が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について、当該利用者の

同意を得なければならないことを義務化し、追加するものです。次に、５３条は、文言整

理です。次に、運営規程、第５８条第１項第１１号として、虐待防止のための措置に関す

る事項を新たに追加し、現行第１１号を第１２号に、第１２号を第１３号に改正するもの

でございます。次に、定員の遵守、第５９条第２項として、過疎地域等において、地域の

実情により、事業所の効率的な運用に必要であると町が認めた場合に、人員設備基準を満

たすことを条件として、登録定員、利用定員を超えることを可能とするものです。

１１ページです。準用、第６６条については、改正に伴う文言整理です。

次に、従業員の員数、第７２条第１項、１２ページです。指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所と、指定認知症対応型共同生活介護の事業が同一の事業所で一体的に運

営されてる場合、下線部分のとおり、共同生活住居が３ユニットの場合、業務運営に支障

がない場合は、夜勤配置を２人以上とするものです。これは、３ユニット経営の場合の夜

勤職員体制の緩和の見直し規制である、１ユニットごとに夜勤１人とされている夜間深夜

時間帯の職員体制において、３ユニットで同じ階に隣接してる場合は、２人以上の配置に

緩和できることとしたものでございます。次の第４項は文言整理です。第５項下線部分は、

介護支援専門員等の計画作成担当者は、共同生活住居、いわゆるユニットごとに配置しな

ければならなかったものを、事業所ごとに改正し、配置の緩和を図るために改正するもの

でございます。

一番下、新たに第９項を加え、１３ページ、現行第９項を第１０項へ、第１０項を１１

項へ改正するものです。新たに加える第９項は、サテライト型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所の計画作成担当者については、介護支援専門員に変えて、厚生労働大

臣が定める研修を終了しているものを置くことができることを新たに追加し、サテライト

型事業所の基準を創設するものでございます。第１１項は、文言整理です。

１３ページ中段になります、管理者、第７３条第１項に当該管理者を追加、更に新たに

第２項を追加し、現行第２項を第３項に改正するものであります。第２項について、サテ

ライト型事業所の管理者は、共同生活住居の管理上支障がない場合は、本体事業所の管理

者を充てることとし、サテライト型の基準を創設したものでございます。第３項は、文言

整理です。

１４ページです。第７５条第１項については、設備に関する基準で、共同生活住居の数

の上限、いわゆるユニットの上限を２から３へ、サテライト型については、上限を２とす

ることの改正です。次に、身体的拘束等の禁止、第７９条第３項第１号、下線部分にテレ

ビ電話装置等を活用することができるものとするを追加するものでございます。次に、管

理者による管理、第８０条は、共同生活住居の管理者は、明記されている事業を行う事業

所の管理者を兼務することはできない規定でございますが、下線部分は、サテライト事業

所と本体事業所については除外することを追加するものでございます。次に、運営規程、

第８１条第１項第９号として、虐待防止のための措置に関する事項を新たに追加し、現行

第９号を第１０号に、第１０号を第１１号に改正するものであります。
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次に、勤務体制の確保等、１５ページになります。第８２条第１項及び第２項は、文言

整理です。第３項は、事業者は全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなければならないことを追加し、第４項として、事業者

は職場において行われる性的な言動、または優越的な関係を背景とした言動であって、業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならないことを新たに追加するもの

です。次に、準用、第８７条は、文言整理です。

１６ページ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針、第８８条第２項

を下線のとおり改正し、第１号として外部のものによる評価、第２号として、運営協議会

の評価を追加するものでございます。次に、電磁的記録等、第９３条第１項及び第２項は、

事業者における諸記録等の電磁化、ペーパーレス化の促進を規定するものです。第１項は

指定介護予防支援事業者は、書面に変えて電磁的記録により行うことができること。第２

項は、交付、説明、同意、承諾、その他これらに類するもののうち、この条例の規定で書

面で行うことが規定されているものは、相手方の承諾を得て、電磁的方法に代えることが

できることを規定するものです。

１７ページです。附則第１項として、この条例は公布の日から施行するものとします。

附則第２項、虐待の防止に係る経過措置、附則第３項、認知症に係る基礎的な研修の受講

に関する経過措置、附則第４項、業務継続計画の策定等に係る経過措置、附則第５項、感

染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置、各項の義務化は、令和６年３

月３１日までの間は努める等の経過措置を定めるものでございます。

以上が、議案第６５号、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。なお、この

条例に該当する町内の事業所は、現時点ではないことを申し添えて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します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６５号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時００分)

(再開 午前１１時１５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。
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◎議案第６６号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第６６号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今議題となりました、議案第６６号、松前町指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的

な支援の内容に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、その内容

をご説明申し上げます。

議案第６６号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例制定について、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例制定を、次のように制定するものとする。

添付の説明資料、新旧対照表５ページの下段説明欄をご覧願いたいと思います。第６６

号につきましても、厚生労働省の省令改正に伴う条例改正となってございます。

１ページをご覧願います。右側改正案にて説明をさせていただきます。目次第１章から

第７章の次に、第８章雑則(第３５条)を追加するものです。これは、本条例に新たに３５

条が追加されることから、改正するものでございます。次に、第３条に新たに第５項とし、

指定介護予防支援事業者は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため必要な体制の整備を行

うこととともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならないも

のを追加するものです。第６項は、事業者は指定介護予防支援を提供するにあたって、介

護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等、その他必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うように努めなければならないことを追加するものです。

次に、運営規程、第１９条第１項の下線部分の文言整理と、第６号として、虐待防止の

ための措置に関する事項を新たに追加し、現行第６号を第７号に、第７号を第８号に改正

するものです。次に、勤務体制の確保等、下線部分は、文言整理です。第２０条第４項と

して、事業者は適切な指定介護予防の提供を確保する観点から、職場において行われるハ

ラスメント等の防止を新たに追加するものでございます。

２ページでございます。業務継続計画の策定等の追加です。第２０条の２、指定介護予

防支援事業者は、感染症や非常災害発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を

策定し、業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければならない。第２項として、担当

職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修、訓練を定期的に実施

しなければならない。第３項として、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て変更を行うものとすることを、新たに追加するものでございます。

次に、感染症の予防及びまん延の防止のための措置として、新たに第２２条の２として、

事業者は当該指定の介護予防支援事業所において感染が発生し、またはまん延しないよう、
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次に挙げる措置を講じなければならない。第１号として、感染の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他通信機器を活用して行うことができ

るもの。）を、おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について担当職員に

周知徹底を図ること。第２号として、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。第３号として、定期的な訓練を実施することを追加するものでございます。一

番下、第２３条は文言整理です。

３ページです。第２３条第２項として、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防支

援事業所に備え付け、かつこれをいつでも関係者に閲覧させることにより、掲示に代える

ことができる旨を追加するものです。これは、業務の負担軽減を図ろうとするものでござ

います。次に、虐待の防止、第２８条の２、事業者は虐待の発生、またはその再発を防止

するために、次に掲げる措置を講じなければならない。第１号として、対策を検討する委

員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること、

第２号として、虐待防止のための指針を整備すること、第３号として、担当職員に対し虐

待防止の為の研修を定期的に実施すること、第４号として、適切に実施するための担当者

を置くことを新たに追加するものです。次に、第３２条第１項第７号は、文言整理です。

一番下、第９号については、４ページになります。下線部分、指定介護予防サービス等

の担当者を招集して行う会議については、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ことや、利用者、家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について、同意を得な

ければならないことを義務化し追加するものです。次は、第８章雑則を新たに追加するも

のでございます。電磁的記録等、第３５条第１項及び第２項は、諸記録等の電磁化、ペー

パーレス化の促進を規定するものです。第１項は、事業者は書面に代えて電磁記録により

行うことができること、第２項は、交付、説明、同意、承諾、その他に類するもので、条

例で書面で行うことが規制されてるものは、相手方の承諾を得て、電磁的方法に代えるこ

とができるものを規定するものです。

５ページです。附則第１項として、この条例は、公布の日から施行するものとします。

附則第２項、虐待の防止に係る経過措置。附則第３項、業務継続計画の策定に係る経過措

置。附則第４項、感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置。各項の規

定は、令和６年３月３１日までの間は、努める等の経過措置を定めるものです。

以上が、議案第６６号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定についてであります。なお、この条例に該当する町内の事業所は、

１事業所となっております。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６６号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第６７号 松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第６７号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を定める条例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。保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今議題となりました、議案第６７号、松前町指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定に

ついて、その内容をご説明申し上げます。

議案第６７号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を、次のように制定するものとする。

添付の説明資料、新旧対照表６ページの下段説明欄をご覧願いたいと思います。議案第

６７号につきましても、厚生労働省の省令改正に伴う条例改正となってございます。

説明資料の１ページをご覧願います。右側改正案にて説明をさせていただきます。目次

第１章から第５章の次に、下線部のとおり、第６章雑則（第３２条）を新たに追加するも

のです。これは、本条例に新たに３２条が追加されることから、改正するものであります。

次に、第２章、指定居宅介護支援の事業の基本方針、第２条に新たに第５項、第６項を追

加するものです。第５項として、指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権擁護、虐待防

止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等必要

な措置を講じなければならないことを追加するものです。第６項は、事業を提供するにあ

たっては、介護保険法第１１８条の２等の必要な情報を活用して、有効に行うよう努めな

ければならないことを追加するものです。

次に、内容及び手続き、説明及び同意、第５条第２項に下線部分の追加です。これは、

ケアマネージメントの公正中立を図ることから、居宅介護支援事業者に対し、二つのこと

の説明を行うことを規定するものです。一つ目は前６ヶ月間に作成したケアプランのうち、

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与等、各サービスが位置付けられた数が占める割合。二

つ目に、前６ヶ月に作成したケアプランに位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具

貸与等の各サービスごとの提供回数のうち、同じ事業者によって提供されたものが占める

割合。これらの説明を行うことというふうになってございます。

次に、指定居宅介護支援の具体的取扱方針、２ページです。第１４条第９号下線部分に、

介護支援専門員は、サービス担当者会議について、テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができることや、利用者、または家族が参加する場合は、テレビ電話装置の活用について、

同意を得なければならないことを義務化、追加するものでございます。次に、現行第２０

号を削除し、第２１号を２０号へ改正し、新たに第２１号を追加するものでございます。

追加される第２１号の内容については、３年ごとの見直しが行われる介護報酬改定の前改

正時、平成３０年度に生活援助の訪問回数が多いケアプランの検証が導入され、更に今回

その検証方法について、利用者の意向、状態に適合しているのかどうか、効率的な方法で

実施するように、仕組みとして市町村から求めがあった場合は、居宅サービス計画を提出

しなければならないことが、新たに追加されたものでございます。

３ページです。第２２号については、文言整理です。運営規程、第１９条第１項の下線

部分の文言整理と、第６号として、虐待防止のための措置に関する事項を新たに追加し、
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現行第６号を第７号に改正するものでございます。次に、勤務体制の確保等の下線部分は

文言整理です。第２０条第４項として、事業者は適切なサービスを提供する観点から、職

場においてのハラスメント防止、方針の明確化等と措置しなければならないことを新たに

追加するものでございます。

次に、業務継続計画の策定等として、新たに第２０条の２を追加するものでございます。

事業者は感染症や非常災害の発生時において、業務サービスを提供する、継続的に実施す

るために、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、業務継続計画

に従い、必要な措置を講じなければならない。第２項として、事業者は業務継続計画につ

いて周知すること、及び研修、訓練を定期的に実施しなければならない。第３項として、

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うものとする。

次に、従業員の健康管理、４ページです。感染症の予防及びまん延の防止のための措置

として、新たに第２２条の２として、事業者は当該指定居宅介護支援事業所において、感

染症が発生し、またはまん延しないよう、次の措置を講じなければならない。第１号とし

て、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回開

催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。第２号とし

て、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。第３号として、介護支

援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修、訓練を定期的に実施する

ことを追加するものでございます。次に、掲示、第２３条第２項として、重要事項を記載

した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつこれをいつでも関係者に閲覧さ

せることによって、掲示に代えることができる旨を規定するものでございます。

次に、虐待の防止、第２８条の２、指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生及びその再

発を防止するための措置を講じなければならない。第１号として、対策を検討する委員会

を定期的に開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図ること。

第２号として、虐待の防止のための指針を整備すること。第３号として、介護支援専門員

に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

５ページです。第４号として、前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置

くことを新たに追加するものです。次に、第６章雑則を新たに追加するものでございます。

電磁的記録等、第３２条第１項及び第２項は、事業者における書記録等の電磁化、ペーパ

ーレス化の促進を規定するものでございます。第１項は、書面に代えて電磁的記録により

行うことができること。第２項については、交付、説明、同意、承諾、これらに類するも

ののうち、条例で書面で行うことが規制されてるものは、相手方の承諾を得て電磁的方法

に代えることができることを規定するものです。次に、附則第１項は、改正に伴い、下線

部分の第２１号を２０号にするものでございます。

一番下、附則第１項として、この条例は、公布の日から施行するものとします。ただし、

第１４条第２０号の次に１号を加える改正規定は、令和３年１０月１日から施行するもの

とします。

６ページです。第２項、虐待の防止に係る経過措置。第３項、業務継続計画の策定等に

係る経過措置。第４項、感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置。こ

れらについては、令和６年３月３１日までの間は努める等の経過措置を定めるものでござ

います。

以上が、議案第６７号、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定であります。なお、この条例に該当する町内の事

業所は、１０事業所となってございます。ご審議のほどよろしくお願い致します。
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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６７号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６８号 松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第６８号、松前町個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました、議案第６８号、松前町個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容を

ご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。下段の説明欄です。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）

により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）が一部改正されたため、当該法律を引用している関係条例を改正し

ようとするものであります。

改正案の内容であります。引用しております現行下線部分の第１９条第１０号が１号繰

り下げられたため、改正案下線部分のとおり、第１９条第１１号に改めようとするもので

あります。

附則としまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第６８号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６８号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。
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◎認定第１号 令和２年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第３号 令和２年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第４号 令和２年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第５号 令和２年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 令和２年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、認定第１号、令和２年度松前町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第１１、認定第２号、令和２年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、日程第１２、認定第３号、令和２年度松前町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第１３、認定第４号、令和２年度松前町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第１４、認定第５号、令和２年度松前町水道事業会

計決算認定について、日程第１５、認定第６号、令和２年度松前町病院事業会計決算認定

について、以上６件を一括議題と致します。

本件については、決算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

決算審査特別委員会委員長福原英夫君。

○決算審査特別委員会委員長(福原英夫君) 決算審査を終えましたので報告させていただ

きます。決算審査特別委員会審査報告。令和３年９月６日、松前町議会第３回定例会にお

いて、会期中に審査を要すべき事件として決算審査特別委員会に審査付託した認定第１号、

認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号についての審査を終え、

決算審査。

申し訳ございません。もう一度最初から報告さしていただきます。

決算審査特別委員会審査報告書の提出について。令和３年９月６日、松前町議会第３回

定例会において、会期中に審査を要すべき事件として本特別委員会に付託された認定第１

号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号について審査を終え

たので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、別紙のとおり審査報告書を提出致し

ます。

委員会開催年月日、出席委員数及び審査の経緯につきましては、記載のとおりです。審

査結果、認定第１号から第６号まで、全て認定すべきものと決定致しました。審査意見に

つきましては、会議録を精査の上、町長に送付することと致しました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全

議員による特別委員会でありますので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに認定第１号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立により採決を行います。

認定第１号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第１号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第２号について討論を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第２号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第２号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第３号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第３号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第３号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第４号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第４号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第４号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第５号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第５号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第５号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第６号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第６号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第６号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◎議案第７０号 令和３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１６、議案第７０号、令和３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。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今議題となりました議案第７０号、令和３年度松前町

一般会計補正予算(第６回)は、令和３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の事業者支援分として、全国市町村へ１千億円が交付される運びとなりました。松前
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町の配分額は８１９万６千円と示されたところであり、北海道には８月２７日から９月１

２日まで、緊急事態宣言が発出されていることから、緊急の事業者支援を実施するべく、

補正予算を提案するものでございます。

それでは、議案に基づき説明させていただきます。令和３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るものでございます。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千

１１９万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億７千６３５万円

とするものでございます。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

よるものでございます。

それでは、歳入歳出の詳細を事項別明細により説明させていただきます。まずは、歳出

からです。８ページをご覧願います。

３．歳出です。２款１項５目地域振興費で、２千８１９万５千円の計上です。１１節、

１８節の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業の合計で、２千８１９万５千円の計

上です。これは、国の予備費及び繰越財源を活用した緊急の事業者支援措置であり、事業

者支援以外には活用できない臨時交付金として、松前町に８１９万６千円の配分額が示さ

れたところでございます。

思ったより少ない金額でありますが、事業者支援に係る臨時交付金は、都道府県に既に

配分されている３千億円と、今回２千億円、合計と致しまして都道府県には５千億円が配

分されており、市町村は、都道府県が実施する事業者支援に連動した上乗せや関連事業の

実施を促されており、本日の道新の朝刊に北海道の事業者支援が発表されまして、８月か

９月の前年同期比売り上げの３０％から５０％未満減少した事業者に、法人２０万円、個

人１０万円の支援を決定しているようでございます。

松前町と致しましては、北海道が実施する事業者支援をサポートする形で、１事業者５

万円の一律支援を実施することとしております。予定事業者は、５６２件とし、その財源

と致しましては、参考資料の１１ページをご覧願います。

１１ページの２、本補正予算による充当状況でご説明申し上げますと、事業者支援金は

５６２件の５万円で、２千８１０万円。それを通信運搬費９万５千円の合計２千８１９万

５千円に、財源として今回配分される臨時交付金の８１９万６千円と、今後予定していた

宿泊施設等利用キャンペーン事業補助金を中止することで、充当予定の臨時交付金５７４

万５千円を事業者支援金財源に振り替え、１千３９４万１千円とし、残額の１千４２５万

４千円は、振替一般財源１２５万５千円と、１千２９９万９千円の追加一般財源で対応し

ようとするものです。

また、宿泊施設等利用キャンペーン事業補助金は、全額を減額し、その理由としては、

備考欄のとおり、現在のコロナ禍においては収束が見通せず、当分の間外出自粛等の移動

制限と、大勢での会食の自粛が要請される可能性が高く、当該事業の効果的な事業実施が

難しいと判断したところでございます。しかし、宿泊事業者も大変であることから、その

代替事業を早急に検討する予定でおります。

なお、参考資料としては、本ページ１１ページから１２ページには新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の各事業への充当状況を、１３ページには新型コロナウイ

ルス感染症緊急経済対策事業者支援金の概要を添付しておりますので、ご参照願います。

それでは、９ページにお戻り願います。７款１項１目１８節新型コロナウイルス感染症

緊急経済対策宿泊施設等利用キャンペーン事業補助金で、７００万円の減額計上です。先
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ほど説明したとおり、事業中止による減額でございます。

以上が歳出です。次に歳入です。６ページをご覧願います。

２．歳入です。１０款１項１目１節地方交付税で、１千２９９万９千円の追加計上です。

これは、歳出額に対しての財源調整による計上分です。

７ページです。１４款２項１目１節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

で、８１９万６千円の追加計上です。これは、国から配分予定の事業者支援分に限定した

当該臨時交付金の計上です。

以上が歳入です。２ページをご覧願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入です。歳入合計が、補正前の額５３億５千５１５万５

千円に補正額２千１１９万５千円を追加し、補正後の額を５３億７千６３５万円にするも

のでございます。

３ページです。歳出です。歳出合計につきましても歳入同様、補正前の額に補正額２千

１１９万５千円を追加し、補正後の額を５３億７千６３５万円にするものでございます。

以上が議案第７０号、令和３年度松前町一般会計補正予算(第６回)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。

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４９分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 事業の中止と充当についてお尋ねします。説明資料１１ページと１

３ページとなります。宿泊施設等利用キャンペーン事業補助金、備考欄見ますと緊急事態

宣言の発令等により、営業時間短縮や外出の自粛が要請され、飲食店や宿泊施設を利用し

づらい状況であることから事業を中止したと。また更に説明でも現在収束が見込めないこ

とから、効果的な事業実施は難しいと判断したということでありますが、この事業、既に

目前に迫ってる状況での中止、組み替え、はたして適切かと考えるわけです。

と言いますのは、国は１０月以降酒類の提供、営業時間の延長を条件付で制限を緩和す

る動きがあります。また、緊急事態宣言も今日時点で４都県を除き、９月１２日で解除さ

れる見通しです。また、ワクチン接種も進んできております。町内でも６５歳以上、６４

歳以下でも８割ほど接種が進んでいる状況です。更に、国立感染症研究所の調査によると

２回接種から２週間以上で発症予防効果は９０％以上との見解を示しております。私感で

はありますが、少しずつ明るい兆しの方向に向かっている感じがしております。

この事業は補正予算第３回で可決されており、しかも、今３週間前という状況で事業を

組み替える必要はどうなのか。決して組み替えがいいとか悪いとかではありませんが、判

断した理由をもう少し詳しく説明していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) 事業の中止と充当についてのご質問かと思います。今回、

減額しようと致します７款宿泊施設等利用キャンペーン事業補助金は、本年４月の第３回

臨時会に提案し、可決いただいた事業で、町民を対象に利用料金の３０％を割引し、飲食
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店の利用を促進する町民割と、観光客を対象に１泊１人あたり２千円分の地域商品券を交

付し、町内の飲食店や土産物店で利用していただくキャンペーン事業に合計７００万円を

計上し、１０月からの利用を開始していたものであります。しかし、キャンペーン事業の

対象店舗であります居酒屋、スナックの今の状況を見ますと、７月３０日に開始を致しま

した１千円利用ごとに３００円の割引クーポン券を発行する消費循環型クーポン券発行事

業の利用状況になりますが、外出自粛の影響で来店者がなく、割り当てられたクーポン券

が余っている、お客が戻らないといった事業者の声を聞いているところであります。また、

宿泊事業者も同様にですね、今年はいつもの帰省客の宿泊もなくて、宴会のない状態が続

き、厳しい状況にあるといった声も聞いてございます。

こうした状況の中で、今般の緊急事態宣言が発出されまして、居酒屋につきましては営

業時間の短縮要請、スナックは休業要請の対象となり、更に宿泊施設につきましては、宿

泊、弁当の予約キャンセルが発生するなど、低迷にあえぐ事業者に追い打ちをかけるよう

な状況になってございます。確かに明るい兆しもあろうかとは思うんですけれども、緊急

事態宣言が解除されても経済の回復傾向が見られるまで、一定程度時間がかかると見てお

りまして、このまま進めても効果的な事業実施が厳しいということで判断し、今般の宿泊

施設等利用キャンペーン事業を中止し、予算を組み替えて事業者の支援金にあてようとす

るものでございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 今の説明では、現在の状況から見て効果的な事業実施は難しいと判

断したということでございますけれども、しかしですが、この春にはさくらまつりを開催

しております。また、春のイベントを中止している自治体も多い中で開催したわけです。

賛否ある中で、感染予防対策をしっかりやりながら、ウィズ・コロナ時代のイベント開催

の挑戦だったと思っております。

結果として成功したわけです、感染予防しながら経済を回す、模範みたいなものと受け

止めたわけであります。あの時は良くて、今回は厳しいという判断は、一見矛盾している

ようにも思うんです。私の見え方が違うのかもしれませんが、どのような現在の状況を見

てのことなのか、もう少し説明をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) さくらまつりは開催できて、宿泊施設等利用キャンペーン

事業は中止する、その判断についての質問かと思います。さくらまつりにつきましては、

町内の商工団体が松前町ウィズ・コロナ感染防止対策推進協議会を組織致しまして、感染

防止対策の徹底を図り、感染者を出すことなく開催できました。

しかし、さくらまつりを開催した４月、５月の時点と現在とでは感染者数は急拡大し、

特に心配されております感染力の強いデルタ株が主流となっており、この道南地域でも感

染者が拡大してございます。また、町民のコロナ感染の警戒は強いものがありまして、飲

食店の利用を自粛する傾向が強くなっております。さくらまつりを開催した時点よりも、

はるかに厳しいこの現状下で飲食店を利用する、促進するキャンペーン事業を実施しても

十分な効果が期待できないということで判断し、事業の中止に至ったということでありま

す。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 今の答弁では、さくらまつり時期よりもはるかに厳しいと。なお、

デルタ株の感染が道南地域に拡大していると、またそれをもって町民が警戒しているとい

うことであれば、否定できるものではありません。受け止めたいと思っております。この
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点は了解しました。

そこで、この新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業者支援金でありますが、効果

的に事業者に支援が届くことを望みます。ただです、事業者の中には売上減少の大きな事

業者もあれば、少なく済んでいる事業者もいます。一律５万というよりも、影響の大小に

応じて給付すべきではないかというのが一般的な考え方と思われますが、どのような根拠

によるものか示していただきたいと思います。３回目ですから、これで終わります。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) 影響の大小に応じて給付すべきでないか、一律にした根拠

についてかと思います。現在、北海道では緊急事態宣言の期間におきまして、営業時間の

短縮、また酒類提供の時短要請を行っておりまして、要請に応じた、協力した事業者には

売上高に応じて１日２万５千円からの支援金を支給しているところであります。また、売

り上げの減少割合を基準に国の月次支援金、道の特別支援金が措置されてございます。今

回の町の事業者支援金につきましては、国と道が実施する支援金に上乗せする形で、１事

業者一律５万円を支援するもので、影響の大きい事業者には町の支援金と、また国、また

は道の支援金が支給されることから、大小に応じた対策がとれるのかなというふうに考え

ております。

また、基準から外れた事業者もコロナの影響は少なからず受けていると思います。国や

道の支援が届かない事業者にも支援が届くように、１事業者一律５万円にしたといったこ

とでありますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) 今のちょっと類似なんですけども、宿泊の関係、宿泊等の関係で７

００万の減額、当面は今見送るっていうことと捉えたらいいのかなあと思いました。それ

で、再度、この冷え込んだ旅館、飲食店が往来が自由になった時に、再度また提案してく

れるものなのかなあと。

どうしても、今松前町の旅館は大きい温泉ホテルと、あと小さい二つ、それと民宿一つ

と、それと江良の方にもございますけど、相当なダメージを受けてますんでね。今はまだ

コロナ厳しいというふうなことで、考え方で良しとしますけども、一番ダメージ受けてる

ところに何らかの方法でもう一回考えられないかなあという気持ち一つ。

それと、もう１点は一律５万円にした考え方の根拠なんです。やはり５万円を５００何

件に出してもどうなのかなあ、いろんな国、道の補助制度があるんでしょうけども、その

他に５万円を出す考え方っていうのが、ちょっとストンと落ちなかったもんですからね。

そこで５万円の考えた、支給する考えた根拠を２点目、ちょっと答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) まず１点目、今回事業を中止したことによってダメージを

受けてる宿泊事業者への支援、今後どうするんだっていうことかなと思います。こちらに

つきましては、北海道の事業者支援金の対象から外れました飲食店、更には宿泊事業者等

を対象に、今般の緊急事態宣言による影響の推移をまずは見てみたいなと。その他に、衆

議院選挙後における国の経済対策、こちらの動向。更には政府の専門家会議で現在議論し

ております、コロナ禍でも社会経済活動を正常化させるための提言、出口戦略にも注視を

しながら、令和２年度同様の支援策を今後検討して行きたいというふうに考えてございま

す。

ちなみに、令和２年度につきましては、宿泊事業者継続支援金、飲食店に係る経営支援
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金、指定管理者支援金を措置しまして事業継続を支援してございます。

２点目の、一律５万円の根拠の考え方になります。先ほど沼山議員に説明した部分と被

るかもしれませんけども、もう一度説明させていただきます。今回の事業者支援金につき

ましては、国からの臨時交付金に組み替え予算、更には一般財源を充てて支援金の財源に

回しているといった内容になってございます。町の支援金は５万円、少額ではありますけ

れども、影響の大きい事業者には国と道の支援金を支援することができます。こういった

形でまず影響の大きいところには国、道、町が支援して行こうと。

また、国、道の支援を得られなかった事業者についても影響があるので、町が支援して

行きましょうという考え方のものでして、こちらの商工会の経営指導員の方にも意見を伺

ってございます。５万円ということで少額ではあるんですけども、この５万円で助かる事

業者もいるといった話も聞いてございます。少額でも事業継続の一助にはなるのかなとい

うことで、今回措置させていただきました。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) １点目の関係ですけれども、今までは感染対策が中心で物事が行わ

れてきましたわけ、でも、この頃いろいろ新聞、マスコミもそうですけども、ネットのＹ

ａｈｏｏ！見てても、コロナウィズの段階に入ったな、経済と、それとコロナは絶対数は

減らないよと、感染は。そういう時代、時に、時ですね、時に入ってきたとコロナウィズ

が叫ばれるようになってきたっていうことは、経済がそれだけ疲弊してしまったという、

いいところはいいでしょうけど、ダメージを受けたところが飲食業と旅館業、宿泊業。

ただ、函館あたり、北海道全体では宿泊が徐々に回復してきているというふうな状況で

ございますんでね、コロナウィズの考え方を、やはり導入した中で施策を立案して、運用

してもらいたいなという気持ちが、ちょっと強かったもんですからね。この提案された補

正については、どうこうっていうよりも確認行為で質問致しました。答弁があれば、答弁

していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) コロナはこういう状況ですので、感染防止対策を徹底しな

がら経済を回す。正しく松前町ウィズ・コロナ推進協議会の取り組みの一つだと思います。

今現在もいろんな経済対策打ってはいるんですけれども、それの参加要件と致しまして、

松前町ウィズ・コロナ推進協議会の加盟店であるということを条件に付してございます。

これからいろんな事業を行うにあたっては、やはり感染防止対策の徹底が必要になります

ので、事業者にもそういった指導を行いながら、感染防止対策と経済活動の両立に努めて

いきたいと考えてございます。

○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７０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７０号は原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第７号 松前半島道路の整備促進を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、意見書案第７号、松前半島道路の整備促進を求める意

見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 意見書案第７号、松前半島道路の整備促進を求める意見書について、

別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出するもの

であり、意見書の内容については記載のとおりであります。ご審議のほどよろしくお願い

致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第７号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第８号 「国の責任による『２０人学級』を展望した少人数学級の

さらなる前進」を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、意見書案第８号、「国の責任による『２０人学級』を

展望した少人数学級のさらなる前進」を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第８号、「国の責任による『２０人

学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める意見書について、別紙のとおり、

松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであります。意見書の内容

については記載のとおりであります。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第９号 特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別支援学級の

学級編制標準の改善を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、意見書案第９号、特別支援学校の実効ある設置基準の

策定及び特別支援学級の学級編制標準の改善を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第９号、特別支援学校の実効ある設

置基準の策定及び特別支援学級の学級編制標準の改善を求める意見書について、別紙のと

おり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであります。意見書

の内容については記載のとおりでございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第９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９号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１０号 大学生等への給付奨学金制度の拡充を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、意見書案第１０号、大学生等への給付奨学金制度の拡

充を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第１０号、大学生等への給付奨学金

制度の拡充を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項

の規定により提出するものであります。意見書の内容については記載のとおりでございま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１０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１０号は原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第１１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２１、意見書案第１１号、国土強靱化に資する社会資本整備

等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近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第１１号、国土強靱化に資する社会資

本整備等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致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１１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１１号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１２号 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を

求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２２、意見書案第１２号、適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）の導入中止を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第１２号、適格請求書等保存方式（イ

ンボイス制度）の導入中止を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会規則第１

４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容につきましては記載のとおり

であります。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１２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１２号は原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第１３号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の

充実を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２３、意見書案第１３号、コロナ禍による厳しい財政状況に

対処し地方税財源の充実を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第１３号、コロナ禍による厳しい財政

状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会規則

第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容につきましては記載のと

おりであります。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１３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１３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２４、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中

所管事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長からの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、委員長からの申し出のとおり閉会中の所管事務調査を承認することに決定しま

した。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２５、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ
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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、そのように決定致しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は９月１０日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了

致しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、令和３年度松前町議会第３回定例

会は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって令和３年松前町議会第３回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 １時２７分)
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