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（開会 午前 ９時５９分）

◎議長あいさつ

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、令和３年松前町議会第４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４回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、２番飯田幸仁君、

３番沼山雄平君、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) １２月９日、開催された議会運営委員会において、

本定例会の会期は本日から１２月１４日までの２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１２月１４日ま

での２日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。
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◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

令和３年松前町議会第４回定例会にあたり、行政報告を申し上げます。

１、「史跡松前氏城跡福山城跡」整備に係る本丸地区整備について。

「史跡松前氏城跡福山城跡」につきましては、平成２８年度に策定した「史跡松前氏城

跡福山城跡保存活用計画」に基づき整備を進めており、本年度は、幕末の現存遺構である

新坂地区の石垣測量と石垣カルテを作成するため、文化庁調査官及び城郭や石垣整備の専

門家の方々の現地指導等を受けながら取り組んできたところであります。

この中で、新坂地区の石垣については、歴史的経緯やその構造等から非常に貴重な歴史

資源であるとの指摘を受け、その価値を再認識したところであります。

更に、保存をするための手立てが必要な箇所もあることから、史跡全体の保存整備を実

施するにあたり、史跡の本質的価値である石垣全体の調査等を最優先で取り組む必要があ

るとのご指導を受けたところであります。

このことから、町としましては、石垣の保全と史跡全体の石垣調査等を優先的に行い、

将来的な石垣等の保存管理についての方策を整理したうえで、今後の全体計画となる『本

丸地区整備基本計画(仮称)」に位置づけしていくことが重要であると判断したところであ

ります。

当初の予定では、本年度中に町内外の有識者による史跡福山城保存整備審議会へ本丸地

区を中心とした整備基本計画の策定に向けた諮問を行う予定でありましたが、これに優先

して、今後３年を目処に石垣測量及び石垣カルテの作成に取りかかり、その成果を踏まえ、

整備方針について諮問してまいりたいと考えております。

いずれに致しましても、私達の貴重な歴史遺産である「史跡松前氏城跡福山城跡」をよ

り良い形で後世に伝えるために、天守の木造復元を目指すことを基本に取り組んでまいり

ますので、今後とも議員並びに町民皆様には、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

２、町立松前病院の「地域包括ケア病床」の導入について。

町立松前病院は、町内唯一の入院医療機関として、「住民が求める最良の医療」を提供

してまいりました。しかしながら、患者の高齢化に伴い、南渡島二次医療圏では、急性期

医療を担う一般病院の病床数が過剰となる一方、回復期に対応する病床機能の不足が明ら

かになるなど、当院を取り巻く医療環境も厳しいものになっております。

そのため、早期の在宅復帰にとって必要不可欠である回復期医療機能の強化策として、

急性期医療を経た患者、在宅医療を行っている患者の受け入れ及び病状が安定した患者の

在宅復帰支援を円滑に行うことが可能で、町民からも求められている｢地域包括ケア病床｣

を令和４年４月の導入に向けて、１０月から病院内でワーキンググループを立ち上げ、検

討しているところであります。

「地域包括ケア病床」は、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援

が包括的に確保される体制の「地域包括ケアシステム」の一翼を担う病床であり、町民が

安心して暮らし続けるための支援にも繋がるところであります。

地域包括ケア病床を含めた全体の病床数については、現時点での職員数及び病床稼働率

を踏まえ、最大６０床で検討しているところであります。以上でございます。
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○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済と致します。

◎報告第４号 専決処分報告について

◎報告第５号 専決処分報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第４号、専決処分報告について、議決の変更につい

て、日程第６、報告第５号、専決処分報告について、議決の変更について、以上２件を一

括議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) おはようござます。

ただ今、一括議題となりました報告第４号及び報告第５号の専決処分報告について、そ

の内容をご説明申し上げます。

本件は、既に議決をいただいております肉牛改良センター賃貸型牛舎等建設事業の外構

工事と、賃貸型牛舎建築主体工事の契約変更にかかる議決の変更であります。本工事につ

きましては、それぞれ契約締結後工事を進めてまいりましたが、賃貸型牛舎建築主体工事

において、北海道が緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の適用を受けた影響により、

製材や集成材を製作する工場の稼働率が低下し、またコロナ禍により世界的に木材の需給

バランスが大きく崩れ、輸入材が品薄となったことにより、国産材の需要が高まり、結果

として製材工場に注文が殺到し、本工事に使用する製材等の納期に遅れが生じたため、関

連する工事を含めて設計変更し、契約の変更をしたもので、地方自治法第１８０条第１項

の規定により、議会において指定されております専決処分事項について専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するものであります。

始めに報告第４号専決処分報告について、２枚目の別紙をお開き願います。専決処分書

議決の変更についてであります。令和３年４月１６日議決されました令和３年度施行（令

和２年度繰越分）松前町肉牛改良センター賃貸型牛舎等建設事業外構工事にかかる契約の

変更について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和３年１１月９日に専決処

分したものであります。変更する内容は契約の金額で、変更前６千４１３万円に、１７２

万２千６００円を増額し、６千５８５万２千６００円に変更したものであります。

続きまして、報告第５号、専決処分報告について、同じく２枚目の別紙をお開き願いま

す。専決処分書、議決の変更についてであります。令和３年５月２８日議決されました、

令和３年度施行(令和２年度繰越分)松前町肉牛改良センター賃貸型牛舎等建設事業、賃貸

型牛舎等建設建築主体工事にかかる契約の変更について、地方自治法第１８０条第１項の

規定により、令和３年１１月９日に先決処分したものであります。変更する内容は契約の

金額で、変更前１億９千６９０万円に、２６３万７千８００円を増額し、１億９千９５３

万７千８００円に変更したものであります。

以上が、報告第４号及び報告第５号の内容でございます。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みと致します。

◎報告第６号 専決処分報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、報告第６号、専決処分について、令和３年度松前町一般

会計補正予算(第７回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。
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○政策財政課長(佐藤隆信君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました報告第６号、専決処分報告について、その内容をご

説明させていただきます。

緊急執行を要した令和３年度松前町一般会計補正予算(第７回)を地方自治法第１７９条

第１項の規定により、専決処分書のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定によ

り、報告し、議会の承認を求めようとするものでございます。

これは、令和３年１１月１９日閣議決定された、コロナ克服新時代改革のための経済対

策による子育て世帯に対して、０歳から高校３年生等までの児童１人あたり１０万円相当

の給付を行うとされたもののうち、対象児童１人あたり現金５万円を先行給付金として給

付すること。更には、１２月中の支給を目指すことに伴い、急遽の補正予算が必要なこと

から、令和３年１１月２９日付をもって、別紙補正予算書の専決処分をさせていただいた

ところでございます。

それでは、専決処分の内容を説明させていただきます。次のページの専決処分書をご覧

願います。専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分

するものでございます。令和３年度松前町一般会計補正予算(第７回)、令和３年度松前町

の一般会計補正予算(第７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２千６８３万９千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億３１８万９千円とするものでご

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。

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。３款２項１目児童福祉総務費で、２千６８３万９千円の追加計上です。

１０節から１２節まで、子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費分として、８３万９千

円の計上です。続いて１８節子育て世帯への臨時特別給付金として、２千６００万円の計

上です。これは、子育て世帯への臨時特別給付金の先行給付金として、０歳から高校３年

生等までの対象児童１人につき５万円を支給するもので、児童手当対象児童、いわゆる中

学生までには１２月末までの支給を目指し、支給対象者には一定の所得制限が設けられて

います。対象児童は０歳から高校３年生等までの５２０人分を予定しており、子育て世帯

への臨時特別給付金及び事務費については、全額国の補助金で賄われる予定でございます。

また、町としましては、１２月までの支給を目指しますが、高校生以上の場合や町が支給

する児童手当の対象となっていない公務員世帯等については、申請及び決定までに時間を

要するため、１月以降の支給を予定しているところでございます。なお、１０ページに参

考資料として子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の概要(先行給付金)を添付しており

ますので、ご参照願います。

９ページです。１３款１項１目職員給与費は、財源更正で、当該支給事務に係る時間外

勤務手当を一時既存の予算を振り替えて実施するための財源充当によるものです。

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、５０万円の減額計上です。これは、

歳出に対応する財源調整によるものです。

７ページです。１４款２項２目２節子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金で

２千６００万円、子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金で１３３万９千円の追
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加計上です。これは、歳出で計上している子育て世帯への臨時特別給付金と、その事務費

に対する国庫補助金の計上です。

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５３億７千６３５万円に、

補正額２千６８３万９千円を追加し、補正後の額を５４億３１８万９千円にするものでご

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２千６

８３万９千円を追加し、補正後の額を５４億３１８万９千円にするものでございます。

以上が報告第６号、専決処分報告の令和３年度松前町一般会計補正予算(第７回)の説明

とさせていただきます。ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) １８歳以下のですね、１０万円給付ということで、今回その半分と

いうことで今月から始まるということですが、国はこの子育て世帯、所得制限設けながら

約９割をカバーしてるということですが、松前町にあっては、１００％に達しているのか

いないのか、これだけお願いします。

もう１点はですね、１回目の５万円給付、これは政府の事業ですが、１回目と給付分か

れますが、２回目の５万円は、国はまだ、今日の時点でクーポンを原則としていることな

ようですが、それは政府の思惑とすれば、入学、卒業シーズンに合わせて配布したいとい

うような想定はあったものの、ただクーポンだと、それはかなり厳しい状況であるという

ことが、最近報道されているそうです。

松前町にあっては、この２回目の５万円分の給付をどのようにして考えているのか、そ

の考えだけを教えてください。この２点お願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 私の方から、ただ今の質問について、お答えしたいと思い

ます。

まず１点目の１８歳以下の１０万円の対象者のお話だと思います。先ほど政策財政課長

から説明ありましたとおり、今回についてはあくまでも１５歳以下の５万円の給付の方々

の５２０名ということは、失礼しました、１８歳以下で５２０名なんですけれど、年内に

は１５歳以下の方々に交付すると。

それで、ここの人数把握なんですけれど、ここは二通りございまして、当町で住民登録

されてる児童の把握は我々でもできるんですけれど、先ほどご説明がありました公務員世

帯等で町外に子どもの住所があって、養育者が町内にいる方、この方も受給の対象となり

ます。この部分については、私ども推計でしかございませんので、今のところ把握してる、

当町で住民登録がある方全員、それから想定してる部分は、公務員世帯の方々がほとんど

ですので、その方も含めて、全部の対象者の方に交付していきたいと思ってます。

失礼しました、年内については、あくまでも１５歳以下の町が児童手当を交付している

方ということになりますので、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時２０分)

(再開 午前１０時２１分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開します。

副町長、失礼しました、保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 失礼しました、所得制限の関係でございますでしょうか。

所得制限は、当町でも所得制限されてる方々がおられます。それから、今言われました公

務員世帯につきましては、我々で交付の事実と所得確認ができていませんので、それはこ

れから申請を受けた後に、そういう方々の調査確認をしていくというような状況になって

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。今、沼山議員がおっしゃら

れたとおり先行の５万円、それに続く、引き続くクーポンでの５万円ということを国の方

では計画しておりました。ただ、岸田首相の方でも、ただ今開かれております衆議院の本

会議において、どういう場合に現金給付できるか、具体的な運用方法を検討していくと。

これに関しましては、国の方の補正予算が通った後に具体的な例を示していくという形に

なっております。

それで、クーポンに関しまして事務経費、いろいろなものもかかるということで、報道

等では現金の方がいいというような国民の声も随分されておりますが、確実に消費に使っ

ていただきたいという国の思いも私どもは理解できるところでして。

ただ、今後示される現金給付がどのような要件のもとで可能になるのかということをし

っかり把握して、当町がそれに該当するのかどうなのか。事務的なもの、あるいはそうい

う経費も踏まえて、国からくる事務費とは言いながら国民の税金でございますので、それ

でこちらの方は判断していきたいと。どのような要件が当てはまっていくのか。現実的に

は、クーポンも全商店が該当になるのか、前聞いた時には、やはり子どものために使える

ようなクーポンというようなお話も伺いました。そういったものを考えた時に、町内で使

えるお店がどの程度あるのかとか、そういう詳細がまだはっきりと示されておりませんの

で、諸々のものを判断して、一日も早く町民の皆さんにお届けできるような対応を選んで

行きたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) １点目のですね、まだ、はっきりとした所得の制限についてのライ

ンが、まだ見えて来ないというようなことだと思います。もしですね、１００％に行き渡

らない可能性があるとすれば、町独自として１８歳以下の全子ども達に対して、それをフ

ォローしていくというような考えがあるのかどうなのか、それをお聞きしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) ただ今のご質問でございますが、現状の中では、国の示す該当者

に支給するという方向で考えてございます。国が示す該当者です。

ですから、所得制限等は、そのまま使っていきたいというふうには考えております。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 最初にですね、所得制限からもれる子どもがいるのかどうなのか、

それによって１００％行き渡るかどうなのかっていうことに関して、今の国の基準に、今

の答弁では国の基準に沿って配布すると考えると、そのとおりなんです。ただ、国の基準

で配布したいと考えた場合に、もれる子どもがいるのかどうなのかということをさっきか

ら聞いていたんです。

もし、もれた場合に、町独自として全員に行き渡るようなことを考えているのかという

ことを聞いてたんです。ちょっと、その辺もう一度お願いします。
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○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 説明が下手で申し訳ございません。あくまでも私どもは、国の基

準で支給者を決定していきたいということは、所得制限かかっている方は、そういう収入

があるという、そういう言葉ですので、その部分に関しては、今回は支給の方向では、現

在のところ考えておりません。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) いくつかあるんですけども、国の基準っていうのは、ここの説明資

料の５番目のことを指して言ってるんでしょうか。その他にきちっとした支給の基準など

があるのであれば、やはりそれがないと、きちっと私達は把握できないなあと。

それともう１点、議長、そういう顔しないでよ、あんまり良くない。それで、２点目、

この児童手当は、私は１８歳までは児童手当の支給対象かなあと思ってるんですけども、

それで確認そこなんです。

それと、児童手当に対象はもれてる高校生は、そうすると何人いるんでしょうか。少数

であれば、事務もスムーズにスピーディーに運んであげれれば、対象として１２月中に支

給できるんでないかな。なぜかって言うと、少しであろうと、大きいお金であろうと、町

民の皆さんはね、待っているんでないかなと、この１２月に。いろいろお正月にかけてこ

ういうもの買いたいだとか、待ってるんでないかなと思うんですが。そういう点について

も考えているのかなあと思って、この２点、ちょっとお伺いします。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今の質問の１点目でございます。国の基準とは、どう

いう基準かというお話でございました。まず一つは、参考資料、１０ページの参考資料に

もございますけれども、２番目の対象者、それから３番目の対象児童、この辺が概要にな

るかと思います。大まかには、児童手当を、１５歳以下であれば児童手当を受給してる方

がまず対象になりますと。

それで、この参考資料の対象者のところにあります１行目に児童手当の本則給付受給者

という言葉がございます。これ、言葉わかりづらいんですが、要するにこれが所得制限を

盛り込んでる児童手当の本則給付でございます。俗に報道等で給与収入９６０万以下の方

ですよというのが、この児童手当の本則給付にあたる部分でございますので、所得要件と

すれば、ここの部分を持って対象者というようなことでございます。

それから、もう一つすみません、対象者については、１５歳以下は児童手当の対象者、

それから１５から１８歳につきましては、ここは年齢で区切って対象者としてるというこ

とでございますので、お願いしたいと思います。

２番目、児童手当は先ほど年齢のお話、議員されたと思うんですけど、今ご説明したよ

うに、現在児童手当は１５歳未満の子どもに支給してるということですので、よろしくお

願いします。

３点目でございます。高校生についても、年内支給、それから該当者がどのくらいかと

いうお話でございます。私どもで高校生の人数把握してるのは、今１１３名の高校生の方

々が町内に住所有してるというふうに見てございます。ただし、先ほど申したように、高

校生その方、その子ども自体がここに住所がなくても、例えば町外で学校に行ってるです

とか、養育者、あくまでも養育者に交付されるお金なものですから、養育者が松前町にい

て、ここに住民登録のない高校生も対象の該当になるものですから、ここの部分は推計と

いうことで考えてございます。
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それと年内支給に関してですけど、今回国で示したものでございますけれど、先決させ

ていただいたものは、あくまでも現在確定している１５歳以下の児童手当の子どもに給付

する分、この分が国の制度の中で確定してございます。それ以上の部分については、現在

国で行われる補正予算等々の審議、それからその後の方針をもって決定されるというよう

な状況になってございますので、現時点では、国の方針に従って支給されるのは、１５歳

以下の、中学生以下の５万円ということを年内支給ということでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) １８歳未満の子ども達も、年内に支給をしてくれるものだというふ

うに認識してたもんだから、そういう質問したんです。そうすっと、１５歳以上１８歳未

満っていうのは、年度内支給を原則しなくていいということになるのかい。できる範囲内

でやるっていうことなの。そこのところがね、ちょっとあやふやでね、一部では、各市町

村のこう見るとね、全対象者にやるだとかさ、そういうのが情報で流れると、あれ松前は

１１３人ですか、対象者が、その部分はどういうふうに考えていいのかなって、今ちょっ

とその答弁で迷っちゃったわけ。そこのところわかりやすくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 今の部分でございますけれど、まず言葉とすれば、年内支

給、要は１２月末までに支給される方と、もう一つは年度内支給、３月末までを想定して

いる部分だと思うんですけれど、１５歳以上１８歳未満の方々につきましては、これは、

児童手当を受給してないものですから、その方々の申請に基づいて、口座番号の確認と、

それから先ほど児童手当の本則にあります所得の確認、これらをもって受給者の確定をし

ていくということになります。

それでいきますと、１５歳以下の公務員世帯と同じように、今後申請をしていただいて、

それを審査した後に給付をしていくということになりますので、そうすると給付時期とい

うのが１月以降になっていくというような形のもので考えてございます。できれば、もし

今国会で国の方の予算可決して方針制度が、今言われてるような方針で確定すれば、速や

かに申請を１月から受けていければなというふうに思ってございますので、よろしくお願

い致します。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 対象者には、その準備ができれば支給ができるということでいいで

すね、１８歳未満の子ども達。口座であり、いろんな所得制限でありが、対象外か対象内

か、それがわかれば、年度内でも予算としては国から補助金がきてるということになる。

そうすっとうちらの事務手続きが、今ちょっと忙しくて間に合わないよというふうに捉え

ていいんですか。それとも、全く今は対象、１５歳以上１８歳未満の子ども達は、松前町

としては１月以降というふうに振り分けたんでしょうか。年度内にやれるものだけれども、

事務手続き上、今煩雑になってるから次年度にまわすという考え方でしょうか。そこのと

ころちょっと教えて。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 支給時期なんですけれど、次年度ではございません、今年

度中です、令和４年の３月までの交付をまず考えてございます。

振り分けと言いますか、対象、先ほど言ったように、今現時点で正式に国で決定してる

ものは、１５歳以下の交付のみが正式決定されてございます。１５と１８歳の部分につい

ては、制度とその決定、予算、それから交付方法等がまだ正式に決定してございません。
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報道等では、いろんなお話が出てます。おそらくそのとおりになっていくんだろうと思い

ますが、その決定が確か本日でしょうかね、国会で今補正審議されてると思いますけど。

その決定を受けて、すぐに対象者の方に申請の方の周知をしていきながら、受け次第、年

度内令和４年３月までに交付できればいいなというふうに思ってございますので、よろし

くお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時３４分)

(再開 午前１０時３５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

副町長。

○副町長(若佐智弘君) すみません、今回の先行給付金につきましても、基本的にはもら

える方がもらう意志があるかどうかが、一つのものになります。

確かに、児童手当等町の方で支払いしてる部分、町というか担当課の方でやってる部分

に関してはわかってますけれど、一方的に送るわけにはいかないわけでございまして、中

にはそれをいらないよという方もいらっしゃいます。けど、これに関しては送った時に、

案内を送った時にもらう意志のある方はそのままで、私はいりませんという方は、それを

辞退する届け出も必要なわけでございます。

ですから、この辺のところをはっきりさせてからお金を振り込むということで、思った

以上に、今日明日中には、そういうこちらの方で把握してる部分には、そういうものをお

知らせを出させていただきます。けど、国の方でもやっぱり最低でも一週間は意思確認を

とらなきゃならないとなると、今月の２０日過ぎ、２０日頃ですか、それから金融機関等

にまた振り込みのお願いをします。年末ですので、金融機関も非常に忙しい時期と重なり

ます。一応その辺のところは関係金融機関にもお願いをして、何とか年内に振り込みでき

るようにということで。

ですから、今言ったように、高校生等もまた、例え年前に、年明ける前に１２月中に予

算がついたとしても、そういう今言った申請行為とか、そういうものを考えた時に、年内

に支給できるかどうかは、ちょっと事務的なレベルで、これは役場のみならず、いろいろ

な方のもので、できるかどうかは、まだちょっとはっきりわからないというのが実情でご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

１０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 答弁もらうたびにわからなくなる、明快に言ってくれないと困るの

さ。児童手当は中学生まででしょう、そういうことをはっきり答弁して、その後１８歳ま

での高校生がやるんだよと、ただし、所得制限は九百何十万かってことあるけども、それ

を勘案しながら支給すると。ただし、高校生については意志確認をすると。こういう受け

止め方、あるいは、子ども手当もらってる人もいらないっていう人には交付する必要はな

いんでしょうけども、この辺明確に、順序立てて言ってくれなければこんがらがっちゃう。

何を言ってるのか、意味わからない。

だから、中学生まで、１５歳未満はちゃんと児童手当でおさえてるから、できるだけ早

く支給できると。１８歳までは、一回ずつ意思確認しなければならないので、時間がかか

って１月に入る可能性もあると、こういう受け止め方でいいのかどうか。イエスかノーで
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結構です。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) ノーでございます。１５歳までの児童手当受給されてる方も、結

局は意思を確認する形になります。辞退した人は辞退届けを出さなきゃならないです、い

りませんよという方は。

今までの給付金でも支援金でも、やはり町内の中にでも辞退される方は何名かいらっし

ゃいます。ですから、辞退届けを出さない方には、こちらの方から支給しますけど、いら

ないよという方は、辞退届けを出していただくと。

ですから、辞退するかどうかを確認するために、こちらから通知してから１週間なら１

週間、相手から辞退届けが届くかどうかを、こちらは待たなきゃならないというようなこ

とになります。

あとは、斉藤議員おっしゃるとおり、認識のとおりでございますのでよろしくお願い致

します。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) これ、今まで児童手当を支給している人でも、イエスかノーかの判

断もらわんきゃないっていう受け止め方でいいんですか。

それと、児童手当支給してる人は、自動的に５万円ずつ振り込むんだと。二つに一つ、

どっちになるのか答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 児童手当は児童手当として申請行為を、それは申請されてます、

該当者が児童手当をいただいている方ということだけであって、新しい制度ですので、こ

れをもらう意志があるかどうかを確認しなきゃならない。ただ該当者が、児童手当の方で

すか、児童手当をもらってる方については、きちんと申請行為などして口座とかも把握し

ているというようなことでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) そうすれば、１８歳未満の人全員に意思確認しなけりゃ、支給でき

ないということになるんですね、そういう受け止め方でいいですね。だから、事務が繁雑

すぎる、国が悪い、そう思います。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。

報告第６号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、報告第６号は承認することに決定しました。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、一般質問を行います。
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既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

始めに、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。今回から１５分短縮されたもんです

から、慎重に、有効に質問していきたいし、的確な答弁よろしくお願いします。

今回は、通告書にありますように、松前病院に関してのお尋ねでございます。現在松前

病院がどういう状況にあるかということを、まず考えてみたいと思います。

西病棟５７病床、それから東病棟４２病床という状態の松前病院ですけれども、現実は

西病棟のみを使いながら、東病棟の４２床は休止状態にありますよね。こういう状態を見

た時に、非常に松前病院の将来に対する不安を感ずるわけです。

考えてみますと、１９９０年ですね、平成の２年でした。当時、道立病院、道立松前病

院という位置づけでありましたけれども、北海道の病院の再編計画の中で、松前病院が廃

止か存続か診療所か、いろいろな形で議論されました。当時の町長も議会も、地域にとっ

て病院は絶対必要だということを、いろいろな議論ありましたけれども、最終的にはどう

しても松前病院は、松前町に必要なんだと。そういう意志決定の下で、町立松前病院がス

タートしたわけです。

今日振り返ってみれば、３０年ちょっと超えましたよね。その間、いろんなことりまし

た。歴代、３代目の町長から現在の８代目の町長まで、計６人のそれぞれの町長の関わり

の中で、更には、当時の議会の関係者の中で、どうしても松前病院を守ってくためのいろ

んな努力もされてきた。しかし、現実を見ると極めて厳しい状態にあると。

ところが一向に町長はこの病院に対する、これからの議論になりますけども、老朽化し

た病院の改築の件にしても、体制の問題にしても、我々が心配しているほど町長は心配し

ていないと。これはちょっと言い過ぎになりますけども、我々以上に町長は心配されてる

と思いますけれども、この状態を町長、どういうふうに認識されておりますか。これから

の質問に関係しますんで、町長のお考えを聞かせください。

○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。梶谷委員から、命と健康を守る砦、町立松前

病院の死守を、現状を見据え、今後に向けてという表題の一般質問を頂戴致しました。

冒頭、このコロナ禍の中で、松前町立病院の皆様には、管理者始め、院長先頭にコロナ

対応に頑張ってきていただいていることに対しまして、冒頭感謝を申し上げたいというふ

うに思っております。

また、町内コロナの感染者、少ない人数で推移しております。それは、何を隠そう町民

の皆さんが、徹底した感染予防対策を講じていただいた、それが功を奏しているというふ

うに私は思っておりまして、町民の皆さんに感謝を申し上げたいというふうに思います。

また、現在３回目のワクチン接種に向けて、順次体制を整えているところであります。

町立病院の皆様には、本当に緊張感を持った中でのワクチンの接種等々、大変ご負担をお

かけしますけども、ぜひご奮闘していただいて、万全な体制でワクチンの接種をしていき

たいというふうに思っているところであります。

病院に対する町長の認識を、というふうなことでご質問ございました。現在の病院、道

立病院の時代は、ベット数が６５、町立に移管する時は１００になって現在まで来てると

ころであります。この間、議会の皆様、歴代の町長含めまして、大変病院を守るために頑

張ってきている結果が現在だというふうに思っております。

私の頑張りが足りないんじゃないかというふうなご指摘もございましたけども、私の町

長としての題名って言いますか、病院を守ることが一番大きい部分があるというふうに日
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々思っておりまして、管理者、院長と連携とりながら現在まで進めているところでありま

す。また、病院に対する認識を質問されておりますので、その部分につきまして、答弁を

させていただきたいというふうに思います。

ご承知のように、人口減少、少子高齢化が顕著になっている松前町であります。病院の

経営は、運営の継続は町民が現在、そして将来とも安心して暮らすためには、松前病院は

なくてはならないものだというふうに思っております。ご承知のように、町立松前病院は、

南渡島圏域の中核となる医療機関等から遠隔地にありまして、へき地医療拠点病院として

松前町のみならず、隣接の福島町の一部町民が利用する、地域唯一の病院であることから

医療、介護、保健予防活動の拠点施設として、大きな役割を担っております。

病院の経営につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響などによりまして、入院

患者数が減っております。また、看護師もマンパワー不足、特に今議員からご指摘のよう

に、現在１病棟での病棟運営となっていることから、入院収益が減っておりまして、経営

が大変厳しい状況にあるところであります。

また、老朽化の進む病院改築につきましては、喫緊の重要な課題でありまして、重要な

課題として取り組んでまいりたいというふうに考えております。人口減少、少子高齢化、

医療環境の変化等をしっかりと見極めながら、長中期的視点に立ち、慎重に議論を行って

いき、医療サービスの向上のために、松前町に相応しい、より良い病院改築にまい進して

まいりたいというふうに考えております。

いずれに致しましても、環境はますます厳しくなる状況でありますけども、安定的な病

院基盤の回復及び、早期改築に向けて、山本管理者、八木田病院長と力を添えながら、携

え、病院運営をしやすい環境づくりに、しっかりと対応をして、病院を支えてまいりたい

というふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １５分間休憩を致します。

(休憩 午前１０時５１分)

(再開 午前１１時０５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、町長の病院に対する認識を聞かせていただきました。地

域にとって、どれだけ病院が大事であるか、加えてその大事な病院を守るためにどれだけ

困難がつきまとうか、そういう面も、これは正に私も共有しております。ですから、そう

いう観点からね、今の病院の西病棟のみを使って、せっかくの東病棟が休止している状態

に、非常に危機感を感じたわけ、で、こんな一般質問の通告をしました。

私、１１月２４日に一般質問通告出しております。その意図は、これだけ大事な病院の

問題に対して、町長あるいは関係者を含めて十分な話し合いのもとに、我々が理解できる

ような、納得できるようなご答弁をいただきたいなという気持ちからなんですよ。十分な

時間をね、もって、あらかじめ、１１月２４日ですよ。結果的にね、町長ここで私疑問に

感ずるのはね、そういう通告を出してる時に、１２月１０日の北海道新聞の報道は、あれ

はどういう意図なんですか。町長の方からあの記事は提供したものなの、それとも道新さ

んが独自の考え方で取材をして、ああいう記事をまとめたものなんですか。まず、そっか

らお尋ねします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) １０日の北海道新聞の記事につきましては、推測であります、私の

推測でありまして、私が取材を受けたことでもありませんし、多分議案が配布されたこと

が、あの記事になってるというふうに私は理解し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) というと、あれはあくまでも、私中身に対してね、これは町民にも

知っていただきたいし、あるいは公にもしていただきたい部分ですから、これは一向に言

うものはないんです。

ただ今議会でね、こういう議論をしようという矢先に、ああいう報道がされたらね、我

々の議論っていうのはどうなるんですか、議会の存在ってのはどうなるの。

これ、新聞記事読んでみますか。これ、地域包括ケア病床のね、話は別として、これは

町長行政報告されてますから、これも関連の資料ってのは当然そこに出ますよね。ただね、

一方石山英雄町長は、老朽化が進んでいる松前病院の改築について、この下りがね、細々

と書いてるんですよ。これは私も当然、一般質問で確認していかなければいけない事項が

ね、こんな形で町長答弁されたってんであればね、議論の余地ないでしょう。議会っての

はしたら何なんだっていう話でね、私非常に憤慨してるんです。後で考え聞かせてもらい

ます。せっかくの時間だから、そんなものに時間に費やしていたんではね、肝心の質問が

できません。お尋ねしていきます。

西病棟５７、それを使って今病院運営されております。心配なのはね、そういう形が松

前町の医療支えていく形の中で、本当にいいのかなと。患者さんに対する対応の形だとか

ね。それからね、更に一番心配するのはね、経営の問題ですよ。

この病院には、公共性と、それから企業性二つ持っとります。今の形で行くとね、順次

お尋ねしていくことになるんですけれども、この形はいつまで続ける考え方ですか。一時

的な形なの、それとも将来的に松前病院はこういう、いわゆる地域包括ケア病床導入に進

んで行くんだっていうふうに受け止めるような中身、受け止めなければいけないような中

身なんですよね。だから、このまま松前の病院の進む方向ってのは、ここに示された中身

なのかなという疑問が、まずあります。それで、その辺は町長のお考えはどうですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院の行政報告させていただいた経過につきまして、ご答弁をさせ

ていただきます。現在、町立松前病院に届け出の病床数は、これ急性期の病床９９床でご

ざいます。そして２病棟で経営をしているところでありますけども、議員ご指摘のように

マンパワー不足、特に看護師不足から、令和の３年６月１日より、本当に管理者、院長の

苦肉の策だというふうに思っております。

１病棟、東病棟を中止として西病棟の５７床での運用となっているところであります。

ここにつきましては、本当にこれからも説明しますけども、将来の病院の進む方向づけ、

これ大きな岐路になってるんだというふうに思っているところであります。この判断を管

理者、そして病院長が判断致しまして、病院の職員と一緒に試しって言うのも表現あれで

すけども、チャレンジをしてきた経緯があるわけであります。

その６月以降、１０月までの１病棟５７床での実績を申し上げますけども、１日あたり

の入院患者数は、４６．８人、病床の利用率は８１．５％で、入院収益については、当初

予算対比で月平均１千５００万ほどの減収となっておりまして、病院経営は大変厳しい状

況であるというふうになっております。今後の病院の経営につきましては、先ほど行政報

告にも報告させていただきましたとおり、令和の４年４月に向けて、地域包括ケア病床の

導入に向けて、今現在検討しているところであります。今般、総務省が公表致しました２
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０２０年国勢調査によりますと、松前町の高齢化率は５２．２％と、道内で夕張市と同率

の２位で、非常に高くなっております。入院患者の高齢化も進み、自宅、退院をゴールと

した入院期間が長期化しているという現状踏まえまして、疾患の改善のみならず、退院後

の日常生活をより自立して安定したものにするために、リハビリ機能の強化、在宅介護保

険サービス利用における他職種との調整など、患者の利益を最優先に考慮した退院支援を

より円滑に行うことができるということを目的にしているところであります。

また、今般、このような判断するに至った経緯の中には、今後老朽化した病院の改築も

控えております。改築にあたって、病院の経営環境の改善も視野に入れているということ

もぜひご理解をしていただきたいなというふうに思っております。地域包括ケア病床を含

めた全体の病床数については、先ほど行政報告にも報告させていただきましたとおり、現

時点で職員数及び病床稼働率を踏まえまして、最大６０床で検討しているところでござい

ます。

したがいまして、改築にあたっても現状、最大６０床で今後松前病院を推移していきた

いというのが、今の現場の管理者、更には病院長の考えであります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、このベッドの稼働率の話出ましたけども分母は何人ですか。

非常に稼働率が高い。いいです、続けます。

西病棟のね、病床数から行くと５７ですよね、ですから、分母は５７で計算してるわけ。

だから、こういう形になってくるんだ。それは了解しました。

でね、高齢化率の話もされましたよね、５２％以上に達してるんだと。それから、そう

いう地域の状況と、患者さんの状況を踏まえて、これからの病院は最大６０床でいいって

いう見解ですか。これもお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在１００床あるベッドを縮小しながら病院経営をしていて、その

背景っていうのはやっぱり病院の経営の内容にもあるだろうし、一方、ドクター始め看護

師、医療技術者の確保っていうふうなマンパワー不足の大きな要因になってるんだという

ふうに認識しております。

本当にマンパワーも、更には、収益が上がるような病院経営ができればいいんですけど

も、現状見ますと大変厳しい状況が続いていることから、本当に苦肉の、苦渋の選択だと

いうふうに私自身は思っております。管理者、そして八木田病院長が判断している状況は、

きちんとこれからも考えを十分聞きながら支えてまいりたい、病院の経営含めまして支え

てまいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 今、通告書の質問の２番目に入っております、私の通告書の２番目

に入っております。東病棟休止して、西病棟を中心にして運営している状態を、患者さん

の件についても、それから病床数についてもご答弁いただきましたけどもね、運営面で心

配されてるっていう話は、町長も触れてますけどね、本当に心配なんです。１００床、も

とい９９床に、今許可病床数は変わりましたよね、９９床。その中の５７床を使って現在

やっています。９９床でもなおかつ、令和元年、２年と続けて赤字です。しかも、それが

どんどん上がっていってます。

今の状況で、この３年のね、この状況でこの運営でいった令和３年は、これから出てく

る７４号議案、病院の補正会計ね、これにもあるとおり、予定貸借対照表に表れている赤

字は、３億４千万ですよ。この時点で３億４千万ってのは、これは理解できるんですよ。
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なぜならば、国の財政措置もこれから入ってくるものもあるから、当然この３３億ってい

う、もとい、ごめんなさい、３億４千万っていう数字はね、変わると思いますけれども、

去年、一昨年の８００万、去年の７千１００万の赤字ってのは、もっともっと増えますよ、

これ。予定貸借対照表では、３億４千万という数字が出てますけれども、今のような財政

措置されても、今のような病院運営であれば、おそらく億を切ることのできない赤字がこ

こに発生します。どうしますか。

かつて町立病院に移管された時は、こんな議論してます。町民のために必要な医療施設

なんだから、これは一般会計から繰り入れしても、その当時の議論ではね、町民１万人、

１人あたり１万円として、１億円の赤字もやむを得ないだろうと。それでも病院は守って

いかなければいけない大事な施設だということで、町に移管した経緯を考えますとね、結

果的にそういう形が営々と続いてきて、あれは何年でしたっけな、平成１９年ですか、積

もり積もった累積赤字が約１７億ですよ、そして、不良債務３億８千５００万。そういう

状態になった時に、これ手当てしなければそういうふうになるんですよ。

１億覚悟だって言っていながら、当時の財政措置ってのは、町は時々５千万ぐらいずつ

一般会計から繰り入れしてやってきたけれども、とてもとても及ばない。ついに１９年に

は１７億っていう累積赤字が発生しました、そして、更に不良債務が３億８千５００万。

大変な状態になったでしょう。その時に総務省の指導で、公立病院の改革プランを、健全

経営を目指してね、改革プランを作成して、この累積欠損金の解消しました。そして、３

億８千５００万の不良債務も５ヶ年計画で解消しました。その後に、平成２０年から３０

年まで１１年間病院は黒字経営で続いてきましたよ。

ところが、令和元年、２年になったら８００万の赤字、７千１００万の赤字とどんどん

どんどん増えてって、なおかつこのような病院の状態になったら、前段で言いましたよう

に１億以上の赤字は避けられない状態に。どうしますか、これ一般会計から繰り入れして、

やっぱり財政措置して守っていきますか。町長、その辺お聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 経営の内容につきまして、ご指摘をいただいたところであります。

残念ながら、２年前に黒字を１０年間続けたということで、総務省から病院が優良自治体

病院ということで表彰された経緯もあります。このことにつきましては、本当にスタッフ

みんなで頑張ってくれた結果だなというふうに思っております。

残念ながら、総務省から大臣表彰をもらった後に赤字になるような状況になってきてい

るところであります。コロナの関係もあるでしょうし、諸々マンパワー不足もあるだろう

し、いろんな要因が、そういう結果になってきてるんだというふうに思っているところで

あります。

一方で、私が今現在町長として３期目であります。病院の運営環境、少しでも良くした

くて、２期目、平成２８年になるかと思います、１年間に３千万、約３千万の病院の政策

的な支援をさせていただいております。これは、何を隠そう、やっぱり少しでも病院の体

力が維持できるようにというふうに思って、政策をさせていただいたところであります。

現在も管理者、更には病院長から強い要請がありまして、当初は４年間だけですよという

ふうな政策予算だったんですが、現在も管理者と病院長からの強い要請がありまして、議

会の皆さんのご協力、ご理解いただいて支援をさせていただいているところであります。

病院は、何としても守らなければならないというふうに思っております。一般会計から

の繰り出しも考えていかなければ、病院の存続はできないというふうに思っているところ

であります。病院を守るために、今般管理者と病院長が決断している地域包括ケア病院、
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ぜひチャレンジして、町民の皆さんにいい医療関係を提供できるような、そんな病院にで

きればなというふうに思っているところであります。

本当に経営環境を変えるために、いろいろ試行錯誤している現場をぜひご理解いただき

たいなあ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) いろいろ苦労されているってことは、十分承知しております。今回

のね、この西病棟を中心の状況は、やはり今回公表されました地域包括ケア病床に移行す

るための、これ前段の行為だったというふうに私受け止めております。

それでですね、この新聞報道によりますと最大６０床、急性期病床、更に安定期って言

いますか、ケアを必要とする患者さんのためのケア病床含めて６０床ですよ。このケア病

床をすることによる増収、増収って面は考えられますよね、結局一般病床よりも手がかか

ります、そのかかった分だけ増収に繋がります、これは私理解できます。ただ、その増収

するために、これ人手が必要なんですよ。医業収益と医業経費のバランスは、公立病院は

なかなかとれないということはね、百も承知でいるんですけども、このような状態が続け

ば、せっかくこういう地域包括ケア病床導入しても、この運営面でのね、心配ってのは尽

きませんよ。

多少の病床、入院収益が増えたとしても、全体数がね、９９床から６０床になるんです

から、明らかにその時点で３０の差が出てくる。病院経営の一番肝心な入院収益が大きな

ダウンになるんですから、その他の部分でそれなりの努力してきても、病院の運営はます

ます赤字が増えていくっていう、極めて厳しい状態を迎えてる。町長の苦しい胸の内をわ

かっております、理解はできます。でも、今のような、前段で一般会計からね、町長の考

え方で、町長の２期目ですからね、確か２期目だったと、３千２００万、４年間のね、持

ち出しした経緯もありますけれども、そういう形の考え方ってのは、これから額はね、と

もかく、町の財政全体見まして、決定していかなければいけないことですから、額はとも

かくそういう考え方でいかなければいけないってことは、町長のお話にもあったとおりだ

と私は理解します。

通告の３点目なんですけどね、この老朽化した病院の改築と基本構想ってのは、前々か

ら議論してます。町長が初めて就任された平成２４年でしたよね、当選されたのはね、で

も２５年にはこの問題出たでしょう。経営方針を独立行政法人化しようということと、老

朽化した病院の改築、喫緊の課題だということで、あれだけ町内が心配した事件が発生し

ました。町長と私一緒に同行して地域に入って、地域の人方に考え方、思ってることを述

べて説明してきた経緯、本当にあなた苦労されてますよ。おそらく公立病院持ってる町長

で、一番苦労されてる町長でないかなと思って、ある意味で私同情してますよ。でも、避

けられないんです、あなたの立場は、病院の最高責任者ですからね。

何を言わんとしてるかと言うと、この喫緊の課題だというあの時点から、今日までこの

病院改築何度も議論しておりますが前へ進まない、姿も見えてこない、これはどこに原因

があるんだろう、町長。前へ進めない壁ってのは何なんですか、どうおさえてますか、お

聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まずもって地域包括ケア病床につきましては、先般八木田病院長と

懇談する機会がありました。その時に院長とすれば、地域包括ケア病床については、大分

前から考えは持っていたようでありますけども、少し経営が良かったというふうな状況も

ありました。今のこの時期にあえて踏み込んできたというのが、院長の考え方であります。
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少しでも経営環境、財政状況を良くしたいというふうな思いがあってですね、今般病院ス

タッフと勉強しながら進んできてるっていうことを、ぜひご理解いただきたいと思います

し、改築も控えております。いい経営環境がなければ、国の方の承諾も得れない状況が出

てきますので、何とかその辺もご理解していただきたいなというふうに思っております。

本当に病院の改築にあたっては、いろいろありました。今現在進まないというふうなご

指摘でありますけども、当時は１００床のベッドでっていうふうな構想もありましたけど

も、今のような経営状況になって、あえて改築に向かって行くためにも、いい財政環境つ

くりたいというふうな思いがあって、今現在あるわけでありますが、コロナの関係もござ

いました。このコロナをぜひですね、改築に、新しい病院に感染症対策っていうのもきち

んと位置づけしなければならない状況も今ありますので、ぜひこれから改築、間違いなく

改築に進むわけでありますけども、コロナの感染症対策などにも配慮した病院づくりが必

要だというふうに思っているところであります。

いろんな要因があったんだろうなと、遅れてる要因っちゅうのがですね、コロナもあり

ますし、基本設計をお願いしている業者さんが松前町に来れない、コロナの関係で来れな

い状況もあるわけでありますので、その辺も踏まえまして、ちょっと遅れてきてるのかな

っていうふうなことであります。

しかしながら、改築に向かっての病院の管理者、院長と同じ方向で進んでいることは間

違いありませんので、きちんと町民の皆さんに説明しながら、新しい病院を建設していき

たいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 今のね、基本構想、あるいは実施計画、そうしたものは、令和３年

の当初予算でコンサル料４０６万４千円計上してますよね。しかし、この構想もまだ我々

の前には見えてこないと。これはなに、こういうコロナの状況であるから、いろいろな連

携だとか、行動が制約されるとかというものを十分理解したうえでもね、前に進めなけれ

ばいけない状態にきてたらやり方ってのあるんじゃないの、私はあると思いますよ。これ

だけインターネットの発達した時代ですから、いろんなやり方はあると思います。

まあ、話はね、これだけの問題ですから、あっち行ったりこっち行ったりして恐縮です

けれども、まず、この地域包括ケア病床の導入によって、一つの方向が見えてきたわけだ。

だとすればね、松前の進むべき方向ってのは私は見えたような気がしますよ。例えばね、

今一番悩んでるのは、将来の松前の病院は何床が、ベッド数がいくつあったら一番松前に

とって、町長は松前町に相応しい病院って言ってますけども、今言ったような基本になる

病院の病床数ってのはいくらにしたらいいのかっていうのは、まずこっからスタートしま

すよね。そういう観点から立つと、この地域包括ケア病床導入の時点で、最大６０床って

いう数字が出てます、これは何を意味します。

やっぱりこれからの松前町の医療環境と言いますか、患者さんの状況だとか、町民の老

齢化だとか。老齢化っちゅったら失礼ですよね、高齢化ですか。そういう状況からね、考

えればこの６０床ってのは何か一つの印になっているんでないのかなっていう気がします

けども、だとすればね、この基本構想にしたって、実施計画にしたってね、コンサルに依

頼しなくたってできるんでないの。地域の実情を考えて、地域の知能を全部集めて、本当

に地域自体で松前の病院を守っていくためにはっていう議論があっていいんじゃないの。

あまりにコンサルに頼りすぎて、こういう状況でありながら、なおかつ基本構想、実施計

画を求めてるっていうのどこにあるの。一つの方向見えてんじゃないの、私はそう思いま

すけども、この辺の見解は町長いかがですか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院の、新病院の基本構想につきましては、現在の状況をお伝え致

しますと、令和の４年の４月から地域包括ケア病棟の導入を踏まえた中で、新しい、新病

院の病床数のこと、例えば６０にするというふうな案で新病院基本構想を現在お願いして

いるところであります。

病院の構想ができると、いよいよ病院スタッフの中で、どのような病院がいいのかって

いうふうな部分を、病院独自の構想もつくっていかなければならないっていうふうな手続

きになるんであります。国からの支援をいただかなければ改築に向かっていけない状況で

ありますので、まず、今コンサルにお願いして、それでは院長の方から６０で考えてくだ

さいというふうなことで、今現在お願いしているところでありまして、この年度内に納品

をしていただくというふうな状況になっているところであります。

今後の取り組みの状況については、後でまた質問があるかと思いますので、ご答弁をさ

せていただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 地域包括ケア病床導入してこういう数字が出されました、松前町の

町立病院の許可病床数ってのは、未だに９９床ですよね。こういう形をとった時に、この

許可病床数ってのはどう変わりますか、このままの９９床で継続できるんですか。これは

国が財政措置する基準になる大きな要素ですからね、これを確認したいと思いますけどい

かがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正しく議員おっしゃるように、国からの財政支援を受けるための手

段に含まれてるというふうにご理解をいただきたいなというふうに思っております。９９

床以下っていうふうなところに６０床ってのも位置づけされている状況にありますので、

いろんな財政、国からの財政支援を考えた中で、少しでも国から支援を受けれるような状

況を考えながら対応しているところでありますので、ご理解いただきたいというふうに思

います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、許されるならばね、私もそうあってほしいと思います。だけ

れども、この不良採算、もとい、不採算地区病院に対する特別交付税措置の基準ってのあ

りますよ、松前町の病院は第１種ですよね。町長おっしゃるように９９床以内であれば、

６０床であろうが５０床であってもね、それは１種病院に変わりはないんですよ。

でも、この交付税措置の基準を見ていきますとね、ベッド数はもろに影響するんですよ。

これはあくまでも許可ベッド数じゃないですからね、これ稼働病床数っていう計算されま

す。そういうことを考えれば、これからの国から措置される財政、大きなダウンなります

よね。

基本構想の話にまた戻ります。今までも喫緊の課題だと言ってから、あれは何年かな、

平成１２年ですか、独法化で、違うかな。独立行政法人化と老朽化病院改築問題が発生し

たの、２０１２年です、２０１２年ね、それから今日までこの喫緊の課題である病院って

のが、未だにこういう状態でいるっていうことに対するお尋ねを私しました。

でも、今ここにきてね、こういう状態であれば、やはり思いきって、さっき基本構想と

実施計画のコンサルへの依頼がね、いろんな事情で遅れているって言うけれども、前段で

言いましたように、町が思い切って町長を中心に、そして病院の管理者であり、院長先生

であり、スタッフの皆さん、それから議会の総意を含めてね、集めて、本当にこの病院の
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改革に、改築に取り組む考え方ございませんか、町長、あくまでもコンサル待ちですか。

お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在コンサルにお願いをして、先ほど答弁しましたけども、年度内

には成果品が入ってくる状況になります。それを受けまして、いよいよこれからの取り組

みの方向になりますけども、先ほども説明させていただきました、コンサルからの基本構

想が納品され、それを受けて病院のスタッフが基本になる、本当に基本になるところの構

想を立ち上げることになるというふうに思っております。

病院の改築については、相当なお金も費やしますので、その後に、副町長を中心とした

病院の改築検討委員会を設置して検討していくことになります。これも何回も説明はさせ

ていただいているところであります。更に地域に入りまして、その説明をして、地域の皆

さんのご意見をいただき、ご理解をいただいて、いよいよ現地に着工するような流れ、実

施設計を組むとか、そういうふうな状況になるんだろうなというふうに思っております。

私自身、個人的には遅れている部分は否めないと思いますけど、こういう現状の中で、

しっかりとコロナの感染症対策を取り込めた、対応できる病院、基本構想の中に間違いな

くその部分入ってきますので、私個人と致しましては、遅れもありましたけども、感染症

対策を講ずれる病院ができて、町民の皆さんに安心して診療提供できる病院にしていきた

いなというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 当面ね、こういう状態ですから、コロナ対策は最優先であるべきっ

てことに対して私は否定しません。当然やらなければいけないことですから、これは町長

のおっしゃるとおりだと思います。ただね、そういう状況の中でも再三言いますように、

町長今言った副町長をトップにして検討、この庁内でね、検討委員会設置するっていって、

いわゆるゼロベースからこの改築に向かって取り組むんだって言っていながら、この検討

委員会、そしたら機能してますか、何やってます。揚げ足とるようで恐縮ですけどね、た

またまそういうお話をされました。私は改築に向けての取り組み状況、更には今後に向け

ての体制づくりでお話しようと思っていましたけれども、たまたま町長からね、今副町長

をトップにした町内に検討委員会、改築に向けての検討委員会をっていうようなお話あり

ましたから、これ前々から言ってることでしょう。現在それどう機能してるんですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご指摘のとおりで、過去には検討委員会を立ち上げまして、改

築に向かっている準備をしておりました。議会の特別委員会でもいろいろご議論いただき

ながら進めてきたところでありますけど、その後にちょっと状況が変わったということは

ぜひご理解いただきたい。

したがいまして、新たに、考え方と致しましては、新たな検討委員会を立ち上げるとい

うふうなことで、ご理解していただきたいなというふうに思っております。現状、検討委

員会が検討するような、手元に材料がないというふうなことを、ぜひ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) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) ご理解をいただきたいっていったってね、できる範囲とできない範

囲もあるし、どこまで理解すればいいのかなっていう、これは頭悩ますところですよね。

町長そうすっと、今の、今まで言ってきた副町長トップに据えての改築に向けての検討委

員会っていうのは、今はないの、なくなったの、ああ、そうですか、知らなかったです、
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正直言って。何も動きがないからどうしてるのかなっていう気持ちで見てました。すると

新たにこれ立ち上げるっていう考え方のようですけども、それいつ立ち上げますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほども答弁致しました、病院の基本構想が、病院のスタッフの基

本構想ができた後に、いよいよ、本当に表現悪いですけども、新たな体制って言いますか、

基本構想が違うわけですから、その基本構想にあった体制を検討委員会で議論していくと

いうふうなことになるというふうに考えております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) そうすると、今までコンサルあてにしないで町内の皆さんの力を合

わせて、松前独自の構想をつくるっていう考え方はないわけだ。あくまでもコンサルにお

願いしてる基本構想なり、実施計画なりができてから松前町は腰を上げるっていう考え方

ですか。まずお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 円滑に進めれる状況が見えてくるというふうに思いますので、正し

くそのような形で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) コンサルのこの回答ってのは遅れてます、いろんな事情あって遅れ

てます。当年度当初予算４０６万４千円ですか、コンサル料計上しておりますが、それは

変わりない、そのまま。そして、こういう状況に病院が地域包括ケア病床を導入して、今

松前町の医療環境はこういう状態にあるっていう、それから更には、町長がおっしゃられ

ていた感染症対策の病床だとかね、そういうものまで考えの中で出てきておりますけれど

も、これはコンサルに依頼する時の仕様書の中にはある項目ですか、ない項目ですか。お

答えください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 契約の内容であります。当初感染症対策を契約の内容に入れてませ

んけども、契約の変更をさせていただいております。新型コロナウイルス感染症の影響に

よる感染症予防対策業務って言うんですか、それを新たに追加をして、契約の変更をさせ

ていただい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) 契約の変更には予算が影響ありますか、ありませんか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 予算の変更にはありません。当初仕様のとおり、それにプラスして

お願いしてるというふうな状況であります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 遅れたと言いながら、年度はまだ少し残っております。今のコンサ

ルの回答が年度内に戻ってくる予定ですか。確認致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) その予定で準備を進め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) 改築に向けての検討委員会は、副町長をトップにして設置する時期

は、町長明確におっしゃってくださいましたっけ。私、聞き漏らしたのかな。いつまで検

討委員会設置するって言いましたっけ、もう一回言ってください、ちょっとメモ忘れまし

たんで。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほども答弁しましたけども、病院の関係者においての基本構想が

策定された後に、町を挙げての全体の検討委員会が設置されると思います。間違いなく令

和４年度中には、その動きはとれる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) 思い出しました、何月何日っていう答弁じゃなかったもんね、この

計画ができてから立ち上げるっていう、そういうご答弁でしたもんね。わかりました。

それから、現実の病院のこれからの運営に対してお尋ねします。前段でも申し上げまし

たとおり、この西病棟を中心にした医療体制を組んでおります。それを今度は令和４年の

４月１日からの話ですけれども、地域包括ケア病床を導入した、これから体制づくりする

んですけれども、今でさえマンパワー不足で悩んでいます。このケア病床取り入れると、

まだ人が必要です。この辺のドクターの見通しだとか、あるいはナース、その他のスタッ

フの見通しだとか、新しい年度に向けての体制ってのは見えてますか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 新しく地域包括ケア病床を４月からというふうなことで、今検討を

進めている最中であります。本当に議員ご指摘のように、医師はじめ医療スタッフの確保

が大変病院経営には欠かせないものであります。現在の医師体制につきましては、１０月

末で１人医師退職しておりまして、残念ながら、４名体制で現在診療を行っております。

常勤医４名体制という、大変厳しい中で外来も救急業務もやるというふうなことでありま

して、一部患者の皆さんには、診療業務を縮小するというふうなことでご不便をおかけし

ている部分はあります。

しかしながら、４年度の地域包括ケア病床導入にあたっての、議員ご指摘のようにマン

パワーがいろいろなセクションで必要があるところであります。それは、４月以降は確保

できる目処は立っていることを、答弁させていただきたいというふうに思っております。

令和４年度の医師の体制でございますけども、札幌医科大学総合診療科専門医プログラム

に現在所属しております専攻医、後期研修医でありますが、１名常勤医として松前病院で

勤務していただくことが決定しております。

それによりまして、令和４年度の医師体制が５名体制になるということから、現在診療

でご負担かけている部分を、少し改善の余地があるというふうなことは病院長からお聞き

しております。

それから、その他のスタッフにつきましても、ある一定の目処が立ってますので、ぜひ

４年度４月１日から実施していきたいというふうなことで進めているところであります。

人材の確保につきましては、ずっと申し上げておりますけども、しっかり管理者と病院

長と連携しながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 許可ベッド数は９９名で、どこまで継続されるか私はわかりません

けれども、そういう状態でいけば、いわゆる標欠っていう面からいけば７人必要ですよね、

ドクター。幸い４年度の１名増員の目処がついたというお話ですけれども、あとの不足の

２名っていうのは、応援医師だとか、研修医だとか、そういう形でクリアしていく考え方

ですか。これもお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、７名体制でっていうふうなことになるんだというふうに思

いますけども、現在も進んでおります、４名体制で進んでいることもあります。少し、１
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名増えることによって少しの余裕もできてくるというふうな状況もありますので、現場の

考えを尊重しながら、病院の経営をしていただければと、支えていきたいというふうに思

っております。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午後 ０時０１分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 午前中、縷々説明いただきまして、わかった部分も、あるいは考え

直さなければいけない部分も縷々あったわけです。町長冒頭ね、この道新の記事のことに

触れました。先ほど道新の支局長さんの方から、この後段の町長のコメントに関しては、

今回取材したものでございませんという話を聞きました。安心しました、私。こういうタ

イミングでこういう記事が出る、議会の機能ってのは何なのかっていう疑問を感ずるぐら

いのことだったんですよ、正直言いまして。町長の良識に対しては、敬意を申し上げます。

松前病院の現状を踏まえて、これからどうあらなければいけないかという、総体的にそ

ういう質問、そしてお答えだったというふうに記憶しております。

あとはね、この地域にとって病院の存在がどれだけ大事かと。また、その大事なものを

守っていくために、どれだけの困難性があるかということも、共通理解にあるなあと、そ

ういう受け止め方しております。更にこれからのことを考えますとね、現在方向性を定め

た地域包括ケア病床導入も、これ４月１日からのスタートになりましょうか。その姿も十

分確認しながら、また問題、課題に対しては、それぞれの立場で真剣に考えていかなけれ

ばいけないのかな、そういう認識にも立っております。

町長、本当にね、この松前町に相応しい病院、安定した形をどう保てるかということは、

大変な大きな課題でありますよね。ですから、答弁の中にもありましたが、基本構想、そ

して実施計画がコンサルからその対応が示されたと同時に、答弁にありましたように、役

場庁舎内に副町長をトップに据えて、改築検討委員会を立ち上げると。できるだけ早い時

期に私は期待しております。今日の質問であり、また町長のお考えなりを基にしながら、

松前病院のいい姿が構築されていくことを望んでおります。

実際、最後に町長からお話のありました、新しい年度、１人のお医者さんが松前に派遣

されると。これは１年限りでのお話でしょうか。そうしたことも改めて確認させていただ

きたいし、町長のお話の中には、多少余裕ができたのかなっていうお話ありました。決し

て余裕じゃないです、少し楽になったっていう程度かなと、まだまだ余裕のできる状態で

ないっていうふうに思いますんでね、医師確保に対しては、あるいは、スタッフ確保に関

しては、この社会情勢の中ですから厳しいものがあると思います。

特に、このコロナに関してはね、最優先課題として取り組むってことは、これは忘れて

はいけないっていうことで、これも私も納得しております。できるならば、そうしたこと

を踏まえて、これからの病院に対してはね、私疑うわけじゃないんですけどね、町長、管

理者、あるいは院長、あるいはスタッフの方とどれだけコミュニケーションとっているん

ですか。例えば月に１回だとか、定期的ではなくてもね、月に１回だとか。

これは、病院の改築の問題に関してだってさ、本当に喫緊の課題だという町民の声が盛
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り上がった時から、今まで随分時間もかかってます。いろんな問題、課題あるから簡単に

前に進めないっていうことも理解しながらも、やっぱり行政はスピードも必要ですよ、時

によっては。町民がどうなってるのかが全く見えない、将来不安だと。松前町の人口の減

少の一因は、高齢者の方がひとり暮らしで松前にいれなくって、そして子どものところに

身を委ねる、こういう姿意外にあるんですよ。その原因は、子ども達が松前町に親を一人

残しておけない、特に医療問題等を考えれば、自分のところに来ていただいてね、来ても

らって、親の面倒をいい環境の中で生きて行ってほしいっていう願いからね、連れて行っ

てんですよ。これは、松前の病院のことばかりじゃない、原因は、もちろん病院のことば

かりじゃないですけども。

それから更に、医師はじめスタッフの方を求めようとしている時に、なぜ松前町に手を

挙げてくれないのかと。一つはね、町長、老朽化した病院、いわゆる働く環境が極めて厳

しいと、そういうことも言われております。ですから、そういうことを考えた時に、やは

り病院の患者さんにも快適な病気との闘いの場所を整備してあげると。更には働く人方に

も気持ちよく仕事をしていただくためにも、これは地域の活性化のためにもね、病院の改

築は、私はいつでもいいってもんじゃない、やはりできるだけ早い時期に前へ進めていた

だきたいなと。

質問は数々させていただきました。体制の問題、経営の問題、そうしたものを含めてね、

町長これから、コンサルからの回答をいただいてからね、立ち上げるっていう話も聞きま

したけども、できるだけ早い時期にいい形で取り組んでいただきたい、そういう願いを込

めながら、町長の最後の気持ちを聞かせてください。ちょうど時間となりました、ありが

とうございます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ４年度の医師体制につきまして、１名、札幌医科大学総合診療科専

門医プログラムに所属しております、後期研修医であります。現状１年というふうなこと

で、今確認をしているところであります。しかしながら１年、違う先生とも繋がりもいろ

いろと持って行きたいなというふうに思ってますので、管理者、院長と連携しながら、現

場のスタッフ、医師はじめスタッフの皆さんの確保に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。

それから、１名増えました、増えます。しかしながら、それで余裕ができてるというふ

うなことにはならないんです。院長いわく、今ご迷惑をかけてる患者の皆さんが少しでも

改善される部分は改善していきたいというふうな思いを、私述べさせていただいたところ

であります。そんな形で、４月１日から体制を整えながら、今進んで行くというふうな状

況であります。

これから改築に向けまして、いろいろ環境の整備含めまして、議会の皆さんにご相談申

し上げながら、いい方向に向かって行きたいなというふうに思ってます。

それから、院長、前にも答弁させていただきました。院長の思いが、やっぱりドクター

誰でもいいっていうふうな思いではないんです。院長は、やっぱり病院経営していく中で

長く存続させるためにも、これからの病院をきちんと体制をとりたいっていうのが、院長

の強い願いであるというふうに聞いております。高齢のドクターにお手伝いしてもらった

らどうですかっていうふうなお話も、私は個人的にはさせてもらってるんですが、やっぱ

り将来の長い病院経営、松前の病院を存続させるために、いろいろ医師確保についてもハ

ードルの高い部分を院長求めてるっていうことも、ぜひ議員の皆さんにもご理解していた

だきたいし、ご協力いただきたいなあというふうに思っております。
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本当に病院、きちんと次の時代に相応しい病院を残していきたいなあというふうに思っ

ております。ハードル高い部分もかなりありますけど、経営のことも含めまして、今日ご

指摘いただきました。きちんと対応して、１日も早く改築ができるような体制づくりをつ

くってまいりたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１番疋田清美君。

○１番(疋田清美君) どうも、こんにちわ。まず、最初に、本日は高齢者支援と高齢化の

まちづくりをテーマにして質問させていただきたいと思います。

早速ではございますが、松前町の現状と課題について、質問させてください。松前町の

人口は、令和３年１１月１日現在６千４７６人となっております。この中で６５歳以上の

方が約３千４００人ほどいらっしゃいます。高齢化率ですが、約５２％でございます。ま

た、１２月６日の日の道新の記事において、残念なことでございますけれども松前町が載

っていらっしゃいました。その松前町に一人住まいが約１千３００人ほどいらっしゃると

聞いておりますが、今後更に高齢化率が高くなって、５年から１０年後には高齢化率が約

６５％になるだろうと、そう想定しております。

こういう高齢者の皆様は、どんな生活をしているのでしょうか。更に、昨今の新型コロ

ナ禍の中で自粛生活を続けられている高齢者は、大変なことだったと思っております。

また、北海道では９月末にて緊急事態宣言にも解除になりましたけれども、コロナ発生

前の生活に戻ることや、新たなオミクロン変異株等の感染によりまして、まだまだ油断は

許しません。コロナ禍の中で地域での社会生活が抑制され、人的交流も減りまして、孤独

や寂しさを感じることが多いものと思われます。このような状況下で、高齢者は日常生活

をどのように生活しているのでしょうか。聞いた話によりますと、昨年度身寄りのない高

齢者で亡くなった方が２名ほどいらっしゃると聞いております。松前町として、単身高齢

者の方に対して、どのような対応をしているのか、お伺い致します。町長、お願い致しま

す。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今疋田議員から高齢者の支援と、高齢化のまちづくりについて

というふうなことで質問をいただきました。早速答弁をさせていただきたいというふうに

思います。

現在、松前町の高齢化率は約５２％となっておりまして、議員おっしゃるとおり、今後

は高齢者の人数が横ばいになるものと、高齢化率が高くなることは、明らかな事実だとい

うふうに思います。このことは、しっかりと認識をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。

高齢化は、マイナスのイメージを持っている方もいるかもしれませんが、決してマイナ

スだけではないというふうに私は思っております。たくさんの課題はありますが、健康で

元気に年齢を重ねることは、逆に大変いいことだというふうにおもっておりますし、そう

した社会の中で、しっかりと課題に向き合って行かなければならないというふうに思って

おります。

議員お尋ねの単身高齢者対応については、その課題の一つであるというふうに思ってい

るところであります。現在当町では６５歳以上の単身老人や、高齢者のみの世帯の方々に

対しては、地域包括支援センターにおいて、日々様々な相談や悩みなどをお伺いしながら

対応をしてきているところであります。必要な場合は、個別訪問も実施をさせていただい

ております。

また、日常の生活の状況につきましては、松前町高齢者等見守りネットワーク事業とし
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て、同じく地域包括支援センターはじめ、居宅介護事業所、松前町社会福祉協議会、松前

町民生委員、児童委員協議会等と連携しながら実施主体となって見守り事業を実施してお

り、その他町内外の各種事業者１８団体がそれに登録、申請登録致しまして、単身高齢者

等の見守り活動を現在実施をしていただいている現状であります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) どうも、いろいろと何かかんかやっていることは、間違いなく自分

も知ってるつもりでございますけれども、そこまでもちょっとわかりませんでした。

また、札幌市立大学の原俊彦名誉教授は、この間の新聞に載りましたけれども、高齢化

が想定以上に早く進んでいると。そして、高齢化率が高い自治体は、自然災害に対し脆弱

になるので、住民の暮らしや安全性確保を最優先すべきだというコメントが載っておりま

した。このことについて、町長、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今の札幌市立大学原名誉教授のコメントに対し、町長としてど

のように考えるのかというふうなお尋ねがございました。

高齢化率が高い、低いに関わらず、町民の皆さんの生命や財産を、災害から守ることが

町長としての責務であるというふうに認識しております。引き続き、防災対策に万全を期

してまいりたいというふうに思いますし、最優先すべきとのお話もございましたが、産業

の振興、子育て支援、医療、教育、生活基盤整備等々、バランスのとれた町政を執行して

いくことが最重要だというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) 次に、高齢者と社会を繋ぐ仕組みづくりについてでございますけれ

ども、全国的に高齢者の孤独死が増加していると、しているのが原因としております。そ

して、一つ目ですが、近所や地域の付き合いが希薄な社会になったこと。それから二つ目

ですが、核家族化やジェンダーレスの社会や生活スタイルの多様性によりまして、高齢者

との考え方の違いが広がったことなどが挙げられております。

令和２年度版高齢社会白書では、２０２０年の時点で６５歳以上の人口は、３千６１９

万人で、人口を占める割合の高齢化率が２８．８％でございます。また、６５歳以上の男

女別に見ると、男性は、１千５７４万人、女性は２千４５万人で、男性と女性の対比は３

対４となってございます。

また、６５歳から７４歳の人口は、男性が８３５万人、女性は９１２万人。そして７５

歳以上の人口は、男性は７３９万人、女性は１千１３４万人という全国的なデータが出て

ございます。松前町においても高齢者の方が約３千４００人ほどいらっしゃいますけれど

も、単身高齢者の方が約１千３００人ですので、大体約３８％となります。高齢化率が全

国的よりもはるかに高くなっておりますけれども、こうなりますと、約２人から３人に１

人は単身高齢者ということになります。このような単身高齢者は、病気などで動けない時

に助けることを求めることができず、周囲に異常が発見されないまま、手遅れになるケー

スもございます。

まずそのようなことから、高齢者の孤独死への注意も特に必要となりますことから、松

前町でも一人住まいの孤独をやわらげ、そして社会環境を保つような方法、つまりこれは、

高齢者に対して近所に身内の方々が誰もいない場合、また遠くにいてすぐに対応できない

場合には、どうすればよろしいでしょうか。結局、隣近所の皆様方に対してお世話になる

のではないでしょうか。そこら辺、町長の認識について、お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 単身高齢者と社会を繋ぐ仕組みづくりについてのお尋ねがございま

した。松前町の高齢者を取り巻く環境は、先ほど議員の検証の中にもありました。ただ今

の質問の中にもありましたように、高齢者の３人に１人は単身高齢者というのが松前の現

状であります。

孤独死についても、本当に心配な課題であるというふうに認識をしております。単身高

齢者などの対応として、先ほどご説明も致しましたように、見守りネットワークを組織し、

実施しているところでありますけども、はたして２４時間の観察状態というのは、現時点

では現実的に不可能だというふうに思ってもおります。先ほど議員の質問にもあったよう

に、孤独死においても、自宅での一人住まいや病院や施設に入院中で亡くなられるケース

や、中には生活保護受給者等であれば社会福祉事務所等での対応等々、様々なケースがあ

ります。いずれに致しましても、情報の共有が大変大事であります。緊急時の早期発見、

初動等の敏速な対応が必要となると思われておりますので、行政はもとより、やはり松前

町全体で地域住民の皆さんの力を結集していただきながら、対応していきたいというふう

に思っております。

本当に、民生委員の皆さんの協力もいただきながら、日々の活動をしていただくという

ふうなこと、大変大事だなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいなとい

うふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) わかりました、何となく。

また、松前町でもございますけど民生委員が各地に配置され、見守りしておりますが、

こういう状況にならないように、担当班を具体的につくってみてはいかがでしょうか。町

長に伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 民生委員の皆さんは、北海道が推薦をしておりまして、厚生労働省

から委嘱され、ボランティアとして活動をなさっております。当町においても日々様々な

活動をされており、先ほども答弁したとおり、見守りネットワークの中心的活動者だとい

うふうに私は思っておりますし、このことについては過言ではないなというふうに思って

おります。

各地区ごとの単身高齢者の方々や、生活保護世帯、児童虐待防止等、様々な方々の日常

について、活動の範囲内で状況確認をしていただいている状況でもあります。本当に感謝

しかないなと思っているところであります。現時点でも議員がおっしゃるような活動を既

になされているのではないかと思ってもいますが、それでも先ほど申したように、２４時

間をきちんと観察するのは困難であるというふうに思われます。今後も引き続き全町民が

安心で安全な生活がおくれるように、地域住民の皆さんと一丸となりまして、支え合うま

ちづくりを目指してまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) 確かに、２４時間は監視するってことは難しいことでしょうけれど

も、何はともあれ、そういう形で攻めていってくださればありがたいなと思っております。

次に、高齢者の方々に活躍をしていただくまちづくりでございます。高齢者の多い町は

活力がないと言われておりますけれども、そういうことはなく、もっと高齢者の方々を大

事にして、次世代の方々に対してのアドバイザーになってもらうとか、現在の高齢者は、

一昔前より１０年ほど若いという調査もございます。８０歳くらいまでは十分に働く能力

として、活躍できるとも言われておりますけれども、例えばここにいらっしゃる議員の皆
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様方が活躍しているように、町内には我々と同世代の経験豊富な方々がたくさんいると思

われます。

また、松前町で行う集いの場所として、喫茶糸括りとか、また昔の味を出してくれる高

齢食堂、これは勝手に自分でつくった名前でございますけれども、こういうことはできな

いでしょうか。こういうことに対して、高齢者の活用の場としてやらせてみてはいかがで

しょうか。チャレンジする必要はあると思います。そういう取り組み自体が町の特色にも

なり、高齢者の皆さんの励みや生きがいにもなります。当然認知症予防にも繋がるものと

思っておりますけれども、町長の考え方を伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 高齢者の方々に活躍をしていただくまちづくりについてのお尋ねが

ございました。本当に私もそのとおりだと思っております。先ほど松前町の高齢化率は約

５２％、６５歳から８０歳までの高齢者は約２千人おります。この２千人の方々の中には

議員の皆様方や、町内会活動や先ほどの民生委員として頑張っていただいている方々も、

その他にもたくさんの経験者や知識、公共性を持って生活をされてきた方々が数多くおら

れます。ですから、この方々にも、今しばらく町の繁栄のために力を借りなければならな

いというふうに思っております。

そのためにも、元気で健康な高齢者を一人でも多くしていくことが、現在健康事業で元

気づくりにも取り組んでおりますが、介護、現在の松前町としては大きな目標の一つでも

あり、高齢化はマイナスではない、大事なことだとの認識を強く持っていきたいというふ

うに思っております。高齢者の活躍の場は、多種多様にあるのではとも考えられますので、

実践者の需要と供給を含めまして、無理に何かをしていただくということではなくて、選

択肢をたくさん持って対応していきたいというふうに考えているところであります。お尋

ねの趣旨、十分理解できるものであります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) なるべくは、そういう形をとっていただければありがたいと思って

おりますので、一つよろしくお願いしたいと思います。

また、近年は多くの自治体で高齢者の社会参画を支援しておりまして、老人クラブなど

の生きがいづくりの場の提供や、シルバー人材センターによる仕事の紹介などが行われて

いると聞いております。

松前町においても、文化社会教育課で実践してるいきいき教室や、公民館を利用してる

各サークル活動においても、１０数団体あると聞いておりますが、極端な言い方ですが、

ほとんどが高齢者で構成されているようなものであると聞いております。これを考えます

と、たくさんの高齢者の方々が第一線で活躍しているのが見えてきます。また、パークゴ

ルフ場や卓球、ウォーキング、松前公園周辺のジョギングなどのスポーツ健康分野でも元

気な高齢者の方々が、自分の生きがいとして取り組んでいることも聞いてございます。

このような経験豊かで、まだまだ社会参画ができる高齢者の方々にも社会参画をしてい

ただき、例えば、昔のことを教えてもらうとか、野菜の育て方、魚の煮付け方や味付け、

焼き方、これらをその経験をもっともっと活かして、松前町の次世代の方に先生となって

おしえてもらうとか、そういう人材発掘や、グループをつくって様々な教室をやるってこ

とはいかがでしょうか。このことを町長にお聞きしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご指摘のように、経験豊かな高齢者がまだまだ社会参画ができ

るというふうな状況はあるんだろうなというふうに思っております。それが実現できるよ
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うにしていきたいなというふうに思っております。本当に同じような考えをお持ちでござ

いまして、お尋ねの一部にはなると思いますけども、例えば教育委員会の取り組みになり

ますけど、議員おっしゃるように高齢者の方々の知識や経験、知恵を活用していただき、

次の世代の児童生徒等に対して取り組みを、現在実施をしていただいているところであり

ます。

例えば郷土料理、昔の料理の伝達、紹介として、小中高生徒へとのふるさと学習、松前

学といった連携や、地域の方々が参画して学校運営を行うコミュニティスクールや松前学

園の活動等々で、昔の遊びや昔の道具、生活など。または、一般の方々が集って活動して

いる原口交流の里づくりの会などの各種の事業連携や文化の伝承。これは、郷土芸能、町

には松前神楽、江良杵振舞、月島奴振り、古城太鼓等々、郷土芸能があります。文化の伝

承を学生から一般の方々に対象したスポーツ指導、これは、卓球やパークゴルフなどが挙

げられると思います。各方面で様々な方々が、その経験と力を活かしながらご活躍をされ

ております。こういう方々が継続して活動できるような、また新たな方々が活動していた

だけるような状況を総合的に捉えて、様々な対応してまいりたいというふうに考えており

ます。

本当に豊富な人材おりますので、それを町の財産として利用できるような状況になって

いただければなというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) 高齢者の皆様は生きる名人と考えて、高齢者は光る年の方と、そう

いう形で読んではみてはいかがでしょうか。つまり、年をとるとは素敵なことだと考えて

みてはどうでしょう。そのことについて、ちらっと教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 光る年の高齢者というふうなことであります。私も光ってまいりた

いなというふうに思っております。本当に、そのとおりだというふうに思っているところ

であります。いろんなご意見を聞きまして、高齢者の方々が社会参画できるような、そん

なまちづくりができればなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) いろいろと、最初の１点目から松前町の現状と課題についてでござ

います。そして、２点目でございますが、単身高齢者と社会を繋ぐ仕組みについて。そし

て３点目は、高齢者の方々に活躍をしていただくまちづくりについてということで、この

３点につきましては、町長の答弁が、ちょっとだけ曖昧なところがありましたけれども、

それはそれとしてよろしいでしょうけども、その後にちょっといろいろ質問あるかと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、清部保育所の改築について、伺いたいと思います。今の保育所ですけれども、建

設から約４５年ほど経っておりますが、耐用年数にももう少しであり、老朽化も進んでい

るところでございます。毎年修繕などで維持していると聞いておりますが、これではいず

れ子ども達に大ケガでもされたら大変なことになるなあと、そう思ってもおります。

また、地震の耐震化も必要とされておりますけれども、それに保育所の前にありますち

ょっとした庭園も狭すぎます。また、国道がすぐ目の前にあり、児童がいつ何時に飛び出

したりして、交通事故などがおきないかなども心配しているところでございます。このこ

とについて、まず町長のご意見を伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 清部保育所についてのお尋ねがございました。日頃から清部町内会
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の皆さん、更には地域の皆さんが、清部保育所を大変大切にしていただいているというふ

うに思っております。感謝を申し上げたいというふうに思います。

本当に地域に根ざした保育所になってきているというふうに、私は現在思っているとこ

ろでありまして、引き続き、地域で保育所を支えていただければなというふうに思ってい

るところであります。

議員から保育所の改築についてのお尋ねでございます。清部保育所は、昭和５２年に開

設しました。お尋ねのように４５年、約経過して現在に至っております。現在児童は３歳

未満児含めまして２１名入所しており、会計年度職員を含めまして、１３名の職員体制で

子ども達の保育を実施しているところであります。施設本体は、議員ご指摘のとおり、建

築年数が経過しております。老朽化が進んでいる状況でありますが、幸いにも現在のとこ

ろ大きな課題となるような破損や改修を要する事案は、ちょっと少ないんであります。

また、令和２年度、３年度については、新型コロナ感染症対策として換気型エアコンを

整備、室内空気清浄機、それから紫外線殺菌庫などもしっかりと整備をさせていただきま

して、保育環境や感染症対策に取り組んでいるところであります。

心配しておられます施設前の庭園は、大変狭猥でありますけども、通常の保育事業の状

況から、また職員の安全管理の徹底からも、国道に飛び出すような状況下にはないという

ふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) そういう、思ってるっていうことでございますけれども、それはそ

れでいいとして、次に、現在の松前町総合計画の実施計画においても、後期の整備に位置

づけされておりますけれども。それともう１本、２千万という補助金も確かついているよ

うな、そんな気がしてございますけれども、そのことについて伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほどの答弁にも申し上げましたけども、施設は相当数年数を経過

しておりまして、当然どこかの段階では改築等を検討すべき事案だと思っております。ご

指摘のように総合計画の後期には５０年を経過する施設となることから、検証、検討が必

要であるとの認識で計画に位置づけをさせていただきました。

ただし、現時点では、整備に関する具体的な方針や方図等々持ち合わせているという状

況にはなっておりません。松前町の保育所等のあり方と致しましては、平成２９年１２月

第４回定例会で行政報告をさせていただき、当面の保育施設のあり方として、当時の状況

により、清部保育所を当分の間存続し、待機児童がないような環境を整備してきたところ

でありますが、引き続き認定子ども園の、現在の認定子ども園の状況、それから清部保育

所の状況、それから町内の６歳未満児の状況、更には今後の出生者数の推計、保護者の需

要の状況、更には大きな課題でありますが、保育士の人材確保等々を、総合的に判断して

いかなければならないものだというふうに考えております。

海岸線が、原口から白神まで遠い行政区域を持っております。このことも判断の一つに

なるんだろうなというふうに思っておりますが、いつかの段階では、改築等の議論は避け

られな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) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) しっかり聞き取れませんでしたけれども、大体わかりました。

また、清部保育所の改築についてでお伺いしたいと思います。先般、清部地区の方から

お話をいろいろ聞きましたけれども、清部保育所と清部小学校の跡地を利用して改築して

はどうかということでございます。交通事故の心配もなく、グラウンドもあるし、子ども
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達も自由に遊べると思います。相談された経験がございますか。

その前に、まず旧小学校の校舎を解体して更地にしなければなりません。そこで、旧小

学校校舎を解体し、更に清部保育所を新築するという考え方は今のところはないでしょう

か、どうでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現時点では、改築をする、しないを含めまして具体的な方針案を示

せる状況にはありません。ただ、議員ご指摘のように、災害時のことやスペースの観点か

らすれば、現在その場所は高台にあり、十分な広さもあります。保育所の機能だけでいけ

ば、場合によっては校舎を、体育館を解体しなくてもグラウンドベース、現在のグラウン

ドのスペースだけでも十分可能ではないかというふうに思っております。

したがいまして、校舎の、体育館の解体、それから今の既存のグラウンドのスペースで

も対応できるというふうなこともありますので、改築に向けての考え方が、条件として考

えられると、あるというふうに思っております。

一方では、課題として先ほども申しましたけども、保育所の入所者は本町地区から現在

１０人、小島地区から６人、大島地区５人となっておりまして、約８割近くが大島地区以

外の方々が利用されておりまして、今後の状況も変化する可能性が高いことから、建築地

域の選定にあたっても、慎重に様々な判断を要する必要があるというふうに思ってもおり

ます。

保育所及び学童保育はバスを利用していることから、仮に旧清部小学校跡地の場合、国

道からの通路の確保の確認なども必要になるというふうにも思っております。また、当然

のことでありますけども、新築、改築となれば、それなりの大きな事業が見込まれる、事

業費が見込まれることなども、それから、特に校舎の、体育館含めましてね、解体も含め

るのであれば、相当な解体費用がかかります。本当に通所の環境の観点からも、バス通路

の確保の検証なども必要になる等々、場所や事業費を含めてたくさんの課題があるという

ふうに思っております。

いずれに致しましても、一番大事なのは松前町の子育て支援、家庭支援、子どもの成長

のために何が適切なのか。また、地域の継続発展のためにどうするのか、シビアな方針検

証や、町の財政状況も検証しながら、総体的に検討していかなけれならないというふうに

思っております。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) 先ほどグラウンド、体育館解体しなくてもいいと、グラウンドの方

にどうのこうのってお話もございました。自分ではその二通りを考えてましたけれども、

とりあえず、解体の方向性ってことでお話させていただきました。

また、清部小学校を解体すると、広い小学校跡地になります。そして、また保育所だけ

ではなく、保育所に隣接した畑、畑をつくってみてはどうでしょうか。そこで食する野菜

やイチゴなどを栽培するための、そういう畑などをつくって、そして、そこでいろいろ、

できるんであれば、隣近所の方々に配ってあげたり、また販売できるんであれば販売して

もよろしいだろうと、そう思ってますけれども。

その畑について、経験豊かな高齢者の皆さんがおりますということで、園児と高齢者の

交流の場もできると、そう思ってます。世代間交流と高齢者の生きがいづくりにも繋がる

ものと思いますので、町長の答弁、そこら辺教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 保育所の改築、新築につきましては、先ほどお話したとおりであり
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ますけども、それとは全く別にですね、保育所と高齢者の方々の世代間交流や、先ほどの

高齢者の皆さんの生きがいや健康づくり、元気づくりの観点からも、大変いいことだとい

ふうに思います。

現在でも、清部保育所周辺の遊休農地を活用し、清部地区の方々や、それ以外の地域の

方でも、そのような方々がいれば、ぜひお互いに協議させていただいて、無理のない環境

を整えながら実践できればいいというふうに考えますので、もし保育所、清部地区でその

ような方がおるのであれば、是非紹介をしていただきたいなというふうに思っております。

情報提供、マッチング等も含め、ぜひ疋田議員も協力いただきたいなと思っております。

考え方は、十分理解できます。防災の観点からも、それを保育所があって、改善センタ

ーも大分老朽化してますので、避難所を確保するっていう観点もいろいろあるんだろうな

というふうに思っております。

いずれにしても、清部地区はかつてイチゴの栽培でも結構取り組んだ地域であります。

議員考えている高齢者の方々の経験を利用するっていうふうなことにもなりますので、い

ろんな情報収集して、間違いなく将来は改築の議論にはなると思います。そういうふうな

状況は想定されますけども、まだいろんな課題の整理等々もあることを、ぜひご理解いた

だきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) 今の言葉聞いて、少しはちょっと安心しました。それに、清部保育

所の改築についてでございますけれども、清部地区の方々の声がまた本当大きいんですわ。

そして、清部地区以外にも少ないですが、やはり清部保育所の新築を待っていらっしゃる

方々もおります。

建てるのか、建てないのかだけでも、町長の声と、先ほど言いました内容も含めて、も

う一度正確に教えていただければ、非常にありがたいと思いますけども、よろしくお願い

致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正確に答弁できない状況であることを、ご理解いただきたいという

ふうに思います。ただ、申しましたように、この老朽化の保育施設はですね、検討の時期

は間違いなく来ますんで。ただ、冒頭でお話をさせていただきましたけども、本当に地域

の皆さんが保育所を支えていただいている実態を、よく承知しております。本当に感謝を

しておりますし、これからも地域挙げて保育所を支えていただければなというふうに思っ

ているところであります。

いずれにしても、総合計画に記載されておりますので、搭載されておりますので、時期

がくれば、議論をしなければならない状況になるというふうに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) いろいろとお話させていただきました。本当にどうもありがとうご

ざいます。それとまた、清部保育所に関しては、絶対必要だと思っておりますので、ぜひ

お願い致します。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、７番工藤松子君。

○７番(工藤松子君) 私は、一人で頑張っておられる高齢者に安心を届けたいと思いまし

て、二つのことについて質問したいと思います。

まず、最初に新型コロナウイルス感染症、それに対する予防接種の件ですが、高齢者の

集団での予防接種、ものすごい意識の高揚って言うんですか、きちんとしたおさえがあっ

て、今までとは違う、もう絶対行かなければっちゅう、すごい決心が皆さんに伝わってお
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ります。新型コロナウイルス感染症対策本部からの防災無線による啓蒙なんかも、すごい

徹底しておりまして、皆さんよくマスクだとか消毒だとか、ソーシャルディスタンスとか、

お互いに気を配りながら頑張っておられます。

また、オミクロン株の感染、これが国内に入り込んできたっちゅうことで、テレビの情

報で、皆戦々恐々としております。今年度初めての新型コロナウイルス感染症に対しての

予防接種、予約の際のことでしたが、いつから予約受付っちゅうと、もうその３０分も前

から電話の前に座って、皆一斉にかけるもんですから、全然電話が繋がらないとか、そう

いうことがおこっておりました。何回かけても繋がらないとか、１日いっぱい座ってたん

だとか。挙げ句の果てには予約がいっぱいになってしまったと言われた、そういう人まで

現れまして、大変な混乱した状態でお叱りの言葉を私達までいただきました。

ただ、代表電話の方式なんかは、健康福祉課の方に知ってる方がいらっしゃいまして、

どういう状態なんだよってことを聞いてましたので、そういう人には１人ずつ対応して、

こういうふうにしてっちゅうことお話しました。

今後、第３回目の新型コロナウイルスのワクチン接種、また予約を受け付けるっちゅう

ふうになっておりましたが、どのように受付を行うのでしょうか。その点をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に想定もしなかったコロナの感染症によりまして、約２年を迎

えることになります。収束の目処が立たない状況であります。幸いにも、先ほど梶谷議員

の質問にも答えさせていただきましたけども、町民の皆様方の感染予防対策の徹底が功を

奏したというふうに思っているんであります。感染者数が少ないというふうなことであり

ます。本当に感謝をしているところであります。

我々、ワクチンの接種にあたりましては、本当に初めて取り組む状況であります。議員

の皆さんからもいろんなご指摘をいただきながら、何とか２回目を無事終了させていただ

いたところであります。この間、今議員ご指摘のように、予約のとり方等々、いろんな想

定をしながら取り組んではきたところでありますけども、最終的に議員がお叱りを受ける

というふうな状況を招いたことに対しましては、深く反省をしなければならないというふ

うに思います。

また、私自身も家に帰るとですね、電話が来ました、何件も。役場何回電話すれば出る

んだべっていうのが、自宅に電話来るんですよ。私は、実は家もばあさんと嫁さん二人で

電話してるけど、繋がらないんですよねって話はさせてもらってます。本当に初めて取り

組む状況の中で、いろんな想定しながら、順調に予約受けれるような体制づくりをとって

きたつもりでありますけども、なかなか反省する点もあるというふうなことであります。

当然３回目の今準備をしているところでありまして、その２回目までの経験を活かして、

円滑にやれるような体制づくり、今準備しているところであります。

それで、インフルエンザとコロナとワクチンの関係で質問いただいておりますんで、細

部は担当する課長の方から、事務局長と課長の方から考え方を説明させたいというふうに

思いますので、まずご理解いただきたいと思います。

新型コロナウイルスのワクチンとインフルエンザのワクチンについてであります。これ

は、予防接種法に位置づけられた、町民の命と健康を守るための予防医療として、極めて

重要な予防接種であります。特に新型コロナウイルスは、近代社会の医学の進歩の中にお

いて、人類が初めてと言っても過言じゃないほどの世界的、世界中にパンデミックとなっ

て襲いかかり、それらにどのように対応するのか、国内外への感染抑止、死者、重症者の

対応や医療現場の崩壊の危機、副反応や後遺症、ワクチン接種者においても将来への影響
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などについて、また未だ変化する変異株の恐怖などに対して、一人一人が人としてどのよ

うに向き合って行くのかという、人類最大の課題を課せられました。

この人類最大の危機に、松前町と致しましては、全町民の意識をしっかりと高めて、一

人一人の町民がそれぞれ命と健康を守りながら、また将来のために、しっかりと歩き出す

意志を持って対応することだというふうに、私は考えております。

その有効的な手段の一つとして、日本国としてコロナワクチンの接種、新しい生活スタ

イルの徹底を推奨し、現在も本当に奮闘している最中であります。感染による死亡や重傷

者の不安やクラスターの発生、ワクチン接種による副反応や接種ワクチンの種類など、町

民の皆さんにおいても、様々な選択を余儀なくされたというふうに思います。

また、ワクチンが松前町にいつ届くのかという、様々な混乱の中で実施された集団接種

となりました。私と致しましては、本当に１日でも早く、接種を希望する町民に接種をし

てあげたいという一念で取り組んできたところであります。議員の質問にもあります、新

型コロナワクチン集団接種における予約時の混乱については、私も十分承知しているとこ

ろであります。２００回かけても繋がらなかったというふうなお話も聞いております。た

くさんの町民の方々には、本当に混乱と不安を招いたことだというふうに思います。町と

しても、全職員を挙げてこのコロナワクチン集団接種に対応させていただきましたが、情

報が錯綜する中で、自分達ではコントロールができない状況と向かい合いながらの業務遂

行となったことを、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。

また、これらの経験を活かしながら、令和３年９月に正式に国が決定した３回目接種、

追加接種について、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

また、インフルエンザについてもお話させていただければというふうに思います。すみ

ません、コロナだけという、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 町長も新型コロナ第１回目の時は、大分皆さんから責められたこと

と思います。

それで、第３回目のワクチン接種、これ追加接種っちゅうことで、事業の概要の方にま

だこれから出る追加予算の方なんですが、それには２月に接種券発送、３月に予約受付、

接種は４月から６月っていうふうに書かれてました。それから、もう新聞の方にも出てま

して、これは函館新聞だったと思いますが、道南３回目接種随時拡大ってことで、病院の

方ではこうなってるっちゅうこと。それから渡島、檜山の第３回目の接種開始時期っちゅ

うことで、市町村名が載ってて、どういうふうになるかってことで切り取ってきましたけ

ども、日曜日の１２月１２日、昨日の新聞に出てました。

規模の小さいところは早くできるのかなっていうふうに、それから随分パッパッと要領

よく進むところと、それからそうでないところいろいろありまして、遅かれ早かれ、ワク

チンはきちんと来るものと思います。

それで、予約の件なんですけども、もう接種した記録、ちゃんと町の方では保管されて

いると思います。それにしたがって、８ヶ月経過基準ですから、個人個人に予約をとるん

ではなくて、個人の接種記録の方から、松前病院の方の作業、そういう日程、それから、

あまり早くはワクチン届かないと思いますので、４月以降になったら来るんじゃないかと

思います。それで、そういうものとにらみ合わしておいて、個人に接種券を発送するのと

同じように、予約したっちゅうか、この日に打ってください、どの会場でっちゅうことを

通知してあげた方が、みんな安心するんじゃないかな。私はそう思いますが、いかがなも

んでしょうか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、議員の方から手法についてのお尋ねがございました。そこの部

分は、担当の課長の方から説明させますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) それでは、ただ今質問のありました予約方法についてです

けど、私の方から若干の説明をさせていただきます。昨年の取り組みの方針も若干ちょっ

と説明させていただきたいと思います。

先ほど言ったように未知のウイルス、それから未知のワクチン接種ということで、情報

がない中、それから時間のない中で接種希望を取りながらということで、余儀なく実施し

てきました。その中で、私どもが一番危惧したのは、やはり副反応対応でございました。

この副反応がどういうふうなものなのか、死亡しちゃうのか、やって大丈夫なのかという

のが、やはり一番目の安全を考えるということでございました。

それから、２点目に検討したのは、会場でのまずはきちんと接種できるかどうか。この

部分を検討してみました。そして三つ目に予約体制と、この三本柱、総体的にスムーズに

やることということを検討してございました。

その中で特に、先ほどの一般質問でもございまいたけれども、当町超高齢化の町で、８

０歳以上の方が約１千２００人ほどおられます。この方々が、副反応のリスクを承知のう

えで申し込みを本当にするのかどうか。それから、他の情報だとか、例えばバスの利用で

すとか、そういうことが本当にわかるだろうかどうかというようなことを、一番懸念して

初回接種の状況を取り組んだところであります。

そういう町の状況から行きますと、私どもとすれば、超高齢化の町であるがゆえに、例

えば高齢者同士の夫婦、それから９０歳前後の方と６０歳後半の親子関係、兄弟関係、そ

れから近所の付き合い、友達関係、字界を超えた友人関係等、こういう人の関係の繋がり

で、なるべく副反応のリスク、それからいろんな会場までの交通の手段等々を、みんなで

協力して理解しながら、この未知のワクチン接種というものに対応せざるを得ないという

ようなことを想定して取り組んできたところでございます。

先ほど、ありましたように、当町では３人に１人が高齢者ということでございます。こ

の高齢世帯の方々がスムーズに接種会場まで来て、もし副反応があった場合に、じゃあこ

ういう処置していいのかどうかという判断も含めて、なかなか１人では厳しい状況になる

んだろうなと、ここを一番危惧して取り組んでまいりました。

そういうことで、私達が取り組んだ中では、先ほど議員、それから町長からありました

とおり、６５歳以上のコミュニティがしっかりしてますので、この方全てをやると、９０

歳前後の方を、それより下の高齢者の方々が、しっかりサポートしていろんな対応できる

可能性があるということで、対象者約３千４００人を対象として、予約は、これはワクチ

ンを無駄にしてはいけないということもございました。１本から１バイアルから６人分を

とらなければならないと。そこでキャンセル等があれば、すぐその分を廃棄して、打ちた

い方が待ってる状況で打てないということもございまして、時間制限、それから予約人数

等々もございまして、先ほど言った３千４００人の方々に対して、１週間で約１千２００

人の方を予約していかざるを得ないという、こういう状況の中でやってきたところでござ

います。

結果、先ほど言われた予約の混乱は相当、町民の方々にご迷惑をかけたところでござい

ます。もう１点の反面、私どもが想定した会場、接種会場においては、想定どおり２、３

名のグループが親子で来たり、９０歳前後の方を７０代前後の方が連れてきたり、兄弟で
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一緒に来たりということで、会場内の受付、接種、当然副反応でもいろんな方々が軽微な

ものがございました。救急車を呼ぶ、呼ばない、その場でどういう対応をするかというこ

とを、一緒に来られた方々でその場で判断して、本当に思うほどスムーズな、びっくりす

るくらいのイレギュラーな事故もなく、接種会場が、接種が実施されたと。こういう経験

を今年経験させていただきました。

こういう中で、先ほどありました追加接種についてでございます。議員おっしゃられる

とおり、８ヶ月到達した人、今回既にこちらで把握できてございます。例えば地区ごとの

６５歳以上の２回接種者が何人、６４歳以下が何人、こういうことが既に私ども把握して

ございます。ですから、前回と違ってどの地区誰が希望する、しないという部分は、大分

そういうところでは軽減されてる現状だと思ってございます。

それで、当然議員おっしゃってるように、個別通知というものを一発目に検討致しまし

た。もう日程が自動的に決まってくるので、８ヶ月到達した順に発送しようかとか、いろ

んなことを想定致しましたが、それで懸念される部分が、半強制的にこちらが発送した時

に、受ける方々の方が、例えば通知書が来てないとか、見てないですとか、この日程日で

あれば困るですとか。さっき言ったように一緒に車で来られた方々が、同じ日にち同じ時

間帯できちんとやれればいいんですけれど、ここの部分が果たしてどうなのかですとか。

例えば、もう一つは先ほど言った時に副反応あった時に、きちんとその場で判断ができる

方が一緒に来られるかどうかというような、たくさんの課題がございます。

その場合の対応、例えばリマインドコールという方法がございます。こちらで一斉に送

って、日にち、時間を決定して、町からの書類が届いてますか、それで大丈夫でしょうか

ということで、電話でかけて確認をするという方法もございます。これも大分検証させて

もらいました。ただし、これも限界がございまして、当然不在の方、先ほど言ったような

電話対応した時に、町民の方が、私こうしたいんだよねって言った時に、リマインドコー

ルでは限界がございます。

先ほど工藤議員からもありましたとおり、住民意識がすごく高くて、素晴らしい接種だ

ったと思います。それは一つには、予約電話での一つのメリットは、予約を受ける段階で、

これってどういうことなんだよねですとか、これどうなのということも、簡易なものも予

約の段階で相当我々職員、そこで納得される方々もたくさんおられました。そういう意味

では情報の周知、それから自己管理意識、自分で予約したという部分も踏まえまして、電

話予約は現時点ではかなり有効な方法なのかなと。

ただし、今言った予約の混乱を、更に回避する方法をきちんと考えて、まずは安全で接

種することだと思います。今現在、国の方針では２回目と同じワクチンを接種するという

方針になってますけれども、現在のところファイザー製のワクチンが十分にないというこ

となれば、違うワクチンを接種するという可能性がかなり高いと、私は個人的には思って

ございます。その際の副反応リスク、それから接種会場でおきた時の副反応の対応。そう

なれば、やはりそれを最終的に判断、ジャッジできるような、信頼できる方々が一緒に行

かなければいけないのかなというような思いも含めて、それらをトータルで含めて、まだ

正式には方針を決定してございませんけれど、工藤議員がおっしゃられるような、心配し

ていただけるようなことも、今一緒に検討しているところでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時１４分)
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(再開 午後 ２時２８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 課長の方からいろいろ不安材料述べられましたけれども、お年寄り

の方っていうのは、大体役場の方からこうですって言われると、素直にはい、そういう気

質を持っております。

それから、前回にこうやったんだっていう記憶がありますから、またそのように同じ場

所で同じ時間に、そして車に乗せてもらった人に連絡来たから連れてってくれって、そう

いうふうに固まってくると思うんです。副反応だとか、出てくるいろんな持病のある方の

持病が悪化するっちゅう、そういうのは、もしかすれば１、２あるかもしれませんが、大

多数の人はちょっと打ったとこ痛かったとか、手が上がんなかったとか、ちょっと熱っぽ

かったとか、その程度のもので済んでます。

それから、ワクチンの種類の異なるものを打った場合のどうこうっちゅうのがありまし

たけれども、それはテレビ情報ですけども、大きく変わりがない、そういう情報もありま

す。お年寄りの人方は、そういうテレビからの情報っていうのが、ずっと一生懸命聞いて

ます。ですから、課長から出されたような不安材料、そんなにひどいものではないと思い

ます。逆に、また予約時間が何時から、何日の何時からこの番号ですなんて言われると、

焦ってしまって早い時間から一日いっぱいまた何回もかける。そういう方の疲れ、焦り、

苛立ち、そういう方のものが本当に身体にあんまりよくないんじゃないかな、思います。

ですから、連絡をあなたはいつの何時にどの場所でっちゅう連絡を送った時点で、もし

それに不都合があったら何番に電話してください。逆にそういう承っていった方が問題少

ないと思います。どうぞ、本当に高齢者の疲れを、苛立ちを、あまりおこさないようにす

るために、ぜひそういうふうな方法でお願いしたいと思いますが。

それからもう一つですが、松前町の方の記録の保管は、どういうやり方で行われている

でしょうか。１１日付の道新では、何か記録システムのＶＲＳに登録された履歴が１億件

のうち５００万件誤りがあって、電子接種証明書が正しく発行されない、そういう問題が

載っておりましたが、まあ、松前町の場合は、そちらの方への登録はないんじゃないかな

とは思いますが、念のためにお尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) １点目の関係ですけれども、議員おっしゃるところもいろ

いろ検討していきたいと思います。

１件はやはりちょっと、先ほど中では、我々は最後予約は構わない、構わないって言い

ますか、予約よりも命と身体の問題です。工藤議員おっしゃられたように、役場から通知

しちゃうとリスクもわからなくやっちゃう人方。今回は強制的接種じゃございませんので、

そこのところを一番危惧してるということをご理解して、いろんな選択肢を持っていきた

いと思います。

２番目の関係でございますけれども、記録につきましては、今議員おっしゃったように

厚労省で出しているＶＲＳというシステムで接種管理はしてございます。ただし、この基

になるのが、当町では健康カルテということで、そちらの方に接種記録を、個々の接種記

録を入れてそれから厚労省のＶＲＳに連携させて、接種記録というような状態になってご

ざいますので、データの管理については、そのような格好で管理させていただいてます。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。
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○７番(工藤松子君) それでは電子記録の方は、そういう事故、不都合っていうのは松前

町の方にはないと捉えてよろしいですか。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 現在のところ、そういうことはございません。それで、接

種記録は今のところは海外に行く方々が、電子証明書交付なんですけれど、基本的には個

人個人で持ってる接種済証、これが手元で記録証になりますという状況です。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) それでは、コロナ予防接種の方はそこまでにして、次にインフルエ

ンザの予防接種予約についてです。

本当に町の方からの感染症対策本部、そこからの防災無線のアナウンスで、本当にみん

なきちんと消毒、マスク、そういうことを去年は徹底されたと思います。そのせいか、イ

ンフルエンザの罹患の方は、松前病院ではなかったとも聞いております。反面、今年はか

えってインフルエンザに対する抗体がみんなの身体にないので、逆に流行するのではない

かっちゅう、これもまたテレビの方の情報なんですが、新聞にも報道がありましたが、そ

ういう関係で、インフルエンザワクチンの方の数が不足した。

そういうことで、高齢者の１０月１１日からの予約、これは病院の方で窓口と電話で対

応したようなんですが、私が１２日に電話したら、もう予約埋まってしまいました。ワク

チンの数が少なかったようなんです。そして、次もいつ来るのかわからない。もし、来た

らまた皆さんにお知らせしますからってことで、いつもはインフルエンザっていうと、病

院に行ったついでに窓口に行って接種予約をしておりましたけども、みんなそういうこと

に慣れていたもんですから、窓口にわいわい押しかけて、インフルエンザのワクチン打ち

たいだけどってことで患者さん方が行ってました。職員の人方が丁寧に今予約できません、

ワクチンが入ったらお知らせしますから、それまで待ってください、そうやって答えてい

ましたが、本当に何ですか、お年寄りの人方は、予防接種ってことに敏感になってて、我

も我もっちゅう気持ちが先立っているようです。

１１月の１５日に追加されたワクチン分の予約がありましたけども、白神から原口まで

全町一斉っちゅうこともあってか、８時半の予約受付、開始が８時半だというのにもう７

時前から押しかけていたとか。私も８時頃行ったんですけども、もう特設会場の通路、連

絡通路の方で並んでましたけども、もういっぱいでした。

みんなソーシャルディスタンスなんか、わかっているはずだと思うんですけども、マス

クはしてるものの、すごい人数で混み合ってました。ずっと並んで立ってたもんだから腰

が痛いだとか、壁によりかかってみたり、そういう状態でものすごい人数がおりました。

病院の方でもちゃんとそういうのには手当をするつもりでしょう、イスも並べてありま

したし、それから作業手順って言うんですか、どういう順番に回ってくださいっちゅう、

ちゃんと張り出した紙もありました。ところが、もうそういうの目に入んないんですよね、

みんなワイワイ、我先っちゅう感じで。そして、ちゃんと読めばわかるんじゃないかと思

うようなことでも、大きな声出して、どうなんだ、どうなんだ、なんか右往左往する。そ

んな大変な混雑の場面がありました。

さっきのコロナウイルスの話もそうですが、インフルエンザワクチンの方も大体希望す

る、毎年打ってる方の人数なんかは、大体わかると思うんで、そちらの方は病院で対応っ

ちゅうことではなくって、製薬会社と薬局の方のあれだと思うんですけども、町の方から

も、そういうワクチン入手に対して働きかけをしていただけないものだろうか。そして、

十分なワクチンの量をきちんとおさえて、希望する人方に接種する、そういうことが行わ
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れればよろしいかと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) インフルエンザのワクチンについてでございます。これも議員ご指

摘のように、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けてか、松前町において

は過去にないほどの接種者が増加しました。接種希望者と国内でのインフルエンザワクチ

ンの供給が追いつかない現象となったところであります。

ワクチンの配分、供給に左右されながら、これまでなかった集団接種方式や、予約体制、

更には償還払の実施などをしながら、緊急的な対応をとらざるを得なくなったところであ

ります。それが２年度で私どもが経験したことであります。町と致しましては、この予防

接種法の規定にあるとおりに、まずは重症化しやすい６５歳以上の方々に対して、積極的

な勧奨を促すために、町立病院と協定、連携しながら、費用の一部を助成し、取り組まさ

せていただいているところであります。

令和３年度においても、現在ワクチンの接種始まっております。供給、更には接種人数

推計等々に現在も苦慮しているところであります。その現状を、検証を踏まえた中で、詳

細につきましては担当の病院の白川事務長の方から説明させていただきたいと思いますの

で、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 白川事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) それでは、私の方からインフルエンザワクチンの予防接種

の関係でご答弁させていただきます。

先ほど町長が申し上げたとおり、インフルエンザワクチンの接種につきましては、昨年、

それから今年も若干数接種希望者が増加になっております。そういうこともありつつも、

先ほど工藤議員おっしゃったとおり、ワクチンの供給につきましては製薬会社の方から基

本的に納品されることになっております。その供給時期だとかが遅れたこととか、一応９

月の中旬くらいにうちの薬局長の方から製薬会社さんの方には、去年並みプラスアルファ

ということで、去年が２千３００弱だったんですけれども、一応２千３００ちょっと注文

しますってことで、９月の中旬くらいに一括的な話で、これくらいの総数をお願いします

って形で、お願いは製薬会社にしております。

製薬会社の方もそれぞれの、３社くらいあるんですけれども、うちの病院と取り引きし

てるところがですね。それぞれの事情がありまして、一回ではなかなか一気には入ってき

ませんよという、毎年なんですけれども、そのようなご回答をいただきまして、納品され

た日が９月の２７日から、最後は１２月１日ということで、１０回ほど分割して納品され

ている状況であるってこと、まずご認識していただきたいと思います。

そのようなことから、どうしても接種日を変更せざるを得なかったことなどもありまし

て、町民の皆様には大変ご迷惑をおかけしたと思っております。

今後の対策なんですけれども、例年、先ほど工藤議員が窓口の受付と、それから電話に

よる受付、この２種類で予約の方は受けております。窓口の方は、ちょっと数が結構多い

っていうこともありまして、従来であれば本当に会計の受付で受け付けたりした時期もあ

ったんですけれども、多分混雑が予想されるってことで、急遽透析室の方の渡り廊下、長

い渡り廊下あるんですけども、そちらの方を急遽予約受付場所として設定をしておりまし

た。

先ほど工藤議員がおっしゃったとおり、相当、私もついてたんですけれども、もう向こ

うの透析の方の入口付近までビシビシ、２列か３列になって並んでもらったんですけども、

要するに電話したんだけども通じない、全然通じないので直接来たんだよっていう方が大
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多数を占めておったかなと思っております。

そのようなこともありまして、昨年の課題の一つでありました接種会場の運営の方は、

何とかスムーズに対応ができたんでないかなと思っております。また、先ほど説明したと

おり、電話の繋がらない状況や窓口の混雑の状況の改善策と致しまして、大体来年度も今

年度程度の接種希望者がいるという判断の下、一つの案として、案としてって言うか、い

ろんなことがあると思うんですけども、病院としては、例えば予約受付時に年齢をある程

度区分をしまして、例えば８５歳以上から、区分の仕方はちょっとこれから検討するんで

すけども、先にまず８５歳以上、次、７５歳以上とかという年齢を細分化して、年齢区分

別に優先順位を決めて、少しでも予約時の対象者を減らすことによって、スムーズに予約

ができるんでないかということで、今ちょっと検討、対応をしていきたいなと考えている

ところでございます。以上です。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 次に、町立松前病院の今後の医療体制について、お尋ねしたいと思

います。梶谷議員の方にいろんな答弁がありまして、私の考えてきたことと重複すること

もあります。

まず、全科診療医、常勤４名ということで、まず最初に外来診療についてですけども、

全科診療医、札幌や函館から応援診療ということで、各外来診療科を置いて、透析治療、

訪問診療、それから江良の診療所での診療など、先生方本当に町民のために、精力的に医

療提供してくださっております。本当にありがたいことです。

でも、町民の思いっちゅうのは、昔どおりの、いつ行ってもいつもかかってる先生に診

察してもらいたい。それから、先生あんまり忙しくて、何もしゃべられなかったとか。そ

れから先生の顔見ただけで、何か治ったような気がして帰ってきたんだとか、そういうな

んちゅうんですか、素朴なそういう感情が患者の中の多数を占めてるんじゃないかと思わ

れます。

本当に新たな医師の着任、さっき町長の方から１名話がありまして、それを聞いて私の

方も本当に心待ちにしていたことが、１人ですが、ああ、良かったっちゅう気持ちになり

ました。前は令和２年の１０月から外来の方は午後診療も行われるってことで、本当に良

かったなと思ってた矢先に、また４名の体制になってしまって午前中しか希望している先

生のところへ行けない。今までは午前中働いてても、午後からちょっと行って診察受けて

くる、そういうことができたのに、そういうのができなくなって、本当に不便だと思って

る次第です。

地域包括ケア病床導入っちゅう町長からのお話、それから道新からの報道がありました

が、外来診療の方はどのようになるんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前病院の今後の医療体制などについて、お尋ねがございました。

本当に梶谷議員のご質問にもお答えさせていただきました。本年１０月いっぱいで１名の

ドクターが退職されました。４人体制で今進めてきているところであります。４月からは、

札幌医科大学総合診療科専門医プログラムに所属しております後期研修医１名が、１年間

勤務していただくことになりました。本当にありがたく思っているところであります。

この間、コロナ禍の中で、本当に現場の病院の医療体制で苦労しながらも、ワクチンの

接種等々に、本当に精力的に取り組んでいただきました。重ねて病院のスタッフの皆さん

には感謝を申し上げたいなというふうに思っております。

５名体制になることでありまして、今まで患者さんにご迷惑をおかけしてました午後か
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らの診療につきましても、外来診療につきましても院長は前向きに考えているようであり

ますので、ぜひそういうふうになっていただきたいなというふうに思っております。

それから、地域包括ケア病床での外来っていうことなると思うんでありますが、現状と

は変わらない状況になるんだろうなというふうに思っているところであります。いずれに

致しましても、松前の将来の病院の構想が少し見えてきたような状況の中であります。ず

っと残して行く病院をつくりあげていくために、いろいろ、管理者、更には病院長の意見

を聞きながら、現場の体制づくりも支えてまいりたいというふうに思っているところであ

ります。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 道新の方に、私が質問しようとしてた地域包括ケア病床とはどんな

ものかってことが詳しく出ておりました。それで、松前町高齢者も多いですし、函館の方

で手術受けても、もういいですよって帰されても、家では一人できちんと生活していけな

い。そういう状況の方々もおります。

それから、在宅医療中っていっても、本当に誰かがついて四六時中見てあげてないと、

家の中では、そんなにひどい病気ではないんだけども、ちゃんと暮らせないって方々もお

ります。だから、在宅復帰支援、そういうものも本当に必要。

ですから、高齢者の多い松前町にとっては、本当にいい考え方だな、そこは私も本当に

嬉しく感じているところでありますが、病床数が６０。それは、これからますます高齢化

人口の増えてくる松前町にあっては、人口減少はあるかもしれませんが、高齢者人口そん

なに減らないと思うんです。それから、本当にそういうケア必要な人方も、これからもっ

と出てくるんじゃないか。今でさえ５７床、そのぐらいの人方が入院しております。それ

を今度在宅にいる人方も病院に入れようとなったら、受け入れる病床が少なすぎるんじゃ

ないか、そういうふうに感じております。町長、いかがお考えですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に６５床で大丈夫かなというふうなご指摘、６０床で大丈夫か

なというふうなご指摘だと思います。この辺につきましても、現場の管理者、院長は今の、

現在の入院される規模、それから将来の人口推計等々、いろいろ予測しながら６０ってい

う数字を出してきているとこであります。現場の十分だというふうな考え、現在ですね、

そんな思いで準備をしている状況だというふうに思っております。

ただ、町民感情とすれば、大丈夫かなというふうな思いはあるんだろうなと思いますけ

ども、それをきちんと対応できる状況を想定しながら、今院内で進めている状況だという

ふうに思っておりますので、本当に安心して受診できる、診療を提供できるような病院、

理想の病院なっていただければなというふうな思いをしております。きちんと支えていき

たいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 道新の方にも、それから町長の方のあれにも６０っちゅう数字が出

てましたので、本当に、これで本当に大丈夫っていう気持ちになって、それを取り上げま

した。ぜひ、もっとゆっくり病床確保できるように、それから本当に入りたい、困ってい

る人方が入院できるような数にしてほしいと思います。

それから、次に現在入院している患者さん方は、何か診療報酬どうこうっちゅうことも

書いてありましたけども、実際に患者さんが支払う治療費って、入院費ってんですか、そ

ういう方の金額が変わるのでしょうか。そういう部分について、心配はないのかどうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 地域包括ケア病床、当然入院される方の医療費は、負担が増えるよ

うに思います。いろいろサービス、医療提供の方法が変わるっていうふうな、一方では診

療報酬の方も、少し高くなるっていうふうな状況になるんだろうなっていうふうに思いま

す。詳しくは、この程度しか知りませんので、局長の方からお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) 工藤議員から説明がありました件にお答えしたいと思いま

す。まず、最大ベッド数６０床の関係ですけれども、先ほど町長が答弁されたとおり、６

０っていうのが一つありまして、１病棟にすると最大での６０床しかベッドは設けれない

ことに法律上なってるので、そういうのも多少は絡んできてるんですけども、その辺現在

の稼働状況、先ほど来言ってます、看護師の不足による夜勤者が今現在不足しております

っていう関係もありまして、最大が６０床という案で検討を進めております。

なので、ご心配されてる一般病棟の入院の件につきましては、診療は間違いなく先生す

るので、その中で例えば、どうしても重傷の患者さんについては、函館の方とかに送るざ

るを得ない方も当然出てくると思います。

なので、先ほどケア病床、ケア病床については、基本的には入院期間が６０日間マック

スみれたり、後は俗に言うレスパイレス入院というのがありまして、簡単に言うと社会的

な入院もオッケーだという病床になっているので、ただ、いろいろクリア条件があるんで

すけども、例えば在宅復帰率ですとかいろいろこまいところで基準があるんですけども、

当然その基準もクリアしていかないと駄目なことではあるんですけれども、そういうこと

もあるので、６０っていうのは大丈夫な数字ではないかと、私は思っております。

患者さんの負担ですけれども、先ほど町長も申し上げたとおり、入院の基本料っていう

のが診療報酬で算定されてるんですけども、一般の病床から見ると、地域包括ケア病床の

方はある程度多めに診療報酬の方の請求はできる形になっておりますので、多少は患者さ

んには、負担が多少出るかもしれませんけれども、いくらいくら増えるっていうのは、今

ちょっと具体的には言えないんですけれども、減るっていうことはまずなくて、多少はや

っぱりそれなりの、当然最大２ヶ月っていうのもありますし。

ただ、後期高齢者とかの場合でありますと、例えば１ヶ月の限度額、住民税引かれると

かいろいろあるんでしょうけれども、そういう限度額の想定されてる方は、そこら辺は変

化はないのかなっていうふうには思っておりますけれども。いずれに致しましても一般病

床と地域包括ケア病床同じ西病棟にはいるんですけれども、ただ、そのために新たに機器

を整えるとか、そういうことは一切ないので、基本的には、今使ってるベッドをそのまま

使うような形になる病床だと思っていただければわかりやすいかなと思います。

いろいろと、例えばトイレに近いとかお風呂に近くなければならないとか、１人あたり

の面積が何平米以上だとか、いろいろ基準はあるんですけれども、そういう基準の基に西

病棟の方でちょっと調整をして、ベッド数の方を協議をしているところでございます。以

上です。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 今、病院事務長の方から説明ありましたけど、１棟６病床、西病棟、

１棟ちゅうか、１病棟６０床で、西病棟の方で６０揃えることが可ちゅうことですね。そ

したら、東の方開けると、もう６０増やせるではないんですか。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) １病棟のとれるベッド数が６０ベッドであるということな

んですけれども、ただ、先ほど来言ってます西病棟は５７ベッドしかございませんので、
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今休床をしております東病棟に何人かは入っていただくような形をして、６０床を保てる

ような形にしたいと、今協議をしております。東病棟の何ベッドか使うという捉え方にな

ると思います。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) ってうことは、やっぱり東を開けても合計６０ってことですね。東

病棟の病室も何個か開けても、合計６０床ってことですね。それでは、少し足りないんじ

ゃないかと思うんですよね、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) そういうことを踏まえまして、６０床という現場では判断をしてる

ということを、ご理解いただきたいというふうに思います。

６０床が１病棟、もう１病棟、口回らなくなってきましたけど、結局、ドクターもスタ

ッフも倍かかるってことなんですよ。ですから、今のドクターの数、それから看護師さん

の現場の数、スタッフ揃えば可能でしょうけど、そのスタッフの確保のことも十分考慮し

た中で、６０床っていう数字を選択したというふうに私は思っております。

○議長(伊藤幸司君) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) ケア病床を増やすっちゅうか、一般病床をケア病床にするっていう

の、本当にケアの方に看護師、医療従事者の人手がもっと一般病床の時よりもかかってい

くんじゃないか。マンパワーが不足であるってことは、町長も梶谷さんに答弁しておられ

ましたけども、医療従事者が松前病院に来たい、来たくなる、そういう環境を早急につく

って、そして、一旦来てくださった先生がずっといたくなる、そんな町にぜひつくってい

く必要があると思います。

それで、町長の方では、そういう十分に確保する、そしていてもらう、そういう強化策

の決意をお持ちがどうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に医療従事者確保のために、いろいろ手段をとって対応してい

ているところであります。奨学資金の関係も改良、改善したと思います。利用しやすい環

境はつくってきたなというふうに思っております。松前病院で仕事をしていきたいなとい

うふうに思えるような、そんな思えるような病院になっていただければなというふうに思

っております。

それから、マンパワー不足でまた心配をかけているところでありますけど、４月から常

勤医が１人増えることと、包括ケアやるためにはですね、専従のリハビリの職員なども必

要になりますけども、現在理学療法士１名の採用もできる見込みとなっているところであ

りまして、着々と準備が進んでいるところであります。引き続きまして、山本管理者と八

木田病院長と連携しながら、医師確保、看護師確保にしっかりと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) ７番工藤君。

○７番(工藤松子君) 今、町長の気持ちを答弁としていただきましたので、ぜひ実現さし

てほしいと思います。よろしく、終わります。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１０番斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) 簡単に質問申し上げますので、簡単にご答弁ください。長すぎて、

管理職の方にも今度時計置くことになろうかと。

まず１点目は、町長の任期、来年４月で折り返しになりますね。それでいけば、前回の

選挙で約束したことはこういうことだったのかなと思いながら、通告をさせてもらいまし
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た。

財政がかなり厳しい、年々厳しくなっているということの中で、来年度、令和４年の予

算編成に対して、どんな思いをもって向かおうとしてるのかなということで、質問を申し

上げたいと思います。

公約の第１点は産業の振興ということで、漁業と畜産の振興が何よりも大事だと言った

ことを記憶しております。水産については、相変わらず漁獲が少ない、大宗を占めていた

イカ漁はほとんどなくなってしまったということが実態です。それで、漁業者や、漁組も

含めて、令和４年度の予算でどのように対処していこうとしてるのか、あるいはどんなこ

とをしていかなければならないというふうに思ってるのか、まず一つ教えてほしい。

更に、畜産の関係です。これは、順調に推移してるように私は思います。この工事後、

物が高くなっていくらか補正増しましたけれども、最近になってから８００キロ以上に育

てた牛を、住民に牛肉を還元するということで販売をしたわけですけども、あっという間

に売り切れたと、こういうことになってます。予約販売は致しませんと聞いておりました

けれども、果たして、町民の何人の口に入ったのか、あるいはこれから入るのか。心配は

しておりますけれども、来年度から三谷参事がいなくなるというふうにも聞いております

ので、今後どのように畜産の行政を進めて行こうとしてるのか、どういう決意なのか、ど

のように予算を反映させていきたいのかということを、まずご答弁をお願いしたいと思い

ます。

それから２点目の町立松前病院の問題です。これ、梶谷議員と工藤議員が懇切丁寧に時

間をかけて質疑してもらいました。私は、そのコンサルと包括ケアの関係、これは、コン

サルが承知したうえでの着手なのかどうか。これをまず教えてほしい。

更にもう１点は、このコンサルに出している中で、医師公宅や看護師宿舎も含まれてい

るのかどうか、あるいは含まれていないとすればどうなのか、どうするのかということも

２点答弁してほしいと思います。

松前城の話が、行政報告がありました。新坂付近の石垣を最優先しなければならないと

いうことを、行政報告でされましたけれども、なぜそうなったのか、そうなった理由はど

うなのかっていうことも、簡単には書いてありますけれども、詳しい説明を教育長にお願

いします。

それから、最後４点ですけども、高速道路の問題です。私はかつて東京へ再三出かけて

企業誘致もしようということで、多分松村町長だったと思いますけども、何回も何社にも

行きました。それで、この前にも話しましたけども、空港まで２時間半かかるというのは、

企業としてはなかなか行きにくいということが聞かされました。それで、取り組んできた

のが半島道路であり、最近変わって高規格道路であります。この点を町長はどのいうに捉

えているのか教えてほしい。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 斉藤議員の質問にお答えしたいというふうに思っております。４月、

年明けの４月が折り返しの２年が経過するわけであります。現在令和４年度の予算編成に

取り組んでいる最中でもあります。その中で、４点にわたる質問をいただきました。松前

城の関係につきましては、教育長への通告でありますので、教育長から答弁します。

まず、漁業の振興につきましてであります。まず漁協の経営につきましては、繰越欠損

金の令和３年度、本年度での解消に向けて鋭意取り組んできたところでございます。しか

しながら、令和２年度から新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、魚価及び流通

等の低迷などにより、コロナ禍前の令和元年度に比較して、漁業生産大きく減少している
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ってことになっているところであります。

令和元年度さくら漁協における水産取扱高は、約１１億５千万台あったものが、２年度

の取扱高は、９億２千万に落ち込み、令和３年度１１月末現在の取扱高は、約６億８千万

で、令和２年度の１１月末と比較しても、約７千７００万の減少となっているところであ

ります。

クロマグロの漁獲規制、少し緩和されたものの、スルメイカ資源の激減による不漁、ま

たはコロナ禍における魚価の低迷も引き続き懸念をしているところであります。そういう

状況下の中で、令和４年度漁業振興にかかる予算の方針と致しましても、現状安定した生

産の見込めますウニの深浅移殖や、漁港を利用したナマコの増殖、コンブ養殖推進のため

の支援を主とした授業の継続を図りながら、漁業生産の安定に寄与してまいりたいと、今

現在思っているところであります。

ナマコの放流につきましても、放流個数を多くすることも考えておりますし、それから

コンブの養殖事業につきましても、老朽化した固定ブロックの更新なども進めてまいりた

いと考えております。それから、北海道が事業主体であります松前小島海域の大型魚礁の

設置事業についても、令和４年度以降も引き続き計画されているところであります。

そういう中で、産業振興にかかる漁協の水産業の課題と致しましては、先ほども申しま

したけども、ナマコ、更にはウニの深浅移殖が大事だというふうに思っております。ウニ

の管理漁場の改良、地域の実行組合からウニの管理漁場の改良についても要望をされいる

ところでありまして、広報や費用面での課題はあるものの、効率的な養殖管理ができるよ

うに、これから漁協、漁業者と協議を重ねてまいりたいというふうに思っております。改

良の方法を正しく検討していきたい。

それから、ナマコの、それからコンブの更新であります。これも漁協の体力がなければ

やっぱり漁協の負担もあります。そういうふうなところも考えながら、事業費の、要は事

業費の漁協負担が制限されているところもありますので、漁協の方とも協議をして進めて

いきたいと思っています。

それから、現在取り組んでおりますサクラマスの海中養殖試験事業であります。海中、

江良の漁港で今調査をしております。この調査の結果を踏まえまして、次の課題を整理し

て、次の取り組み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、畜産の振興であります。本当に皆様方のご理解をいただきながら、肉牛改良

センター、順調には推移はしているところであります。研修生も就農されておりまして、

肉牛の飼養頭数の増加も見込まれる。更には牧草の要求量も増加されることから、適切な

資材管理をしながら、草地の更新を検討していかなければならないというふうに思ってお

ります。

それから、受精卵移植による優良な子牛を畜産農家に提供もしてございます。現在３２

頭ほどの子牛を畜産農家に提供しておりまして、農家の収入となり、経営支援が図られる

というふうな状況にもなっております。

それから、研修生、来年の４月、いよいよ独り立ちする状況になります。肉牛改良セン

ターでの飼料管理の他、北海道農業大学校など町外施設への研修により、将来就農する人

材の確保と、着実な就農ができるように支援をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

また、４月からは１人また研修生が増える予定になっておりますので、きちんと支援を

してまいりたいというふうに思っております。

それから、三谷参事のお話がございました。残念ながら、３月いっぱいで退職というふ
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うになるわけであります。大変なノウハウを町に与えてくれた方だというふうに思ってお

ります。本当に、三谷さんに変わる人材の確保に向けて、今いろいろなところに、北海道

農政部等々にもお願いをして、人材の確保に取り組んでいるところでありますので、ぜひ

ご理解をいただきたいなというふうに思っております。

それから、病院の改築の関係であります。コンサルの関係であります、基本方針はコン

サルの方にお願いして、今年度３月までには納品、成果品を納品されてきます。その中で

ケア病床のことにつきましても当然コンサルの方にはお話をさせていただきまして、院長

の方からコンサルの方にベッド数は６０でというふうな話をしているところであります。

その方向で今進めております。

それから、この基本構想の中には、今現在医師住宅も老朽化しております。この構想の

中には医師公宅については、基本構想の中には入ってはおりません。これから、いろいろ

老朽化してますので、医師の皆さんの環境、生活環境もきちんと整えなければならないと

いうふうに思っておりますので、その辺も配慮してまいりたいというふうに思います。

それから、高規格道路の関係です。いよいよ紆余曲折の中で、国鉄松前線が廃止になる、

その代替案として示された半島道路構想であります。紆余曲折ありましたけども、この間、

昨年ですか、今年ですか、乙部が国道が崩落して通行止めになっております。相当な年数

を費やして復旧されるというふうな状況下の中で、やっぱり災害に強いって言いますか、

残念ながら福島、松前と白神と福島、松浦間でありますが、開発の現道の国道の調査によ

りますと、危険な箇所が４箇所ほどあるというふうな情報をいただきました。現道、国道

が、現存の国道が危険な箇所あるっていう道路を町民が安心して通れるかというふうなこ

とになるんであります。当然、町長と致しましては、その道路の改修を早くしていただき

たいというふうなことを、今開発の方にお願いをしているところであります。

いろいろ開発の方でも現道の、半島道路として現道、国道を改良するというふうな方向

は進めているようでありますけども、先ほど申しましたように、安心して、人が安心して

通れる道路の確保が急務だというふうに思っております。空港まで２時間半かかる、そう

いう状況で企業誘致はならないというふうなお話もございました。確かにそのとおりだと

いうふうに思いますけども、まず人が通れる、安心して通れる国道の整備を国が早急に手

を付けてくださいと、調査をしてください、調査費をつけてくださいっていうお願いを、

今現在しているところでありまして、松前半島道路の期成会があります。期成会の皆さん

の力を借りながら、まずは防災事業として、白神、松浦間の工事を調査していただけるよ

うに、今要請をしているところであります。

いずれに致しましても、これは将来自動車専用道路を諦めるというふうなことではなく

て、今現状危険な箇所を、国道を国が責任持って早くやってください、手をつけてくださ

いっていうお願いを一歩進めてまいりたいというふうに思っております。自動車専用道路

につきましては、ちょっと時間かかりますけど、これはきちんとまたチャンスがあると思

いますので、取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長。

○教育長(宮島武司君) 松前城の木造建築につきまして、ご質問をいただきました、ご答

弁をさせていただきたいと思います。

行政報告の内容から、この新坂の石垣について、優先して事業の着手をしなければいけ

ない。その理由は何なのかと、詳しくお話してほしいというふうなご質問でございます。

本年度、予定の史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業の石垣の３次元レーザー計測、更

にはカルテ業務に取りかかっていたところでございます。この中で、コロナ禍の状況見な
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がら、７月には文化庁長官に来町していただき、史跡整備に関する現地指導をいただいた

ところでございます。また、史跡保存整備検討委員のうち、城郭や石垣整備を専門として

いる委員の方々に７月と１０月に来町していただきまして、現地指導を受けたところでご

ざいます。この文化庁長官及び城郭や石垣整備の専門官の現地指導の中で、新坂の石垣に

ついては、その歴史的価値や重要性が改めて再評価されました。石垣全体の調査等を最優

先で取り組む必要があるとの指導でございます。この最優先をして取り組まなきゃいけな

い理由でございますけれども、この石積みの技法、更には石の大きさ、また石の切り方な

どから見て、幕末築城時のものであるとお話を聞いたところでございます。

史跡松前氏城跡福山城跡は、明治８年までに廃城となりました。昭和５１年度以降、発

掘調査等の成果を基に、遺構の顕在化、特に復元的整備を行ってきたところでございます。

このため、福山城跡の石垣の多くは復元ないし現存している石垣の作り直しとなっている

のが現状でございます。こうした中で、今回幕末築城時のオリジナルの石垣がほぼ手つか

ずに残っている新坂地区につきましては、福山城跡の最も大変な貴重な場所であるという

ふうにお話を聞いているところでございます。私どもも、調査の中でそのように認識して

いるところでございます。

同じように、本丸地区に存在する本丸御門の石垣や、福山城天守台石垣についても史跡

の本質的価値を構成する現存石垣として、大変貴重なものでございまして、災害時でのは

らみ出し、いわゆる石垣の膨らみ、それから、崩落がおきる前に現状を記録し、万が一の

時も元の姿に復することができるよう、石垣の一石一石の姿形や、積み方、勾配等のデー

タを収集しておくことが大切であるというふうに指導を受けたところでございます。

このようなことから、石垣カルテを作成し、その石垣が位置する場所、例えば町道で人

通りや車通りが多い場所にあるとか、人が通る場所でなく、断崖にあるとか、社会環境に

応じた危険度を判定するとともに、その石垣の変状、例えばはらみ出しが多いとか、石垣

が落ちているとか、構造そのものに対する危険度を判定し、この二つを合わせて石垣の保

全の手法や、整備や優先度を決めることが大切であるというふうな指導を受けたことから、

現存する石垣の重要性及び緊急性を考えて、必要整備を検討するために、令和３年度、今

後３年間を目処に、まずは石垣の現状把握のための測量と、石垣カルテの策定に優先的に

取り組んで、その後に審議会を立ち上げてまいりたいと、このように考えているところで

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 最初から、少しずつ簡単に答弁を求めたいと思います。町長、水産

の関係についてはね、これ町長も承知してると思いますけども、漁組の１０月の実績です

か、令和３年。正しく良くなってるのはウニとね、ナマコなんですよね、実績を聞くと。

ウニは前年比、１０月で２千４００万増、ナマコが１千７００万増と、こういう格好に

なってきていると。ある一定の松前町の将来の漁業の方向性はこれだというふうな見方も

できなくはないわけですね。ですから、ますますウニを養殖する、ナマコを養殖するとい

う方向に行かざるを得ないというふうな考え方をするわけです。その辺水産課で十分把握

してると思いますけれども、町長として、そういうウニ、ナマコの増養殖っていうのもの

をどのように捉えて行こうとしてるのか、この辺だけ答弁ください。

それから畜産について、私さっき言いましたけども、三谷参事が退職するということで、

大変な苦労があって、私も承知しておりますよ。だから、新しい人材を見つけなければな

らないという答弁ですけれども、その人材が見つかるまでは、可能であればですよ、可能

であれば、週に１回でも三谷参事に来てもらって見てもらうとかいう方法も考えなければ
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ならないと思うんですよ。これから先、そういうことを考えていかなければ、なかなか畜

産、行き詰まる可能性もあるわけですから、そういうことも踏まえながら、三谷参事と話

し合いをしてほしいと。これについては、答弁はいりません。

それから、松前城ですけども、先に病院ですね。病院はですね、これ医師公宅だとか、

看護師住宅はコンサルの中には入っていないというふうな受け止め方でいいんですか。そ

うしたら、この関係はどういうふうにしようとしてるのか、答弁をしてほしいなと。

それと確認ですけどもね、さっき様々な答弁もらったけども、私もわからなくなってし

まって、来年の３月、今年度中にコンサルの結論を得ると。コンサルの結論得た後は、病

院内で協議してもらうと。その病院内で協議が終われば、副町長をトップにしたグループ

をつくると、こういう順番で行くの間違いないですね。更にそれから基本構想だとか、基

本設計だとかっていうことに入って行くんだという手順で間違いなければ、それで結構で

すという答弁ください。

それから、松前城はこれ、城早く木造で建ててほしいっていうのが私の願いなんですけ

ども、今後３年間は新坂の石垣で精一杯だと、本丸まではとっても手が出せないと、こう

いう意味なのかどうか。これを教育長、答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ウニとナマコについてのお尋ねがございました。少しではあります

けども、いい方向に向かってきているなというふうに思っているところであります。今般

日高の方では、赤潮でウニの方も大変な打撃を受けているというふうな情報を聞いており

まして、昨日知内の町長とお会いしました。知内は日高から稚ウニを入れてるみたいなん

ですが、それすらも入れれないという状況だそうでありまして、知内町も大変危惧をして

いるところであります。松前の場合は、地場の、松前の海のウニを深いところから浅いと

ころに移殖するってことを続けてきて、少しいい状況になってきておりますので、ここの

部分は本当に地域の実行組合でも真剣に捉えて、このことを捉えてる地域もありますので、

漁業者の皆さんの意見も聞きながら、少しでも改善できる方向に進めたいというふうに思

ってます。

それから、ナマコもですね、やっぱり松前は漁港の中でやっている個数も年々増えてい

るところでありますけども、少し効果が出てきている状況でありますので、これも引き続

き、この厳しい漁業経営を脱却するためのですね、一つの手段になっていただければなと

いうふうに思っております。

いずれに致しましても、漁業協同組合の体力がつよくなければ、事業負担もできません

ので、その辺も十分吟味しながら進めてまいりたいというふうに思っております。

それから畜産の関係で、三谷参事との話、答弁いらないというふうなことでありました

けども、正しくそういう思いで今も話をさせていただいておりまして、ぜひ産みの親三谷

参事の長いお付き合いとご指導、ご助言を賜れればなというふうに思っているところであ

ります。

それから、病院の医師住宅についてであります。本当に医師の老朽化している住宅であ

りますので、再度、まずは老朽化の病院本体改築に一歩踏み込んで行きたいというふうに

思っております。医師、先ほども申しましたけども、いい環境で、松前の病院で仕事をし

ていただくために、いい環境を提供したいなというふうに思っているところであります。

以上です。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長。

○教育長(宮島武司君) 新坂含めて石垣の整備にちょっと時間を要すると、従って、本丸、
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天守整備については審議会の立ち上げが遅れるんではないかなと、そういうふうなご質問

でございます。当教育委員会と致しましては、この石垣の今回調査の中で詳しく、素晴ら

しい北海道の遺産としての価値が認められたということで、急ぎながら石垣の調査につい

ては実施したいなと、そういうふうに思っております。

実は、新坂の石垣についてごく一部でございます。松前町でも予定している全体の石垣

の調査につきましては、３０５面、石垣一つの側面１面で、３０５面で、面積が６千５８

７．１あります。それで、本当の一部が新坂ですよってことで、全体調査するためには相

当な事務量がありますよということでございます。

もう１点の木造天守につきましては、現在令和１６年に復元の目標を立てております。

いわゆる１６年間で復元をしたいというふうな当初計画でございます。今、この石垣の調

査等に時間を要するけれども、当教育委員会としては、この目標年度の令和１６年には、

木造の天守を実現させたいというふうに考えているところでございますけれども、今後こ

の石垣の調査、更には事業実施に伴うマンパワー、それから予算等検討していきながら、

着手の時期を進めていきたいと、そういうふうに思っているところでございますので、ご

理解をいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 順番変わります、さっき質問忘れてました、半島道路の関係です。

これは、トンネルを掘るのは２２８の改修ですからやむを得ないと思うんですよ、これ。

町長が危険を除去してくれるというんであれば、これ当たり前の話です。ただ、高速道路

がなければ、なかなか企業誘致が難しい。この高速道路は二の次に考えますっていう発想

は、ちょっと間違ってると思うんです。これを優先してやっぱり、２２８は２２８でやっ

てもらいましょう、国に。

しかし、高速道路も木古内まで来る、そうすればおそらく松前から行っても１時間４０

分ぐらいで空港まで行けると。松前までくれば１時間１０分ぐらいで函館空港まで行ける

ようになるんですよ。こういうことも計算しながら、積極的な行動をお願いしたいと思っ

ています。一つだけ、答弁してください。

それから、病院の医師公宅も看護師宿舎も構想の中にはないんだって言いますけども、

ぜひ設けなければならないと思いますのでね、住環境だけはどうしても理想的なものにし

てやらなければ、ますます松前の病院には人が集まらないと、医療従事者が集まらないと

いうことになりますので、この点もきちんと答弁をお願いします。

それから、教育長、松前ってところはね、文化財がかなり多い。もう他の北海道の町と

全然比較にならない。それで、本丸に手かけるまでに３年待てと、あるいは令和１６年ま

で待てというようなことですけどもね、これおそらく文化財の仕事量ったらね、普通の量

でないと思うんですよ。ですから、そちらにもマンパワーってんですかね、文化財課を独

立させるだとか、あるいは文化財を大きくして、文化財共同組合でも何でもいいから、そ

れだけやらなければならない文化財の量だと思うんです。そういうことを考えながら、さ

っきちょっと触れてましたけども、最後に決意を聞かしてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 半島道路のお尋ねでございます。私どもと致しましては、本当に現

国道の防災事業、更には自動車専用道路、一緒に要請はしていきたいなと思ってますし、

今までそういう思いでやってきたんであります。しかしながら今回、先ほども申しました

けども、乙部の国道の崩落事故がありまして、国の方も大分視点が変わってるというふう

な状況の中で、松前も現道危険箇所があるというふうな状況でありますから、優先度が高
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くなってるというふうな状況だというふうに思っております。危険箇所はありますから、

本当に町民の皆さんが安心して通行できる国道の確保が、まず町長としては最優先である

というふうな判断をさせていただきました。

これが、もし調査して、事業実施されるようになると、相当松前の経済にも影響がある

というふうに思っておりますので、ぜひここは一歩前に進む勇気を持って取り組んで行き

たいなというふうに思います。それと、本当に自動車専用道路なければですね、春のまつ

り期間中、さくらまつりの期間のこの国道の混雑状況見たら、ぜひ高速の自動車専用道路、

それで経済と命を運ぶというふうな夢は持っていきたいし、ただ、一緒今二つ、二兎を追

うというっていう状況でないというふうなことであります。

しかしながら、高速もぜひ、今期成会、函館市長が会長、北斗の市長も理解してくれて

います。木古内、知内、福島、私と六つの自治体で期成会を組んでおります。これはこれ

で、今の防災事業で半島道路、期成会は動いて行きますし、状況によっては４町で木古内、

知内、福島、松前４町で新たな期成会を立ち上げるっていうふうな気運づくりも、これか

らしていって、将来は間違いなく自動車専用道路が確保できるような運動の展開をしてま

いりたいというふうに思っております。

いずれに致しましても、任期中、あと２年ちょっとありますけども、２年ちょっとの中

で防災事業、ぜひ採択されるような要請活動をこれからしていきたいなというふうに思っ

ているところであります。

○議長(伊藤幸司君) 次に、教育長。

○教育長(宮島武司君) 教育委員会のマンパワーにつきまして、大変ありがたいご意見を

いただきました。今回の石垣の調査においても、文化庁長官から膨大な事務量、調査箇所

があると、それについても実際にマンパワーが必要であると。そしてまた、木造天守の復

元につきましても、大きなマンパワー、そして予算がかかってきます。

特に人事面でございますので、今後町長部局と十分に協議しながら、事務量も検討しな

がら体制づくりに務めてまいりたいと。いずれに致しましても、当初目的でございます、

町民の夢でございます天守、令和１６年復元というふうなものを目標に、取り進めてまい

りたいと。そういうふうに考えているところでありますので、ご理解をいただきたいと思

います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 町長、答弁ちょっともらわなかったんだけどもね、病院の医師住宅

と看護師宿舎も、十分住環境が大事にしなきゃ誰も来ないよということを考えながら、ぜ

ひコンサル等とですね、情報交換して組み入れるように努力をしなければならないと思い

ますし、教育長が今言った文化財の人的補強、これも町長が教育のトップですから、今法

律が変わって。十分な配慮をするように望んで、質問を終わります。以上です。

○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。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了致しました。

よって、本日はこれをもって散会致します。

なお、明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４６分)
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日程第１１ 議案第８０号 議決の変更について

日程第１２ 意見書案第１４号 北海道農業の基幹作物てん菜の生産を守ることを求

める意見書について

日程第１３ 意見素案第１５号 地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明

と支援策を求める意見書について

日程第１４ 議会改革に関する調査特別委員会報告について

日程第１５ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第１６ 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

議会事務局主任 三 上 大 輔 君
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（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに、本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、４番宮本理恵子

君、５番福原英夫君、以上２名を指名致します。

◎議案第７５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第７５号、固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第７５号、固定資産評価審査委員会委員の選任につきまし

て、ご説明申し上げます。

固定資産評価審査委員会委員寺嶋貢也氏は、令和３年１２月１９日をもって任期満了と

なりますことから、引き続き同氏を委員として選任したいので、地方税法第４２３条第３

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。

寺嶋氏につきましては、松前町 にお住まいで、

８３歳でございます。また、委員歴でございますが、平成１５年１２月２０日

から委員をお願いし、現在６期目でございます。

以上が議案第７５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７５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。
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よって、議案第７５号は提案に同意することに決定致しました。

◎議案第７９号 松前町福祉灯油等の助成に関する条例の一部を改正する条例

制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第７９号、松前町福祉灯油等の助成に関する条例の

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。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７９号、松前町福祉灯油等

の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

議案第７９号、松前町福祉灯油等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て、松前町福祉灯油等の条例に関す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。

今回の改正につきましては、松前町の高齢者及び一人親世帯等の支援事業として実施し

ている福祉灯油等助成事業について、今年度の灯油価格等の高騰を鑑み、今年度に限り、

助成額を１万円から１万５千円に変更しようとするものでございます。

添付の説明資料ご覧願いたいと存じます。右側改正案施行期日等第２項令和３年度の助

成の額にかかる第３条の規定の適用については、同条中「１万円」とあるのは「１万５千

円」とするに改正するものです。

以上が、議案第７９号、松前町福祉灯油等の助成に関する条例の一部を改正する条例制

定についてでございます。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。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) 今、１万円から１万５千円、今の原油高から言ったら、それでも有

りかなあと思うんです。今後はこういうような条例を改正するっていう考え方は、その時

に応じて考えられるということでよろしいでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今、福原議員のご質問にお答えしたいと思います。灯

油の改正につきましては、失礼しました、条例の改正につきましては、今福原議員おっし

ゃったとおり、その都度、その状況時において判断させていくという状況になると思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 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７９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７９号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第７１号 令和３年度松前町一般会計補正予算(第８回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第７１号、令和３年度松前町一般会計補正予算（第

８回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第７１号、令和３年度松前町一般会計補正予算(第８回)の

内容を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８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９千

６３８万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億９千９５７万２

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、債務負担行為の補正です。規定の債務負担行為の補正は、「第２表債務負担行

為補正」によるものでございます。

第３条地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第３表地方債補正」によるもので

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。２０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、２９９万円の減額計上です。８節費用弁償及び

旅費で、２９９万円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種

会議等の中止による費用弁償２４１万１千円、旅費５７万９千円の減額です。

２１ページです。２款１項１目一般管理費で、７９万８千円の減額計上です。１節報酬

及び８節旅費で、非常勤顧問の報酬と費用弁償の合計で、４３万９千円の減額です。これ

も新型コロナウイルス感染症の影響により、松前町への訪問ができなかった分等の減額で

す。１０節行政情報システム修繕料で、２４万８千円の計上です。これは、予定外のパソ

コンやプリンターの情報機器の故障による修繕がかさみ、年度末までに不足を生じる見込

みがあるための計上です。１２節行政情報システム改修業務委託料で、６０万７千円の減

額です。これは、当初予定していた健康管理システムの要保護関連の改修が現行のシステ

ムで対応可能となったことからの減額分が２０７万９千円、また、これから新型コロナウ

イルスワクチン接種の追加接種分と児童手当システムの改修及び北海道自治体情報セキュ

リティクラウド移行対応分での改修分が１４７万２千円、それの合計で６０万７千円の減

額です。次に、３目１２節公共施設等総合管理計画改訂業務委託料で、２６４万円の計上

です。これは、現在策定済みである当該計画の更新及び改訂をするための経費の計上です。

次に、５目地域振興費で、２千１１万３千円の追加計上です。１１節及び２２ページの１

２節及び２４節に計上するふるさと松前応援寄附受入及び基金、積立金の合計で２千１０

２万５千円の計上です。これは、物産振興に係るふるさと納税が、１０月までの実績で、

１５８％の伸びがあり、この年末を含む年度末までの見込みで、当初予算比でふるさと納

税が１千５７７万円増加する見込みと推計し、そのふるさと納税にかかる決済等手数料で

１００万円、特産品取扱委託料で１千３２１万８千円、ふるさと松前応援基金積立金で６

８０万７千円を追加するものです。
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続いて、２１ページ、戻ります。２１ページ、１１節新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策通信運搬費で、１万２千の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策事業者支援金にかかる通信運搬費の額の確定による減額分です。

続いて、２２ページです。１８節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３１５万円の減額、更に地域間幹線系統木古内松前線維持奨励金で２２５万円の計上の、

合計で９０万円の減額です。これは、事業者支援金は、申請受付が終了し、予定件数５６

２件に対し、申請件数４９９件となったことからの減額です。続いて、地域間幹線系統木

古内松前線維持奨励金は、木古内松前線を経営する函館バス株式会社は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大による緊急事態宣言等の影響により、乗客数が回復せず、路線バスの維持

経営に影響を及ぼしており、西南４町で協議し、４町定額による奨励金を交付することと

したものであります。なお、６３ページから６４ページに参考資料として、補正後の新型

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添付しております

ので、ご参照を願います。

２３ページです。６項１目８節監査員費の費用弁償及び旅費の合計で、６５万円の減額

です。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による各種会議等の中止にかかるもので、

費用弁償４３万８千円、旅費２１万２千円の減額です。

２４ページです。３款１項１目社会福祉総務費で、１千７３７万円の追加計上です。１

９節障がい者自立支援補装具費及び更生医療給付費合計で、１千６１２万円の計上です。

これは、当初予定した対象者や給付費が増加したことによる、年度末までの見込みによる

計上です。続いて、福祉灯油等助成費で、１２５万円の計上です。これは、燃料単価の高

騰により、灯油もかなり値上がりしており、福祉灯油等にかかる助成額は１万円ですが、

今年度に限り５千円増額の１万５千円とするための計上で、２５０人分を予定しておりま

す。次に、３目２７節介護保険特別会計に対する操出金で、２４万１千円の減額計上です。

これは、介護保険特別会計の補正に伴う一般会計からの操出分で、介護給付費分が９千円

の追加、事務費負担分が２５万円の減額の、合計２４万１千円の減額です。

２５ページです。４款１項３目予防費で、７５４万４千円の追加計上です。予防費では、

新型コロナウイルスワクチン接種のこれからの３回目の追加接種分と、これまでの２回目

までの接種に関わる分と、更にインフルエンザ予防接種にかかる分を計上しております。

また、令和３年度の３回目接種分は、医療従事者等及び高齢者施設等入所者及び従事者を

対象とする予定です。まずは、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる分で、８節予防

接種健康被害調査専門委員費用弁償で、１千円の計上です。これは、委員の変更に伴う費

用弁償の追加分です。次に、１０節消耗品費で、１６０万円の計上です。これは、３回目

の追加接種にかかる消耗品費の計上です。次に、１１節通信運搬費及び手数料の合計で、

７１万１千円の計上です。これは、３回目の追加接種にかかる郵便料や支払代行手数料等

の計上です。次に、１２節新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券作成等委託料で、

１７０万５千円、新型コロナウイルスワクチン接種委託料で、１４８万２千円は、３回目

の追加接種にかかる分で、６４０名分等を予定しております。続いて、送迎バス運行業務

委託料で、４４万６千円の減額です。これは、２回目までの接種にかかる業務委託確定分

の減額です。続いて、新型コロナウイルスワクチン接種者送迎業務委託料で、１６４万円

の減額です。これも２回目までの接種に係る業務委託確定分の減額です。

２６ページです。１７節備品購入費で、２６３万２千円の計上です。これは、２回目ま

での備品購入費の不用額である３０万３千円の減額と、３回目の追加接種にかかる必要備

品購入費２９３万５千円の、合計２６３万２千円の計上です。なお、６５ページに参考資
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料として、新型コロナウイルスワクチン接種事業の概要(追加接種)を添付しておりますの

で、ご参照願います。

次に、１９節インフルエンザ予防接種費用助成費で、１４９万９千円の計上です。これ

は、町立松前病院で６５歳以上の方等へ負担軽減を図りながら、インフルエンザワクチン

接種を実施していますが、ワクチンの入荷状況が限定的で、十分に要望に応えられていな

い現状があり、ワクチン接種を他の医療機関でも負担軽減を図りながら受けることができ

るよう、償還払いによる助成を実施するものです。次に、４目１８節空家等除却支援補助

金で、１５２万３千円の追加計上です。これは、当初２０件分１千２００万円を予定して

おりましたが、申請は２５件分１千３５２万３千円となる見込みのため、その申請に対応

するべく不足する分を追加するものです。次に、７目１８節病院事業会計に対する補助金

で、４千４００万円の追加計上です。これは、本年度の不採算地区病院分等の特別交付税

の算定方法が示され、当該特別交付税を満度に算定するためには、一般会計からの負担も

必要で、病院事業会計の経営安定のため、一般会計負担分を追加で措置するための補助金

の計上です。

２７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、３６５万

１千円の追加計上です。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追

加分で、主なものは燃料単価の高騰によるし尿処理費の増額によるものです。次に、２目

じん芥処理費で８０万５千円の追加計上です。１１節手数料で１万７千円の計上です。こ

れは、町指定ゴミ袋用のバーコードの更新が令和３年８月に制度が改定されたことにより、

本年度による更新が必要になったことによる計上です。次に、１２節一般廃棄物収集運搬

委託料で、７８万８千円の計上です。これは、燃料単価の高騰で、収集運搬業務に影響を

及ぼしていることから、燃料単価上昇分における委託料の変更にかかる計上です。

２８ページです。６款１項１目８節農業委員会費費用弁償及び旅費の合計で、失礼致し

ました。

２８ページです。３項１目１８節水道事業会計に対する補助金で、３１０万８千円の減

額計上です。これは、水道事業会計の補正に基づく減額分で、簡易水道施設の改良工事の

減額による辺地対策事業債対象分の減額等によるものです。

２９ページです。６款１項１目８節農業委員会費費用弁償及び旅費の合計で、９２万７

千円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種会議等の中止に

よる費用弁償７６万６千円、旅費１６万１千円の減額です。次に、３目畜産業費で、１７

４万９千円の減額計上です。１０節及び１２節の牧場管理分合計で、２９万８千円の計上

です。これは、牧場管理の取水施設ポンプの不良による修繕料３７万３千円と、草地更新

業務委託料は、契約残７万５千円の減額の計上です。１０節肉牛改良センター管理飼料費

で、２０４万７千円の減額です。これは、肥育牛の出荷による減額と、干牧草の生産量の

増加により、必要量が確保されたことでの減額によるものです。

３０ページです。２項１目林業振興費は、財源更正です。

３１ページです。３項１目１８節漁業協同組合経営改善支援補助金(債務負担行為分)で、

９９万４千円の減額計上です。これは、漁業協同組合経営改善支援のため、令和元年度か

らの３年間２千万円ずつ補助金を交付するものでしたが、最終年は１千９００万５千３６

９円となり、その不用額分を減額するものです。２目１０節漁港管理修繕料で、４９万１

千円の追加計上です。これは、本年度札前蓄養施設でのホッケ養殖において、エアーポン

プを使用することから、電源を確保するための修繕料の計上です。

３２ページです。７款１項３目１０節温泉休養センター燃料費で、１６２万９千円の追
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加計上です。これは、燃料単価の高騰により、年度末までの使用料に不足を生じる見込み

のため、その不足分にかかる計上です。次に、４目１２節公園管理公園内人工林伐採業務

委託料で、１４４万１千円の追加計上です。これは、松前藩屋敷北側に位置する杉群５４

本を公園整備の一環により伐採するための経費の計上です。なお、６６ページに参考資料

として、公園内人工林伐採業務委託事業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。８款５項１目１０節町営住宅管理修繕料で、１５０万円の追加計上で

す。これは、住宅屋外の排水や、児童遊園などの予定外の修繕がかさみ、年度末までの修

繕料に不足を生じる見込みのため、その不足分の計上です。

３４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、８９

万９千円の減額計上です。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、松前消防署の人件費の減額等となっとります。次に、２目１１節

防災行政無線管理手数料で、１０万４千円の追加計上です。これは、個別受信機の取付や

撤去の手数料が予定以上に発生し、年度末までに不足を生じる見込みであるため、その不

足分の計上です。

３５ページです。１０款１項３目１８節松前高等学校教育振興会補助金、フランス国ブ

ザンソン市訪問事業分で、３５８万円の減額計上です。これは、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、事業が中止となったことからの減額です。

３６ページです。２項１目１０節小学校管理燃料費で、２６５万９千円の追加計上です。

これは、燃料単価の高騰により、小学校の燃料費が年度末までに不足を生じる見込みであ

るため、その不足分の計上です。

３７ページです。３項１目１０節中学校管理燃料費及び修繕料の合計で、１６０万２千

円の追加計上です。これは、燃料単価の高騰により、中学校の燃料費が年度末までに不足

を生じる見込みであるため、その不足分１３５万２千円の計上と、当初予定していなかっ

た修繕の実施により、年度末までに不足分を生じる見込みであるため、その不足分２５万

円の計上です。

３８ページです。４項２目公民館費で、３２万３千円の減額計上です。１０節公民館消

耗品費で、７万７千円の計上です。これは、来年の１月２日に延期し、開催を予定してい

る成人式への参加者の感染防止対策のため、新型コロナウイルス抗体検査キット５８人分

を購入するための経費の計上です。続いて、１８節第４７回松前町文化祭実行委員会補助

金で４０万円の減額計上です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、文

化祭を中止したことによる減額分です。次に、４目１０節需用費で、１０４万９千円の追

加計上です。町民総合センター管理燃料費及び修繕料の合計で、９８万８千円の計上です。

これは、燃料単価の高騰により、年度末までに不足を生じる見込みであるため、その不足

分８４万円の計上と、ＦＦストーブの故障による修繕料１４万８千円の計上です。続いて、

交流の里づくり館管理燃料費で、６万１千円の計上です。これも燃料単価の高騰による同

様の不足分の計上です。次に、７目１０節燃料費で５万１千円、修繕料で３３万円の追加

計上です。これも燃料単価の高騰による同様の不足分の計上と、松前城資料館屋根の修繕

料の計上です。

３９ページです。５項２目１０節町民体育館管理燃料費で、６万３千円の追加計上です。

これも、燃料単価の高騰による同様の不足分の計上です。次に、３目１０節給食センター

燃料費で６２万７千円、修繕料で１８万７千円の追加計上です。これも、燃料単価の高騰

による同様の不足分の計上と、予定以上の修繕がかさみ、年度末までに不足を生じる見込

みであるため、その不足分の計上です。
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４０ページです。１２款１項１目２２節長期債償還元金で、７９万８千円の追加計上で

す。これは、償還金の支払い方法の元利均等償還分の１０件にかかる利率見直しがあり、

元利均等償還の場合、利率が下がると利子額は減額しますが、一方元金が増額する仕組み

となっており、その増加する元金の不足分の計上です。２目２２節長期債償還利子で、１

６４万６千円の減額計上です。これは、元金同様利率見直しによる利子額の減額と、令和

２年度借り入れの利率確定による利子額の減額によるものです。

４１ページです。１３款１項１目２節職員給料で、１８２万４千円の減額計上と、会計

年度任用職員給料で、８７万６千円の追加計上です。これは、職員の会計間異動による給

料の減額と、新型コロナウイルスワクチン３回目の追加接種に係る会計年度任用職員分給

料の計上です。次に、３節職員手当等で、４９万７千円の追加計上です。扶養手当から通

勤手当までと児童手当の合計１３２万５千円の減額は、会計間異動による減額分で、時間

外勤務手当と管理職員特別勤務手当の合計１５３万２千円と、会計年度任用職員期末手当

から時間外勤務手当の合計２９万円は、新型コロナウイルスワクチン３回目の追加接種に

係る分の計上です。

４２ページです。４節共済費で、４５６万２千円の追加計上です。共済組合負担金から

市町村職員福祉協会負担金までの合計９６万９千円の減額は、職員の会計間異動による減

額で、会計年度任用職員の雇用保険料及び社会保険料の合計５５３万１千円の計上は、当

初予算額の積算誤りと新型コロナウイルスワクチン３日目の追加接種に係る分の計上です。

なお、今回の職員給与費の補正により、附表として４３ページから５９ページにかけて給

与費明細書を添付しておりますので、ご参照を願います。

以上が歳出です。次に歳入です。１０ページをご覧願います。

１０ページです。２．歳入です。１０款１項１目１節地方交付税で、４千７６３万６千

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。

１１ページです。１４款１項１目１節障がい者自立支援給付費負担金補装具費分で、２

６万２千円、障がい者医療費負担金更生医療分で、７７９万８千円の追加計上です。これ

は、歳出で計上しております障がい者自立支援事業に対する国庫負担金の計上です。２目

１節新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金で、１４８万２千円の追加計上です。

これは、歳出で計上しております新型コロナウイルスワクチン接種事業に対する国庫負担

金の計上です。

１２ページです。２項２目２節子ども子育て支援事業費補助金で、４９万５千円の追加

計上です。これは、歳出で計上しております行政情報システム改修業務委託料のうち、児

童手当システムの改修に対する国庫補助金の計上です。次に、３目１節新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保事業費補助金で、８１８万３千円の追加計上です。これは、歳出

で計上しております新型コロナウイルスワクチン接種事業に対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節障がい者自立支援給付費負担金補装具費分で１３

万１千円、障がい者医療費負担金更生医療分で３８９万９千円の追加計上です。これは、

歳出で計上しております障がい者自立支援事業に対する道負担金の計上です。

１４ページです。２項２目２節民生費道補助金から５目消防費道補助金までの合計で、

６７万円の追加計上です。これは、各節地域づくり総合交付金の決定を受けた括弧書き事

業に対する道補助金の計上です。

１５ページです。１６款２項３目１節木材売払代金で、７万２千円の追加計上です。こ

れは、歳出で計上している公園内人工林伐採事業で伐採した木材の売り払いに係る代金の

計上です。
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１６ページです。１７款１項２目１節ふるさと松前応援指定寄附金で、１千６００万円

の追加計上です。これは、当初、１千４００万円を予定しておりましたが、本年度はふる

さと納税が順調に増額しており、年度末までの見込みとしては、３千万円程度となる見込

みのため、その増額分の計上です。

１７ページです。１８款２項２目１節ふるさと松前応援基金繰入金で、５０２万５千円

の追加計上です。これは、歳出で計上しているふるさと松前応援寄附受入事業に対する繰

入分の計上です。

１８ページです。２０款５項６目１節雑入で、８４３万円の追加計上です。これは、こ

の内訳は、歳出で計上してる会計年度任用職員に係る雇用保険料等個人負担金の計上と、

各団体及び事業による前年度の決算剰余及び精算還付金と、民放テレビ中継局の共済保険

金の決定に伴う分を記載のとおり計上しております。

１９ページです。２１款１項３目衛生債から４目農林水産業債の合計で、３７０万円の

減額計上です。これは、事業の確定による対象地方債の減額によるものです。

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５４億３１８万９千円

に、補正額９千６３８万３千円を追加し、補正後の額を５４億９千９５７万２千円にする

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９千６３８万３千円を追加し、補正後の額を５４億９千９５７万２千

円にするものでございます。

５ページです。第２表債務負担行為補正です。追加の分として、記載のとおり２事項を

追加するものです。なお、例規整備支援業務委託料については、６１ページから６２ペー

ジに参考資料として、債務負担行為(例規整備支援業務委託事業)の概要としてその内容を

掲載しておりますので、ご参照願います。

６ページから７ページです。第３表地方債補正です。(１)追加の分と(３)廃止の分は、

過疎対策事業の法律が新しくなったことから、記載の名称が変更となり、旧名称分を廃止

し、新名称分を追加するものです。(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７１号、令和３年度松前町一般会計補正予算(第８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) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) ページ２５、委託料、クーポン券の作成なんですけどね、この１０

万円給付金の給付の方法が、いろいろ議論されております。国もようやくその方向が定ま

ったやに私は受け止めておりますけれども、町長から先ほどちょっと説明いただきました

けれどもね、この形がしっかり決まったとすれば、昨日の専決処分の段階で議論もありま

したけれども、やっぱり地域としてはね、いろんなことを考えれば、１０万円一括の給付

の形ってのは、私は望ましいというふうに考えているんですよ。

そうすれば、このクーポン券の印刷料だとか、関わる経費ってのは変わってくるんでな

いですか。

それが１点と。

○議長(伊藤幸司君) 梶谷議員、発言中ですけれども、今お示しの２５ページは、コロナ
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ウイルスに関する部分で、今言ってるクーポンとは違いますが。

今、梶谷議員おっしゃってるクーポン券は、この２５ページの部分と違うと思いますけ

れど。これ、コロナですから、接種券です。

○９番(梶谷康介君) ああ、ごめんなさい、それはいい、取り消します。

３１ページのホッケのね、ためのポンプの設置ありますよね、この４９万１千円ですか。

この中身なんですけども、私はこの事業に対してはね、当然認識も理解もしてるつもりな

んですけれども、やり方がね、どっか計画性がなくて、俺もやりたい、私もやりたいって

いうとどんどんどんどん、それは漁業振興のためにも私は否定はしませんけれども、方向

として間違いではないけれども、そういう状況に対応するための計画性ってのはないんで

すか。

何か、私質問間違ってるかい。３１じゃないか、ページ数は別としてね、この４９万１

千円の対応の仕方ですよね。だから、やろうとする事業は私は否定はしませんけれども、

さっき言ったようにどんどんどんどん増やしてくってことは、私はいい方向だなと思って

ます。ただ、問題はそういう形が随所で起きてたとすれば、これ行き先はどうなるかなっ

て心配はされるわけ。その都度、例えば酸欠を防ぐためにポンプを増設すればいいってい

うもんじゃ、私はないと思うんですよね。

そういう観点からすれば、この事業の計画性ってのはあるかないかっていう質問なんで

すよ。

それから、今回の補正予算の全体的に、コロナの影響によって費用弁償が大きく減額さ

れています、各項目にあたって。総額的にはどれぐらいになりますか、この減額、まとめ

てありますか。私、個々にね、事業ごとにそれを質問していくつもりはないんですよ。だ

けども、少なくともこういう行為が中断されたことによって、行政の遅延は必ずあると思

うの。昨日の病院の基本構想にしても、例えばの話ですけどね、しても、やっぱりこの影

響ってのは大きいものだなというふうに感じてます。

ですから、全体的な費用弁償の総額がどれぐらいになって、この行政の遅延が生じたも

のに対しては、これからどうケアしていく考えなのか。実例を挙げて説明もいただいても

いいし、総体的な考え方でもいいですから、ご説明いただきたいと思います。お願い致し

ます。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) ホッケの蓄養、札前で今予算計上してますブロワポンプの関係

でございます。計画性を持っているのかというご指摘でございます。札前の蓄養でホッケ

が数年前から、もう１０年以上前から営まれておりまして、伴いまして漁業者から蓄養の

静穏度もう少し高めたいという要望がございまして、３年ほど、３、４年ほど前に札前の

蓄養漁港の外郭施設を保管って言いますか、整備するということで静穏度を高めたことが

ございます。それに伴いまして、それと同規模で行っていた蓄養なんですけども、静穏度

が思った以上に高まってしまったものですから、若干水の回りが悪くなったと。こういう

ような、漁業者からこういうことがありまして、我々それで、対策としてどういうものが

いいのかということをいろいろと模索してまいりました。

いろいろ、漁業者の中でも水中ポンプを水を回したり、そういう取り組みがなされた中

で、もっと効率的なものがないかということで、去年試験的に、いわゆるポンプでエアを

送ると。これがそんなにコストもかからないでできて、これがどうかっていうことで治験

した結果、なかなかいいと、効果があるということなんで、それで対応していきましょう

ということで、それの電源確保のためのコードを埋設するための今回修繕費となっており
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ます。

ただ、今札前でも器的には、これ以上施設は増やせないだろうということで、現状増や

さない、これ以上増やさないっていうルールの中で今走っておりますので、札前以外の現

状、闇雲に港の中にどんどんどんどん増やせるっていうものではないと思いますので、現

状、今の規模で組合としては進めて行きたいというふうに考えているところでございます。

以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) それでは、２点目の梶谷議員からの費用弁償の減額の関連

の話でございますが、費用弁償のいくら減額になったかをまとめているかという、まず１

点目の話なんですが、残念ながら、手持ちでまとまっているのはございませんが、データ

は全部そろってございますので、後ほどでも、データをまとめたものを事務局通して皆さ

んにお渡しできるようにしたいと思います。

また、その後の費用弁償等で、会議に出れなかったとか、研修会出れなかった分をどの

ようにケアしていくのかというお話になるわけですけども、実際、旅費として減額になっ

ている我々ですとかの分につきましては、ある程度Ｗｅｂ会議と言いますか、テレビ会議

と言いますか、それが最近主流になってきてまして、それでかなりカバーできてるという

状態にあります。

ただし、費用弁償につきましては、様々な委員の方の研修会等の分でございますので、

それにつきましては、今後はそういうＷｅｂ会議等もなってくるかもしれませんが、もし

視察研修ですとか、そのような類いであれば、やはり次の年も行けるような配慮はしてい

かなきゃないだろうなというふうに考えてございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) １点目の関係で、再度お尋ね致します。どんどんこの形が進むって

ことは、前段で申し上げましたとおり、私は否定しません、大いに歓迎しております。

ただ、現状のままでどんどん広げて行った時に、酸欠状態をおこして壊滅したっていう

事例もあったんですよね。だから、そういうことを考えますとね、一時しのぎのポンプで

対応するっていうことに、やっぱりある意味では恐怖を感じんですよ。壊滅してしまった、

ああ、どうしよう、それではやっぱりね、せっかくの事業が裏目に出てしまうというよう

な形になってしまうんでね。やっぱりこの施設の能力がどれぐらいあってね、どれぐらい

そこでその事業が遂行できるかっていうようなことだとか、これからそういう事業者が出

てきた時には、こういう部分で対応するとか、そういうものがあって然るべきだと思うん

ですけれども、その点に対してはいかがですか。再度お尋ねします。

それから、２点目のね、費用弁償の形で私お尋ねしましたけれども、課長の説明により

ますと、会議の仕方も変わってきているし、そういう対応の仕方でもクリアできる面はい

っぱいあると、そんなふうに受け止めました。そうすっと逆に言うとね、これからの予算

考える時に、今の費用弁償の考え方ってのは変わってきますよね。その辺に対してのお考

えをお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) １点目、水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) 今の札前の中で、きちっと許容範囲がちゃんとおさえて、そう

いうものをおさえながら計画性をもって進めているのかというような質問の趣旨だと思い

ます。我々、今の現状の規模で、札前の養殖施設の規模に、入れる規模であれば、札前の

器の中で十分養殖に対応していると感じております。

それで、ある程度想定外的な、例えば器の中により以上のホッケを入れたとか、より以
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上の例えば餌をやったとかっていう場合に、そういうことも考えられますので、今みたい

なことも考えられますので、対策としましては、今の一つのエアのポンプと、あと一つは

酸素を毎日モニタリングしていくように、漁業者の方に酸素計などを計ってもらって、十

分その辺気つけながらやるようにっていうような指導って言いますか、そういうことは行

っております。

ただ、あすこの中で、今の現状の中では養殖に十分対応できるものと、我々は理解して

おります。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) それでは、２点目のテレビ会議等普及してきた中で、費用

弁償等のあり方も変わってくるのではないかということで、今後どのようにしていく予定

があるのかというようなご質問でございますが、当然のごとく、事前にテレビ会議やりま

すと周知されるような研修会等があるのであれば、それは予算に反映されるべきものであ

るんでしょうが、この費用弁償というものは、皆さん、委員さんの研鑽のための研修会で

すとか、そういうものですので、あくまでも相手先がどのような会議を開くかというのに

かかってくることもありますので、現在では、それをテレビ会議があるから削減するとか

っていう気持ちは一切ありません。相手側の意向に添った形で予算を付けていただいて、

その後もし相手側がテレビ会議でやりますよってなりましたら、その後減額していけばい

い話なので、基本的には、そういう識見を高めるというも考えますと、今までどおり予算

は配慮していくべきだというふうな考えを持ってございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 説明はよく理解できます。松前の漁業の実態は、昨日の一般質問の

中でもありました。それから私も前回の定例会の一般質問の中でもしております。非常に

厳しい状態の中で、天然物を相手にしてやる漁業が限界が来てるとすれば、自分達のでき

る範囲内のね、漁業振興ってのを考えていかなければいけないっていう、基本的にそうい

うものお話してるんですよ。

ですから、今回のこのホッケも、確かに漁獲量がある程度の限界がきているとすれば、

それに付加価値をつけるためには、こういうようなことは絶対必要なんですよね。ですか

ら、現状では何とか間に合ってるけれどもというような説明と私は受け止めたんですけれ

ども、やはり漁業振興上から考えれば、こうしたもののね、将来計画もその一画に位置さ

れてしかるべきでないかなと思いますけれども、この辺に対する考え方、もう一度ご説明

いただきたいと思います。

それから、費用弁償の件はね、課長の説明十分理解できます。ただ、考え方としてね、

例えば、昨日も随分病院のことでね、基本計画だとか、構想だとかっていう面での行政の

遅滞が生じてんですよ。だからそういうことに対してどう対応しなければいけないのかな

っていう考え方は、やっぱりある程度示していただかないとね、ズルズルズルズル、コロ

ナコロナで駄目でしたで終わっちゃいけないと思いますんでね、まあ、費用弁償にからめ

て私は質問してますけどね、その辺も考え方をお聞かせいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １点目、水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) 漁業振興上、どういうふうな捉え方してるのかという趣旨だと

思います。正しくホッケも今ある資源の中で有効に行われている養殖事業であると、我々

は認識しております。

そういう中で、今後、きちんと計画性を持って進めて行った方がっていうアドバイスだ

と思っております。我々も明確に、例えばここの港はいくらまでとか、ここの港はどうの
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と、このような具体的な計画の数字は、現状持っておりません。よって、いろいろその辺、

これから組合とも協議しながら、そういう形で進めて行かなければならないなというふう

に、改めて感じたところでございます。そのように、今後組合とも詰めていきたいと思い

ます。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。梶谷議員、おっしゃるとお

りでございまして、いろいろな、先ほどからお話してるようにリモート、テレビ会議等と

いろんな方法がございます。決して手段がないわけではございます。そういう点も十分認

識して、町政に遅滞のないようにしっかりとした対応を今後とって行きたいと思います。

例えであがった、また病院に関しましても、先の見えない緊急事態宣言とか、そういう

中であったがために、ちょっと遅れた部分もございました。けれど、これはもう十分想定

される範ちゅうですので、その中でいかにして協議して、コンサル等とも連携してやって

いけるかっていうことを、これは病院のみならず、町政全般にわたって取り組んでまいり

たいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 新型コロナワクチンの追加接種に関して、伺いたいと思います。

政府が示されたことなんですが、ワクチンのメーカー、ファイザー製ともう一つはモデ

ルナ製ですか。今後そうした、今までファイザー一色で配布していたものを、今度はモデ

ルナ製も混在しますよというふうな報道でありました。もう既に示されいるとおりです。

こうしたワクチンの使い分けっていうのは、今ある程度考えているのかどうなのか、ち

ょっと伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今の沼山議員のご質問にお答えしたいと思います。ワ

クチンの種類でございます。沼山議員おっしゃられたとおり、国の方では交差接種、いわ

ゆる２回目と接種したものを、３回目を打ってもいいですよというようなことが正式に決

定してございます。ただし、これは種類がございまして、今現在、前回初回接種では三つ

のワクチンが承認されてございます。そのうちファイザーとモデルナは交差接種していい

ですよと。それから、モデルナと３番目、アストラゼネカも交差接種はいいですよと。た

だし、ファイザーとアストラゼネカの交差接種は認められていません、ということになる。

これで松前町の状態でいきますと、町内で接種はファイザーのみで接種してございます

ので、基本的にはファイザーとモデルナの交差接種ができるという環境になってございま

す。

それで、質問の意図になると思うんですが、現在ファイザー自体はもう既に追加接種の

薬事承認は受けてございますが、モデルナは現在申請中で、まだ承認受けていない状況に

なってございます。もう近いうちに承認されると思うんですが、ワクチンの保有状況から

いきますと、我々が国から受けてる範囲では、今のところファイザーは多分足りなくなる

だろうと。それで、モデルナ社のワクチンも接種することを想定してやってほしいという

ことで、モデルナになりますと保管ですとか、接種対応が全て変わってきます。これらの

接種準備を各自治体でやってほしいというような状況で、今動いてるところでございます

ので、どちらを打つかどうかって、まだワクチンの確保ができてない状況で、明確にちょ

っとお答えできないような状況です。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。



- 68 -

○３番(沼山雄平君) そこでですが、モデルナ製は、ファイザー製に比べて、副反応がど

うやら大きいというふうな報道もされています。また、そのようなデータも既に出ている

と思います。既に、おおむねモデルナ製も入ってくるんだと思います。そうした場合に、

いかにしてこれまで接種した人に対して、このワクチンを振り分けるかっていうことが、

今後大きな課題となると思うんです。

例えば、２回目に接種した段階で、副反応が大きかった人いますよね。それから１回目

から既に副反応が出た人、こうした部分に関して、ある程度情報として持っているのかど

うなのか。そうした副反応の大きい人に対しては、ファイザー製を接種するとか。副反応

の最も少ない人に対してモデルナを使用するとか、こうした考え方はある程度まとめてお

く必要があるのかなと思います。もう一度答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ワクチンの種類の選択ということと、もう一つ、昨日の一

般質問でもございましたが、今回のワクチン接種につきましては、強制接種ではございま

せんので、あくまでも本人の意志をもって、副反応を承諾して打つ、打たないの決断をす

るということでございます。

それで、今言った副反応のひどい方については、迷ってる場合は、これは命に関わるこ

とですので、ご自分で判断していく情報提供はさせてもらったうえで、本人が打つ、打た

ないという、こういう作業が一番重要になってくるんだろうと思ってございます。

それから、順番のお話ですが、まだワクチン自体が一つは承認を受けてない。それで、

今の情報ではファイザー社の満度にあるのか、ないのかわからないというところがござい

ますので、その辺はこれから日々の情報を把握しながらやっていかなきゃないと思います。

いずれにしても、失礼しました、もう一つ、国で出してる方針は、どちらかを接種者が

選べるということで今言われてます。ただし、ワクチンがないのに選ぶことはできません

ので、これ全てワクチンの供給状況によるものと思います。

先ほども言いましたが、一番大事なのは、副反応を承知で自分が、自ら打つという強い

意志をもたれることがどうかの、この辺の情報提供をきちんとしていって、いろんな、あ

らゆる対応をしていかなければいけないのかなというふうに思ってるところでございます

ので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) そうした意味では、松前町内の追加接種に関してはモデルナ製と、

決まった場合にね、モデルナ製とファイザー製を使用しますと。モデルナ製に関しては、

このような副反応がありますと、ファイザーに関してはこのような副反応ありましたとい

うふうなことをですね、ぜひ情報提供していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 沼山議員おっしゃられたとおり、時間のない、日々変わる

情報下の中ですので、その周知のタイミングですとか、どの周知がいいのかとか、いろん

な昨年と同じように混乱する状況は想定できるんですが、なるべくわかりやすく、理解し

やすい、なおかつ、何回も言いますが、自分の身体のことですので、人に依存しないで、

自分で決定するという、これが一番重要なワクチン接種だと思ってございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 資料の３２ページ、参考資料の６６ページ、７款１項４目の公園費
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について、中身についてお伺いしたいんですが、これ杉なんですけども、伐採した後に何

か再利用するものなのか、それとも再利用できる杉なのかっていうことと、切った後に植

樹する予定があるのかっていうことですね。それをちょっとお伺いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(田中建一君) ２点質問ございました。まず、伐採木の再利用、これにつ

きましては、歳入に計上してありますように、材として売り払いの予定であります。

また、植栽につきましては、現在福島県伊達市のハナモモの木を植樹したいというふう

に考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

１０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 今、３番議員が質問した２５ページの関係ですね。これは、接種す

るワクチンがまだ決まってないと、こういうことの答弁ですけども、それはそのとおりだ

と思うんですよ。ただ、これ参考資料にも２月から打つんだというような手順が決まって

るわけですよね。これ、医療従事者から１８歳未満まで、５段階に分かれているんですけ

れども、今課長が答弁したように、自分がこれを打ちたい、いうことで果たして対応でき

るのかどうか。私は、それはかなり不安視をしてるんです。

松前町にはファイザー一色かモデルナ一色どっちかしか入って来ないような気がしてな

らないんですよ。ですから、自分がこれでいきたいと言っても、違うワクチンを打たざる

を得なくなるという心配するんですけども、その辺をどう捉えているのか、まずご答弁く

ださい。

それから、予算書の２６ページ、環境衛生費の関係で、空家の予算が載ってますけれど

も、今年度大まかな空家の調査をしたというふうに伺っておりますけども、この結果はい

つ我々に知らせてもらえるのか。現実にどの程度の空家があったのか、これをご答弁いた

だきたいと思います。

それから、２９ページの関係です、肉牛改良センターの関係。昨日聞こうと思ったんで

すけど忘れたんですが、８００キロ以上の牛を２頭、それを牛肉として町内で販売したと。

８００キロの牛を牛肉にするには、何キロぐらいに落ちるのかと。そういう計算はなされ

てると思いますので、そこを教えてください。お願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 斉藤議員の１点目のご質問にお答えしたいと思います。空

きほど言われたように、ワクチンの種類選択という部分もなりますけど、現時点ではファ

イザー社のワクチンが１箱分、予定では今月の末か１月の第１週に１千人分のワクチンが

入って来るということが、そのままであれば、おそらくこれは残余分もあるので、間違い

なく入ってくるのかなと思ってございます。

それから、モデルナ社は先ほど言ったように現時点で薬事承認は受けてない状況と、た

だし、北海道の方には予定として、ファイザーとモデルナがこのくらい入って来ますよと

いうような予定の数字は通知されてございます。ただし、それを町村分けでは、まだ来て

いない状況でございます。

ここで想定されるのは、今後、ファイザー社と日本国との交渉の中で、ファイザー社の

方との契約がとれれば、接種までの間にとれれば、ファイザー社のワクチンが入ってくる

可能性に、実はすごく望みを託してるところであります。そうなると混乱しなく、ファイ

ザーワクチンの一色で打てるのかなあというような思いがありますけれども、ファイザー

がいいのかモデルナがいいのかという議論は、我々が決定することができない状況でござ
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いますので、あくまでも接種者の選択によるということでございます。

ただし、今言った状況ですので、これから日々変わる中で、どちらのワクチンが入って

くるかによって、その時の情報収集をしていかざるを得ないという、短い時間で、短い周

知判断をしていくというような状況になることをご承知いただければなというふうに思い

ますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、町民課長。

○町民課長(岩城広紀君) ただ今、空家の関係で質問がありました。空家の関係につきま

いては、防災無線等で実態調査ということで、１０月中旬から１１月上旬にかけてという

ことで、実態調査という形で調査している段階でありまして、現状まだ全部回り切れてな

い部分がありまして、１２月中には調査が終わる予定となっておりますので、これにつき

ましては年度内に実態調査の中身を精査して、皆さんにお知らせできるものと思います。

調査の内容につきましては、昨年、令和２年に町内会を通じて、前段階の調査をお願い

しておりまして、その段階では住宅と住宅以外も含めて、空家については約６００件ほど

空家が存在してると。その調査を踏まえて、今回１０月中旬から実態調査ということで、

各現地を回って、建物の状況を見て、写真を撮ったりして、まずはそのデータベースをつ

くって、今後の空家対策に活用したいということで、この調査を行ってる次第でございま

す。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課三谷参事。

○農林畜産課参事(三谷幸一君) 斉藤議員のご質問にお答えしたいと思います。今回、１

０月の１９日に２頭の肥育牛、去勢牛の肥育を出荷致しました。生体で先ほど、生きた身

体のことを言うんですが、大体８００キロ以上あるよって話は何度か議会の中でも出たと

思うんですが、僕が今まで３００頭ほど肥育の出荷をした経験上、生体から枝肉って骨が

ついたままの状態でぶら下がった状態が、大体６７％前後だというふうに考えてます。

ということは、大体枝牛で１頭が６０１キロ、もう１頭が５６７キロだったと思うんで

すが、そのぐらいあったということは、大体もう１頭は９００キロ近くまでいってた、も

う１頭の８５０、６０ぐらいいってたってことになります。ただ、枝になった時には、そ

の９００キロも６００キロぐらいになります。大体６割、６７％ぐらいになります。

今度、それをカットして、腕とか全部はずしていきます、骨もついた状態ですので、骨

もはずしていくと、そっからまた６割ぐらいになります。脂もとっていきます、余計な脂

はとります、皮下脂肪とか。当然課長みたいな、僕の前の課長みたいなところは、きっと

脂肪がたくさんたまってますので、厚い脂肪は当然売り物になりませんので、そこはカッ

トして廃棄してしまいます。そうするとやっぱり６割ぐらいになってしまいます。だから、

９００キロあれば、そこから６７％かけていただいて、また更に６割かけていただくと、

大体スライスだとか、消費にできるキロ数が大体割り出せることになってるというふうに

考えておりますので、ご承知おきください。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 堀川課長ね、ここに参考資料があるんですよ。それで、来年の２月

からというふうに始まるんだと、こういう参考資料書き方ですけども、本当にこの２月か

ら始まれるのかどうか。アは医療従事者ですから、順調にいけるのかどうかってことを心

配しながら申し上げてますけどもね。

それで、ファイザーを確保することを願っているとかっていうことじゃなくてですね、

北海道に働きかけて、松前町はファイザー一色でやりましたので、いろんなことを考えれ

ばファイザーで行ってほしいんだと。こういう要望なりね、要求なりをしなければならな
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いと思うんですね。ファイザーであれば、おそらく一定の副反応あるとしても、皆さん受

けることを了解すると思うんですね。ただ、２種類が来て、個人が選べるんだということ

でいくのであれば、また少し面倒くささがあるような気がしますのでね、何とかそういう

行動をすべきだと思いますけれどもいかがでしょうか。

更に町民課長、３月末までには、きちんと結論を出して報告したいと、こういうことで

あれば、それは了解します。

それから、三谷参事、今の仮に８００キロあったものが、実際そうすれば売る肉ってい

うのは、私、今ここでパーセント掛けることできませんのでね、参事はよく知ってると思

います。実際に松前の商店におろしたというか、出したキロ数ってのは何キロぐらいにな

りますかね。ちょっとこの辺、わかってたら教えてほしいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １点目、保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ありがとうございます、斉藤議員のご心配と憂慮されてい

ただいて、本当に感謝申し上げます。

それで、要望と言いますか、町からは、先ほど言ったように１箱分が来ることもほぼ、

今確定通知も来てるところで、物待ちなんですけども、それ以外の、３月までの要求分と

いう調査も当然来てございます。松前町とすれば、全てファイザーで実施したいというこ

とで、３箱分を今道、国の方にファイザー社一本で要望していってるというような状況に

なってございます。

それから、２月３月の接種でございます。これは、ワクチン接種二つに大きく分けて考

えていただきたいんですが、一つはこの医療従事者と施設入居者の方々については、臨機

応変な対応が可能なんです。個別に各職場、それから各施設と個別にやりとりして、急遽

日程を決めるですとか、そういうことが可能なものですから、周知については、いろんな

対応が可能なんです。

ところが、集団接種になりますと、当然いろんな準備がありますし、全員に、全町民に

周知するということで、たくさんの時間等々、考慮しなければいけない事項等が出るとい

うことになってます。２月３月については参考資料にございますとおり、医療従事者とそ

れから施設入居者と従事者になるものですから、今来るであろうファイザーの１箱分で２

月３月分は、十分これは対応可能だというふうなことになってございますので、こういう

状況をご承知いただきながら、先ほど言われた当町としてはファイザー、できればこの１

種類でやっていきたいということを、都度都度要望等、関係者等と協議していくような状

況を考えてますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) 今回の牛肉の実際の販売だとかっていう量って形になりま

す。ただ今、その資料とか手元になかったんですが、後でお知らせにまいりたいと思いま

す。今回、保育所、それから小中学校の給食、それから子ども園の方ですね、そちらの方

に無償提供したことの他、旅館組合、それから飲食店組合と、それから販売という形で整

理させていただきました。詳細については、後で、大変申し訳ありませんが、よろしくお

願いします。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 堀川課長、１千人分は内定してると。だけど５千７００人ですから

ね、参考資料でいけば。ですから、医療従事者と施設入居者、高齢者のね、これだけでも

６４０人になるわけです。だから、ぜひファイザーを確保するように、あなたと町長の力

量に期待して質問を終わります。
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それから、畜産の方については、どこどこにいくらいくらの数量というよりも、トータ

ルで何キロという、何十キロということで結構ですので、教えてほしいと思います。終わ

ります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時１７分)

(再開 午前１１時３１分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時３１分)

(再開 午前１１時３３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

質疑ありませんか。

７番工藤君。

○７番(工藤松子君) ちょっと細かいあれだったんで、恥ずかしくてどうしようと思った

んですが、２６ページの空家等除去支援補助金の部分でプラスがありましたけど、今年度

全体の件数はどのぐらいだったんでしょうか。その程度です、すみません。

すみません、先ほどの６００件っちゅうのは、町内会から挙がってきた数字と思って聞

いてました。支援金が、補助金が出た件数は、それも６００、違うよね。だから、補助金

の出た件数、今年度何件だろうかってことで。

○議長(伊藤幸司君) 町民課長。

○町民課長(岩城広紀君) ただ今工藤議員から質問ありました、空家等除却支援補助金の

関係でございます。今年度の補助申請にあたりましては、今回の補正をした後の件数と致

しましては、２５件を見込んでいるところでございます。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７１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７１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７２号 令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算（第３回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第７２号、令和３年度松前町介護保険特別会計補正
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予算(第３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７２号、令和３年度松前町

介護保険特別会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

令和３年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところによるも

のです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。第１項は既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ１７万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１０億７千４３２万５千円にしようとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算

の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、コロナ感

染症予防対策等により、各種会議がＷｅｂ会議等で開催されることが多かったために会議

出席のための職員旅費が減額したことと、年度末までの見込みによるものでございます。

それでは、歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。１２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８節旅費では、２６万５千円の減額計上です。

先ほどご説明致しましたが、Ｗｅｂ会議等の開催による職員旅費の減額でございます。

次に、１３ページ、２款３項１目審査支払手数料では、１１節役務費で審査支払手数料

として、７万７千円の増額計上です。これは、年度末までの決算見込みによるものでござ

います。

次に、１４ページ、４款１項２目包括的支援事業任意事業費では、１１節役務費で住宅

改修理由書作成手数料として、１万５千円の増額計上です。年度末までの決算見込みによ

るものです。

以上が保険事業勘定、歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入です。

６ページへお戻り願います。

２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金では、１節現年度分で介護給付費負担金

として、１万５千円の増額計上です。

次に、７ページ、２項１目調整交付金では、１節現年度分で調整交付金として、６千円

の増額計上です。

次に、８ページ、４款１項１目１節現年度分介護給付費交付金で、２万円の増額計上で

す。

次に、９ページ、５款１項１目介護給付費負担金では、１節現年度分介護給付費負担金

で、９千円の増額計上です。

次に、１０ページ、７款１項１目一般会計繰入金では、１節介護保険給付繰入金として、

９千円の増額計上です。３目事務費繰入金として、２５万円の減額計上です。

次に、１１ページ、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、１万８千円の増額計上です。

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１０億７千４

４９万８千円から、今回１７万３千円を減額し、補正後の額を１０億７千４３２万５千円

にしようとするものでございます。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１０億７千４３２万

５千円にしようとするものです。

以上が議案第７２号、令和３年度松前町介護保険特別会計補正予算(第３回)の内容です。
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よろしくご審議のほど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７２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７２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７３号 令和３年度松前町水道事業会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第７３号、令和３年度松前町水道事業会計補正予算

(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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７３号、令和３年度松前町

水道事業会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、起債対象事業費が確定したことによる企業債、他会計補助金、建

設改良費の補正及び職員給与費の補正でございます

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２回)は、次に定めるところによろうとするものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を、次のとおり補正致そうとするものです。収入です。第１款事業収益で、既決予定額１

億８千３４３万７千円を４９万２千円増額し、補正後の予定額を１億８千３９２万９千円

に致そうとするものです。第２項営業外収益におきましては、一般会計からの補助金４９

万２千円を増額補正致そうとするものです。支出です。第１款事業費で、既決予定額１億

６千４６４万２千円を２０万６千円減額し、補正後の予定額を１億６千４４３万６千円に

致そうとするものです。第１項営業費用におきまして、人件費２０万６千円を減額補正致

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条本分括弧書き中、不足する額１億６千

１４万７千円を１億５千９６２万８千円に、過年度分損益勘定留保資金５千１２９万８千

円を過年度分損益勘定留保資金４千７０９万８千円に、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額１千９７２万６千円を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１

千７９９万８千円に、繰越利益剰余金処分額２千４０万８千円を繰越利益剰余金処分額２

千５８１万７千円に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正致

そうとするものです。

２ページをお開き願います。収入です。第１款資本的収入で既決予定額１億２千７０３

万５千円を、２千２８０万円減額し、補正後の予定額を１億４２３万５千円に致そうとす

るものです。第１項企業債で１千９２０万円の減額、第２項他会計補助金で、３６０万円

の減額です。
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支出です。第１款資本的支出で、既決予定額２億８千７１８万２千円を２千３３１万９

千円減額し、補正後の予定額を２億６千３８６万３千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、２千３３１万９千円を減額補正致そうとするものです。

第４条は、企業債です。予算第５条に定めた起債の限度額を次のように改めようとする

ものです。事業費が確定したことに伴い、記載のとおり、それぞれ限度額を変更しようと

するものです。

第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。予算第７条に定

めた経費の金額を次のように改めようとするものです。職員給与費につきまして、既決予

定額３千１１７万５千円を８４万３千円減額し、補正後の予定額を３千３３万２千円に改

めようとするものです。

次に、３ページです。第６条は、他会計からの補助金です。予算第８条に定めた経費の

金額を次のように改めようとするものです。既決予定額２千８０９万９千円を３１０万８

千円減額し、補正後の予定額を２千４９９万１千円に改めようとするものです。

第７条は、利益剰余金の処分です。予算第１０条に定めた処分の金額を次のように改め

ようとするものです。既決予定額２千４０万８千円を５４０万９千円増額し、補正後の予

定額を２千５８１万７千円に改めようとするものです。

４ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計

算書、給与費明細書、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７３号、令和３年度松前町水道事業会計補正予算(第２回)の内容でござい

ます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

６番近江君。

○６番(近江武君) １８ページ、貸借対照表出てます。その中でこれを見るとですね、当

年純利益が１千２９５万８千円、大変に思っていたよりも利益が出てるなと。これは、建

設水道課の職員が一生懸命に働いているものだというふうに感じております。この数字を

見ますと、このとおりに３月の決算までになるのかどうか、お尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 建設水道課長。

○建設水道課長(横山義和君) ただ今のご質問にお答え致します。３月までにこの数字で

行くのかということでございます。何とかこの数字で行けるよう、今後も調整をかけてま

いりたいと思います。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７３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７３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７４号 令和３年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）
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○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第７４号、令和３年度松前町病院事業会計補正予算

(第３回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○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７４号、令和３年度松前町

病院事業会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入の医業収益で、年度末までの決算見込みによる

減額、医業外収益で一般会計からの病院事業支援補助金等の増額を合わせて補正しようと

するものです。収益的支出の医業費用では、年度末までの決算見込みによる給与費の減額、

経費の増額を合わせて補正しようとするものです。また資本的収入及び支出として、国の

補助で職員の勤務環境改善などを目的とした補助金に伴う固定資産購入費等を増額補正し

ようとするものです。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

第１条は、総則です。令和３年度松前町病院事業会計の補正予算(第３回)は、次に定め

る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年度松前町病院事業会計予算（以下「予算」と言

う。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正致そうとするものです。第２号、年

間取扱延患者数を、入院既決予定量２万４千８２０人から今回６千５７０人を減し、補正

後の予定量を１万８千２５０人に致そうとするものです。第３号、１日平均患者数を入院

既決予定量６８人から今回１８人減し、補正後の予定量を５０人に致そうとするものです。

第３条は、収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正致そうとするものです。

収入です。第１款病院事業収益は、既決予定額１２億７千３８１万９千円から今回１億

４千３３１万５千円を減額し、補正後の予定額を１１億３千５０万４千円に致そうとする

ものです。その内訳と致しまして第１項医業収益は、既決予定額１０億６千２３８万４千

円から、今回１億８千７５０万８千円を減額し、補正後の予定額を８億７千４８７万６千

円に致そうとするもので、これは、６月より東病棟を休床したことによる入院患者数の減

により、減額をしようとするものであります。第２項医業外収益は、既決予定額２億１千

１４３万４千円に、今回４千４１９万３千円を増額し、補正後の予定額を２億５千５６２

万７千円に致そうとするもので、病院事業支援に係る一般会計からの補助金４千４００万

円と、発熱者等診察検査医療機関勤務環境改善支援補助金１９万３千円を増額しようとす

るものであります。

次に、支出です。第１款病院事業費用は、既決予定額１４億８千５９２万１千円から今

回２千２８４万円を減額し、補正後の予定額を１４億６千３０８万１千円に致そうとする

ものです。その内訳と致しまして、第１項医業費用は、既決予定額１４億６千７５０万４

千円から今回２千２８４万円を減額し、補正後の予定額を１４億４千４６６万４千円に致

そうとするもので、年度末までの決算見込みによる減額をしようとするものであります。

２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本分括弧

書き中、｢不足する額２千３１１万５千円」を「不足する額２千３２１万６千円｣に、「過

年度分損益勘定留保資金２千２１１万５千円」を「過年度分損益勘定留保資金２千２２１

万６千円」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正致そう

とするものです。収入です。第１款資本的収入は、既決予定額１千６１３万１千円に今回

４３万５千円を増額し、補正後の予定額を１千６５６万６千円に致そうとするものです。
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その内訳と致しまして、第１項補助金は、既決予定額１千５８６万１千円に今回４３万５

千円を増額し、補正後の予定額を１千６２９万６千円に致そうとするもので、発熱者等診

察検査医療機関勤務環境改善支援補助金を増額しようとするものであります。次に、支出

です。第１款資本的支出は、既決予定額３千９２４万６千円に今回５３万６千円を増額し、

補正後の予定額を３千９７８万２千円に致そうとするものです。その内訳と致しまして、

第１項建設改良費は、既決予定額１千７６２万４千円に今回４３万６千円を増額し、補正

後の予定額を１千８０６万円に致そうとするもので、先ほど言いました発熱者等診察検査

医療機関勤務環境改善支援補助金に伴う固定資産購入費を増額しようとするものでありま

す。第２項企業債償還金は、既決予定額１千５８６万２千円に今回１０万円を増額し、補

正後の予定額を１千５９６万２千円に致そうとするもので、昨年の購入した医療機器購入

にかかる企業債を繰上償還するため、増額しようとするものであります。

第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。予算第７条に定

めた経費の金額を次のように改めようとするものです。第１号、職員給与費を既決予定額

９億７千２７５万６千円から今回２千８８６万３千円を減額し、補正後の予定額を９億４

千３８９万３千円に改めようとするものです。

第６条は、他会計からの補助金です。予算第８条に定めた経費を次のように改めようと

するものです。他会計補助金を既決予定額１億７千９２５万４千円に今回４千４００万円

を増額し、補正後の予定額を２億２千３２５万４千円に改めようとするものです。

予算実施計画他、関係書類につきましては、３ページから１４ページに、１５ページか

ら１６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、ご参照を願いたいと思い

ます。

以上が、議案第７４号、令和３年度松前町病院事業会計補正予算(第３回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 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５８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。

(「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７４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７４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７６号 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第７６号、松前町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。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７６号、松前町国民健康保険条

例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。議案の末尾に添

付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。

下段の説明欄をご覧願います。今回の改正につきましては、健康保険法施行令等の一部

を改正する政令（令和３年政令第２２２号）が令和３年８月４日に公布され、産科医療補

償制度の見直しに合わせて出産育児一時金の額が見直されるため、本条例の一部を改正す

るものであります。なお、規則で定める加算額につきましては、松前町国民健康保険条例

施行規則（昭和３６年松前町規則第４号）において、１万６千円から１万２千円に合わせ

て改正しようとするものであります。

補足になりますけども、この産科医療補償制度とは、分娩によって発症した重度の脳性

麻痺のお子さんと、その家族の経済的負担を速やかに補償等を行うもので、今回この掛け

金が１万６千円から１万２千円に４千円引き下げされたことによりまして、出産一時金の

額を４千円増額改正し、加算額を含めた総額を４２万円、これを維持しようとするもので

あります。

それでは、改正案の内容であります。表の方をご覧願います。第７条中、現行下線部分

の４０万４千円を改正案下線部分の４０万８千円に改めようとするものであります。

次に附則です。附則第１項は施行期日で、この条例は、令和４年１月１日から施行致そ

うとするものであります。附則第２項は適用区分で、施行期日前に出産した被保険者にか

かる松前町国民健康保険条例第７条の規定による出産育児一時金の額については、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７６号の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７６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７６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７７号 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

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９、議案第７７号、松前町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の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。
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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７７号、松前町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の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７７号、松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について、松前町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の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。

今回の改正につきましては、令和３年８月２日に特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども子育て支援法施

行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う条例改正でございます。添付の説明資料に

てご説明をさせていただきます。

１ページ目をご覧願います。左側現行上段第５条第２項から、２ページの第６項までを

削除し、右側改正案３ページから５ページまでの第４章雑則５３条第１項から第６項まで

に改正するものです。これは、デジタル化の推進に伴い、保育所等事業所と保護者の間の

手続きに関する関係書類等を電磁的方法による対応を、包括的に可能にする旨のもので、

条文の整理や文言の整理を行うものでございます。

２ページにお戻願います。左側現行第４２条第４項を、右側改正案、下段になりますが、

第４２条第４項第１号、第２号へ改正するもので、これは、３歳未満の保育事業所等の入

所者の取り扱いについて、優先させるべき事項を追加し、子育て世帯の就労環境及び子育

て環境を整備しようとするものでございます。その他の下線部分については、関連する文

言整理となってございます。

以上が、議案第７７号、松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

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ございます。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７７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７７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７８号 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第７８号 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整

理に関する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第７８号、督促手数料の廃止に伴
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う関係条例の整理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。

議案の末尾に添付しております、説明資料３ページ下段の説明欄をご覧願います。令和

４年度から町税等において延滞金を徴収することに合わせて、現行の督促手数料１００円

を徴収しないこととするため、関係する条例を改正しようとするものであります。

督促手数料の廃止理由でございますが、従来から松前町外で納付されるものを口座振替

により納付されるものについては、督促手数料を徴収することができない状況であり、統

一的な徴収がされてないことから、令和２年度から一律に徴収ができるように新たな取り

組みをしているが、解消されない状況でございます。更に、この取り組みにより費用の増

加も招いていることから、延滞金徴収に合わせて、任意での徴収である督促手数料を廃止

しようとするものであります。

それでは、順次、経緯経過等について、ご説明させていただきます。まず、延滞金の徴

収でございます。地方税法、地方自治法でこれは定められておりまして、町の条例におい

ても規定されているところでございます。しかしながら、本税の徴収を最優先として延滞

金を徴収してこなかったのが実態でございます。令和３年度当初予算におきまして、延滞

金徴収のためのシステム、滞納管理システムの予算化をさせていただいました。令和４年

度から延滞金を徴収することとしてございます。

ちなみに延滞金は、納期限後の翌日から１ヶ月を経過するまでは、年２．４％、納期限

の翌日から１ヶ月を経過した日以降については、年８．７％の割合と定められてございま

す。

次に、督促手数料の廃止の関係でございます。納期限を過ぎたものにつきましては、納

期限後２０日以内に督促状を発布してございます。これにつきましても、地方税法、地方

自治法等において、督促状を発布しなければならないこととなってございます。

問題は、督促手数料の徴収でございます。先ほど申し上げたとおり、松前町外で納付さ

れたもの、これは全国の郵便局です。また、銀行、信金、郵便局の口座振替により納付さ

れるものでございます。納期限を過ぎ、督促手数料が１００円加算されるところ、松前町

内の郵便局で納付した場合には、１００円を取れないという問題でございます。郵便局で

は、日本全国の地方公共団体への納付については、督促手数料を取るのか、取らないのか、

いくら取るのか、１００円なのか８０円なのかなどの関係で、納付書に記載のある本税だ

けの徴収になっており、督促手数料を徴収できない現状でございます。

また、銀行、信金、郵便局の口座振替もシステムの関係上督促手数料をとれない現状で

ございます。松前町内での窓口納付は、役場、各支所、町内各金融機関で督促手数料を手

書きして、合わせて徴収してございます。

このようなことから、町内、町外、また納付場所、納付方法により統一されていないの

が実態でありました。これを解消すべく、令和２年度から督促状を発送する際に町内、町

外関わらず、全ての方に督促手数料１００円を印字した新たな納付書を送付してございま

す。この納付書により、納付願いますとお願いしているところでございます。

しかしながら、古い納付書、１００円の督促手数料がついていない納付書での納付もご

ざいます。また、同じ納期限の納付書が２枚になることから、二重に納付してしまう方も

いるのが実態でございます。二重納付された方からは、多くの苦情をいただいているとこ

ろでございます。督促手数料１００円を納期限までに支払いされない方、全員から徴収し

ようと取り組んでおりますが、なかなか解消できない状況でございます。

このような状況に加えまして、総合計画等にも搭載してございますが、今後コンビニで
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の収納。更にはデジタル庁の発足に伴い、キャッシュレス決済、いわゆるクレジットカー

ドでの納付、更にはスマートフォンでのアプリを利用したインターネットバンキングの動

きも現在加速してございます。これらの仕組みにおいても督促手数料を徴収することが、

基本的にはできなくなります。督促手数料の徴収は、各自治体において任意での徴収であ

ることから、令和４年度からは、法に基づき徴収しなければならない延滞金を徴収させて

いただき、督促手数料を廃止しようとするものでございます。

説明資料の１ページにお戻り願います。第１条による改正は、町税条例です。第２条第

２号において、督促手数料の文言を削り、第２１条を削除するものであります。第２条に

よる改正は、松前町介護保険条例です。第７条第２項を削るものです。第３条による改正

は、松前町後期高齢者医療に関する条例です。第５条第２項を削るものです。

次のページです。第４条による改正は、松前町税外諸収入金の徴収に関する条例です。

第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条から第８条までを１条ずつ繰り上げるもので

ございます。附則第２項は、条が繰り上がることによる改正でございます。

附則と致しまして、この条例は、令和４年４月１日から施行しようとするものでありま

す。

以上が、議案第７８号の内容です。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。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) ちょっとお聞かせください。国の制度上では、この督促手数料は町

村の自治体が判断をしてよろしいということなんでしょうか、徴収するしないっていう。

それと、その根拠、今回督促手数料を廃止するということは、事務の繁雑、それとこの

督促料を納めていただくための輸送費、納める側の問題。それと、管内の状況、全道でこ

のことは廃止しているのか、廃止していないのか。

そういうことと、もう一つは、そうすっとこの督促手数料を、町内と町外で督促手数料

をいだたく人数、どういう比率になってるのかなと。そういうことをちょっとお聞かせく

ださい。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 何点か質問をいただきました。順次お答え申し上げたいという

ふうに思います。まず、督促手数料の徴収、任意でという表現をさせていただきましたが、

これは町が条例で徴収する、徴収しない、町の判断で決められることでございます。これ

までは松前町、督促手数料１００円徴収するということで進んでまいりましたけども、４

月以降延滞金徴収に合わせて廃止したいということでございます。

それと、督促手数料の事務の関係でございますが、福原議員もご承知かと思いますけど

も、毎月督促状を発布してございます。相当な数でございます。数についてはですね、今

申し上げますけども、その前に管内の状況ということでございます。函館、七飯、福島は

督促手数料をとってございません。これも、時代背景とともにコンビニでの収納等々によ

って廃止されてきたというふうに思ってございます。管内の状況みますと、まだ廃止して

ないけども、今後廃止したいという考えの町が多いとも聞いてございます。

それと、督促状の発布の関係でございますけども、１年間、町税に関して申し上げます

と、約３千３００件、１０回の納期について、これ発送してございます。それで、町内と

町外の割合ですけども、おおむね、納税義務者がですね、町内が８割おりまして、町外が

２割おります。これ、納税通知書の枚数でございますけども、そのうち、同じぐらいの割

合で、町内、町外、督促手数料を発布しているという状況でございます。
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答弁もれ、ございませんでしょうか。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) わかりましたよ。それで、自分も関わってて、ああ、そうだったの

かなあと。それで、松前町はなかなか延滞手数料に踏み込んで、あまり来なかったもので

すからね、延滞金について、これと合わせて督促手数料というのを考えると、こう税務課

長おっしゃいましたけども、この督促手数料の徴収のために出す人達以上に、すごくノル

マがかかるなあと思ったもんですからね、その方向でこれから行くということでいいんで

すね。答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 令和４年から延滞金を徴収するということで、庁舎内徹底させ

ていただき、令和３年の当初予算で、これシステムがなければ計算できないのが実態でご

ざいまして、予算化さしていただいて、滞納管理システムという延滞金徴収するためのシ

ステムを現在導入してございます。

これによりまして、今後納期の遅れた方、延滞金が発生する方については、速やかに延

滞金を徴収するように事務を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) この延滞金の手数料っていうのが、年数を重ねるほど加算が大きく

なってきますんでね、それを徴収するっていうことで事務、また担当者の苦労っていうの

がものすごくわかるもんですからね、滞納整理機構に出しててもわかるわけでございます

けども、それに踏み込むっていうことの覚悟をね、今聞きましたんでね、まず身体を壊さ

ないようにね、頑張ってもらいたいなと。そして、歳入の増に貢献していただきたいなと

いうのが、気持ちでございます。

○議長(伊藤幸司君) 他にありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７８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７８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８０号 議決の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第８０号、議決の変更についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。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８０号、議決の変更につい

て、その内容を説明させていただきます。

令和３年９月８日議決された、松前町過疎地域持続的発展市町村計画を、次のように変

更するものでございます。次のページをお開き願います。

変更の内容は、４、交通施設の整備、交通手段の確保の欄に、変更後のとおり下線部分
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を追加して変更しようとするものでございます。

変更の理由につきましては、次のページの参考資料をご覧願います。中段囲み線内に記

載のとおり、今回の変更は知事との事前協議が必要な市町村計画全体に及ぼす影響が大き

いもの、事業名の追加であって、議会の議決を必要とされるものであり、令和３年度で除

雪車を購入予定のところ、当初過疎計画への搭載もれがあり、今回計画の変更により追加

し、過疎対策事業債の適用を受けようとするものでございます。

なお、知事との協議は、１１月２２日付で協議し、１１月２６日付をもって協議内容に

異議のない旨の回答があったところでございます。

以上が、議案第８０号、議決の変更についての内容でございます。ご審議のほどよろし

くお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８０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８０号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１４号 北海道農業の基幹作物てん菜の生産を守ることを求める

意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、意見書案第１４号、北海道農業の基幹作物てん菜の生

産を守ること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１４号、北海道農業の基幹作物てん

菜の生産を守ることを求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４

条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については記載のとおりであり

ます。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１４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１４号は原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第１５号 地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策

を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、意見書案第１５号、地球温暖化、海水温上昇に伴う水

産漁業被害の解明と支援策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１５号、地球温暖化、海水温上昇に

伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会

議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については記載の

とおりであります。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１５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１５号は原案のとおり可決されました。

◎議会改革に関する調査特別委員会調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、議会改革に関する調査特別委員会調査報告についてを

議題と致します。

議会改革に関する調査特別委員会から、調査報告書の提出がありましたので、委員長の

報告を求めます。議会改革に関する調査特別委員会委員長堺繁光君。

○議会改革に関する調査特別委員会委員長(堺繁光君) 議会改革に関する調査特別委員会

調査報告書。

議会改革に関する調査特別委員会調査報告書について。

本委員会は、令和元年９月１１日、松前町議会第３回定例会において承認を得た議会改

革に関する調査を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、別紙のとおり

調査報告書を提出致します。設置の経緯、委員会の開催状況、調査概要、各界代表者等の

懇談会の実施とその概要、町民説明会の実施とその概要については記載のとおりでありま

す。

調査報告。今後における議会及び議員のあり方について、様々な角度から議論を進め、

一層の議会運営の効率化と活性化に向けた取り組みについて方向性を見出すため、各委員

より検討すべき課題について意見を述べてもらい、検討課題をそれぞれ項目別、検討期間

別に整理して行い、方向性を決定した。

(１)議会運営・活性化について。

ア、議員定数について。委員間討議では、「削減」と「現状維持」との両論があった。
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このことから、特別委員会において採決した結果、１名削減が多数となり、次回の選挙か

ら現行の１２名より１名削減し、１１名とする方向となった。

イ、議員報酬について。委員間討議では、「増額」と「現状維持」との両論があった。

このことから、特別委員会において採決した結果、増額が多数となり、その後、増額幅を

協議した結果、次の任期から現行の１８万円より３万円増額する方向となり、町長へ申し

入れすることとした。

ウ、常任委員会等の構成について。議員定数を削減する方向となり、合わせて常任委員

会数等の構成について委員間討議した結果、常任委員会数は現行どおり２委員会とし、当

該定数は、次回の選挙から総務経済常任委員会は現行のまま６名、厚生文教常任委員会は

１名削減の５名とする方向となった。また、議会運営委員会の定数については、現行のま

ま５名とする方向となった。なお、各常任委員会の所管については、現在各課等における

業務が多岐にわたっており、また、今後における業務の増加や細分化等に対応するために、

事業内容の表記から各課等の表記に改めることとした。

エ、定例会における一般質問の質問時間について。委員間討議では、「現行のままの６

０分以内」と「４５分以内に短縮・効率化すべき」との両論があり、議会モニターからの

意見も参考に、特別委員会において採決した結果、「４５分以内に短縮・効率化すべき」

が多数となり、令和３年度第４回定例会から実施することとした。

オ、議会のＩＣＴ化について。会議のペーパーレス化等を目的としたタブレットの導入

については、既に導入している函館市議会の状況を視察のうえ検討した結果、町長部局等

も含め、令和３年度に３８台導入し、令和３年第２回定例会より運用している。

カ、政務活動費について。委員間討議した結果、今回は導入しないこととした。

(２)開かれた議会について。

ア、町民懇談会、意見交換会、議会報告会について。令和２年に商工会青年部等と懇談

会を実施したところであるが、今後においても議会が主体性を持ち、様々な団体と懇談を

行うことは有意義であることから、目的や手法等を協議して実施していくこととした。

イ、議会モニター制度について。実施している他町村の状況を調査のうえ協議した結果、

議会への関心を高めることができ、また、町民からの意見や要望などを広く聴取できると

の効果があることから、令和３年度より導入し、実施している。

ウ、議会だよりについて。現在、編集や発行を議会運営委員会で行っているが、広報委

員会などの新たな組織は設置せずに、町民が見やすくわかりやすい紙面づくりに向け、発

行時期や編集内容等の課題について、引き続き協議をしていくこととした。

エ、日曜議会・夜間議会について。過去に実施した状況を鑑みて、実施しないこととし

た。

オ、模擬議会について。松前高校生を対象に、議会形式ではなく、生徒主体による懇談

会形式での実施について検討していくこととした。

(３)その他。議員の兼業及び兼職の禁止並びに年金制度の改善について。全国的な動き

や情報を共有しながら、必要に応じ北海道町村議会議長会を通じて、国に対し要望してい

くこととした。

イ、議員の資質向上等について。令和２年３月に「松前町議会議員研修計画」を策定し、

それに基づき研修会を行うこととし、令和２年度より実施している。また、同様の目的か

ら本会議終了後における議員間の課題検証会議についても実施している。

ウ、災害時の議員対応及び役割について。町内で大規模災害が発生した時に、議会とし

て町民の安全確保と災害復旧に向け、迅速かつ適切な対応ができるよう「松前町議会議員
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の災害対応行動指針」を平成３１年に策定している。

エ、選挙制度及び運動について。選挙運動用の自動車、ポスター及びビラについては、

令和２年度の公職選挙法の改正により、公費負担されることとなり、町のおいてもこれに

基づき、同年第３回定例会で松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例を制定し、次回の選挙より実施することとした。

以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、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１６、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもちまして、今期定例会に付議されました案件は全て議了致

しました。

これをもって令和３年松前町議会第４回定例会を閉会致します。
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どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 １時３７分)
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