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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４年松前町議会第２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４年松前町議会第２回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布のとおりであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

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

君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、沼山雄平君。

○議会運営委員会委員長(沼山雄平君) ６月２日に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６月６日から６月８日までの３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６月８日までの

３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４年松前町議会第２回定例会開会にあたりまして、行政報告を申し上げます。

令和３年度各会計の決算概要について。

令和３年度各会計の決算概要について、ご報告申し上げます。

令和３年度の水道事業及び病院事業を除く各会計につきましては、出納整理期間中でご

ざいましたので、５月３１日現在の決算見込みの概要についてご報告申し上げます。

はじめに、一般会計でございますが、歳入見込み総額６５億３千４６９万３千４５５円、

歳出見込み総額５９億７千８０１万７千４７２円で、歳入歳出差引残額が５億５千６６７

万５千９８３円の見込みとなり、令和４年度への繰越明許費繰越財源分９万５千円を除い

た５億５千６５８万９８３円が実質収支見込みとなり、このうち２億６千円につきまして

は翌年度へ繰り越しし、残額につきましては、全額財政調整基金に編入しようとするもの

でございます。

次に、特別会計について申し上げます。

国民健康保険特別会計につきましては、歳入見込み総額１２億２千５７７万８千４１５

円、歳出見込み総額１１億８千５６３万７千９４１円で、歳入歳出差引残額が４千１４万

４７４円の見込みとなり、翌年度へ全額繰り越ししようとするものであります。

次に、介護保険特別会計につきましては、保険事業勘定で、歳入見込み総額１０億５千

７４４万３千５７９円、歳出見込み総額１０億２千５４８万４千１６９円で、歳入歳出差

引残額が３千１９５万９千４１０円の見込みとなり、サービス事業勘定では、歳入見込み

総額１千３１９万２千９６４円、歳出見込み総額１千２６９万６千９１円で、歳入歳出差

引残額が４９万６千８７３円の見込みとなり、それぞれ翌年度へ全額繰り越ししようとす

るものであります。

次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入見込み総額１億２千８３４万１千

５４３円、歳出見込み総額１億２千８２５万８千１９４円で、歳入歳出差引残額が８万３

千３４９円の見込みとなり、翌年度へ全額繰り越ししようとするものであります。

次に、水道事業につきましては、令和４年３月３１日をもって事業を終了致しました。

この期間における収益的収入は、消費税込みで１億９千１４０万５千９２４円、収益的

支出は、消費税込みで１億４千５０７万４千６５２円となり、利益は４千６３３万１千２

７２円となるところですが、資本的収支勘定等における消費税の支出が１千８６２万５千

４６８円となるため、当年度の純利益は、２千７７０万５千８０４円となります。

また、資本的収入は、消費税込みで１億４２３万５千円、資本的支出は、消費税込みで

２億６千４４万８千７４円となり、差し引き１億５千６２１万３千７４円の不足を生じま

したが、この措置につきましては、減債積立金１００万円、繰越利益剰余金処分額２千３

６６万５６０円、過年度分損益勘定留保資金４千７０９万７千８３２円、当年度分損益勘

定留保資金６千８０１万２千３３６円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１千６４４万２千３４６円で補てんし、決算を終了致しました。

最後に、病院事業会計でございますが、令和４年３月３１日をもって事業を終了致しま

した。
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この期間における収益的収入は、消費税込みで１２億２千１２５万５９９円、収益的支

出は、消費税込みで１２億４千１２５万８千１０６円となり、損失は、２千万７千５０７

円となるところですが、資本的収支勘定における消費税の支出が１４６万７千４３３円と

なるため、当年度の純損失は、２千１４７万４千９４０円となります。

また、資本的収入は、消費税込みで１千６７８万３千２６８円、資本的支出は、消費税

込みで３千５２９万７千１９２円となり、差し引き１千８５１万３千９２４円の不足を生

じましたが、この措置につきましては、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留保資

金１千７５１万３千９２４円で補てんし、決算を終了致しました。

令和３年度各会計事務、事業の推進にあたり、議員の皆様並びに町民の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。

第７４回松前さくらまつりの結果について。

本年のさくらまつりは、４月２３日から５月８日までの１６日間の日程で行われました。

桜については、近年開花が早まり、標準木のソメイヨシノは平年より６日早い４月２１

日に開花し、好天にも恵まれて、咲き始めてから見頃、満開の期間を通して花持ちがよく、

大型連休の後半には遅咲きの関山が咲き始め、見応えのある桜のリレー咲きが展開されま

した。

本年は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う行動制限が３年ぶりに全国一律に解除

されましたが、松前公園では、入口４箇所に消毒液を設置して、手指消毒とマスク着用を

啓発し、飲食スペースを限定するなど、感染防止対策を徹底して開催しました。

また、松前藩復領２００年記念事業をはじめ、松前神楽・郷土芸能公開公演、松前町さ

くらの日記念イベントなどの催しも３年ぶりに開催することができました。

さくらまつり期間中の入込数については、前年度比２．２倍の８万１千人となり、観光

客の復調が見られる結果となりました。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大前の３ヶ年平均と比べると、入込数は５０．７

％で、これは観光バスが４９．２％、マイカーが５５．４％といずれも半数程度にとどま

り、ツアーの団体客が戻らないことに加えて、桜の開花が早まり、大型連休後半には道内

各地で桜の見どころを迎え、観光客が分散したことにより、コロナ禍前の半数程度にとど

まったと推察しています。

別紙に参考資料として、桜の開花状況等の詳細を添付しておりますので、ご参照願いま

す。

最後に、第７４回松前さくらまつりの開催にあたり、関係者をはじめ地域の多くの皆様

のご協力により、無事終了することができましたことを心から厚くお礼を申し上げます。

水道料金の改定について。

水道事業につきましては、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進す

べく運用することを経営基本として運営しております。

住民の暮らしを守る極めて重要な役割を担うなかにあって、いつも安全で安心して飲め

るおいしい水の安定供給を目指し、職員の削減や施設の統廃合、更には一部業務の民間委

託など経費削減の経営努力を続け、昭和５６年の料金改定から４０年間水道料金を改定せ

ずに経営してまいりました。

しかし、今般の急激な人口減少と比例し使用水量の減少が続き、今後も給水収益の増加

が見込めない状況となっております。

この課題解決に向け、令和元年度に「松前町水道事業経営戦略（令和２年度～令和１１

年度）」を策定し、安定的に経営を継続するために収支の実績及び計画表では、令和７年
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度に当年度純利益が赤字と見込まれることから、令和５年度中の料金改定に取り組んでき

たところであります。

この度、料金改定(案)の作成業務が完了したことから、改定内容について議員の皆様を

始め、町民の皆様に広くご意見を頂戴する場を設けさせていただきたいと考えております。

今回の料金改定の概要ですが、現在の用途別料金体系から口径別料金体系への変更、休

栓料金を廃止してメーター使用料の新設、基本料金に含まれる使用水量の見直しなどが大

きな改正点となります。

水道事業の経営面だけを考えると、現在の料金から最低でも２０％から３０％程度の料

金改定が必要となりますが、水道事業経営戦略策定に関する調査特別委員会報告において

も「一度に大きな負担にならないように段階的に上げていくような配慮が必要である。」

とのご指摘もあることから、今回の料金改定では、約１０％程度の値上げとなるように計

画したところであります。なお、５年後には再度の料金改定を見込んでおります。

ライフラインとしての水道を、安定的に供給していくための必要な改定であるとの認識

から、議員の皆様並びに町民の皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済みと致します。

◎報告第４号 債権の放棄について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第４号、債権の放棄についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) おはようございます。

ただ今議題となりました報告第４号、債権の放棄について、その内容をご説明申し上げ

ます。本件につきましては、令和３年度において、松前町債権の管理に関する条例第１３

条の規定により放棄した債権について、同条例第１４条の規定により、ご報告申し上げる

ものでございます。

それでは放棄した債権の名称、件数、金額及び事由でございます。土地建物賃貸料は、

１件１名５千９１０円、破産によるものです。学校給食費は、１０件４名２６万２千１７

５円、生活困窮によるものです。水道料金は、２件１名３千６７２円、生活困窮によるも

の、３件２名２万１千３３３円、債務者死亡によるもの、１件１名１万６千６８０円、所

在不明によるもの、水道料金小計で６件４名、４万１千６８５円でございます。休栓料金

は、１件１名４千７２５円、生活困窮によるもの、３件２名１万２千６７２円、破産によ

るもの、３件２名５千８３２円、債務者死亡によるもの、休栓料金小計で、７件５名２万

３千２２９円でございます。病院診療費は、２６件１５名３９万８千８０円、生活困窮に

よるもの、２３件１０名３９万６千４０４円、債務者死亡によるもの、２６件６名６８万

６千５３１円、所在不明によるもの、病院診療費小計で、７５件３１名１４８万１千１５

円でございます。合計で９９件４５名１８１万４千１４円の債権を放棄したところでござ

います。

次に、放棄した時期でございますが、いずれも令和４年３月３１日でございます。

以上が報告第４号、債権の放棄についてであります。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎報告第５号 令和３年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第６、報告第５号、令和３年度松前町一般会計繰越明許費繰越

計算書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報告第５号、令和３年度松前町一

般会計繰越明許費繰越計算書について、その内容をご説明申し上げます。

令和３年度松前町一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り越したので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費繰越計算書を調整し、これ

をご報告申し上げます。

計算書の内容でございます。タブレット上でいけば３ページをご覧願います。令和３年

度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。繰越明許費として繰り越す事業は

計算書の１ページから２ページまでの６事業となっており、いずれも令和３年度の各補正

予算で計上し、年度内での事業完了が困難であるため、繰越明許費で可決いただいた事業

であり、記載のとおり翌年度に繰り越しさせていただきました。この繰越明許費６事業の

合計は、計算書２ページ、タブレット上４ページの合計をご覧願います。

繰越明許費合計金額は１億１千６８３万４千円で、翌年度繰越額合計も同額でございま

す。その財源内訳につきましては、既収入特定財源はなく、未収入特定財源合計は、国補

助金が７千７１３万９千円、町債は３千９６０万円の１億１千６７３万９千円でございま

す。一般財源合計は、９万５千円で、繰越明許費、繰越財源として、令和４年度歳入へ繰

り越すこととしております。

以上が報告第５号の内容です。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 皆さん、おはようございます。令和２年の第２回定例会において、

持続可能なまちづくりに向かって、そして、テレワーク活用で人口減少に歯止めをという

通告内容で、この一般質問は始まったわけでございます。

過疎、少子高齢化によって人口減少が進んで行きまして、社人研の消滅可能都市の中に

残念ながら松前町がランクインされていました。そういう状況に危機感を感じて、町長と

の議論を交わした次第でございます。

それから１年経ってから、同じくこの令和３年の第２回定例会において追跡質問をさせ

ていただきました。いわゆる、１年の間にどういう変化があって、どういう前進をしたの

かと、その中身を確認したいということでの質問でございます。

それを踏まえて、更に１年経った今日なんですが、令和４年の、またこの第２回定例会

において、更なる追跡質問をしたいと思っております。

新型コロナの先行きは、極めて不透明でございます。その中で、感染拡大の防止策を講

じながら、各種政策を推し進めてきた、そのご労苦に対しては、敬意を表します。

この新型コロナが世の中にもたらした、多種多様な状況が考えられます。中でも、仕事

の仕方や人の流れが大きく変わったわけでございます。はっきり言いますと、やっぱり都
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市部から地方へと人が流れて行くのが、この世の中、こういう状況を回避するにしても、

また国の考え方の基本にもきっちりとそれが示されて、いい形でと受け止めておるんです、

正直言いまして。

特に松前町にとっては、少なくともこの状況っていうのはね、決してアゲインストでは

ないと、私はアドバンテージだというふうに受け止めておりますんでね、そういう観点か

ら、この質問をしてきたわけでございます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時２６分)

(再開 午前１０時２８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

梶谷議員。

○９番(梶谷康介君) 続けさせていただきます。通告書に記しましたように、質問の要旨

は７点に分けております。始めにお尋ねしたいのは、今までの２回の質問の過程において、

テレワークの拠点づくりに関する質問をしております。町長は、それに対しまして、松前

町にとっては、この拠点づくりは必要だという考え方を示されました。

今までの動きの中で、なら、必要ならどうするんだということの取り組みを前回確認し

ましたところ、やはりこのテレワークのメリット、デメリット、そうしたものを十分に分

析しながら、松前町で取り組みをすると。結果的には、個人型のテレワーク、そういう形

は、非常に他の自治体との関連、競合、そういうものを考えると、松前町としてはなかな

か厳しい状況にあると。

しかしながら、幸いにも松前町には、現在風力発電の事業の関係の中で、東急不動産と

の協力提携もしております。そういう形の中で企業を通しての、いわゆる企業版のテレワ

ークの可能性を探ったと。そういう説明をいただいております。

その中で、いろいろ松前町にこの拠点に進出するためには、この条件、いわゆる環境整

備ですね、そういう点から考えると、いろいろな課題があると。聞くところによりますと、

その課題が大体七つぐらいあるんじゃないかという話を聞いております。一つは、いわゆ

るこの光回線の整備ですね、Ｗｉ－Ｆｉの環境だとか、更には空家利用の考え方だとか、

そういうものが含めて７点ぐらいあったと聞いておりますが、その７点の中身はどういう

ものなのか。また、その７点に対して松前町は、しからばどんな取り組みをして、現在ど

ういう形にあるのか、まず説明をいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員からご質問いただきました。テレワークの拠点づくりにつ

いてのご質問でございます。本一般質問を令和２年度から続けて、２回の質問を受けてお

ります。これまで、テレワークの拠点整備の必要性や、テレワークによる関係人口の増加

に係る方向性と課題。更には、受入体制整備の課題などをお答えしてきたところでござい

ます。

その中でもこの２年間、コロナ禍により移動制限等で思うような活動ができなかったこ

と。しかし、その裏では、Ｗｅｂ会議等が大幅に進化し、全国的にもテレワークに拍車が

かかったこと。また、画面越しの会議ではなかなか空気が読めず、人と人とのコミュニケ

ーションの希薄性が問題になるなど、オンライン対面での良い点や不安な点が顕在化した

というふうに認識をしております。
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まず、課題についてのお尋ねがありました。松前町では、これまでテレワークの課題と

致しましては、今議員おっしゃるようにインターネット環境の弱さであります。今や５Ｇ

や光回線が当たり前に使える中、光回線が一部分しか使えない現状にあったわけでありま

すが、おかげさまで令和３年度にＮＴＴと協力して、町内全地域で光回線が利用可能とな

ったことは、大変大きな成果だというふうに思っております。

これで、環境的課題はクリアされたものだというふうに思っておりますが、環境的な課

題はクリアされましたけども、新たに利用すべきものへの受け入れに対する課題と、運営

に対する課題整理がまだ不十分であると担当課から聞いているところであります。受け入

れに対する課題は、昨年４月にＮＴＴが試験的に実施したワーケーションによる率直な評

価は、Ｗｉ－Ｆｉ環境の物足りなさや、テーブル、イスやワーキングスペースへの指摘。

更にはサービス環境にも改善点を指摘されるなど、人を呼び込むための環境整備は想定を

越えるきめ細かさが必要であると評価がされて、忌憚のないアドバイスを受けましたけど

も、体制整備と致しましては、結構な費用がかさむ内容であったわけであります。

これまでの移住定住やテレワークを進めるにあたって、行き詰まるのが雇用の場所と住

まいの確保であります。この課題はすぐにも埋まるものでもなく、松前町の現状において

は、企業向けのワーケーションの推進が有効ではないかというふうに思っているところで

あります。このワーケーションを推進するにあたり、ＮＴＴの実施評価や指摘を考えても、

受入施設の整備は重要であり、更に宿泊場所、そして松前町の魅力の設定、最後に宣伝と

運営母体をどのようにしていくかと、課題は明確になってきているところであります。

ワーケーションの現実は、企業連携が重要なファクターでもあり、連携先である東急不

動産株式会社では、今後の風力発電の展開も見据えて、事務所兼コミュニティスペースの

新築を検討しているとの話も聞き、町と致しましても、積極的に協力しながらワーケーシ

ョンも受け入れできる施設となるように要望しながら、担当課職員もワーケーションプロ

グラムの検討を現在進めているところであります。

以前のご質問にもお答えしましたが、今のテレワークの波に乗り遅れないことも大事で

ありますが、先ほども申し上げた明確な課題の解消を図りながら、事業化に際しては民間

事業へシフトしていけるようにならなければならず、テレワークを活かす重要性を認識し

ながら、今後も努力をしてまいりたいと考えております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 明確になった課題、示していただきましたけども、それに対する解

消のためのプログラムを現在つくってると。そのプログラムの中身っていうのは、ここで

詳細の説明をするのは大変だと思いますけれども、私は後で確認させていただきます。

ただね、こういうプログラムをつくって、ただ計画を立てました、それからどうする、

期限的なものがそこには明示されていますか、いつ頃までにこの課題を解消するって。

結局ね、ズルズルズルズル行ってしまうと、せっかくのこの追い風も過ぎてしまう。そ

ういうことはないとは思いますけれどもね、町長いつもおっしゃるように、ピンチはチャ

ンスだと、ね、そのチャンスはきっちりと捉え、攻めの政策を進めて行くんだとおっしゃ

っているんですから、やはりある程度は、そういう計画を立てたならば、いつ頃までに、

どういう形でっていうものは位置付けしておかなければ、先へ進まないんでないかなとい

う心配しておりますんでね。その辺ももしご説明が可能であるならば、説明していただき

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 協定をいただいております東急不動産、本当にやる気満々でありま
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すので、民間の英知を結集させていただきながら、ワーケーションのプログラムづくりを

進めて行きたいなというふうに思っているところであります。

議員ご心配のように、スピード感を持った対応をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。現在それに向かって職員が検討を進めてる状況を理解していただきたいというふ

うに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) このプログラムに関しては、東急さんも一緒になってつくったプロ

グラムなんですか、そうですね。

質問がそれなりに待っておりますんで、これはこの程度にしながらね、中身も別な機会

に確認させていただきたいと思います。

次に、協力協定の活用っていうことで質問を出しておりますがね、この形はね、質問す

るたびに東急さんの名前が出てくるわけなんです。もちろん、そういう形で進めてる事業

ですから当然のことなんですが、やっぱりいつも言われているように、待っててはいいも

のが生まれてこないんでないかと。

協定相手の東急さんでさえもね、松前町は何を望んでどういうことをやりたいのかって

いうことをはっきりと示さなければ、地域の期待に応えていくこともなかなか難しいだろ

うっていうお話されていますよね。これは、過去２回の定例会においても町長にお尋ねし

ておりますんで、再度の議論になると思いますが、やはり松前町では、せっかくのこうい

うチャンスなんだから、こういう形でまちづくりをしようっていうものがね、やっぱり自

分で持たないといけないと思うんですよ。これが、正に町長おっしゃるように、攻めの形

じゃないんですか、待ってちゃいいものはできてこない。その辺は、くどいようですが、

またお尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 東急不動産との協力協定の活用についてのお尋ねがございました。

これまでの答弁でも東急不動産株式会社との縁を大事に、協力体制を敷いて行きたいとい

うことの中で、現在は実施、または計画している事業と致しましては、東急不動産が主体

的に開設したふるさと納税サイトの本格運用による松前特産品ＰＲや、ＬＩＮＥを活用し

た電子ギフト実証事業での協力と、去る４月３０日に実施致しました松前藩復領２００年

記念事業には、社員４名が積極的に参加をしていただきまして、大切な役どころを担って

もらったり、教育分野での再生可能エネルギー啓蒙教育、漁業分野では町とさくら組合と

タイアップしながら、弘前大学との共同研究によるナマコ増養殖に係る竜宮礁４３基の試

験的設置。更には、町と協力して企業連携まちづくり計画への参画と支援など、今年度に

入り、本当に精力的に企業連携による地域振興策を取り組んでいただいているところでも

あります。今後もこの協力関係の充実を図りながら、地域に根ざした取り組みや、産業の

振興等に係る事業展開を図られればというふうに期待をしているところでもあります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 東急不動産のこの事業の、私定款を見たわけでないんですけれども

ね、決して現在行っている風力発電、その事業だけではないわけですよね。非常に広範に

わたっての、大きな企業ですから、松前町がもし望むとするならばね、大概の事業がね、

東急さんの事業の範囲の中に含まれるんでないのかなという気はしてるんですよ。

ですから、そういう観点からいったらね、相当な松前町でも期待できるものは、範囲は

私広いと思うんですよ。そういうことでね、今町長、漁業のこともいろいろご説明いただ

きましたけれども、もちろん大事です、観光も大事です、もっと広く言えば、教育だって
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関係ある。そういう観点からね、やっぱりできるだけ早い時期に、松前町がこれからのま

ちづくりのために利用って言うか、表現悪いですけどね、ご協力いただける範囲はね、広

いっていうふうな観点からすれば、もっともっと取り組み方ってのあるんでないの。私は、

その辺が非常に残念なんですよね。だから、これからも当然そういうプログラムを組んで

るって言うんですから、我々の前に示されるものが必ず出てくるというふうに期待はして

おります。

町長、次にね、そういうことを進めるために人脈が大事だと、町長おっしゃってるでし

ょう、人脈は人生の宝だと、私もそう思う、同感ですよ。ですから、そうしたものはどん

どんどんどん広げて行って、松前町が願う形のものをどんな形で繋げて行くかっていう努

力は、当然していただかなければいけないし、していただきたいと希望しております。

具体的にね、これも何回も言うんですけれども、ＳＤＡ、いわゆるスマートデザインア

ソシエーションですか、福岡の会社の話されてましたよね。私、この会社の存在ってのは、

非常に人脈づくりの中においてもね、大事な存在だと思っております。今まで町長からお

答えいただきました、あるいはご説明いただきました中には、松前町に対する感度も、極

めて好感度が高いというこの会社。しかもね、この会社の持っている事業の中身ですか、

全国各地の働き方や暮らし方の新しい創造だとか、移住や定住、テレワーク等のコンサル

もやるんだと。更には、企業の求める人材育成の研修、企業合宿のプロデュース、企業と

松前町の橋渡し、こんな例を挙げてね、自分達はこういうことをやっているんだって、会

社ですよ。私は大いに力を貸してもらうべきだと思うんですけれども。

今まではね、このコロナ禍の中で、人の流れは非常に警戒をしながら、注意しながらや

らなければいけないということでのね、町長のお話があったわけですけれども、理解しま

す。こういい状況の中ですから、理解はしますけれども、もっともっとこのやり方をね、

考えれば可能性がありますよ。

ましてや、この度はもう全国一斉の規制も緩和されたという中ですから、どんどんどん

どんこれは進めて行くべきだと思いますが、町長、お考え聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、梶谷議員から福岡の企業合宿の会社、ＳＤＡについてのお尋ね

がございました。

２年前に一度話をした企業合宿をメインとする企画会社のＳＤＡについて、いろいろ会

社の特徴につきまして、今梶谷議員からお話がございました。コロナ禍もあり、お話する

機会が、会社とはなかったわけでありますが、昨年にオンライン会議を東急不動産の仲介

で実施し、再度お話をする機会がいただいたというふうに担当課から聞いてございます。

その話の中では、ＳＤＡ、会社名が変更したこと。現在はＳＡＬＴっていうふうな会社

になっているようであります。しかし、会社名は変わってましても実施している内容は、

今縷々議員お話あったような、同じ仕事をしているというふうに聞いております。再度松

前での企業合宿やワーケーションの実施の可能性について、会社からはアドバイスを仰ぎ、

いつでも協力したい旨の話もいただいているようであります。担当課と致しましても、ワ

ーケーションのプログラムづくりにおいてもご協力いただくことも視野に入れて、現在検

討しているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 事を進めるためにはね、時間も必要ですし、それから環境条件も整

わなければね、なかなか前へ進まないってことは私理解しますけれども、やっぱり取り組

み方がね、もうコロナ禍なんだからしょうがないっていう考え方は、当然持っていないと
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は思いますけれどもね、やっぱりもっともっと前向きに進めていただきたいなと思います

よ。

この質問はね、冒頭述べましたように令和２年から続いております。なぜ私続けている

かというと、どういう状態で取り組んで、どういう状況にあって、どの程度まで進んでる

ってこと、私は逐一やっぱり確認していかなければね、いけないことだと思っております。

まだまだ今回の質問、まだありますけどね、終わっても場合によっては来年のこの第２定

にも、更なる追跡はさせていただきます。

そういうことからね、やっぱりくどいっていう受け止め方されるかもしれません。私は

その過程はじっくり見てね、何としても前へ少しでも進めてほしいという願いからね、ど

うなってるんだ、どうするんだっていう話にしてるんですよ。ですから、これは今の取り

組み、ご説明いただきました。それはそれでね、これからの取り組みに対して、また大き

な期待を持って見させていただきます。

こういう話の中でね、この風力発電ばかりじゃなくって、町長の答弁の中に洋上風力の

関係も出てきておりましたよね。それを含めてね、これからの松前のこの再生可能エネル

ギーに対する取り組み方、そしてこの洋上風力のね、これはなんつったっけ、促進区域の

指定ね、そうしたものがもう既に提出済みだという話で、場合によっては、前回の答弁で

すよ、前回の答弁では、令和３年の７月頃には何らかの動きが国から返ってくるんでない

かというお話し聞いておりますけれども、その件はいかがですか、どうなっております。

○議長(伊藤幸司君) １５分間休憩致します。

(休憩 午前１０時５４分)

(再開 午前１１時０７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 風力発電の今後というふうな形でご質問いただきましたけども、先

ほどの人脈づくりについても経過につきまして説明もれが、答弁もれがございましたので、

答弁をさせていただきたいというふうに思います。

人脈づくりは、大変な、重要なファクターであるというふうな認識をしております。そ

ういう状況下の中で、この２年間はコロナ禍もありながらも、少ない機会を見つけては各

課職員と東急不動産松前事務所職員や、本社職員との面談やオンライン会議を図りながら、

すみません。

人脈づくりは、大変重要なファクターであるというふうに認識しているところでありま

す。この２年間は、コロナ禍にありながらも少ない機会を見つけては、役場各課職員と東

急不動産松前事務所職員や本社職員との面談やオンライン会議を図りながら、地道に人脈

の広がりを進めてきております。今年度実施する東急不動産の数々の振興策も、その一例

であるものというふうに考えております。

人脈は、つくるよりも活かせるかが重要だというふうに思っております。お互いの立場

を理解して、再生可能エネルギーを活用した各種事業展開を各課でも東急不動産と一緒に

検討し、一つの成果とできるような信頼関係を構築してもらいたいというふうに思ってい

るところであります。

お話を聞きますと、東急不動産社内でも、松前でこういうことはできないか、などの話

があるようでありました。役場内でも東急不動産ではこういうことができないか、などの
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話が出てくれれば、大変いい方向に向かうんだというふうに思っております。

人脈づくりから、ちょっと離れるかもしれませんけども、現在東急不動産松前事務所の

職員がこの４月から、現行の３名体制から５名に増員しております。臨時の方も含めると、

現在６名体制で動いております。風力発電の本格化の準備もあるようでありますが、松前

対策にも力を入れていることもうかがわれております。大変喜ばしいことであるというふ

うに思っております。

風力発電の今後について、答弁を申し上げます。これまでの答弁では、大型風力発電施

設は東急不動産のリエネ松前風力発電所の１２基と、今後更に陸上で１２基程度の設置の

検討と、洋上風力発電施設の国の促進区域の指定を受けるべく、国へ情報提供をしたと話

をさせてもらっております。

現在の状況と今後につきましては、第二期の東急不動産が計画する大型陸上風力発電施

設は、令和８年度の着工を目指して、１基６千キロワット相当風車を１０基設置する計画

があるようであります。また、洋上風力発電については、今議員からも指摘ありました、

昨年の９月に国から一定の準備段階に進んでいる区域に整理されまして、送電する系統が

確保されれば、有望な区域、更には目指すところの促進区域の指定を受けられる状況にな

る予定であります。

ご存じのように、北海道でも５箇所の準備区域の整理がされておりますが、全て系統問

題がクリアされておらず、ポテンシャルの高い、有望な地域であっても系統問題が解消さ

れないと、一歩も前に進まない状況にもあります。町と致しましては、昨年の１２月に檜

山の関係自治体と上京し、国会議員への系統問題に係る陳情を行っております。来週も上

京する予定でおります。いずれに致しましても、対象となる自治体が結束を深めまして、

北海道の積極的な動きも期待しながら、今後も要望を続けるしか方法のない状態であると

いうふうに思っております。

国の方でも、東京方面に結ぶ海底ケーブルの敷設の調査等の実施も検討されているよう

でありますが、脱炭素や再エネを主力に打ち出している国の方針とは裏腹に、ちょっと北

海道の洋上風力発電は、未だに先が見通せない状況にもあります。風力発電を含む再エネ

事業は、脱炭素に繋がる町の産業の活性化と、まちづくりに関して大きな影響を与える事

業であると考えており、今年度予定する脱炭素ロードマップや再エネまちづくりビジョン

等の策定により、脱炭素、再エネ、まちづくり、といった世界的環境問題に貢献する再エ

ネ資源を活用したまちづくりを、国の補助金も活用しながら進めることも可能とすること

から、一大事業である洋上風力発電の誘致は、元より積極的に、確実に推進すべき事業で

あ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) ちょっと急ぎすぎて、風力発電の第二期工事の質問もしませんでし

たけども、町長の方からご説明いただきましたんで、それはどういうふうに解釈したらい

いんでしょう。規模的にはね、前の段階では、現在の３千６００でしたっけか、１基、そ

の程度のものが同じく１２基ぐらいっていうことですから、こちらで受け止めた感覚では、

現在の倍ぐらいの施設になるのかなという受け止め方しておりましたけれども、お話です

と、更に発電能力をアップした６００キロワットですか、ごめんなさい、６千ね、６千キ

ロワットで能力アップした形で、規模的には１２基という、１０基ですか、ああそうです

か。それにプラスする蓄電施設も計画の中に入っておりますか、合わせて。

それから、洋上風力の関係でございますけれども、これは私の受け止め方では、国から

の反応はありました、促進区域の指定は前進したというふうに解釈していいんですか、ど
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ういうふうに受け止めたらいいんですか。ご説明いただけますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 蓄電施設につきましては、建石地区に整備する計画を持っているよ

うであります。蓄電施設も入っております、いうふうなことでご理解いただきたいなとい

うふうに思います。

それから、一歩前進という状況、しました。促進区域に向けまして準備区域になったと

いうのが、管内５箇所が準備区域になっています。先ほども答弁したように、系統の確保

が、送電網の系統の確保が大きな課題になっているところでありますので、その課題を解

消するために、国会議員の皆さんに要望したり、国の方に要望してきているわけでありま

すので、引き続き、ここの部分は積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っている

ところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 第二期工事は、噂で流れてくる範囲ではね、もう次の立地場所だと

か、そういう動きがあるというふうに聞いております。その状況ってのは、町ではどの程

度おさえておりますか。ある程度の設置区域みたいなものは見えているんですか。

それが一つとね、今のこの洋上促進区域の更なる前進を求める。これ、町長、今の説明

ですとね、これはもう国行ってお願いするしかないようなね、例えば送電網の確保なんて

いうのは、松前だけの問題じゃないでしょう。松前以外にもね、陸上風力も、あるいは洋

上風力も各地で取り組んでいる、みんな関係することでしょうね。だから、そういうこと

ってのは、松前だけで動くことなの。それとも、そういう関連のこれから取り組もうとし

ている自治体が、みんな協力して本州への送電網の整備は、政治的にも、それから北電含

めて、全国の電力会社含めてね、そういう形でやっていただいたいっていう行動ってのは、

ある程度組織化しないとできないんでないの、松前だけの問題じゃないよね。その辺どう

ですかね、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほど陸上の１０基、建てる場所につきましては、はっきりしたこ

とは聞いておりません。建てる目安は聞いておりますけども、場所についてはまだ確認し

ておりません。ご理解いただきたいというふうに思います。

それから、先ほども答弁させていただきましたけども、関係の自治体と、檜山の自治体

と、洋上風力を期待している自治体とは昨年の１２月から連携をとりながら、一緒に東京

の方に上京させていただいて、実情を訴えて、ぜひ送電網の確保、系統の確保のためにと

いうふうな要請活動はしております。これからも一緒になって進めてまいりたいというふ

うに思いますし、来週一緒に、檜山の自治体と一緒に上京して要請活動をしてくる予定で

は、今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) 今の後からの説明を聞きますと、陸上の第二期工事、前段では令和

８年から着工する予定だっていうふうな話ですけども、実際に松前町の土地の所有者が二

期工事に向けての土地の貸借って言うんですか、そういう形の話が進んでるっていうふう

に私は聞いてんですよ。受け止め方はあまりピンとこないんだけど、町はそういう形では

どの程度まで情報入るの。相当、何て言うかね、親密な形で情報入ってこないと、やはり

取り組む、受け入れる側の町としては、相当な課題が残るんでないかと思いますけれども、

この８年の着工ってのは、確認しますけど、おおよその目標としては、受け止めてよろし

いんですね。
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送電網の確保については、これは私が言うような中身でない。もう町長も関連自治体と

の協力を密にしながら、やはり、早期解決に向けて努力していただくしかしょうがないな

っていう話で受け止めざるを得ないですもんね、これ以上、私何も言うことないんだけど

もね。

更にね、この企業を受け入れる時のね、条件整備の話、前にしましたよね。その中で町

長は、場合によっては町の土地を提供するとか、そういう環境づくりをしていかなければ

いけないんでないかという考え方を示していただきました。例としてね、建石の旧清掃セ

ンター跡地をきれいにして、その地域に提供できるような土地を用意するっていう考え方

を示していただきましたけれども、それは具体的にどの程度我々には説明できる段階にな

っていますか。もうこれから、令和８年ですか、４年ありますけどもね、そういう時間の

中でやるとすれば、そんなにそんなに時間のある話じゃないですよね。やはり、町として

はそれなりの計画もって、この件に取り組まなければいけないと私は思うんですけども、

町長いかがですかね。

○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、これまでの答弁では、企業誘致の受け入れに

対する優遇措置などの内容を検討してみたい、というふうに話をさせていただいておりま

す。建石の清掃センターの跡地につきましてもお話をさせていただいておりますが、現在

具体的な話がない中では、具体的に制度設計は進めて行けないような状況であります。

しかしながら、提携を、協定を結ぶ東急不動産にありましては、いろいろ事業展開の相

談を受けまして、本年度は建石地区町有地にマイクログリット構築に関わる太陽光発電施

設の敷地提供を実施し、その物件についても全面的に協力して確保した経緯もあり、適切

な事業展開は進んでるというふうに思っているところであります。

現状は、なかなか目に見えるような答弁にはなりませんが、当面は東急不動産と進める

風力発電等の再エネ事業に主眼を置いて、考えて行きたいというふうに思っているところ

であります。

また、洋上風力発電の開始など、再生エネルギー事業が本格するまでには、サテライト

オフィスをはじめ、企業が進出しやすい環境づくりも、継続して検討していかなければな

らないというふうに考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、私ね、この今の清掃センターの跡地を環境整備していくって

いう考え方はね、正直、正直言ってね、そこに風力発電の施設を建てるっていうようなこ

とと違うと思うんですよ。松前町にそういう再生エネルギーの取り組みが、どんどんどん

どん進んで行った時に、関連した、あるいはそういう環境を重要視した他の企業が進出し

てくるっていう受け止め方してんですよ、正直言って。その風力がどんどん進むことによ

って、松前町の電力環境は極めていい形になると。だとすれば、それを利用する、あるい

は利用したいっていう企業がね、東急さんばかりじゃなくって、他の企業がね、出てくる

だろうという想定で、その環境整備をするっていう受け止め方を私はしてんですよ。その

辺は私の勇み足ですか、どうですか。その辺の考え方、説明してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私の答弁がいたらなかったというふうに思います。今現在は東急不

動産と協定しながら、いろいろ進めております。議員お尋ねのように、新たな企業の進出

も十分考えられるところであります。東急不動産ありきっていうふうな状況ではないこと

を、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。
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他の企業も参入されるような環境づくりに、我々は対応して行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) 例えばっていうことでね、今の清掃センター周辺のお話が出ており

ますけれども、町長の説明、前の段階ではね、今言ったような場所はもちろん審議しなが

ら、例えば公共施設の利用だとか、更には現在いろんな課題を含んでおります空家の問題

だとか、そうしたこともそういう進出企業に対して、町としてね、対応できるような形に

していくっていうお話、町長されてましたよね。これ、実際私は賛成ですよ、こういう話

ってのは大賛成で。ですが、これは、ぜひ前に進めていただきたいし、取り組む形をね、

きちっと町長、つくりましょうよ。

ただ町長一人の頭の中でこういうこと、こういうこと考えていたって、事を進めるため

にはみんながそれを理解して、体制づくりして取り組んで前へ進めるって形つくっていた

だかないとね、これはここだけの話なってしまうでしょう。

どうですか、この取り組みも、例えば公共施設の利用だとか、あるいは空家の利活用の

話だとか、これ具体的に取り組む姿勢ってのつくったらどうですか。答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 前段で旧清掃センターのお尋ねがございました。清掃センターの跡

地につきましては、洋上風力が始まった時の蓄電施設用で東急不動産の方では考えている

ようであります。

それと、受け入れ条件の整備についてであります。正しく、議員ご指摘のとおりだとい

うふうに思っております。いろんな環境整備が必要になるというふうに思ってますので、

情報いただきながら、民間企業の方の英知もいただきながら、取り組んでまいりたいとい

うふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、あのね、正直言ってね、風力発電だけの、何て言うかね、用

地を用意するとか、そういうことじゃないでしょう。やはり、我々がこの風力発電、いわ

ゆる再生エネルギー利用がね、松前町で充実してくればくるほど、全国の企業は松前町に

目を向けるわけでしょう。その時に松前町がそういう企業に対して、こんなお出迎えを、

体制をつくりますよっていうことが、この町有地だとか、あるいは公共施設だとか、空家

の利活用だとかということじゃないんですか。私はそう、最終的にそうあってほしいって

願ってんですよ、私はね。

ですから、たまたま旧清掃センター跡地はね、蓄電施設のために用意、それはそれで私

は異論はないですけれども、やっぱり松前町にそういう再生エネルギーを期待しながら、

松前町に進出しようとする企業が何を期待して出てきますか。やっぱり基になるのは、お

っしゃるとおり、この再生エネルギーだと思います。

更に私は、恵まれた環境だとか、それから土地の価格が都市部と比べて、決して私は土

地の価格、松前安いとは思わないけど、都市部と比べて安いってことは間違いなくあるん

ですよ。

それから、社員の住宅だとかね、社宅って言うんですか、そういうものだとか。更に進

んで、進出したい、松前に出てきた働く人達が、社宅よりも環境考えれば、空家の利用も

できるし、土地も利用できるし、この際自分の終の棲家を松前につくりたい。そんな考え

方もね、もっていただけるような環境づくりも合わせて考えていく必要があると、私は思

いますが、町長はいかがでしょうか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 条件が合えば、町有地や公共施設の有効活用に係る無償貸付なども

検討できる可能性もあります。テレワークやサテライトオフィスをはじめ、風力発電以外

の様々な業種の進出を想定することも可能になるというふうに思っております。いずれに

致しましても、企業進出しやすい環境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。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) 何を進めるにしてもね、大事なのは人ですよ。町長が考えたことを、

それを具現化して前へ進めて行く人、人材がなければ私は事は進まないと思います。この

件に関しては、先の定例会でもね、町長にお尋ねして考え方は聞かせていただいておりま

す。例えば、町の職員が企業に行って研修してくるとか、企業の人が町に入って力になっ

てくれるとか。そういう形は、町長、お話してくださいましたよね。私は期待してんです

よ、この件はね。

ですから、できるならばね、本当にこの松前、再生可能なエネルギーの基地として、こ

れからの松前を支えていくようなものにするとすればね、もっとやっぱり専門的な人、必

要でないですか。私はそう思います。

でね、これ余談になりますけども、この度、長崎、五島列島の洋上風力を研修視察した

時にですね、つくづく感じたのはね、正に官民一体になって、それから学の方も九州大学、

あれは京大の教授かな、そして最終的には九大の教授になった人が中心になって、洋上風

力を前へ進めたと。

そして、更に言うとね、洋上風力ですから、海がこれ非常に関係深いわけだ。松前もこ

れからやろうとしてるんですからね、そういうことも考えればね、漁民が自分達の生きる

場を守るためには、やっぱり抵抗はあるでしょう。理解と協力を求めなければいけない。

あすこの地域でね、当時議長であった、市議会の議長であった人が組合長なんだそうです。

議長を任期残した、９ヶ月でしたかな、残して組合長に専念して、そして漁師の先頭に立

ってこの洋上風力の事業を前に進めた、そういう人もいるんですよ。

松前の場合ね、今の洋上風力の状況からいって、そこまで体制づくりする段階ではない

かもしれませんけれど、洋上風力に対する理解と協力って、どの程度できてんですか。町

長なりの、議会でも町民にも漁民にもその中身を理解していただくようなね、場を設けて

この大事な事業を前へ進めるというお話されてますよ。確かに時間はね、まだ前にあるか

ら、そういう段階でないかもしれませんけれども、ひっくるめて、人は大事です。

ですから、人に関しては早い時期にね、現状で対応できる段階は、それはそれで当然の

話なんですけれども、それを更に前に進めて行くってことも視野の中に入れて、人材確保

しないといけないと、私は思います。町長、いかがでしょうか。

○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、現状では現体制の中でいろいろ進めている状

況でありますけども、やがては限界が来るだろうというふうな思いもしております。いろ

いろな体制づくりも視野に入れながら、進んで行きたいというふうに思っているところで

あります。現状は、まだちょっとこう動きが停滞しているような状況であります。

それから、漁協の方でありますけども、東急不動産の皆さん、漁協の方にも結構通って

いるようでありまして、いろんなお話はされているようでありますので、今後も引き続き

地域に入って行くようなことも重要だというふうに考えておりますし、我々もその方向で

進んで行きたいというふうに思っているところであります。
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○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) ぜひ前に進める取り組みをしていただきたいと思います。

マイクログリットの構想ですよね。これは、構想そのものは認めてもらえるような働き

かけの体制はできたんですよね。構想はできました、前へ進めるために手続き手順の第一

歩は踏み出したというふうに私受け止めております。現状は、このマイクロプロジェクト

は、どういう状況にありますか。ご説明いただけますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) マイクログリット構築の進捗状況についてであります。前回までの

ご答弁させていただきましたが、令和２年度に松前町地域マイクログリット構築マスター

プランを作成し、令和３年、４年の２ヶ年でマイクログリットの構築を目指し、試験的に

建石から大沢地区までの区域に絞り、構築を図る予定で進めてきました。

令和３年度も経産省への補助を申請し、構築を図る予定でありましたが、安全性や供給

の安定性などで北電、北海道電力との協議が整わず、大幅に構築する系統ラインの縮小を

余儀なくされまして、当初予定した面的な供給ができなくなりまして、経産省への補助も

取り下げる結果となったと、そういうふうに東急不動産からは聞いております。

しかし、紆余曲折はあったものの、災害時に既存送配電ネットワークから切り離し、マ

イクログリットによる一般家庭等への電力の独立運用できる仕組みにつきましては、令和

４年度で構築できる予定であるというふうに聞いております。マスタープランでの規模感

では、本町地区一帯というイメージで進めておりましたけども、具体的な実施にあたりま

して、北電との協議が整わなかったことから、少しスモールスタートとなる形になります

が、役場、町民総合センターを含む、この福山地区の一部への供給体制の構築となる見込

みになっております。

スタートとしては、少し小さくなりましたけども、一般家庭等へのマイクログリットの

構築としては、日本で初めてのものであります。これを第一段階として、今後も面的な拡

大を目指し、東急不動産と連携して進めて行きたい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) 残念ですね、縮小せざるを得ないと。これは、北電さんの事情は私

はわかりませんけれどもね、何か問題あんの、こういう形でやられると、北電さんの電気

が売れないのかな。そういうこととは違うんですか。まあ、これはやむを得ません、その

とおり受け止めていきたいと思います。

町長、こういう風力発電、いわゆる再生エネルギーを利用してね、まちづくりをするっ

ていう考え方は、これ決して否定もしませんし、むしろどんどんどんどん力を入れて前へ

進めていただきたいなと、そういう思いでいっぱいであります。

町長、このね、今回のね、九州、長崎五島のね、視察研修で感じたことは、あそこの町

は洋上風力を中心にした再生可能エネルギーで、正にまちづくりをしようとしているのは

はっきりとわかるんですよ。その一つはね、土建屋さんやってた人がね、そういう電力事

業に参入して、そして風力発電関係のメンテナンス事業をね、立ち上げたんですね。です

から、そういう姿を見ると、まだまだ先へ進む要素は残してるみたいですけれども、私は

松前の町でもこの風力発電、いわゆる再生可能エネルギーを活用するためには、町の姿勢

も大事だけれども、地元でそういう就業の場をつくっていくってことも、私は大事でない

かなと思ってます。

そこの社長に私お尋ねしたことはね、どれだけ専門知識を取得しなければ、そういう事

業ができないのかというお尋ねしました。いや、私のとこに研修３ヶ月もしていただけれ
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ば、基礎的なものはすると。願いはね、やっぱりその施設も私見せていただきましたけど

も、全国に今の、何て言うかな、技術を使って目を光らせて、そして九州にいながら、遠

くの風力発電、いわゆる施設のね、監視できるような体制なんですよ。社長いわく、やは

りそれだけの施設が地元にあるならば、そうしたものを、例を挙げて言いますとメンテナ

ンスという事業なんですけれども、それを取り上げることによってそこに働く場所ができ

るんですね。

ですから、その社長の話を聞かせてもらうと、私の質問は、松前高校の卒業生は、卒業

すると同時に松前で働く場所がないし、できればそういう形で働く場所をつくることは可

能でしょうかっていう質問したんですよ、そしたら、十分大丈夫だと。ですから、学んだ

人が地元に戻って、この松前町のみならず、上ノ国でも江差でもそういうメンテナンスの

事業にね、目を向けて働く場所をつくっていくことも可能だと思うし、これは人が大事で

すから、なかなか簡単なことではないけれども、可能性を私は感じてきたの。

ですから、研修に、そこの会社に行く形をね、町でバックアップして人を育てるってい

う考え方はね、私はこれから取り組んで行かなければいけないんでないですか。まして、

今の第一期工事、１２基ですか、更には第二期工事も１０基ですか、パワーアップして１

０基になります。そして、上ノ国にも江差にもあります。そういう状態の中で、ここでそ

の方面のメンテナンスできる体制ができたら、私は最高だと思うんだよね。

一緒に職員の方も行かれてますから、ご報告されてると思いますけどね。その辺は、こ

れから松前の、特に若い人方の地元で働く場所をつくるって意味では、相当価値のある、

私話だと思ってますんでね、どうですか、研究してみませんか、町長、お考えを聞かせて

ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 五島列島の洋上風力のお話、職員からはまだ直接お話は聞いており

ませんが、成果につきましては、これから報告をしていただけるというふうに思っており

ます。

いろんなチャンスが松前には落ちているわけでありますので、いろんな情報をキャッチ

しながら、このチャンスを逃がさないように取り組みを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。東京から吹いてきている暖かい風をきちんとおさえて、前に、適

格に受け止めて、適正に進んでいければなと思っているところでありますので、議会の皆

様方のご理解も一つよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長の、私にとっては力強い言葉だと、そういうふうに受け止めて

おります。チャンスはつかみましょう、町長。この風は、間違いなくアゲインストじゃな

いんです。松前にいい風が吹いてる、町長、おっしゃってるでしょう。

本当に、先の話までしてしまいましたけれども、まだこれからの制限解除された中でね、

町長は今までの遅れを挽回してさ、馬力かけて、どんどんどんどん前へ進めて行ってほし

いと願ってます。

まあ、おそらく来年のこの２定に、私いるかどうかわかんないですけども、もしいれば、

またこの経過を町長にお尋ねするかと思いますけど、大変な事業です。頑張っていただき

たい、期待しておりますので、町長、取り組んでください、本当に。絶対、このチャンス

を活かしてください。そうお願い、期待しながら終わります。ありがとうございます。

○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。
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(休憩 午前１１時４９分)

(再開 午後 ０時５８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

次に、１番疋田清美君。

○１番(疋田清美君) それでは、まず先般のさくらまつりには、観光客がたくさん来てく

れたということで、大変賑わっておりました。また、コロナの心配も致しましたけれども、

大したことなく、ほとんど何ら変わりもなかったような気がございます。順調に行ったと

思っております、本当にありがとうございました。期間中、大変素晴らしいお祭りでござ

いました。

それでは、まず質問させていただきます。まず、松前町におきまして、人口減少が進む

中、過疎や少子高齢化を止める速効薬がないのが現状かと、そのように思われております。

そしてまた２０年後には、人口が今の半分にまで落ち込むとも言われておりまして、雇用

の場もなく、経済にも大きな低下するとも言われております。町外にはＵターンしたくて

も仕事がなくて、そのまんま都会に残ってる人も少なくはありません。町内で雇用の環境

を整えることができないかを、今回質問させていただきます。

まず、町の予算を町内で回すことにより、経済と雇用を考える方法はないか、お尋ねし

ます。

それと予算の中では委託料はあるが、町外に委託している事業は何件くらいあるのか、

まずお尋ね致します。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) ただ今疋田議員から、地域経済の循環と雇用の促進及び今後のまち

づくりのあり方について、という表題の一般質問をいただきました。

まず、１点目、ご答弁を申し上げたいというふうに思います。お尋ねの委託事業であり

ますが、令和３年度の状況をお答え致します。

令和３年度の委託事業は、一般会計では２１８件、国保、介護の特別会計で１２件、合

計２３０件で、金額と致しましては、全体で約５億３千万でありました。その内、町外は

１０５件の２億５千４００万円にな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) 相当な数ですよね。それにつきましては、次に、町外へ委託してい

る事業の中で、町内で回せる可能性がある事業はどの程度あるか、再度質問致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 委託件数２３０件のうち、町外の事業者の契約分は１０５件であり

ますけども、専門業務、あるいは機器の保守点検などの委託がほとんどでありまして、現

状で見ると、町内で回せるものは施設の管理系であると思いますが、道の駅の委託や庁舎

警備の委託は、町外事業者でありますが、雇用されている方々は町民でありまして、その

他ではほぼないというふうに思われるところであります。

また、委託事業においては、地方自治法第２３４条において、契約は一般競争入札、指

名競争入札、随意契約の方法により締結するとされ、松前町の財務会計規則でも契約の方

法が規定されておりまして、法令等に基づく理由がない限り、１社のみの入札や意中の事

業者への契約はできないこととされており、委託が可能な事業者が町内及び町外に存在す

る場合は、入札結果によって町外の事業者が落札することもあります。いずれに致しまし
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ても、松前町と致しましては、法令等を遵守しながら、できる限り町内の事業者に委託で

き得るものは、入札に積極的に参加していただけるように配慮をし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) そういう形であればいいですよね。次に、手法と致しまして考えら

れるのは、先進地ではふるさと納税や公共施設の運営や管理、また広告代理店など、まち

づくり会社というのを設立致しまして、町内で事業展開し、雇用の促進を目指す事例もあ

りますが、町長、検討する考えはございますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) これまでの前例、松前町での前例と言いますと、ＮＰＯ法人まちづ

くりフォーラムが給食の委託を受けて実施していただいております。更に、松前観光協会

でも現在法人化する話も具体化しているところであり、各自の定款にもよりますけども、

この２団体の他に、改めてまちづくり会社を設置するということは、町としては、現在の

ところは検討はしてございません。

当該２団体においても、これも先ほど申し上げましたように、法人の定款によりますが、

疋田議員の言う管理業務なども、可能となる場合もあり得るというふうに考えているとこ

ろであります。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) 次に、新会社として考えられる業務の内容でございますが、例えば

松前町からの仕事と致しまして、ふるさと納税の管理ですとか、協力者への返礼品や発送

の手配、また返礼品の在庫管理などがございます。また、返礼品の新規開拓や広告代理店

なども扱ってみてはいかがかと思っておりますけれども。

また、体育施設の管理でございますが、体育施設の受付や管理、また町内の健康増進に

繋がるイベントの支援及び企画の政策などがございます。更に、移住の方々に空家対策の

業務の中に移住体験の住宅管理や空家バンクの管理、運営なども手がけていくべきものと

考えております。

ふるさと納税は、町外へ業務を委託することで多くの人の目に触れまして、普及しやす

いという利点はありますけれども、できれば、町外の業者に任せるのではなく、町内の業

者で対応することができれば、雇用の創出などが生まれてくるかと思います。

当然のごとく、町内経済の環境、更には町の活性化に繋がるものと思いますが、このこ

とについて、町長の考え方を問います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 疋田議員のおっしゃるとおりのことができれば、町民にとっては大

変いいことだというふうに思っております。地元で稼いだお金を地元で消費することは、

自治体の理想でもあります。更には、外貨を稼げれば言うことはない経済構造であるとい

うふうに思っております。

町と致しましても、常に業務、アウトソーシングは検討しており、施設の指定管理はそ

の代表的な例でありまして、松前温泉や松前藩屋敷、道の駅と民間活力を発揮してもらい

ながら、行政ではできないきめ細かなサービスの提供など実施してもらっておりますけど

も、入館者、観光客等の減少により、当初予定した以上に町からの委託料が膨らんでいく

状況にあることも事実なんであります。

また、町では、会議の委員を除き、パート、フルタイム合わせて１００名以上の会計年

度任用職員を採用し、様々な業務にあたってもらっております。このように、経済の町内
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循環を常に意識した施策を展開できるように、我々としても努力をしているところであり

ます。

また、お尋ねのふるさと納税の管理についても、確かに現在町外の中間委託会社を通じ

て、ふるさと納税について様々な作業を実施してもらっておりますけども、その手数料収

入は、ふるさと納税額の１０％前後が相場でありまして、安いところでは３％で請け負っ

ているところもあります。現在の松前町のふるさと納税額は、３千万円程度であり、かな

りの寄附額を伸ばしていかないと、運転資金にもなかなか回っていかないというのが現状

であります。質問の内容は、大変理解しておりますけども、現実はなかなか厳しいものが

あることも、ぜひご理解いただければというふうに思っております。

疋田議員のおっしゃる考え方については、本当に同調できるものでありまして、雇用の

創出、経済循環、町の活性化は人口減少が著しい状況下では、永遠のテーマであるという

ふうな認識をし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、松前町の人口が２０年後には、人口が今の約半分まで落ち込

み、雇用の場もなく、経済的にも大きく下がると言われております。官と民の中間の力で、

柔軟に自由に動ける組織があれば、地域の力になれるものと考えまして、地域活性化型で

町民主導のまちづくり新会社をつくれないかと考えております。

このような状況に対して、生活圏レベルにおきまして、人口減少を前提としながらも、

固有の文化、伝統、自然減少などを活かして、質の高い暮らしを営むことのできる、持続

可能な地域づくりを目指して行くことが必要であります。

その際に、まちづくりにあたっては、人口増加に伴う都市の拡大に合わせて基盤整備を

行うと考え方から脱皮致しまして、既存ストックの状況に合わせたコンパクトなまちづく

りへ発想を転換することが不可欠ではあるかと思います。また、それぞれの地域がその地

域独自の資源などを活かしまして、活性化に取り組んでいることが重要であります。その

ことにつきまして、町長の考え方を聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 疋田議員のおっしゃることは、大変理解できるところでありまして、

人口減少に白旗を揚げるということではありませんけども、２０４５年に２千人を切る人

口となる推計が出されておりまして、様々な統計データーから見ても、決して間違った予

測ではなく、これに歯止めをかけるという言葉が使いづらいのが現実であります。町の方

向性と致しましては、人口減少は止めることは難しいですけども、現在も他の自治体では

２千人規模の人口で生活しているところもたくさんあります。松前も人口が減っても、豊

かな生活スタイルをおくれるよう、スマートシュリンクな状況での持続可能性を探ってい

きたいというふうに考えいるところであります。

人口の、地域の人口の減少やライフラインの整備を考えると、コンパクトシティ構想も

検討すべきところではありますが、海岸線に４０キロにも及ぶ行政区域にある中で、そこ

に住む人々の権利も尊重しなければならないことから、一概にはコンパクトシティも難し

いところではありますが、今後、発展が期待できる再エネ事業の推進による地域振興策と

合わせまして、人口減少に対応する方法も検討していきたいと考え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) 安定的な雇用を図るための、民が力が大きくできれば良いのでござ

いますけれども、現実的には難しいかもしれません。しかし、公では限界があるものと、
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民の力を最大限活用致しまして、サービスを充実させる方法があると言われております。

考え方を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) ちらっとはいきませんけども、本当に当たり前のことしか申し上げ

ることができませんけども、安定的な雇用の確保には、働く場所の確保が必要で、働く場

所が少なくなってきていることから、若年人口が流失し、人口が減少する負の連鎖が続い

ております。高齢者人口も総体人口の５０％を超えており、生産人口が減少している状況

下において、今以上に民間の力を最大限活用できる政策は、何があるのかと考えていると

ころでありますが、なかなか具体的に何ができるかとなると、難しい状況にもあります。

公的サービスのアウトソーシングにつきましては、常とするテーマである一方で、本来

費用対効果が出るものがアウトソーシングの考え方ではありますが、利用料の減少により、

効果の逆転現象も徐々に現れてきております。更に、生産人口の減少から、雇える人材も

不足する現象も現れてきております。実際役場職員も減って行く中で、更なるアウトソー

シングやＤＸ化も図らなければならない未来も、そう遠くはないと感じているところであ

ります。

公と民との役割のバランスと棲み分けも考えながら、持続可能なまちづくりを検討して

いき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) 結びになりましたけれども、先月長崎県五島市を議員６名で視察し

てまいりました。また、類似した取り組みの事例もございました。それは、洋上風力発電

の市民電力会社であります。今回の件は、今後のまちづくりを進めて行くうえで、大変参

考になったところでございます。

また、松前町も洋上風力発電は、これから先の課題でありますけれども、現状見て考え

た時に、農業や水産業など、松前には松前の特性がありますし、あるいは商工サービスも

含めて、これらを複合的にコーディネイトしていく形もあるかと思います。

町民主導のまちづくり会社の設立のあり方について、町長の考え方を再度お聞き致しま

す。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほどの梶谷議員の一般質問にもありました。長崎県五島市の取り

組みの事例でございます。町と致しましては、風力発電等の再生エネルギーの推進による

まちづくりによって、産業の活性化や電力資源を確保する中で、地域電力組織の立ち上げ

など、様々な場面で再エネ事業をきっかけとして、人口減少に対応する振興策が期待でき

ることを話させてもらっております。

松前沖での洋上風力発電施設は、漁業に対する支援と振興はもとより、商工業者への影

響も大きく、更には、稼働収益によるまちづくり支援と、固定資産税の増収などによる地

域還元政策が図られる期待と、国で進める脱炭素政策の中枢を担うのが、再生可能エネル

ギーの充実であり、国の方向性とマッチする政策であると認識はしています。

五島市のあり方は、成功した事例として参考になるものでありますし、ここまでくるた

めに１０年以上の苦労があったと聞いております。ゼロの状況から新しい事業を興すこと

は、大きなきっかけが必要であり、それが洋上風力発電の開設であるというふうに思って

おります。

現在は、まだ促進区域の指定も受けていない、第一段階で止まっている状況であります

けども、これが動き出す時には具体的な財源や、民間でなければ動かせない事業展開も見
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えてくるんだというふうに思います。民間の活性化が産業の活性化に繋がり、雇用の広が

りと合わせて、生産人口や関係人口が増える可能性が多いにあるというふうに思っており

ます。

このような状況になってきた時に、正しく疋田議員がおしゃる、町民主導のまちづくり

会社の役割が活かされてくる場面が出てくると思われます。ただし、現在のまちづくりを

進める法人格を有する団体との事業展開も考慮しながら、考え方やあり方を整理すること

は必要ではないかというふうに思っております。民間が主導するまちづくりについては、

大いに賛同するものであり、理想とするものであります。そのような活力の溢れるまちづ

くりが図れるように、一層の努力をしてまいりたいというふうに考えております。

○議長(伊藤幸司君) １番疋田君。

○１番(疋田清美君) 何はともあれ、まちづくり会社をつくることで、地域の活性化を図

れればと思いますけれども、Ｕターンしたくても仕事がなく、そのまま都会に残っている

人も少なくございません。その人達のために、我々も頑張って行うことができたらと思い

ます。答弁はいりません、どうもありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、２番飯田幸仁君。

○２番(飯田幸仁君) それでは、一般質問の方をさせていただきたいと思います。

表題は、名実ともに日本一の桜の里を目指してという表題にさせていただきました。冒

頭町長の行政報告にもさくらまつりのことを取り上げていただきまして、それで、やはり

春の２回目の定例会の時には、さくらまつりの話は必ず出るので、松前にとって桜も非常

に重要なものだなというふうに感じております。

第７４回松前さくらまつりも無事に終わりまして、私個人としましては、約３年ぶりに

標準木の開花宣言をさせていただきました。その際、全道の友人からメッセージをいただ

きましてですね、改めて松前の桜の開花のニュースは、すごくインパクトがあるものだな

というふうに感じた次第です。

その２日後にさくらまつりが開催されて、非常に良いタイミングでございまして、今年

のさくらまつりは、何かいいさくらまつりになるんじゃないかなというような感じを、ち

ょっと受けたわけですね。

町長の方も行政報告でお話されておりましたけども、松前藩復領２００年の記念式典の

４月３０日は、晴天にも恵まれまして、ちょうど南殿が満開でして、福島伊達市の皆さん

にも喜んでいただけたなあと思っております。

桜に感動してくれる観光客の驚き方や、やはり桜に対する思い入れに、改めて松前の桜

というものが、非常にいい桜で、その桜を紹介できる喜びを感じたさくらまつりでもあり

ました。

ただですね、喜ばしいことが非常に多い今年のさくらまつりだったんですけども、反面、

長い間、桜やさくらまつりを経験している私としてはですね、実は喜ばしいばかりではな

い部分もありまして、現場にいるがために気になるところも最近出てきております。

ご存じのとおり、色も何となく薄い感じも印象を受けましたし、開花時期の早まってい

るのは、これは多分気候の関係だとも思いますけども、それだけでは収まらず、やはり、

ちょっとした気になる場所とかもいろいろありましてですね、今日の一般質問とさせてい

ただきました。

松前の桜は、全国に誇れる桜ではあるんですけども、やはり将来に向けた準備っていう

のが本当になされているのか。その辺を質問していきたいと思っております。

まず、始めに、この２５０種１万本っていう桜は、松前の自慢でもあります。本当にこ
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の桜自体がですね、実際に管理できているのかどうかっていうところを、細かく質問した

いと思いますので、よろしくお願い致します。

まず始めに、松前公園の管理についてお伺いしたいと思います。現在商工観光課の方で

桜を担当してるというふうに認識しておりますが、実際に桜に関わっている団体ですとか、

その活動内容について、町長の方からお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 名実ともに日本一の桜の里を目指して、との表題の一般質問をいた

だきました。

１点目の質問にお答え致します。松前公園の管理についてであります。現在、商工観光

課以外では、松前花の会と、松前桜保存研究推進協議会の２団体がありまして、松前花の

会は、松前公園内の桜の剪定、公園連絡の沿道に植えられている桜並木の手入れを主な活

動としております。また、松前桜保存研究推進協議会につきましては、浅利先生をはじめ

日本花の会、有機農場、樹木医、造園業者などの学識経験者や松前花の会、松前観光協会

など１５団体と個人１１名の集まりでありまして、樹木医による桜講習会、桜の保存活動、

町内小学生を対象に桜学習などの活動を行っております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 私が知ってる団体と、私が知らない団体がありまして、思ったより

も多い団体なのだなあというふうに感じました。特に観光協会ですとか花の会っていうの

は、私達も直接お手伝いしたりとか、関わる部分があったんですけども、ちょっとこの、

何でしたっけ、桜保存研究推進協議会でしたっけ、こちらの方はちょっと存じ上げなかっ

たので、長い間桜に携わってる者としては、ちょっと恥ずかしいなっていう感じがありま

して、ちょっと驚いた部分ではあるんですけども、この団体の方々がですね、お花見の時

期だけではなくて、年間通してどのような活動されているのか、そこちょっと教えていた

だけますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 年間通じてどのような管理を、というふうなお尋ねでございます。

令和２年度から松前公園の管理を観光協会に委託して、草刈り等の環境整備、日本庭園な

どの花木管理、桜の管理をお願いしているところであります。

桜の管理につきましては、剪定、施肥、接ぎ木、病害虫対策、ウソ対策などを行ってお

ります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 年間通じて結構なことやれると思うんですけども、実際にお花見の

時にガイドしていますと、実は花の咲いてるところの間から枯れ枝が実際に、ちょっと見

受けられました。これ、今年だけかなあと思ったんですけど、年々ちょっとずつ増えてる

ような気がしてもいますし、またさくらまつりが終わった後に第２公園の方に行きますと

ですね、第２公園の方の桜もちょっと傷んでるようなイメージを受けてます。

それと同時にですね、公園内の夫婦桜が増えてきてるっていうのもあります。接ぎ木の

根元でありますソメイヨシノがそのまま伸びきっちゃってるっていう現象もありまして、

名木の夫婦桜の他に公園内では、私が知る限りでは３０から４０あります。ですので、そ

れは、基の台木の根が出てきたものをカットするのができてなっていうことになるのでは

ないかなと思ってまして。それは、なぜかって考えたんですけど、ひょっとしたら人手不

足、マンパワー不足になっているんじゃないかなって気があるんですけども、町長は今の

お話を聞いて、どういうふうに思われたでしょうか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 枯れ枝につきましては、毎年３月から４月にかけまして、実施エリ

アを決めて集中的に除去しておりますが、松前公園の桜は、樹齢５０年を超えるものが多

くて、年齢化により除去しても新たな枯れ枝が発生するといった状況が見られるようであ

ります。

また、第２公園の桜は、木と木の間隔が狭く、老齢化も進んでいることから、今後予定

している松前公園整備計画策定の中で、老齢木の更新も含めて、管理方針を検討すること

としているところであります。

ご指摘のありましたマンパワー不足は、松前公園に限ったことではなくて、人口減少に

伴い、あらゆる分野において不足しておりますが、簡単に人を確保できるような状況にも

ないために、それぞれの分野で、作業方法などを工夫を凝らしながら対応しているのが現

状であります。松前公園では、マンパワー不足に対応するために、一部草刈り業務の回数

を減らすなどして、今後のあり方も検討をしている状況であります。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 他の業務でもマンパワー不足ってのは、全体的に不足してるとは思

うんですけども、松前の桜を日本一の桜にするという高い目標を掲げるのであれば、やは

りそのマンパワー不足っていうのも、今後検討材料の一つだと思いますので、ぜひともそ

の辺は対応していただければなと思っております。

四つの質問のうちの２番目に移りたいと思います。松前公園の桜っていうのは、やはり

２５０種１万本っていうのが一つの大きな自慢であり、いろいろな色、いろいろな種類が

豪華絢爛に咲くのが、松前の自慢だと私は思ってます。また、品種のうちの種類で、八重

桜が非常に多いのも、他の公園にはない特徴だと思いますので、これはやはり全面的に押

し出してＰＲするべきだなというふうに思っております。

ただ、その中でですね、全国で見ますと、実は松前公園のような公園もありますけども、

実は、何もないところに１本だけ非常に立派な桜が咲いてる場所もありましてですね、ち

ょっと調べましたら、日本三大桜っていうのがありまして、岐阜県根尾谷の薄墨桜、それ

から山梨県北杜市にあります山高神代桜、これ樹齢２千年って言われてますね。それと、

もう一つは福島県の三春滝桜っていうのが、日本の三大桜なんだそうです。その他に、日

本の五大桜って言って、埼玉県の桜、静岡県の桜ってあって、その他に一本桜って言われ

てるものが、日本全国あらゆるところにたくさんあります。

この一本桜の名所っていうのは、短期間ではありますけども、非常にマスコミも取り上

げられやすいですし、非常に注目を浴びやすいというような特徴がありまして。その一本

桜に松前は対応できないかっていうと、実はそうでもなくてですね。皆さんご存じのとお

り、北海道ではダントツの血脈桜はやはり有名なんですけども、しかし、これ光善寺の境

内の中にありましてでしてね、正直言って、光善寺の方々の善意でもって観ていいですよ

っていうふうに言われているところにお邪魔してっていうようなことで、光善寺さんには

非常に感謝申し上げなければならないなというふうに考えてます。

松前にも名木はあるんですけども、それでもやはり全国の名木に比べたら、何となく規

模が小さいような気がするんですけども、町としてこれから、日本の三大桜には叶わない

にしても、将来に向かって大きな名木を立てる計画っていうのは、実際にあるんでしょう

か。そこ、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 樹齢３００年を超える、今飯田議員のお尋ねにもございました、３
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００年を超える血脈桜のように、次世代に引き継ぐ名木を育てたいと思っているところで

ありまして、今は計画として示せませんけども、今後予定している松前公園整備計画策定

の中で、植栽の場所や品種について、広くご意見を伺いながら検討をしていきたいなとい

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) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) そうですね、公園整備計画っていうのが、私何回も見てまして、い

ろいろとここ数年の動きとしては、六車さんの山側のところの物資が広くなって、今タン

ポポすごく咲いてましてね。そのタンポポの植生と桜の植生が栄養を取り合ってしまわな

いかっていう、そういうちょっと心配をしながらも、非常にきれいなので、毎年写真に収

めてですね、ＰＲをさせてもらってます。

あすこの場所、例えば桜見本園から松前藩屋敷、それから六車さんの辺りの広い敷地が

見えるところにあるんですが、あのだだっ広いところにたった１本だけ大きな木があると、

本州と同じような景色で、品種を選びさえすれば、ひょっとしたら松前の中に豪華絢爛な

公園と一本桜の公園とって、二つ楽しめるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと考え

たりもしております。

それは私のあくまでも青写真なので、構想ですけども、いつかそれが、願いが叶えばい

いなあと思ってるんですけども、やはり先立つものはお金になってくると思うんですね。

なので、名木をつくるためにですね、思い切って全国から松前でこういう一本桜をつくり

たいんですっていうための寄附を募るですね、クラウドファンディングとかそういうもの

をやってみたらどうかなというふうに思ってますが、それについて、町長、どうでしょう

か。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご指摘の一本桜につきましては、先ほども答弁申し上げましたけど

も、広く皆様方のご意見を伺いながら検討していくことで、ご理解いただきたいというふ

うに思います。

当町では、ふるさと納税を財源として行う事業の中に、世界一の桜の里づくりに関する

事業を対象事業としております。町のホームページにも名木づくりに活かすことが類似さ

れているところであります。名木をつくる際には、ふるさと納税の活用を考えていました

けども、クラウドファンディングも資金調達の方法として、一般的に広く活用されている

ので、検討する価値はある、いうふうに考えているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) そうですね、２５０種１万本っていう表現と、あと名木、１本だけ

の名木っていって、これ両方所有してる公園って、全国で多分ないと思うんですよね。な

ので、それが両方とも所有することが、将来ですね、将来することができる松前公園であ

れば、それこそお客さん呼ぶっていう言い方はどうかはわかりませんけども、それは、松

前だけが唯一できることではないかなっていうふうに思うわけですね。ですので、将来的

にはこの１本の木を育てるっていうことも、ぜひ検討していただければなと思っておりま

す。

これからはですね、桜本来のものについて、ちょっとお伺いしたいなと思っております。

質問の３番目にもありますとおり、桜のことを全て知るために、実は施設とか研究所が必

要ではないかなというふうに考えておりまして、これは、なぜそういうふうに思ったかと

言うと、実は桜のこと、私約２５年ぐらい関わってますけど、花の会の説明だとか浅利先

生の説明とかいろいろ聞いてきたんですけども、実際桜ってじゃあ何、飯田さんとかって
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言われた時に、バラ科ですとか、そのぐらいのレベルしか説明上手くできませんで、実は

桜のこと何もしらないっていうことがわかった時に、ここの町に来れば桜のことは大体わ

かる町だよっていうふうに、松前は名実ともに本当に桜の町だっていうことを、ちょっと

全国の人方、あるいは世界中の人方に知ってもらうのがいいんではないかなと思ってます。

そういう意味では、誰でもですね、やはり桜の知識を知るための環境っていうものを、

松前町としてはそろそろ用意した方がいいんではないかと思うんですが、町長の意見聞か

してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、飯田議員と同じ思いをしているところであります。桜の知

識を知るための環境と致しまして、コロナ前の令和元年度までは町民を対象に樹木医等に

よる桜講習会を開催、町内小学生を対象に桜学習を行うなど、学びの場は用意してきてい

るところであります。しかし、残念ながら参加者も少ないことでありまして、誰でも気軽

に参加できるような環境づくり、正しく議員ご指摘のとおりだというふうに思っておりま

す。その環境づくりに努力をするべきだというふうに判断しております。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) その環境づくりについて何ですけども、やはり一番私達、町民、あ

るいは訪れた人方が一番わかりやすいのは、多分桜資料館だと思うんですね。直接桜資料

館に入ることによって、松前の桜のことを知ることができるっていう、いい場所だとは思

うんですが、残念ながらさくらまつりの期間中だけの開館のような気がしたんですけども、

これ、確かそうですよね。もし、その期間を延ばしてですね、開けて葉桜になろうが、秋

の枯れ枝に、落ち葉になろうが、桜資料館だけは開けていた方がいいんではないかなと思

うんですけども、この期間っていうのは、延ばすことはできないんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご承知のように、桜資料館は現在ボランティアの協力でさくらまつ

り期間のみの臨時開館となっているところであります。いろんな施設の管理上、開館の際

には常駐する職員が必要となります。施設の入館状況から見て、職員を置いての期間延長

はできるんだというふうに思いますけども、そういう諸々の状況から判断すると、期間延

長は、運営、コスト的にも大変厳しいものがあるというふうに思っております。

また、現在協議の段階でありますけども、さくらまつり以降、松前藩屋敷の民家に桜資

料館にある資料の一部を展示し、桜の里のＰＲすることも現在検討しているところであり

ます。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 確かにさくらまつりの時にはたくさんの人が訪れてですね、桜資料

館の入館者も増えると思います。桜資料館については、さくらまつりが終わった途端に急

激に入館者が減るっていうことですよね。それって、ひょっとしたら、中の展示の仕方に

何か問題はないのかなっていうふうに、ちょっと私思ってまして、アから順番に２５０種

類のＡ４版のラミネートかけたものが壁一面に張られてあるんですけども、松前の方は非

常に興味あるかもしれませんけども、旅行者の方とか観光客にしてみると、わー、たくさ

んあるのねで終わってしまうような気がするんですね。

松前町民だけなんですね、桜の品種で開花を言うの、南殿咲いたねとか、糸括咲いたっ

て。全国の人にいろいろ聞いてみました、桜の種類って何種類あるかわかるったら、ソメ

イヨシノ、枝垂桜、八重桜、３種類です。なので、これをたくさん紹介する意味でも壁に

たくさん貼ってあると思うんですが、それは、ひょうっとしたらファイル化して、ファイ
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ルでめくるか、あるいは何かタブレットみたいなもので検索をできるものが何かあるんじ

ゃないかなと思うんですね。

そこで、桜資料館の展示についてですね、工夫する必要があるんではないかというふう

に思ってまして、やはり松前町の桜にも歴史、文化がありますのでもっとそちらの方を前

面に押し出したりとか、そういった紹介を桜資料館の方でしたらどうかと思うんですけど

も、町長、いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 桜資料館には、来訪時に咲いてない桜を観ていただきたいとの思い

から、桜の品種の写真をあえて展示しております。また、桜資料館の成り立ちや、松前生

まれの桜の誕生についても紹介しておりますけども、これを機会に来館者の声を直接聞い

ているボランティアの方々からもご意見を伺いながら、どんな展示方法がいいのか、検討

してみたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 今注目を浴びてます水族館ですとか動物園っていうのは、やはり毎

年、もしくは何年かに一回やはり更新してですね、なるべくいらっしゃった方に添うよう

な形になっておると思います。

確かに松前の桜資料館には歴史も表示してありますが、結構経ってから、ややしばらく

経ってますし、当時の接ぎ木の仕方のものも、奥の方の上の方に張ってあるんですけども、

あれも多分数十年前のものだなあというふうに感じております。

ですから、さくらまつりにしかお客さんが来ないから開けないっていうのではなくて、

できることであれば、さくらまつり以外でも中に入ってもらって、桜を興味持ってもらう

っていうふうな考え方の展示方にしていただければなというふうに思いますので、ぜひと

もその辺も検討していただければと思います。

また、松前藩屋敷の方に、松前の桜のことを、桜資料館の展示の一部をＰＲするってい

うのは、非常にいいことだなと思っていますので、そちらの方も実行していただければな

と思います。

続きましてですね、桜の研究って言うか、ちょっと研究について、松前の方ではどのよ

うに関わっているのか、それについてお伺いしたいと思います。お花見ではなくて、実際

に今度は桜自体のことについて、松前町としてはどのように関わっているのか教えてくだ

さい。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) お尋ねの桜の研究についてであります。町では、松前桜保存研究推

進協議会、先ほども申しましたけども、その協議会と連携して公園内にある桜を研究材料

に、土壌改良を実施したり、樹木医らによる桜講習会や桜の保存活動などの調査、研究を

行っている、そのような関わりを持っているところです。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) それは、町外の方ということですよね、町に桜のお医者さんってい

うのは、正直必要なんじゃないかなというふうに思うんですけど、町長はいかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) お尋ねのとおり、松前桜保存研究推進協議会には樹木医も参画して

おり、夫婦桜の樹勢回復に携わっていただいております。また、当協議会には、樹木医の

他に日本花の会、有機農場などの研究機関も参画していることから、同協議会と連携を図

ることで機能は果たせるというふうに考えております。
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しかしながら、残念ながら町内には樹木医という人はいないのが現実であります。そう

いう状況も理解していただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 日本一の桜を目指す場所としては、やはり樹木医ですとか、桜のお

医者さんっていうのはやっぱり必要でないのかなというふうには思ってます。もし、それ

が今すぐ願い叶わないとしてもですね、将来的に、例えば日本の大学、聞くところによる

と東京大学と筑波大学あたりは、遺伝子も何か研究されてるそうっていうのも、ちらっと

聞いたことがあります。この場所にですね、この大学等の研究所などにですね、松前公園

自体を提供してですね、もっと桜について学ぶべき場所をつくる必要があるんではないか

というふうに、私はそのように思ってるんですけども、環境としては、多分他にこのよう

ないい場所っていうのはないんじゃないかな。

要は国の施設で、先ほど有機農場の話されてましたけど、松前の桜の品種はほとんど預

かってあるような場所ですし、ああいう国の施設ってのあるんですが、松前っていうこう

いう一つの単町で、このようないい場所っていうのがないような気がするので、ぜひとも

大学生の研究者辺りにですね、大きくアピールする必要があるんではないかなと思うんで

すけども、このようないい場所について、町長の方からアピールか何かするように、ちょ

っとお願いできればなと思うんですが、いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在桜見本園には、１１０品種３００本の桜が植えられて、生きた

桜の図鑑として学術的にも貴重な場所であると認識しているところであります。平成２５

年度から数回にわたって多摩森林科学園の勝木博士が古くからある桜品種の研究のため、

桜見本園から桜品種のサンプル採取も行っております。このように大学での研究等に松前

公園を提供することは、当町が掲げる世界一の桜の里づくりにも繋がることから、機会あ

るごとに松前公園の希少性をアピールし、認知されるように努める必要があるというふう

に思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 実際に来て調べてたりすることもあったっていうことですね、ある

っていうことですね、実際に提供してるってことですね。それについては、私存じ上げな

かったんで、非常に失礼致しました。

松前の桜が松前から出て、各地で有名になってますね、例えば大阪の造幣局だとか、何

年か前にイギリスの方がみえましてね、ガーデンメリット賞とったりだとかあるんですけ

ども、その桜のことで石碑が建って終わりとかじゃなくて、その研究自体は多分外国の方

ではされてると思うんですが、松前でもその研究を続けていけるようにした方がいいんじ

ゃないかなと。なので、そういう真剣に研究する場所が必要なんではないかなと思うんで

すが、町長の意見聞かしてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今ご質問にもありました、大阪の造幣局、更にはイギリスのお話も

いただきました。日本とイギリスの桜を通じた交流の証としては、平成２８年５月に日英

讃桜文化友好親善記念碑が松前公園内に建立されたところであります。

また、松前の桜はイギリスの他にもアメリカ、中国などにも贈られております。この友

好の架け橋となったのが浅利先生でありまして、その浅利先生と一緒に真剣に桜を研究す

る場として、平成２８年に松前桜保存研究推進協議会を設立し、松前公園の桜を研究材料

に、桜研究家や樹木医などが集まり、知見を深めているところであります。
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先月におかれましても、イギリス在住の方が、日本人の方なんですが、浅利先生を通じ

まして松前においでいただきました。そして、年内に松前公園桜、松前の公園の、桜の公

園を自分のイギリスの敷地の中につくりたいような話もしておりました。正しく、浅利先

生がきちんと繋いでくれている桜があるというふうなことだろうなというふうに思ってお

ります。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 私は受け売りなので、浅利先生はすごい人だなと思うんですけど、

ただ、浅利先生のような新品種つくるような方っていうのは、多分無理じゃないかなって

勝手にちょっと思い込んでるんですけども、でも、浅利先生の授業、講習会を受けますと

ですね、浅利先生ものすごい熱量のある方で、聞いてる私達が、ああ、すごいな先生って

思うような感じの熱量を感じるんですね。なので、浅利先生のような、活動の功績という

よりも、桜に対する熱があって、それを前任者から引き継いで後任者に渡すっていう、そ

ういう人達を松前から輩出していく必要があるのではないかなというふうに、そのように

思ってるわけでございますね。ですので、研究サイドについても、松前はやはり一歩他の

町より抜きん出て行った方がいいのではないかと、そのように考えております。

最後の四つ目の質問について、ちょっとお伺いします。桜で１年間生活できる環境をつ

くることができないかっていうことなんですけども、実は、質問者の梶谷議員、それから

疋田議員と同じようにですね、やはり松前の人口減ですとか、経済の衰退気味な部分に関

しては、やはり私達も同じことを考えてまして。

１年間で何とか桜で生活できることができたらいいなと、お花見の時だけではなくて、

研究だとかいろいろな剪定だとか、接ぎ木だとかっていうのを上手く全国の人とやりとり

ができて、それで生活ができたら非常にいいなとは思うんですね。

その中の一つとしてですね、桜を守るという意味では、現在植樹されている桜の中でも、

そういうのも含めてですね、ちらっと前に桜関係者の中で話をしていたんですが、例えば

オーナー制度だとか、桜の里親制度っていうのを設けてはどうかっていう話を、１０年前

とか２０年前に一回聞いて、５年くらい前にも一回聞いてるんですけど、これ正式な方式

ではなくて、桜関係者の内輪だけてよく話してる話なんですけど、これについて町長はど

う思いますでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私も桜のオーナー制度につきましては、何回かお話を聞いた時期が

ございました。桜を管理するうえでの財源調達にも繋がると思っております。桜のオーナ

ー制度を構築も含めて、今後検討している公園整備の計画策定の中で、広くご意見を伺っ

ていきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 桜、花見だけとか研究だけとかって言うと、どうしてもちょっとま

とまりが悪いっていうか、ベクトルが違うっていうか、方向が違うようなイメージがある

ので、やはり一番いい言葉っていうのは、讃桜文化っていう言葉だと思うんですね。私、

この言葉結構気に入ってまして、讃桜、桜を讃えるっていう気持ちがあれば、何事も上手

くいくんではないかなっていうふうな気持ちがありまして、この桜を讃える文化の讃桜文

化なんですけども、これは本当に松前に相応しい文化であるというふうに思ってます。

この讃桜文化の意志を継続していかなきゃならないんではないかというふうに思ってま

すけども、それを松前町としてはどのように継続させる活動していかなきゃないのかって

いうの、ちょっと教えてもらえますか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 讃桜文化は、ご存じのことだと思います。浅利先生が提唱したもの

で、桜を愛する心を育む文化を普及するといった意味が込められていると理解をしており

ます。かつて、浅利先生が子ども達と一緒に苗木を育て、植えることで讃桜文化を伝えて

きましたけども、現在は小学生を対象に桜学習を通じて、讃桜文化の普及、啓発に取り組

んでいるところであります。

また、桜観察会や、５月１日の桜の日を記念した桜カレンダーも作成し、名木を回るス

タンプラリーも開催し、松前の桜に関心を持ってもらう取り組みを行っております。大事

な取り組みだというふうに思っておりますので、今後も継続して取り組んでまりたいとい

うふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 非常に重要なことだと思います。特に子ども達なんですけども、先

ほども後ろの方で傍聴されてましたけど、いろんなことを学ぶんですけども、やはり松前

町民としては、桜のことをたくさん学んでいただければなというふうに、個人的には思っ

てます。

名実ともにですね、日本一、あるいは、できれば世界一のなってほしいんですけど、っ

ていうか、そのために頑張ろうっていう気持ちもありまして、桜の里がやはり実現すれば

ですね、年間通じてですね、やはり私達にとって、桜だけでも経済がひょっとしたら成り

立つんじゃないかな、やり方しだいでは何とかなるんじゃないかな、桜といえば松前とい

うのを日本中だけじゃなくて、世界中から桜と言えば松前っていうふうな知名度アップか

ら、研究から全て網羅した町になっていければなと思うんですけど、その可能性をちょっ

と、これを町長に聞くのはちょっとどうかなとは思うんですけども、そこちょっと聞きた

いなあっていうのがあるのんですけど、いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) コロナ禍前の令和元年度の観光入込客数は、年間４９万３千９００

人でありました。このうち、さくらまつり期間中の入込みは１７万８千６００人、全体の

約３６％を占めておりまして、桜で多くの観光客を呼び込んでいるということは、まぎれ

もない事実なんであります。

ただ、さくらまつり期間中に訪れる観光客につきましては、咲いている桜を楽しむ、ま

たは開催期間中のイベントを楽しみに来られる方が大半で、年間を通じて、桜だけで観光

客を呼べるかは、ほとんど未知数だというふうに思います。しかしながら、チャンスもあ

るんだというふうに思います。年間を通じて松前の桜をＰＲをすることは、リピートや入

込客数の底上げなど、全て経済への波及効果が期待されるところでありますので、継続的

に取り組んでいければというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 全くもってそのとおりだと思います。お客様だけではなくて、やは

り研究だとか、勉強のため、実習のため、それから体験、研修のための場所として、ぜひ

通年でのですね、活動の場っていうのを松前公園で行って、将来の桜の里にしてほしいな

と。名実ともに桜の里というふうな場所になってほしいなと思いますね。

この桜の財産をですね、今度は次世代に継ぐためにもですね、桜を学ぶ必要があると思

うんです。なので、次世代に向けて桜を学ぶことに対する必要性っていうのを、町長の方

からちょっと意見聞かしてもらっていいですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 飯田議員のご指摘、全くそのとおりだというふうに思います。当町

の観光は、日本有数の桜と北海道唯一の城郭松前城を主に展開しているところであります。

次の世代に引き継いだ、住みたい、北海道の大切な宝物として、松前城と寺町が北海道遺

産に選ばれたように、桜は当町にとって大切な宝物の一つ。この宝物を守り育てて、後世

に引き継ぐのが、私どもの使命だというふうに思っております。先人の皆さんがつくって

いただきました桜、大変大きな財産だというふうに思っております。

現在も小学生を対象とした桜学習、一般町民を対象に桜講習会を開催、桜観察会も実施

しており、桜を学ぶ環境は整っています。どうしたら町民の方々に参加していただけるか、

様々検討する値があるというふうに考えております。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) いろいろとありがとうございます。桜ですね、松前町民が思う桜と

日本全国の方が思う桜っていうのは、実は似たようで異なるものみたいなイメージもちょ

っとあるんですね。正直、桜については松前は、また今年も咲いたくらいの感覚なんです

けど、本州の方と実際に電話やらいろんなインターネットで連絡をすると、桜に対する執

着がものすごく強い。松前町民よりも強いんじゃなかっていうぐらいありまして、私、桜

っていうのは、人を動かす力があるんではないかなというふうに思ってます。

今年のちょっと体験したことをですね、ここで簡単にお話させていただきたいんですけ

ども、実は、今年と４月なんですけど、私私費で奈良県の宇陀市ってところの又兵衛桜っ

ていう桜見に行ってきました。１泊２日の強攻策だったんですけども、それは、きっかけ

っていうのがですね、実はですね、大阪の方と電話で話をしてたら、実は明日又兵衛桜見

に行くんだよっていうふうに話を聞いたんですね。

又兵衛桜って何っていうところから始まって、その又兵衛桜っていうのは枝垂桜で、奈

良県の山奥で、電車に乗って、バスに乗って、乗り継ぎ乗り継ぎで、それから徒歩で１５

分歩いたら見れる桜の場所なんですけどって言って、それ１本しかないっていうんですね。

樹齢はって聞いたら約３００年、奈良県宇陀市の又兵衛桜って桜なんですけど、枝垂れ桜

で樹齢が３００年で、又兵衛っていうのはニックネームだそうです。正式には別な名前が

付いてるんですけど、３００年前に庄屋の又兵衛さんが植えた桜の木で、石垣に下がって

るものだというふうな話だったんですけども、そこに実際に行ってみました。公共交通機

関使って行ったんですけども、血脈桜と同じ年数なので、ちょっとライバル心を勝手に持

ってですね、行ってきたんですけども、正直言いまして、現地の渋滞、車の渋滞が１０キ

ロです。その渋滞から見ても、桜の時期だけ渋滞なんですけど、道路が全く直ってないの

で、他の時期は全く暇なただの農村。要は、桜が咲いてる時期だけにがっぱり人が集まる

っていう感じだったんですね。

それは、多分研究材料としては、その木自体は研究材料になるかもしれませんが、一年

中研究のためとか、いろんなものを調べるための場所ではないなと思った時に、私、腹の

中でこの桜を観て比べたら負けたけど、でも、この環境は絶対松前勝ったっていうふうに

思って帰ってきました。

この桜っていうのは、やっぱり人を動かすものだなと思いますし、日本人でもやはり東

京、大阪の方が２回目の桜を観に松前にやってきたりだとか、コロナ前だとシンガポール

だとか、桜の咲かない国の人達が２時間ガイドするんで、歴史ガイドお願いしますって頼

まれても、私がガイドするのは３分で、あと１時間５７分桜の木をバシバシ写真撮ってる

人達っていうぐらい、この松前の桜っていうのは非常に人気のある桜だと思ってます。

なので、ぜひとも将来に向けてですね、この日本一の桜、名実ともに日本一の桜になる
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ためにですね、毎年やってる作業は細かくて大変だとは思うんですけども、それとは別に

壮大な計画っていうのは、ぜひ立てていただきたいなと思ってます。１００年目、２００

年目、私達が生きていないであろう時に、松前の子孫の孫達、その先の玄孫達が実は何年

何月にここに植えて、今年でこの桜２００年目なんだよねっていう姿を想像するのも、一

つロマンがあっていいのではないかなと。なので、豪華絢爛な桜と一本桜、両方所有して

て、なおかつ桜のことなら任してくださいっていう町を目指すことが、非常に重要ではな

いかなと思うので、最後にですね、町長に一言、松前の桜と桜の将来について、お話を聞

きたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、議員ご心配しているとおりの状況であります。先ほども申

しましたけども、先人の皆さんが苦労して、今まで繋いでいただいている桜を、次の時代

にしっかりと繋ぐことが我々の使命だというふうに思っております。いずれに致しまして

も、公園の整備計画、これから策定します。その中でいろんなご意見をいただきながら、

桜、名実ともに日本一になれるような、そんな仕組みができればいいなというふうに思っ

ております。いろんな皆さんの意見を聞いて、その意見を計画の中に反映できるように、

これから努力してまいりたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時０７分)

(再開 午後 ２時２２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

次に、１１番堺繁光君。

○１１番(堺繁光君) しばらくぶりの一般質問なんで、ちょっと足下も震えているような

感じが致します。

高齢者の介護の医療対策について、質問させていただきます。

高齢化が顕著に進んでいる中、身寄りもいない一人住まいの高齢者も同様に増えており

ます。更には、介護状態の一歩手前の、要するに介護予備軍のフレイルと言われる人達も、

私を含め、たくさんいるわけであります。目の前に迫ったその人達の介護や、医療の心配

をどのように捉え、考えているのか、お尋ね致します。

町内の病院では、治療を受けられず、やむを得ず町外の病院まで多額の交通費をかけて

治療を受けに行っている低所得者、高齢者もいると聞いております。所得の少ない高齢者

には、生活に対する負担も増してきており、少しでもその負担を軽減できる対策はないの

かと思うところであります。

高齢になってきますと、自分の身体のことを他人に話したり、函館の病院はどう行った

らいいのかななど、気軽に相談できる人も少ないと思うんですね。そこで、そういう人達

への相談体制は十分なのか、どう支援していくのかをお聞き致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今、堺議員から高齢者に対する対策についてのご質問いただき

ましたので、答弁させていただきます。

高齢化率が５０％超えております、本当に年々高齢者が増える状況であります。正しく

生活弱者と言われる方が増える要素も十分あるわけであります。そういうふうな現状をし

っかりと捉えまして、情報もキャッチしながら、体制づくりをして行きたいというふうに
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思っております。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 高齢者支援と言ってもいろいろな形はあると思いますけども、例え

ば函館の病院へ、通院をバスで行く場合はいくら助成できるのか。また、その場合、高齢

者のみとした場合は不公平感も出ますので、低所得者も含めた対策を考えなければならな

いと思いますけども、お伺い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先ほども申しました、生活弱者の方含めまして、低所得者の方含め

まして、いろいろ対応して行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) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 例えば、１町で介護の交通費など負担できなければですね、近隣４

町などで、やっぱりそういう対策に対して相談をしなければならないのではと、このよう

に感じておりますけども、近隣町村では、そのような対策をとっておられる町はあるんで

しょうか。お伺い致します。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時２６分)

(再開 午後 ２時２７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) 障がい者、あるいは生活弱者の方への交通費の支給、支援に関する

お尋ねでございます。

お尋ねの近隣、渡島西部４町の中では取り組みはしていない状況であります。いずれに

しても、難しい課題があるようにも聞いてもおりますので、これからは多種多様な国の制

度の情報を収集しながら、しっかりと検証して行きたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) １町ではなかなか無理な対策かなあと思いますんで、できるならば

他町と連携した支援体制を整えていただきたいと、そうしていただければ安心した介護、

医療体制ができないのではないかと心配するところであります。

次に、介護の人口がますます増えてきている中で、介護する人の担い手対策が必要とさ

れてるところであります。おそらく松前町にありますこの介護施設も、介護してくれる方

々の人数って言うんですか、そういう方々の数が少ないように聞いておりますけども、そ

れはどんな理由からなんでしょうか。

確かに、資格取得している方がたくさんおられるそうなんですよ、しかしながら、その

方々が事業所の雇用に対して対応していない。これは、何か原因あるのかなっていうふう

に感じておりますけども、その辺はいかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご質問の、介護の担い手対策についてであります。全国的に担い手

不足が深刻化しておりまして、解決策が見出されていないという現状のようでございます。

町内の事業所におきましても、同様の状況となっております、大きな課題であります。

直近では、介護従事者の賃金の改善等による処遇改善対策も行われておりますが、町内で

の人材確保が困難な場面もあり、町外、これは函館市内からの人材を確保しながら、経営
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努力を続けられてる事業所もあるのが現状であります。

町と致しましても、人材確保のための情報の収集や制度の活用方法について、更に各事

業所と情報交換や協議を実施していきたいというふうに考えております。議員ご指摘の、

町内で資格を有りながら、勤務していただけない状況もあるようであります。課題がある

からだというふうに思っているところであります。少しでも課題の解決に繋がるような方

法があればというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 町内にも函館の方からですね、来ている方がいると、そういう事例

もありました。先だって、札前と館浜の間で交通事故がありました。その事故に遭われた

方が、介護の何か免許取得された方だって聞いたもんですから、つい、これは松前の方に

わざわざ函館から来て仕事してくれてる方かなっていうふうに感じて聞きましたところ、

全く関係ないっていうことでしたんで、まずは一安心致しました。

やはり函館、遠い方面から来ていただて介護をしてもらっても、そういう事故に遭われ

た場合には、本当に気の毒な思いもされますので、できれば地元にいる方々にですね、就

職していただければこしたことはないかな。もし、そういう、どうしてもそういう人達が

少ない場合はですね、外国の方も結構来ておられると聞きますけども、松前町では、まだ

そういう形はないんでしょうね。お伺い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 外国人労働者の採用を検討して、協議をされたケースは町内にはあ

ります。相談は、協議した経緯はありますけども、現時点では、町内での現実的には、ち

ょっと無理かなというふうな状況もあります。この理由と致しましては、やっぱりコミュ

ニケーション、言語の関係、言葉の関係や従事業務内容等、課題の整理が必要だなという

ふうに思っております。

いずれに致しましても、第９期の介護保険事業計画の関連の中でも、きちんと明記して

いくべきだというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 介護と医療の問題は、終わりのない問題かな、課題かなと思ってお

りますんで、町民の皆さんの期待に応えれるように努力していただいて、この松前町の介

護医療に対しての、町民に対しての安心、安全を考えていただきたいと思います。質問終

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) 堺議員と同じように、足は震える思いはしませんけれども、簡単に

質問します。

道の駅の現状と今後ということで通告しておりますけれども、今年のさくらまつりの、

特に２９日から５月の５日までの間、非常に車の、自家用車の数が多かったというふうに

受け止めておりますし、私自身も混んで混んで、道の駅の駐車場に入れない車がウインカ

ー上げたまま十数台も待っていると。特に函館方面からの車が多かったと。

これは、木古内町までの高速道路が完成したというせいもあるのかもしれません。しか

も、あすこで実施した福島県の物産も、お客さんが入れないために場所を移したというこ

とまで聞いております。今まで松前の桜はいい桜だと、松前の人はいい人だと思ってた人

も、この駐車場に入れないっていうだけでもう行きたくないと、こういう思いの人もいる

と思います。

来年のさくらまつり、大変なことになるなと思いながら、どんな対策を考えているのか、
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いうことをまずご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 道の駅北前船松前の現状と今後は、というふうな表題の質問をいた

だきました。まず、お答え申し上げます。

本年度さくらまつりは、新型コロナウイルス対策による厳しい行動制限が、３年ぶりに

なくなりました。ゴールデンウイークは、多くの人出で賑わった、正しく今斉藤議員ご指

摘のとおりであります。

道の駅におきましても、さくらまつり期間中の利用者は前年を大きく上回り、ゴールデ

ンウイーク期間中は、１日１千人を超える利用客で賑わった日もあるようであります。一

方、利用客の増加で駐車場は満車となりまして、結果、駐車待ちの車で渋滞し、利用客の

皆様に大変ご迷惑をおかけしたというふうに思っております。

そこで、来年のお祭りの心配もいただきました。来年に向けた対策等はどうなのかとい

うふうなお尋ねでございます。対策として、さくらまつり期間中に運行しているシャトル

バスを、現在の道の駅と藩屋敷の巡回経路を見直しして、臨時駐車場を経由することで渋

滞緩和に繋がらないか、検討をする予定でございます。

具体的には、臨時駐車場が点在する神明グランド方面を経由し、役場前と沖口広場を停

留所に追加することで、観光客の利便性向上と交通渋滞の緩和に繋げていきたいというふ

うな考えで、今検討を進める予定でございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 今神明のグラウンドだとか、松城のあすこどうするかってなことも

対策の一つとしてはわかるような気がしますけれども、おそらく到底収容しきれない人数

になるんで、車の台数になるんでないかという気がしますので、観光関係者や各職員と十

分連携して、具体的なアイディアを募りながら、神明や松城だけじゃなくてですね、観光

客が喜ぶような、来年の行政報告を求めたいと思いますけども、いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 久々に賑わいのあるさくらまつりをすごさせていただきました。こ

れを踏まえまして、反省点もある状況であります。正しく議員ご指摘のことも十分反省し

なければならない部分でありますし、来年度に向けての対策も必要かというふうに思いま

す。いろんな方法、手法を職員の皆さん、あるいは、更には業界の皆さんの意見も聞きな

がら、来年いい行政報告できるように対応とりたい、対応していきたいというふうに思い

ます。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 特にこの関係についてはね、町内の何人かの親御さんって言います

かな、じいさんばあさんって言いますかな、あすこのレストランでもの食わしたいけども

入れなかったっていうの、何人もいたんですよ。ですから、あすこだけは何とかこう。

そのわりにレストランはそう満員ではなかったんだけども入れなかったと、こういう苦

情も聞きましたんでね、その辺十分配慮した対策をお願いをしたいと思います。

それから、夏の方に向かってコロナが多分もう少し収まって、マスクも何もしなくても

いい、みんなが一緒になって飯を食えるようになるだろうなという予想を私自身してるん

です。

今、あすこの駐車場の唐津よりの方に７台も８台もキャンピングカーが並んでいるんで

すよね。それで、トイレと水があるということでしょうけれども、中には連泊するキャン

ピングカーもいるんだと。中には配慮して、昼はどっかに泊めて、夜はそこに泊まってる
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っていう車もあるようですけども、このキャンピングカーっての、今流行りと言いますか

流行と言いますかね、大分多くなってきています。この人方、おそらく１人で来る人はい

ないんですよ、複数だと思うんです。その人方が、やっぱり松前町のものを買ってくれる

だとか、そういう期待も持つわけです。

ですから、あすこは国民の駐車場ですからね、あんた泊めては駄目ですよってことには

なかなかならないです。これについても、一定の配慮をしていかなければ、あすこの駐車

場ますます厳しい状態が続くんでないかなあと、こう思いますので、これに対抗する対策

って言うのかな、こういうことをどういうふうに捉えているのか、ご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 全国的に新型コロナの感染状況が比較的に落ち着いてきているよう

であります。現在旅行関係者の間では、政府の観光支援策ＧｏＴｏトラベルキャンペーン

が７月以降にも再開するのでは、との見方もあります。今年の夏は３年ぶりにお盆の帰省

や夏休み旅行で人出が増えるというふうに見込んでいるところでもあります。

また、松前藩屋敷の浮き紫陽花、松前神社のあじさいまつり、城下時代まつりなど、夏

のイベントも現在実施の予定であることから、松前町ウイズコロナ感染防止対策協議会と

連携を図り、基本的な対策を徹底し、感染症対策と経済活動を両立させて集客に繋げてい

きたいというふうに思っております。

ご指摘の、最近急増しているキャンピングカーへの対策。正直、その対策に大変苦慮し

ております。キャンピングカーの中には２台分の駐車スペースを占有し、ご指摘の連泊す

るなど、全国的に大変大きな問題となっております。道の駅を管轄する国土交通省の公式

サイトでも、宿泊目的の利用を遠慮するように呼びかけをされていますけども、なかなか

減らないという状況です。

しかし、キャンピングカーの利用を規制することは現状難しいようでありまして、近隣

の道の駅や全国の道の駅連絡会に相談をしても、なかなか有効な策が見当たらないのが現

状であります。一つの事例と致しまして、釧路管内弟子屈町の道の駅摩周温泉で、国土交

通省と連携し、試験的に車中泊の有料実験、これは、午前１０時から丸一日、１泊１千５

００円を実施しているようであります。これらの動向も参考にしながら、今後の対応策を

検討したいというふうに思います。

ただ現状、当面の間は、道の駅と連携を図り、国土交通省に準じたマナーの呼びかけを

していきたいというふうに思っております。

私も朝通勤する際に、キャンピングカーの台数を数えたんですが、一番多かった時には

１５台くらいの車が宿泊してたというふうな実態を見てきているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 町長、答弁もらいましたけども、弟子屈のテストケースっていうの

は私も聞いてはいるんです。しかし、はたして道の駅の駐車場で宿泊料とりますよ、ある

いは車の駐車料とりますよってことには、私は絶対なっていかないような気がするんです。

そういうことすれば、なお観光客が落ちていくという懸案が、形態にも陥るわけですから、

こういうこと以前にやっぱり考えるべきでないかなと思うのが、この３点目に通告してる

ものなんですよ。

これ、道の駅の下って言いますか、下前って言いますかな、大分広く海産干場があるん

ですよ、斜路を含めてですね。これ、あすこに海産を干してる漁業者今１人もいないはず

です。国と十分話し合ってですね、あすこを、唐津側の入口を広げて斜路を、斜めになっ

てる斜路を真っ直ぐにして、ぐるっと回るようにすれば相当な台数停めれる。この前観光
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課長に聞いたら、大分泊まれますよって話してます。

ですから、何とか、国の施設ですから国の経費でやってもらうっていうことも大事でし

ょうけれども、もし、国が駄目だっちゅうんだったら町ででも、金出してでもやっぱり直

して、少なくとも、これのおそらく倍まではいかないかもしれませんけども、相当な台数

が停まれます。水産課長に確かめてもらえばわかりますけども、誰もものを干してるとい

う姿は見たことありませんし、船が斜路に揚がってるって姿も見たことありません。です

から、目的を変更する、あるいは臨時的に、こっからこの日からこの日まではこうします

という程度の判断に立って、ただ、降り口は相当狭いし、急峻ですから、斜路をつぶすと

言うか直して、下に短期間だけでも、車を降ろす方法はないかという検討をしなければな

らないと思うんですが、これは町長、どのように受け止めてますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご指摘の斜路につきましては、昭和５４年に施工しております。こ

れは国土改良によって施工されたところであります。事業主体及び管理者並びに所有者は

松前町であります。現状は、干場の利用については、現状のことを言いますと、斜路、議

員ご指摘のように唐津側の車両進入路の幅員がちょっと狭い状況もあります。従って、車

両同士の交差ができないというふうなこともあります。

それから、船揚場の駐車スペースも１０台程度ではないかというふうに思ってます。た

だ、平面に、フラットにすると台数も稼げる実態だというふうに思っております。

いろんな状況も承知しながら、これからどんな方法で利用できるのか、関係課と財源も

含めて検討してみたいなというふうに思っております。道の駅の渋滞は、さくらまつり期

間中の１０日目ほどでありますけども、それ以外の夏のイベントも秋のイベントもありま

すので、ちょっと検討させて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) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) ここの海産干場の関係についてはね、降り口だけ広げて坂を楽にす

れば入れますからね、海産干場だとしても舗装だってできるはずですから、これ急いでや

るべきでないかなと。私はこの夏のイベント、秋のイベント含めて、相当車が今年は来る

なという予想しますのでね、即急に取り組んでもらえるように、早急に取り組みますよと

いうこと答弁してほしいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 早速取り組みたいというふうに思っております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 議長から３時まで終われって言われてるもんですから、大変苦しい

思いします。

それから、４番目の今の管理を委託している海共舎、今年最終年だというふうに聞いて

おります。松前産のものを中心にレストランでも、あるいは松前の産物である土産類でも

並べて販売してもらっておりますね。特に私はこの海洪舎って言うか、管理してる側に評

価をしているんですよ。それはなぜかと言えばですね、やっぱりなかなか松前町で商品化

できないローソクボッケ、小さいホッケですよ、それをフライにして東京の方に送ってい

るだとか、あるいはヤリイカを全面的に買ったものを送っているんだとか、あるいはマグ

ロを送っている、ヒラメを送ってる。様々な、送りながら商売していって黒字になってい

るんだということも聞いております。

ですから、さっきどなたかの答弁で公募をしてやるのが決まりになっておりますと、こ

ういう答弁しておりましたけれども、私はね、頑張っている、あるいは黒字になっている
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という業者については、随意契約と言いますかね、ここの海共舎にその意向を確認して、

それでもいいような気がしますけれども、この点についてはどのように考えますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 海共舎との指定管理の関係でございます。一般社団法人海洪舎とは、

令和２年３月２日に北前船記念公園総合管理施設の管理、運営に係る基本協定書を締結し

て、指定期間は令和２年の４月の１日から、議員ご指摘の令和５年３月３１日まで、本年

度が最終年度となります。海共舎は、指定管理の指定を受けた翌年に新型コロナウイルス

感染症が発生し、先行きが厳しい見通しの中でスタートを切った、本当に残念な状況でス

タートされたわけであります。

１年目は、運営開始直後に緊急事態宣言が発出され、さくらまつりは中止となりました。

臨時休業を余儀なくされ、２年目も度重なる感染拡大による行動制限などで集客を伸ばせ

ず、思うような経営ができなかった状況であります。

しかし、この厳しい状況下にある中でも前向きな姿勢をもって施設管理に取り組んでい

ただいております。最終年を迎えた本年度は、さくらまつりでも集客があり、また、松前

町観光物産協力展、これは東京の新宿美禄亭であります。美禄亭では、松前産の天然ヤリ

イカフェアを開催し、松前の食材を利用したメニューを提供する等々、松前のＰＲに大き

く貢献をいただいているところであります。

また、海共舎は、翌年度以降も引き続き指定管理の意欲があることから、現状において

は有力な候補者と認識をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 四角四面のルールどおりの答弁ですけどね、今まで黒字になった委

託を受けた人はなかったような気がしますけども、上手く行ってる、あるいは松前町の意

向を十分踏まえて、更に経営的にも黒字になっているし、町内の評判はともあれ、管外で

は、特に東京方面では大変評判がいいというふうに聞いておりますのでね、十分な引き続

きの委託を考えていくべきだと思うんですよね。

いろんな方法は、公的な一般競争入札だとか様々ありますけども、いろんな方法が講じ

れると思いますので、ルールって言いますかね、それを十分踏まえて、引き続き海共舎の

意向を踏まえながらね、意向を十分聞いたうえで判断すべきと思いますけども、いかがで

しょうか。議長から言われてる３時になりますので、これで終わりますけども、答弁願い

ます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正しく、自ら松前の産品を使って開発する等々、いろいろ努力を重

ねてきていただいているところであります。いずれに致しましても、指定期間につきまし

ては、現行の３年がいいのか、５年がいいのか、その辺も意向聞きたいというふうに思っ

ております。

それから、指定管理の指定に関する手続きにつきましては、本年の１２月の第４回定例

会に提案したいなというふうに思います。議員ご指摘の方法論はあると思っております。

松前町の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、それの規則第２条第２項、

第４項では、町長が公募によらないことに相当な理由があると認めた場合っていう条文も

ありますので、いろんな意見を聞いて、海共舎の方の意向も十分確認しながらご提案をし

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、有力な候補者であると、方法

論はあるというふうに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。
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○１０番(斉藤勝君) 終わります。

○議長(伊藤幸司君) 議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩

を致します。

(休憩 午後 ２時５８分)

(再開 午後 ３時１４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程

○議長(伊藤幸司君) 議会に関する諸報告はお手元に配布のとおりでありますので、ご了

承願います。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際、議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれ

を議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

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

決定致しました。

◎議案第２６号 令和４年度松前町一般会計補正予算(第４回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第２６号、令和４年度松前町一般会計補正予算（第

４回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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２６号、令和４年度松前町

一般会計補正予算(第４回)の内容をご説明させていただきます。

令和４年度松前町の一般会計補正予算(第４回)は、次に定めるところによるものです。

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

１千８９１万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億９千５４９

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。

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

でございます。

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

からです。１６ページをご覧願います。

３．歳出です。２款１項３目２４節役場庁舎建設基金積立金で、３千万円の追加計上で

す。これは、令和３年度の決算剰余金は、５億５千６６７万５千９８３円のうち、繰越明

許費繰越財源９万５千円を除いた、５億５千６５８万９８３円となり、地方財政法第７条
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第１項の規定により、剰余金のうち半分以上は財政調整基金へ積み立てすることとされて

おります。裏を返せば、剰余金のうち半分未満は翌年度に繰り越し、町の施策に使用でき

るものであり、町としては将来の役場建設に係る財源として、毎年度の決算剰余金から計

画的に財源を捻出し積み立てることとし、令和４年度では３千万円を積み立てることとし

たものであります。

次に、５目地域振興費で、１千９６２万５千円の追加計上です。１２節小島地区テレビ

共同受信施設整備実施設計業務委託料で、８９３万２千円の計上です。これは、小島地区

テレビ共同受信施設は、平成１６年度の更新整備から１８年が経過し、電送設備の老朽化、

引き込みケーブルの光回線への変更など、新たな更新が必要とされています。これまで当

該受信施設は、新小島地区連合テレビ共同聴視組合が整備し、町からは過疎債を財源とし

て補助金を交付して対応してまいりましたが、過疎債の対象とする補助対象団体が法人格

を有する団体と取り扱いが厳格化され、当該共聴組合は任意団体であり、テレビ共同受信

施設に係る町の補助金は過疎債の対象とならないことが判明したため、町が実施主体とな

るか、当該共聴組合の法人化を図るべきか検討してまいりましたが、過疎債を活用するた

めに町が主体となり実施することとし、来年度の整備を目指して、本補正で実施設計予算

を上程し、来る１２月定例会において、施設整備等に関する新設条例を提案する予定でお

ります。なお、参考資料として、５１ページに小島地区テレビ共同受信施設整備実施設計

業務委託事業の概要を掲載しておりますので、ご参照願います。

続いて、脱炭素ロードマップ策定業務委託料で、１千万円の計上です。これは、国が進

める２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとするカーボンニュートラル

政策により、自治体も積極的に推進することとされております。松前町は再生可能エネル

ギーの推進によるまちづくりを目指しており、脱炭素を進めることは再生可能エネルギー

を進めることと大きくリンクします。また、脱炭素は多様な産業にも関連し、再生可能エ

ネルギーを活用しながら脱炭素を図るため、脱炭素ロードマップ、いわゆる推進計画が国

の支援を受けるための条件でもあり、町が進める脱炭素施策の指針となるものであること

から、環境省が用意する補助率４分の３の補助金を活用し、脱炭素ロードマップを策定す

るものであります。なお、参考資料として、５２ページに脱炭素ロードマップ策定業務委

託事業の概要を掲載しておりますので、ご参照願います。

次に、１３節ふるさと松前応援寄附受入特産品写真等借上料で、６９万３千円の計上で

す。これは、現在実施しているふるさと納税は、ふるさと納税サイトのふるぽ、ふるさと

チョイス、東急不動産のフォーレで実施しておりましたが、今年からふるさと納税サイト

では、取り扱いが第１位である楽天サイトへの出店を実施するにあたり、大きくふるさと

納税を伸ばすためには、返礼品の更なる魅力をアピールするための写真撮影等が必要であ

ると判断し、新たに７７品目の新規写真カットを用意するために、既存の予算において不

足を生じるための経費の計上です。

１７ページです。３項１目１０節戸籍電算化修繕料で、５万５千円の追加計上です。こ

れは、戸籍電算システムの無停電装置内蔵バッテリーの劣化による交換修理による経費の

計上です。

１８ページです。４項３目参議院議員通常選挙費、１０節消耗品費で、３２万７千円の

追加計上です。これは、来る７月１０日に実施予定の参議院議員通常選挙で、ポスター、

掲示板に係る予算を当初予算で計上しておりました。当初は、掲示板を１枚１２区画７６

箇所で予定しておりましたが、１枚１６区画での作成指示があり、区画拡大に係る不足経

費の計上です。
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１９ページです。３款１項１目１０節から１８節住民税非課税世帯等への臨時特別給付

金給付事業全体で、１千２４５万５千円の追加計上です。これは、国の新型コロナウイル

ス感染症の拡大の影響の長期化により、令和３年度に実施された住民税非課税世帯等への

臨時特別給付金の令和４年度版であり、世帯全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税

の世帯に１０万円を給付するものでありますが、令和３年度実施分で給付を受けた世帯は

対象外であり、新たに令和４年度で非課税となる世帯及び家計急変世帯へ給付される給付

金で、給付予定世帯１２０世帯分の給付金と、その事務費に係る経費の計上で、全額国の

補助金で賄われるものです。なお、参考資料として、５３ページに住民税非課税世帯等へ

の臨時特別給付金給付事業の概要を掲載しておりますので、ご参照願います。

２０ページです。２項１目１０節から１８節低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生

活支援特別給付金給付事業全体で、２３２万円の追加計上です。これは、国の原油価格物

価高騰等総合緊急対策における低所得の子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給

付金で、対象児童を養育する父母等であり、かつ令和４年度の住民税均等割が非課税であ

るもの、また、対象日以降に収入が急変し、非課税同等の収入となったものの、児童に対

し、１人につき５万円が給付されるもので、給付予定対象児童４５人分の給付金と、その

事務費に係る経費の計上で、全額国の補助金で賄われるものです。なお、参考資料として、

５４ページに低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の概要

を掲載しておりますので、ご参照願います。

２１ページです。４款１項３目１０節から１７節の新型コロナウイルスワクチン接種事

業全体で、１千３５２万９千円の追加計上です。これは、新型コロナワクチン接種の４回

目接種にかかる経費の計上で、４回目接種の対象者は３回目接種を終了した対象者のうち、

６０歳以上の方、約３千２００人と、１８歳以上６０歳未満の方で基礎疾患を有する方等

推定８００人を対象とし、７月から接種できるよう準備を進める予定でおります。また、

１７節の備品購入費は、仕切パーティション５台と、待ち時間を表示するタイムカウンタ

ー１基を購入するものです。なお、参考資料として、５５ページに新型コロナウイルスワ

クチン接種事業の概要(４回目接種)を掲載しておりますので、ご参照願います。

次に、２２節令和２年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返

還金で、１４万８千円の追加計上です。これは、令和２年度で交付を受けた当該国庫補助

金の精算による返還金です。

２２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、６万３千

円の減額計上です。これは、渡島西部広域事務組合補正に係る松前町負担分の減額です。

２３ページです。６款１項２目１８節新規就農者育成総合対策補助金で、５２５万円の

追加計上です。これは、国の新規就農者育成総合対策を活用し、新規就農者に対し、経営

開始資金及び経営発展のための必要機材購入等を支援するため、新しい補助制度を設け支

援するもので、本年度は肉牛改良センターでの研修を終えた新規就農者１人分の補助金の

計上で、全額国の補助を財源とする道補助金で賄おうとするものでありますが、道補助金

につきましては、審査中であり、内示が出された後に歳入へ予算計上する予定でございま

すので、本補正は一般財源で措置しております。なお、参考資料として、５６ページ新規

就農者育成総合対策事業の概要を掲載しておりますので、ご参照願います。

次に、３目１７節肉牛改良センター管理備品購入費で、４２０万４千円の追加計上です。

これは、繁殖素牛１０頭分の購入費用で、これまでに５６頭を購入しておりますが、２頭

が疾患により用途廃止となり、更に人工授精等を行っても受胎しない繁殖牛が５頭存在し、

今後の子牛の安定供給を図るためにも、新しい繁殖素牛を購入する経費の計上です。
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２４ページです。２項１目１８節松前町森林組合地域材利用促進事業補助金で、６２２

万８千円の追加計上です。これは、森林組合の経営改善と冬期の事業確保を図るため、お

が屑製造機の導入と作業用倉庫の改修費用を補助するため、令和３年度９月補正で同事業

費５５０万９千円の予算計上をしたところでありましたが、冬場における作業用倉庫の改

修と機器の導入を検討しておりましたが、予想以上の大雪により、予定していた倉庫の一

部損壊等があり、実施が困難となり、補助を急遽取りやめとした経緯があります。倉庫の

修理の見通しもつき、本年度改めて森林組合において実施を希望していることから、おが

屑製造機と作業用倉庫の改修費用を補助するための経費の計上です。財源については、全

額森林環境譲与税基金繰入金で対応するものです。なお、参考資料として、５７ページに

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

２５ページです。７款１項５目１４節臨時経済対策松前藩屋敷表門改修工事請負費で、

３６８万５千円の追加計上です。これは、令和４年第１回定例会における令和４年度補正

予算(第１回)で議決いただいた同工事請負費５６７万６千円は、資材高騰の影響で既存予

算では実施設計額に不足が生じるため、その不足分の経費の計上です。よって、当該工事

請負費は、合計で９３６万１千円となるところでございます。

２６ページです。８款２項２目道路新設改良費は、道路事業費の起債の算定により地方

債が増加したことによる財源更正です。

２７ページです。５項２目住宅建設費で、８５１万３千円の追加計上です。１２節町営

住宅建設実施設計業務委託料で、５０２万７千円の計上です。これは、令和５年度建設予

定の建石団地の木造平屋建て２棟８戸に係る実施設計業務委託料の計上です。

次に、１４節町営住宅整備長寿命化改善工事請負費で、３４８万６千円の追加計上です。

これは、今回令和３年度の繰越明許繰越計算書で報告した町営住宅整備長寿命化改善工事

請負費５千８５５万４千円の豊岡第７団地４棟８戸の長寿命化工事は、資材高騰の影響で

既存の予算では実施設計額に不足を生じるため、令和３年度繰越事業予算と合わせて不足

分を令和４年度で措置し、合計で６千２０４万円とするものでございます。

２８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、９１

５万３千円の追加計上です。これは、渡島西部広域事務組合の補正に係る松前町負担分の

補正で、消防署員の期末手当の減額分等で、２５４万６千円の減額と、松前消防署江良出

張所新築工事における資材高騰の影響による実施設計額の不足分で、１千１６９万９千円

の追加の、合計で９１５万３千円の計上です。

次に、２目１０節防災行政無線管理修繕料で、７０万４千円の追加計上です。これは、

防災行政無線装置の一部基盤の故障があり、現在応急処置を図っておりますが、新しく基

盤を取り替えるための経費の計上です。

２９ページです。１０款１項３目１８節ＡＬＴ外国語指導助手招致負担金で、４１万８

千円の追加計上です。これは、本来昨年度予定していた負担金でありますが、コロナ禍に

より招致が延期され、令和３年度分は不用額となったところであり、ようやく令和４年４

月に招致が決まったことにより、改めて招致負担金が生じることとなったための負担金の

計上です。

３０ページです。４項５目１３節文化財保護管理車両等借上料で、４１万６千円の追加

計上です。これは、風力発電施設の設置申請に伴い、館浜地区他３地区１０箇所において、

事前に遺跡の試掘調査が必要なため、試掘に係る重機の借上料の計上です。

３１ページです。５項３目学校給食費で、６１万円の追加計上です。１０節修繕料で、

５２万６千円の計上です。これは、給食センターの蒸気過熱給湯装置が故障し、急遽既存
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予算で修繕をしたところですが、既存予算の修繕予定に入っていない修繕であったことか

ら、当該修繕に要した費用を今後の修繕にあてるための経費の計上です。

次に、１１節その他手数料、８万４千円の計上です。これは、当初予算で給食配送車の

更新購入の関連予算を計上していたところですが、登録手数料等の計上漏れがあり、その

不足分の経費の計上です。

３２ページです。１３款１項１目３節時間外勤務手当で１２０万円、管理職員特別勤務

手当で３万６千円、会計年度任用職員時間外勤務手当で１０万円の、合計１３３万６千円

の追加計上です。これは、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業、低所得の子

育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業、新型コロナウイルスワクチン

接種事業に係る職員時間外勤務手当等に係る経費の計上です。全額国の補助金で賄われ、

補正額に比して財源内訳の国庫支出金が多い理由は、ワクチン接種に関する補助金９３万

円が既存の職員給与費に充当する分を含むことによるものであります。また、附表として、

給与費明細書を３３ページから４９ページにかけて掲載しておりますので、ご参照願いま

す。

以上が歳出です。次に歳入です。８ページをご覧願います。

２．歳入です。１０款１項１目１節地方交付税で、２億４１０万９千円の減額計上です。

多額の減額でありますが、本補正歳出予算に必要な一般財源は、５千５８９万円でありま

すが、後ほど説明する歳入前年度繰越金に係る追加補正が、２億５千９９９万９千円ある

ため、差引２億４１０万９千円を財源調整で地方交付税から予算上減額するものです。

９ページです。１４款１項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、

１千１０６万５千円の追加計上です。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。

１０ページです。２項２目民生費国庫補助金から４目土木費国庫補助金の合計で、２千

３５１万１千円の追加計上です。いずれも歳出で計上しております説明欄の各種事業費及

び事務費に対する国庫補助金の計上です。

１１ページです。１５款３項１目５節参議院議員通常選挙委託金で、３２万７千円の追

加計上です。これは、歳出で計上しております参議院議員通常選挙に対する同委託金の計

上です。

１２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６９万３千円、３

目１節森林環境譲与税基金繰入金で、６２２万８千円の追加計上です。これは、歳出で計

上しております、ふるさと松前応援寄附受入事業及び松前町森林組合地域材利用促進事業

補助金に対する繰入金の計上です。

１３ページです。１９款１項１目１節前年度繰越金で、２億５千９９９万９千円の追加

計上です。これは、令和３年度決算剰余金のうち、２億６千万円を繰り越すこととしたこ

とによる補正で、補正予算(第１回)で予算措置された緊急経済対策や、本補正での庁舎建

設基金の積み立て、更には今後予定される施策にあてる財源分として繰り越ししたもので

す。なお、本補正予算の一般財源に使われない分は、先ほども説明しましたが、地方交付

税で予算減額し、留保財源としてストックしてるところでございます。

１４ページです。２０款５項５目１節二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金で、７４

９万９千円の追加計上です。これは、歳出で計上しております脱炭素ロードマップ策定業

務委託料に対する財源であり、環境省から補助事業事務の委託を受けた一般社団法人地域

循環共生社会連携協会から採択され、交付を受けることにより、国の補助金ではなく、諸

収入として計上したものでございます。
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１５ページです。２１款１項６目土木債で、１千３７０万円の追加計上です。各節とも

に歳出事業費等に対する起債の計上です。

以上が歳入です。３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５５億７千６５８万６

千円に補正額１億１千８９１万３千円を追加し、補正後の額を５６億９千５４９万９千円

にするものでございます。

４ページです。歳出です。歳出合計につきましても歳入同様、補正前の額に補正額１億

１千８９１万３千円を追加し、補正後の額を５６億９千５４９万９千円にするものでござ

います。

５ページです。第２表地方債補正です。(１)追加の分として、１事業を記載のとおり追

加し、(２)変更の分として、１事業を記載のとおり限度額を変更するものでございます。

以上で議案第２６号、令和４年度松前町一般会計補正予算(第４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。

６番近江君。

○６番(近江武君) ２点ばかり質問していきたいと思います。

最初に１６ページの２款１項５目１２節、それから参考資料として、５２ページの脱炭

素ロードマップの策定についてですけども、これは既にですね、今年の１月から２月まで

に第１回目募集しています。そして、国では１００箇所を選定するということになってい

ますけども、２月末の時点で１０２地方公共団体から、７９件の計画がなされておりまし

て、その中から２６件が既に選定されております。北海道では石狩市、上士幌町、鹿追町

の３町であります。参考資料による今スケジュール見てますけども、当町では来年の２月

までに策定を完成させるというスケジュールになっております。

私が心配してるのはですね、１００箇所選定してる中で、あと残り７４件なんですね。

選定、１００箇所内に選定されるかどうかって、大変疑問に思うんですね。

また、仮に１００箇所内に選定された場合にね、先ほど課長が説明したとおり、今後風

力発電所、洋上風力発電所とリンクするという考え方がございますので、その点について、

どのようにお考えでしょうか。

もう１点ですけども、２３ページ６款１項農業費２目農業振興費１８節、参考資料の５

６ページです。大変いいこれ補助金だと思っております。経営開始資金、３年間で４５０

万、経営発展資金、上限５００万、しかもこれ全部国のひも付きであります。牛肉改良セ

ンターの、今研修生が来ておりますけども、新規着業にかなりの追い風になるんではない

かということで喜んでおります。

この補助事業についてはですね、今後まだ続くのかどうかをお尋ねしたいと思います。

以上２点です。

○議長(伊藤幸司君) １点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今近江議員から質問のございました脱炭素ロードマッ

プに関連する質問でございます。脱炭素先行地域のお話を近江議員から話をいただいて、

おっしゃったとおり、現在第１回選定状況は、全国で２６地域が選定されてるということ

でございます。

２０２５年までに、これは環境省の言い方でございますが、少なくとも１００箇所を選

定予定ということで、ちょっと１００箇所が先に歩いてしまってるんですが、少なくとも

という表現なので、１００箇所以上も該当するものは選定していきたいという思いがある
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と思ってます。

また、この間の新聞報道でもありましたとおり、脱炭素先行地域じゃなくて、脱炭素の

ゼロカーボン宣言みたいなのも別にあるんですが、これは単純に首長が何かマスコミとか

を使ったり、議会の場とかで脱炭素宣言すればそれで済むものなんですが、それらをやっ

てるとこは結構あるようでございます。

ただ、意外と宣言しても何をやるかわからないっていうか、どうしたらいいんだろうっ

てとこもかなり多くて、身がついてってないとかっていうゼロ宣言の団体も多いとは聞い

てございます。正しく、我々もこの脱炭素先行地域に入っていくために、このロードマッ

プを作成するつもりでおりまして、ロードマップは、先ほども説明したとおり、脱炭素に

向けた推進計画、言わば実行計画的にどういうことをして、松前町は脱炭素図って行くの

かというような策定業務に入ります。そして、これをつくった後に脱炭素の先行地域の方

に手を挙げて行って、できれば令和５年度には地域に選ばれたいなあという意向がござい

ます。

何でそれに選ばれたいんだって話にもなるんですが、それは、この先行地域に選ばれま

すと、環境省で用意する地域脱炭素移行再エネ推進交付金という交付金がございまして、

今のところ、令和４年度から令和１２年度まで続く交付金なんですが、交付率が原則３分

２、そして財政力指数が低い団体は、一部４分の３まで引き上げれるという交付金であり

まして、この脱炭素先行地域に選ばれると、複数年度の事業計画がこの交付金で賄われる

ということもありまして、ぜひ我々も早め早めに先行区域になりたいという思いで、ロー

ドマップをつくってる状況であります。

二つ目に、このロードマップの完成が洋上風力等とかとどのように関連していくのかと

いうお話なんですが、基本的には脱炭素のロードマップと洋上風力の関連は、あまりリン

クはしません。ロードマップつくったから洋上風力が有利になるとかっていうことがなく

って、あくまでも洋上風力系は、脱炭素を進めるための手段という考え方にありますので、

これがあったとしても、なかなか国の促進区域の指定に有利に働くということは、あまり

ないんですが、しかし、ステータスとしては持って、洋上風力の国の促進区域を受ける側

としては、ステータスとして、こういうロードマップを持っているということは心強いの

かなあというような思いでおります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) ただ今質問のありました、新規就農者育成総合対策補助金

でございます。この制度は、今年度新しく国の方でつくられた制度でございます。来年度

以降引き続きあるのかという質問でございますけれども、国の方ではあくまでも年度ごと

のっていうようなことでですね、言い方をしてまして、国の方では引き続き来年度以降も

この制度を引き続き進めていきたいっていうことで要望しますと、いうところまでのお話

となっております。

そういうことで、今年度ありますけれども、来年度については、今現在では決まっては

いないのでわからない状況という形になっております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 私もですね、脱炭素先行地域と要領につきまして目を通してみました。

その中でね、一番関心なのは脱炭素に向けて地域の特性、質に応じてね、先行的に取り組

んだものに対しては、かなりな補助金、一般に２００億円とも言われておりますけども、

そういうものを用意してると。要するに、それに対してね、向けた場合、かなりな地域振

興になるのではないかということなんですね。
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ですから、やはりさっき課長が言われるように、１００箇所に選ばれるとしたならばね、

もう少しスピードアップ化して、そして、やはりより良いものをつくるようにしてもらえ

たらいいなと思います。

洋上風力の発電所については、今リンクされないという話なりますけども、ただ、これ

の１００箇所に選定された場合ね、かなりなアピールができるなというふうに思っており

ます。ですから、その点も鑑みてですね、課長の考えをもう一回お聞きしたいと思います。

それと、農林畜産課の新しい制度です。この資料によりますとですね、経営開始資金、

年間、３年間やるというふうに見てるんですよ。ですから、私自身は、これ３年間ぐらい

は続けるのかなという感じでもっての質問でございますので、その辺につきましても、も

う一度お尋ねしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) それでは、近江議員のご質問にもう一度お答えさせていた

だきます。おっしゃるとおり、１００箇所に選ばれることがかなりのアピールになるだろ

うということは、私もそう思います。ぜひ、この１００箇所に選ばれるように、きちっと

した実行計画をつくって、環境省の方に認められるよう、そして早く選ばれるように、申

請できるように努力したいと考えてございます。

先ほども言ったとおり、なかなか身が追いつかない、思いだけで出してる自治体も多い

ようでございます。やはり、そういうところは外されてるような実態もございますので、

やはりきちんとこういうロードマップを持って、これからちゃんとやってくよという意思

表示をしたところに、この交付金というものがついてくるんだなあと思ってます。

また、交付金は、環境省の交付金でありますので、様々な、何て言うんでしょうね、省

エネ対策ですとか、そういうＬＥＤを付ける対策ですとか、いろんなものに使えることが

多くて、それが多岐にわたると言いますか、産業団体を選ばない、多岐にわたる、こうい

う事例に関しては補助が出ますというものなので、かなり使い勝手がいいと私達も踏んで

おります。そこの裏には、きちっと脱炭素を図るための省エネ、再エネ活動をやっていく

というのも意思表示の中には入るわけですけども、それらも通して今後、洋上風力発電等

を再生可能エネルギー事業とも絡めて、しっかりと進めて行くように努力して行きたいと

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、農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) 先ほど、説明若干ちょっと足りない部分ありました。経営

開始資金の方については、今年度対象になる方、そちらの方は３年間継続してありますと

いう形になります。来年度になりますと新たにっていうのが、今現在は制度的にはまだ決

まってないのでわからないということで、国の方での内容でございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 佐藤課長、大変だと思います。頑張って、寝ないで仕事してください。

以上です、終わります。

○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) １点だけ、質問さしてください。ページ１６ページの総務の財産管

理、今回繰越金のうち３千万積み立て。以前にも１億ほど積み立てて、合計で今回で１億

３千万。それと多くの町民であり企業、思いを、役場建設をしてほしいという思いの方々

が約５千万ほどあって、１億８千４２１万５千円ほどでないかなと思うんですよ。

それで、これはしばりがあるんでしょうか。基金ですから、他の用途に使えないんでな
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いかなと思うもんです。それに対して、しばりがあるのに積まなければならない、その考

え方を一つお聞かせしてください。

それともう１点は、病院を建設しなければならない、それと松前城の関係もある、その

他型物の公共事業が山積してる。そうすると、ここまで急いでとは言わないですけども、

積み立てをしなければならない考え方と、役場庁舎をそうすっと何年後を想定の範囲内で

す、計画をしているのか。いや、心配なんですよ、財源が。やはり病院も膨大なお金がか

かりますんでね、そんなことで、松前城なども膨大でございます。ちょっとその点を二つ

ほどお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今福原議員から、役場庁舎建設基金積立金の、しばり

があるのか、しなければならないかという考え方でございます。ここのこの基金、役場庁

舎建設基金ができたのが、平成８年度にできました。予算積立と寄附金を財源とするとい

うような趣旨でつくられて、その頃は意外と寄附もちょこちょこちょこっと集まりました

が、平成１６年度を境に寄附はピタッとなくなってしまいまして。

実は、うちの役場も大変な時期がありまして、健全化をやってた時期がございます、１

４年間ほどやったのかな。その間、やっぱり積む、役場庁舎に基金で積むという行為が滞

ってしまいまして、ようやっとそれが明けた平成２９年、３０年に、２ヶ年に、１ヶ年５

千万ずつ積み立てできる財源が生まれた時もございました。

このまず、積み立てに関するしばりということですが、特にしばりということはなんで

すが、基金である以上役場建設するための整備費にしか、それは使えませんという、使う

側のしばりはございます。なので、ここにあんまり貯めとくと、使いたくても役場の時に

しか使えない。これは、使う時のしばりです。積み立てするしばりっていうのが、実際の

ところ寄附以外は予算積立なので、全くないんです。我々も裏を返しますと、役場の建設

は、病院、お城などの建築に比べれば、実は後回し後回しになってる経過がありまして、

そうなると積立金も正直言って積極的に積もうという意識が働いてこない。そうなれば、

いつまで経っても積めないというのも考えまして、ある程度計画的に決算剰余金の額を見

ながら、積める時には基金に少しでも積んで、建てる時のために、一銭もないよというこ

とでなく、何億かの一般財源を確保しようというのが、今の考え方でございます。

後段の方は、総務課長よりご説明します。

○議長(伊藤幸司君) 次に、総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 後段の方の、庁舎の建設はいつなのかというふうなことだと思

います。今話がありましたとおり、病院の方の改築の方もある程度見えてきて、今後進ん

で行くというふうな形で、役場庁舎もそうなんですが、病院の方も数十億の規模というふ

うな形になろうかと思います。松前町で負担できる起債の償還とかもある程度決まってき

ますので、病院の方を見極めながら中長期的な財政状況、起債の償還のピークはいつなの

かとか、その辺も考慮しながら、庁舎の建設について検討していきたいというふうに考え

ております。

いずれにしましても、総合計画の位置付けとしましても、津波の災害警戒区域にも指定

されているこの場所ですから、そのような状況を見極めながら、早めに高台の移転の方に

いきたいというふうに考えておりますので、ご理解お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 佐藤課長が、繰り越しされた１億３千万は、ある程度柔軟に、これ

は他の用途にも使えるよということでよろしいですね。それで、あとの５千万某っていう
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のは、目的の用途はっきりしているということで、それは柔軟には対応できないと、この

目的より使えないということでいいですね。

それで、尾坂課長が言われた見通しなんですよ。やはり、これだけ目白押し、大きい案

件が続きますのでね。起債の残高も結構大きいですし、今度財調も、石山町長がなった時、

１７億ちょっとぐらいあったかなと、今１４億ぐらいで、今回約３億ぐらい入れましたん

でね。ですから、財調っていうのはいろんな意味で使いやすいし、使い勝手がいいなとい

う感じはしてたもんですからね。この計画がきちっとつくられていないと、建物の計画が

きちっとつくられていないと、やはりせっかく基金がある程度たまってきたよ、財調もあ

る程度使えるよというふうになった時に、どれにやったらいいんだべ、小さい、１億か２

億の建物が要望でやってくれやと、こうなって途中から入ってきたと。やはりきちっとし

た計画があった方がいいんでないかなっていこうとを思ってるの。

それで、この間厚真町の新聞の切り抜き見てみました、道新さんの。そしたら、国の財

政支援が期限があるということで、早めにやったら、しかし、町議から反対があって否決

されたよということですから、やはり計画がきちっとあって、それに財政が伴うような考

え方を、財政課長と総務課長は考えてほしいなというのが気持ちなんです。後で足りない

よ、後ですぐやらなければならないよっていうふうなことにはならないように、事前にそ

の体制をつくってもらえないかな。そんな意味でこの財調っていうのは、基金っていうの

は重要かなあと思ってたもんですから。まあ、最後答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 福原議員おっしゃるとおり、確かにきちんとした計画ができれ

ば、当然それに越したことはないというふうに私も思っております。

先ほど答弁したように、病院の事業費がある程度確定して、起債の償還も固まりますの

で、その時点で起債のピークはいつなのか、これくらいだったら庁舎建て替えても負担が

できるというふうな、ある程度のきちんとした見えるものがないと、またぞろ健全化に向

かっていろいろな、町民に対する補助金のカットだとかゴミ袋値上げだとか、そのような

ことにもなりかねませんので、その辺をきちんと見極めたうえで計画をして行きたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

８番西川君。

○８番(西川敏郎君) ６番議員の関連となりますけれども、脱炭素ロードマップの業務委

託料の１千万、参考資料の５２ページから若干。このロードマップの主な業務内容の中に、

(２)の町の概況調査及び地域課題整理と、それと(４)の再生可能エネルギー導入目標、ポ

テンシャルの調査とありますけれども、これは、この調査の段階で、やはり私、ただ脱炭

素のエネルギーは、風力発電と太陽光発電ということが主になるのかなあと思いますけれ

ども、この地域の状況、あるいは潜在ポテンシャルの面から考えればですね、やはり当初

から松前の豊富な水資源と、それから森林資源をどうやってこの中に組み込んでいくのか、

そういうことを考えておるのか、ちょっとこれ一つ伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今、西川議員からの脱炭素ロードマップの再生可能エ

ネルギーの導入目標やポテンシャルの考え方でございます。

確かに、おっしゃるとおり風力と太陽光発電というので再生可能エネルギーを使ったや

り方。そして、脱炭素なもんですから、反対に二酸化炭素を吸収する方法ということで、

よく言うグリーンニュートラル、カーボンって言うか、グリーンをどのくらいやるのかっ
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ていうのも、確かに松前町として取り組める課題の一つだと思いますので、その辺、もの

は知ってても、我々も知識がないもんですから、その辺の内容をコンサル会社含み、いろ

いろ協議してまいりたいと思います。

基本的には、やはり緑の公園は増やしていくとか、そういうのはやっぱり多少なりとも

入ってこなきゃ変なので、それは加味されるものだと考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) ８番西川君。

○８番(西川敏郎君) よくわかります。ただですね、私が水資源と森林資源の話出しまし

たけれども、これ、工夫の仕方によってはね、本当に循環型のエネルギー対策できるんじ

ゃないかなあというふうに、単純に考えておりますし、我々林業に携わってる者の一人と

してですね、松前の低質な針葉樹が、余り物と言いますか、そういったものもありますん

でね、ぜひ森林組合にせっかく力を入れていただいておりますんでね、ぜひ木質バイオマ

スの件も考慮に入れて進めてほしいなと、本当に考えております。その辺はいかがでしょ

うか。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) 脱炭素のロードマップは、様々な実行計画をつくるもので

ありますので、その辺は正直言ってうちの課だけでつくるもんでなくて、各課も連携して

つくっていかなきゃないロードマップでございますので、農林畜産課、水産課、様々、緑、

水、海に関わる課とも連携しながら、いろんなやれるものを考えて行きたいなと思ってま

すので、ぜひ針葉樹とかの木質バイオとか、私も基本的にどの程度出るのかがちょっと予

測はつかないんですが、やれるものがあるのであれば、それを取り込んで行くべきじゃな

いかと考えてますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 同じく５２ページの脱炭素ロードマップの関係の５番目のスケジュ

ールのところで、６月から８月にかけてプロポーザル、公募、審査、契約、その次にです

ね、８月から１２月の間に調査と作成と合わせてパブリックコメント、いうのあるんです

が、これは町民からのパブリックコメントということでよろしいんですね。だとすれば、

町民からのパブリックコメントいただくためには、この８月の上旬へのプロポーザルと公

募、審査、契約の段階の概ねの将来像っていうのを町民に示さなければ、パブリックコメ

ントっていうの得られないんでないかと思うんですが、その辺のちょっと考え方、教えて

ください。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) パブリックコメントの詳細って言うか、そもそもの基本が

大体概要版できた中から、こういうので何か意見ござませんかというのが基本になります。

６月から８月まで一応プロポーザル入れてますが、ちょっとここ意外と長いなと自分ら

も思ってまして、８、９、１０ぐらいで大体概要が見えてきた段階で、これをコメントか

けると。そして、意見を聞いた後にもうちょっと変えた方がいいなっていうのが、その後

１１月なり１２月を使って直していくという状況になってますので、大体見えてくるのは

そういう概要版が大体できてから、皆さんにパブリックコメント見せるというのが通例に

なってますので、そういうようなやり方を進めたいとは、今考えてございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)



- 54 -

○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２６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２６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２７号 令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第２７号、令和４年度松前町病院事業会計補正予算

(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました、議案第２７号、令和４年度松前

町病院事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、資本的支出として、新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検

査用の機器購入にかかる費用を新たに計上し、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４年度松前町病

院事業会計の補正予算(第１回)は、次に定めるところによろうとするものです。

第２条は、資本的収入及び支出です。令和４年度松前町病院事業会計予算第４条本文括

弧書き中、不足する額２千４８１万８千円を、不足する額２千９７１万３千円に、過年度

分損益勘定留保資金２千３８１万８千円を、過年度分損益勘定留保資金２千８７１万３千

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。支出です。第１款資本的支出は、既決予定額６千２８万１千円に４８９万５千円を

増額し、補正後の予定額を６千５１７万６千円に致そうとするものです。その内訳と致し

まして、第１項建設改良費既決予定額２千７２万５千円に４８９万５千円を増額し、補正

後の予定額を２千５６２万円に致そうとするもので、新型コロナウイルス感染症に係る検

査用機器ＰＯＣＴ用遺伝子検査装置２台及び遺伝子解析装置１台購入にかかる費用を増額

補正しようとするものです。検査件数の増加などにより、検査に時間を要してることから

今回予算を計上させていただき、速やかな検査の実施を図ろうとするものです。

予算実施計画他関係書類につきましては２ページから４ページに、５ページに予算に関

する参考資料を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が、議案第２７号、令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第１回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。
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議案第２７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２７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２８号 町税条例等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１０、議案第２８号、町税条例等の一部を改正する条例制定

についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました、議案第２８号、町税条例等の一部を

改正する条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。

議案の１１ページでございます。説明資料として添付しております町税条例等の一部を

改正する条例の概要をお開き願います。

まず、改正の趣旨でございます。地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１

号）地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和４年政令第１３３号)及び地方税法施行

規則等の一部を改正する省令(令和４年総務省令第２７号)が、令和４年３月３１日にそれ

ぞれ交付されたことに伴い、関連する町税条例等の規定の整理を行おうとするものでござ

います。

次に、主な改正の内容でございます。始めに、(１)個人町民税の関係でございます。住

宅借入金と特別税額控除、住宅ローン減税の延長、拡充等でございます。住宅取得をして、

令和４年から令和７年までの間に居住の用に供した者のうち、当該年度分の住宅借入金等

特別税額控除から、当該年度分の所得税を控除した残額があるものについては、翌年度分

の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年度分の所得税の課税総所得金額等

の額に１００分の５を乗じて得た額、最高９万７千５００円の控除限度額の範囲内で減額

するというものでございます。

なお、この措置による令和５年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんされ

ることとなっております。

参考と致しまして、新築一般住宅の状況を記載してございます。令和元年１０月１日か

ら令和３年１２月３１日までに間に居住した場合は、控除借入限度額が４千万円、控除率

が借入金年末残高の１％、控除期間は１３年でありました。令和４年、令和５年に居住し

た場合は、限度額が３千万円、残高の０．７％、控除期間は１３年となります。また、令

和６年、令和７年に居住した場合は、限度額が２千万円、残高の０．７％、控除期間が１

０年となるところでございます。これは、低金利により、控除額が支払利息額を上回る逆

ざやが起こるケースが生じていたための措置ということでございます。

次に、(２)固定資産税の関係です。課税標準額の特例措置の拡充、我が町特例の関係で

す。次のページをお開き願います。アです、特定都市河川浸水被害対策法の関係です。当

町は該当ありません。イです、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備に対して、課する固定資産税の課税標

準の特例措置を２年延長するものであります。令和４年３月３１日までに新たに取得した

設備を対象としておりましたが、令和６年３月３１日までに新たに取得した設備まで延長

するものでございます。

参考と致しまして、当町の現状を記載してございます。まず、小型風力発電設備でござ
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います。課税標準額の特例割合は４分の３です。本来の税額が１００万円の税額とした場

合、特例により税額が７５万円に、特例により減額される税額は２５万円になるところで

す。特例は３年間ですが、小型風力様々に状況がありますので、省略させていただきます。

次は、大型風力です。町内に１２基ありますが、特例割合は３分の２でございます。１

００万円の税額の場合、税額が６６万６千円となり、３３万４千円が減額となります。な

お、令和２年度、３年度、４年度と３年間特例となるところでございます。

次に、太陽光です。小型風力と同様に４分の３の特例になるところで、現在館浜地区に

１設ありますけども、令和元年度、２年度、３年度と特例措置されているところでござい

ます。

次に、３、町税条例の改正は要しないが、町税に関連のある地方税の改正です。固定資

産税、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長でございます。記載のとおり、初期負

担を軽減し、住宅建設の促進を図る軽減措置でございます。一般住宅は３年間、３階以上

の中高層耐火住宅は５年間、それぞれ税額の２分の１を減額するものであり、令和６年３

月３１日まで２年延長するものでございます。

新旧対照表につきましては、別紙のとおりでございます。

以上が、議案第２８号、町税条例等の一部を改正する条例の主な内容でございます。よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第２８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２８号は原案のとおり可決されました。

◎延会宣告

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

本日の会議はこの程度に留め、延会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、本日の会議はこれをもって延会することに決定致しました。

本日は、これをもって延会致します。

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。

(延会 午後 ４時２４分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 伊 藤 幸 司

署名議員 西 川 敏 郎

署名議員 梶 谷 康 介



令和４年 ６月 ７日（火曜日）第２号



- 57 -

令和４年

松前町議会第２回定例会

令和４年 ６月 ７日（火曜日）第２号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第２９号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例制定について

日程第３ 議案第３０号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定に

ついて

日程第４ 議案第３１号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

日程第５ 議案第３２号 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置

に関する条例の一部を改正する条例制定について

日程第６ 議案第３３号 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の一部を改正する条例制定につい

て

日程第７ 議案第３４号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例制定について

日程第８ 議案第３５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第９ 議案第３６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に

ついて

日程第１０ 議案第３７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

◎議事日程の追加

日程第１１ 発議案第２号 松前町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条

例制定について

日程第１２ 発議案第３号 所管事務視察調査について

日程第１３ 意見書案第２号 国民の祝日「海の日」の７月２０日への固定化を求め

る意見書について

日程第１４ 意見書案第３号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求め
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元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学

保障の実現に向けた意見書について

日程第１９ 意見書案第８号 森林・林業・木材産業によるクリーン成長に向けた施

策の充実・強化を求める意見書について
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（開会 午前１０時００分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎議事日程

○議長(伊藤幸司君) 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりですので、

ご了承願います。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１０番斉藤勝君、１番疋田清美

君、以上２名を指名致します。

◎議案第２９号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第２９号、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) おはようございます。

ただ今議題となりました、議案第２９号、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表、タブレット上の５ページをご覧願いま

す。下段の説明欄です。松前町議会議長から、令和３年１２月１４日付をもって議員報酬

の改正について、多様な人材確保を図るための環境整備を図るため、令和５年７月１日か

ら現行より月額３万円の増額を行うことについての申し入れがあり、松前町特別職報酬等

審議会条例（昭和４１年松前町条例第１７号）第２条の規定により、審議会の意見を聞い

た結果、上記改正案のとおり、「引き上げが適当である。」旨の答申書が提出されたため、

条例の一部を改正しようとするものであります。

次に、改正案の内容であります。第１条は議員報酬で、現行下線部分を改正案下線部分

のとおり、それぞれ改めようとするもので、議長月額２７万円を３０万円に、副議長月額

２１万円を２４万円に、常任委員会委員長等月額１９万円を２２万円に、議員月額１８万

円を２１万円にそれぞれ改めようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、次の一般選挙後に到来する議員の任期の開始の日

から施行致そうとするもので、現時点では、令和５年６月３０日の任期満了後の、同年７

月１日からの施行予定であります。

以上が、議案第２９号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。
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○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 上程されております議案第２９号に対し、反対致します。特別職報

酬審議会において、慎重審議を重ね、議会、そして議員の活動に対し、認識を深め、ご理

解くださいましたことに対し、経緯と感謝を申し上げます。答申の結果を踏まえての本議

案となったわけで、ありがたいと思いながらも、次に述べる理由で反対するものでありま

す。

本件は、議会改革特別委員会において多様な人材、若い人、新しい人が議員として活動

できる環境の整備をしようとし、そのためには報酬が重要な要素ということの議論だった

と認識しております。

松前町において、家庭を守りながら議員として活動するための妥当な報酬の額は、明確

な数字を決めきれず、結果として報酬アップの理由が現状見直し、全国的な見地から原価

方式、いわゆる一般的な議会活動等を考慮しての額の決定となってしまいました。

一方、町長をはじめとする特別職給与が据え置かれる現状と合わせて考える時、審議会

における議会に対する厳しい意見を考えれば、今しばらく据え置くべきと考えます。以上

です。

○議長(伊藤幸司君) 次に、賛成討論の発言を許します。

１０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 賛成の討論をさしていただきます。今、反対の討論がありましたけ

れども、議長を除く全議員の特別委員会で様々な議論を重ねて、何回となく皆さんの意志

を聞いてきたところであります。更に、町民の説明会や、各団体のトップの皆さんにも懇

談いただきまして、当議会が管内で初めてつくっている議会モニターの皆さんにも十分な

説明をし、理解を得たものと思っております。

特別委員会にあっては、多数決がとられる結果となりましたが、地方自治法上、多数決

の原則は議会で尊重されるべきものと思い、更には若い皆さんが立候補できるように、あ

るいは新しい町民が立候補できるように、最初は５万円をアップすべきというところから

議論が始まりました。町の財政、様々な角度から検討を加えた結果、特別委員会では３万

円にしようということで議長に報告をし、議長はそれを受けて町長にお話を申し上げたと

いうふうに受け止めておりますので、報酬審議会の皆さんの意見も大きく尊重しながら、

賛成の意を表します。

○議長(伊藤幸司君) 他に討論ございませんか。

(「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、起立によって採決を行います。

議案第２９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立多数であります。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３０号 松前町国民健康保険税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３、議案第３０号、松前町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第３０号、松前町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げま

す。

議案の５ページ、説明資料として添付しております、松前町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の概要をお開き願います。まず改正の趣旨でございます。全世代対応型の

社会補償制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和３年法律第６６

号)が、令和３年６月１１日に、全世代対応型の社会補償制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律の施行に伴う、関係政令の整備等に関する政令（令和３年政令

第２５３号）が令和３年９月１０日に公布され、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４

５号）が改正され、令和４年４月１日から施行されたことに伴い、関連する規定の整理を

しようとするものでございます。

次に、改正の内容であります。国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達

する以後の最初の３月３１日以前である被保険者未就学児がいる場合、当該納税義務者に

対して科する被保険者均等割額を２分の１軽減するものでございます。

中段の図をご覧いただきたいと存じます。例として、給与所得者の方が１人の３人世帯

の場合を示してございます。３人のうち、未就学児が１人いる場合でございます。現行で

は７割軽減は給与収入９８万円以下、５割軽減は１９５万円以下、２割軽減は２９６万円

以下が対象となっております。この軽減判定の基準となる額の変更はございません。今回

の改正は、未就学児の均等割額を２分の１軽減するというものでございます。まず、未就

学児の均等割の金額ですが、現行では軽減のなしの場合、医療給付費分として２万１千円、

後期高齢者支援金分として７千円、１人あたり２万８千円となってございます。なお、介

護納付金分については、４０歳以上６５歳未満の方が対象であり、未就学児にはかかりま

せん。２万８千円が２分の１の軽減となって、均等割額が１万４千円となります。

次に、２割軽減の場合です。均等割額合計２万８千円が２万２千４００円となっており

ます。この８割負担のうち２分の１を軽減し、合計で６割軽減にしようとするものであり

ます。１万１千２００円になるところです。

次に、５割軽減の場合です。均等割額合計２万８千円が１万４千円となっております。

この５割負担のうち２分の１を軽減し、合計で７．５割軽減にしようとするものでありま

す。７千円になるところでございます。

次に、７割軽減の場合です。均等割額合計２万８千円が８千４００円となっております。

この３割負担のうち、２分の１を軽減し、合計で８．５割軽減にしようとするものであり

ます。４千２００円になるところでございます。

今回の改正による影響額でございますが、令和３年度の課税ベースでの試算では、新た

に軽減なしが５割軽減になるのが、未就学児２人２世帯、軽減額２万８千円でございます。

次に、２割軽減が６割軽減になるのが、未就学児１人１世帯、軽減額１万１千２００円、

５割軽減が７．５割軽減となるのが、未就学児１人１世帯、軽減額７千円。７割軽減が８．

５割軽減となる未就学児はいませんでした。合計で該当となる未就学児は４人４世帯、軽

減額の増額は、４万６千２００円になるところでございます。

なお、今回の改正条例は、令和４年４月１日から適用しようとするものであり、令和４
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年度以後の国民健康保険税について適用されるものでございます。

以上が、議案第３０号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３０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３０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３１号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第３１号、松前町介護保険条例の一部を改正する条

例制定についてを議題と致します。

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３１号、松前町介護保険条

例の一部を改正する条例制定について、その内容を申し上げます。

議案第３１号、松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、松前町介護保

険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。添付されております説明

資料の新旧対照表の下段、説明欄をご覧願いたいと思います。

今回の改正につきましては、要約致しますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、

収入が減少した場合の介護保険料の減免措置を令和３年度に引き続き、令和４年度も実施

しようとするために、条例の一部を改正しようとするものです。

説明資料の上段にありますとおり、左側現行第４条の下線部分、令和４年３月３１日ま

でを、左側改正案の下線部分、令和５年３月３１日に改めようとするものです。

以上が、議案第３１号、松前町介護保険条例の一部を改正する条例制定についてでござ

います。どうぞ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３１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３１号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第３２号 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に

関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第３２号、松前町特定滞納者等に対する行政サービ

ス等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) ただ今議題となりました議案３２号、松前町特定滞納者等

に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定について、そ

の内容をご説明致します。

本条例は、町税等の特定滞納者等に対し、行政サービス等の制限を実施することにより

町税等の納付義務に対する意識の高揚及び公平性の確保を図ることを目的として設置され

たものであります。

先に議案第２６号、令和４年度松前町一般会計補正予算(第４回)において議決をいただ

きました、新規就農者育成総合対策補助金を制限対象項目に追加するため、本条例の一部

を改正しようとするものであります。

それでは、議案の末尾に添付しております説明資料松前町特定滞納者等に対する行政サ

ービス等の制限措置に関する条例の一部を改正に係る新旧対照表をご覧願います。別表、

区分欄、補助金等の交付の項に、事務事業名「新規就農者育成総合対策補助金の交付」を

加えようとするものであります。

また、附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものでございま

す。

以上が、議案第３２号、松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関す

る条例の一部を改正する条例制定についての内容でございます。よろしくご審議賜ります

ようお願い致します。

○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３２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３２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３３号 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

関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第３３号、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。選挙管理委員会事務局書記長。

○選挙管理委員会事務局書記長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第３３号、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の一部を改正

する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の４ページ、タブレット上の８ページを

ご覧願います。下段の説明欄です。最近における物価の変動等に鑑み、衆議院議員及び参

議院議員の選挙ににおける選挙運動に関し、選挙運動自動車の使用等の公営に要する経費

に係る限度額を引き上げるため、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号、以下「政

令」と言う。）が改正されたところであります。地方公共団体において、公費負担を行う

場合は政令に準じて条例で定める必要があることから、当町においても政令と同様に公費

負担の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正しようとするものであります。

次に、改正の内容であります。１点目、選挙運動用自動車の使用で、一般運送契約（ハ

イヤー方式）では、１日あたり６万４千５００円で、これは据え置き。一般運送契約以外

の契約では、自動車の借り入れは、１日あたり現行１万５千８００円を３００円引き上げ、

１万６千１００円に。燃料の供給は、１日あたり現行７千５６０円を１４０円引き上げ、

７千７００円にそれぞれ改めようとするもので、運転手の雇用は、１日あたり１万２千５

００円で、据え置きしようとするものであります。

２点目、選挙運動用ビラの作成では、１枚あたり現行７円５１銭を２２銭引き上げ、７

円７３銭に改めようとするものであります。

３点目、選挙運動用ポスターの作成で、印刷費では、１枚あたり現行５２５円６銭を１

６円２５銭引き上げ、５４１円３１銭に。企画費では、現行３１万５００円を５千７５０

円引き上げ、３１万６千２５０円に改めようとするものであります。

改正案の新旧対照表は１ページから３ページまでに、タブレット上では５ページから７

ページまでに記載しておりますので、ご参照願います。

３ページ、タブレット上の７ページをご覧願います。次に、附則であります。附則第１

項は施行期日で、この条例は公布の日から施行致そうとすものであります。附則第２項は

適用区分で、改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後、その期日を告示される選挙

について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の

令よろうとするものであります。

以上が、議案第３３号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３３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３３号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第３４号 松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第３４号、松前町過疎地域における固定資産税の課

税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第３４号、松前町過疎地域におけ

る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容

を資料に基づきご説明申し上げます。

最後のページになります。説明資料として添付しております、松前町過疎地域における

固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正に係る新旧対照表をお開き願います。下段

の説明欄です。所得税法等の一部を改正する法律(令和４年法律第４号)及び租税特別措置

法施行令等の一部を改正する政令(令和４年政令第１４８号)により、租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）が一部改正されたため、この法律を引用している条例を改正しよ

うとするものでございます。

前のページをご覧願います。改正の内容です。第２条中、「第１２条第３項」を「第１

２条第４項」に、「第４５条第２項」を「第４５条第３項」に、｢第２８条の９第１０項｣

を「第２８条の９第１０項第１号」に改めるものでございます。法のずれなどによるもの

でございます。

次に、附則です。この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。

以上が、議案第３４号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) 今説明あった、この固定資産税の関係の減免措置ですけど、これは

対象案件、物件はあるのでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 福原議員から、今質問いただきました。この条例につきまして

は、令和３年度の９月定例会において議決をいただいた内容でございます。この対象とな

るのは、製造業、情報サービス業、農林水産販売業、旅館業等ということで、これらの対

象となる業種の方々が、青色申告をしてるのが一つの条件でございますけども、家屋、土

地、償却資産において、それぞれ５００万以上の設備投資をした場合に、それが３年間課

税免除になるということでございます。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) 申し訳なかったです。ちょっと知識がなかったもんで、再度聞いて

失礼しましたけど、そうすると現実的には、今の税務課長が言われた範囲内で、現状では

何件かあるということでよろしいですね。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) 現状で何件あるかというご質問でございます。現在、我々のと

ころに問い合わせの数は、１件ございます。実際課税免除になっている部分は、現段階で

はございません。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)
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○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３４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３４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

◎議案第３６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

◎議案第３７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第３５号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について、日程第９、議案第３６号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更について、日程第１０、議案第３７号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

以上３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) ただ今一括議題となりました、議案第３５号、北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更について、議案第３６号、北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更について、議案第３７号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

その内容をご説明申し上げます。

本議案は、令和４年４月１日付で設立されました上川中部福祉事務組合が、新たに北海

道市町村職員退職手当組合、北海道町村議会議員公務災害補償等組合及び北海道市町村総

合事務組合へ加入することに伴い、規約の別表を変更する必要が生じ、組合規約の変更に

ついて、協議があったため、議会の議決を求めるものであります。

始めに、議案第３５号について、その内容をご説明申し上げます。末尾に添付しており

ます説明資料の新旧対照表、タブレット上の５ページをご覧願います。

変更案の内容であります。別表の上川管内に変更案下線部分のとおり、「上川中部福祉

事務組合」を加えようとするものであります。

次に、附則であります。この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６

条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものであります。

続きまして、議案第３６号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表、タブレット上の５ページをご覧願いま

す。変更案の内容であります。本議案は、議案第３５号と同様に、別表第１に変更案下線

部分のとおり、「上川中部福祉事務組合」を加えようとするものであります。

次に、附則であります。この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６

条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものであります。

続きまして、議案第３７号、北海道市町村総合事務組合の変更について、その内容をご

説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の１ページ、タブレット上の５ページを
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ご覧願います。変更案の内容であります。本議案も、議案第３５号、議案第３６号と同様

に、別表第１の変更案下線部分のとおり、上川総合振興局の構成団体数｢３０｣を｢３１｣に

改め、「上川中部福祉事務組合」を加えようとするものであります。

次のページ、２ページ、タブレット上の６ページをご覧願います。次に、別表第２に変

更案下線部分のとおり、「上川中部福祉事務組合」を加えようとするものであります。

次に、附則であります。この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６

条第１項の規定による北海道知事の許可の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第３５号、議案第３６号、議案第３７号の内容でございます。よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりました。始めに議案第３５号についての質疑を行いま

す。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３５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３５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第３６号についての質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３６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３６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第３７号についての質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３７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３７号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊藤幸司君) 議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩

致します。

(休憩 午前１０時３４分)

(再開 午前１０時５０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際、議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれ

を議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議事日程第２号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに

決定致しました。

◎発議案第２号 松前町議会議員の定数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１１、発議案第２号、松前町議会議員の定数を定める条例の

一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。１１番堺繁光君。

○１１番(堺繁光君) 発議案第２号、松前町議会議員の定数を定める条例の一部を改正す

る条例制定について、提案説明致します。

提出者並びに賛成者は、記載のとおりです。

末尾に添付しております、説明資料の新旧対照表をご覧願います。下段の説明欄です。

議員定数について、議会改革に関する調査特別委員会において、各界代表者との懇談会

及び町民説明会を実施して様々な意見等を聴取し、併せて委員間討議を行った結果、現行

の１２名より１名削減し、１１名とする内容で調査報告書が議会に提出されたことから、

改正しようとするものであります。

改正案の内容ですが、現行下線部分、松前町議会の議員定数の「１２人」を、改正案下

線部分のとおり、「１１人」に改めようとするものであります。

附則と致しまして、この条例は、次の一般選挙から施行致そうとするものであります。

ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

発議案第２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。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第２号は原案のとおり可決されました。

◎発議案第３号 所管事務視察調査について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、発議案第３号、所管事務視察調査についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。議会運営委員会委員長沼山雄平君。

○議会運営委員会委員長(沼山雄平君) 発議案第３号、所管事務視察調査について、提案

説明を致します。

議会運営及び議会だよりの編集についてを調査事項とし、議会運営の活性化や住民にわ

かりやすい議会だよりの編集に取り組んでいる、栃木県那須町、茨城県取手市を４日間以

内の予定で視察調査するものであります。

ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

発議案第３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第３号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第２号 国民の祝日「海の日」の７月２０日への固定化を求める

意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、意見書案第２号、国民の祝日「海の日」の７月２０日

への固定化を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第２号、国民の祝日「海の日」の７月

２０日への固定化を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条

第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については、記載のとおりであり

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)
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○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２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２号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第３号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める

意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、意見書案第３号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・

調印・批准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３号、日本政府に核兵器禁止条約の

参加・調印・批准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３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３号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第４号 補聴器購入補助等の改善をはじめ、難聴(児)者への支援拡充

を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、意見書案第４号、補聴器購入補助等の改善をはじめ、

難聴(児)者への支援拡充を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第４号、補聴器購入補助等の改善を

はじめ、難聴(児)者への支援拡充を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会

議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については、記載

のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)
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○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第４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４号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第５号 地方財政の充実・強化に関する意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、意見書案第５号、地方財政の充実・強化に関する意見

書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第５号、地方財政の充実・強化に関す

る意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出

するものであり、意見書の内容については、記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第５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５号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第６号 令和３年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、意見書案第６号、令和４年度北海道最低賃金改正等に

関する意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第６号、令和４年度北海道最低賃金改

正等に関する意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定

により提出するものであり、意見書の内容については、記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第６号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第６号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第７号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への

復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充

と就学保障の実現に向けた意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、意見書案第７号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担

率２分の１への復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向

けた意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君。

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第７号、義務教育費国庫負担制度堅

持・負担率２分の１への復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の

実現に向けた意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定

により提出するものであり、意見書の内容については、記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第７号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第８号 森林・林業・木材産業によるのグリーン成長に向けた施策の

充実・強化を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、意見書案第８号、森林・林業・木材産業によるグリー

ン成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第８号、森林・林業・木材産業による

グリーン成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書について、別紙のとおり、松前町

議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内容については、
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記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第９号 水田活用の直接支払交付金の見直しの中止を求める意見書

について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、意見書案第９号、水田活用の直接支払交付金の見直し

の中止を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第９号、水田活用の直接支払交付金の

見直しの中止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９号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第９号は原案のとおり可決されました。

◎所管事務調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２１、所管事務調査報告についてを議題と致します。

厚生文教常任委員会から、所管事務調査報告書の提出がありましたので、報告を求めま

す。厚生文教常任委員会委員長西川敏郎君

○厚生文教常任委員会委員長(西川敏郎君) 所管事務調査報告について。

本委員会は、令和２年９月９日松前町議会第３回定例会において承認を得た所管事務調
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査、「学校教育について」を終えたので、松前町議会会期規則第７７条の規定により、所

管事務調査報告書を提出致します。

所管事務調査年月日、調査の概要については記載のとおりであります。

所見。松前町の学校教育は、児童生徒数が町の人口減少と同様に減少しており、少子化

による影響が学習環境にどのような影響を及ぼしてくるか、逐次注視していかなければな

らない。そのような中、平成２０年に「松前町教育指針条例」を制定し、町民、家庭、学

校及び教員、地域住民の役割並びに町の責務を明らかにし、先人への感謝の心と郷土愛を

携えた有為な人材を輩出するとともに、自主自立による誇りあるまちづくりを進めること

を目的に学力向上、書道教育、ふるさと学習を柱として、その実現に向けた取り組みを続

けている。

学力向上については、松前町総合計画を目標として、小中学校とも全国平均を上回るこ

とを目標に掲げており、主に取り組み内容としては、習熟度別授業の推進をはじめ、チャ

レンジテストの実施や漢字、英語及び数学に係る各検定受検の支援、中１ギャップに対応

した乗り入れ授業の実施、学校支援員配置による教育環境の整備と特別支援員配置による

特別支援教育の充実・教科などを行っていた。

また、国のＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、全小中学校へのタブレットの貸与をはじめ、

校内ネットワークの強化を行ったほか、新たに教師用遠隔授業機器の整備やＩＣＴ支援員

等による教職員への研修、教育機関向けクラウド型オンライン学習ツールやタブレット用

学習支援ソフトの導入を行っていた。なお、デジタル教科書の活用については、従来の教

科書における学習面での利便性を考慮し、導入について十分に検証されたい。

書道教育については、書を通した心の教育の充実や子どもの豊かな感性を深め、集中力、

持久力を高めるため、文部科学省の特例校制度を活用し、平成２２年から小学校に、また

平成２７年度には中学校の教育課程にそれぞれ書道科を新設しており、更に平成３０年度

には小中一貫教育制度の導入により、書道を軸となる教科として組み入れ、松前高校と連

携したほか、書道教育アドバイザーを配置するなど小中高を通した書の日常化が進められ

ていた。

ふるさと学習については、ふるさと読本を活用した授業を推進するとともにふるさと学

習応援団協力の下、町の自然や歴史の学習及び産業などの体験や町民との交流を実践し、

郷土の愛する心を育てる学習を進めていた。

教育指針条例の三本柱をより効果的に推進するため、平成３０年度から町内全小中学校、

地域住民と保護者が一体となって学校運営に取り組む学校運営協議会を設置するとととも

に、現在の３小学校と１中学校を維持したまま、４校の教職員が一体となって小中９年間

の一環した教育活動を行うため、小中一貫教育制度を導入していた。

今後において、小学校における教科担任制は、専門的な観点から授業を進めた方が子ど

もの発達には良いとされているが、現在の配置教員数での対応を含め、文部科学省や北海

道教育委員会とも十分協議し、早急に導入されることを望むものであります。

児童生徒の不登校対策については、現状町内の小中学校において、いじめが原因による

不登校はなかったものの、家庭環境の要因によるものが数件あった。これらを根本的に解

決するためには、家庭環境の変化をはじめ、教育スクールカウンセラーによる不登校児童

生徒に対する担任や養護教諭への相談・指導、更には今後不登校が心配される児童生徒へ

の個別相談の実施に加え、町保健師とも連携を取りながらその解消に向け努力されたい。

学校施設については、厳しい財政状況に鑑み、現在ある小学校３校、中学校１校の校舎

を８０年保持されていることを目標に費用を標準化した「松前町学校施設長寿命化計画」
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を令和２年度に策定している。校舎の長寿命化はもとより、教職員住宅については、職員

が減少していく中、空家も増加してきていることから、活用可能な住宅については、町営

住宅として所管替えするほか、改築や解体については、費用対効果等を含め、今後のあり

方について検討されたい。加えて町内には、民間のアパートが充実してきている状況もあ

り、職員のニーズを把握するとともに、不動産経営を圧迫しないことも考慮しながら対処

されたい。

また、学校プールについては、５０年余り経過していることから当該維持補修はその都

度修繕して、子どもの学習環境に寄与するべきであるが、今後において多額の費用が生じ

る場合については、海上自衛隊松前警備所のプールを使用についても検討されたい。

松前高校支援については、現在、入学者の減少により高校存続の危機にあり、過去には

北海道教育委員会に学級数の維持、間口減反対の要望活動を実施していたほか、毎年、町

長と町教育長が北海道教育委員会を訪問して、当該教育長と面談し、松前高校の現状説明

と存続の要請をしていた。

また、学校長が全小学校参観日にあわせて、保護者を対象に進学説明会を実施していた。

「松前高校は松前町になくてはならない存在」として共通認識に立ち、地元進学率を向上

させるとともに、町民とともに魅力ある高校づくりに向け、松前高校再編対策協議会の活

動強化や保護者、地域住民の学校運営への参画を図りながら、松前高等学校学校運営協議

会の設立について、支援と協力を図っていく必要がある。

また、町では子ども達が松前高校の中で学習力等を高めるために、免許や資格取得など

進学や就職に有利となり、また、進路が拡大できるよう支援を行っているが、その内容に

ついては、ポスターやホームページ等はもとより成果等も含め、積極的に情報発信するこ

とが重要である。また、保護者の経済的な負担軽減を目的として、入学時の制服等学用品

補助や給食の実施等についても課題を精査した中で実施できるよう検討されたい。

結びに、教育を取り巻く情勢は日々変化しており、国によるデジタル化の推進や教職員

の働き方改革、新型コロナウイルス感染症防止対策など多種多様な課題がある中、教職員

と常に連携して対策を講じ、教育環境の整備と充実を図られるよう努力することを望むも

のである。

長くなりましたが、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２２、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。

厚生文教常任委員会委員長から閉会中の所管事務調査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、厚生文教常任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。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第２３、閉会中の所管事務調査の申し出を議題と致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中

所管事務調査したい旨の申し出がありましたが、申し出のとおりこれを承認することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり承認することに決定致しました。

◎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２４、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。

◎議事日程の追加の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) 議事日程の追加について、お諮り致します。

現在の松前町立松前病院は、昭和５３年に北海道立松前病院として現在地に移転新築さ

れ、その後平成２年に松前町へ移管されました。建設後４４年が経過している状況にあり

ます。このために、設備の老朽化、療養環境の狭隘化、ＩＣＴ化への対応等ができないこ

と。また、医療を取り巻く環境の変化や、地域包括ケアシステムの構築への対応などを踏

まえ、安心安全で効率的な病院運営を継続するために、病床規模や医療機能を見直す必要

があり、新病院の建設は喫緊の課題となっております。

松前病院は、町民の健康と生命を守る大きな役割を果たしている重要な医療機関である

ことから、新病院建設に係る基本計画や今後の病院運営などについて調査を進めるため、

この際、議長を除く全議員で構成する新病院建設に関する調査特別委員会を設置し、調査

が終了するまで、閉会中の調査をしたいと思います。

よって、本件を日程に追加し、日程第２５とし、直ちに議題とすることにご異議ありま

せんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。
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よって、新病院建設に関する調査特別委員会の設置については、直ちに議題とすること

に決定しました。

◎新病院建設に関する調査特別委員会を設置

○議長(伊藤幸司君) 日程第２５、新病院建設に関する調査特別委員会を設置を議題と致

します。

お諮り致します。

本件については、議長を除く全議員による特別委員会を設置し、終了するまで閉会中の

調査をすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議長を除く全議員で構成する新病院建設に関する調査特別委員会を設置し、調

査が終了するまで閉会中の調査をすることに決定しました。

ただ今設置されました新病院建設に関する調査特別委員会の委員長及び副委員長の互選

を委員会条例第７条の規定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時１６分)

(再開 午前１１時２０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎新病院建設に関する調査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 新病院建設に関する調査特別委員会の委員長及び副委員長の互選結

果をご報告願います。

９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 先程設置されました新病院建設に関する調査特別委員会の委員長及

び副委員長の互選を、私が委員会条例第７条第２項の規定により行いましたところ、委員

長には８番西川敏郎君、副委員長には２番飯田幸仁君が選任されましたので、報告致しま

す。

○議長(伊藤幸司君) ただ今、９番梶谷康介君から新病院建設に関する調査特別委員会委

員長及び副委員長の互選結果の報告がありました。委員長には８番西川敏郎君、副委員長

には２番飯田幸仁君が選出されました。

以上ご報告致します。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は６月８日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了致

しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、令和４年度松前町議会第２回定例

会は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって令和４年松前町議会第２回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午前１１時２２分)
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