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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意しておりますが、

時間の関係上原稿校正は初校しかできなく、誤字、脱字等があります

ことを深くお詫び申し上げます。

まことに恐れ入りますが、御了承のうえ御判読いただきたくお願い

致します。

伊 藤 幸 司松前町議会議長
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提出案件及び議決結果一覧表

１．町長提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

３９ 令和４年度松前町一般会計補正予算（第６回） 4. 9. 5 原案可決

４０ 令和４年度松前町国民健康保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第１回）

４１ 令和４年度松前町介護保険特別会計補正予算（第 同 上 同 上

１回）

４２ 令和４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予 4. 9. 6 同 上

算（第１回）

４３ 令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第２回) 同 上 同 上

４４ 教育委員会委員の任命について 4. 9. 5 同 意

４５ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 原案可決

４６ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

４７ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

４８ 松前町表彰条例による表彰について 同 上 同 上

４９ 松前町水道事業給水条例の一部を改正する条例制 閉会中の継続審査

定について

５０ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する 4. 9. 7 原案可決

条例制定について

５１ 新たに生じた土地の確認について 同 上 同 上

５２ 字の区域の変更について 同 上 同 上

５３ 令和３年度松前町水道事業会計未処分利益剰余金 同 上 同 上

の処分について

５４ 教育委員会教育長の任命について 同 上 同 意
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

認定１ 令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認定につ 4. 9. 7 認 定

いて

認定２ 令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出 同 上 同 上

決算認定について

認定３ 令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算 同 上 同 上

認定について

認定４ 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳 同 上 同 上

出決算認定について

認定５ 令和３年度松前町水道事業会計決算認定について 同 上 同 上

認定６ 令和３年度松前町病院事業会計決算認定について 同 上 同 上

報告６ 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率につ 4. 9. 5 報 告 済

いて
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２．議員提出案件

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

発議案 所管事務視察調査について（厚生文教常任委 4. 9. 7 原案可決

４ 員会）

意見書案 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する 同 上 同 上

１０ 意見書について

所管事務調査報告について（総務経済常任委 同 上 報 告 済

員会）

所管事務視察調査報告について（議会運営委 同 上 同 上

員会）

閉会中の所管事務調査の申し出について（総 同 上 承 認

務経済常任委員会）

閉会中の所管事務調査の申し出について（議 同 上 同 上

会運営委員会）

閉会中の正副議長、議員の出張承認について 同 上 同 上



令和４年 ９月 ５日（月曜日）第１号
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令和４年

松前町議会第３回定例会

令和４年 ９月 ５日（月曜日）第１号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議会運営委員会報告

日程第３ 会期の決定

日程第４ 報告第６号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について

日程第５ 一般質問

◎追加した議事日程

日程第６ 議案第４４号 教育委員会委員の任命について

日程第７ 議案第４５号 松前町表彰条例による表彰について

日程第８ 議案第４６号 松前町表彰条例による表彰について

日程第９ 議案第４７号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１０ 議案第４８号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１１ 議案第３９号 令和４年度松前町一般会計補正予算(第６回)

日程第１２ 議案第４０号 令和４年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第１

回）

日程第１３ 議案第４１号 令和４年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)

日程第１４ 議案第４２号 令和４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）

日程第１５ 議案第４３号 令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第２回)

日程第１６ 議案第５３号 令和３年度松前町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について

日程第１７ 認定第１号 令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第１８ 認定第２号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第２９ 認定第３号 令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

日程第２０ 認定第４号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第２１ 認定第５号 令和３年度松前町水道事業会計決算認定について

日程第２２ 認定第６号 令和３年度松前町病院事業会計決算認定について

◎会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議会運営委員会報告

日程第３ 会期の決定

日程第４ 報告第６号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について

日程第５ 一般質問

日程第６ 議案第４４号 教育委員会委員の任命について
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日程第７ 議案第４５号 松前町表彰条例による表彰について

日程第８ 議案第４６号 松前町表彰条例による表彰について

日程第９ 議案第４７号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１０ 議案第４８号 松前町表彰条例による表彰について

日程第１１ 議案第３９号 令和４年度松前町一般会計補正予算(第６回)

日程第１２ 議案第４０号 令和４年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第１

回）

日程第１３ 議案第４１号 令和４年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 伊 藤 幸 司 君 副議長 １１番 堺 繁 光 君

１番 疋 田 清 美 君 ２番 飯 田 幸 仁 君

３番 沼 山 雄 平 君 ４番 宮 本 理恵子 君

５番 福 原 英 夫 君 ６番 近 江 武 君

７番 工 藤 松 子 君 ８番 西 川 敏 郎 君

９番 梶 谷 康 介 君 １０番 斉 藤 勝 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 若 佐 智 弘 君

政策財政課長 佐 藤 隆 信 君総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長

税 務 課 長 兼 会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長尾 坂 一 範 君

堀 川 昭 彦 君 三 浦 忠 男 君保健福祉課長兼清部保育所長

渡 辺 孝 行 君町民課長兼大島支所長兼小島支所長兼大沢支所長 水産課長兼水産センター所長

農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長岩 城 広 紀 君

商工観光課長 田 中 建 一 君 福 井 純 一 君

建設水道課長 横 山 義 和 君 病院事務局長 白 川 義 則 君

学校 教 育 課 長 兼 学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長教 育 長 宮 島 武 司 君

高 橋 光 二 君 鍋 谷 利 彦 君文 化 社 会 教 育 課 長

議 会 事 務 局 長 兼 監 査 委 員 事 務 局 長監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君

鍋 島 孝 明 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 鍋 島 孝 明 君 議会事務局次長 佐 藤 巧 君

議会事務局主任 三 上 大 輔 君
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（開会 午前 ９時５９分）

◎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３回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご多

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

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から令和４年松前町議会第３回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布のとおりです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、４番宮本理恵子

君、５番福原英夫君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、沼山雄平君。

○議会運営委員会委員長(沼山雄平君) ９月１日開催された議会運営委員会において、本

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

は、お手元に配布のとおり進めることに決定致しました。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。

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

５日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。
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◎報告第６号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、報告第６号、令和３年度健全化判断比率及び資金不足比

率についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) おはようございます。

それでは、令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について、報告させていただき

ます。これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１

項の規定により、令和３年度決算に基づき算定した比率についてご報告をするものでござ

います。

それでは、１枚めくっていただき、次のページをご覧願います。タブレット上は３ペー

ジになります。

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

質収支額が黒字となったことから、この比率は発生してございません。また、連結実質赤

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

の比率も発生しなかったところでございます。

次の実質公債費比率につきましては、７．９％となり、令和２年度の７．９％と同率と

なったところでございます。更に、将来負担比率につきましては２４％となり、令和２年

度の２９．９％を５．９ポイント下回ったところでございます。これらの比率は、財政健

全化法で定められている早期健全化基準値を大きく下回っているところでございます。

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

字となったことから、この比率も発生しなかったところであります。

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

まで掲載してございますので、ご参照をお願い致します。

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

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

いと存じます。

以上が、報告第６号でございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

３番沼山雄平君。

○３番(沼山雄平君) それでは、通告に従いまして、帯状疱疹の予防周知とワクチン接種

費用の一部助成について、質問します。

最近、帯状疱疹のワクチン接種を進めるテレビコマーシャルや、帯状疱疹に関する新聞

などの記事を目にすることがあります。病院にもそうした内容のチラシを掲示しておりま

す。こうした背景には、帯状疱疹の患者が増える傾向にあると受け止められる現象がある

こと。もう一つは、帯状疱疹は、ワクチン接種で予防できる疾患であることを知らせてい

るものと思われます。



- 8 -

この帯状疱疹、巷では、水疱瘡の別名とか、疱疹が腹部を一周すると命に及ぶとか、か

かる人は何度でもかかるといったことを耳にします。私も少し調べてみたところ、日本人

成人の９０％以上が帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏していて、５０歳代を境

に発症率が急激に高くなり、８０歳までに約３人に１人が帯状疱疹を発症するとのことの

ようです。

そこで、町長に伺います。この疾患の症状、特徴、危険性など、どのような認識を持た

れているのか伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今、沼山議員から、帯状疱疹の予防周知とワクチン接種費用の

一部助成についてという表題の一般質問を頂戴致しました。

冒頭、この病気の症状、特徴、危険性など、町長の認識を聞かせてくださいというふう

なお尋ねでございます。それでは、お答えさせていただきます。

帯状疱疹につきましては、子どもの頃にかかった水疱瘡が体内で長期間潜伏感染し、免

疫力が低下した際に、帯状疱疹として発症するというふうに聞いてございます。どうして

も高齢になると免疫力が低下するために、現在日本では８０歳までに約３人に１人が発症

すると言われており、特に５０代から７０代にかけてピークになるとも言われております。

中には帯状疱疹後、神経痛として１ヶ月以上も強い痛みや合併症を伴ったり、重症化する

と日常生活に支障を来す恐れもあることや、これは程度によりますけども、２割ほどの方

が後遺症として神経痛を残すという疾病だというふうに聞いているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ただ今、町長の方からは帯状疱疹認識示していただきました。中で

も、この疾患の特徴として、５０代から７０代にかけてがピークということでございます。

高齢者に多い疾患と言えるわけです。

そうしますと、松前町の、高齢化率５０％以上の松前町にとっては、他の自治体よりも

リスクが高いと受け止められると思います。人生１００年時代と言われるとおり、超高齢

化時代の到来の中で、いかに健康寿命を延ばし、生活の質を維持できるか、町行政の役割

はますます大きくなってきていると思います。従って、どのような支援のあり方が的を射

ているのか、その支援方法を探り、示して行くことが重要ではないかと思っているところ

でありますが、町長はどのように考えているか、お示し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) 沼山議員おっしゃるように、当町は大変高齢化率が５０％を超えて、

更には、これは松前町のみならず、全国的に高齢者の多様化時代を迎えて、元気な高齢者

と心身の悩みを抱えて生活している高齢者、生活環境や家族関係も大きく変わり、更には

おおむね７０歳代、団塊の世代だというふうに思います。７０歳代からは、これまでの年

金制度や社会環境により、収入の格差も大きく変わってきている状況でございます。この

状況下におきまして、変わらないのは町民の皆さんが健康で、生きがいや幸福感を持って

生活ができるように、松前町としてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 町民に対しては生きがい、そして健康、幸福感を持ってすごしてい

ただけるように取り組みたいとの町長の気持ち、示していただきました。そこが非常に共

感できます、そのとおりだと思います。そのために、今日の議論がより良い支援策の一つ

として繋ぐことができればと考えています。
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この帯状疱疹について、国立感染研究所のサイトで、奈良県立医科大学皮膚科浅田秀夫

氏は、次のように述べられています、抜粋します。高齢化が進行している我が国において

は、今後ますます患者の増加が予想される。更に中略します、１９８０年代、抗ヘルペス

ウイルス薬が登場して以来、帯状疱疹後治療成績は飛躍的に向上した。しかし、現在でも

様々な合併症や帯状疱疹の神経痛により、長期にわたり苦しむ患者も少なくなく、ワクチ

ンによる予防が重要である。帯状疱疹が予防可能な疾患であることを広く知ってもらいた

い、ワクチンの普及を促すことが必要と考えられる。更に、高齢者医療の削減にも役立つ

ものと期待していると述べられています。短く言うと、こういうことになります、高齢化

とともに患者が増加すること、予防可能な疾患であり、ワクチンによる予防が重要である

こと、そして、高齢者医療の削減にも役立つということを示されています。

そこで町長、２点お聞きします。当町においても予防の周知とワクチン接種を推奨すべ

きではないかと思いますが、どう考えるか。これ１点目。

２点目に、ワクチンには２種類のワクチンがあるようですが、その特性や接種費用、そ

して効果年数等お示し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) １点目について、お答えを致します。帯状疱疹は、特に５０代から

７０代にかけて発症のピークだとも言われております。町民の健康促進等、元気な高齢者

を育むためにも、更に予防のための周知を実施してまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、ワクチンの予防接種については、大変効果的であると認識をしております。現在

町内では町立病院の方で、平成２８年３月から接種可能となった生ワクチンによる予防接

種を実施しておりますので、それらの更なる周知も含めて対応していきたいというふうに

考えております。

次に、２点目でございます。ワクチンの種類でありますが、議員がおっしゃられるよう

に、生ワクチンと不活化ワクチンの２種類がございます。生ワクチンにつきましては、病

原体の毒性を弱めたものを原材料としてつくられるもので、俗に、軽く病気にかかったよ

うな症状、状態で免疫力をつくる仕組みとなっております。先ほども若干触れましたけど

も、帯状疱疹予防、生ワクチンは、平成２８年３月に５０歳以上の方への予防効果が高い

として、正式に任意接種に承認されております。

次に、不活化ワクチンにつきましては、感染力をなくした病原体や構成するタンパク質

からできておりまして、免疫の獲得力が弱く、複数回の接種が必要となります。帯状疱疹

の予防の不活化ワクチンは、平成３０年に薬事承認はされております。令和２年１月から

販売開始され、任意接種に位置付けられているところであります。

次に、接種の費用でございます。接種の費用につきましては、それぞれ医療機関により

異なりますけども、生ワクチンにつきましては、１回接種でおおむね８千２００円前後、

不活化ワクチンにつきましては、２回の接種が必要でございまして、１回につき、２万２

千円前後、２回接種でありますから、約４万４千円がかかるというふうに聞いてございま

す。効果の期間でありますが、ワクチンの種類にもよりますが、５年から９年、それ以上

とも言われているというふうに聞いているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) ２点お答えいただいたわけですけど、１点目の予防周知に関しては、

予防のための周知を実施していきたいと示していただきました。２点目に関しては、生ワ

クチンと不活化ワクチンありますよ、そして価格と効果示していただいたところでありま
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す。

予防のための周知の実施ですが、やはり啓発に繋がる正しい情報を町民に向けて効果的

に発信する、ぜひ進めていただきたいと思います。冒頭に申し上げたとおり、コロナ禍の

中で帯状疱疹の患者が増える傾向にあるなどの報道がされています。近畿大学医学部皮膚

科の外来で、昨年診療した帯状疱疹患者が１．５倍から２倍ほど多かった印象を持ち、例

年とは明らかに違ったと、同大学の大塚主任教授が明かしていると報じられいます。更に

氏は、コロナ禍で多くの人が行動制限やステイホームで強いられるなどし、ストレスを抱

え込んだことは患者の増加に繋がった可能性があるとも指摘されております。

このように、コロナ禍でのストレスによる免疫低下による影響の可能性、そして、もう

一つは、イギリスの製薬大手のチームの研究で、アメリカの医療費請求データを使い、５

０歳以上の新型コロナにかかった３９万４千６７７人と、かかっていない１５７万７千３

４６人について、帯状疱疹の発症率を比較すると、コロナ発症者は、非発症者に比べ、帯

状疱疹の発症リスクが１５％高く、コロナ発症で入院した人では２１％も高かったと報じ

られております。これは、オックスフォード大学のプレスでも公表されているものです。

このように、帯状疱疹の患者が増えていることが認められています。この夏、第７波と

言われるコロナ感染、過去最高を更新する爆発的な感染拡大がありました。それにより、

帯状疱疹の発症の増加に拍車がかかるのではないかと危惧しております。この帯状疱疹、

加齢やストレスなどが引き金と言われますが、それに加えて、コロナ禍で状況が明らかに

変わってきているわけであります。当町においても、こうした現状を謙虚に受け止めなけ

ればならないと思います。

先ほどの答弁にありましたとおり、５０歳以上で帯状疱疹が発症した人の内、約２割、

５人に１人は帯状疱疹後神経痛、ＰＨＮという後遺症になるとも言われているようです。

帯状疱疹は、決して甘く見てはならない疾患です。人によっては長い間痛みとの闘いにな

るとも言われています。

私の知るある壮年、町民ですが、７０代前半にこの帯状疱疹を発症しました。最初は歯

の痛みかと思い、痛み止めを飲んでいたそうです。それでも治まらず町立病院に行ったと

ころ、帯状疱疹と診断されたそうです。治療によって症状は回復傾向に向かいましたが、

三叉神経に重い帯状疱疹後神経痛、後遺症が残ったわけです。この方、８０歳で生涯を閉

じております。生前中は、三叉神経に残る後遺障害との闘いだったと聞いております。痛

み、不快感は食欲を奪い、日常生活からは笑顔も消え、気分は晴れない日が多く、生活の

質は低下していったと聞いております。

この帯状疱疹、特に顔の三叉神経付近による発症は、とにかく早い診断と治療が求めら

れるそうです。遅れた分、後遺症も重くなると言われます。こうした発症した人の５人に

１人が帯状疱疹後神経痛になると言われますが、早い診断が大事であることは言うまでも

ありませんが、発症しなければもっといいわけです、予防できればいいわけです。

少し長くなりましたが、帯状疱疹の患者が増加傾向にあるとの現状と、発症者の２割、

５人に１人と言われる後遺症の実例を話させていただきました。こうした現状を踏まえま

して、町長に伺います。先ほどワクチンについて、効果や費用について示していただきま

した。予防効果が高いのであれば、積極的に接種を推奨すべきであります。今日、私が強

く申し上げたいのは、このワクチンの接種費用が高額であることから、接種を希望する５

０歳以上の町民に、費用の一部を助成する制度、急ぎつくるべきと申し上げたい。町長、

どうでしょうか、考えをお聞かせいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) ワクチンの予防接種については、効果が有効的であると認識をして

おりますので、当然推奨する立場をとっております。地元医療機関である町民のための町

立病院で、積極的に接種推奨をしている状況でもあります。帯状疱疹予防接種費用の一部

助成につきましては、一部の自治体や健康保険組合でも一部を助成をしているところがあ

るように見受けられますが、そんなに多くない状況であります。道内では数箇所の自治体

のみが実施している状況でございます。

帯状疱疹予防接種が現在のところ、予防接種法の規定による定期の予防接種に位置付け

られておらず、専門家の議論や協議により、あくまで任意の接種となっているところでご

ざいます。先ほども申し上げましたけども、予防接種効果は高いとの認識は緩むものでは

なく、必要なものであることには変わりはありません。優先して助成実施をするかどうか

は、様々な情報や客観的な判断が必要になっているというふうに思っているところでござ

います。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 先ほどの答弁での生ワクチンについて、５０歳以上の方に任意接種

に承認されているというふうなお答えをいただきました。私もなぜ５０歳になると帯状疱

疹のワクチンを接種できるのか調べてみました。やはり承認、承認されていることなんで

すね、そこが根本だと思いました。２０１６年３月、一般財団法人阪大微生物病研究会、

通称微研と言われるところが水疱瘡生ワクチンが、５０歳以上の帯状疱疹予防のための接

種を厚生労働省が承認されています。しかし、これはあくまでも町長が言われたとおり、

希望した人が接種を受けられる任意接種です。そして、承認とは、ワクチンにより健康被

害が出た時の補償の対象になることを認めたものです。

承認から６年が経ち、医療機関の推奨もあって、徐々に広がり始めたものと推察されま

す。コロナ禍３年、免疫低下、進む高齢化、こうしたことから全国的にも高齢者には必要

なワクチンとして判断され、一部助成する自治体が現れ始めたとみております。町長の答

弁にありましたとおり、ワクチン接種後に助成する自治体は、今のところそう多くはない

かもしれませんが、今後徐々に多くなってくると思われます。

この接種費用、全国的にも生ワクチンで８千円から１万円程度のようです。自治体の多

くは一部助成額を４千円程度としているようです。隣の上ノ国町も９月１日から、４日前

のことです、６０歳以上に無料接種の事業を開始されております。これは、町長もご存じ

のことと思います。先ほど答弁でもありました、種類によって５年から９年が効果期間と

のことでありましたが、この生ワクチンで言いますと、１回の接種で８年から１０年程度

で効果は消失すると言われていますから、個人差はありますが、５年から９年は効果が続

くと言えると思います。

一方、インフルエンザワクチンは毎年接種が必要です。１回の接種費用３千７００円、

うち２千７００円が町が助成していますから、１人の町民に対して、１０年で２万７千円

の助成額になります。仮に帯状疱疹ワクチン接種費用の助成額を４千円とした場合、ワク

チン効果が９年ほど続くと言われますから、９年または１０年で４千円の助成で済むこと

になります。言い換えればでは、わずかな費用で長く予防できるということであります。

どうでしょう、町長、心動きませんか。私は必要なことだと思いますよ。

先ほど、予防接種効果が高いとの認識を示していただきました。それも揺るぎなくてお

答えいただいたわけです。そうでしたら、迷いなく一歩踏み出しませんかと申し上げたい。

高齢化率の高い松前町こそ、積極的に進める事業と思いますが、今一度歯切れの良い答弁

を求めたいと思います。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 沼山議員と私とでは持っている情報や思ってる方向性につきまして、

ほぼ同じ方向を向いてるというふうに感じているところでございます。

予防接種においては、帯状疱疹に限らず、様々な疾病に対するものがございます。その

優先順位を国では予防接種法で位置付け、自治体が接種しなければならない義務を課して

おります。このコンプライアンスに基づきまして、当町でも業務を実施していることを、

ぜひご理解いただきたいと思います。

先ほども申しましたけども、任意接種に対する助成については、優先順位や他の予防接

種との客観性、または助成額の設定などを含めまして、あらゆる視点を持って検討しなけ

ればならないと思っております。ワクチン接種の重要性や必要性は十二分に理解をしてお

りますので、前向きに検討をしていきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 前向きに検討したいとのことでございました。方向性は、私と同じ

考えと言えましたので、この事業が始まることを待ちたいと思います。

年を重ねても、生活の質、いわゆるクオリティオブライフを維持し、健康寿命を延ばし、

生き生きと暮らせることは、誰もが願うところであります。帯状疱疹のワクチン接種によ

って、発症予防に貢献できれば、それはそのまま松前町の第８期高齢者保健福祉計画、介

護保険事業計画の基本理念である、みんなが支える生き生きとした高齢者のためのまちづ

くりを目指しての理念に寄与するものと思います。

また、総合計画に掲げる生活満足度の高い町は、高齢者福祉の充実の中にこそあると思

われます。町長にはぜひ、社会の潮流を敏感に受け止め、安心安全を町民に届けていただ

きたいと申し上げ、最後もう一度考えを聞いて、質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 高齢者等においては、身体的な日常生活動作、いわゆるＡＧＬの維

持や機能回復が大切でありますが、更に沼山議員がおっしゃる生活の質、いわゆるクオリ

ティオブライフが最も重要であるとも思っているところであります。過去には自分のこと

は自分でするという理念の時代もありましたが、現在は身体的に日常の生活動作が大変で

あれば、その部分を人に頼りながら、サポートをしてもらいながら、自分でやりたいこと

に多くの時間を費やし、生きがいと充実感を得ながら生活をすることが、最も重要なこと

であると、私は考えているところであります。

北海道でも、標津町もこの４月から実施してるというふうな情報でございます。町民の

反応がすこぶる良いみたいですね、補正予算が必要な状況にもなってきてるというふうな

情報も得ているところであります。健康寿命の延長になるのであれば、積極的に検討して

まいりたいというふうに思いますし、そうすべきだというふうに思っております。

町の高齢者福祉計画、それから、総合計画においてもその理念の下、生活満足度の高い

町を目指しまして、町民同士が支え合いながら暮らして行く、暮らして行ける、そんな町

にしたいとの思いで、引き続き取り組ませていただきたいというふうに思っておりますの

で、議員の皆様方のご協力も合わせてお願いを申し上げまして、答弁と代えさせていただ

きます。

○議長(伊藤幸司君) ３番沼山君。

○３番(沼山雄平君) 以上で質問を終わります、ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、６番近江武君。

○６番(近江武君) 通告に従いまして、漁業生産拡大するための施策をということで質問
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をさせていただきたいと思います。

今年６月、松前さくら漁業協同組合は、３０年にも及んで組合運営に携わってきた佐藤

組合長が勇退されまして、新しい組合長が選任され、また、副組合長や若い理事者も選ば

れ、新執行部体制がなされました。新しい執行部の下での組合運営に期待をしているとこ

ろであります。

今年の組合の事業計画を見ますと、イカやヤリイカ、マグロなど鮮魚類で３億２千万を

見ております。また、ウニ、カニ、ナマコなどの海藻類で３億７千４００万、コンブでは

１億５００万見ており、総合計で８億１００万となっております。これに管外の水揚げを

足しますと、総体で９億３千万の計画であります。

以前、鮮魚の取り扱いは５億から６億ぐらいの実績がありましたが、主体であるイカ釣

り漁業は７月の現在で９００万の扱いにすぎません。盛漁期にもかかわらず、未だ９００

万なんです。９００万の内訳を見ますと、松前の船の水揚げは、１１９万の実に１３％に

すぎません。ほとんどが外来船の扱いなんです。例年この時期は１億から２億の扱いがあ

ったのです。イカの資源の枯渇による、回遊が全く悪いためです。

一方、今年はマグロは例年と比べて、かなりの回遊が見られているということですが、

漁獲枠の問題がクリアされず、出漁したくてもできないでいるのです。７月末の鮮魚の取

り扱いは、１億８千万となり、総体で４億５千万となっております。このままでは、松前

町の漁船漁業経営が維持できない、壊滅的な状況にあります。基幹産業の漁業の更なる衰

退を危惧しておるところです。町長は、この状況をどのように感じ、今後どのような施策

をなすべきか、まずお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現状、質問いただきました。７月の末までの生産、漁業協同組合の

生産合計につきましては、今議員ご指摘のように、４億５千万の実績であります。昨年の

同期と比較しますと、昨年の同期は約３億８千万でありまして、比較しますと７千万程度

が多い状況になっているところであります。この要因は、ヤリイカ漁業の生産が約７千４

００万円多い１億２千万になったことによるというふうに、お話を聞いているところであ

ります。

今、ご質問にございました、スルメイカの漁獲が延びていない状況であります。海外船、

外来船来ているようであります。少しは期待をしたところでありますけども、思うような

生産が上がってないのは実態でございます。大変厳しい経営になっている、漁業経営にな

ってるというふうに思いますし、漁業協同組合の方も大変厳しい立場になっているという

ふうに認識をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 次に、現在全国でサーモンを主体にサケ、マス類の養殖が盛んになっ

てきております。国内の養殖の状況を見ますと、２０１５年で５０箇所でしたが、今年４

月の現在時点で１５０箇所と倍以上の養殖が行われておるということです。

例を挙げますと、愛媛県宇和島では伊予柑オイルを配合した餌をギンザケに与え、フジ

のみきゃんサーモンとして出荷しております。また、新居浜ではサーモン養殖のプロジェ

クトを組んで養殖に取り組んでおります。海のない山梨県では、１０年ほど前からキング

サーモンの養殖を始めました。淡水での養殖のため、失敗を繰り返していましたが、ニジ

マスとの交配により、１キロ以上の魚へと成長させ、富士の介というネーミングで、ふる

さと納税の返礼品として人気になっておるとのことです。また、特産のブドウの果皮を粉

末にして混ぜた餌を与えて、甲斐サーモンレッドとして販売をしています。青森県でも養
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殖は盛んです。ニジマスにリンゴやニンニクを混ぜた餌を与えて、淡水で養殖し、青い森

紅サーモンとして誕生させました。津軽海峡の洋上で育てたニジマスは、海峡サーモンと

して出荷しております。

道内でもサケやスルメイカの不漁が続いており、サーモンを養殖して将来を見据えた漁

業の安定を図ろうとしています。昨年、八雲町では熊石と八雲の二つの海面でニジマスを

養殖して、今年二海サーモンとして出荷しました。函館では、主力のスルメイカの不漁に

危機感を感じ、スルメイカに変わる漁業を模索して、魚介藻類、養殖を核とした持続可能

な水産海洋都市の構築事業を、政府の補助金を受けて北海道大学と連携して養殖事業に取

り組みを開始しております。

６月２２日に八雲町、森町、鹿部町、木古内町、知内町の五つの町の町長が函館の施設

を視察しています。工藤市長は、道南全体でサケの養殖に取り組み、渡島、檜山の市と町

がお互いに情報を共有して、そして連携しながら道南を活性化させたいと語っています。

各々の町長も漁業関係に大変な危機感を抱いての行動と思っています。石山町長は今、渡

島町村会の会長になったと伺っております。会長が率先して道南の町長とともに、道南全

体でサケへの養殖に取り組むための組織を立ち上げ、道なり国に働きかけをしたらいかが

かと思います。また、工藤函館市長の考え、どのように考えておるのか、その点を伺いた

いと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ちょっと、答弁のトーンが下がるかもしれません。現状、議員おっ

しゃるように、国内では１５０箇所以上でサーモン類の養殖との情報もいただきました。

道南ではトラウトサーモン、これは、養殖試験で八雲町、せたな町、奥尻町。更にはキン

グサーモンの養殖試験を函館市で。それから、サクラマスの養殖試験を木古内町と松前町

で実施しているのが現状であります。

函館市長の考え方について、どう思うかというふうなお尋ねでございます。本当に、函

館市はですね、国の制度を利用しながら、北海道大学と連携しながら養殖を進めていると

ころであります。この背景と言いますと、やっぱり近年海洋環境の変化などから全国的に

水産資源の減少により、水産業界は大変厳しい状況が続いて、この中で漁獲量の減少につ

いては道南全体の問題でもあると、各自治体が取り組む、育てる漁業の有益的な情報共有

や水産全般で抱える課題について意見交換をするために、連絡会議の設置を進めてきてい

るところであります。この道南地域の水産振興に資することを目的に、渡島、檜山の市町

村長などが構成員となり、１０月１３日に、これは今金で開催しますけども、渡島・檜山

管内水産振興連絡会議を設立するための会議を予定しているようでございます。いろいろ

な趣旨がありますので、きちんと趣旨を理解した中で取り組んでまいりたいというふうに

思ってます。

それから、私、渡島町村会の会長に就いております。渡島、檜山が連携とりながら一つ

の方向に向かっていけるということは、大変いいこと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、基幹産業の、少しでも浜が元気になるような状況がありそうだと

いうふうに思っておりますので、この組織の趣旨、目的を鑑みまして判断をしてまいりた

いというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 町長が、率先して、この取り組みに対して行っていただきたいという

ふうに期待をしておるところでございます。

８月２７日に、松前町でゼロカーボン北海道洋上風力事業推進シンポジウムｉｎ松前が



- 15 -

開催されました。鈴木知事の挨拶をいただき、多くの方が参加してくれて、盛会理に終わ

りました。洋上風力の稼働まで、１０年以上の歳月を要するということでございます。養

殖事業においても、各地でいろんな試みをし、失敗をして、長い時間をかけて出荷が可能

になっています。将来事業として採算可能になるのではないかと思います。洋上風力が漁

業にもたらす効果と、養殖事業の成果で、松前の漁業が生き残れるのではないかというふ

うに考えておりますが、町長のご意見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) 本当に、議員と同じような立場にいるっていうふうな認識をしてい

るところであります。その方向に進めれればいいなと思うんでありますけども、今までい

ろいろ取り組みをしてきている実態であります。基本的には、例えば漁業者の方がこうい

うふうなこと、グループでこんなことやりたいよと、町長どうですかというふうなプレゼ

ンをもらえるような、そんな雰囲気が漁業者の方から出てくれば、いい方向に向かうなと

いうふうに思っているところであります。

官主導型というよりも、やっぱり漁業者が失敗を怖れずに挑戦していくと。そのために

町長、こういうことやりたいという話をいただければ、応援はしていきたいなというふう

に思いますし、そのような風土、風土って言いますか、気構えがあればいくらでも応援で

きるんだというふうに思っております。その方向で養殖事業で、風力の話もございました

けども、漁業振興は風力があっても変えられない課題でありますので、しっかりと取り組

んでいかなければならないというふうに思っております。そんな気運づくりが、今必要か

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) ６番近江君。

○６番(近江武君) 町がいくら頑張っても、漁業者の意欲がなければできないんだと、そ

れは当たり前のことなんですね。やっぱりそういうような雰囲気づくりを、動機づくりも

やっぱり町が漁業の皆さんに与えるべきと考えております。

続けます。一昨年、令和２年に私ども賛同する議員の有志で、サクラマスを勉強する会

を立ち上げました。将来、盛んになるであろうニジマスやサーモンの養殖を松前でもとい

う思いで始めたんです。サクラマスを選んだのは、将来ニジマスやサーモンの養殖が確立

された場合、ヒラメと同じように価格が暴落して、低価格で市場に出回ることを懸念して

養殖の難しいサクラマスの生態や、養殖の技術を知り、役に立てればいいなあという考え

です。

北海道大学水産学部附属幼魚実習施設のある七飯淡水研究所を訪れ、山羽先生にいろい

ろと教えていただきました。昨年の７月、先生が大変忙しいのに松前までおいでをいただ

き、松前町でのサクラマス養殖事業を考えるという題で講演をいただきました。山羽先生

は、あらゆる面から松前のサクラマスの養殖について、可能を示され、将来洋上風力発電

と融合したサクラマスの養殖による松前ビジョンにまで言及されました。私どもに、より

いっそう養殖への期待を滲ましてくれました。

町長に伺います。将来的な松前の漁業を展望した場合、山羽先生の示された鴨津川や小

鴨津川における施設の整備と、旧大島中学校体育館の活用、また町内の漁港の活用も含め、

サクラマスの養殖に取り組む考えがあるのか、お尋ねをしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 当町におきましても、令和３年度より、漁港静穏域を利用したサク

ラマスの海中養殖事業展開をしてきているところであります。議員ご指摘のように、北海

道大学七飯淡水実験所からのサクラマス幼魚の提供支援を得まして、小規模ではあります
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けども、江良漁港蓄養施設内での試験養殖に取り組んでいるところでもあります。また、

茂草地区でも民間の企業の方がいろいろ挑戦をしている状況にもあるところであります。

今般のこの試験では、令和３年１１月から令和４年７月までの約２２０日間海中飼育を

実施し、生残率については約２５％だというふうに聞いております。成長についても、開

始時平均体重１５０グラムが、終了時平均体重で、約４５０グラムに留まり、養殖方法な

どについての課題もあるというふうな報告も受けているところであります。今年度、令和

４年度においても生残率、成長率向上のための養殖方法の改善に向けて、試験養殖を実施

するために漁業総合補助金、漁業総合補助事業で補正予算計上をしているところでござい

ます。

本格的な養殖事業への取り組みというふうなお尋ねでございます。今、いろんな試験を

している最中でございます。サクラマスの海中養殖につきましては、まだまだ課題がある

というふうに聞いております。本格的な養殖事業へ向けた取り組みにつきましては、今後

の試験経過、更には、他町での状況も見ながら判断をしていきたいというふうに考えてお

ります。大きな、将来の町の水産業の力になれるような状況を期待をしているところであ

ります。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) ただ今の町長の答弁、期待を、少しでも期待をしているということで

受け止めたいと思います。

先ほども触れましたが、松前町のさくら漁協の取り扱い、９億３千万なんですね。この

中でですね、寿々丸漁業が、カニで２億円、管外イカの水揚げが１億３千万なんですよ。

先般寿々丸の社長と会いましてですね、私ももういい年だじゃ、何年続けるかわからない。

その中で松前の漁船漁業を見た場合ね、かなり不安を持っているよというお話でした。

また、私ども総務経済常任委員会が風力発電で五島市を伺った時に、五島の組合員の前

の組合長が養殖漁業の扱いは２倍以上、４億３千円になったと。それから、大手水産会社

と提携してマグロの養殖をすると。将来的に五島にマグロの取り扱いの基地をつくりたい

と、熱っぽく話しておりました。

松前町においても、育てる漁業は成果が出ているんです。水産センターの建設により、

ナマコの種苗が大漁に生産されまして、その結果、令和２年ではナマコの生産は、３千８

００万円、令和３年度、昨年は５千２００万円、今年は６千３００万にもなってるんです

ね、将来的には１億の実績が見込まれておるんです。

今後は、養殖漁業が主体であろうと考えております。松前町の漁業が生き残るために、

大胆な施策を町長に期待して、質問を終わります。ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時５８分)

(再開 午前１１時１３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に、９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 始めたいと思います。

先の見えないこの新型コロナウイルスの感染拡大防止だとか、あるいは豪雨による災害

対応だとか、非常に行政側としては厳しい対応迫られております。町長はじめ、職員の皆

さん方のご労苦に対しては敬意を表したいと思います。
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そういう中でもね、松前町、一時も忘れることのできない行政課題が山積しております。

その中、今日は何度か繰り返しております漁業振興、そういう範囲の中でつくり育てる漁

業の質問をしたいと思います。中身は通告にあるとおりでございます。

通告の質問に入る前にですね、今まで町長１０年間、平成２４年、２０１２年ですか、

それから今日まで１０年間、私３１回の一般質問を行っております。大変町長には、そう

いう意味では苦労かけているなあと思っておりますけれども、やはり、松前の現状を考え

れば、これは一時もおろそかにできない、そういう観点からでございます。

今日のこの質問も、通告しております質問も、度々町長の考え方を聞かせていただきな

がら、私の考えを述べながら議論を重ねてきたわけでございます。

この通告の質問に入る前にですね、そうしたものを踏まえて、町長に二つだけ確認して

おきたいって言うか、考え方を聞かせていただきたい点がございます。

一つはですね、町長が就任された時に、私は新町長に期待を込めてという題で、そうい

う題でね、漁業再生は漁港の活用でという一般質問させていただきました。その中で町長

はこう答えております。北海道のモデル地区になるような漁港利用で養殖を進めていきた

いと、こう答えております。これ、１０年前ですよ。

それからもう一つはね、平成２９年６月の第２定で、これ５年前です。７７７億円超の

財産を活かそうと。これ、松前の１３港に投資された金額の、当時のね、当時の総額７７

７億円を超えている、そういうものが松前町に財産としてあるんだと。だから、それを活

かした漁業を進めて行くべきじゃないかという質問ですね。それに対して町長は、北海道

を漁港集約化のモデル第１号に私案として、赤神と静浦港の集約を考えております。こう

いう二つの大きな答弁をいただいておきます。それから１０年経ち、更に１点は５年経っ

ておりますんでね、その考え方、町長今でも変わりないですか。お聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １０年、この仕事を務めさせていただきました。その間、度々一般

質問をいただきました。基幹産業であります松前の漁業の将来どうなのかというふうなお

尋ねをいただいてきているところであります。その中で、漁港の利用、これは気持ちは変

わっておりません。まず漁港を利用して養殖になるんだと思います。養殖を漁港とマッチ

ングするということがですね、漁業生産上げるということに繋がるというふうに思ってお

ります。その思いは、今も変わりません。

本当に１３港の港を抱える中で、船がほとんど少ない状況が続いてきている、その静穏

域をどうしたら利用できるかっていうふうなことで、いろんな取り組みをしてきておりま

す。ナマコ、後で話出るんでしょうけど、ナマコにつきましても、それからホッケの蓄養

につきましても、いろんな利用をしてきているのが現状であります。しかしながら、なか

なか結果が見えてこない、これから見える部分もあるんだろうなというふうに思っていま

すけども、港に対する思いは、当時も今も変わっておりませんし、港を利用して生産を上

げれるような方向付けをこれから模索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) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 先に６番議員が一般質問の中で、今の漁業状況をつぶさにお話して

おります。マイカ、更にはサケ、マス、サンマ、マグロ、そうした主力魚種の近況が極め

て厳しいと。そうしたものを踏まえて、北海道は先日新聞紙上につくり育てる漁業の重要

性を認識して、その結果だと私は思うんですけれども、養殖重点１２種を新設しました。

道の基本計画で、これは技術を高め、漁獲の安定化を図ると、こういうような中身の記事

が出ましたよね。正に、つくり育てる漁業の重要性を認識して、こういう形にとりくんだ
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と、私は認識しております。

こんな中でですね、松前の漁業関係を見ていくと、令和２年の組合の生産は９億２千万、

それから令和３年では８億５千６０６万円と、こういう水揚げの推移でございます。これ

は何を意味するかと言いますとね、さくら漁協が新しくスタートした、あれは平成６年だ

ったと思いますね、それから今日まで、当時は３０億以上の水揚げ。それがどんどんどん

どんどんどん下がって今日に、Ｒ２年には９億２千万、Ｒ３年では８億６千５０６万円、

こういう数字になってきております。到底松前の基幹産業として、このまま見過ごすわけ

にはいかないということでね、ならどうするかっていう話を、私は今までも何回か町長と

意見を交わしながら、自分の意見を述べてきております。

つくり育てる漁業を十分重要視してるのは、松前のみならず、６番議員が縷々例を挙げ

て説明されておりました。正にそのとおりだと思います。

先般ね、木古内と知内と福島町と松前の西部４町の議員連絡協議会でね、岩手県の久慈

市のつくり育てる漁業、あすこの視察をしたんですよ、これはギンザケです。現地行って

驚いたのはね、沖に１１００メーターの防波堤、更にその脇に２千７００メーターの防波

堤がつくられております。その中のできた湾、いわゆる静穏域ですね、その中で主力漁業、

あすこもマイカだそうですよ、そして更に秋ザケだそうです。そうしたものの現状が極め

て厳しい漁協を支え、漁民を支えていくためには、それに変わる主力の魚種を求めなけれ

ばいけない。

偶然って言えば偶然、あれは防災のためにつくった防波堤ですよね。それによってそこ

に広大な静穏域ができたんです。それを利用してギンザケを養殖しようとして、現在着々

と進んでおります。

そこで感じたのはね、私は新たに防波堤をつくったり、あるいは大きな施設をつくって

つくり育てる漁業進めることは、松前町としては至難の業だと、そういう理解しておりま

す。ですから、今までもつくり育てる漁業の主力は、幸い松前には１３港という漁港、こ

れは正に静穏域ですよね。これを利用した漁業を進めるべきだと。これ、松前の現状考え

たらね、長い話できない、今どうするかっていう大きな課題を背負ってるんですから、そ

ういう意味ではね、すぐ実を上げれる、養殖技術がある程度確立されたもの。それから、

更には松前の地域になじむもの。そういう観点から、今まで松前町、育てる漁業に力を入

れてきてるんですから。私はこれは認めるし、またこれからも進めていかなければいけな

い大事な事業だというふうに認識しております。

ただ、順次質問していきますけれどもね、現状は極めて厳しいですよね。私は恵まれた

松前の養殖魚種だというふうに受け止めておるんですよ。ただね、同じことを今までも何

回も繰り返してきて、残念なんですよ。無駄なことをしてるつもりは、私はないと思うん

ですけどもね。やっぱり今の松前の漁業、更に組合の経営の健全化を考えたらね、今の事

業はどんどん進めて行くべきだと。残念だというふうに思いながらもね、こういう議論の

余地がある松前を私は恵まれてると思ってんですよ。

ですから、順次お尋ね致しますけども、この養殖事業の現状をきっちりと検証して、こ

れからどうしたらいいのかなという考え方で進めて行きたいなと、このように思っており

ます。

まず最初に質問致しました、町長の今までの考え方は変わってない、これからもこれは

押し進めて行くんだという考え方を聞かせていただきましたんでね、それを大事にしなが

ら、質問をしていきたいと思います。

まず始めに、通告書に養殖コンブの件を挙げております。これは、前の質問で申し上げ
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ましたとおり、先人が取り組んでいろいろな困難を克服して生産技術を確立して、今では

おおよそ１基１００万円ぐらいのね、水揚げの目処がついて。しかしながら、残念ながら

着業業者は８事業体しかいないと。しかも、その８事業体の中の二つの事業体は廃業を考

えております。

それから、更に残った事業体の中の一番主力になる漁業者は死亡しております。その方

は、幸い後継者と周りの協力で続けておりますけれどもね、この漁業のコンブ養殖のね、

先へ進まない原因は何かというようなお尋ね、毎度しておりますよ。町長の答弁は、非常

に手間のかかる漁業だから、人手がなければこの漁業は上手くいかないんでないかなとい

うようなお話をしておりますけどね、ついこの間、新しい北海道漁業協同連合会、俗に言

う漁連、漁連の会長さん、新しい会長さんがね、吉岡・福島の組合長であります阿部国雄

さんが就任されました。その方、こういうことを言っております。やっぱり、これからの

漁業は従来あるものの持続を考えながら、それを補うつくり育てる漁業を推進していかな

ければいけないと。もう一つの言い方はね、漁業者がお互いに助け合いながら仕事をして

いくべきだ。いわゆる組合の精神ですよね、１人はみんなのために、みんなは１人のため

にと。そういう形でお互いに助け合っていかなければ、これからの漁業は成り立たないと、

そういうことをはっきり言ってます。

私ここでね、なぜこういうことを言ったかというとね、コンブ漁業者が、今取り組んで

いる漁業を進めるために人手が必要だ、いろいろなそういう状況の中で、省力化を考えて

コンブの断裁機をね、補助申請したんだそうです。ところがね、これ組合の部会の中でそ

れが却下されたと。

それから、組合のある幹部職員がね、取り組む基数を減らしなさいと、１０基あるもの

を８基にしなさいという意味ですよ、数字は別にしてね。考え方逆行じゃないの、ね、こ

れからどんどん進めていかなければいけない立場にあるものがね、縮小しなさいなんて話

どっから出てくんの。その辺から、私はこれ問題あるんだと思うんですよ。

まあ、先ほど６番議員の中にね、新しい組合の体制ができたと。だから、ある意味では

こういう心配も私は解消してほしいっていう願いは持ってるけども、町長、この件に関し

てどう考えますか。まず、この養殖コンブについてお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 養殖コンブについてのお尋ねがございました。本当に先人の方々が

養殖の技術的なもの、それから、比較的に養殖コンブの着業者につきましては安定した経

営をされているっていう実績が示されてきている実態があるわけであります。私自身もで

すね、やっぱりコンブ養殖は安定した漁業経営に資するというふうに認識をしております

が、議員おっしゃるように手間がかかる、人手がかかるというのが一つ大きな課題にもな

ってきているんだというふうに思っております。隣の吉岡・福島のあすこ通るたびに、海

象条件もありますけども、家族みんなでカッパ着ながらコンブをやっている漁業者が多い、

あの実態見ますと、やっぱりうらやましいなというふうに思うところもあります。ですか

ら、安定した漁業経営もできるし、技術的にも遜色のない技術今皆さん持ってますので、

これからどんどん着業者が増えてくれればなというふうに思っているところであります。

本当に右肩上がるようなことも想定できる事業だなというふうに思っております。

それから、漁業協同組合のお話がござました。私もそう思います。全く逆行する話であ

りますので、新しい着業する、更には規模を拡大したいと思いのある方は、ぜひその実現

に向けて取り組んでいただければなあと思いますし、支援はしてまいりたいというふうに

思っております。たまのいい漁業だというふうに、養殖コンブは考えております。
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○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 本件はね、何回も繰り返し議論しております。ただ、残念なのはね、

私久慈浜のね、組合の養殖漁業への取り組みの時に感じたんですけれどもね、あすこの事

業はね、組合の直営でやってんですよ。結局、漁業者任せで、それがその町の漁業を支え

ることができるか、所得を上げることができるか、組合を経営し続けることができるかと

いうことを考えた時にね、組合独自でその事業に取り組んでいるっていうところにね、非

常に感銘を受ける点があったわけ。

松前の漁業を見てるとね、今言ったような状況でありながら、全て漁業者任せだと。一

義的にはね、漁業者であり、だけども私は組合でもありと思うんですよ。ですから、組合

がこういう状況であったら、コンブ漁業者の話ね、こういう状況であったら生産を伸ばす

ためにはどうあるべきかって考え方は出てこないのかなと。組合で直営ってのは、法的に

は問題ないですよね。ですから、漁業者ができなければ、組合はいろんな方法で事業の推

進することは、私は可能だと思ってんですよ。

働く人をそこに求め、当然対価を払い、それが総体的なそろばんの上で成り立つような

要素を持ってるコンブだと、私は思ってんですよ。ですから、そういうことをなぜ組合が、

かつて松前町が２千万掛ける３年間６千万の支援をしてね、今までたまった欠損金をチャ

ラにしました。今回の組合長はっきり言ってますよ、松前町の支援を受けて、累積欠損金

は完全に精算致しましたと。これからは、組合員全員が一丸となって頑張るんだっていう

話は、言葉では聞いておりますけれどもね、今言ったようなことが、組合自体が考えられ

なければね、またぞろ、さっきの水揚げの例を示したように、またぞろ、健全経営のため

にご支援をお願い致しますっていう場面がね、こないとも限らない。そういうことを考え

ればね、町長この組合の自営ってことに対してね、どう考えたらいいんですか。私は、や

っぱり組合が取り組めないんであれば、先に申し上げましたように、当然人を求め、対価

を払い、そのうえで、そろばんはじいて合うような事業経営すべきだという認識でいるん

ですよ。町長、どう考えます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁業協同組合の職員の体制もあると思います。しかしながら、今議

員おっしゃるように、新しい視点、直営でっていうふうな新たな視点もこれから検討して

いかざるを得ない状況になるというふうに思っております。本当に組合が事業主体になっ

て養殖コンブ、労働力を確保しながらっての一つの選択肢になるんだろうなというふうに

思っております。新たな視点で見ていければなというふうに思って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) あまり立ち入った質問をしますとね、内政干渉だということになり

かねませんので、このコンブに対しては、この程度に致します。

２番目にウニの増殖です、増殖。いわゆる現在のウニ、極めて松前は私は実績上げてる

と思いますよ。組合の漁獲の全体から言っても、ウニは決して低くない。本当に、これだ

けの魚種ありながら、１億の水揚げ揚げているもののね、数少ない魚種の一つだと思って

おります。

現在の養殖のやり方はですね、いわゆる深浅移殖、深いところにあるものを浅いところ

に持ってきて、育てて、そして漁業者が自らの手で採れるような方向進めてくってやり方

は、私は大賛成です。ですから、この形は更に進めていくべきだというふうに思っており

ます。

同時にね、ある実行組合では稚ウニを、いわゆる種ウニですね、種、小さなウニをその
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ままストレートで販売してる。１個これ、６０円でしたっけ、３０円でしたっけ、そうい

う単価でね、余所の町村に出してる状況ってのは、私は松前の将来考えた時に、かつて質

問した時はね、そういう状況は十分考慮しながらやってく事業だという答弁いただいてお

りますけれども、私は正直言ってね、それを他の、現在、例えば白神、荒谷でもそういう

ところに放流した方が、松前町のためになるんでないかっていう考え方、これは現在と将

来を合わせて考えた時にね、そういう考えに立ちますけれども、町長、いかがですか、こ

の考え方は。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 種ウニの販売、以前から取り組んできているところであります。近

年の状況見ますと、昨年、令和３年度の販売出荷量は、種ウニ３６万個。それから本年、

令和４年度の販売出荷量は３９万個であります。１個あたりの単価が２９円であります。

約１千万、１千１００万前後の精算金額となっているのが現状でありますが、以前と比べ

ますと、大分需要が下がっているような状況であります。需要の減少から、出荷量も年々

減少傾向にあると聞いているところであります。そういう状況を鑑みますと、やっぱり町

の中で種ウニを十分有効に使えるような状況ってのは考えらせる、考えなければならない

ものだというふうに思っておりますので、種ウニの出荷販売事業は止めるんじゃなくて、

継続性を持ちながら、町内でも十分利用できるような、試験できるような体制づくりが必

要かなっていうふうに考え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、確かにね、個数掛ける約３０円、それが１千万近い額になる

っていうことは、私は正直魅力、現時点では魅力ですよ。でも、長い目で考えるとね、特

にこの大事な松前町のウニの資源が、こういう形で外に流れて行って、将来心配ないと言

うけれども、自然はそう甘くない。

かつての松前漁協がアワビをそんな形で販売したことがあります。しかし、このアワビ、

この後にまた質問致しますけれども、現在どうですか、このアワビの現状。資料見る限り

ではね、アワビ、多少こうね、上に上がって、１千万くらいまで上がった、これそうだろ

うな、金額が１千７９万８千円、令和３年度、これ統計概要から引っ張ってきてます。そ

ういう形になってますけれどもね、町長、北海道が重要な１２種の中に、これアワビ入っ

てるんですよ。これ、何を意味すると思います、私は極めて重大に受け止めております。

そういう重要な１２種に、新設の中にこのエゾアワビが入ってるってことはね、捨てたも

んじゃないでしょ、アワビ。

俺、今ウニの話してたんだっけ、ごめんなさいね、非常に失礼、脱線してすみません。

ウニのね、養殖は、そういう形でね、アワビの稚貝を販売したっていうことから、つい脱

線してしまいましたけども、今日のアワビの状態を見た時に、かつての種アワビを売った

ことが、私は災いしてるんじゃないかなということも考えております。同じ轍を、今度ウ

ニがね、同じ轍を踏まないように考えていかなければいけないと、このように考えており

ます。

町長、深浅移殖のね、この推進をどんどんどんどん進めるっていうことが一つと、この

稚ウニのね、販売に対するこれからの慎重な取り組みを、私は町長の考え方を聞かせてい

ただきたいなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ウニの深浅移殖についてであります。いずれに致しましても、漁協

生産の重要な魚種でありますから、漁業者の方も実入りの促進のために漁港や静穏海域、
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更には遊休コンブ養殖施設を利用しながら、餌料用のコンブの養殖を行って生産性、生産

向上に今現在努めているところであります。

本当に漁業生産、重要な魚種であります。生産向上に必要だというふうに認識しており

ますので、これからも継続して深浅移殖は続けてまいりたいというふうに思っているとこ

ろであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) アワビの場合はね、私は、ごめんなさい、すぐ脱線してしまいまし

て、ウニの場合はね、前段答弁いただいてるように、将来の資源の枯渇に対しては、十分

意を持って臨んでいるから心配ないでしょうというものをね、現時点では私も受け止めて

おりますけれども、将来を考えた場合にね、やっぱり不安がつきまとうということだけは

付け加えておきたいと思います。

あと三つありますね。ナマコに対してはね、先ほど６番議員もお話ありましたように、

極めて有望な魚種の一つだと思っております。実際に稚ナマコ、いわゆる小さいナマコで

すね、その生産の技術も浜の漁師達も取得しているみたいですから、これはどんどん進め

ていただきたいなと、このように思います。

ただ、漏れ聞こえてくる中身の話なんですけど、弘前大学とのね、技術連携の話、そし

てその中には竜宮なんとかっていうね、ものが聞かされるんですけど、その辺はどういう

ふうになってるのか、ご説明してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、ナマコについてのお尋ねございました。今の現状をご説明をさ

せていただきます。今年度におきましては、放流漁港底面、底へのナマコ魚礁設置による

放流効果向上実証試験実施のために、さくら漁協におきまして、東急不動産株式会社から

魚礁設置にかかる協力支援をいただき、三つの漁港、大沢、館浜、札前、三つの漁港に大

沢では１５基、館浜では２０基、札前では８基、合計４３基のナマコ魚礁。これは、竜宮

礁と言っているようであります。直径が１．５メートル、高さ０．３メートルで、円形型

のものだというふうに聞いております。７月に設置をしたようであります。現在、さくら

漁協と漁業洋上風力発電の協調に関する研究を共同で行っている弘前大学の協力を得なが

ら、追跡調査を実施中で、この結果を基に今後他の漁港へも魚礁の整備を今考えていると

ころであります。これが今の現状でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 今の竜宮礁の話ですけどね、非常に希望の持てるニュースだと受け

止めますけれども、これ、試験は、結果は長くかかるんですか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産課長が３年というふうに言っております。結果出るまで３年は

経過を見るというふうな状況だ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) 期待をしながら、次へ移りたいと思います。再三アワビに脱線して

ましたけれども、アワビの本番に入ります。

私は、現在のアワビの養殖技術っていうのは、確立されているっていうふうに信じてお

ります。かつて、イカダ式生け簀ですか、そういう形で研究を重ねて、生残率も９０％以

上という数字を残しておりますから、この技術は確立されていると思いますけれども、町

長のご認識はいかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 技術的な確立はされてるというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 先ほど脱線しながら話しましたけどね、道の１２種のね、種目の中

にエゾアワビが入ってるんですよ。そういう意味ではね、アワビは捨てたもんじゃないん

だと、これから大きな期待を持てる魚種だという認識に立ちませんか。私は、そう受け止

めております。ですから、そういう認識に立った時に、この松前のアワビの養殖事業を進

める、町長自らやるわけじゃないですけれども、漁業者に対して、あるいは組合に対して

はどんな考え方で望むおつもりですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) アワビの養殖については、現在は残念ながら２名の方が取り組まれ

ております。令和３年度の生産量は、４４キロ、生産額で約２２万円の実績となっている

ようであります。３０ミリ種苗を購入し、約２年で平均６５ミリサイズへ育てる手法は、

十分に確立はされているというふうに思っているところであります。

しかしながら、アワビの価格につきましては、これは何年も前からなんでありますが、

韓国産の養殖アワビとの競合があるというふうなことで、価格の低迷が続いておりまして、

採算の合わない一つの大きな理由になってるというふうに聞いてございます。

今現在、隣の福島町で陸上でアワビの養殖をしております。函館の五島軒と連携しなが

らアワビカレーというものに力を入れている状況であります。福島町の取り組みもしっか

りと現状を把握しながら、参考にできるものがあれば参考にしていきたいというふうに思

っているところであります。注目をしております、福島の取り組みにつきましては。以上

でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) そのニュースは、私も聞いております。ただね、町長、前からこの

話になると韓国産の安いものと競合して、事業としてはペイしないと、そういう考え方で

ね、だんだんだんだん衰退して行くっていう姿を見た時に、創意工夫ってのはそこにない

んですか。

これは、町長に言うべきよりも、組合の当事者、事業者、漁業者ですね、そうした人方

の取り組み、福島の例を挙げておりますけどね、そういう取り組みはね、当然しなければ

いけないでしょう。韓国と競合して、合わないんだ、止めましょうじゃあ、これは漁業振

興になりませんよ。

なら、どうする。いわゆる付加価値をどうつけるか、どう判断するか、これは考えてい

かなければいけないでしょう。価格の競争に負けたからそれで終わり、これじゃあどの魚

種に関したって、生きていけないよ。やっぱり行政指導っていう面でしかできないかもし

らんですけどもね、やっぱりまちづくりの最後の責任者町長なんですよ。ですから、今言

ったような面もね、当然まちづくりを進めるためには困難だから、もっと真剣に取り組み

ましょうよと、そういう形にならないといけないでしょう。

幸い、この松前にはね、１３港という恵まれた、私は静穏域があるんだから、特にアワ

ビのイカダ式生け簀ってのはね、有望な種目の一つだと。あとは価格の面、付加価値つけ

るとか、流通だとか、そういう面での取り組みがね、北海道が重要種目の１２の中に入れ

てるってことは、何を意味するかってことは、真剣に考えてほしいですね、特にこの松前

町の漁業を考えた時には。

通告してる質問は、５点あります。最後のこの５点に移りたいと思いますが、そういう

前段で挙げたような養殖コンブ、そしてウニ、ナマコ、アワビ、現実には取り組んでいる
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魚種がはっきりしておりますけれどもね、この他に松前町が、未だに利用していないもの

はないかなという、しかも、それがつくり育てる漁業にこれから力を入れていくことによ

って、将来が見えてくるっていうものはないですか。町長、考えられませんか。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時５９分)

(再開 午後 ０時５８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

町長。

○町長(石山英雄君) 午前中に引き続きまして、梶谷議員の質問にお答えしたいと思いま

す。松前町に新しい養殖事業の可能性はないのかというふうなお尋ねだというふうに思っ

ております。

現在行われておりますコンブ養殖、ホッケの蓄養、ウニの管理、それからナマコ増殖、

アワビ養殖等々、増養殖事業をしっかりと持続させていくことが重要だというふうに考え

ております。

また、議員の皆さんのご理解もありながら取り組んでおります、新たな取り組みとして

サクラマスの海中養殖の可能性についても、基礎試験調査をきちんと見て判断をしていっ

てきたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 町長、今のね、この取り組んでいるものを押し進めて行くっていう

ことは、全くそのとおりで、私もそういうつもりで今回の質問をしております。

最後の５番目のね、新しい養殖はないのかっていうことはね、この統計資料見るとね、

ワカメがずっとゼロなんですよ、全く手をつけてない。今回ね、この水産新聞のニュース

を見るとね、松前の養殖ワカメがね、有機藻類の生産の種類の認定を受けてるんですよ、

いわゆるＪＡＳって、Ｊ・Ａ・Ｓですね、これ見ますと日本農林規格だそうですよ。だか

ら、その指定を受けてる松前の養殖を、実際取り組んでる漁師が１人おります。ご存じか

と思いますね。ですから、この状況を調べてみますとね、結局このワカメの需要が欧州、

ヨーロッパではね、すごく、しかも有機藻類ってんですか、そういうものを注目されてて、

欧州では引っ張りだこだそうですよ。しかも、それは乾燥でも良し、生鮮でも良し、塩蔵

でも良し、ボイルでも良しと、そういうものがね、注目されてる。

だから、この注目されているワカメ、しかも松前町ではこれ何年の資料かな、全くゼロ、

この私の持ってる資料では、平成２９年の資料なんですけどね、ずっとゼロなんですよ、

もちろん誰も手つけてないってことでしょうね。しかし、いち早くその養殖に目を付けて

白神の若い人が取り組んでます。しかも、それが函館のこういう製品を扱う納谷商店って

言いますかね、そちらとの連携の中で、この取り組んでる青年も、このＪＡＳ制度の中の

いわゆる生産工程管理者という資格ももらってるんですよ。

ですから、非常に私、このニュースを見た時にね、有望な養殖種の一つかなと、そうい

うふうに受け止めております。町長の答えの中には、そういうものはなかったんですけど

も、これからの可能性としてね、これはどんどん押し進めて行くべきだと、私は思います。

今までいろいろお話してきました。途中でウニからアワビに脱線したり、ある議員から

お叱りを被りましたけれども、私の思いからね、ついこういったことでお許しいただきた
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いと思います。

特に、これからのこの漁業協同組合がね、せっかく累積欠損金をチャラに、全額解消し

て、これから健全経営に向かおうとしてる時にね、前段でご紹介しましたように、毎年水

揚げの総額が減ってます。そういう状況ではね、手数料だけで組合経営できなくなるんで

ないですか。ですから、今回吉岡・福島の漁業協同組合長は、漁連になったって話は前段

でお話しましたけど、その前の漁連の会長の川崎一好さんっていう方が、こういうこと言

ってますよ。漁協が変わらなければいけないよと、これからは漁協が変わらなければいけ

ないよって言ってんの。

ただね、私いつもこの漁業の問題を取り上げる時に、どうしても組合の中身のことを、

これ実際言わさるんですよ。ですから、行きすぎないように、何とか慎重にやっているん

ですけども、やっぱり町長、最後はこのまちづくり、特に基幹産業の漁業なんかはね、そ

ういう法人格を持った組合といえども、まちづくりの主たる人は町長なんだからね、やっ

ぱり町長の考えを述べてね、組合の人方にもこれからの松前町はどうあるべきかと言うこ

とは真剣にお話し合いながら、協力してもらいながら取り組んでもらうって方向に行かな

ければね、本当に手数料だけでは水揚げが減少する状況の中で、私は不可能だと思ってる。

ちょっと言い方悪いかもしれませんけどね、また助けてくださいよってみたいなね、形

はあっちゃいけないですよ。せっかくここまでいい形できたんだから、これから、町長、

おそらく新しい組合長さん始めね、理事の方々ともお話する機会あると思います。ぜひ、

そういう観点からね、長い目で見た松前町の漁業は、今までの漁業は、それはそれとして

みんなに頑張って継続してもらわなければいけません、これは私は基本だと思います。ど

ういうふうに漁業の状態が変わろうとも、やっぱりそうした人方が創意工夫の下に頑張っ

てもらうと同時にね、つくり育てる漁業の重要性ってものは北海道でも認識したとおり、

その上の水産庁だってそうでしょう。これからつくり育てる漁業でなければ、それだけで

はもちろんいけないよ、それだけではもちろんいけないけども、トータルの中で、そうし

たもののバランスをとりながら頑張っていかなければいけないと。

正に、新しい漁連の会長になりました阿部国雄さんの弁しかり、それからその前の川崎

一好さん会長の弁しかり、組合が変わってね、体質が変わって、今のままでは生きられな

いんだっていう認識をきちっと持って、ならどうするっていう取り組みは、町長、さっき

アワビの件でね、福島の取り組みの推移を見ながら、人をあてにしていかんですよ。松前

ならどうするってものをつくりださんといけないでしょう。それを強く進めて行っていた

だきたいと、このように思います。

いろいろ申し上げましたけども、町長、今までの私とのやりとりの中でさ、松前町、本

当に私はある意味では恵まれてると、議論する余地のものがあるんだもの。コンブにしろ、

ウニにしろ、ナマコにしろ、脱線しましたけどアワビにしろね、そういうものの可能性を

考えたらね、私は議論する余地があるだけ、私は恵まれてると思います。

ただ、そうしたものをどうやって活かしていってもらえるかってことは、正に組合が変

わらなければいけないっていう認識は、私は強く訴えて行きたいと思います。町長、最後

に一言だけ、トータルでお考えをお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭、ワカメのお話がございました。現在の漁業者におかれまして

は、自家消費する程度は採補してるような状況を聞いております。あくまでも自家消費だ

というふうなことであります。

私が子どもの頃って言うんですか、松前小島にワカメを採りに、集団でワカメを採りに
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行って、夕方に戻ってくる。そして、港の、漁港の岸壁を塩蔵ワカメですね、塩蔵ワカメ

でいっぱいになるっていうふうな状況で、貴重な収入源になっていたのは事実だというふ

うに思っております。現在は、水揚げ全くない状況であります。しかしながら資源はある

というふうなことは、間違いない事実だというふうに思っておりますので、どういうふう

に売りをしていくのかっていう部分は、これからみんなで考えていかなきゃならないよう

な状況になるんだというふうに思っております。

それから、有機藻類ＪＡＳのお話がございました。個人名出して申し訳ございませんけ

ども、白神の鳴海康之さんのお話だというふうに思っております。鳴海さんは、以前より

養殖コンブの他にコンブ施設を利用してワカメの養殖を試験に取り組んできていた方でご

ざいます。このワカメの養殖は、コンブ養殖に比べて海上作業や加工作業の負担が少ない

と、他の管内でもコンブから切り替える漁業者もいるというふうな情報も聞いているとこ

ろであります。更に、鳴海さんは、昨年からこのワカメ養殖を有機藻類ＪＡＳの認定を目

指しまして、水産試験場や函館市の海産問屋の指導、協力を得ながら進めているようであ

ります。

私どもの水産、渡辺水産課長も鳴海さんからのご依頼もありまして、この有機藻類ＪＡ

Ｓの認定に関する説明や、有機栽培におけるワカメ種苗生産方法を函館水産試験場で一緒

に勉強してきた話も聞いてございます。有機藻類ＪＡＳは、令和３年には日本農林規格に

も制定されました。水産課として、町と致しましてもできる限りの範囲で協力をしていき

たいなというふうに思っておりますし、この推移をきちんと見ていきたいなというふうに

思っております。

それから、函館の海産問屋納谷商店のお話もございました。水産課長が社長からのお話

を聞いてきたそうでありまして、ワカメの海外輸出も手がけているけども、海外では環境

に負荷をかけない海産物。有機栽培による海藻が強く求められているんですよと。その流

れが大変強くなってるということであります。それは、梶谷議員仰せのとおりだというふ

うに思っております。自ら試験養殖に積極的に取り組んでいきたいというふうな話をされ

ているようであります。

先ほども申しましたけども、この取り組みにつきましては、我々行政サイドも支援でき

るものは、しっかりと支援をしてまいりたいというふうに思ってます。

それから大きな話って言いますか、漁協の関係でございます。町民の貴重な税金を３年

間６千万を漁協の方に支出しております。その際には、強く私からは行政としてやれる限

界あります。いつまでもというふうなことにはなりませんので、限界ありますから、正し

く議員おっしゃるように、組合の体質改善していくことが重要ですよねって話はさせてい

ただいております。これからも組合、新しいスタッフといろいろ協議しながら進めてまい

りたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷さん。

○９番(梶谷康介君) いろいろつくり育てる漁業のお話しましたけれども、その関連でね、

通告はしてないんですけども、関連で一言言わせていただきたいことは、江良のマリンビ

ジョンなんですよ。これは事業費４億円かけて取り組んだ事業でね、中身見ますと、マリ

ンビジョンの事業は、アワビの蓄養試験、ウニの蓄養試験、ホッケの蓄養試験、蓄養物産

市の開催、ウニ採りの加工体験学習だとかいろいろ事業を計画されてますけど、現実どう

なってますかね。やっぱり、これはもう一回真剣に見直す必要ありませんか。

江良の新しい漁港、泣いてますよ、これ。何にも活かされてないんだもの。何年なりま

すか、平成２３年度から２５年の事業、２６年からの供用開始でしょう。それを考えると
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ね、１０年まではいかないけれども、もういってるかな、町長が就任されたのは平成２４

年ですよね、２４年ってことは２０１２年。ですから、１０年ちょっとかかってます。そ

ういう大きな期待を持った松前町のこのマリンビジョンをね、もう一回チェックしてみる

必要あります、と思います。ちょっとオーバーしましたけど、ごめんなさい、一言お願い

します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 江良の漁港におけるマリンビジョンの構想についての、厳しいご指

摘がございました。私どももこれは検証しながら現在まで来ておりますけども、いかにあ

の漁港で生産を上げれるか、まだまだ協議の余地がいっぱいあるんだろうなというふうに

思っております。そういう思いで、これからも検証してまいりたいというふうに思います。

引き続き、梶谷議員から、厳しいご指摘いただければというふうに思っております。以上

でございます。

○議長(伊藤幸司君) 次に、４番宮本理恵子君。

○４番(宮本理恵子君) 表題として、ヒグマから町民を守るための対策についてというこ

とで、お伺いしたいと思います。

７月１５日、白神町内で町民が自宅近くでヒグマに襲われ、重症を負いました。その後、

再三防災行政無線でも注意喚起されています。しかし、畑作業やお墓参りなど、裏山に行

かなければならないことも多いです。ひぐまっぷを始め、いろいろな広報活動はされてい

るのですが、ひぐまっぷは高齢者には閲覧の難しさがあり、また、町民からは畑作業や墓

参りなどに行っても良いのかどうか、戸惑いの声も聞こえてきております。ヒグマの現状

と対策について、町長の考えを伺いたいと思います。

ヒグマらによる農作物の被害状況をお聞きしたいですが、松前町では残念ながら、農業

で生計を立てているお宅はないとのことで、現在畑をやっている方々は、ほとんど家庭菜

園のようなものだと思います。そこで、細々と自分でつくる楽しみも含め、子や孫に食べ

させたくてつくる野菜がクマらの被害に遭ってしまう現在の状況です。

その状況が近年特にひどくなってきてるように思いませんか。人身被害は山菜採りの春、

キノコ採りの秋に集中するそうですが、春、秋関係なくして、真冬以外全ての季節に出没

しているように思われます。町長のご意見をお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ヒグマから町民を守るための対策についてという表題の一般質問を

いただきました。議員の皆さんご承知のように、北海道全域にわたりまして、ヒグマによ

る被害が発生しているところであります。議員ご指摘のように、７月１５日、白神地区に

おいて、畑作業中に２名の方が襲われて負傷をしているところであります。町では、再び

被害に遭わないように、白神地区を重点に広報活動を行い、住民の方々に注意喚起を、呼

びかけを行ってきたところであります。

また、問題のヒグマを捕獲するために、箱罠を２箇所設置するとともに、ハンターによ

る朝夕の見回りを強化しながら警戒をしてきているところであります。白神地区につきま

しては、引き続き、重点的にハンターによる見回りを行って行く予定をしております。ま

た、他の地域においてもヒグマの出没情報があります。箱罠の設置やハンターによる見回

りを実施していきたいというふうに思っております。

更に、ヒグマによる農作物の被害についてであります。議員ご指摘のように、農家で生

計を立てているっていうのは畜産農家だけなんです。残念だというふうに思いますけど、

令和３年度１件、４年度については、現在１件の被害の情報があります。その都度ハンタ
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ーによる見回りを実施しているところであります。

農作物の被害は比較的に少ないですけども、畑付近ではヒグマの糞や足跡が発見されて

おります。農作業時の注意は、本当に必要だというふうに思っているところであります。

引き続き、注意喚起をしてまいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 今、町長から対策のようなものを聞いたんですけども、クマには

２種類あるそうです。物の本に、私達普通に種類って言うと、例えばツキノワグマとかヒ

グマとかっていうふうに考えるんですけど、現代ではって言うか近年は、人を恐れるクマ

か、恐れないクマかの２種類に分かれるんだそうです。

人を恐れないクマは山奥にいるんですけども、人に慣れてるクマは慣れれれば慣れるほ

ど人の近くに住みたがるんだそうです。それで、畑作業とかお墓参りなどに安心して、例

えば畑に行く時に鈴を鳴らしてくださいとか、そういう注意はありますけど、今のクマは

専門家の方によりますと、そういうものにも慣れてるんだそうです。だから、人を恐れな

くて車の近くでもどこでも行くんだそうです。

だから、そういう面で対策、対策と言っても方法が考えられないと言いますか、今の現

状では考えられないのかなと思いますけども、先ほど町長もおっしゃいました、畑で生計

を立ててる方はいないけども、家庭菜園の延長のようなもので畑を大事にしてる方々がい

る。それも、またほとんどの方が高齢者でないかと思います。クマが出るたびに畑をやめ

るのか、やめないのか。自分はやりたいけども本州にいる子どもさん方が、もう畑やめれ

って、クマ出るんだものって。今回のまた、この白神のニュースで知ったらしくて、結構

私の友達なんかも子どもから言われて悩んでるとかっていう方が結構いました。でも、そ

れでも畑はやりたい、残されてる命、残されてる期間を楽しみたいって。そういうふうな

ことを言われると、じゃあ、行政で何かできないか、みたいな感じで、できれば畑作業に

も、生計を立ててるわけでないですけども、罠柵の援助とか、そういうのはもし町の方で

できないか、ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 畑作業、更には墓参りなどで安心できる対策についてのお尋ねでご

ざいます。畑作業や墓参りにつきましては、ヒグマの行動が活発な朝、早朝や夕方を避け

て、鈴やラジオなどの鳴り物を携帯し、ヒグマを近付けないことが大事でありますし、皆

さんその取り組みは今までもしてきていることだろうというふうに思います。

これは、一般的には、ヒグマは人の存在に気がつくと、人を避けることの方が多いので、

距離的に余裕があるうちに、音や声を出して人間の存在を知らせることが大事になるとい

うふうに言われております。

また、畑のコンポストや墓地にお供えを残すと、ヒグマを引き寄せる危険が大きくなり

ますので、ヒグマの餌となるようなものは持ち込まないことが大事であります。このこと

につきましては、町民の皆さんは、現在も実施をしているというふうに私は思っておりま

す。しかしながら、なかなか妙薬っていうんですか、町民の皆さん、各々注意をしてます

が、今後も引き続き注意喚起が必要だというふうに思っております。なかなかいい対策が

見つからない状況にありますが、各々注意をはらっていくことが大事だというふうに思っ

ているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 各自の注意が一番大事だと思うんですけども、それこそ先に聞き

ました、例えば希望者があった場合、電気柵とかそういうのを面で援助していただきたい
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っていうふうな希望者があった場合、どういうふうにお考えでしょうか。

農業で生計立ててるわけでないから、もしかしたら電気柵の方がお金もかかると思うん

ですけども、ただ希望者があった場合にどれくらいの、どれくらいっていうか、その時に

援助していただけるかどうか。そして、そういう電気柵を建てるための勉強会って言うか、

方法を教えるとか、そういうことなど考えてましたら教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現在、渡島総合振興局から電気柵を借り入れすることは可能であり

ます。しかしながら、電気柵の基数も限られておりますので、皆さんに広く貸していただ

けるような状況は、なかなかできないのが実態であります。

それを受けまして、私ども町村会と致しましては、町村長方は、やっぱり北海道全域に

わたる被害がありますので、電気柵は確実に効きます。間違いなく効果ありますので、そ

れを全道に網羅するっていうのは、大変な財力等かかるというふうな状況もありますが、

地域ではクマに対する対策、これは北海道としてきちんと制度をつくるような、財政支援

できるような体制づくりをしていただけませんかってお話は、北海道の方には町村会を通

してお話をさせていただいております。

いずれに致しましても、電気柵は、本当に効果があります。私も若い頃に担当職員でい

ました。館浜地区でコンポストがあるんですけど、匂いがあって、それでクマが出るって

いうふうな状況で、電気柵を振興局から借りまして、設置してありました、大変喜ばれま

した。効果がありますので、ぜひ北海道も財政支援できるような体制づくりをお願いした

いっていうこと、まずご理解していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 何か、前向きな話をいただいたような気がします。持ち帰りまし

て、近所で畑やってる方々にもお話してみようと思っております。

３番です。折戸浜キャンプ場の使用自粛と、その実態について。今までお盆になると地

元町民のみならず、町外からの折戸浜キャンプ場でテントを張る方がおりました。今年は

クマの出没で、お盆前から折戸浜の利用自粛を防災無線、または立て看板などで促してお

りましたが、自粛呼びかけがそんなに効果がなく、例年よりは少なかったのではと思うほ

どで、自粛要請、立て看板の願いも虚しくテントは立っておりました。

あくまでも自粛要請ですから、あとは何がおきても各自の責任ですということなんでし

ょうけども、問題はトイレだと思います。私も後から聞かれて知ったんですけども、あく

までも自粛要請なら、トイレだけは開けてもらいたかったっていう声が多かったみたいな

んですよな。

それで、私にその人が、電話かかってきたんですけども、結局クマが出るということで

防災無線なり、立て看板なりしてるんであれば、中止っていうか禁止にした方が良かった

んでないかって。例えば、お盆３日間でも４日間でもテントを張り、そこで暮らしてるっ

ていうか過ごす場合、やっぱりトイレは必要じゃないかと思うんですよね。それを閉めて

たっていうのを聞きまして、その方が言うには、松前町って観光客目線でないんだねって

いうことでした。私も、それがちょっと納得いかなくて、下に行って担当の課の方にも聞

いたんですけども、やはりいろいろ苦情っていうか、そこまでするんだったら、禁止にし

た方がいかったんでないかとか、結構そういう声も聞こえてきましたって言うんですけど。

他のこと、他のことって、飲み水とかそういうのならまだしも、トイレって男性も女性も

子どもも、それこそ重大なもんだと思うんですよね。それをトイレを閉めるっていうのは

どういうものかと思いまして、ちょっと町長の意見もお聞きしたいと思います。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 折戸浜のお話でございます。本当に、あの付近には度々出没してお

りまして、被害防止のために遊泳やキャンプの自粛をお願いしておりました。ヒグマの出

没をお知らせする注意看板や、警察署、更には町の職員による注意喚起を行ったところで

ございます。

お尋ねのとおりでございます。私どもと致しまして、折戸浜をキャンプ場として開設し

ているのであれば、その対策を十分とらざるを得ない状況だなというふうに思っているん

ですよ。ただ、道の駅にも、トイレのことを言いますと、道の駅にもトイレございますし、

白神の駐車場にもトイレがあります。ぜひ利用してほしいんでありますけど、キャンプ場

開設していないということでトイレは開けていなかったということは、ぜひご理解いただ

きたいなというふうに思います。

いずれに致しましても、本当にお盆、テントの数が例年より少ないですね。ですけど、

私も確認しておりまして、食べるものにクマが来なければいいなというふうに心配はして

おりました。来年もこの状況続くと思いますので、もう少し意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。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) トイレの件だけでないんですけども、やはり観光客で食べてるっ

て言ったら言葉悪いですけど、そういう方々もいますから、やはりもうちょっと寄り添っ

た形で考えていただきたいと思います。

次、ヒグマ出没情報を町広報の掲載についてなんですけども、ヒグマ出没情報について

は、松前町のひぐまっぷ情報、スマホなどで見られるようですが、スマホなど、扱いなれ

ない者にとっては閲覧の難しさがあるように思います。

新聞欄にもクマの出没情報は載っています。町民が目にする広報も、何とか情報を掲載

できないかと思ったんですが、月初めの１回の広報ではと思えば、また簡単ではないよう

な気が致します。あくまでも先月のクマの出没情報と注意喚起とかの方法を載せても、あ

くまでも前のですよみたいな感じ、先月のですよみたいな感じになりますから、何かこう

いう点であっても、防災無線、全部が聞いてるかと思えばそうでもないみたいですし、何

かいい方法って言うか、担当課の方で考えていないんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ヒグマの出没情報については、町の広報へ掲載しながら、実際の出

没から広報掲載までの期間が長くなることから、町のホームページに掲載をしてるヒグマ

出没情報を随時更新するとともに、防災行政無線での周知を行っているところであります。

議員ご指摘のとおりでございます。

また、白神地区での事故の際には、ホームページを閲覧が難しい方にも情報が行き届く

ように、各町内会の協力をいただきながら、チラシ配布により注意喚起などを行ってきた

ところでございます。なかなか高齢者に対する配慮の足りない部分っていうのは、解消で

きないわけでありますが、その都度、まず耳にっていうふうなことで防災行政無線を利用

させていただいております。耳の次に目をというふうなことになるんだというふうに思っ

ております。いずれに致しましても、高齢者の皆様方が安心できるような、してもらえる

ような、どういうことをすればいいのか、もう少し検討させていただきたいなというふう

に思っております。現状は、そういう状況でございます。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 今、町長の方からホームページ云々の話が出たんですけども、お
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伺いします。例えば、松前町でスマホとかそういうのいじれるったら言葉悪いですけど、

高齢者の中で何人って言ったら失礼かもしれませんけど、ほとんど難しいって言うんです

よね。息子さんとか、家庭内にどなたかいたら教えてくれると思いますけど、例えば夫婦

もの２人とか１人とかってなった場合、私、このひぐまっぷっていうのも、私もそれこそ

スマホ使い慣れてない方で、ここに来ると三上さんに聞いたり何なりするんですけども、

すういう中で簡単に、簡単にって言葉はちょっと語弊があるかもしれませんけど、防災無

線などでもよくホームページをご覧くださいって言うんですけど、はたして高齢者の方々

が、どういうふうに見るか、それさえもわからないっていう方、結構います。

例えば、ちょっと余談になりますけど、お葬式の時とか出てもマナーモードにしてくだ

さいっていうのあるんですよ。そしたら、高齢者の方が言いました、マナーモードってど

やってするんだがっていう。

だから、ただ子どもからは、これ便利だから使えって言われて電話かかってきた時だけ

出れという形で教えてもらってるから、マナーモードってどういうもんだがもわかんねえ

し、どこやればどう音が消えるんだがもわかんないっていう声を聞いて、ああ、これはお

らもおらもって声が聞こえて。それだったらやっぱり年寄りっていうか、高齢者のわから

ない、スマホの使い方がわからない方々に、せめて基本だけでもそういう教室って言った

ら、ちょっとオーバーになるかもしれませんけど、そういうホームページの見方、どうの

こうの見方とかって、教える教室ってか、そういうのもあってもいいんじゃないかと思い

ます。

基本的に、例えば防災のことに関してもこういうふうにしたら見れるよ、こういうふう

にしたらここがわかるよっていう形で教えるっていうか、そういうスマホの使い方とか、

携帯の使い方、基本的なことなんでしょうけど、そういうも必要じゃないかなと思うんで

すよね。わかってる方は、何も言わなくてもわかるべみたいな形でいるんでしょうけど、

本当に機械に、私のように機械に無知のような人間は、教えてもらって初めてああ、そう

かみたいな形になるから、新しいことには挑戦できなんですよね。だから、今町長のホー

ムページっていう言葉を聞きまして、そういうふうなことも考えていただけないかなと思

いました。

最後になります。ハンターの状況及び今後の育成担い手対策について。道内では、クマ

の頭数増加に伴う生息域の拡大から、クマが山林近くの畑や人里に出没する危険性が高ま

っているとされております。一度作物の味を覚えたクマは出没を繰り返す傾向にあると、

昨日の新聞の記事であります。被害を受ける、農業を営む人の減少、対策を行う当事者も

また減っているのです。松前町では現在ハンターさんが２人いると聞きましたが、この調

子でクマらの増加に伴いまして、ハンターの数を増やす気はないのか。また、若手の育成

のあり方などについてお聞き致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現状のハンターの状況及び今後の育成、更には担い手対策について

のお尋ねがございました。猟友会松前支部のハンターにつきましては、町内には現在８名

おります。そのうち４名は７０歳代で、高齢化が進んでおります。このために、有害鳥獣

駆除を担う若手ハンター１名を町の会計年度任用職員として雇用しておりまして、年間を

通しまして、有害鳥獣駆除業務を行っております。また、更に熟練のハンターから技術を

享受されているところであります。

ヒグマを捕獲できる担い手の確保も大変難しい状況にあります。現在、雇用しているハ

ンターの育成をこれからも進めて、継続してまいりたいというふうに思っております。
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ハンターの年齢構成を申しますと、７０代が４名、６０代が２名、４０代が２名の８名

であります。８名のうち、銃を所持している方が６名、そして２名は箱罠の資格所持にな

っているところであります。いずれにしても、ハンターをいなくなるような状況はつくら

れませんので、いろんな、例えば職員が資格を取るとか、それもなかなか大変な部分ある

んでしょうけど、いろんなことを考えていかなきゃならないなというふうに思っておりま

す。人材の確保、大変ですけども、何とか継続していけるようにしてまいりたいというふ

うに思ってます。

○議長(伊藤幸司君) ４番宮本君。

○４番(宮本理恵子君) 質問は終わりました。スマホの教室を開いた方がいいんじゃない

かとか、余計なこと言いましたけど、一応考えてもらいたいと思います。質問を終わりま

す、ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、２番飯田幸仁君。

○２番(飯田幸仁君) それでは、早速質問させていただきます。表題は、８月の豪雨から

学ぶ町の今後の対応についてという一般質問したいと思います。

７月の下旬、そして８月の上旬、それから８月に大変豪雨が続いたわけなんですけども、

その中でも８月豪雨で松前町全体に避難指示が発令されたことも記憶に新しいかと思いま

す。町民の皆さんもちょっと前例のない大雨の中での発令に、結構動揺したり、ちょっと

した騒ぎになってございます。

おかげさまで、雨全体の被害というのは非常に、思ったよりも少なくて大事に至らなか

ったことは、非常に安堵するところでございます。

この避難についてなんですけども、現場にいた時に、多少ちょっと問題が生じた部分が

あるように思えました。次に、四つの質問なんですけど、これ、１番と３番につきまして

は大した、簡単にお答いただければと思いますが、２番と４番につきましては、少し質問

することも多くなろうかと思いますので、ぜひともご回答いただければと思います。

この避難指示が発令されてから解除までの時間というのは、気象庁のホームページです

とか、松前でもいろいろ防災無線で何時から発令とか、解除になりましたっていうのは、

多分皆さんもご存じだと思いますが、改めて今回のことをちょっと呼び起こすために、避

難指示が発令されてから、解除までの時系列について教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ８月豪雨から学ぶ、町の今後の対応についてという表題の一般質問

をいただきました。避難指示が発令されてから解除までの時系列についてというふうなお

尋ねでございます。

避難指示が発令されてからの時系列についての質問でありますが、前日８月１０日から

の状況について、答弁を申し上げます。８月の１０日の時点において、気象台が発表して

おります情報で、松前町が８月の１１日の夜遅くに大雨警報になる可能性があることから、

職員にはその旨と、避難所開設の可能性もあることを周知をしたところであります。

８月の１１日に担当の職員が函館地方気象台に確認したところ、前日８月１０日に確認

できた内容と同様に、夜遅くに大雨警報の発令が高い旨の回答を得たところであります。

この回答を受けまして、避難所を開設する準備として、職員の配置を決定し、自宅待機す

るよう指示をしたところであります。以下の時系列での対応を答弁させていただきます。

事前の函館気象台からの情報より早い１８時１３分に大雨警報の発表。この時点で函館

地方気象台へ連絡し、土砂災害警戒情報の発表の可能性の有無を確認し、今後の雨量の状

況によっては発表される可能性もある旨の回答を得たところであります。この回答内容を
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担当者から連絡を受けまして、対応を協議し、土砂災害警戒情報が発表された場合、災害

対策本部を設置し、避難指示の発令を決定したところであります。また、同時に建設水道

課に対して町内の巡回を指示したところであります。

１９時１６分に洪水警報が発表されました。続いて、１９時４０分に土砂災害警戒情報

が発表され、同時に災害対策本部を設置し、職員を役場へ招集したところであります。

２０時に町内全域の土砂災害警戒区域に居住している方、崖や沢の近くなど、土砂災害

の発生しやすい地区に居住している方を対象に避難指示を発令し、町内８箇所に避難所を

開設したところであります。

翌日８月の１２日なります、朝の４時３５分に土砂災害警戒情報の解除がされました。

５時３０分に避難指示解除と同時に対策本部、災害対策本部の解散をし、避難者が自宅に

戻った避難所から順次閉鎖をさせていただきました。

６時１３分に洪水警報が解除。７時３０分、残った松前中学校の避難所を閉鎖し、全て

の避難所を閉鎖しました。

１６時９分に大雨警報が解除されました。以上が時系列で対応した内容でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 事細かにお知らせ、ありがとうございます。事前に避難指示ですと

か、土砂災害警戒情報が出る前から準備されていたということなので、町としては、特に

問題はなかったのではないかなと思います。

この２番のちょっと質問したいんですけども、避難指示対象者ですが、これ一応全町避

難指示というお触れだったんですけども、これ実際に避難所に避難した人方の人数を、ま

ずちょっと教えていただきたいのと、これ実際に雨も降ってる最中でしたが、いろいろと

あったとは思うんですけども、この辺りに、避難所を設けたところに来た人数と、元々避

難指示対象者というのには、松前町としては大きな隔たりがあったと思うのか、それとも

そんなに隔たりはなかったと思うのか。その辺も含めて教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町内に８箇所の避難所を開設しております。避難された方は、１０

６人の方が避難をしてございます。人口比と致しましては、避難指示はですね、議員ご指

摘のように町内全域、３千７３２世帯、６千３１４人を対象に行いました。そのうち、１

０６人が避難をして、人口比としては１．７％の方が避難所を利用した結果となったとこ

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) ありがとうございます。この中でですね、現地にちょっと出向きま

して、実際に避難所８箇所のうちの１箇所だけなんですけども、実際に私も避難指示の関

係がありましたので、避難をしてもいいんではないかということで、現地で一晩過ごしま

した。

その時にですね、いろいろな避難された方、あるいは避難できなかった方のお話をちょ

っと伺ったんですけども、大体６種類の理由があったそうなので、ちょっとここで伝えた

いと思います。

まず、一番最初は、寝てましたという方、これなかった方ですね。それから２番目は、

移動できない方、あるいは移動できなかった方。避難所が遠くて移動できなかった方と、

それに含めて大雨の中歩いて行くのは大変だったという方。それから３番目は、自分のと

ころは被害がないから大丈夫と過信していた方。その次は、元々の避難指示、レベル４と

いうレベルがどういうレベルだったのか未知識だったという方。それから５番目は、避難
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所が隣の会館なので、あすこに行くには気が引けるといわれた方。それから６番目は、地

震の時の避難所だと思って行ったら、実は大雨の避難所が違ってたという方。この６種類

が主に挙げられました。

町としましては、避難指示を出して、担当者を避難所に配置させて、避難所に行った人

方の名前その他を全部細かく明記して、なおかつ新型コロナウイルスの対応もあったので、

町としてのやるべきことは、非常に私はスムーズで迅速だったと思いますが、一方では、

現場、自宅から避難所まで移動する方々のこういった理由を基にした場合に、町でどうに

かしろとか言うんではなくて、普段の町と、例えば町内会との避難災害に対する連絡に何

かちょっと問題があったのではないかというふうに思いました。町長は、今の六つの理由

を聞いて、どのように感じたか、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) どういうふうに聞きましたかっていうお尋ねですが、率直な意見だ

なというふうに思っております。現場はそういうふうな状況があるっていうことが、はっ

きり今回のケースで証明できたものだというふうに思っております。

いろんな、次に向けての検討する一つの、判断するご意見の一つだなというふうに思っ

ておりますので、そのご意見は参考にしながら、今後の、あってはならないんですけど、

あってはならないんですけど、あることも想定して検討していかなければならないという

ふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) もう一つ言い忘れたんですけども、最終的に避難所に移られた方は、

まず車の免許持ってらっしゃる方は、そのまま車で移動しました。車の免許を持っていな

い方は、ご近所の方が、あすこのうちの父さんと母さん大丈夫だろうかって言って、声を

かけて、その声かけによって実際に移動された方もいらっしゃいます。

それと、間違って別な会館の方に移動された方も確認されまして、そういう方々につき

ましては、雨もちょっと小降りになったタイミングを見計らってですね、実際に避難所の

方に移動してもらうように話をしたんですが、その時におらほの会館使って何悪いんだと

かね、今移動して、もし何かあったらおめえ責任とってくれるんだがとか、そういう話も

ちらっと聞きましたけども、あくまでもそこは避難時ということで、ちょっと心を鬼にし

てですね、そのまま避難所の方に移っていただくことにしまして、とても結果としては良

かったなとは思ってます。

ここでですね、この３番、４番に関わることになってきますので、続き３番、４番も含

めた意味でお聞きしたんですが、地震とか津波に関しましてはですね、皆さん非常に規則

正しく、毎年避難訓練もやってる加減で、逃げる場所だとか、そういった場所がわりとス

ムーズにできてると思います。ですが、今回の大雨に関しましては、今まで５０年前にど

っかの道路の橋が落ちただとか、大きい、何十年単位のことでしたので、避難にとても戸

惑いましたし、ましてや、夜にスマホが一斉になったちょっと経験っていうのも初めてだ

ったので、非常に町の人も戸惑いました。今後そういうことがないようにですね、避難訓

練っていうのは、ちょっとなかなか大変だとしても、それに準ずることが、何か必要なの

ではないかというふうに思うんですが、町長はそれについて、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) 今後の対応って言いますかね、いろいろ今回の避難指示の関係では、

先ほどご意見もいただきましたけども、私どもも地震、津波の関係はご指摘のように訓練

はされていますが、町民の方もそれには慣れてきてるんだというふうに思います。ただ、
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雨の土砂災害っていうふうになると内容が違うような状況で、今回は、こういうのもある

んだなっていうことを、町民の皆さんが気がついてくれたなというふうに思います。

本当に気象庁の方も、表現悪いですけど、ちょっと安全っていうか、国民の人がしっか

り命を守るようなためにも、ちょっと言葉悪いです、ちょっと早いですけど、大げさかな

っていうふうな部分もないとは、私もないと思うんですよね。それは、国民の方の命を守

るため、早く逃げてくださいよっていうのが、率直な気象庁なり、そういう内容だと思い

ます。

ですから、そういう部分も含めて、これからこの土砂災害情報に対して、町民の人方に

どう対策を講じていけるか、検討しなければならない一つのテーマをいただいたなと思っ

てますので、安心して、なかなか難しいと思うんですね、違う場所に行きたいとかさ、こ

こだけどもどうだとかこうだとか、そこもなかなか難しいとこがあるかもしれませんけど

も、やっぱり極力は命を守ることになりますので、そこは町内会の皆さんにも、いろいろ

ずっと今までもお願いしてきてるわけでありますから、引き続き連携をとりながら、一つ

でも、少しでも地域の住んでる方の不安の解消になれるように、そういうふうな対策を町

内会の皆さんとも協力いただきながら、対応とっていきたいなというふうに思っておりま

す。本当に、検討しなければならない部分があるというふうには思っております。

○議長(伊藤幸司君) ２番飯田君。

○２番(飯田幸仁君) 町のされてきました避難指示と、その他のやっていらっしゃった、

この時系列についての行動っていうのは、私は全く間違えてはいないと思います。ただ、

町内会はそういう時に何をしなければならないかということは、町内会の中で決めておけ

ばいいんですけども、実はこういう大雨っていうのは今回初めてなので、次回の大雨のた

めに、じゃあ次何をするかって考えた時に、まず、２番目の質問の中でとても不安だった

のは、崖を背中に背負ってるうち、自分うちの裏が急斜面だったりとかって、土砂災害警

戒情報が流れた時に、松前町内で一体何世帯そういう危険な場所があるのか。それがあっ

たら、その人方は本来避難すべきではないのかっていうことと、車があって移動できる方

はいいんですけど、車のない人の場合をどういうふうに、町内会でどういうふうに連携す

るかっていうことだとは今回思いました。

実際に、知ってる友人だと、自分はあすこの母さん大丈夫だべがっていって、ちょっと

勇気をふるってそこのうちの門扉叩いたら、実は移動できなくてっていって、そのお母さ

んを乗せて、実際に避難所に移動されたっていうお話も聞いてます。ですから、そこまで

は、町がそういうことをするんじゃなくって、そこはあくまでも町と町内会とのコミュニ

ティが必要で、そのコミュニティの先の町内会は、じゃあ自分達の場所はどういうふうに

したらいいのかっていう、ある程度のマニュアルがとても必要で、それをつくるのは町の

仕事なのかなっていう気がします。

もう一つは、地震の場合ですと、塗りつぶしハザードマップっていうのが非常に約に立

ちます、ここまで波が来るよっていうのがわかるんですけど、土砂崩れに関しては、申し

訳ないですけど、住宅地図を１戸１戸塗りつぶして、あんたうちここ崩れる、あんたうち

はセーフだっていうふうな細かい地図が、とても必要なのではないかなというふうに感じ

ました。

４番の質問もちょっと兼ねるんですが、この災害時にスムーズに避難できるシステム。

このシステムっていうのは、インターネットとかデータとかではなくて、例えば町で白紙

で、地震、津波、大雨って書いた時に、あなたのうちの場所が白紙のカードの中に危険な

場所なのかどうなのかっていうのを、町内会の世帯に全部配って、それから各家に配って
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て、みんなでここは安全だとか、津波はここだとかっていう、なんかちょっと大きめのカ

ードを世帯別でつくったらどうかなというふうに考えました。あくまでも町から発行する

ものは白紙で３千何枚刷ってもらって、地震、津波、大雨っていう三つの項目だけあって、

ここに白紙だけ用意してもらえればいいんです、と思いました。町内会にそれをどんと渡

したら、町内会で何々家裏山危険とか、で、ここに逃げるとかっていうのを何かつくった

ら、もうちょっとコミュニティが、同じ町内会でしっかりするのかなと。

こういった近年、人口減だとか、世帯数が減った時にコミュニティその他がやはり注目

視されてますけど、災害時こそ、やはりコミュニティが必要なのではないかと、そのよう

に感じております。

４番の災害時にスムーズに避難できるシステムの構築というのは、これから必要だと思

いますが、町長はこれについて、どういった感想持って、例えば何か考えてることがあり

ましたら教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 災害時にスムーズに避難できるシステムの構築について、お尋ねで

ございます。今回の避難指示の関係で、いろいろ問題点も出てきているというふうに認識

しているところであります。

災害が発生した場合にはですね、その被害が大きければ大きいほど、大きくなればなる

ほど、役場や消防、更には自衛隊などの公的な支援が遅れるという現実に対応するために、

この公的機関が機能を発揮するまでの間、時間、避難誘導、更には救助、避難所の運営な

どは町内会やボランティアの方が中心となり、活動を行う必要があるというふうに考えて

おります。このような状況であるために、北海道では、防災に関する知識の理解、地域の

防災活動の取り組み、地域の防災リーダーとして活躍していただくため、北海道地域防災

マスターの育成に取り組んできているところであります。渡島、檜山管内の市町村でもば

らつきはありますけども、町内会単位で取り組んできているところもあるというふうに聞

いているところであります。

この防災マスターは、公的機関が機能を発揮するまでの間、避難誘導、救助、避難所の

運営などにあたり、また平時には防災意識の啓発や、防災訓練の実施などの役割を担って

いるところであります。

松前町と致しましても、この防災マスターの育成は取り組んでいかなければならない課

題であると認識しておりまして、数年前から北海道に対して、町内での研修の開催を要望

し、令和２年度、３年度に町内の開催が決定したところでありますが、いずれもコロナ禍

の状況で中止となったところであります。本年度も時期は未定でありますが、松前町での

開催が決定しているところであります。この研修に職員の受講をはじめ、町内会、各町内

会から２名程度の受講、または松前町議会議員の災害対応行動指針で求められている災害

対策活動を円滑に進めるため、議員の皆さんにも受講をお願いしたいというふうに考えて

おります。この北海道地域防災マスターの研修受講を契機に、各町内会での自主防災組織

の設立や、職員の人材育成を図りながら、システムの構築を図っていかなければならない

と考えております。

いずれにしても、地域においては町内会の存在、大変大きいものでありますので、町と

地域、町内会とは、やっぱり常に連携とるというふうな体制づくりが必要だというふうに

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) 今の北海道地域防災マスターのシステムについては、非常にいいも
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のだと思います。各町内会でも結構班に分かれてるところがありますので、できれば各班

に一人ぐらいずつ、そういうマスターがあれば、自分とこの班は班長さんが見るというふ

うなシステムができればと思います。

地震、津波と違いまして、大雨に関しては、例えば川の近くの人、それも大きな川だけ

に限らず、ちっちゃい川ほど飛び出して危険だったりとかもありましたし、海の近くの加

工ですね、それと松前は軟弱地盤は少ないって言われてますけど、やっぱり湿地帯もあり

ますし、あと裏のガンケ、ガンケでない、崖のあるところだとか、すみません、前のとこ

ろだとか、場所によって全く様子が違うと思うんですね。ですから、地域地域によって同

じ防災マスターでも、防災をする観点がちょっと変わってくるので、できれば、その土地

の理に適った人方に、積極的に防災マスター受けてもらうような告知なども町の方からし

ていただければ、大変ありがたく思います。今、何をするにおいても、全てに高齢者が高

齢者を救助するような時代になってしまいました。ですので、なるべく若い方、私らはま

だ５０代後半で若いと思ってますので、５０代、６０代ぐらいまでの方は積極的に防災マ

スターとか受けてもらえればいいのかなというふうに、今感じました。

町内会と町のやりとりなんですけども、今回みたいな防災マスターみたいな方法使いま

すと、やはりそれを役場の方に告知、知らせるっていうんですか、防災マスター受講証、

修了証みたいなの多分もらうと思うんですけど、そういったものを町で判断して、町から

ホットラインっていう形で、何か災害があった時には、その人達に一斉に送るシステムと

かも多分簡単にできるでしょうし、とにかく地震であっても、大雨であっても、火災であ

っても、やはり命には代えられない、一人一つの命なので、やはりこれを機会に、今回の

大雨がまた台風とかでやってこないとも限りませんので、それまでに何かしら工夫して、

町内会との連絡の仕方を密に、コミュニティによる、コミュニティのためのコミュニティ

みたいなものも一つ工夫していただければなというふうに思ってます。最後にそのお話を

お聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正しく、飯田議員とは同じような方向向いてるというふうに思って

おります。災害から町を守るために、我々行政だけでは無理な部分もありますので、やっ

ぱり町内、地域、正しくコミュニティだと思います。コミュニティの中から町を守れる方

法はあると思いますので、１人でも災害を受ける人が出ないように、我々行政も、それか

ら地域の町内会とも綿密に連携とりながら、情報共有しながら、この町の町民を守ってい

くというふうなことになるんだというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたい

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) ありがとうございます。最後に、ガンケ発言ですが、急傾斜地とい

うふうに、ガンケ発言撤回致します、急傾斜地ということで。これで質問終わります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時１１分)

(再開 午後 ２時２９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。
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◎諸般の報告

○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。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) 日程追加についてを議題と致します。

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

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

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

決定致しました。

◎議案第４４号 教育委員会委員の任命について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第４４号、教育委員会委員の任命についてを議題と

致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました、議案第４４号、教育委員会委員の任命に

つきまして、ご説明申し上げます。

教育委員会委員福島憲成氏は、令和４年９月３０日をもって任期満了となりますが、引

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

条第２項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

福島氏につきましては、松前町 にお住まいで、

７５歳でございます。

また、委員歴でございますが、平成２２年１０月１日から委員をお願いし、現在３期目

でございます。

以上が、議案第４号でございます。何卒議員の皆様方のご同意をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第４４号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第４４号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第４５号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第４６号 松前町表彰条例による表彰について
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◎議案第４７号 松前町表彰条例による表彰について

◎議案第４８号 松前町表彰条例による表彰について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第４５号、松前町表彰条例による表彰について、日

程第８、議案第４６号、松前町表彰条例による表彰について、日程第９、議案第４７号、

松前町表彰条例による表彰について、日程第１０、議案第４８号、松前町表彰条例による

表彰について、以上４件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今一括議題となりました、議案第４５号から第４８号までの松

前町表彰条例による表彰につきまして、その内容をご説明申し上げます。

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

するものでござます。

議案第４５号は、松前町 にお住まいの竹田勝治氏でございます。

竹田勝治氏につきましては、２０年の永きにわたり観光ボランティアとして、観光振興に

ご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第４６号は、松前町 にお住まいの桂秀子氏でございます。桂秀

子氏につきましては、２０年以上の永きにわたり民生委員、児童委員として、社会福祉の

増進にご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第４７号は、松前町 にお住まいの熊谷充善氏でございます。熊

谷充善氏につきましては、２５年の永きにわたり交通安全指導員として、交通安全思想の

普及・啓発にご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

議案第４８号は、千葉県 にお住まいの笠嶋義夫氏でご

ざいます。笠嶋義夫氏につきましては、松前町教育委員会に松前藩縁の文人等の美術作品

等２０９点を寄贈していただきましたので、感謝の意をもって表彰致そうとするものでご

ざいます。

以上、議案第４５号から議案第４７号までにつきましては功労表彰として個人３名を。

また、議案第４８号につきましては、善行表彰として個人１名を、松前町表彰条例に基づ

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

し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、議案第４５号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第４５号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４６号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第４６号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４７号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第４７号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４８号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第４８号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３９号 令和４年度松前町一般会計補正予算(第６回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第３９号、令和４年度松前町一般会計補正予算

（第６回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤隆信君) ただ今議案となりました議案第３９号、令和４年度松前町

一般会計補正予算(第６回)の内容を説明させていただきます。

令和４年度の松前町の一般会計補正予算(第６回)は、次に定めるところによるものです。

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

７千３４万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９億６千７４３万

４千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
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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。１８ページをご覧願います。

３．歳出です。２款１項１目１２節と１７節の行政情報システム経費合計で、１千６９

万５千円の追加計上です。１２節行政情報システム改修業務委託料で、１千４２万円の計

上は、自治体ＤＸの一環で、マイナポータルサイトからマイナンバーカードを用いた行政

手続オンライン申請を実施するためのシステム改修経費で、国が指定する手続き５５業務

のうち、子育て支援と介護保険関係に関わる２６業務の改修費用９９５万８千円と、その

他に障がい者福祉サービスのデーターベース構築のための改修費用４６万２千円の各種シ

ステムの改修経費の計上です。

次に、１７節行政情報システム備品購入費２７万５千円は、世帯情報や税情報など、行

政機関などとマイナンバーを利用し接続する中間サーバー管理用のパソコンが、平成２８

年度購入のパソコンでありますが、俗に言うＯＳ、オペーレーティングシステムがＷｉｎ

ｄｏｗｓ８．１を使用しておりますが、Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１は来年の１月でメーカーサ

ポートが終了するため、新しいオペーレーティングシステムのパソコンが必要なため、そ

の購入にかかる経費の計上です。

次に、３目財産管理費で、１５２万６千円の追加計上です。１０節町設宿舎管理修繕料

で、３０万円の計上です。これは、福山地区の警察署横向かい側の職員住宅の集合煙突が

経年劣化による亀裂が確認され、倒壊の恐れもあるため、早期に修繕する経費の計上です。

続いて、その他財産管理修繕料で、２２万６千円の計上です。これは、建石のＭＨソーイ

ングに貸し出している町保有施設の屋根の一部腐蝕箇所の修繕に要する経費の計上です。

次に、２４節役場庁舎建設基金積立金で、１００万円の計上です。これは、去る７月４

日に字福山の田口義道氏から、庁舎建設のため、１００万円の寄附をいただき、その寄附

金を当該基金に積み立てのための経費の計上です。

次に、５目地域振興費で、５００万円の追加計上です。７節から１９ページの１０節及

び１１節に計上した町表彰条例に基づく表彰にかかる経費合計で、１５万７千円の追加計

上です。これは、来る１１月４日に予定する町表彰条例に基づく表彰の対象者、功労表彰

個人３名と、善行表彰個人１名にかかる表彰経費の計上です。

次に１８ページ、８節及び１０節と、１９ページの１８節に計上したふるさと松前応援

寄附受入経費及びふるさと納税フェスタｉｎチカホ出店負担金の合計で、９６万８千円の

追加計上です。これは、今年から楽天サイトで新しくふるさと納税を始めました。楽天は

全国で一番売れているふるさと納税サイトである一方で、会員限定サイトでもあり、松前

町のふるさと納税を伸ばすために、北海道新聞が主催するふるさと納税フェスタｉｎチカ

ホに参加するための経費の計上です。

次に、１８ページの１０節パートナーシップランド管理燃料費で、３９万９千円の追加

計上です。これは、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として、パートナーシッ

プランドで使用する暖房等燃料費を国のワクチン関連補助金で充当するために、予定使用

料を計上するものです。

１９ページです。１１節移住定住推進手数料で、２万１千円の追加計上です。これは、

清部地区にある移住体験住宅に現在肉牛改良センターの研修生１名を受け入れており、今

年度いっぱい受け入れる予定です。これにより、手数料に不足を生じる見込みのための経
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費の計上です。

次に、１８節笑顔づくり推進スマイル応援補助金で、８０万５千円の減額計上です。こ

れは、当初予算で事前要望１６件と予備３件の合計で１９件、３５９万円の予算議決をい

ただきましたが、結果的に要望は２１件あったうち、コロナ禍等により、４件の取り止め

があり、差引１７件が実績見込みであり、その補助金の合計が２７８万５千円となり、そ

の差額の８０万５千円を減額しようとするものであります。

次に、街並み修景施設等整備補助金で、１２万円の追加計上です。これは、歴史を活か

した街並み整備事業の一環で、唐津地区の戸別建物修景看板１件への助成経費の計上です。

次に、松前地域公共交通応援事業奨励金で、１１４万円の追加計上です。これは、コロ

ナ禍によりバス、ハイヤー利用者は回復の見通しが遠く、更にはガソリン等の高騰による

経営の圧迫が厳しく、交通事業者に対し、昨年同様奨励金を交付するための経費の計上で

す。

次に、地域間幹線系統木古内松前線維持奨励金で、３００万円の追加計上です。これは、

コロナ禍により、地域間幹線系統バス路線の木古内松前線が利用者が回復せず、大きな赤

字が続いております。この２年間の乗降客の分析において、バスを利用しない移動の傾向

に変化してきており、今後も木古内松前線は厳しい状況が続くものと想定されています。

本年度においては、西南４町で各３００万円の奨励金を交付することで協議が整い、その

経費の計上です。

２０ページです。３項１目１１節マイナンバーカード交付事務通信運搬費で、１４万円

の減額計上です。これは、３箇所の支所にこれまでマイナンバーカードの申請に使用する

ためのインターネット接続用モバイルルーター３回線を予算措置しておりましたが、今年

度から光回線が開通したことにより、各支所にＷｉ－Ｆｉ機能を整備し、代用できること

となったことから、今後不用となるモバイルルーターを解約したことによる減額です。

２１ページです。３款１項１目２２節、令和３年度各種国庫負担金等の返還金７件で、

６７８万８千円の追加計上です。これは説明欄に記載する各種補助事業の国庫負担金等の

実績精算による超過交付分の返還金の計上です。

２２ページです。３目老人福祉費で、１千６３万３千円の減額計上です。１８節北海道

後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金で、１千８３万３千円の減額計上です。これは、

北海道後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の令和３年度実績精算分を令和４年度負

担金で相殺することとしており、令和３年度は実績精算で余剰が出たため、その分の減額

計上です。

次に、２２節令和３年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金等で、２０万円の計上で

す。これは、一般会計から介護保険特別会計に対する操出金の低所得者保険料軽減分の令

和３年度国庫負担金等を受けた超過分の返還金の計上です。

２３ページです。２項１目児童福祉総務費から、２４ページの２目児童措置費の合計で、

９４２万７千円の追加計上です。これは、全て説明欄に記載する各種補助事業の国庫負担

金等の実績精算による超過交付分の返還金の計上です。

２５ページです。４款１項１目７節新型コロナウイルス感染症対策支援物資代で、１０

０万円の追加計上です。これは、松前町においても新型コロナウイルス感染症感染者が増

加し、支援物資も予想以上の配布があり、今後見込み分を考慮した経費の計上です。

次に、３目予防費で、３千１９２万１千円の追加計上です。１節報酬から、２６ページ

の１７節備品購入費までの合計、３千１６５万１千円の計上は、新型コロナウイルスオミ

クロン株対応ワクチン接種に係る経費の計上です。現在、新型コロナウイルスワクチンは
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４回目集団接種を実施中でありますが、８月に国の方針として、初回接種を完了した方を

対象に、１０月半ば以降からオミクロン対応株ワクチンの接種に向けて、接種環境を整備

するものの通知を受けたことに伴う必要経費について、計上するものです。予算の内訳は、

予防接種委託料で、１千８９４万３千円と、事務費の１千２７０万８千円で、事務費のう

ち１７節備品購入費は、業務用石油ストーブ３台、カラーレーザープリンター１台、スポ

ットエアコン２台、冷蔵庫１台を購入予定です。なお、参考資料として、６０ページに新

型コロナウイルスワクチン接種事業の概要（オミクロン株対応ワクチン接種）を掲載して

おりますので、ご参照願います。

次に、２６ページ、１９節インフルエンザ予防接種費用助成費で、２７万円の追加計上

です。これは、インフルエンザ予防接種の６５歳以上等の定期接種は、基本的に町立病院

で実施しますが、ワクチンの入荷状況や予約の混み合い状況などで、町立病院以外での接

種を希望する対象者の予防接種を円滑に実施するための助成経費の計上です。

次に、４目１８節空家等除却支援補助金で、１千３５５万５千円の追加計上です。これ

は、当初予算で緊急対応分として２件、１２０万円を予算議決いただき、既に１件の緊急

の除却申請があり、５１万４千円を交付決定しておりますが、４月から７月末までに２３

件、１千３０４万１千円の申請希望があったこと、更に今後の緊急対応分として、２件分

を確保するため、決定済みの５１万４千円と合わせて、合計１千３５５万５千円の計上と

なったところでございます。

２７ページです。２項１目１８節渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)で、１３２万

６千円の追加計上です。これは、渡島西部広域事務組合の補正にかかる松前町負担金の補

正で、令和４年度の各町按分率の確定による調整分等によるものです。

２８ページです。６款１項３目畜産業費で、１千１４３万円の追加計上です。１１節と

１２節の肉牛改良センター管理事業費合計で、５３５万７千円の計上です。これは、肉牛

改良センターの賃貸型牛舎３棟の追加棟にかかる実施設計業務委託料で、５３２万４千円

と、１棟２戸の住宅建設にかかる確認申請手数料で、３万３千円の計上です。建設にかか

る補助等はまだ未定でありますが、補助事業を検討協議中であります。なお、参考資料と

して、６１ページに肉牛改良センター賃貸型牛舎棟建設予定配置図を掲載しておりますの

で、ご参照願います。

次に、１２節牧場管理営業雑用水施設調査設計業務委託料で、６０７万３千円の追加計

上です。これは、現在ガンビ岱に設置されている雑用水施設は、老朽化により電気設備等

の更新が必要とされておりますが、現状のまま更新した場合、多額の経費がかかる見込み

のため、できるたけ簡易な方法で整備できるよう、現地調査及び実施設計を委託するため

の経費の計上です。

２９ページです。２項１目７節と８節のクマ駆除対策事業費で、合計で１８０万１千円

の追加計上です。これは、７月に白神地区でヒグマによる人的被害があり、未だに当該ヒ

グマは捕獲されてなく、他地域においてもヒグマの出没情報があり、ハンターによる見回

り等の出動要請も増加し、今後も継続していきたいため、クマ捕獲奨励金の他、出動謝礼

及び費用弁償の不足分にかかる経費の計上です。

３０ページです。３項１目１８節渡島サケ・マス増殖事業協会負担金で４万円の減額、

漁業支援総合補助金で５９２万７千円の追加計上です。渡島サケ・マス増殖事業協会負担

金では、協会事業収入が当初見込みより増えることによる負担金の減額です。漁業支援総

合補助金は、サクラマス養殖推進事業で１３４万６千４００円、流通用運搬箱整備事業で

２９８万１千円、イワシ漂着被害対策緊急支援事業で１５９万８千９２５円の合計で、５
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９２万６千３２５円の千円単位に直して５９２万７千円の計上で、流通用運搬箱整備事業

は、本年度の補助割合の町４分の３、イワシ漂着被害対策緊急支援事業は、道からの補助

金があるため町２分の１、サクラマス養殖試験事業は、全額町補助金で賄うものです。な

お、参考資料として、６２ページに漁業支援総合補助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、２目漁港管理費、１０節修繕料で、５１万３千円の追加計上です。これは、昨年

のイワシ大漁漂着の影響もあり、館浜漁協海岸に多量の海藻類が打ち上げられ、既存予算

で除去等を実施しておりますが、今後も予算に不足を生じる見込みのための経費の計上で

す。

３１ページです。７款１項２目１８節観光客誘致推進事業負担金で、２００万円の追加

計上です。これは、松前町出身の漫画家のさとう輝さんの人気漫画「江戸前の旬」の新エ

ピソード捜索の旅として、テレビ東京系列会社から、さとう輝さんのふるさと松前をタレ

ントが探訪するテレビ番組が予定されており、松前町としても大きな観光宣伝となるため、

撮影等の支援を負担する経費の計上です。なお、参考資料として、６３ページに放送コン

テンツによる地域情報発信力強化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目温泉休養センター費、１０節修繕料で、２４２万円の追加計上です。これは、

昨年度の大雪により、温泉休養センターの屋根瓦が４箇所で破損してることが判明し、営

業を継続しながら箇所ごとに修繕を図る経費の計上です。なお、破損箇所は雪害破損とし

て共済保険への申請を予定しております。また、参考資料として、６４ページに修繕料の

概要（１００万円以上）を掲載しておりますので、ご参照願います。

次に、５目藩屋敷費、１０節修繕料で、２３６万７千円の追加計上です。これも昨年度

の大雪や屋根からの落雪による堆積で、沖口役所他５棟の屋根瓦などの破損が判明し、営

業を継続しながら各棟ごとに修繕を図る経費の計上です。なお、破損箇所は雪害破損とし

ての共済保険へ申請を予定しているところであります。また、参考資料として、６４ペー

ジに修繕料の概要（１００万円以上）を掲載しておりますので、ご参照願います。

３２ページです。８款２項１目１０節町道維持修繕料で、４００万円の追加計上です。

これは、町道の昨年度の大雪による除雪作業の影響で道路付帯設備等の修繕がかさみ、年

度末までに不足を生じる見込みであることから、その不足分の経費の計上です。

次に、１２節道路除排雪委託料で、５千９００万円の追加計上です。これは、例年３千

９００万円の計上でありますが、機材費、燃料費が高騰しており、重機の維持や作業員の

確保など円滑な除雪体制を図るため、増額による経費の計上をしたところであります。

３３ページです。５項２目２１節町営住宅建設町営住宅建替事業移転補助費で、１７万

円の追加計上です。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戸の建

設予定地で取り壊し予定の町営住宅建石団地に居住する２戸分の移転補助費の計上です。

３４ページです。９款１項１目１８節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)で、８万

４千円の追加計上です。これは、渡島西部広域事務組合の補正にかかる松前町負担金の補

正分です。

次に、２目１７節防災情報共有システム備品購入費で、１１万９千円の追加計上です。

これは、防災情報共有システム用の端末パソコン及びソフトの更新が必要となったことに

よる備品購入費の計上です。

３５ページです。１０款２項小学校費、１目１０節学校管理修繕料で、１１５万１千円

の追加計上です。これは、各小学校施設での修繕がかさみ、予定外の修繕箇所も判明し、

年度末までの不足を生じる見込みであることから、その不足分の経費の計上です。
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３６ページです。３項中学校費、１目１０節学校管理修繕料で、３６万４千円の追加計

上です。これは、中学校施設での修繕がかさみ、予定外の修繕箇所も判明し、年度末まで

に不足を生じる見込みであることから、その不足分の経費の計上です。

３７ページです。４項１目１８節渡島社会教育委員連絡協議会負担金で、１万７千円の

減額計上です。これは、当該協議会において、令和４年度の負担金を徴収しないこととし

たための減額です。

次に、２目公民館費で、１７６万１千円の減額計上です。７節及び３８ページの１３節

に計上する公民館事業合計で、１９万円の減額です。これは、天候不良により、松前小島

自然観察会が中止になったことからの減額です。

次に、７節から、３８ページの１３節に計上する姉妹都市児童生徒交流合計で、１５７

万１千円の減額です。これは、愛媛県松前町（まさきちょう）との交流事業でありますが、

コロナ禍による影響で往来による交流は中止することとなりましたが、昨年同様両町の特

産品を提供し、交流する事業に切り替えて実施することとなり、往来にかかる経費は減額

し、特産品交流にかかる経費を追加してるところでございます。

３８ページです。４目１０節町民総合センター管理燃料費で、８６万１千円の追加計上

です。これは、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として、町民総合センターで

使用する暖房等燃料費を国のワクチン関連補助金で充当するために、予定使用量を計上す

るものです。

次に、７目郷土資料館費、１０節修繕料で、４８万８千円の追加計上です。これは、去

る８月２日の大雨により、松前城資料館管理棟の軒天が脱落し、その修繕に係る経費の計

上です。

３９ページです。５項２目１７節ふれあい公園管理備品購入費で、８万８千円の減額計

上です。これは、乗用芝刈り機購入にかかる入札減による減額です。

次に、３目学校給食費、１０節修繕料で、２８万４千円の追加計上です。これは、給食

センターの修繕がかさみ、更にはボイラーの一部故障も判明し、年度末までに不足を生じ

る見込みであることから、その不足分の経費の計上です。

４０ページです。１３款１項１目職員給与費で、８８０万６千円の追加計上です。これ

は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る分で、１節会計年度任用職員報酬で１８

７万９千円と、８節費用弁償２９万７千円及び３節職員手当等で、時間外勤務手当でワク

チン接種分３００万円と、マイナンバーカード交付事務分４２万８千円の３４２万８千円

と、休日勤務手当でワクチン接種分９０万円、管理職員特別勤務手当でワクチン接種分４

８万６千円、会計年度任用職員各手当合計、ワクチン接種分１８１万６千円の合計で、８

８０万６千円の追加となったものでございます。また、附表として、給与費明細書を４１

ページから５８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。９款１項１目１節地方特例交付金で、４２万６千円の減額計上です。こ

れは、令和４年度の普通交付税の算定による、年度末見込みによる減額です。

９ページです。１０款１項１目１節地方交付税で、５千１７５万１千円の追加計上です。

これは、歳出の財源調整による計上分です。

１０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、

１千８９４万３千円の追加計上です。これは、歳出で計上しております新型コロナウイル

スワクチン接種事業に対する国庫負担金の計上です。

１１ページです。２項１目総務費国庫補助金から４目土木費国庫補助金の合計で、２千
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８０８万２千円の追加計上です。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。

１２ページです。１６款１項１目１節土地建物賃貸料で、３６万２千円の追加計上です。

これは、肉牛改良センターの研修生を受け入れた移住体験住宅賃貸料の追加分です。

１３ページです。１７款１項２目１節役場庁舎建設指定寄附金で、１００万円の追加計

上です。これは、去る７月４日、町内福山の田口義道氏から役場庁舎建設指定寄附金とし

て、１００万円をいただいたところでございます。歳出の役場庁舎建設基金積立金財源と

するものでございます。

次に、企業版ふるさと納税寄附金で、５０万円の追加計上です。これは、５月２５日、

町外企業１社から企業版ふるさと納税寄附金、５０万円をいただき、希望する産業支援へ

の寄附ということで、歳出の漁業支援総合補助金の財源に充当しております。

１４ページです。１８款１項２目１節介護保険特別会計繰入金で９５０万９千円の追加

計上及び３目１節後期高齢者医療特別会計繰入金で５６万７千円の追加計上は、いずれも

令和３年度決算剰余金に伴う一般会計への繰入金です。

１５ページです。２項２目１節ふるさと松前応援基金繰入金で、９６万８千円の追加計

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に対する繰入金

の計上です。

１６ページです。２０款５項５目１節雑入で、５千１７５万４千円の追加計上です。こ

れは、各令和３年度負担金の決算剰余及び精算に伴う還付金３件と、北海道市町村振興協

会助成金を申請していた各種事業が採択されたことによる助成金の計上です。

次に、６目１節、令和３年度特別児童扶養手当事務費委託金精算収入で、１千円の追加

計上です。当該事務委託金の過年度収入分です。

１７ページです。２１款１項３目１節過疎地域持続的発展特別事業債で、１千３５０万

円の追加計上です。いわゆる過疎ソフトの歳出事業に対する起債の計上分です。

次に、９目１節臨時財政対策債で、６１６万７千円の減額計上です。これは、令和４年

度普通交付税の算定で確定したことによる減額です。

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５７億９千７０９万円

に、補正額１億７千３４万４千円を追加し、補正後の額を５９億６千７４３万４千円にす

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

７千３４万４千円を追加し、補正後の額を５９億６千７４３万４千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。変更の分として、２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３９号、令和４年度松前町一般会計補正予算(第６回)の説明とさせていた

だきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○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) ３０ページ、６款３項１目１８節、参考資料６２ページです。特別承

認事業として、イワシ漂着被害対策緊急支援事業についてです。これは、館浜地区を対象

とした事業と思っていますが、ナマコやアワビ、ウニ等の資源の回復は時間を要して、数

年に及ぶものと思います。この事業につきましては単年度だけの対象になるのか。それと
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も、長期にわたっての対策を考えているのか、お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) ただ今、近江議員のご質問にお答え申し上げます。イワシ漂着

被害対策緊急支援事業でございます。これにつきましては、今数年度に及ぶのかというご

質問内容でございます。まず、今年はナマコの放流、アワビの放流、そしてウニの移殖と

ホッケの蓄養試験と、こういうような事業内容でございます。これは、今年まずやります。

そして、来年以降はナマコの放流とアワビの放流、これを３年間継続するということで、

組合と地元の漁業者と道も入りまして、被害の内容等いろいろ踏まえまして決定したとこ

ろでございますので、ご理解よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 水産課長よりお答えをいただきました。３年経っても、これ長期的な

展望出ないと資源の回復ができないんじゃないかと思ってます。ですから、その見解とい

うのをどういうふうに見てますか。お尋ねします。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) まず、被害の内容でございますけども、調査しました。港の中

のナマコだとかアワビだとか、これについては全て全滅でございました。

それと、港の東側に漂着した被害によりまして、一般海域の部分なんですけども、港に

近い方、簡単に言うと港に近い方の水深５メーターまでの水域については、有益な、例え

ばアワビだとか、ウニだとかナマコは、ほとんどゼロ、見られなかったと。

それより深い部分については徐々に前年のものが生息していたということなんで、ここ

の部分も何らかの形でこれから被害対策をしていかないとないだろうということで、まず

ナマコについては、大体４年目ぐらいから水揚げも今までやった経過の中では見えてきま

すので、大体３年間これを行うことで、４年目、その事業が終わった段階で水揚げが見え

てくるだろうと。我々は、港の中はそういうふうな認識でおります。

これとは別に、従来のナマコの増殖事業と言いますか、それも併せて行うということな

んで、実質的に館浜地区には他の実行組合よりも倍以上のナマコの種苗が手当されるとい

うような、今、港の中はそういうような現状でございます。

そして、アワビにつきましては、天然海域で大体調査経過から、１万個程度、３万個ぐ

らい、３年間ぐらい何とか手当てしてもらえないかという地元の要望からですね、道も入

りまして、指導所とも協議しながらそのような対応になったところでございます。

それと、ウニにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、一般海域の手当てでござ

います。浅海域の方、大分減ってしまったということなんで、これは地元で密集してる場

所から、地元の漁業者自らがそこにウニを移殖するという部分の、その費用弁償って言い

ますか、自分達自らやるということに対しての対策というふうになっております。

ホッケにつきましては、今年もホッケの養殖ができるのかというような試験でございま

す。去年、港の中のホッケも全滅しておりますので、今年、港の中でホッケの養殖がちゃ

んと可能になるのかと、こういうような試験でございます。

大体ですね、この対策で３年ぐらい経った時には元通りになっていくのかなと、我々は

思っているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ６番近江君。

○６番(近江武君) 水産課長の説明、懇切丁寧で、しかもかなり館浜地区のことを考えた

施策だなと思っています。とにかく、館浜地区の組合員は３年間、今までの水揚げがパー

になりますので、何とか資源回復させて、元通りのね、海に戻してやってほしいなという
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ことをお願いして終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

１０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) １点だけお尋ねをしたいと思います。２５ページの予防費で、参考

資料６０ページですね、これ、オミクロン株対応ワクチン接種と参考資料ついてますけれ

ども、報道などを聞きますと、４回目のワクチンをまだ打っていない人は、４回目止めて

これ打ちなさいっていうような報道すらあります。私もまだ４回目打っておりませんので

ね、これどういうふうになるのかなと思ったりしております。そういう報道をどう受け止

めていいのか、具体的に説明してください。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) ただ今、斉藤議員より２５ページのオミクロン株対応ワク

チン接種に関することで、参考資料６０ページの内容について、ご質問がございました。

斉藤議員おっしゃるとおり、報道では、いろんな報道が今なされています。私ども７月

末、それから８月の段階で国の方から会議、Ｗｅｂ会議等通して情報いただいております

が、その時点では、実は現時点でそもそもワクチン自体がまだ薬事承認されていません。

薬事申請はされていますけれど、薬事承認はされていません。それで、予定では９月中旬

を目安に承認と輸入開始をして、１０月半ばから接種体制を構築するようにというような

形で、今回補正計上あげてございました。

斉藤議員がおっしゃられる報道等に関することなんですけれど、実は私ども一番懸念し

てるのは、今言ったような接種間隔、これがどういうふうになるのかというようなことで

す。私どもは捉えて、確定ではございませんが、私どもが捉えている情報と想定の中では、

国、厚労省とすれば、前回接種した時より５ヶ月間の接種間隔を空けるというような、そ

ういう検討を現在してるところです。逆に言いますと、４回目接種を今、今日も、明日も

この３日間、松前町は集団接種やってますけれど、４回目接種打った方も、もしかしたら

５ヶ月後でなければ、今回のオミクロン対応株の接種ができないというような状況になる

可能性が多分にあります。

また、逆に言いますと、接種対象者は初回を接種した方というふうに今議論されてます

ので、１、２回目、特に２回目を接種した人が、それから５ヶ月以上経過してれば接種で

きると。当然３回目接種した方も、３回目接種してから５ヶ月以上経過してから接種がで

きるというような議論を現在してる最中でございますので、今現時点では、それら正式に

決まったものはまだございません、これ議論中でございます。

そういう意味では、今言ったような形のもので、間違いなく、それであれば４回目を接

種しないで、このワクチンを接種しようかというようなことで。実は今回、もう今週で３

週目になります４回目の集団接種の中でも副反応等々の心配で、新たなワクチンの情報が

出た段階で４回目接種を予約してましたが、キャンセルしますというようなことが、松前

町の中でも起きてございます。私どもとすれば、検討してるというような情報流してござ

いますが、これが正式に言った接種間隔がどれになるのか、接種年齢対象がどうなるのか

というのは、現時点で詳細は決まってなくて、今回の補正計上については、それらも全て

含めた想定した中で接種体制の構築を図るための補正計上というような状況ですので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) かなり、こうわかりにくいんですよね、課長の答弁がわかりにくい

ってんじゃなくてね、報道の関係がどうも先っぱしりしてしまって、４回目打たないでオ
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ミクロン株打てばもううつらないんだと、こういう宣伝までされていますよね。ですから

松前町でも４回目打つの止めて、それ打とうかという考えの人も出てくるんですよ。だか

ら、きちんと町民に伝えるためには、今あなたが言ったように、まだ承認もされていませ

んよと、こういうことを具体的にやっぱり町民に伝える必要があるんでないか。

更に、４回目打ってから何ヶ月待たなきゃ駄目なんですよなんてことも、具体的に町民

にＰＲする必要あるんでないかなと思うんですけども、この点についてはいかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 正しく、今斉藤議員さんおっしゃられるとおりだと思いま

す。私どもとしても、正式な国の方針が確定し次第、今言ったようなことを周知していく

必要がありますけれども、これも既に昨年秋からの国の方針の短期的な方針変更というも

のござまして、その周知方法にも相当苦慮してございます。一般的には、全ての町民の方

々が見られる広報を活用できればいいんですけれども、広報に出したタイミングと、その

後の変更がどんどんなされてくると。もしかしたら今回も、先ほど私５ヶ月間という言葉

を、数値言いましたけれども、これがもしかしたら３ヶ月、２ヶ月に短縮するなんてこと

も、もしくは、６ヶ月の延長ってことはないと思うんですけれど。

それから、現在報道ではワクチンの輸入量が少ないので、医療従事者、高齢者を中心に

ですとか、まだ不確定なものの情報がどんどん流れてきてます。それらは、それらに振り

回されず、私どもとすればきちんとした情報を町民に伝えるということで、情報とりなが

らいきたいと思います。

もう一つの大きな考え方は、今回４回目接種の対象者というのが、６０歳以上と基礎疾

患のある方なものですから、今、国の予防接種のワクチンの接種率でいきますと、国、北

海道平均値は６０数％しかございません。うちの町は、ほぼ９０％、３回目接種、２回目

接種とも約９０％なんですが、そうすると、今回の国の対応は、５９歳以下の人方は４回

目接種の対象になっていませんので、この方々を国とすれば全体的に早急に接種するとい

うような動きの中の、この新しいワクチンというような効果もあるのかなということで、

私達先ほど言ったように、本当わかりづらい状況なんですけれど、最後の部分はこのこと

を説明して、ワクチンの理解、決して４回目を打つのが無駄ではないので、４回目打つこ

とは大事ですと、なおかつ新しいニカワクチンになる効果もありますと、いうこの辺を丁

寧に周知しながら、説明しながら接種体制をとっていきたいなというふうに思ってござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番斉藤君。

○１０番(斉藤勝君) 我々もテレビを観たり、ラジオを聞いたりして、国なりなんなり情

報をキャッチするしか方法ないんですけどね、例えば昨日出てた大学の先生では、４回目

終わった人は２ヶ月以内で打ってもいいんだなんて言ってる先生もいます。だから、まだ

承認もされてないものを、あまりえらから報道するなって言いたいんですよ。

だから、きちんと町民が誤解のないように、そういうことをきちんと伝えていってくだ

さいということをお願いして、質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 最後に私の方から答弁させていただきます。先般、岸田首相も会

見の方で、自分は４回目を打ったから軽くすんだとおっしゃっておりました。そして、こ

のオミクロン株対応ワクチンにつきましても、当初１０月にということでいってたものを、

その会見の時になって９月に前倒ししたいというような、こういうふうにですね、国の方

の方向性が、しっかりまだ定まってないということで、近々にこれはしっかり定まるよう



- 50 -

でございますので、その辺がはっきりしてから、私どももこの辺の周知を町民に対してし

たいと思ってます。

ただ、このオミクロン株に対するワクチン接種、オミクロン株の対応のワクチン接種は、

やるということできてますので、これが時間的に対応できるように、予算だけは先にとっ

ておくと。これに対しては、今までの４回やった接種の中でかかる経費、対応の方法等は

十分把握しておりますので、予算だけは先にとっておきますけど、この中に書いてありま

す時期につきましても、こういうものに関しては町民周知はしっかり定まってから、注意

事項も併せて周知してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

１１番堺君。

○１１番(堺繁光君) ２６ページ、環境衛生費の空家対策等の助成金の話なんですけども、

助成金は増やしていただいてありがたいなと思うんですけど、来年度、来年なんですね、

解体に関して石綿、通称アスベスト問題が大変うるさくなってきております。当町にもこ

のアスベスト問題に対してどう考えておられるのか、大変難しい状況になると思います。

来年の１０月１日からかなりうるさくなるような話を聞いてますんで、その辺の対応をど

う考えておられるのか。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) すみません、空家対策の方の担当しておりますので、私の方から。

アスベストに関しては、確かにいろいろと難しい面があろうかとございます。空家等の除

却の支援につきましては、これは、現在も６０万円を上限としてやっておりますので、そ

の辺のところは現在のところ見直す予定はなく、アスベスト対策で費用はかかるかもしれ

ませんが、町の方からは６０万円というふうに現状では考えているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) 補助金の方は何ら心配はしてないんですけども、要するに申請した

りする時にですね、大変書類的なものが難しくなるもんですから、なかなか解体、簡単に

できない状況がおきてくるのかなって、そう感じておりますから、その辺のところの町の

方の対応ですね、どのように考えておられるのか。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 一応その辺につきましては、業者の方々が十分技術、資格等をも

って対応してくれるものというふうに考えておりますし、町の方でも一応説明会等を開い

て、事業主の方達に理解を深めてるところでございますので、何とかそこのところは事業

主として対応していただければ、町民も助かるなと思っておりますし、町としてもそうい

う研修会と、もしお手伝いできる部分があるんであれば、それはそれで内容があれば、こ

ちらの方も取り組んでまいりたいとは思っておりますので、あとは、それぞれ協会もあり

ますし、協会の方でもその辺の対応をこちらの方では促していきたいなと思っております

ので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 建設水道課長。

○建設水道課長(横山義和君) 私の方から、一部補足をさせていただきたいと思います。

今、堺議員おっしゃられたように、アスベストの関係、年々厳しくなってきております。

一応来年の１０月以降は、アスベストがあるとかないとかっていう調査自体も有資格者で

なければ駄目だというような法律改正になる予定でございます。

ですから、我々の方としましても、先日町内の皆様集めてですね、一応説明会をさせて

いただいたんですけども、それに限定せずに、情報提供として、例えばこういうようなと
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ころの業者では、こういう資格持ってますよというような情報提供は、今後もしていきた

いかなというふ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) １１番堺君。

○１１番(堺繁光君) いろんな免許が必要なってくるなと思うんですけども、雇用対策の

一環として、この作業主任っていう免許もあるんですよね。その辺のところ、町の方でも

何らかの形でやっておられるようですけども、このアスベストに対しても、作業主任とい

うあれがありましたら、どうかそちらの方も積極的に開催していただければと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 現在町の方でやっておりますスマイル応援補助金、これは雇用と

か、町内で働くために必要な資格、これを取得のために活かしていただければということ

で、こちらの方では何らこの資格、この資格という限定してませんので、アスベストに関

するものであっても、従業員の方々がそういうもので安定して町内で働きたいという目的

のために資格をとるには、補助金の方の該当なりますので、ぜひ宣伝もよろしくお願いし

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) いくつか、歳入の方でページ１３ページの１７款寄附金。歳出でペ

ージ２６ページ、衛生費、先ほど堺議員も質問した空家対策、空家除却支援補助金。ペー

ジ２８ページ、６款農林水産業費、牛舎実施設計委託料について。それと、ページ３０ペ

ージの漁業支援補助金。もう１点はページ３２ページ、８款道路橋りょう費の需用費の町

道維持修繕料と、それと道路除排雪委託料、１点ずつ聞いていきます。

歳入の寄附で聞きたかったのは、企業版ふるさと納税がメニューとして出てきたもんで

すからね。町長がこの間、洋上風力のシンポジウムの時もちょっと言ってたかなと思った

りして。それで、この寄附金、固有名詞はいいですけど、どういう事業の人が寄附してく

れたのかなあということと、それで、松前町として、これは公共事業ということで囲みが

あるふるさと納税の企業版でございますんでね、松前町としてこれとこれとという考え方

のプランはもうできてるのかなあと思ったんです。そこを答弁願います。

その次、４款の衛生費、空家等除却支援補助金。去年、平成３年度は当初予算でついて

たんですけど、今年は当初予算が１２０万でこうきてました。それで、お金ついてやるの

はいいんですけども、町の中、白神から原口まで歩いてて、すごく感じるのは、まだ耐用

年数があるんですけれども、自分が松前にいないっていうことで、この補助事業を使って

解体すると。別な活用方法を考えているのかっていうことを聞きたいんです。この解体に

よっていろんな方々が、業者の方々はいろんな仕事が生まれてきてますけども、そんなこ

とからいって、唐津など補助事業で行って、開けてみたらほとんど建物がなくなってしま

ったと。町の中でも解体して、その中でもなくなったと。何かそんなことで、ちょっと一

工夫が必要かなと思ったりして。それで、そういう考え方が今後あるのかということ。

それと６款、この牛舎の関係なんですけれども、どういうふうな考え方で、これからど

こまでいくのかなあと思ってるんです。建設するのは何もいいことですから、着業する事

業者、それと研修生、それと将来展望など考えての牛舎の考え方なのかなあと、畜産振興

の考え方なのか、ずっとこれ思ってましたんで、せっかくこういうふうに出てきたんで、

積極的投資というふうに私は捉えてます、積極的な投資だと捉えます。それで、将来展望

どういうふうに考えたのか。

それと漁業、水産業の漁業支援総合補助金、今回の三つのメニュー、いいんですけれど
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も、これも、何も悪いと言ってないですよ。いいんですけれども、松前町の補助が、事業

費が大体７５％補助です、７５％補助、すごく優遇した補助です。それで、それをどう活

かしてくれるのかっていうの、ずっとこう見てるんですけども、この活かし方が不透明な

もんですからね、担当課としては十分に漁業者話し合いしてるのかなと、はっきり言って。

もう一つは、漁業者の考え方を吸い上げて、そうしてこの漁業支援総合補助金をメニュ

ー化してるのかなと、今回特にそれ思いました。今回はサクラマス、それと魚箱、それと

イワシでした。ちょっと今疑問に思ってたもんですから、担当課としては必要性があって

予算化したとおもうんですけど、ここのところ、もう一回考えてもらいたいなと。

それと、土木の関係で町道の修繕料っていうの、これ除雪に関わるものかなと思ったり

して、その内容を教えてもらいたい。

それと、道路除排雪委託料、５千９００万、決算が、去年の決算が６千６５９万９千３

００円、大きいんです、去年は多かったんですよ、あれだけの雪が降って。それで、自分

も上川の町内会長やってて、前もお話しましたけど、老人世帯が多くて５箇所の老人世帯

の雪かきに行きました。何で行くかというと、体力なくて道路に山積みにされてる除雪を

私は運べないよっていう、イエロー信号出てくるんですよ。それで、仕方がなく走り回っ

てました。やはり自分も体力ある方ですけど、５箇所になるとやはり自分の家をやった後

の５箇所ですから。そんなことを考えると、この苦情を、土日苦情を送ると町内会長です

けども、ここのところどういうふうに、いつしてくれますかという問い合わせをすると警

備が出ます。それで、担当者に回りますかというと、警備で終わってしまうんですよ。

それで、私が言いたいのは、スムーズな答えとシステムがもう一回考えたらいいんでな

いか、まだ時間あるから。そうでないと、住民が高齢者ばかり、町内は、私の町だけでは

ない、地区だけでなく、いろんな地区が。そんなことで、そういうことももう考えなけれ

ばならない時代なのかなと思ったもんですからね。そんなことで、この５点を答弁願いま

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) まず１点目、福原議員から企業版ふるさと納税の関係で、

１点として、どういう事業の人からいただいたのか。２点目が、松前町として充当するプ

ランがもうできているのかという内容だったと思います。

１点目のどういう事業の方かという話なんですが、町外の方なんですが、一応名前を非

公表でお願いしますということなもんですから、町外の建設関連会社の方ということだけ

でご勘弁をいただきたいと思います。

そして、一応５０万円いただいて、どこに、どんな事業に入れますかということで、う

ちどもで企業版ふるさと納税を受けるために、内閣府からご承認いただいてる地域再生計

画というのがあるんですが、そこに総合戦略に載ってある七つの項目があるんですが、産

業に関すること、福祉だとか。そこのどれかに充当しますよということで、別に何々工事

に充当するとかっていうことでなく、大きな意味でどこに分類に充当しますかというよう

な選ぶことになってございます。そこで、会社の方は産業支援にお願いしますということ

で、今回既存の事業じゃなくて、補正予算にかかる産業支援ということで、漁業支援の方

に充当させていただいたということであります。

そして、２番目の松前町として、そういうプランができているかということなんですが、

福原議員おっしゃりたいのは、多分松前城の建設だとか、そういう固定したものに何か入

れるプランがあるのかということじゃないかと思うんですが、現在は、先ほど言ったとお

り大きな分類での入れ方を示しておりまして、今後本来そういうような固定したプランが
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出てくれば、こちらから率先してホームページ等で再度募集をかけていきたいなという考

えを持ってますが、今現在は大きな分類の教育だとか福祉だとか、産業に入れますよとい

うような分類のプランとなってございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、町民課長。

○町民課長(岩城広紀君) ただ今、福原議員から質問がありました件について、お答えし

ます。空家の、今回の申し込みの関係の状況を言いますと、２４件の状況で、いわゆる町

外からの申請、所有者本人、または相続人のお子さんからの申請が１５件と、６割以上が

町外からの申請が多いのが実態であります。やはり、遠くで家を管理するのが大変厳しい

と、他の近所に迷惑はかけたくないという部分から申請があるのも実態です。

それと、申請者につきましては、ほとんど高齢者の方が多くしておりますので、そうい

う部分からも、早く何とかしなければならないという状況があって、解体の支援事業補助

金を利用して解体をしたいという部分があります。

ただ、年々空家も、この解体支援事業をして解体はしてるんですけども、なかなか減少

には至っておらず、空家も増えているような状況の中で、やはり今後は空家についても程

度がありまして、昨年の１０月か１２月まで空家の調査をした結果におきましては、２５

６件ほどがある程度手直しすれば住めるような形の住宅があると。全体、空家が住宅系で

６２８件ほどあるんですけども、そのうちの２５６棟については、ある程度軽微な修繕で

も利用できると、利活用できるような住宅があるというような結果が出ておりますので、

今後は解体するだけでなく、ある程度利活用の部分も含めてという方法で、空家対策とし

て利活用の部分も進めていくか、空家バンクの制度も含めて、今後内部で検討して、利活

用の部分も押し進めて、解体も含めて両輪で進めていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、農林畜産課長。

○農林畜産課長(福井純一君) 肉牛改良センターの将来的展望ということで答弁申し上げ

ます。肉牛改良センターにつきましては、まず平成元年度に改良センターをつくりまして、

ただ今畜産業の支援を行っているところでございます。

それから、昨年平成３年度、３棟の賃貸型牛舎を建設致しまして、今年４月には１名の

方が就農して、その他に４名の方が研修を受けている状況になっております。この４名の

うち、来年４月には２名が就農予定ということで、令和３年度に建設した賃貸型牛舎につ

いては全て埋まるという形になっております。

それで来年度、３棟を建設しようということで今計画をしているところで、賃貸型牛舎

の方については、当初検討しておりました６棟という形で整備することを予定しておりま

す。来年度、整備後には、再来年、令和６年度以降に就農していくという形で今予定をし

ております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) 漁業支援総合補助事業の関係でございます。まず、今年３点あ

りますと。それで、補助率が７５と結構手厚い補助ということもあって、その辺漁業者と

きちっと話しているんですかと、こういうような話だったというふうに認識しているとこ

ろでございます。

まずもって、補助率７５というのが、新型コロナウイルス感染症緊急対策のからみで、

令和２年度から通常の５０％補助ということなんですけども、この緊急措置の中で令和２

年度から３年間ですんで、令和２年から令和４年度まで補助率を２５％アップするという

中での７５％というようなことでございます。
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それで、イワシの対策事業につきましては、これ道の補助金も入りますので、役場と道

との折半というような補助率で組合の持ち出しはございません。

サクラマスにつきましても、まだはっきりした事業推進の中になってない、あくまでも

試験的な意味合いも含めましてなので、これは補助が役場１００％というふうな形になっ

ているところでございます。

それと、漁業者ときちっと話ができているかということなんですけども、これは、縷々

漁業者ときちっと話をするようにしております。先ほど申し上げましたように、イワシで

すとか、流通箱の関係の、現状今組合が抱えている悩みだとか、そういう部分について、

これをこういうふうに変えて行きたいとか、そういう部分できちっと話はしているところ

でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５点目、建設水道課長。

○建設水道課長(横山義和君) 町道修繕料に関してと、除排雪委託料に関してのご質問と

思います。まず修繕料の方に関しましては、除雪に関わるものなのかということのお問い

合わせだったというふうに思っております。

今回の雪、大雪で、やはり雪を堆積している場所だとかいうようなところ、大体借り上

げしたりしてるところもあるのですが、やはりその周りの柵だとか、手すりだとかってい

うのが、やはり堆積する時の除雪、雪を押すことによって折れたり、曲がったりというよ

うなことが今年は結構発生しております。それは、やはり直していかないといけないので、

それらに関するような修繕が今年は例年になく、やっぱりちょっと多いということでござ

います。

あとは、どうしても除雪の回数が増えてくると、例えばですけども、町道のラインだと

かもやっぱりそれが薄くなってしまうということもございますので、そこに関しては、や

はり観光客の皆さんがよく通るようなところに関しては、重点的にそういう修繕をしてき

たということでございます。

除排雪委託料の方に関してのご質問です。まず、２点ほどかなというふうに思っており

ます。家の前に、道路かいた雪がどうしても残ってしまっている状況があるということで

ございます。これに関しましては、やはりいろんなところから同じような苦情は入ってい

るところでございます。ただ、どうしても、かいて行く時に残して行ってしまわざるを得

ない雪っていうのがどうしてもあるものですから、それをやっぱりかいていると時間的な

ものもかかってしまいますし、やはり家の間際まで重機がいくっていうのは、ちょっと危

険なのかなというところもございまして、そこは苦情来た際には、それぞれにそのような

説明をしてご理解をいただいております。

ちなみにですけども、豊福町内会あたりでは、冬になる前に除雪、助けてほしい人いま

せんかっていうようなことで、一応募集をかけまして、それを町内会の方で手分けして対

応してるっていうようなこともございますので、やはりそういう対応が現実的なのかなと

いうふうには思っております。

連絡体制、守衛さんの方に連絡がいって、そのまま通じないことがあるんじゃないかと

いうようなお問い合わせだと思いますが、基本的に守衛さんの方から苦情の電話が入った

場合には、必ずうちの職員、もしくは私の方に連絡が入るようになっております。ですか

ら、漏れはないかと思っておりますが、もしそういう場合があった場合には、私の方でも

いいので、ご連絡いただければすぐに対応できるかなというふうに思いますので、ご理解

をお願い致します。

ちなみに、皆さんから、誰か雪かいてくれる人いないだろうかって相談受けることもあ
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ります。現実的には、今、町内の高齢者事業団あたりをやはり我々の方でも紹介するのが

精一杯かなというふうに考えておりますので、そういう対応をしております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時４８分)

(再開 午後 ４時０１分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) １点目の企業版ふるさと納税、大きな枠でくくってるんだなってい

うことは、改めて確認できました。

それで、町としての個別のプランを立てていって、そこに積極的に企業版をお願いした

らいいんでないか。例えば、今目の前にある病院にはソーラーパネルを全面的にやって電

力の経費を軽減するだとか、バイオマス燃料で暖房だとかエアコン稼働させるだとか、そ

ういう部分に特化するだとか。公園に、今の公園をどう整備するかということ特化しても

らうだとか。それと松前城を復興させるために、そこのところに特化するだとか、それが

今の風力発電があれだけあるもんですからね、お願いしたらいいんでないかなあと思って

たもんですからね。

そんな意味で、企業版ふるさと納税の寄附があったということはね、これから先、ちょ

っと見えたなあと思ってたもんですから、まず、もっと積極的に頑張ってもらえればなと

思ったんです。

２点目、空家の関係は解体してもらいたい人と、残したい人、残したくてもお金がない

だとか、いろんな条件があってできない部分いっぱいあるんですけども、解体をしていく

と街並みが崩壊していくよってことがわかってきてました。しかし、残された、活用でき

るの２５０軒ほどあると言ったもんですからね。それに手を加えて、建築業の方々が通年、

何十年も回していけるような、そして、移住定住に持って行ける物件だなあと思ったもん

ですから、話を聞いててね。だから、そういう活用もメニュー化として考えてくれればい

いなと思った、ただ解体しないで。

ただ、危険家屋、白神の山の上、荒谷、原口の上、すごい危険な家屋があります。これ

を解体はなかなかできないというふうには、何度も答弁で聞いてますけども、そこのとこ

ろはこれからの課題かなと思ったもんですから、答弁はいいですから、まず頑張ってくだ

さい。

次に、畜産、もうちょっとこうきちっと自分達の考え方をまとめられて、そして、これ

５０人なら５０人ぐらいの人達を受け入れるぐらいの考え方でとか、生産性はこうだとか。

投資した額に見合う以上のものはあげるんだというふうな考え方が見えれば、もう設計委

託してくれるこのメニューってのは、いいなあというふうに思ったんですけども。もう一

回答弁してください。

その次に、漁業の支援総合補助金なんですけど、先ほどの一般質問えありましたけど、

どうもこの間、９月３日、ウニ採り、荒谷と白神あった、荒谷６隻、白神９隻でした。何

でそんなにいないのかって、資源が見えないんだそうです。それと、何で値段が高いかっ

ていう、生産量が上がったかというと値段が高かったからです、売買の、むき身ウニの売

買が高かったんです。だから、数字が上がった、そういうふうに私は捉えてました。

ですから、もっと、豊臣秀吉の一夜城でない、すぐならないもんですから、計画的に積
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み重ねていってほしいなあと。そんな意味でもっと焦点を絞って漁業振興を図ってもらい

たいなと。一番活用できるのが、この漁業支援総合補助金なんですよ。このメニュー化が

もう一回踏ん張ってみてほしいなと、課長にはね、お願いしたかったんです。

それと、道路の関係。去年の関係で、やはり建物を壊したりしているのはよく見かけま

した。しかし、私は物損事故だらいいんですけども、人身事故が起きると大変だなあと思

ったんです。それで、そこのところは十分気をつけて、今年度取り組んでほしいっていう

のが最後、ここが落ちだったんです。やはり、建物が壊れたら直してやればいいんです、

人を壊してしまうとなかなかきついですね、そんなことで人身事故。それで補助員も、も

う一回検討してみたらいいんでないかなというぐらいの気持ちがあったんです。

それと道路の排雪ですけども、私は前も言ってますけど民間には、その除雪を受けて、

民間で回した方がいいんでないかっていう気持ちがあるんです、考え方と。余所の札幌で

あり、函館、いろんなところ、大きいところは全て民間に委託してましたんでね。将来的

にそういう考え方もしたらいいんでないかなあという気があったもんですから、だんだん

大きくなってきました。昔は２、３千万だったのがね。そんなことで、答弁願います。

○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) 福原議員からの、町の個別の何かプランを立てて、積極的

に今頑張っていただきたいというお話でございます。正しく、そういう思いで我々も今後

は取り組んでいくつもりでございますし、まずは企業の皆様に寄附しやすいように、ホー

ムページを見て、ああ、松前町に寄附したいなあと思った時に大きくしとけばですね、と

りあえずもらえるって言えば変な話なんですが、寄附しやすい体制はつくれると。

我々とすれば、やはりそういう戸別に何々をつくります、何々をやりますので寄附をお

願いしますっていう格好をとりたい思いは、本当に強く思ってるんですが、何でもいいっ

ていうもんでもなかなかないもんですから、やはり寄附をしやすいっていうか、したくな

るようなそういう我々の積極的なプランニングも見せながら、相応の寄附をいただけるよ

うなものにつきましては、早急にそういう個別プランも出していきながら、積極的な考え

方で進めて行きたいと思っております。以上です。

○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) 牛舎についてですけれども、投資に見合うようなものとい

うことでのお話でございました。現在、先ほども申しましたけども、合計で６棟の賃貸型

牛舎を整備するよということで計画しております。

先ほどお話したとおり、今年就農した１名を含めて、現在５名の方が研修生及び就農し

た人という形になっておりまして、町外から４名、町内から１名というふうになっており

ます。町としては、今後着実な営農ができるように、この牛舎を使って支援していくとい

うことで考えております。通常であれば、なかなか１戸の農家も、１戸という形でも自立

した経営、新規ではなかなか難しいものというふうに考えております。それが６戸が自立

した経営できるように支援していくことによって、こちらの方の建物にかかった経費です

ね、経費に見合うものというか、それだけの営農、自分で経営して収益を上げて生活でき

るというふうになっていきますので、それによってそれぞれに家族もできて、新たな人口、

町全体とすればなかなか大きいものではないんですけれども、着実な形で定住できるとい

う形になっていくかと思います。

そういうことで、賃貸型牛舎つくることで、経費的には今現在では大きいものになるん

ですけれども、これから就農して、経営して、収益を上げていくという部分に関しては、

この牛舎建設にかかる経費だとか、運営費に負けないくらいの経済的な効果があるものと
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いうふうに考えております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) 福原議員のご質問でございます。漁業支援事業でございます。

焦点をきちんと絞ってやっていくべきではないかというお話でございました。正しくその

とおりでございまして、我々も闇雲にあれもこれもというふうにしないように、何とか絞

って、少しでも実績が確認、皆さん潤って、良かった良かったとなるように、浜の皆さん

と協議、検討しながら進めて行きたいと思いますので、ご理解お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ４点目、建設水道課長。

○建設水道課長(横山義和君) 除雪体制につきまして、ご心配をいただき、大変ありがと

うございます。人身事故対応等気をつけていただきたいということでございました。福原

議員おっしゃるように、町自体も高齢化をしておりますし、やっぱりオペレーター自体も

高齢化をしてきている現状がございます。その中で台数の確保、人数の確保というのに日

々かなり苦労しているところでございまして、今現在、抱えている体制を何とか維持しな

がら、今後もその除雪体制にはあたっていきたいというふうに考えております。

民間への委託っていうようなこともありましたが、今現在の体制もほぼ指示、命令系統

が役場側から進めて行けるような形にはなっておりますが、基本的にはある程度の雪が降

った段階では、皆さんにも自動的に出ていただいてるというようなこともございます。や

はり統一的な対応を図るためには、今のような体制、町からの委託っていう形が一番いい

のかなというふうには考えておりますので、後々また、今福原議員心配してるように、将

来的に台数の確保が難しくなったりだとかっていうことになってくると、やはりもっと違

う体制もちょっと検討していかなければならないのかなとは思っておりますので、それは

早々にまた併せて検討していきたいと思っておりますので、ご理解をお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) ページ１９、移住定住用の住宅に現在畜産の研修生入っております

よね。状況をちょっと調べましたが、このコロナ禍でなかなか移住定住の事業が進まない

ということで、こういう対応をしているんだと、こういう説明私聞いております。

でですね、本来の目的から外れていますんでね、そうじゃないですか、移住定住から外

れてないかな。いずれにしましてもね、この研修生は新しい住宅できれば、当然そちらに

移るんだろうと思いますけれども、この移住定住の事業は、このコロナの状況からいった

らね、どこに、何て言うんだ、狙いが見えてくるのか、はっきり明るい材料がね、見えて

くるかわからない状況の中で、この事業はどう進めるつもりなんですかっていうお尋ねが

一つと。

それから、２５ページかな、新型コロナウイルスの支援物資代、これページ間違いない

よね、ちょっとメモしただけではっきりしてないもんだから、この１００万円のね、補正

なんですけれども、一時松前町で８５人という数字が出ましたね、正直びっくりしました。

その前後考えるとね、物資の対象になる人は松前町で何人いるんですか、これは説明はい

ただけないですか。

それから、資料の６２ページ、先ほど６番議員が館浜漁港に関する質問をされておりま

すけれどもね、大事な事業です、決して否定はしません。しかし、こういう事業を進める

ことが順調に行えるような海になっているんですか、そういう確認はされてますか。まず

１点ですね。

それから、ナマコの種苗の放流なんですけれども、弘前大学の渋谷先生の説によります
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と、ナマコの放流ってのは生残率は５０％以上は確保できるだろう、半分は生き残るだろ

うという話はしてますけども、館浜のこの１万という数字は、そういう観点からいくとど

ういう考え方で１万にされたか。そして、放流する稚ナマコは、ナマコはね、大きいほど

生残率が高いというふうな説明されています。ですから、今回ここに放流する稚ナマコっ

てのは、何ミリのナマコなのか。そういうことは確認されて説明はいただけますか。

以上、３点お尋ね致します。

○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) ただ今、梶谷議員から移住定住の清部の体験ハウス住宅な

んですが、最終的にどうしていくべきでしょうかというお尋ねでございます。

まずその前にですね、研修生を入れていることが目的外じゃないかというようなお話も

ありましたが、一応研修生は今研修されてますが、もしかすればいなくなる可能性もあり

ますので、それは移住定住っていう意味では、うちの方では特に目的外にはならないと判

断はしております。そして、一応移住者は、あすこは１年以内まで入れるということにも

合致してますので、これは私どもとすれば、目的内でやってる。たまたま、今までとは違

う形態かなというような感じで受け入れております。

そして、大事なところですが、今後どうしていくかということです。実は、令和２年か

らコロナ禍において、なかなか町外からのちょこっと泊まりに来るみたいな観光系の人と

かもいっぱいいるんですけど、そういう人はちょっとご遠慮願ってました、２年、３年と。

４年も再開しようと思いましたら、またぞろちょっと厳しくなりまして、でもかなり国の

方でも、何て言うんですか、都道府県外の交流を止めてませんので、今のところ一つの部

屋空いてるので、１０月からは再開しようという思いで、今動こうとしております。

まあ、再開しても来るかどうかわからないんですが、ただ、再開するのは再開するんで

すが、根本的に、うちの政策財政課としての移住定住の考え方とすれば、なかなか体験ハ

ウスでもっての移住定住を確立していくのには、今後難しいという思いがやっぱりありま

す。そして、今後、やはり関係人口等へ目を向けて、前にも梶谷議員とはいろいろとお話

をさせていただいたワーケーションだとか、そっち方面に松前町の方を、移住定住の意味

合いを持って行こうかなと、今鋭意うちの課では検討中であります。

ただし、この移住定住の体験の建物も整備した手前もございますので、今のところは続

けてまいりますが、今後、何か違う活用方法もあれば検討していきたいというような思い

で現在おります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、保健福祉課長。

○保健福祉課長(堀川昭彦君) 私の方から２５ページのコロナウイルス感染対策の支援物

資代の関係でご質問がございましたことに、お答えしたいと思います。

既に制度はご承知のとおり、本来北海道の方がこの支援物資を対象者に配布するという

制度が元々基準になってましたけれども、それが実際に自宅待機を余儀なくされた方には

物資が来るのが遅くて、なかなか実態に即した形にないということで、松前町として単独

ですぐにそういう困ってる方々に支援を物資するということを基本に、この制度を策定し

てきました。

それで、梶谷議員がお尋ねになられました対象者ということなんですが、ご承知のとお

りコロナウイルスの感染された方については、これ個人情報の関係がございますので、誰

が感染したかは再三こういうところでお話してますが、町としてもわからないというのが

実態でございます。この制度の活用にあたっては、あくまでも本人から、私が陽性者にな

ったので、自宅から出れないと保健所から指導があり、それで家から出れない、買い物に



- 59 -

行けないということで、申請を持ってこの支援物資を支給したというような事業でござい

ます。

ちなみに、実績対象者はわからないので、あくまでも感染した方でももらわない方もい

ますし、もらってる方もございますので、実績と致しましては、８月２５日現在で９１名

の方、この支援物資を支給してございます。そういう意味で、今後のことを捉えた時に、

更に今回の補正計上という形で対応させていただきたいと思います。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) 漁業支援総合補助事業の関係でございます。まず、イワシの被

害対策の関係でございます。まず１点目、今縷々対策が練られているけども、そういうこ

とをやれる現状海になったのかと、こういうまず１点目でございます。我々、被害あった

頃からずっと海をモニタリングしてまいりました。まず被害のあった大きな要因、これは

専門家でございませんのではっきりは言えないんですけども、酸欠による斃死というふう

に我々捉えております。

それは、現状１ヶ月程度無酸素状態という環境につきましては、回復しておりまして、

今の状況では一般的な天然の海域と同じような、見る目ではそういうような状況になって

いるところで、また徐々に他の場所から移動してきてるものも見られるので、もうそうい

うふうに現状回復には、天然海域にはあるのかなというふうに思っております。

それと、港でございますけども、港につきましても今生息している部分、潜水調査で見

てみても、前のとおりになってきてるように見られるということなんで、これは、これか

ら進める放流については対応できるような状況にはなってきてるだろうというふうに思っ

ております。そういう意味でも、先ほど申し上げましたように、この中で取り上げられて

いますホッケにつきましても、見た目ではそうですけども、それが本当にちゃんとホッケ

も前やってた養殖事業ができるかどうかっていう実証試験も踏まえております。

そして、２点目でございます。弘前大学の桐原先生の話でした、ナマコの生残率なんで

すけども、５０％っていう数字は、我々そこまで大きくないと思っております。ですから、

これは港によって数パーセントから数十パーセントにまでなるんでしょうけども、まだナ

マコをサイズ別、大きいほどこれはナマコに限らず、種苗放流につきましては、生残率に

ついては有利でございますけども、はっきり５０％というふうには、我々は認識しており

ますんで、もうちょっと低くなるのかなと、もっと生残率については低くなるのかなとい

うふうに思っております。

それで、今の館浜のナマコの１万個という根拠ですけども、これは、その生残率から求

めてはおりません。ですから、生残率がいくらだから、それの部分って言うか、死んだも

の見合いっていうよりも、これから３年間、通常３年か４年程度は全くナマコに対して生

産が、港の中の館浜地区の生産がなくなるということでございますので、その部分を取り

返すって言うか、４年後からは取り返していくんだよっていうような、こんなイメージで

組合とも漁業者とも話して１万個というふうに決めた数字でございます。ですから、通常

の各実行組合に話している１万個、プラス１万個ということで、館浜は２万個ずつと、３

年間１万個の上乗せ、ナマコについてはあるということでございます。

やはり、先ほど申しましたように、今放すナマコについては１０ミリ以上です。これは

１０ミリ以上の、１０ミリです、１センチです、１０ミリ以上の種苗を放流しようという

考え方でおります。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) １点目、２点目は了解しました。３点目のね、水産課長の方から説
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明ありました、まあ見た目で大丈夫だろうという話でね、事を進めるってのはいかがでし

ょうか。できれば海底調査をして、堆積してるイワシの残骸だとか、そうしたものがなく

なってるとか、堆積してるものはあるけども、それが腐蝕して何かガスを発生する心配は

ないとか、そういう確認してからでないと、この放流事業ってのは私は生きてこないんで

ないのかなと、そう思います。

まあね、それがどういう方法でやったらいいのかっていうのは、私には技術的なことは

ちょっとわかりませんけれども、考え方としてはそうじゃないですか。

それからもう一つ、５０％の生存率っていうのはね、江差に三方っていう種苗生産会社

がありますよね。そこに弘前大学の渋谷先生が見えられた時に、今言ったようなナマコの

生存率ってのは５０％以上まで今いってるんだよと。その５０％という稚ナマコのサイズ

までは言ってないけれども、大きければ大きいほど生残率は高くなりますよって話はして

るんですよ。

ですから今の松前のね、水産課長がおっしゃるように、松前の生残率はもっと悪いの、

あるんですか。ちなみに、わかってる範囲でいいんですけども、何パーセントぐらいなん

ですか。もう一度お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) まず１点目でございます、漁場環境の関係でございます。これ

は、数回にわたって潜水調査、それと水質調査も行っております。堆積物等はございませ

ん、元の、見た目で元の、イワシが寄ってきて被害があって、イワシの死骸が堆積してた

と、こういう状況ではなくなりました。そういう意味で見た目でっていうことですけども、

これはきちっと潜水調査なり、水質の調査を行って、その調査では以前の環境と変わらな

くなった、それは我々の見る目でっていう、そういう意味での見る目ってことですので、

ご理解お願いします。

次、江差の三方、大変申し訳ないんですけど、私初めて聞く会社、江差、多分上ノ国の

以前のところは、多分会社名変わってたと思います。我々は、今行っているナマコの種苗

放流では５０％という数字にはなってません。

それで、養殖は別で、例えば陸上で養殖やるとか、そういう部分についてはそういう数

字が出てくる可能性はありますけども、一般的に増殖、放してそれを回収するっていう部

分で５０％っていう回収率っていうのは、かなり高い数字になると思います。松前はもっ

ともっと低いです、数パーセントです。それから、高いところでも３０％、４０％という

ような数字で我々はおさえています。

それで、松前の場合は、どれぐらいかおさえてるものがありますかってことなんですけ

ども、この館浜のイワシの被害で、平成２４年から館浜種苗放流を初めてます。そして、

２７年ぐらいから港からとり始めてるんですけども、いわゆるナマコがいくら残ってるか

っていう調査は、それをとった時に漁獲率から調べる方法があるみたいで、これは指導所

の方で調べてくれたんですけども、指導所の方のざっくりと言った回収率、館浜はすごく

高くて、町内の中でも一番ぐらいの、それで大体３０％から４０％ぐらいではなかろうか

と、こういうような見積もりをしております。

ただ、ナマコで３０％、４０％っていうと、すごい高い数字で、我々それぐらいを目指

していければなと思ってんですけども、やはり最初の目的は、目的って言いますか、１０

％、放したものの１割が将来的に収穫って言いますから、回収できれば、これは事業にな

るなというふうに考えながら進めているところでございますので、よろしくお願い致しま

す。
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○議長(伊藤幸司君) ９番梶谷君。

○９番(梶谷康介君) 海の状況のね、確認っていうのは、私はできたらしてほしいなと思

います。端的にね、見た目で判断するものってのはあるんですよ。例えばね、岸壁に油が

ずっとつくことがあるでしょう、ああいうものがあるかないかっていう、まず第一にね、

それが見た目で判断する。それから、あとは科学的に水質の検査だとか、実際にその水質

検査する時には、底をかき混ぜて、済んだ状態じゃなくってかき混ぜた状態で水質検査す

るってことは、私は必要でないのかなと思ってますよ。

それから、もう一つ、今の生存率の話なんですけど、随分低いんだね。そろばん合うの

は、１０％も残ればそろばん合うっていう話なんですけれども、随分低い生存率で採算合

う。その生存率を高めるために何か課題はあるんですか。それだけ残っていかないってこ

とはね、何か問題あるの、そういう究明ってのはされてないんですか。

ここだけの問題じゃないですよ。松前の場合はナマコ、何回もやりとりしてますけども、

大事な魚種の一つとして期待をかけているだけに、今言ったような生存率でね、事を進め

るっていうのは、私はもっともっと生残率を高めていく努力、研究、これは自分達の能力

の範囲を超えたら学の力を借りるとか、そういう話になっていくべきじゃないですかね。

いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) まず、調査の関係でございます。調査の関係につきましては、

水質調査等につきましては、時化だとかで水が濁ってる時、そういう時もとっております。

それと潜水で直接汲んでくると、海をかき混ぜたりって言うか、行って底をかき混ぜたり

ってことはしてないですけども、一応濁ってる、そういうような状況の中でも水質調査は

行ってきました。それで、今我々のできうる水質調査の中では異常はなかったというふう

な判断でございます。

それと、ナマコの１０％の生残率っていうことなんですけども、これは１０％か１１％

か９％とかっていうことではなくって、大体我々１割残れば、これはすごい事業になるだ

ろうということで、今進めています。

ナマコも、一般的に天然のナマコも大きさにはよりますけども、３００万、３００万ほ

どの卵を産みます。その卵から２匹残ればオスとメスですので、それで資源はそのまんま

継続するというように、かなり自然淘汰されるっていう部分、これはアワビでもウニでも

そういうことで我々認識しております。ですので、この回収率１０％っていう数字につき

ましては、かなり低い数字ではないというふうに我々おさえております。

それで、それを向上するためのまだまだ課題があるかということで、一応港の生残率を

改善するために、今回弘前大学の協力も得ながら、東急さんの方で組合と提携しながらナ

マコ魚礁、こういうものを入れることによってそれが１０％、１５％、２０％と、こうい

うふうに伸びていかないかということに対しての、そういう試験も今現状併せて行ってい

るところでございますので、ご理解をお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。
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議案第３９号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４０号 令和４年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第４０号、令和４年度松前町国民健康保険特別会

計補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。町民課長。

○町民課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第４０号、令和４年度松前町国民

健康保険特別会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明致します。

令和４年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによ

ろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ４千９１万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

１億９千９９１万２千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の内容は、歳出では、新型コロナウイルスの感染に伴う傷病手当金や、令和

３年度決算の剰余金に伴う繰越金、基金積立金の計上が主な内容となっております。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。８ページをお開き願います。

８ページ、３．歳出です。１款１項２目連合会負担金で、１６万５千円の追加計上です。

これは、国保連合会の国保事業状況報告システムの改修経費に対する市町村の負担金であ

ります。

次に、９ページです。２款５項１目傷病手当金で６０万７千円の追加計上です。これは、

新型コロナウイルスの感染などにより出勤できず、給与が支給されない場合に給与の３分

の２を傷病手当金として支給するもので、７月末までに５件分を支給しております。これ

から年度末までの支給見込みにより、不足を生じる可能性があることから、増額補正する

ものであります。

次に、１０ページです。６款１項１目国民健康保険事業基金積立金で、４千１４万円の

計上です。これは、令和３年度決算剰余金を全額、国民健康保険事業基金に積み立てしよ

うとするものであります。

以上が、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページにお戻り願い

ます。

２．歳入です。３款１項１目保険給付費等交付金で、７７万２千円の追加計上です。こ

れは、２目特別交付金として、歳出の国保事業状況報告システムの改修にかかる負担金１

６万５千円と、傷病手当金の６０万７千円の財源として交付されるものであります。

次に、７ページです。７款１項１目繰越金で、４千１４万円の計上です。これは、令和

３年度会計決算における剰余金を全額前年度繰越金として計上するものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、事業勘定の歳入でございます。歳入合計、補正前の額１１億

５千９００万円に今回４千９１万２千円を追加し、補正後の額を１１億９千９９１万２千
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円に致そうとするものであります。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１１億９千９９１万

２千円に致そうとするものであります。

以上が議案第４０号、令和４年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第１回)の内容

でございます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４１号 令和４年度松前町介護保険特別会計補正予算（第１回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第４１号、令和４年度松前町介護保険特別会計補

正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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４１号、令和４年度松前町

介護保険特別会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

令和４年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによるも

のです。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。第１項は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ３千７５５万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１０億６千８３５万８千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ４９万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千３２

９万円にしようとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分

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

正」によるものでございます。今回の補正につきましては、令和３年度の決算額が確定し

たことによる、交付を受けました国、支払基金、道からの負担金、交付金の精算及び一般

会計からの繰入金の精算、決算剰余金の繰越処理などの予算を計上してございます。

それでは、始めに、保険事業勘定歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。１５ペ

ージをお開き願います。

３．歳出です。５款１項１目介護給付費準備基金積立金では、２４節積立金で、２千３

２６万２千円の増額計上です。令和３年度の精算に伴う余剰分を令和４年度で積み立てし

ようとするものでございます。

次に、１６ページ、７款１項１目償還金では、２２節償還金利子及び割引料で、５２７

万８千円の増額計上です。介護給付費に係る支払基金交付金及び国・道支出金精算に伴う

償還金として３５万９千円の増額、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に係
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る支払基金交付金及び国・道支出金精算に伴う償還金として４９２万１千円の増額、地域

支援事業（包括的支援事業・任意事業）に係る国・道支出金精算に伴う償還金として２千

円の減額です。

次に、１７ページ、２項１目一般会計操出金では、２７節操出金で、９０１万３千円の

増額計上です。令和３年度一般会計繰入金の精算に伴う超過負担分を返還するため、一般

会計に繰り出しするものです。

以上が保険事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。８ページ

にお戻り願います。

２．歳入です。２款１項１目介護給付費負担金では、２節過年度分で精算に伴う追加交

付分として、３３２万５千円の増額計上です。

次に、９ページ、２項２目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及び

３目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)では、２節過年度分で精算に伴う追

加交付金が発生しないため、それぞれ１千円の減額計上です。

次に、１０ページ、３款１項１目２節過年度分介護給付費交付金で精算に伴う追加交付

金として、２２７万３千円の増額計上です。２目地域支援事業支援交付金では、２節過年

度分で精算に伴う追加交付金が発生しないため、１千円の減額計上です。

次に、１１ページ、４款１項１目介護給付費負担金では、２節過年度分で精算に伴う追

加交付分が発生しないため、１千円の減額計上となっております。

次に、１２ページ、２項１目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及

び２目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)では、２節過年度分で精算に伴う

追加交付金が発生しないため、それぞれ１千円の減額です。

次に、１３ページ、６款２項１目介護給付費準備基金繰入金、１節介護給付費準備基金

繰入金では、財源調整のため、２千円の増額計上です。

次に、１４ページ、７款１項１目繰越金は、前年度繰越金、３千１９５万９千円の増額

計上です。令和３年度決算による剰余金、３千１９５万９千４１０円を全額令和４年度へ

繰り越しするための予算計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。次に、４ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(保険事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正の額１０億３千８

０万５千円に、今回３千７５５万３千円を追加し、補正後の額を１０億６千８３５万８千

円にしようとするものです。

次に、５ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１０億６千８３５万

８千円にしようとするものです。

次に、サービス事業勘定、歳出の事項別明細書です。２５ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目一般会計操出金では、２７節操出金で、４９万６千円の増

額計上です。令和３年度決算による余剰金、４９万６千８７３円を一般会計へ繰り出しし

ようとするものです。

以上がサービス事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。

２４ページです。２．歳入、３款１項１目繰越金では、１節繰越金で、４９万６千円の

増額計上です。令和３年度決算における余剰金４９万６千８７３円を全額令和４年度へ繰

り越しするための予算計上です。

以上がサービス事業勘定、歳入の事項別明細です。２０ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正(サービス事業勘定)の歳入です。歳入合計、補正前の額１千２

７９万４千円に、今回４９万６千円を追加し、補正後の額を１千３２９万円にしようとす
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るものです。

次に２１ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１千３２９万円にし

ようとするものです。

以上が議案第４１号、令和４年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)の内容でご

ざいます。よろしくご審議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４１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４１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、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。

(散会 午後 ４時５２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 宮 本 理恵子

署名議員 福 原 英 夫
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松前町議会第３回定例会

令和４年 ９月 ６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４２号 令和４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）

日程第３ 議案第４３号 令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第２回)

日程第４ 議案第５３号 令和３年度松前町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について

日程第５ 認定第１号 令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第６ 認定第２号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第７ 認定第３号 令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

日程第８ 認定第４号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第９ 認定第５号 令和３年度松前町水道事業会計決算認定について

日程第１０ 認定第６号 令和３年度松前町病院事業会計決算認定について

◎会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第４２号 令和４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）

日程第３ 議案第４３号 令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第２回)

日程第４ 議案第５３号 令和３年度松前町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について

日程第５ 認定第１号 令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第６ 認定第２号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第７ 認定第３号 令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

日程第８ 認定第４号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第９ 認定第５号 令和３年度松前町水道事業会計決算認定について

日程第１０ 認定第６号 令和３年度松前町病院事業会計決算認定について

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 伊 藤 幸 司 君 副議長 １１番 堺 繁 光 君

１番 疋 田 清 美 君 ２番 飯 田 幸 仁 君

３番 沼 山 雄 平 君 ４番 宮 本 理恵子 君

５番 福 原 英 夫 君 ６番 近 江 武 君
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７番 工 藤 松 子 君 ８番 西 川 敏 郎 君

９番 梶 谷 康 介 君 １０番 斉 藤 勝 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 若 佐 智 弘 君

政策財政課長 佐 藤 隆 信 君総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長

税 務 課 長 兼 会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長尾 坂 一 範 君

堀 川 昭 彦 君 三 浦 忠 男 君保健福祉課長兼清部保育所長

渡 辺 孝 行 君町民課長兼大島支所長兼小島支所長兼大沢支所長 水産課長兼水産センター所長

農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長岩 城 広 紀 君

商工観光課長 田 中 建 一 君 福 井 純 一 君

建設水道課長 横 山 義 和 君 病院事務局長 白 川 義 則 君

学校教 育 課 長 兼 学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長教 育 長 宮 島 武 司 君

高 橋 光 二 君 鍋 谷 利 彦 君文 化 社 会 教 育 課 長

議 会 事 務 局 長 兼 監 査 委 員 事 務 局 長監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君

鍋 島 孝 明 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 鍋 島 孝 明 君 議会事務局次長 佐 藤 巧 君

議会事務局主任 三 上 大 輔 君
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（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎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。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、６番近江武君、

７番工藤松子君、以上２名を指名致します。

◎議案第４２号 令和４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第４２号、令和４年度松前町後期高齢者医療特別会

計補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。町民課長。

○町民課長(岩城広紀君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました議案第４２号、令和４年度松前町後期高齢者医療特

別会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明申し上げます。

令和４年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ３９６万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３千２３６万

円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区

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

補正」によろうとするものであります。

今回の補正の内容につきましては、令和４年度の後期高齢者医療保険料及び令和３年度

会計の決算に伴う補正が主な内容であります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。８ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で、４５２万７千円の減額

計上です。内訳は、右側説明欄記載のとおり、事務費負担分で４６万１千円の減額、保険

料等分で４０６万６千円の減額となっております。これらは、令和３年度実績精算に伴う

事務費の減額と７月の保険料の当初賦課決定に伴う減額であります。

次に、９ページです。３款２項１目一般会計操出金で、５６万７千円の追加計上です。

これは、令和３年度の事務費の実績精算により、超過分を一般会計へ繰り出ししようとす

るものであります。

以上が歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページにお戻り願いま
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す。

２．歳入です。１款１項１目後期高齢者医療保険料、１節現年度分保険料で、４０４万

２千円の減額計上です。これは、７月の保険料の当初付加の決定等に伴い、年度末までの

見込みにより、減額補正するものであります。

次に、７ページです。３款１項１目１節繰越金で、８万２千円の計上です。これは、令

和３年度会計における決算剰余金を全額前年度繰越金として計上するものであります。

以上が歳入の事項別明細です。２ページの方へお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正の歳入でございます。歳入合計、補正前の額１億３千６３２万

円から今回３９６万円を減額し、補正後の額を１億３千２３６万円に致そうとするもので

あります。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１億３千２３６万円

に致そうとするものであります。

以上が議案第４２号、令和４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)の内

容でございます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４２号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４３号 令和４年度松前町病院事業会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第４３号、令和４年度松前町病院事業会計補正予算

(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第４３号、令和４年度松前町病院事業会計補正予算（第２

回）につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入及び支出の医業費用で経費及び減価償却費、ま

た資本的収入及び支出については、補助金及び建設改良費をそれぞれ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２回)は、次に定め

るところによろうとするものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正するものです。

支出です。第１款病院事業費用は、既決予定額１３億９千６１２万５千円に補正予定額
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３８２万８千円を追加し、補正後の予定額を１３億９千９９５万３千円に致そうとするも

のです。その内訳と致しまして第１項医業費用既決予定額１３億８千２５４万５千円に、

補正予定額３８２万８千円を追加し、補正後の予定額を１３億８千６３７万３千円に致そ

うとするもので、経費の委託料で、病院強化プラン策定業務委託料２７５万円と、減価償

却費で、調剤支援システムリース資産購入にかかる減価償却費１０７万８千円を増額しよ

うとするものです。

第３条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書き中、不足する額２千９７

１万３千円を、不足する額２千６００万４千円に、過年度分損益勘定留保資金２千８７１

万３千円を、過年度分損益勘定留保資金２千５００万４千円に改め、同条に定めた資本的

収入及び支出予定額を、次のとおり補正致そうとするものです。

２ページをお開き願います。収入です。第１款資本的収入は、既決予定額３千５４６万

３千円に、補正予定額４８９万５千円を追加し、補正後の予定額を４千３５万８千円に致

そうとするものです。その内訳と致しまして、第１項補助金既決予定額３千１６１万１千

円に、補正予定額４８９万５千円を追加し、補正後の予定額を３千６５０万６千円に致そ

うとするもので、令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第１回)で予算計上致しました

ＰＣＲ検査機器購入にかかる感染症検査機関等設備整備補助金、４８９万５千円を増額し

ようとするものです。

支出です。第１款資本的支出は、既決予定額６千５１７万６千円に、補正予定額１１８

万６千円を追加し、補正後の予定額を６千６３６万２千円に致そうとするものです。その

内訳と致しまして、第１項建設改良費既決予定額２千５６２万円に、補正予定額１１８万

６千円を追加し、補正後の予定額を２千６８０万６千円に致そうとするもので、固定資産

購入費で、調剤支援システムリース資産購入にかかる１１８万６千円を増額しようとする

ものです。

予算実施計画他、関係書類につきましては、３ページから５ページに、６ページに予算

に関する参考資料を添付しておりますので、ご参照を願います。

以上が、議案第４３号、令和４年度松前町病院事業会計補正予算(第２回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

５番福原君。

○５番(福原英夫君) いいお話聞いたもんですから、この２ページのＰＣＲ検査の補助金、

そうしますと、今随分コロナが松前町でも発症しましたんでね、コロナの発症率が高かっ

たもんですからね。そうすっと、この検査機を入れることによって、どれぐらいの時間で

検査の結果がわかるのかと。１回で何人ぐらいの検査をやれるのかと、それちょっとお聞

きしたいんです。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今福原議員からのご質問にお答えしたいと思います。

ＰＣＲ機器につきましては、元々１台で稼働しておりました。それで、今回の補助金を使

いまして、新たに２台同じような機械を購入しております。なお、今３台で今現在稼働し

ておりますけれども、１台あたり結果が出るまで約２０分かかります。それで、順次、今

のところ２台で稼働しておりまして、１台はちょっと予備的な機器にはしております。検

査技師のからみもあったりして、現在は２台で使用しております。なので、１人結果出る

までは２０分かかるので、それで２人来たら同時にかけるので２０分で終わります。１台

の時からみると、１時間かかるものが例えば３０分に済むとかっていう形になるかと思い
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ます。

なお、１日にやれる検査件数なんですけれども、今のところ想定しているのは３０件ほ

ど、延べ人数でいくと３０人ほどになります。参考までに申し上げますけども、令和４年

度４月からの数値になりますけれども、松前病院で検査をされた方、これは松前の町民も

いますし、町外の方もいます。大体８月末現在で１千１９９件、延べ検査をしております。

その中で、じゃあ、陽性者は何人かと申しますと、２１５名の陽性者が出ております。

そういうことで、機械だけ増やせばいいってもんでもなくて、やっぱり検査の通常業務も

ありますので、ＰＣＲにかかる時間も当然制限はされてくると思いますので、今までから

見ると、早めに結果が出るので、患者さんにとってもいいことかなというふうには思って

おります。以上で、ご理解の方、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) よくわかりました。そうすっと、いろんな意味でスピードアップし

て、その場で判断していただけるということでいいですね。

それで、このコロナの感染者のＰＣＲ検査だけでなく、インフルエンザの感染した方も

この機械で検査できるっていうふうに、全然違うんでしょ、ちょっとお答えを。

○議長(伊藤幸司君) 病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今福原議員のご質問で、インフルエンザにつきまして

は、また別になりますので、あくまでも新型コロナウイルスの感染症のみの検査機器にな

っておりますので、ご理解願いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番福原君。

○５番(福原英夫君) そうすると、インフルエンザの感染者は通常の業務でＰＣＲ検査っ

て言うんでしょうか、インフルエンザ検査は、私もやってもらいましたけども、そういう

ことでよろしいですね。よろしければ、答弁よろしいです。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４３号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４３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５３号 令和３年度松前町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第５３号、令和３年度松前町水道事業会計未処分利

益剰余金の処分についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。建設水道課長。

○建設水道課長(横山義和君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第５３号、令和３年度松前町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について、その内容をご説明申し上げます。
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末尾に添付しております、令和３年度松前町水道事業剰余金処分計算書、タブレット上

の３ページをご覧願います。

計算書中、議会の議決による処分額２千３６６万５６０円について、議会の議決を得よ

うとするものであります。これは、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、事業年

度欠損が生じた場合において、前事業年度から繰り越した利益がある時は、その利益をも

ってその欠損金を埋めることとされており、更に建設改良積立金をもって欠損金を埋める

場合には、決算認定とは別に先行して議決を受けるものとされているため、議決を得よう

とするものであります。

以上が、議案第５３号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) お諮り致します。

ただ今の議案につきましては、令和３年度松前町水道事業会計決算認定についてとの関

連がありますので、審議を一時保留し、今後設置が予定されております決算審査特別委員

会の審査終了後に質疑、討論、採決を行うことにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎認定第１号 令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第３号 令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第４号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第５号 令和３年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 令和３年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、認定第１号、令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認

定について、日程第６、認定第２号、令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第７、認定第３号、令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第８、認定第４号、令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第９、認定第５号、令和３年度松前町水道事業会計決算認定

について、日程第１０、認定第６号、令和３度松前町病院事業会計決算認定について、以

上６件を一括議題と致します。

本件の審査にあたっては、特別委員会を設置し、これを付託することに致したいと思い

ます。従って提出者の説明は、決算の総括事項程度の説明を求めることにしたいので、ご

了承願います。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました認定第１号、令和３年度松前町一般会計歳

入歳出決算認定について、認定第２号、令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、認定第３号、令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第４号、令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定第５号、令和３年度松前町水道事業会計決算認定について、認定第６号、令和３

年度松前町病院事業会計決算認定について、それぞれ議会の認定をいただきたく提出を致
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します。

各会計につきましては、監査委員の審査に付したところ、別紙、令和３年度松前町各会

計決算審査意見書及び令和３年度松前町水道事業会計決算審査意見書並びに令和３年度松

前町病院事業会計決算審査意見書のとおり、各会計決算書及び附属調書は、いずれも関係

法令並びに会計規定に準拠して作成されており、かつ会計管理者及び関係課等が保管する

諸帳簿及び各証書とも照合審査した結果、各係数と符合することが認められた旨の審査意

見書が付されてございます。

以下、各会計の決算概要についてご説明を申し上げます。

最初に一般会計でございますが、歳入決算額につきましては、収入済額が６５億３千４

６９万３千４５５円、歳出決算額につきましては、支出済額が５９億７千８０１万７千４

７２円で、歳入歳出差引残額は５億５千６６７万５千９８３円となり、翌年度へ繰り越す

べき財源の繰越明許費繰越額９万５千円を差し引いた５億５千６５８万９８３円が実質収

支となり、このうち２億６千円を翌年度へ繰り越しし、残額の２億９千６５８万９８３円

につきましては、財政調整基金に編入してございます。歳入の内、町税につきましては、

調定額７億９３万５７４円に対し、収入済額が６億４千６１０万７千３２９円で、収入割

合は９２．２％となってございます。町税は、重要な自主財源でありますので、町民各位

のご理解とご協力をいただき、財源確保により一層の努力をしてまいります。続いて歳出

でございます。歳出予算総額６３億２千７６０万７千１６円に対しまして、支出済額が５

９億７千８０１万７千４７２円で、執行割合は９４．５％となってございます。予算執行

にあたり、議員各位並びに町民の皆様のご理解、ご協力に心から感謝を申し上げる次第で

ございます。

次に、国民健康保険特別会計でございます。歳入決算額につきましては、収入済額が１

２億２千５７７万８千４１５円、歳出決算額につきましては、支出済額が１１億８千５６

３万７千９４１円で、歳入歳出差引残額は４千１４万４７４円となり、全額翌年度へ繰り

越ししてございます。歳入の内、道支出金は、収入済額が９億２千４９万６千６２４円で、

歳入決算総額の７５．１％となってございます。国民健康保険税につきましては、調定額

２億３千５５６万２千１６５円に対し、収入済額が１億８千５４７万９千１２８円で、収

入割合は７８．７％となってございます。続いて歳出でございます。歳出の内、保険給付

費は、支出済額が８億９千６５４万３千８４３円で、前年度と比較致しますと３千６万８

千３１４円、３．５％の増加となってございます。引き続き、健全な財政運営に努めてま

いります。

次に、介護保険特別会計でございます。まず保険事業勘定でございますが、歳入決算額

につきましては、収入済額が１０億５千７４４万３千５７９円、歳出決算額につきまして

は、支出済額が１０億２千５４８万４千１６９円で、歳入歳出差引残額は３千１９５万９

千４１０円となり、全額翌年度へ繰り越ししてございます。歳入の内、保険料は、調定額

１億５千９８８万８千１１０円に対し、収入済額が１億５千５９９万７千３０円で、収入

割合は９７．６％となったところでございますが、引き続き高齢者各位のご理解、ご協力

をいただきながら一層の努力をしてまいります。続いて歳出でございます。歳出の内、保

険給付費は支出済額が９億１千１４９万５千８５円で、前年度と比較致しますと１千８０

３万６千８２４円、２．０％の増加となってございます。今後とも介護サービスの適切な

利用促進を図ってまいります。次に、サービス事業勘定でございますが、歳入決算額につ

きましては、収入済額が１千３１９万２千９６４円、歳出決算額につきましては、支出済

額が１千２６９万６千９１円で、歳入歳出差引残額は４９万６千８７３円となり、全額翌
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年度へ繰り越ししてございます。

次に、後期高齢者医療特別会計でございます。歳入決算額につきましては、収入済額が

１億２千８３４万１千５４３円、歳出決算額につきましては、支出済額が１億２千８２５

万８千１９９円で、失礼しました、支出済額が１億２千８２５万８千１９４円で、歳入歳

出差引残額は８万３千３４９円となり、全額翌年度へ繰り越ししてございます。

次に、水道事業会計でございます。現在１上水道、３簡易水道をもって運営しておりま

す水道事業は、より安全で安定した水の供給を図るため、施設などの整備を進めるととも

に、維持管理に重点を置いた経営に努めているところであります。令和３年度決算につき

ましては、収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで１億９千１４０万５千９２４

円、支出額は消費税込みで１億４千５０７万４千６５２円となり、利益は４千６３３万１

千２７２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円となりました。次

に、資本的収支勘定につきましては、収入額は消費税込みで１億４２３万５千円、支出額

は消費税込みで２億６千４４万８千７４円となり、差引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、減債積立金から１００万円、繰越利益剰余

金処分額から２千３６６万５６０円、過年度分損益勘定留保資金から４千７０９万７千８

３２円、当年度分損益勘定留保資金から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円をもって補てんし、決算を終了し

たところでございます。今後とも計画的に施設などの整備を進めるとともに、維持管理に

万全を期してまいります。

最後に病院事業会計でございます。収益的収支勘定において、収入額は消費税込みで１

２億２千１２５万５９９円、支出額は消費税込みで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

りました。次に、資本的収支勘定につきましては、収入額は消費税込みで１千６８７万３

千２６８円、支出額は消費税込みで３千５２９万７千１９２円となり、差引１千８５１万

３千９２０円の不足を生じましたが、この措置につきましては、減債積立金から１００万

円、過年度分損益勘定留保資金から１千７５１万３千９２４円をもって補てんし、決算を

終了したところでございます。今後とも町民の生命と健康を守るために、包括的な医療の

提供とサービスの提供を図るとともに、更なる収益の確保と費用の節減を目標に、職員一

丸となって病院事業を執行してまいりたいと存じます。

以上、各会計の決算につきまして、その概要を申し上げました。よろしくご審議の上認

定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全議員に

よる特別委員会に審査を付託しますので、質疑を省略致します。

◎決算審査特別委員会の設置

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

ただ今議題となっております、認定第１号から認定第６号については、慎重審査の必要

があると思われますので、議長及び議会選出監査委員を除く全議員で構成する決算審査特

別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに付

託し、会期中に審査を終わることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
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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、認定第１号から認定第６号については、議長及び議会選出監査委員を除く全議

員で構成する決算審査特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査

権を付与の上、会期中に審査するよう、これに付託することに決定致しました。

ただ今、設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選を別室におい

て、委員会条例第７条の規定により行い、その結果をご報告願います。

暫時休憩致します。

(休憩 午前１０時３０分)

(再開 午前１０時３９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎決算審査特別委員会の正副委員長の互選結果報告

○議長(伊藤幸司君) 決算審査特別委員会委員長及び副委員長の互選結果をご報告願いま

す。

１０番、斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) 先程設置されました、決算審査特別委員会委員長及び副委員長の互

選を私が委員会条例第７条第２項の規定により行いましたところ、委員長には５番福原英

夫君、副委員長には７番工藤松子君が選任されましたので報告致します。以上。

○議長(伊藤幸司君) ただ今、１０番斉藤勝君から決算審査特別委員会委員長及び副委員

長の互選結果の報告がありました。委員長には５番福原英夫君、副委員長には７番工藤松

子君が選出されました。以上、ご報告致します。

◎休会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

議案審査のため、９月７日から９月８日までの２日間休会したいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上で本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれで散会

致します。

なお、９月９日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午前１０時４０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
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署名議員 工 藤 松 子
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日程第７ 認定第１号 令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について
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日程第１７ 所管事務視察調査報告について
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議会事務局主任 三 上 大 輔 君
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（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

本日は休会の日ですが、議事の都合により会議を開きます。

◎諸報告・議事日程

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

に配布のとおりです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、８番西川敏郎君、

９番梶谷康介君、以上２名を指名致します。

◎議案第４９号 松前町水道事業給水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４９号、松前町水道事業給水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。

なお、ただ今議題となりました議案第４９号については、質疑終了後、総務経済常任委

員会に審査を付託することにしたいと思います。

提出者の説明を求めます。建設水道課長。

○建設水道課長(横山義和君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第４９号、松前町水道事業給水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。

説明資料として添付しております概要の１ページ、タブレット上の７ページをお開き願

います。１、改正の趣旨であります。松前町の水道料金は、昭和５６年の改定を最後に４

１年間改定がされていない状況で、水道水の安定供給に努めてきたところです。しかし、

昨今の急激な人口減少による影響は、水道事業にも多大な影響を与え、収益の悪化が避け

られない状況となっております。そのため、このままの状況では老朽化した水道管の更新

ができなくなる可能性や、施設を維持するのも困難な状況となることから、収益を確保し、

水道水を安定供給するため、水道料金等を見直し、関連する条例を改正しようとするもの

であります。

２、主な改正内容であります。(１)は、メーターの設置に関する改正です。メーターは

水道使用者等が自費により設置していましたが、改正後はメーター料金を徴収するため、

町長が設置することに改めようとするものであります。

(２)は、用途別料金体系から、口径別料金体系への改正であります。メーター口径の大

小により維持費用に差があるという観点と、現状の用途別では、用途が明確に判断できな

いなどの問題があることから、口径別料金体系へ改正することとします。この改正により

料金収入全体で比較すると、１０％程度の増額となります。アと致しまして、使用割合が
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最も多い家事用での料金について、口径１３ミリから２０メーターの、メーターが設置さ

れている場合の平均的な使用水量で比較した場合、月額５６７円から６３８円の値上げと

なりますが、高齢者世帯が占める割合が多い、使用水量５立米以下では２２０円の値上げ

となるよう配慮をしておりますので、ご理解をお願い致します。イとしまして、現行と改

正案の料金表を掲載しておりますので、２ページ、タブレット上の８ページをご参照願い

ます。

(３)は、休栓料金の廃止についての改正であります。水道使用中止届により、休栓する

場合に生じていた休栓料金を廃止し、今後は使用水量がゼロの場合は、(１)で説明したメ

ーター料金のみを徴収する改正となります。

(４)は、開栓手数料及び閉栓手数料の新設についての改正であります。現在無料で行っ

ている止水栓の開閉業務を有料とし、１回につき５５０円の手数料を徴収する改正であり

ます。以上が、このたびの主な改正の内容であります。

次に、附則であります。８ページ、タブレット上の１４ページをお開き願います。第１

項施行期日であります。この条例は、令和５年９月１日から施行致そうとするものであり

ます。第２項から第４項までは、経過措置であります。第２項はメーターの設置の適用に

関する経過措置、第３項は料金の適用に関する経過措置、第４項は手数料の摘要に関する

経過措置で、それぞれ記載のとおり定めようとするものであります。第５項は、料金の見

直しの検討についてであります。この条例の施行後、５年を経過した場合においては、安

全で安心な水道水を供給し、安定的な経営を維持するため、経営状況を踏まえた料金の見

直しの検討を行うとしようとするものであります。第６項は、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改正についてであります。休栓料金の廃

止に伴い、改正をしようとするものであります。新旧対照表３ページ、タブレット上の９

ページからタブレット上の１５ページまで添付をしておりますので、ご参照願います。

以上が、議案第４９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。

お諮り致します。

ただ今議題となっております議案第４９号については、慎重審査の必要があると思われ

ますので、総務経済常任委員会に付託のうえ、併せて閉会中の継続審査とすることにした

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、議案第４９号は、総務経済常任委員会に付託し、併せて閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。

◎議案第５０号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第５０号、職員の育児休業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。
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ただ今議題となりました議案第５０号、職員の育児休業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。

説明資料の新旧対照表６ページ、タブレット上の１２ページをお開き願います。下段の

説明欄です。育児休業、介護休業等、育児、または家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和３年法律第５８号)による育児休業、介護

休業等育児、または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第７６号)の

改正いより、育児休業の取得回数制限の緩和及び非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和

等についての措置を講じるため、条例を改正しようとするものであります。

主な改正内容であります。１点目は、育児休業の取得回数制限の緩和等で、(１)は、育

児休業の取得回数を原則１回から２回に緩和しようとするものであります。(２)は、この

出生後８週間以内に２回まで取得可能な産後パパ育休制度を創設しようとするものであり

ます。(３)は、期末手当及び勤勉手当における育児休業期間の助産の取り扱いの見直しを

しようとするものであります。

２点目は、非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和で、取得要

件を子が１歳６ヶ月に達する日までから、子の出生日から起算して８週間と６月を経過す

る日までに緩和しようとするものであります。

３点目は、非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化で、夫婦交替での育児

休業を取得できるほか、特別な事情がある場合は、再度の育児休業の取得を可能にしよう

とするものであります。

改正案の内容は、１ページから７ページ、タブレット上の７ページから１３ページまで

の新旧対照表を参照願います。

次に、附則であります。５ページ、タブレット上の１１ページをお開き願います。附則

第１項は、施行期日で、令和４年１０月１日から施行致そうとするものであります。附則

第２項は経過措置で、改正条例の施行前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正

前の規定の摘要については、なお従前の例によろうとするものであります。附則第３項は、

職員の給与に関する条例の一部改正で、育児休業条例の改正に伴い関連する条例を改正す

るもので、前段で説明したとおり、期末手当及び勤勉手当における育児休業期間の助産の

取り扱いの見直しをしようとするものであります。給与条例の改正案の内容は７ページ、

タブレット上の１３ページの新旧対照表をご参照願います。

以上が議案第５０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５０号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第５１号 新たに生じた土地の確認について

◎議案第５２号 字の区域の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第５１号、新たに生じた土地の確認について、日程

第５、議案第５２号、字の区域の変更について、以上２件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。水産課長。

○水産課長(渡辺孝行君) ただ今一括議題となりました、議案第５１号、新たに生じた土

地の確認について並び議案第５２号、字の区域の変更についての内容について、ご説明を

申し上げます。

本議案は、清部漁港の整備工事に伴います公有水面の埋立工事が令和３年度に竣工した

ことに伴いまして、新たに生じた土地の確認と、字の区域の変更について、地方自治法の

規定に基づきまして、議会の議決を受けようとするものでございます。

始めに、議案第５１号でございます。地方自治法第９条５第１項の規定により、本町の

区域内に新たに生じた土地を確認しようとするものでございます。地方自治法第９条５第

１項により、市町村の区域内に新たに土地を生じた時は、市町村長は、当該市町村の議会

の議決を得て、この旨を確認し、都道府県知事に届出しなければならないとなっておりま

す。

新たに生じた土地でございますが、松前郡松前町字清部４５番３、８３５番及び８３７

番地先の埋立地７８．６２平方メートルと、字清部４５番３地先の埋立地１２１．４４平

方メートルでございます。

次に、議案第５２号です。字の区域の変更についてでございます。公有水面の埋め立て

に伴い、字の区域を変更しようとするものでございまして、地方自治法２６０条第１項の

規定により、公有水面の埋め立てに伴い、本町の字の区域を次のとおり変更しようとする

ものでございます。

変更する字の区域ですが、松前郡松前町字清部４５番３、８３５番及び８３７番地先の

７８．６２平方メートルと、字清部４５番３地先の埋立地１２１．４４平方メートルを編

入しようとする内容でございます。なお、参考資料に、新たに生じた埋立区域を示す図面

を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が、議案第５１号並びに議案第５２号でございます。よろしくご審議ほどお願い申

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５１号について、質疑を行いま

す。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第５１号について、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５１号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５２号について質疑を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第５２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５２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５３号 令和３年度松前町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第５３号、令和３年度松前町水道事業会計未処分利

益剰余金の処分についてを議題と致します。

既に説明が終わっておりますので、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５３号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。

◎認定第１号 令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認定について

◎認定第２号 令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第３号 令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第４号 令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

◎認定第５号 令和３年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 令和３年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、認定第１号、令和３年度松前町一般会計歳入歳出決算認

定について、日程第８、認定第２号、令和３年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第９、認定第３号、令和３年度松前町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第１０、認定第４号、令和３年度松前町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第１１、認定第５号、令和３年度松前町水道事業会計決算

認定について、日程第１２、認定第６号、令和３年度松前町病院事業会計決算認定につい

て、以上６件を一括議題と致します。

本件については、決算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。
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決算審査特別委員会委員長福原英夫君。

○決算審査特別委員会委員長(福原英夫君) 決算審査報告書を報告致します。決算審査特

別委員会審査報告の提出について。令和４年９月６日、松前町議会第３回定例会において、

会期中に審査を要すべき事件として本特別委員会に審査付託された認定第１号、認定第２

号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号について審査を終えたので、松前

町議会会議規則第７７条の規定により、別紙のとおり審査報告書を提出致します。

委員会開催年月日、出席委員数及び審査の経緯につきましては、記載のとおりです。審

査結果、認定第１号から第６号まで、全て認定すべきものと決定致しました。審査意見に

つきましては、会議録を精査の上、町長に送付することと致しました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりましたが、議長及び議会選出監査委員を除く全

議員による特別委員会でありますので、委員長報告に対する質疑を省略致します。

始めに認定第１号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立により採決を行います。

認定第１号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第１号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第２号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第２号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第２号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第３号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第３号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第３号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第４号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第４号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第４号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第５号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。
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認定第５号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第５号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第６号について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第６号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、認定第６号については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◎議案第５４号 教育委員会教育長の任命について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第５４号、教育委員会教育長の任命についてを議

題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第５４号、教育委員会教育長の任命に

つきまして、ご説明申し上げます。

教育委員会教育長宮島武司氏は、令和４年１０月２日をもって任期満了となりますが、

引き続き同氏を教育長として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

宮島氏につきましては、松前町 にお住まいで、

６６歳でございます。また、教育長歴でございますが、平成２６年１０月１日に

教育長に選任され、現在３期目でございます。

以上が、議案第５４号でございます。何卒、議員の皆様方のご同意をお願い申し上げま

す。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います

議案第５４号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第５４号は提案に同意することに決定しました。

◎発議案第４号 所管事務視察調査について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、発議案第４号、所管事務視察調査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。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) 発議案第４号、所管事務視察調査について、

提案説明を致します。

調査事項は、文化財についてということで、佐賀県唐津市と佐賀県佐賀市を４日間以内

の予定で視察調査するものであります。

佐賀県唐津市では、特別史跡に指定された名護屋城跡並びに陣跡があり、そこに佐賀県

立名護屋城博物館が開館し、桃山時代の城郭遺跡群の調査研究・保存整備が行われている

ほか、石垣の修理や発掘調査も行っております。

佐賀県佐賀市では、佐賀城本丸跡に、県立佐賀城本丸歴史館が建設されており、本丸遺

構を保存しながら本丸御殿の一部を復元して、資料館として活用しております。

以上が、所管事務視察調査の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

発議案第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、発議案第４号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１０号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、意見書案第１０号、国土強靱化に資する社会資本整備

等に関する意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長近江武君。

○総務経済常任委員会委員長(近江武君) 意見書案第１０号、国土強靱化に資する社会資

本整備等に関する意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の

規定により提出するものであり、意見書の内容については記載のとおりであります。ご審

議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第１０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第１０号は原案のとおり可決されました。
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◎所管事務調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、所管事務調査報告についてを議題と致します。

総務経済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。

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) 所管事務調査報告について。本委員会は、令和

３年３月１１日、松前町議会第１回定例会において承認を得た所管事務調査、企業誘致に

ついて終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、所管事務調査報告を提出

致します。

所管事務調査年月日、調査の概要、懇談会の概要及び視察調査の概要については、記載

のとおりであります。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。

◎所管事務視察調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、所管事務視察調査報告についてを議題と致します。

議会運営委員会から、所管事務視察調査報告書の提出がありましたので、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) 所管事務視察調査報告について。本委員会は、閉

会中の所管事務視察調査を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、別紙

のとおり、所管事務視察調査報告書を提出致します。

１の調査事項、調査年月日、視察先、視察参加者及び２の視察調査内容については記載

のとおりです。

３、所見。

(１)議会運営について。那須町議会においては、平成２５年に議会基本条例を制定して

以降、様々な取り組みを推進し、特に町民の声を積極的に聴取し、それを今後の議会活動

に活かすことや、議会への関心を高めることに重点を置き進めている。このことは、一般

質問の進め方にも表れており、時間とコストを要してでも、町政の課題等が町民と情報共

有できるようシステムが構築されている。更に、議会による執行機関への政策提言を始め、

議員提案条例の制定など、二元代表制の機能を十分活かしながら議会運営を進めており、

当町議会としても町民との対話の機会を増やしながら、条例や政策も含め、議員提案でき

るよう進めて行く必要がある。

議員の経験年数では、全員が２期以下であるが、オンライン会議の試行を始め、議場コ

ンサートの実施など、新しい視点に立った取り組みが行われ、参考となるものであった。

また、取手市議会においては早稲田大学マニフェスト研究会による議会改革度ランキン

グは２年連続全国１位で、ＩＣＴを活用したオンライン会議の先進地である。早稲田大学

など４社と協定を締結したデモテック宣言や、事業者と音声テック関連技術提携協定を行

い、ＩＣＴ化の更なる推進を進めている。都市部であることや若年世代が多いという要因

もあり、オンラインの活用は必至なツールであるものと推測する。

一方で、対面方式による会議は議会運営の基本であり、傍聴も含め一つの会場で執行機

関や議員が議論する過程は元来の民主主義の姿と思われる。加えて、ネット弱者が存在す

ることも考慮しなければならない。今後ＩＣＴ化を進めて行くことは時代の流れではある
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が、住民主導の議会であることが理想とするならば、住民の声を広く吸い上げ進めて行か

なければならない。当町議会としても委員会において、大規模災害や伝染病発症時等にお

けるオンライン会議の実施が喫緊の課題であり、先進地の内容等を精査しながら、今後松

前町議会委員会条例の改正を進めて行く必要がある。

(２)議会だよりの編集について。那須町議会においては、全国町村議会議長会による令

和３年度町村議会広報コンクールで奨励賞を受賞し、表彰されている。議会基本条例の位

置付ける広報活動の一環として、町政に関わる重要な情報を町民に届けるため、その充実

強化に取り組んでおり、内容も各常任委員会の動きを始め、町民及び傍聴者の声、更には

議員が町内を巡回し報告する議員見聞録など、特色のあるものを掲載している。

更に、平成３１年からは、設置している議会広報モニターからの意見を参考として写真

を多用し、文章を簡潔するなど様々な工夫を重ねるとともに、令和３年１１月号からは、

縦書き、横書き、右綴じ、左綴じという基本的な編集方法について、大きく変更している。

また、取手市議会においては、会議録の文字おこしにＡＩ(音声認識システム)を活用し

ていることから、議会だよりの作成に時間短縮が図られ、本会議の翌月には発行できるよ

うになっている。紙媒体は概要版として配布されており、詳細については紙面上のＱＲコ

ードを読み取ることで議会ホームページにアクセスされ、内容が確認できるようなってい

る。ＳＮＳによる情報発信を多用していること、更には予算面を都市部という地理的な観

点から全戸配布となっていないものと推測するが、議会広報として発行するのであれば、

原則として全戸配布すべきものと考える。

当町議会としても、議会モニターの意見を参考としながら進めており、紙面上のＱＲコ

ード読み取り機能についても実施している。今後は将来的なデジタルツールの活用につい

て検討を行うとともに、町民及び傍聴者の声等の新しい視点や綴じ方などの基本的な編集

方法について研究を重ね、全体的なオールカラー化も含め、読みやすい紙面づくりとなる

よう進めて行く必要がある。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１８、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。

総務経済常任委員会委員長から閉会中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、総務経済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

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。
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議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問に関する事項について、閉会中所管

事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長からの申し出のとおりこれを承認する

ことにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の所管事務調査を承認することに決定しま

した。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は９月９日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了致

しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、令和４年松前町議会第３回定例会

は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって令和４年松前町議会第３回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午前１０時３３分)
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