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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。

斉 藤 勝松前町議会議長
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（開会 午前１０時０１分）

◎議長あいさつ

○議長(斉藤勝君) おはようございます。一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成２５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(斉藤勝君) ただ今から平成２５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(斉藤勝君) 議会に関する諸報告並びに本日の議事日程につきましては、お手元に

配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の規定により議長において、２番近江武君、３番

川内谷進君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(斉藤勝君) 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、伊藤幸司君。

○議会運営委員会委員長(伊藤幸司君) それでは、議会運営委員会よりご報告申し上げま

す。

９月２日開催されました議会運営委員会において、本定例会の会期は本日から９月１３

日までの１０日間と致しまして、議事日程につい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。以上です。

○議長(斉藤勝君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(斉藤勝君) 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１３日までの

１０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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。



- 5 -

よって、そのように決定致しました。

◎行政報告

○議長(斉藤勝君) 日程第４ 町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

松前町議会第３回定例会開会にあたりまして行政報告を述べさせていただきます。

定住自立圏構想に係わる協定の締結について。

定住自立圏構想については、平成２０年から国が、今後急速に進行する人口減少を見据

え、地方圏において安心して暮らせる地域を形成し、都市圏への人口流失を食い止めると

ともに、各圏域が集約とネットワークの考え方に基づき、役割分担をしながら生活機能を

整備し、圏域全体の活性化することを目的として推進している施策であります。

定住自立圏は、人口規模などの一定の要件を満たす中心市と周辺市町によって形成され

るものであり、その形成にあたりましては、中心市が圏域の生活機能確保に関して中心的

な役割を担う意志を表明する「中心市宣言」を行います。

次に、それぞれの自治体での議決を経た上で、１対１の連携協定の締結を行い、その後、

具体的な取り組みを登載した「定住自立圏共生ビジョン」を策定することになっておりま

す。このビジョンの取り組みに対しまして、国が一定の財政措置（中心市４千万円・周辺

市町村１千万円が特別交付税措置）を講じる仕組みとなっております。

平成２０年度に定住自立圏推進要綱が施行され、渡島檜山管内では、中心市となる函館

市が全国の先行自治体の事例調査をはじめ、道南の各市町との意見交換など、調査研究を

行い、昨年１１月に「南北海道市町村連絡協議会」において、地域として取り組む課題に

ついて、定住自立圏の形成を見据えた協議が行われております。

函館市は、９月定例会において「中心市宣言」を予定しており、当町と致しましても、

函館市を中心市とする定住自立圏構想に向けた取り組みを推進するため、１２月定例会に

おいて「定住自立圏形成協定の議決に関する条例」制定を行い、中心市の函館市と具体的

な連携項目について、今後協定の締結を考えておりますのでご報告申し上げます。

以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 以上で行政報告済みと致します。

◎報告第６号 平成２４年度松前町一般会計等の健全化判断比率について

◎報告第７号 平成２４年度松前町水道事業会計の資金不足比率について

◎報告第８号 平成２４年度松前町病院事業会計の資金不足比率について

○議長(斉藤勝君) 日程第５ 報告第６号 平成２４年度松前町一般会計等の健全化判断

比率について。日程第６ 報告第７号 平成２４年度松前町水道事業会計の資金不足比率

について。日程第７ 報告第８号 平成２４年度松前町病院事業会計の資金不足比率につ

いて。以上３件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。報告第６号は政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) おはようございます。それでは、はじめに報告第６号平成２

４年度松前町一般会計等の健全化判断比率につきまして、その内容をご説明申し上げます。

これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づきご報告す
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るものでございます。次のページをお開き願います。

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

質収支額がプラスとなったことから、この比率は発生致しませんでした。また、連結実質

赤字比率につきましても、国民健康保険特別会計が赤字となりましたが、他会計において

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ございます。

次の実質公債費比率につきましては、１１．０％となり、平成２３年度の１１．３％を

下回ったところでございます。更に将来負担比率につきましては、６０．５％となり、平

成２３年度の７１．３％を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及び財政再生基準を全てクリアしてございます。

なお、それぞれの比率の算定につきましては、後段に参考資料としてそれぞれ参考資料

の１の１から３の２まで添付をしてございますのでご参照願いたいと存じます。

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ござい

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

いと存じます。

以上が報告第６号でございます。よろしくお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に報告第７号について、水道課長。

○水道課長(佐々木信秀君) おはようございます。

ただ今議題となりました報告第７号平成２４年度松前町水道事業会計の資金不足比率に

つきましてご説明申し上げます。

報告書末尾に添付されております参考資料をご覧願います。

平成２４年度資金不足比率の算定につきましては、資金不足算定の基礎となります流動

資産の額から流動負債の額を差し引き致しまして黒字となっており、資金不足は発生して

おりません。

以上、報告申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 次に報告第８号について、病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) おはようございます。

ただ今議題となりました報告第８号平成２４年度松前町病院事業会計の資金不足比率に

つきまして、ご報告申し上げます。

平成２４年度における資金不足比率につきましては、参考資料として平成２４年資金不

足比率の算定を末尾に添付してございます。

資金不足比率は黒字により発生しておりません。

以上、ご報告申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 以上で報告済と致します。

◎一般質問

○議長(斉藤勝君) 日程第８ 一般質問を行います。

既に通告がありますので、発言を許します。

１０番、梶谷康介君。

○１０番(梶谷康介君) 皆さん、おはようございます。

今朝のニュースで台風１７号が午前３時に鹿児島に上陸したと報じられておりました。

収穫期を前にして大禍なければいいなと、そのように願っているところであります。

今日の一般質問の中身でございますが、タイトルは「機構改革と人材育成」という中身
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でございます。具体的な質問に関しましては、文中１番から６番までそれぞれ項目を提示

させていただいております。

非常に松前町、抱えている課題山積しておりますね。そういう中で、それを解決し推し

進めていくためには、どうしてもこの機構改革、更にはその基になる人の育成ということ

が重要であると。そういう認識で今回通告させていただきました。

この件は、２０数年前、○○町長の時にも私議論はしておりますけれども、やはり時代

は変わっておりますし、町の情勢も変わっておりますので、再度こういう形で質問したい

と思っております。

具体的な質問に入る前にですね、今、松前町が目の前に抱えている課題があります。ご

承知のとおり松前病院の話なんですけれども、やはりこの現状を考えると、この一般質問

の機構、更には人材育成と絡みがあると私は思っておりますんでね、その前に私の大局的

な考え方、更には町長の見解を聞かせていただきながら具体的な議論に入った方がいいか

なと。こういう考え方で冒頭質問させていただきます。

この件はご承知のとおり第２定で議案第３８号病院の職員の位置付け。いわゆる中身的

には経営アドバイザーということでスタートしております。それは、院長が目指す松前病

院のこれからの姿を考えた時に、我々としてはね、決してそれを否定するものでもないし、

もし必要な人材であれば、当然それは認めて院長が描くような松前町の病院運営に役立て

てほしいなという願いは、一応持っておるんです。

しかし、出された議案の中身を見ますとね、その趣旨は充分理解しても、その位置付け

に問題があると。内容的に問題があると。何といっても公平で公正でなければいけない。

誰が見ても納得のいくような位置付けでなければいけないということで、質疑を重ねた結

果、最終的には不充分であると。まあ、否定、否決せざるを得ないと。こういう結果だっ

たんですね。それがいつの間にか病院が、お医者さんがいなくなって、これからの病院経

営に不安があるというような、非常に角度が曲がった形で今現在進んでおります。更にそ

れがどういうわけか、いろんな形で町民の中に流布されて不安を煽っていると。こういう

現状がみえるわけですね。

ですから、私、非常に心配してんですよ。やっぱり、これからの松前町の町民の命と健

康を守るためには、どうしてもなくしてはいけない病院だという認識は、皆さん持ってお

ると思いますんでね。健全な形に戻さないといけない。こんな形で揺れる姿っていうのは

一日も早く解決しなければいけない。私はそう思っております。

道立松前病院時代からね、ずっといろんな形で私、関わってきております。平成２年に

町移管された時点でも、将来を心配しながらそれぞれの立場で取り組んできて今日に至っ

ていると。その中身を見ますと、本当に今の姿は移管の経緯を考えた時に、非常にいい形

なんですよ。正直いっていい形なんです。ですから、何としてもこの形はね、維持しなが

ら更なる前進を願っていると。そのためには、現在の状況を一日も早く打破していかなけ

ればいけない。一歩でも前進して、願わくは最終的にソフトランディングしていただきた

い。こう願っております。

その問題が歪んだ形で進んでいる原因がね、町長、どこにあると思います。聞くところ

によるとね、町長が医者を辞めさせるというようなね、意思表示をどっかでされたってい

う話なんですけども、我々にはそれは理解出来ないんですよ、正直いって。ですから、我

々だって町長自身がね、一番町立松前病院の今後を心配されている方が、肝心なところを

ね、町長自身の意志で壊してしまうようなことは考えられないんで、町民自身もその辺に

大きな不安を持ってるんで、町長、腹を割ってね、はっきり松前病院の今後に対して私こ
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う考えておりますっていう話を聞かせていただけませんか。

まず、お願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭大変厳しいご指摘をいただきました。私、町長と致しましては

病院の設置者であります。当然町民の生命、健康を守るのが私の責任でありますので、何

としても今の松前病院を今のままでいい形で町民の皆さんと愛されるような病院になって

ほしいというふうな思いであります。

６月の議会におきまして、いろいろ臨時、嘱託職員の関係でございました。議会の中で

いろいろご議論いただきました。結果として否決という状況でありますけども、どうか、

私の思う公正な町づくりのためにですね、病院を守るために町を壊すではなくて、町を守

るために病院の皆さんにも少しでも我慢してもらいたいというふうな思いがしております。

本当に大事な病院でありますので、町民の健康を守るために一生懸命頑張っていきたいと

思います。よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 町長自身ね、我々常識で考えたってね、お医者さんを辞めさせる

なんていう発言はあり得ないと信じておりますんで、公式の場ではっきり言明されて、い

った中身はそのとおり受け止めたいと思います。

町長、松前の病院はね、今の院長は総合診療医、それを目指して松前の病院を充実させ、

更には松前をキーステーションにしながら医者を育てていくという取り組みされておりま

すよね。非常に私は共鳴してるんですよ、そのやり方に。この間の道新の記事にも札幌医

大の○○教授ですか、総合診療医の育成の課題ということでいろいろお話してありました

けれどもね、この件はね、まさに松前病院がこれから進もうとしている姿なんですね。で

すから、院長先生、ここにいればね、私もいいたいですよ。決して足を引っ張るようなこ

ともないし、否定しているわけでもないし、むしろ進めていただきたいというそのお願い

の気持ちの方が多いんですよ。

ですから、今のような状態は、ある意味では枝葉末節の課題ですよ。経営アドバイザー

がね、どうしてもこの事業を進めるために必要であるならば、我々は賛同しましょうと。

だけれども、中身は現状では出来ませんよということですから、それをどう先へ進めるた

めに改善したらいいかっていう話し合いってのは、町長していただけませんか、院長と。

そして、今の条例で不備な点は議会がなぜ否決したのかということを、充分認識、反省さ

れた上でね、再度必要であるならば提案されて、そして議会の同意を得て前へ進めてね、

最終的には院長が願うような松前病院の姿ってのを築いていくような。

これは黙っててもね、時間が解決してくれるっていう問題では私はないと思います。で

すから、それぞれの立場できちっとした考え方の下にお話し合いをしなければ、先は進ま

ない。そして、最終的にはソフトランディングして松前病院が正常の姿にもっていくって

いうことはね、やっぱりみんなで努力するしかないんでないですか。

まあ、出来ればね、こういう町長とのやり取りが正しい形で院長にメッセージとして届

いていただければね。これは願いですよ、願いですよ。届いていただければ少しでも前進

があるのかなと。こういう気持ちでいるんですけれども、町長どうですか。本当に大変な

ことだと思いますけどね、院長とお話をして前を進める努力を願っているんですけど、気

持ちを聞かせてください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) １回目のご質問に答弁もれがございました。申し訳ございません。



- 9 -

病院長につきましては、私の口から辞めてもらうなどというふうな発言はしたこともあ

りませんので、町民の皆さん、本当に混乱しているようでありますけども、安心していた

だきたいというふうに思います。○○院長、一生懸命北海道の医療のために、日本の医療

のために走り回っておりますので、私共はいい環境で○○院長を全国、全道に、ひいては

松前町の医療のために頑張っていただきたいという思いは、６月の定例会でも述べたとお

りでありますので、ぜひ町民の皆さん、不安を解消していただきたいというのが、私の今

の気持ちでございます。

それと６月に否決された議案の内容であります。いろいろ議論いただきました。その後

も病院側と、例えば現場の看護部門についてはどうなんだと、いろいろと話をしてきまし

た。その中で今回いろいろ病院と協議をしました中で、否決された内容をちょっと改善し

ながら、検討を現在進めておりますけれども、いずれに致しましても監査意見書、厳しい

意見書をいただいてますので。決算のですね、監査意見書を厳しいのをいただいてますの

で、その経過をみながらですね、病院、院長と協議を重ねまして、状況が整えばですね、

本定例会の中で提案させていただくというふうなことも考えておりますので、何としても

今の病院との問題、この現状を一歩でも二歩でも打破していきたいと。問題を解消してい

きたいという思いが私も強くあります。それが町民の皆さんの不安をなくすることだと思

ってますので、少し努力させていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 具体的に１番から６番までの質問の事項の中にね、病院の関係の

職員のとった行動だとか、いろんなものも具体的に後で、これは事を先に進めるためには

ね、駄目なところは駄目だという形で是正していかなければいけないという考え方で、具

体的な厳しい質問になるかと思いますけれども、順次続けていきたいと思います。

最初にですね、１番として「バランスの取れる業務対応システム」という質問通告して

おります。これどういうことかといいますとね、町の状況、或いは自治体の抱えている課

題、本当に日を追うごとに変化しておりますよね。例えば、通告書にも書いてありますよ

うに、権限移譲の問題もありますよね。これ調べてもらいました、担当者に。そしたら松

前が現在受けてる権限移譲っていうのは４７５件もあるんですね。更に遡ってみるとね、

北海道では地方自治体に移譲したい件数っていうのは、或いは移譲可能な件数っていうの

は２千７百、もとい２千５７９件もあるんですよ。ですから、現在権限移譲受けてんのは

１８．４％、４．２％、１８．４２％ですから、まだまだこれは業務はことと次第によっ

ては増えてきますよね。

ところが松前町、今、考えているのは限られた職員定数で、こういう大きな町民ニーズ

に応えていくというような方針でね、定員削減といいますか、そうしたものに取り組んで

おりますんでね。これを進めるためには、きちっとした機構を作って、そのここのポジシ

ョンは忙しいけど、こっちは、まあ暇だってことはないでしょうけどもね、わりと平穏に

過ぎてるっていうような、もしバランスの取れない形があるとすればね、限られた職員で

対応するためには不充分でないのかなと。やはり、いつの時代でもその時に対応出来るよ

うな体制づくりってのは、常にチェックしながらやっていかなければいけない。

まあ、２０数年前に○○町長とこの議論をした時には、当時でもそうなんですよ。やっ

ぱり限られた職員で多様なニーズに対応するためにはどうしたらいいかってのは、根本的

には変わってないんですよ。ただ業務量も内容もね、ずいぶん変わっているんで、しかも

現在の松前町の職員１００人定員を目指してますよね。今、だんだんだんだん近付いてき

ていますから、もし従来の仕事にこういう権限移譲がオンされるとすれば、これはきちっ
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とした形作っておかないとね、大変な目にあう。そこで、町長は、例えばね、俗にいう大

課制みたいなものを考えて、今でもそういう対応されてると思いますけれども、そういう

ものを改善しながら、こういう方向で検討しているというようなことがあれば聞かせてい

ただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 過去にも業務内容や時代に則した中での、また財政の健全化計画に

対応する中で、職員の定員管理につきましてと機構改革を行ってきているところでござい

まして、議員ご承知のとおりであります。

昨年７月からは町長部局と致しまして、十課体制で進めておりまして、町民のニーズを

適確に、適確にとらえながら、その町民の負託に応えることが出来るように進めていると

ころでございます。

議員ご指摘のとおりでありまして、議員、職員数が減少して、これ以上減少されれば本

当に支障が出てくるような状況まできてますので、それと権限移譲で業務量が増える中で

あります。社会情勢の変化や町で生活する皆さんの意見などを総合的に、な観点から、そ

の時代に則した、バランスのある組織体制の構築に向けて努力したいというふうに思って

おります。

大課制のご指摘がございました。いろいろ試行錯誤しながら、町政の中でですね、機構

の改革をしてきております。この部分につきましては、職員の皆さんの意見を聞きながら

ですね、再度検討していくもの、改善出来るものはしていくというふうな考え方で臨みた

いと思いますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君)

○１０番(梶谷康介君) 今のね、お話は全くそのとおりでね。取り組んでいかなければい

けない大事なことだと思います。ただね、その基本になる職員がそういう体制にどんどん

どんどん対応していけるような人材でなければいけないんですよね。それに対応しようと

した時に、あれも聞かなければわかんない、これも勉強しなければわからないということ

では、せっかくの機能も上手く動かないという心配がありますね。

ですから、これは人材育成の面から考えますと、松前の行政全般にいつでも対応出来る

ような、まあ経験の豊富な方々はね、それは充分対応出来ると思いますけれども、どうし

ても経験の浅い若い職員の人方は勉強もしなければいけないし、指導も受けなければいけ

ないという形になると思います。ですから、それを少しでも短縮、時間をね、短縮してい

くっていうことになれば、常日頃から対応出来るような教育をしていかないといけない、

研修っていいますかね。そういうことが必要だと思います。

この間のね、８月２２日の道新に、町づくりを議論、松前町職員対象に勉強会。こうい

う記事が出てました。非常に私は嬉しくみていたんですけども。これはある程度ね基礎が

出来た人方が、これ自分をグレードアップしていくためのこれは講習でね。その下の段階

の、基本的なものがもっと大事でないかなと思いますけれども、そういう面は従来の職員

研修の制度の他に、特別松前町ではこういうことをしたいとか、或いはこういう考え方を

持っているとかっていうのはありますか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 常に職員の研修につきましては、予算、決算等で指摘されておりま

して、私も職員が減る中ではですね、職員の体力を育てるというのは大変重要なことだと

いうふうに思っております。いろんな角度からの研修の方法などを職員の意見を聞きなが

ら進めてまいりたいというふうに思ってます。
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現在、私が町長に就任してでありますけども、町の実態を少しでも職員が実感出来る、

体感出来るようなというふうなことで、昨年から新しく採用した職員にはですね、さくら

祭りの時期の観光ボランティアの勉強、自らの勉強といいますか、お城の周辺の歴史的な

ものを勉強させていただくというふうなこともやってますし、漁業協同組合或いは道の駅

でもですね、実地体験をさせていただいております。本当に将来、職員のために必要な知

識、認識がそっからこう育つものだというふうに思ってますので、そういうふうな観点で

いろんな角度から職員研修、町のためになる職員研修を検討してまいりたいというふうに

思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 多くの難関を突破してきた優秀な人材でしょ、松前の職員は。磨

けば完全に光る原石なんですから、やっぱり光っていただくためには、磨かなければいけ

ない。磨くためには誰がそれをやるのか。松前町の中にはその磨く人ってのは特別決まっ

てるんですか。その制度が出来てるんですか。再度お尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) 副町長。

○副町長(岡本順一君) ただ今、梶谷議員さんから具体的なご質問をいただきました。確

かに職員については、それぞれの難関を突破して職員として採用された方々ばかりでござ

います。当然、今いわれたように磨けば更なる光を放つというふうな人材ばかりでござい

ますので、当然今の現在、職員のそういう研修、更には自己啓発、いろんな形で所管して

ます総務課の方でもやっておりますけども、そういうものも踏まえて、これから更なるそ

ういう研修制度を充実させていきたいと。

今まではある程度、それぞれ出向いている研修が主だったんですけども、今度はある程

度講師を迎えて、それを受講出来る機会をある程度経験年数に基づいてそういうエリアを

考えながら、講師を呼んで多くの方々の職員に受講出来るような、そういう機会の研修を

増やしていきたい。そうすることによって、それが自ら年数を重ねることによって、身に

なって更にスキルアップして、資質の向上が図れるというような観点で、これからも研修

に努めてまいりたいと思っております。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) よくわかりません。

まあ、やっぱりそういう立場にあるのは、やっぱり副町長なんでしょうね。教育の中心

になるのは、いい形で磨いてください。結果的に磨かれた人方がどういう立場で、どうい

うふうに仕事をしていくか、その機構の中でどういう歯車になっていくかということにな

るんですけども。これは２番目のね、基本は適材適所。これは簡単な言葉ですよね。誰が

聞いたってわかりやすいし、一番適した人を一番いい所に置くってのは、これは常識中の

常識だから異論はないんですけれども、全ての職員が適材適所っていう形にはなかなか難

しいよね。だから、その辺の兼ね合い、これは質問では適材適所はもちろんベースなんだ

けども、その辺どうなんだろうなということなんですけども。質問の仕方が上手くないん

ですけども、なんかこういいお答えしていただけませんかね。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 適材適所はベースであるが、こういうふうなご質問でございまして。

本当に職員個々の能力につきましては十人十色といいますか、本当にその適性を見極める

ことは、本当に大変難しいと思っております。

私も１年ちょっと町長してまして、人事をしてきましたけども、公平にと思っておりま

すけども、なかなかそういかない部分ありまして、適材適所、難しいなというふうに実感
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しているところでございます。

しかしながら、その職員の能力や適性を見極め、見極めながら町民の生活を向上させ、

決してサービスの低下にならないような、繋がらないような人材の配置に充分配慮してま

いりたいというふうに思っております。町民の皆さんに不安などを与えることがなるべく

ないような人材、人事管理をしてまいりたいというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 職員にはね、定年という一つの節目があるんですよね。その中で

この人はそこに適してるからといって、一生そこに置くわけにいかないでしょう。どっか

で必ずローテーション組んで、場合によっては後継者を育てることも必要だし、今回の病

院の人事のようなことがあったら、これ大変だしね。だから、そういうことを私はここで

ちょっと議論してみたいなと。

やっぱり、適材といいながら、全体のバランス或いはその人の人生を考えた時にどうす

るのがいいのかなと。場合によってはその人の人生も変えることになるんですよね、この

人事ってのは。ですから、非常に口でいえば、漢字で書けば二つ。人事。しかし、奥は深

いと。ですから、人事権のある町長にとってはね、非常に慎重に、或いは決断をもってや

らなければ、どっかで必ず歪みがくるし、余人を以て代え難い人を作ってしまうと、これ

もまた問題になると。その辺の見極めがね、前段で町長答弁されてたように非常にその見

極めが難しいっていうことは、私もよく理解出来ます。

でも、やっぱり人生を変えることになるかもしれないし、また逆に一つの節目を迎える

人の流れの中では、どっかでやっぱり変わってもらわなければいけないし、次の人を育て

ていかなければいけないってことは肝に銘じて、適材適所ってものの見極めはね、やって

いかなければいけないんでないかなと、このように思います。

まあ、ついでにっていうとちょっと語弊あるんですけどもね、そういう時のね、後継者

の育成。これは仕事上のね、バトンタッチしていく人の育成はどう考えてますか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 職員の皆さんは定年退職という制度があります。その目的というの

は、やっぱりこう優秀な職員でありましてもですね、定年を迎えると若い人に譲っていく

というふうな流れであります。定年退職というのはそういう趣旨だというふうに思ってま

すので、その趣旨は十二分に尊重してまいりたいというふうに思っております。

ご指摘のように定年退職、目の前に何年後に自分が定年退職になるとかですね、職員の

方々各々それは感じていると思います。我々人事を管理する立場にいると、特にそこは気

をつけなきゃならない。やっぱりこう後継者を作っていくっていうのは重要でありますの

で、そういうふうな人事を進めていきたいというふうに思っております。後継者を育てな

がら財政のバランスも、最後のご質問でございましたけども、財政的なバランス、人事管

理も含めまして進めてまいりたいというふうに思っています。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 私、かつてね、この人事に携わった時の経験あるんですけどもね、

やはり定年を間近に控えた管理職の人方にね、早めに後進に道を譲って、後進を育ててい

ただきたいと。それからもう一つは、まあ、これは親心っていいますかね。自分の定年後

の人生をきちっと頭の中で描くようなね、時間をとったらどうかなと。受け入れてもらえ

なかったですけどね。そういうこともあるんですよ。

ですから、今の時点ではね、私は決しておかしい考え方でないと思うし、検討される余

地あると思いますよ。やっぱりいつまでも、表現悪いですけどね管理職にしがみついて。
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ごめんなさいね、こんな言い方ね。そういう形じゃなくって、どっかでね、後進のために

自分が力を、持ってるものをみんな伝えていくんだという考え方になってもらえたらね、

すごくこうバトンタッチもスムーズにいくし、またくどい言い方しますけど、余人を持っ

て代え難い人ってのはそんなにそんなにいないと思います。

町長、どうですか、この考え方は。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に情勢が目まぐるしく変わる中で、職員の皆さん、今は大変苦

労している状況でございます。本当に人事は大変必要でありまして、後継者を育てるのも

私の仕事でありますし、ご指摘のように定年前に一線を退いて後継者を育てるというのも

一つの手法だというふうに思いますので。今、こう再任用というふうな言葉も出てきまし

て、国の方からいろいろ職員の再任用して６１歳、或いは６２歳まで働いてもらうような

制度も今いわれておりますので、その辺の状況を適確に把握しながらですね、対応してま

いりたいというふうに思います。検討する余地は充分あるものだというふうに答弁させて

いただきます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) これは１番から６番までこんな項目で通告しましたけれども、ま

あそれぞれ単独した課題でない、みんな関連のある課題なんでね。似たような質問も出て

くるんじゃないかなと懸念はしてるんですけども。

次のね、この人事異動の功罪。これは今までいったことにもね、関連がないわけではな

い。はっきりいえば、長くいれば経験も積み重ねることも出来るし、知識も深くなるだろ

うし、関連の人脈も出来るだろうし、これは間違いなくいい面ですよね。ところが逆にい

うと後継者が育たなかったり、あるかないかわかりませんけれども、そこに淀みが出来て

くるんでないかなという心配もあるんですね。

そういう観点からすると、この人事異動っていうのは、まあ前段でもいいましたように、

なかなか難しいものだというふうに認識はしますけども、ならばその適材適所で配置した

人をどれぐらいそこに置いたら一番いいのかみたいなものはね、これはなかなか簡単に弾

き出せないですよね。でも、人事権のある町長は見極めないといけない。この辺の長くお

いておくことによって、利点とマイナスを町長、どう理解し、これからどう活かしていき

ますか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 組織と致しまして、ベテラン或いは中堅、若手とのバランスのよい

配置にすることが最も重要だというふうに考えておりまして、それに則りまして人事異動

を行っているつもりであります。

業務の中で、その能力に応じた配置、いわゆる適材適所。議員ご指摘の適材適所であり

ますけども、が基本であります。また、町の将来のことも考えると、多様な業務に対応出

来る人材も、これもまた必要であります。異動を行うことの功罪はいろいろあると思うん

でありますけども、必要な人事異動は今後もしていくことになるというふうに思っており

ます。

ただ、議員がご心配されている専門性を重視するあまりにですね、長期な配置につきま

しては、長所もありますし、当然短所もあります。必ずその弊害が出てくる恐れがありま

すので、その部分は充分注意していく必要があるだろうというふうに考えております。

一定の目安のお話がございました。私は、その職種によるものだというふうに思うんで

ありますけども、基本的には今考えておりますのは、５年、或いは６年のスパンで職員が
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こう公平にですね、仕事出来るような人事は考えていきたいというふうに思います。

定年退職する際には、広く町政につきまして、町民と対話出来るような職員であってほ

しいなというふうな思いで人事はしてまいりたいというふうに思います。以上でございま

す。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 考え方は同感ですけどもね、今のこの、例えば年数は別にしても

順繰り順繰りいろんな分野を経験させていくっていうのは、その人のためにもなるし、全

体のためにもなることです。一番肝心なことはね、その若い内にいろんな分野を経験する

ってことが、私は一番大事でないかなと。

冒頭、冒頭って、一番始めにいったいろんな局面に対応出来る人ってのは、それなりの

知識・経験ってのは必要ですよね。ですから、長年そこにいて経験だとか知識が狭まって

る人は、なかなかそういう対応出来ないから。若い内にはどんどんどんどん経験させ、知

識を広めていくってことが必要ですから、今の話にありますように、特に若い人方はある

サイクルをもっていろんなことを経験させるってことは、基本でないのかなと私は思って

いますけど、町長はいかがですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に若い人を、３年、４年のサイクルで替えていろんな経験をさ

せる。これは当然研修にもなりますし、町のためにも幅広い人材の育成にもなるというふ

うに思っております。

いろんな人事、難しい状況ありますので、その状況、課題をですね、一つずつ。まあ、

難しくて課題の整理になるかどうかわかりませんけども、適切な人事管理をしてまいりた

いというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 次の４番目のね、公務員の自覚と責任っていう項に移らしていた

だきますんで。非常に厳しい発言になると思います。私自身、自分のことを棚に上げさせ

てもらいますから。自分のことは棚に上げさせて私、言わせてもらいます。

先日の８月２８日の道新のコラムにね、桐生悠々先生の記事が出ておりました。中身は

ね、読んでいくと、最終的にはこういうことになると思うんです。苦痛であっても身に犠

牲や損害を招いても、言わねばならないことは言うんだと。こういう記事が載ってたの。

これは大変勇気のいることなんでね。これをいうと自分にとってどうかなという面はしば

しばあるんです。今回のこの公務員の自覚と責任っていうのも、まさにね、自分のことを

棚に上げていわなければいえないんですよ、これ。恐らくバッシングもあると思います。

この間のね、江良の町民懇談会でしたかな。私、名指しで罵倒されましたよ。梶谷、辞

めろ！と。そういうこともいわれました。これ考えてみますとね、やっぱり、我々がこの

病院の関わりの中身を正しく町民に伝えていくことが出来なかったのかなと。反面、曲が

った行動っていうか、扇動っていうかね。これ、ちょっと言葉きついんですけども。そう

いうものが根底にあるもんだから、私のやってることに対してそういう強い言葉で言った

のかと。ある意味では私は反省しました。充分自分達の本意を伝えることが出来なかった

のかなと。そういうふうに反省してました。

今、このいおうとすることと関係があるかないか、それぞれ判断していただきたいんで

すけれどもね。結局ね、自分達は町職員であるけれども発言させろというんです。あの時

点ではね、町職員の方は普段いろいろ交換してるから、発言控えてほしいという願いを込

めたんですけどもね。それはまさに町民を主張されて、権利を主張されればね、これは認
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めざるを得ないでしょう。ところが結果的に発言した中身を聞きますと、私は逆に責任取

ってもらいたい発言があるんです。ですから、今、この件に関してね、この場であえて私

はいわせてもらうのは非常に常識的な話なんですけど、町長、病院の職員。事務職員であ

ってもね、看護職員であっても公務員でないの。私は公務員だと自覚してるんですよ。弁

えてるんですけども、違いますか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 病院の職員、事務職員も看護職員も公務員であります。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 私、こういう投書もらいました。松前町字福山、松前町議会議員

梶谷康介様。松前町一町民より。ちょっと中身読ませてもらいます。

我々町民のために日夜問わず懸命の議会活動に対し、深く敬意を表します。一連の町立

病院の人事の件について、全く呆れて物もいえません。町民の信託を得た町長、更には町

民の代表である町議会を何とも思わず、まさにやりたい放題。意のある町民はこのまま見

過ごすわけにはいきません。まさにやりたい放題。そういうこと。更には加えてこの度、

これ配られたチラシが添付されてるいるんですよ。２種類ありますと。町広報に関するこ

とについては、全く遺憾です。これは中身を見ますとね、広報に掲載された記事を前段で

一回ボツにされているんですね。そのボツにされた記事がこれに載ってるんです。私も初

めて見たんですけどね。

それから、町広報は少なくとも関係者で協議し、最終的に上司の決裁を経て発行してい

るはずです。その未整理の原稿の段階のものを公表することは、ルール違反です。ああ、

違反ではないでしょうか。これ疑問符なんですけどね、違反ではないでしょうか。内部情

報の漏洩です。これは規律違反として徹底的に関係者を究明し、断固たる処分をすべきだ

と思います。これまで病院側院長関係者は、町、議会に対して余りにも失礼なというより

も、侮辱している行動をとっていると思います。これを機会に決然たる対応を切にお願い

致します。

これは、常識ある町民の代表として私にきた投書なんです。ですから、これを見た時に

は、やはり現在の病院関係でいろいろな行動されている、また目に余るということだと私

は理解しました。

町長、こういうものがね、添付されたチラシの中身を見ますと大変な問題ですよ。例え

ばね、こんなことも書いてるんです。今までの病院に関係した院長先生だとか、お医者さ

んだとか、そういう人方はね、赤字垂れ流しで松前の病院をかき回していってしまったっ

ていう表現なんですよ。更にずっとこう読んでいくとね、町や議会から今までのようなご

理解とご支援をいただけなくなってきております。今後は○○院長が築き上げてきた医療

そのものが継続されなくなり、高齢者は、高齢者はじめ、町民の方々が町内で今までのよ

うな医療を受けられなくなる危険性があります。このままでは松前の医療が崩壊してしま

います。病院が終わってしまいます。松前町立松前病院職員有志一同になってるんです。

こういうものを町長見た時に、あなた責任者としてね、この地方公務員だと私確認しま

したけれども、地方公務員として適切な人材なんですか。まさに、自分が公務員であると

いう自覚がどこにあるの。こういう行動の責任はどう取るのっていうようなものは、町長

の立場としてこれはどうとらえて、どう対処していくお考えですか。お尋ねします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 憲法の第１５条では、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部

の奉仕者ではない。更に地方公務員法第３０条では、全ての職員は全体の奉仕者として公
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共の利益のために勤務し云々とあり、全体の奉仕者としての自覚と責任が必要であります。

採用にあたっては、職員の採用にあたっては職員一人一人がその自覚についての宣誓も行

っておりますので、それらを果たす責任は重要であるというふうに考えております。

公務員としての自覚と責任を再確認するためにも、職員各位に対しまして、その基本で

ある服務の規律について周知徹底してまいりたいというふうに考えております。これは前

段の答弁にさせていただきます。

今、申し上げましたように公務員も一方では、公務員も一般市民として表現の自由は保

障されているものであります。しかし、公務員は全体の奉仕者として、公務に従事する者

であるので、権利もその地位に基づき、一定の制約を受けることになるというふうに思っ

ております。今、議員ご指摘いただきました、町内に配布されておりました資料、或いは

議員個人に寄せられた町民の声、お聞きしまして、本当に残念に思うところであります。

なぜ、こういうふうな形で町民の方々にチラシみたいな手法でですね、渡るのか。この前

に病院の設置者であります町長と会話する機会がなかったのか。本当に残念に思っている

ところでございます。

あのチラシを私も拝見させていただきました。本当に赤字垂れ流しの病院の表現につき

ましては、議員ご指摘のとおり、私は先輩の皆さんに本当に申し訳ない気持ちであります。

出来るものであれば、訂正したものもほしいというふうな思いをしております。

あのチラシを見まして、８月の２１日に病院事業管理者宛に職員の服務規律の確保につ

いてということで、通知を出しております。この文面を朗読します。

この度、松前町立病院職員有志一同の名の下に、地域住民に対しチラシなどを貴下職員

が配布しているとの情報が伝わってきております。公務員である職員は、全体の奉仕者と

しての使命を有しており、常に公正、公平であるべきであり、卑しくも地域住民からいさ

さかの疑念も抱かれる言動などについては、厳に慎まなければなりません。よって、職員

の職務規律の確保について、貴下職員に指導を徹底されますよう通知しているところでご

ざいます。

その他に、この文面の内容につきましては、渡島総合振興局の見解もとっております。

やっぱりこう、個人的な状況のものを、職員個人的な状況のものを住民に配布する行為に

つきましては、町民に大きな不信感を与えるものだろうというふうなご意見をいただいて

おります。これを受けまして、私共は本当にこう職員の関与がどの程度あるのかですね、

後日調査をさせていただきまして、違法性があるものにつきましては、厳しく対処してい

きたいというふうなことであります。調査をさせていただ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(斉藤勝君) １５分間休憩致します。

(休憩 午前１１時０１分)

(再開 午前１１時１６分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 議長、いいタイミングで休憩取ったもんだから、ちょっとダウン

するかもしれない。

冗談はさておきまして、町長、ああいうね、規律に関する書類は文面からいきますと院

長宛に出してますよね。貴下職員に対してどうのという文面からいくと院長宛に出してま
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すよね。どうですか、その反応っていうのは。お聞かせください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 院長ではありません。事業管理者宛に出しておりますのでご理解い

ただきたいと思います。

院長にこういう、町の中にこういうものが流れてますよねとお話しましたら、職員の声

だというふうなことをおっしゃっておりました。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) チラシの中身についてね、もし疑問なりご意見のある方は来てく

ださいって件があるんですけども、それを元にして病院に行った人がいるんですよ。そし

て、いろいろなことをお尋ねしたいんですけどもっていったらね、まあ、あえて名前を出

しませんけども、その方は院長に聞いて下さいっていったって。わかりませんって。

この中身をどう受けますか。何もわからなくてやってるっていうふうに受け止めていい

んだろうか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ただ今の梶谷議員の発言でありますけども、私もそれに対してはど

ういう答弁すればいいのか、ちょっと今、躊躇しているところでございまして。職員有志

一同ってことでありますので、その辺がですね、特定する人もわからない状況であります

ので、この段階での発言はちょっと控えさせていただきたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) やっぱりね、今いったようにその有志一同っていうやり方は、非

常に無責任なやり方ですよね。みんなでやれば恐くないみたいな。

文面みますとね、明らかに責任取らなければいけないものもあるから、そういう面では

出す側がどれ程物を知って出していたのか。例えば、赤字の問題いいますか。赤字が、病

院の赤字が今まできたものが黒になったと。その面だけをどんどんどんどん町民にアピー

ルすると。町民は中身わかりませんからね、赤を黒にしたなら大したもんだっていう、こ

れ評価ですよね。これは私、常識的にはわかります。ところが、我々当然病院の企業会計

の中身見ますとね、お医者さん方が関係者が一生懸命稼いだお金、医業収益が、それに係

わる経費を比べてみると、明らかに２億ぐらいのマイナスなんですよ。赤なんですよ。と

ころが医業外の収益、いわゆる補助金だとかいろんなものを積み重ねていくと、最終的に

はこの赤をキャンセルして、病院の決算書の中では最終的に黒になってるんです。それを

明らかに病院は赤から黒になったんだと、こういうところに、このいってる人方のね、理

解度がどこまであってそういうことをしゃべっているのか。

まあ、ある意味では我々も前段で申し上げましたように、正しい姿がこうだということ

をね、町民に理解させることが出来なかったことは深く反省もしてるし、ある意味では議

会何やっていたんだという誹りを免れない面かなと。そういうことをつくづく考えてみま

すとね、今言ったように疑問、意見があったら来てくださいっていっていながら、わかり

ません、院長に聞いてくださいって、中身なんですか。非常に疑問があるところです。

まあ、これを町長にね、答弁してくださいっていうのは酷な話であって、そういう実態

だということは町長も理解して、或いは傍聴の方は恐らくその中身知ってる人方が多いと

思いますけども、やっぱり一般町民の方々は、赤の病院が黒になったということを全体を

みて、中がこうだっていうことの理解は私はしてないと思いますので、これから我々の活

動の中でも、そうしたものの理解してもらうような行動ってのは大事かなという、これは

私の反省ですけどね。
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あと、２３分か。町長もだいぶ疲れてきたようですから、５番目の項目に移りましょう。

で、これは専門分野に精通する技術職員という項目で通告しておりますけれども、どう

しても資格、或いは専門の知識がなければやっていけない仕事もありますよね。今回の広

報の中にも募集広告が出ておりました、募集記事が出てましたけども。やっぱりそういう

ものはこれ人事の場面では異動の対象にはなりませんよね。ある意味ではね。更にはそう

いう人がいなければまた仕事が先へ進まないということもあるわけですけども、今のこの

松前町の状況の中で、この分野は募集している、公募している分野だけですか、まだ他に

そういう分野の職員を求めなければいけない部署もありますか。お尋ねします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご質問にお答えする前に、前段の公務員の関係で一言いわせていた

だきたいというふうに思います。

私、調査させていただきますという、先程答弁させていただきましたけども、これにつ

きましては渡島総合振興局といろいろと協議している中でですね、ともすれば公務員、我

々が制約を受けているところの、信用の失墜行為に抵触する可能性はないだろうかという

ふうなご指摘を受けております。これは行政秩序の安定を損ない、町民の信頼を失わせる

恐れがあるものというふうなことでありますので、願わくば本当にこうこの部分に抵触し

てくれなければいいなというふうな思いしてますけども、調査をさせていただきたいとい

うふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

技術職員の育成の関係でございまして、現状申し上げます。平成２４年、２５年４月１

日時点での町長部局、或いは教育委員会の事務部局。それと水道事業部局を含めまして、

２５人の技術職員がおります。また病院事業部局におきましては、医師、看護師など３８

人おります。職員全体に占める割合では、町長部局の等の技術職員であれば２０％に対し

まして、病院事業部局につきましては技術職が８４％占めている状況でございます。

議員ご指摘のとおり、８月号の町広報におきまして建設、建築技術職員或いは林業指導

職員を各々１名ずつの募集をさせていただいております。その他に技術職員で募集どうな

のかというふうなご指摘だと思うんでありますが、病院の方につきましては目まぐるしく

こう、ナースパワーなど利用してまして出入りあるわけでありますけども、私共の町長部

局等での技術職員につきましては、今後予定されるものは何件かありますけども、現在で

は募集、技術職員の募集はこの２名と考えております。新たに、新事務、一般事務職でで

すね、２６年度の採用で２名を考えておりますので、２６年度におきましては技術職、事

務職含めまして４人の採用を募集しているところであります。

議員もご承知のことだと思うんでありますが、職員の態勢、先程もいろいろご質問いた

だきまして、この３年から５年間の間で多くの退職者が出てきますので、その補充など、

本当に適切な職員の定員管理、これが求められるものだというふうなことだというふうに

思っております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 直接、有資格者をね、得るっていうことが一番早道ですね。で、

そうでなくて現在この職員、仕事に携わってる職員を育てていく制度みたいなものはあり

ますか。

例えばね、これあの病院の准看護師を正看護師にするための制度みたいなのね。例えば

の話ですけどね、そういうものっていうのはありますか。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩致します。
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(休憩 午前１１時２９分)

(再開 午前１１時２９分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

町長。

○町長(石山英雄君) 一般会計、或いは町長部局、或いは病院事業会計の中では修学資金

の貸付で人材の育成をするというふうなことはしております。

他につきましては、ないというふうにお答えさせていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) まあ、突っ込んだ話はしません。決算委員会もあるから。

６番目の人員配置による財政バランスということお尋ねしたいんですけれども、前回の

一般質問で水道会計の係わりの中で、非常に経営が厳しいと。だとすれば、その経費のや

り繰りの余地っていうのは、例えば、水道課長の人件費をどっかの部署で按分したような

ね、やり方で位置付けするという方法もあると。そういう話もした経緯もあります。

やはり企業会計っていうのは収入あって支出っていうこのバランスが大事ですから、収

入が少ない時に、経費をどんどん掛けられないとすれば、やり繰りするとすれば、経費の

削減、その経費の削減も大きいところでは人件費ですよね。人件費だって限界がある。人

を置かないわけにいかない。だとすれば、どっかでその費用を持たなければいけないみた

いな現象ってのは、特に企業会計には生ずるんでないかなと思います。

そういう観点からね、やっぱり全体の人事考える場合の、今の考え方ってのはどっかこ

う整理しておく必要あるような気がしますけども、町長、どうお考えですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 企業会計のお話がございました。ご指摘のとおりでありまして、企

業会計の財政状況、或いは企業会計の体力を充分見極めながら、人員の配置をしていき、

効率のある財政運営をしていくべきだというふうに考えております。

議員ご指摘のように、目まぐるしく変わる社会情勢であります。それに対応するために

効率のある機構の見直しも当然必要になることも予想されますので、機構改革なども含め

まして、職員の皆さんの声を聞きながら考えてまいりたいというふうに思っております。

職員の定数の管理の関係でございます。平成２７年度に向けまして、職員の新たな定数

計画を立案していくことになりますので、その人口や財政、職員の数、業務量などを適確

に見極めながら配置を考えていきたいというふうに考えております。

また、先程も答弁させていただきましたけども、再任用制度と新規採用者とのバランス

も充分に検討しながら、人員配置をしていきたいというふうに考えております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 前段から、厳しい質問を重ねてきました。町長もだいぶお疲れで

しょう。私も疲れておりますので、この程度にして止めます。

これから、町長、答弁された中身は厳しい形がいっぱいあると思いますけども、全力投

球で頑張っていただきたいと願っております。以上終わります。

○議長(斉藤勝君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

暫時休憩します。

(休憩 午前１１時３３分)

(再開 午前１１時３４分)
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○副議長(吉田孝男君) 再開致します。

◎議案第５９号 松前町表彰条例による表彰について

○副議長(吉田孝男君) 日程第９ 議案第５９号 松前町表彰条例による表彰について議

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５９号松前町表彰条例による表彰

につきまして、その内容をご説明申し上げます。松前町表彰条例の規定に基づきまして、

次の方々を表彰致そうとするものでございます。

功労表彰のお一人目は、松前町字○○○○○○○○○にお住まいの斉藤勝さんでござい

ます。斉藤勝さんにつきましては、松前町議会議員として３０年以上の永きにわたり、地

方自治の振興発展にご尽力されたご功績により、表彰致そうとするものでございます。

次に、松前町字○○○○○○○にお住まいの油野篤さんでございます。油野篤さんにつ

きましては、松前町議会議員として１４年以上の永きにわたり、地方自治の振興発展にご

尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

次に、松前町字○○○○○○○○○にお住まいの中里観正さんでございます。中里観正

さんにつきましては、松前町選挙管理委員会委員として４１年以上の永きにわたり、地方

自治の振興発展にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

次に、松前町字○○○○○○○にお住まいの吉田カツヨさんでございます。吉田カツヨ

さんにつきましては、統計調査員として３３年余りの永きにわたり、地方自治の振興発展

にご尽力されたご功績により表彰致そうとするものでございます。

次に、松前町字○○○○○○にお住まいの松尾佳清さんでございます。松尾佳清さんに

つきましては、町内会長として２２年余りの永きわたり、地方自治の振興発展にご尽力さ

れたご功績により表彰致そうとするものでございます。

次に、松前町字○○○○○○○にお住まいの川内谷弘美さんでございます。川内谷弘美

さんにつきましては、３４年余りの永きにわたり、小中学生を対象に俳句の指導を行い、

文化の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。

以上、功労表彰として個人６名を松前町表彰条例に基づき、表彰致したくご提案申し上

げます。何卒議員の皆さま方のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

○副議長(吉田孝男君) 説明が終わりましたので、始めに斉藤勝氏についての質疑を行い

ます。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより斉藤勝氏についての討論を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

斉藤勝氏を表彰することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○副議長(吉田孝男君) 賛成全員であります。失礼。起立全員であります。

よって、斉藤勝氏を表彰することに決定致しました。
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次に、油野篤氏について質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより油野篤氏についての討論を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

油野篤氏を表彰することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○副議長(吉田孝男君) 起立全員であります。

よって、油野篤氏を表彰することに決定致しました。

次に、中里観正氏についての質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより中里観正氏についての討論を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

中里観正氏を表彰することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○副議長(吉田孝男君) 起立全員であります。

よって、中里観正氏を表彰することに決定致しました。

次に、吉田カツヨ氏についての質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより吉田カツヨ氏について討論を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

吉田カツヨ氏を表彰することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○副議長(吉田孝男君) 起立全員であります。

よって、吉田カツヨ氏を表彰することに決定致しました。

次に、松尾佳清氏についての質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより松尾佳清氏についての討論を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

松尾佳清氏を表彰することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○副議長(吉田孝男君) 起立全員であります。
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よって、松尾佳清氏を表彰することに決定致しました。

次に、川内谷弘美氏についての質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより川内谷弘美氏についての討論を行います。

(「なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

川内谷弘美氏を表彰することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○副議長(吉田孝男君) 起立全員であります。

よって、川内谷弘美氏を表彰することに決定致しました。

暫時休憩致します。

(休憩 午前１１時４１分)

(再開 午前１１時４１分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

◎議案第６０号 町長等の給料額及び旅費額並びその支給条例等の一部を

改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１０ 議案第６０号 町長等の給料額及び旅費額並びにその支

給条例等の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(川村敏之君) ただ今議題となりました議案第６０号町長等の給料額及び旅費

額並びその支給条例等の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明申し上

げます。

始めに、町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例等と表記しておりますが、これ

は１件目は、第１条では町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部改正。２件

目は、第２条では職員の旅費に関する条例の一部改正。３件目は、第３条では議会の議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の３件について。内容の改正が関連し

ますことから、一括して条例建てで改正致そうとするものです。

それでは、改正の概要でございます。添付しております説明資料９ページの下欄をご覧

願います。

外国旅行の旅費については、町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例第４条第４

項職員の旅費に関する条例第７条の２及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例第５条第３項の規定により、北海道職員の旅費に関する条例に規定する外国旅行の規

定を用いて運用しているところでありますが、それぞれの条例において、外国旅行の規定

を整備し、内容の明文化を図るため、条例の一部を改正致そうとするものです。それぞれ

の条例の改正に伴う新旧対照表を掲げておりますので、ご覧願います。

それでは、説明資料１ページをご覧願います。町長等の給料額及び旅費額並びに支給条

例等の一部改正に係る新旧対照表です。主な内容として第４条第４項で改正後のとおり、
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外国旅行の場合の旅費にあたっては第２項本文に定めるものの他、支度料、旅行雑費及び

死亡手当について支給することが出来るものとし、その額は別表第２によろうとするもの

です。別表第２。４条関係として２ページから３ページにかけて記載しておりますとおり、

外国旅行の旅費の日当、宿泊料及び食卓料並びに支度料及び死亡手当の額について定額と

して定めてようとするものです。

次に、３ページの職員の旅費に関する条例の一部改正に係る新旧対照表です。主な内容

として５ページの改正後のとおり、第２３条を新たに加え、第１項で外国旅行の場合の旅

費については実費額等により支給するものの他、別表第２の定額により支給するものとし、

その支給方法については北海道職員等の旅費に関する条例の例に準じて支給致そうとする

ものです。別表第２。２３条関係として６ページから７ページにかけて記載しております

とおり、外国旅行の旅費の日当、宿泊料及び食卓料並びに支度料及び死亡手当の額につい

て定額として定めようとするものです。

次に、７ページの議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に係る

新旧対照表です。主な内容として８ページの改正後のとおり、第５条第３項で外国旅行の

場合の旅費については、別表第２のとおりに致そうとするものです。別表第２。第５条関

係として８ページから９ページにかけて記載しておりますとおり、外国旅行の旅費の日当、

宿泊料及び食卓料並びに支度料及び死亡手当の額について定額として定めようとするもの

です。

次に附則です。説明資料９ページです。この条例は公布の日から施行致そうとするもの

です。

なお、これまでの外国旅行の旅費については、道の条例の規定を用いて運用していると

ころでありますが、今回の条例の一部改正でその基準については特に変更がないところで

あります。なお、支度料、死亡手当について、支給の明確化を図るため規定致そうとする

ものです。

以上が、議案第６０号町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例等の一部改正する

条例制定についてでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

議案第６０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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。

○議長(斉藤勝君) 昼食のため休憩致します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時４８分)

(再開 午後 １時００分)
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○議長(斉藤勝君) 再開します。

◎議案第５４号 平成２５年度松前町一般会計補正予算（第７回）

○議長(斉藤勝君) 日程第１１ 議案第５４号 平成２５年度松前町一般会計補正予算

（第３回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、ただ今議題となりました議案第５４号平成２５年

度松前町一般会計補正予算（第７回）について、その内容をご説明申し上げます。

平成２５年度松前町の一般会計補正予算（第７回）は次に定めるところによろうとする

ものです。

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

億３千１４２万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億４千８１

６万８千円に致そうとするものです。２項と致しまして歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算

補正」によろうとするものです。

第２条、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」によろうとす

るものです。

事項別明細よりご説明を申し上げます。１７ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費９節旅費で、費用弁償として４０万５千円の計上で

す。これは蠣崎波響の夷酋列像が縁となり、昨年７月には夷酋列像特別公開時にブザンソ

ン市フスレィ市長夫婦が来町されていることなどから、フランス国ブザンソン市へ１２月

の上旬から中旬の予定で議長がブザンソン市市長への表敬訪問と、ルイ・パスツール高校

への訪問交流を予定している費用の計上です。なお、訪問事業の概要については、参考資

料３６ページに掲げておりますのでご参照願います。

１８ページです。２款１項１目一般管理費８節報償費から１２節役務費まで、合わせて

１２６万７千円の計上です。これはフランス国ブザンソン市訪問事業として、町長と随行

者１名が１２月上旬から中旬の予定でブサンソン市長への表敬訪問とルイ・パスツール高

校への訪問交流を予定している費用の計上です。なお、訪問事業の概要については、参考

資料３６ページに掲げておりますのでご残照を願います。５目地域振興費８節報償費から

１２節役務費まで、合わせて１７万３千円の計上です。これは町表彰条例に基づく表彰事

業として１１月１日開催予定の平成２５年度松前町表彰式開催に伴う個人６名分の費用の

計上です。

１９ページです。３款１項１目社会福祉総務費２０節扶助費で、福祉灯油助成費として

４０６万４千円の計上です。これは冬季の暖房に必要な灯油の一部を、前年の収入が９０

万円以下で７０歳以上の方のみの世帯、ひとり親世帯及び障害者のいる世帯に灯油１００

リットルを助成致そうとするものであります。対象世帯と致しましては、高齢者世帯で３

３７世帯、障害者世帯で４６世帯、ひとり親世帯で１６世帯となっており、合わせまして

３９９世帯を見込んでの計上でございます。２３節償還金利子及び割引料で、平成２４年

度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金として、１２９万９千円の計上です。また、平

成２４年度障害者医療費国庫負担金返還金で８８万１千円の計上。更に平成２４年度障害

者医療費道費負担金返還金で７万７千円の計上。そして平成２４年度地域生活支援事業国

庫補助金返還金で４万３千円の計上です。いずれも平成２４年度確定精算による返還金で
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ございます。３目老人福祉費１８節備品購入費で、福祉バス購入費として８５２万６千円

の減額計上です。これは７月の１１日に開催の入札に伴う減額計上であります。

２０ページです。２項１目児童福祉総務費１３節委託料で、子ども発達支援専門支援医

派遣等業務委託料として３万１千円の増額計上です。これは現在児童デイサービスに通所

している児童４名の発達評価や療育指導における言語聴覚士の対応が１日増えたことから

の増額の計上であります。２３節償還金利子及び割引料で、平成２４年度保育所運営費国

庫負担金返還金で４万２千円の計上です。更に平成２４年度保育所運営費道費負担金返還

金で２万１千円の計上です。いずれも平成２４年度保育所運営費の確定精算による返還金

でございます。また、平成２４年度児童デイサービス事業国庫補助金返還金で４万１千円

の計上です。更に平成２４年度児童デイサービス事業道費負担金返還金で１万６千円の計

上です。いずれも平成２４年度児童デイサービス事業の確定精算による国・道の補助金の

返還金です

２１ページです。４款２項１目清掃総務費１９節負担金補助及び交付金で、渡島西部広

域組合負担金(衛生部門)として１８７万２千円の減額計上です。これは事務組合の補正に

伴い、主なものでゴミ再生処理費及び最終処分場処理費等の按分率確定による減額の計上

です。

２２ページです。３項１目上水道施設費１９節負担金補助及び交付金で水道事業会計に

対する補助金として１千２００万２千円の増額計上です。これは雨竜橋の架け替え工事に

合わせ、付随する水道排水管敷設替え工事を実施するため、その実施設計費用と工事請負

費分の過疎債分を一般会計から補助致そうとするものでございます。

２３ページです。５款１項１目労働諸費１２節役務費で、就職支援ネットワーク手数料

として２万４千円の増額計上です。これは広報折り込みで片面を他の広告にあてており、

当初予算で６ヶ月分２万４千円を計上しておりましたが、年度当初から企業などからの求

人申し込みが多く両面仕様となっていることから、今後も同様の対応が見込まれるため、

６ヶ月分、２万４千円を減額計上致そうとするものでございます。

２４ページです。６款１項３目畜産業費１８節備品購入費で、牧場管理農業用作業機購

入費として、１２８万３千円の減額計上です。また家畜防疫対策車購入費で１７万４千円

の減額計上です。いずれも去る８月１日開催の入札による減額の計上でございます。４目

農地費１１節需用費で農業用施設維持管理修繕料として４７万８千円の計上です。これは

去る８月９日のゲリラ豪雨により、町内２箇所の農業用水路などに土砂が流出し被害があ

り、その撤去費用についての計上です。なお、該当箇所の位置図につきましては、参考資

料３７ページに、修繕概要については４０ページに掲げておりますのでご参照を願います。

２５ページです。２項１目林業振興費１１節需用費で、林道維持管理修繕料として１２

２万円の計上です。去る８月９日のゲリラ豪雨により、町内５箇所の林道に土砂流失など

の被害があり、その撤去費用についての計上です。なお、当該箇所の位置図につきまして

は参考資料３７ページに、修繕概要については４０ページに掲げておりますのでご参照を

願います。１９節負担金補助及び交付金で、森林整備担い手対策推進事業負担金として６

万円の増額計上です。これは森林雇用者の確保を図るため、奨励金事業として当初８名の

森林作業員を見込んでおりましたが、５名の追加による町負担の予定額が変更となること

から、その費用の計上でございます。

２６ページです。３項１目水産業振興費で財源更正です。これは磯焼け防止海藻繁茂対

策事業が市町村振興協会助成対象となったことなどにより、財源更正です。２目漁港管理

費１１節需用費で、修繕料として１５万８千円の計上です。去る８月９日のゲリラ豪雨に
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よりまして、町内３漁港に流木が入り、漁船などの被害防止のため、既定予算で撤去作業

を早急に実施したため、今後の漁港維持管理費用に不足が生ずる恐れがあり、その費用を

見込んでの計上でございます。なお、修繕概要につきましては、参考資料４０ページに掲

げておりますのでご参照願います。

２７ページです。８款２項１目道路橋りょう維持費１１節需用費で、町道維持修繕料と

して５００万円の計上です。これは今後予定されるＵ型トラフ砂利敷きの補修、アスファ

ルト補修などの町内全域の町道維持管理修繕費の計上でございます。なお、概要について

は参考資料４０ページに掲載しておりますのでご参照願います。公用車管理燃料費で４万

２千円の計上です。また１４節使用料及び賃借料で、排雪車借上料として３７万８千円の

計上です。これは除排雪に係わる４トンダンプ２ヶ月分の借上料と、その燃料費用の計上

でございます。１３節委託料で道路除排雪委託料として３千９百万円の計上です。これは

冬期間の生活道路確保のための除排雪にともなう委託料の計上でございます。１８節備品

購入費で除雪車購入費として４８９万３千円の減額計上です。これは去る７月１１日開催

の入札による減額の計上でございます。２目橋りょう新設改良費１５節工事請負費で雨竜

橋改良工事請負費として４千２００万円の計上です。これは、既に議決をいただいており

ます静浦地区の雨竜橋改良実施設計が完了したことに伴い、雨竜橋改良工事に係わる費用

の計上でございます。なお、当該事業は国の元気臨時交付金の充当対象事業としての計上

でございます。また事業概要は参考資料３８ページに掲げておりますのでご参照願います。

２８ページです。３項１目河川維持費１１節需用費で、河川維持修繕料として１００万

円の増額計上です。これは８月の大雨により伝治沢川が上流からの土砂の流出や倒木など

があり、今後川の流れをせき止める恐れがあり、その撤去費用のための計上です。なお、

概要については参考資料４０ページに掲載しておりますのでご参照願います。

２９ページです。９款１項１目１９節負担金補助及び交付金の渡島西部広域事務組合負

担金(消防部門)で、５７９万７千円の減額計上です。これは事務組合の補正に伴い、松前

消防署費人件費分の減、更に松前施設費で防火水槽工事に係わる耐震性貯水槽補助金が該

当となったため、その減額分の計上でございます。２目災害対策費１１節需用費で、災害

対策印刷製本費として３９万８千円。及び１２節役務費の災害対策手数料で４千円の計上

です。これは平成２３年度作成した防災のしおりに、津波浸水想定を追加し、ハザードマ

ップとして活用するため、その費用の計上でございます。１１節需用費で災害対策修繕料

として３０万円の増額計上です。これは８月９日の大雨による災害対応で既存予算を使用

したため、今後の災害対応のための計上でございます。なお、概要につきましては、参考

資料の４０ページに掲載しておりますのでご参照願います。

３０ページです。１０款１項３目教育振興費１９節負担金補助及び交付金で、ＡＬＴ外

国語指導助手招致負担金として１９万８千円の計上です。これは以前いたＡＬＴの○○○

さんが７月末で契約が満了となったことから、その後任でアメリカ出身の○○○○さん２

３歳の渡航赴任費用負担分の計上でございます。松前高等学校教育振興会補助金で２１７

万３千円の計上です。これはフランス、ブザンソン市への生徒派遣とルイ・パスツール高

校との国際交流のため、１２月２日から１０日までの９日間、生徒４名と引率者１名の派

遣に係わる補助金の計上です。なお、事業概要につきましては、参考資料３６ページに掲

載されておりますのでご参照願います。

３１ページです。２項１目学校管理費１３節委託料で、松城小学校給排水暖房設備等改

修実施設計業務委託料として１０２万９千円の計上です。また、１５節工事請負費で松城

小学校給排水暖房設備等改修工事請負費として４千１５万２千円の計上です。これは６月
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定例会の第３回補正において議決をいただきました松城小学校給排水暖房設備等改修事業

の実施設計が完了したことに伴い、その改修工事などに係わる費用の計上でございます。

当該事業は国の元気臨時交付金の充当対象事業として計上でございます。なお、事業概要

につきましては、参考資料３９ページに掲げておりますのでご参照願います。

３２ページです。４項２目公民館費で財源更正です。これは書のまちづくり推進事業助

成金と、姉妹都市交流事業が市町村振興協会の助成金の対象となったことからの財源更正

です。４目社会教育施設管理費１１節需用費で、交流の里づくり館管理修繕料として１４

万８千円の計上です。松前町交流の里づくり館のシャワー室の電動式水抜き栓のモーター

の故障から水抜き栓の開閉が出来ないことから、取替修繕のための費用の計上でございま

す。５目文化財費１９節負担金補助及び交付金で、松前町指定文化財保存修理等補助金重

要文化財法源寺山門修理分として、１５万円の減額計上です。これは地域づくり総合交付

金の内示額の減額に伴う財源調整のための計上です。６目史跡保存整備費で財源更正です。

史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業において、地域づくり総合交付金内示額の減額によ

る財源更正です。

３３ページです。５項１目保健体育総務費１９節負担金補助及び交付金で、松前町スポ

ーツ少年団補助金として８万円の減額計上です。これは、スポーツ少年団の加盟団体数が

４団体から３団体に減少となったことから減額計上致そうとするものです。また、松前町

体育協会補助金として８万円の増額計上です。これは体育協会加盟団体数が７団体から９

団体に増えたことからの増額計上です。

以上が歳出です。次に歳入です。８ページをお開き願います。

２．歳入です。８款１項１目１節地方特例交付金では２万２千円の増額計上です。これ

は当初８３万８千円を見込んでおりましたが、８６万円となったことからの増額計上です。

額の確定による計上でございます。

９ページです。９款１項１目１節地方交付税では３千９４６万円の計上です。これは歳

出財源に対応するための計上でございます。

１０ページです。１３款２項１目１節総務管理費補助金で、地域の元気臨時交付金とし

て７千１２０万１千円の増額計上です。これは、歳出で計上しております雨竜橋改良工事

請負費分と、松城小学校給排水暖房設備等改修工事請負費分等に対応の計上です。当町に

おける地域の元気臨時交付金につきましては、国の第１次内定額４億１千３８９万３千円

となっており、交付金充当事業は参考資料の３５ページに掲げておりますのでご参照願い

ます。

１１ページです。１４款２項２目民生費道補助金１節社会福祉費補助金で、地域づくり

総合交付金福祉灯油助成分として５０万円の計上です。これは、福祉灯油助成事業に係わ

る道の交付金内定額による計上です。２節児童福祉費補助金で子ども発達支援専門支援費

補助金として１万２千円の増額計上です。これは、歳出で計上しております子ども発達支

援専門医派遣業務委託料に対応するための道補助金の計上です。３目農林水産業費道補助

金３節水産業費補助金で地域づくり総合交付金松前本マグロ消費拡大分として１０万円の

減額の計上です。これは、道の交付金内定額による減額計上です。５目教育費道補助金１

節社会福祉費補助金で地域づくり総合交付金重要文化財法源寺山門保存修理分として３０

万円の減額計上です。また、史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業分として１４０万円の

減額計上です。いずれも道の交付金内定額による減額の計上です。６目消防費道補助金１

節消防費補助金で、地域づくり総合交付金災害対策備品等購入分として１１０万円の計上

です。これは、災害対策備品購入事業に係わる道の交付金内定額による計上です。
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１２ページです。１６款１項１目１節一般寄附金で６３０万４千円の増額計上です。こ

れは創玄書道会からの寄附採納分の計上でございます。

１３ページです。１７款１項２目１節介護保険特別会計繰入金で４７８万１千円の計上

です。保険事業勘定分で４０４万６千円、サービス事業勘定分で７３万５千円の計上です。

これは前年度実績精算に伴う繰入金の計上です。３目１節後期高齢者医療特別会計繰入金

で５３万５千円の計上です。前年度実績精算に係わる繰入金でございます。

１４ページです。１９款４項１目２節児童福祉費受託事業収入で、子ども発達支援事業

受託金として３万４千円の増額計上です。これは子ども発達支援事業運営費分の負担割合

で、福島町の負担額の増額による計上でございます。

１５ページです。５項６目１節雑入で、北海道市町村振興協会助成金職員研修事業分と

して２４万７千円の計上です。また磯焼け防止海藻繁茂対策事業分として７５万円の計上

です。松前高等学校国際教育事業分として９５万円の計上です。姉妹都市交流事業分とし

て８１万円の計上です。文化の香り漂う書のまちづくり推進事業分として５０万円の計上

です。いずれも北海道市町村振興協会のいきいきふるさと推進事業助成金の決定による計

上でございます。７目過年度収入１節道支出金過年度収入で、平成２４年度障害者自立支

援給付費道費負担金精算収入として４０４万２千円の計上です。平成２４年度障害者自立

支援給付費道費負担金の額の確定精算による計上でございます。

１６ページです。２０款１項１目衛生債１節上水道債で、簡易水道施設整備事業補助債

として１千２００万円の計上です。これは雨竜橋改良工事に伴う排水管敷設替え工事の充

当のための事業債の計上です。４目消防債１節消防債で、消防施設等整備事業負担債とし

て２６０万円の減額計上です。これは防火水槽等の補助金対象により、起債の減額による

計上です。５目教育債１節社会教育債、史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業債として１

４０万円の計上です。これは史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業の北海道地域づくり総

合交付金の内定額が要求額を下回ったため、その充当財源の計上です。６目臨時財政対策

債１節臨時財政対策債で８８１万９千円の減額計上です。これは、当初１億９千５００万

円を見込んでおりましたが、臨時財政対策債発行可能額が１億８千６１８万１千円となっ

たことから、その差額分について減額の計上です。

以上が歳入です。２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正で歳入です。歳入の合計が補正前の額５１億１千６７３万９千

円、これに１億３千１４２万９千円を増額補正致しまして、補正後の額を５２億４千８１

６万８千円に致そうとするものです。

４ページです。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の額に１億３千１４２

万９千円を増額補正致しまして、補正後の額を５２億４千８１６万８千円に致そうとする

ものです。

５ページです。第２表地方債補正です。簡易水道施設整備事業補助金他３件について、

それぞれ記載のとおり、限度額を補正後の額にこれを変更致そうとするものです。

以上が議案第５４号です。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

７番。

○７番(油野篤君) ページ、３０ページなんですけども、松前高校のブザンソンの件なん

ですけども、これ生徒さんが４名ということになってますけども、これはもう、なんてい

うんだろう、どういう決め方っていうか、松前高校さんの方からっていうことなのか、ど
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ういう根拠であれしているのか教えていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 学校教育課長。

○学校教育課長(宮島武司君) ３０ページの松前高校の関係でございますけれども、派遣

する生徒の決定の方法というふうなご質問でございました。松前高校の方で選考基準がご

ざいまして、その中で選考されているのが現実でございます。

今回、１２名、事前の調査の中では１２名の希望から、面接、作文等を経て４名の決定

になっていると聞いております。なお、この４名でございますけれども、１年生が１名、

２年生が３名と。そして随行の先生の５名の派遣の予算計上でございますので、よろしく

お願い致します。

○議長(斉藤勝君) ７番。

○７番(油野篤君) これですね、１２名の希望者が今あるといわれてます。出来ることな

らですね、もっと行かすべきではないかなと思うんですよね。やっぱり、これからは生徒

も国際感覚を身につけるという意味でですね、希望者を出来るだけ希望を叶えてあげれる

ようなシステムになっていただければなと思います。

それとですね、教育委員会の方でですね、やっぱり子ども達の教育の関係でですね、委

員会の方から誰か一人ですね、行かすべきだと思うんですけども、どうでしょうか。

○議長(斉藤勝君) 学校教育課長

○学校教育課長(宮島武司君) ただ今の油野議員の方から大変温かいお話をいただきまし

た。今年で４年目になる事業でございまして、当初は２人、そして、現在４人になってお

ります。始めは手を挙げる生徒も少なくてですね、選考に困った経緯もございますけれど

も、現在は今年は１２名の希望、昨年は８名というふうに聞いております。松前高校の特

色ある教育の一環でもございます。出来れば、この希望というふうなお話ございましたん

で、今後に向けて教育委員会内部、更には町長部局と協議をして検討してまいりたいと、

そのように考えております。

それから、もう１点のですね、随行に際して教育委員会職員もというふうな、また温か

いお言葉いただきました。今回ですね、予算につきましては町長、議長と重なりますけれ

ども、今後それらを含めた前段の職員研修のこともございましたので、今後にその検討を

進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) ７番。

○７番(油野篤君) 町長ですね、その辺のところを少し考えて、これからのことなんでで

すね、考えていただければなと思います。質問を終わります。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご指摘ありがとうございました。検討させていただきたいというふ

うに思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

８番。

○８番(西村健一君) ちょっと確認ですけど、予算書の１９ページ、扶助費のところなん

ですがね、福祉灯油助成費で、これ対象の世帯が３９９でよかったですか。その内訳、ち

ょっとね聴き取れなかったもんですから。

それと、計算したらわかると思うんだけども、ちょっと手元に電卓ないんで、単価これ

いくらで積算してあるのか。今、灯油の価格とか化石燃料、どんどんどんどん上がってる

からね。もし、これ執行する時点になったら、また変わってくることも考えられます。そ

うした場合の対応はまた補正とかっていうことになると思うんですが、その辺のことを教
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えてください。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) まず、対象世帯の関係についてご説明申し上げます。高齢者世

帯３３７世帯、障害者世帯４６世帯、それとひとり親世帯１６世帯。合わせて３９９世帯

であります。

また、単価につきましては８月１日現在の単価を利用しておりまして、９７円の単価に

消費税５％をかけての合計額でございます。また、今後石油単価が上がる予想もあります

けども、対象世帯の更なる抽出といいますか、実態の部分を例年と同様に民生委員の協力

を得ながら、対象世帯を絞ることによって対象者が減ってまいりますので、その部分でい

くと既定の予算の範囲の中で対処出来るものというふうに思っております。以上でござい

ます。

○議長(斉藤勝君) 他にありませんか。

３番。

○３番(川内谷進君) ２点ばかりちょっと確認したいんですけども、１９ページの老人福

祉費ですか、福祉バス購入について、８５２万６千円の減額なんですね。先程の説明だと

入札によるという形なんですけども、ちょっと入札だと車の購入で８００万５０万ったら

相当見積もり的にね、何かあったのかなというのが一つ。僕は考えたのは何か元気の出来

る何とかっていう国の予算があったからね、切替だったのかなっていうふうに考えたんで

すけど、先程の説明だら入札によるものというふうになってますんで、その辺の経緯を教

えてください。

それともう一つです。同じく２７ページの道路、橋の維持費の関係で、同じく備品購入

費で４８９万３千円、これもまた入札による減額という形になってますんで、この辺の経

緯、入札の経緯も絡めて説明して下さい。２点お願いします。

○議長(斉藤勝君) １点目、総務課長。

○総務課長(川村敏之君) ご質問いただきました１９ページの福祉バスの減額でございま

す。これは７月２０、契約の締結ということで議会の議決をいただきましたとおり、７月

の１１日に３社、３社で入札をしております。予算は一般的なバス購入の見積額で予算を

見ておりますので、あくまでも減額っていうのは、その競争入札しまして落札した額がこ

の額になっておりますんで、その差引で減額と。単純に率からいくと６０何％なんですけ

ど、結構落ちたという。通常車の場合は結構落札率が大きいんですよね。単純にそういう

ことで落札率が大きかったということで減額に至っています。

除雪車も同じです。こちらも同じく入札しまして、入札の結果減額率が大きかったとい

うことでございます。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) そうすると、今の説明だと純然たる入札っていうふうに理解してい

いんですね。競争入札してやった結果というふうに。

で、当初の目的の車ということの部分には影響ないわけですね。目的をつくったやつの

車を購入したんだけども、結果として入札で安くなったと。そういうふうに理解していい

んですね。わかりました。

○議長(斉藤勝君) 他に。

９番。

○９番(西川敏郎君) ２６ページの漁港管理費の今回の修繕費、８月９日のゲリラ豪雨に

よる流木等の整理ということでございますが。度々こういった豪雨がございますんでね、
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海岸の目に余るような流木、或いは漂着物が目に余るほどあるんですが、ああいった物の、

なんていうか、この台風時期が終わってからでも、もう少しこうきれいに整理するってい

いますか、景観も非常に悪いし、漁組と連携して浜の清掃を一度はしなくてはならないか

なあと思って見てきてるんですが。

その辺のことと、それと同じくこの河川維持費、２８ページの需用費なんですが、これ

も河川の災害の、この前の専決でもありましたけれども、修繕も大事なんですけど、今回

やはり２回程の雨で、もう２０㎝３０㎝で氾濫するようなところが結構見受けられたよう

に、私も見て歩いてあったんですが、そういった何ていいますか、ちょっとこう、うん、

そんなにお金かけなくても防げるような所がございますんで、その辺もご配慮いただけれ

ばなというふうに思っておりますが、その辺のことを少しお聞かせください。

○議長(斉藤勝君) １点目、水産課長。

○水産課長(近江谷邦彦君) まずページ、２６ページの修繕料の関係です。今回の漁港の

方の修繕料につきましては、ゲリラ豪雨ということでたまたま大沢、朝日、赤神の港が隣

に河川が隣接するという形の中でですね、港の中に入ってきたという形がありまして、そ

れを漁船等の安全航行等含めまして、それを確保するために除去したという流れです。

ただ、今、ご指摘のありました海岸の方の関係の漂着物、これの関係については海岸管

理者であります北海道の方と協議した中では、道の方で基金造成しておりますクリーンニ

ューディール基金というのがありまして、その基金活用した中でですね、各町村からそう

いう要望を踏まえた中で、随時やるようなスタイルはとってました。それで、うちの方も

随時海岸の中で、そういう漂着物の多い場所をピックアップしながら北海道の方には要請

はしてます。

以前にですね、平成２２年度で１回、そういう基金を使って除去した経緯はありますけ

ども、最近のものについては要望はしてますけども、なかなか実態としては出来ていない

というふうなこともありますので、そちらの北海道への要請と合わせましてですね、あと

町内会と組合との、そういう地域の人方の協力も得た中でですね、もし可能であればその

辺の大きな部分を除去していければ、いくらかでもそういう景観等に配慮出来るかなとい

うふうな思いがありますので、その辺の含みは検討はしていきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) ２点目、建設課長。

○建設課長(若佐智弘君) 河川の氾濫、この度の大雨につきまして、８月９日、２３日と

続きまして、町民の皆さんにはいろいろとご不安を与えたところでございます。

確かに河川の場合、そのほとんどがですね、大規模な上流の方での土砂の流出、或いは

おっしゃられているように木々のこういう流入による排出口と申しますか、土管とかそう

いった所にですね、そういう木のその物が詰まって、それでそれにまた土砂が被さって水

があふれるというようなことが、今回も多く見受けられました。事前にそういう雨のない

時でも、平常時で見てみつけた所は随時そういう物を除去するような形もとっております

し、また実際そういう物がありました時には、場所によっては私共の手で対応出来る所も

あれば、その川の水量等によってはですね、やはり重機等を待たなければ対応出来ない部

分もありますので、出来る限り私共、現在はこのような大雨が集中的な豪雨があちこちで

発生するのが例年にないというよりも、それが何か近年は通常の形に近くなってきてるん

じゃないかなと思ってますので、そういう意味で見回り等もですね、随時行いまして、あ

と雨雲情報とかもですねレーダー等で早め早めの情報入手に心掛けて、早めの対応をして

いきたいというふうに考えております。以上です。
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○議長(斉藤勝君) ９番。

○９番(西川敏郎君) 皆さんの苦労はよくわかっているつもりです。この漁港の方の災害

なんですけれども、やはり本当にまあ○○○課長がいったようにですね、開発建設局とか

いろいろこうありますよね。そういった中でなかなか大変かと思いますけれども、この８

月９日の通行止めに関しても、やはりそういったその係官、もう通行、本当は出来るのに

係官がくるまで通行止め続行してやるというふうな、ものすごく我々素人からみればなん

でってこういうことになるのかなという、やっぱり役人の世界だなというふうな部分が、

ことこの災害の時になれば出てくるんですよね。

そういったところで、例えば今回１８日、１９日かな、２回目の豪雨あった時は、集中

豪雨ですから、他なんともなくても一箇所にドン！ときますんでね、本当にこう何年も前

からちょっとこう河川の補修した所が欠けて、そこを何年も手加えないでっていってる所

がもうちょっとで危ないとか、そういった部分が結構見受けられますんでね。これまた土

木の、土現の管轄だからちょっと、おら、わかんねえとかっていうことでなく、その辺の

あれをねこれから、まあ、今朝なんか意見書のあれも道州制反対の出てきてましたけれど

も、ますますこれからはこうなんていいますか、大きい一区切り一区切りでやって、なか

なか小さいところが疎かにされるような部分が出てきますんで、どうか一つ、まあ病院も

そうですけど、命と財産を守るためにはいろんな手立てをしていかなけりゃならないかな

と思いますんで、まあ、これはお願いっていいますか、そういうことで終わります。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１番。

○１番(福原英夫君) ページ２４と２５ページにわたってる今回の災害の資料の３７ペー

ジの修繕料について伺いたいと思います。

建設課、農林畜産課、ずいぶん苦労なさってるんでないかなと。私もいろいろと助言を

いただきながら、どうにかして、上川が集中しているものですから、どうにかしていい方

向の解決策がないかなということで担当課と協議してまいりました。それで、先日土現を

交えて三者で話し合いをしたということも聞いておりました。それでここで聞きたいのは、

抜本的にどういうふうにこの今年３回程この災害、集中豪雨によって３回程発生している

わけですけども、今後どのように治山治水、また道路改良等々含めて考えているのか、出

来ればお答え願いたいなと思います。よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 １時４５分)

(再開 午後 １時４５分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) 去る８月９日及び２３日の集中豪雨に伴う道道石崎松前線の

沿線に伴う、当課としましては用排水路の今後の被災対策について、旧土木現業所、現函

館建設管理部松前出張所と私共農林畜産課と建設課と三者で協議をしまして、何が問題か

と、まず一つについては最近でありますと、過去には松前町の集中豪雨と致しまして４０

㎜から５０㎜が最大雨量で、まあ、時間雨量ですけどもあったというのが経緯でございま

す。ただし、今年に入って時間雨量としてそれをはるかに超えた７０㎜を簡単に超えてし

まうという、かつて想像も出来ないような雨量という計算上で上がってきております。



- 33 -

また、その中において道道石崎松前線に携わる、各、数ヶ所に及ぶ沢の時点の流量計算

すると、現時点で我々の管理しております島前線、林道の入口の、ちょっと２、３軒の道

路付随した家にだいぶ浸水が起きるという形で、あすこの流量計算をしたところ、道道に

付随しました６００㎜の土管、取水口なんですが、それが当然７０㎜の降雨量については

耐えうるものではないということを検討しまして、旧土木現業所と協議して、根本的には

土砂の掃除をするというようなことだけでは何の解決もないという結論に達しまして、今

回建設部の方で管の入れ替え。当然７０㎜にも耐えられるような、またゲリラ豪雨ですか

ら、７０㎜よりまた超えるのもあるのかもしれませんけども、現７０㎜、いや８０㎜ぐら

いでも耐えうるような６００㎜から９００㎜、もしくはそれ以上の物ということの決断を

しまして、現在調査と作業に取りかかっているという状況でございます。まず、それが一

つでございます。

それと島前線の入口から道道をまた奥に５００メートルぐらい行くと、通称我々ですと

ホラバミ沢という用水路のゲートと一緒にあるような沢があります。そこから道道を越え

て畑の中に土砂が流出する場所がございます。これについてもいろいろ協議した結果、沢

の奥の方で道路から見える範囲では気が付きませんけども、ずっと奥の方へ調査しました

結果、この集中豪雨において山の奥の沢が大変な土砂崩壊を起こしているという結論で調

査の結果が出たもんですから、それであれば下流の方でいくら土砂を撤去しても焼け石に

水ということなもんですから、やっぱりここも根本的に大工事をするような方向で考えな

ければならないという形において、早速こっちの山の奥の方ですんで、渡島総合振興局の

林務課の方へ出向きまして、ご相談した結果、保安林、町有林が奥に大半なもんですから、

保安林指定というような条件を満たす限りで、大がかりな谷止め工ないし落差工などを設

置することは可能だということに達しましたんで、今、そちらの方もその作業で随時進ん

でおります。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) ありがとうございます。

このような公共事業、災害時に発生するものに対しての対応、迅速に行っていただいた

ことに、本当に感謝します。大変でしょうけれども、人命と財産の安全のために、スピー

ディーに、そして連携出来る箇所は連携出来るように態勢を整えて、今後取り組んでいた

だきたいということでございます。答弁いりません。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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５４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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５５号 平成２５年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)
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○議長(斉藤勝君) 日程第１２ 議案第５５号平成２５年度松前町国民健康保険特別会計

補正予算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 議案第５５号平成２５年度松前町国民健康保険特別会計補正予

算(第２回)について、その内容をご説明致します。

平成２５年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第２回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

第１条は歳入歳出予算の補正でございます。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５９５万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５

億４千２９５万２千円に致そうとするものです。

第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであり

ます。

今回の補正につきましては、歳出では平成２４年度で交付を受けた国・道の負担金、交

付金の精算に伴う平成２５年度での償還金の計上であります。また、歳入では療養給付費

等負担金などで精算に伴う追加交付分です。更に財源調整のため財政調整交付金の追加計

上が主な内容でございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１１ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項療養諸費は財源更正です。

１２ページです。３款１項１目後期高齢者支援金１９節負担金補助及び交付金で６６万

７千円の減額計上です。２目後期高齢者関係事務費拠出金１９節負担金補助及び交付金で

は１千円の追加計上です。いずれも額の確定によるものであります。

１３ページです。４款１項１目前期高齢者納付金１９節負担金補助及び交付金で６万６

千円の追加計上です。２目前期高齢者事務関係事務費拠出金１９節負担金補助及び交付金

で２千円の追加計上です。いずれも額の確定によるものです。

１４ページです。６款１項１目介護納付金１９節負担金補助及び交付金では３５万１千

円の減額計上です。額の確定によるものです。

１５ページです。８款１項１目特定健康診査等事業費は、財源更正です。

１６ページです。１０款１項３目償還金２３節償還金利子及び割引料では９１０万８千

円の追加計上です。これは平成２４年度で歳入となり、精算の結果、平成２５年度で償還

することになった支払基金に対する退職者医療分療養給付費交付金９０５万５千円が主な

ものでございます。

次に１７ページです。１２款１項１目繰上充用金２２節補償補填及び賠償金では２２０

万７千円の減額計上です。これは平成２５年４月末時点での推計で、不足の可能性があっ

たため、地方自治法施行令第１６６条の２の規定により繰上充用を実施しましたが、決算

に伴う減額であります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入でございます。６ペー

ジへお戻り願いたいと存じます。

２．歳入です。２款１項１目療養給付費等負担金２節過年度分で１７４万１千円の追加

計上です。３目特定健康診査等負担金２節過年度分で２５万１千円の追加計上です。いず

れも精算に伴う追加交付分です。

７ページです。２項１目財政調整交付金１節普通調整交付金で３７１万２千円の追加計

上です。これは財源調整のための補正であります。
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次に８ページです。３款１項１目療養給付費交付金２節過年度分で１千円の減額計上で

す。これは過年度分の療養給付費の交付がなかったことから、減額するものです。

次に９ページです。５款１項２目特定健康診査等負担金２節過年度分で２５万１千円の

追加計上です。これは精算に伴う追加交付分です。

次に１０ページです。９款１項１目療養給付費交付金繰越金１節療養給付費交付金繰越

分で１千円の減額計上です。２目その他の繰越金１節その他繰越金では１千円の減額計上

です。いずれも前年度会計からの繰越が無かったことから減額するものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願いたいと存じます。

第１表歳入歳出予算補正(事業勘定)歳入でございます。歳入合計補正前の額１５億３千

７００万円に、今回５９５万２千円を追加し、補正後の額を１５億４千２９５万２千円に

致そうとするものでございます。

次に３ページです。歳出においても歳入同様、補正後の額を１５億４千２９５万２千円

に致そうとするものでございます。

以上が議案第５５号、平成２５年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第２回)の内

容でございます。何卒よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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５５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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５６号 平成２５年度松前町介護保険特別会計補正予算(第１回)

○議長(斉藤勝君) 日程第１３ 議案第５６号 平成２５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。健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今議題となりました議案第５６号平成２５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。

平成２５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ろ

うとするものです。

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２千３０９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ９億３千９６２万３千円に。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７３万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千５６９万

２千円に致そうとするものです。第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

ろうとするものです。
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今回の補正につきましては、平成２４年度の保険給付費等に対する負担金交付金の精算

に伴う計上となっております。

それでは保険事業勘定歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。１３ページをお開

き願います。

１３ページ、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、１千３４２

万５千円の増額計上です。平成２４年度の精算に伴う超過分を平成２５年度で積立致そう

とするものです。

１４ページです。７款１項１目償還金では５６２万７千円の増額計上ですが、２３節償

還金利子及び割引料で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５６１万３千円の増額。地域支援事業(介護予防事業)に係る支払基金交付金及び

国・道支出金精算に伴う償還金で１万６千円の増額。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で２千円の減額です。包括的支援事業・任

意事業の交付金につきましては精算に伴う償還金が発生しないことによる減額計上です。

１５ページです。２項１目一般会計繰出金では２３節繰出金で４０４万６千円の増額計

上です。平成２４年度一般会計からの繰入金精算による超過分を一般会計に繰り出しする

ものです。

以上が保険事業勘定歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページへ

お戻り願います。

６ページ、２．歳入です。３款１項１目介護給付費負担金。７ページ、２項２目地域支

援事業交付金(介護予防事業)。３目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)。８

ページ、４款１項１目介護給付費交付金。２目地域支援事業支援交付金では、それぞれ２

節過年度分で１千円の減額計上です。

次に９ページです。５款１項１目介護給付費負担金では、２節過年度分で５９５万５千

円の増額計上です。平成２４年度負担金の精算による不足分が追加交付となることによる

ものです。

次に１０ページ、２項１目地域支援事業交付金(介護予防事業)。２目地域支援事業交付

金(包括的支援事業・任意事業)では、精算に伴う償還金が発生しないため、それぞれ２節

過年度分で１千円の減額計上です。

次に１１ページです。６款１項１目利子及び配当金１節利子及び配当金では、介護給付

費準備基金運用利子３千円の増額計上です。

次に１２ページです。８款１項１目繰越金では、１節繰越金で前年度繰越金１千７１４

万７千円の増額計上です。平成２４年度決算による剰余金１千７１４万８千６７２円を全

額平成２５年度へ繰り越しするための予算計上です。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。次に２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正保険事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額９億１千６５２

万５千円に、２千３０９万８千円を追加し補正後の額を９億３千９６２万３千円に致そう

とするものです。

次に３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を９億３千９６２万３千

円に致そうとするものです。

次にサービス事業勘定歳出の事項別明細書です。２１ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目一般会計繰出金では、２８節繰出金で７３万５千円の計上

です。平成２４年度決算による剰余金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。前のペ
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ージの２０ページです。

２．歳入です。３款１項１目繰越金では１節繰越金で７３万５千円の計上です。平成２

４年度決算における剰余金７３万５千６６９円を全額平成２５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。次に１６ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正サービス事業勘定の歳入です。歳入合計補正前の額１千４９５

万７千円に、今回７３万５千円を追加し補正後の額を１千５６９万２千円に致そうとする

ものです。

次に１７ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１千５６９万２千円

に致そうとするものです。

以上が、議案第５６号です。何卒よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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５６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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。

１５分間休憩します。

(休憩 午後 ２時０５分)

(再開 午後 ２時２０分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

◎議案第５７号 平成２５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(斉藤勝君) 日程第１４ 議案第５７号 平成２５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。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) それでは、議案第５７号平成２５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。

平成２５年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところ

によろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ７５万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５２万４千円

に致そうとするものでございます。

第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものでござ
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います。

今回の補正でありますが、平成２４年度決算の終了に伴い、その精算をするための補正

でございます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。７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、１９節負担金補助及び交

付金で２２万２千円の追加計上です。これは平成２５年４月、５月で納入された平成２４

年度に属する保険料を平成２５年度の会計から支払いするものでございます。

次に８ページです。３款２項１目一般会計繰出金、２８節繰出金では５３万５千円の追

加計上です。平成２４年度会計から２５年度会計へ繰越した額の内一般会計へ繰り出しし

ようとする分であります。

以上が歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入でございます。６ペー

ジへお戻り願いたいと存じます。

２．歳入です。５款１項１目繰越金では、７５万７千円の追加計上です。平成２４年度

の決算剰余金を平成２５年度会計へ繰越するものでございます。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻りい願いたいと存じます。

第１表歳入歳出予算補正、歳入でございます。歳入合計補正前の額９千９７６万７千円

に今回７５万７千円を追加し、補正後の額を１億５２万４千円に致そうとするものでござ

います。

次に３ページでございます。歳出におきましても歳入同様補正後の額を１億５２万４千

円に致そうとするものでございます。

以上が議案第５７号、平成２５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。何卒よろしくご審議の程お願いします。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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５７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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５８号 平成２５年度松前町水道事業会計補正予算（第３回）

○議長(斉藤勝君) 日程第１５ 議案第５８号 平成２５年度松前町水道事業会計補正予

算（第３回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(佐々木信秀君) ただ今議題となりました、議案第５８号平成２５年度松前町

水道事業会計補正予算(第３回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は前回７月の第２回臨時会におきまして、実施設計委託料を予算補正

致しました静浦地区雨竜橋配水管布設替工事につきまして、この度実施設計が完了したこ
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とから、本体工事に係る経費を追加補正致そうとするものでございます。

それでは補正予算書の１ページです。

第１条は総則です。平成２５年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)は次に定めると

ころによろうとするものでございます。

第２条は業務の予定量です。平成２５年度松前町水道事業会計予算第２条に定めた業務

の予定量を次のとおり補正致そうとするものです。第４号主要な建設改良事業におきまし

て、福山地内配水管改良工事他既決予定量１５件、７千７９６万３千円に今回２千３３９

万円を追加し、補正後の額を１億１３５万３千円に致そうとするものです。なお、補正予

定量の件数１件につきまして、括弧書きで記載してございますが、前回の補正予算で設計

委託分を既に計上しておりますので、今回合わせて１件ということで、内容で括弧書き致

しております。

第３条は収益的収入及び支出です。予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正致そうとするものです。収入第１款事業収益で既決予定額１億８千２４５

万３千円に１千２００万２千円を追加し、補正後の予定額を１億９千４４５万５千円に致

そうとするもので、この内訳は第２項営業外収益他会計補助金で雨竜橋配水管布設替工事

にかかる一般会計からの簡易水道事業運営費補助金を増額するものです。

支出では第１款事業費で既決予定額１億８千３７７万１千円から１１１万４千円を減額

し、補正後の予定額を１億８千２６５万７千円に致そうとするもので、第２項営業外費用

の消費税及び地方消費税について、４条予算における雨竜橋配水管布設替工事の実施によ

り、仮払消費税が発生することから、第３条予算における国庫納付にかかる消費税を相殺

整理し、１１１万４千円を減額致そうとするものです。

第４条は資本的収入及び支出です。予算第４条の本文括弧書き中不足する額、１億１千

３１０万３千円を１億２千４４９万３千円に、過年度分損益勘定留保資金１億８４０万円

を１億１千８６７万６千円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３７０万

３千円を４８１万７千円にそれぞれ改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正致そうとするものです。２ページをお開き願います。

補正予定額の内容と致しまして、収入では第１款資本的収入で既決予定額１千１７１万

２千円に１千２００万円を追加し、補正後の予定額を２千３７１万２千円に致そうとする

もので、この内訳は第１項企業債で雨竜橋配水管布設替工事に係る簡易水道事業債１千２

００万円の増額です。支出は第１款資本的支出で、既決予定額１億２千４８１万５千円に

２千３３９万円を追加し、補正後の予定額を１億４千８２０万５千円に致そうとするもの

で、この内訳は第１項建設改良費における雨竜橋配水管布設替工事費２千３３９万円の増

額です。

第５条は企業債です。予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法を次のとおり補正致そうとするものです。第１号追加の分と致しまして、起債

の目的は雨竜橋配水管布設替工事で限度額１千２００万円。起債の方法、利率及び償還の

方法は記載のとおりです。

第６条は他会計からの補助金です。予算第８条に定めた簡易水道建設改良費等のため、

一般会計から補助を受ける金額を次のように補正致そうとするもので、既決予定額１千３

７９万１千円に１千２００万２千円を増額し、補正後の予定額を２千５７９万３千円に致

そうとするものです。この内容は先程ご説明致しました第３条収益的収入の営業外収益、

他会計補助金に計上された雨竜橋配水管改良工事に係るものです。

３ページ以降に予算の実施計画及び資金計画、並びに平成２５年度末における予定貸借
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対照表等、予算の説明書と合わせまして実施計画に係る参考資料も添付してございますの

でご参照願います。

以上が議案第５８号平成２５年度松前町水道事業会計補正予算(第３回)の内容です。ご

審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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５８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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６１号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について

○議長(斉藤勝君) 日程第１６ 議案第６１号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変

更についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) それでは、議案第６１号北海道後期高齢者医療広域連合規約の

変更について、その内容をご説明申し上げます。

この度、北海道後期高齢者医療広域連合会から、地方自治法第２９１条の３の規定によ

り、規約の一部変更の協議がありましたので、地方自治法第２９１条の１１の規定により

議会の議決をいただこうとするものでございます。

説明資料新旧対照表よりご説明申し上げます。今回の規約の一部を変更する理由は、住

民基本台帳法の一部改正等に伴う規定の整備であります。

別表第２、備考２中、「及び外国人登録原票」を削るとするものであります。

附則として、第１項はこの規約は地方自治法第２９１条の３第３項の規定による北海道

への届け出をした日から施行致そうとするものであります。

第２項は、改正後の別表第２備考２中の規定は平成２６年度以後の年度分の負担金につ

いて適用し、平成２５年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例によろうとす

るものであります。

以上が、議案第６１号北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についての内容でござ

います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。
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お諮り致します。

議案第６１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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。

議事日程協議のため、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３４分)

(再開 午後 ２時３７分)

○議長(斉藤勝君) 再開致します。

◎諸般の報告

○議長(斉藤勝君) 議会に関する諸報告は、お手元に配布の通りでありますのでご了承願

います。

◎議事日程の追加の議決

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

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。

◎認定第１号 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 平成２４年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１７ 認定第１号 平成２４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 平成２４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１９ 認定第３号 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４年度松前町病院事業会
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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、これに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平成２４年度松前町一般会計歳入歳出決算、

平成２４年度松前町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成２４年度松前町介護保険特

別会計歳入歳出決算、平成２４年度松前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、平成２

４年度松前町水道事業会計決算、平成２４年度松前町病院事業会計決算について、それぞ

れ議会の認定をいただきたく提出致します。

各会計につきましては監査委員の審査に付したところ、別紙平成２４年度松前町各会計

決算審査意見書及び平成２４年度松前町水道事業会計決算審査意見書、並びに平成２４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、且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

意見書が付されておりますが、病院事業会計においては一部会計処理にあたって改善を要

するべき、要すべき事項について指摘を受けておりますので、適切な措置を講じ、万全を

図るよう努めてまいりたいと存じます。

以下、各会計の決算概要についてご説明申し上げます。

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５６億２０４万

４千８４２円、歳出決算額につきましては支出済額が５３億３８５万６千６１３円で、歳

入歳出差引残額は２億９千８１８万８千２２９円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の継

続費逓次繰越額５万２千円、繰越明許費繰越額１千１４７万６千３９８円の合計、１千１

５２万８千３９８円を差し引いた２億８千６６５万９千８３１円が実質収支となり、この

内１億４千万円を翌年度へ繰り越しし、残額の１億４千６６５万９千８３１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６億４千５

４１万５千７４２円に対し、収入済額が５億６千３８９万５千５９４円で、収入割合は８

７．４％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６３億６千４５１万３千１５３円に対しまして、

支出済額が５３億３８５万６千６１３円で執行割合は８３．３％となっております。執行

割合が低いのは、松前中学校改築事業等の翌年度への繰り越しが１０億１千９１２万７千

８９８円あるもので、この繰越額を予算総額から差し引いた執行割合は９９．２％となっ

ております。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１４億

９千１３３万６千４４１円、歳出決算額につきましては支出済額が１５億３千８１２万９

千４２２円で、歳入歳出差引歳入不足額は４千６７９万２千９８１円となり、全額平成２

５年度歳入繰上充用金で補填しております。歳入の内国庫支出金は調定額収入済額とも３

億９千６１２万７千４３８円で、歳入決算総額の２６．６％となっております。国民健康

保険税につきましては、調定額３億９千９７７万１千５１６円に対し、収入済額は２億６

千６０２万６千２４４円で、収入割合は６６．５％となっております。

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１０億６千５７２万１千１
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２円で前年度と比較致しますと、６千４９６万９千１９２円、６．５％の増加となってご

ざいます。依然として厳しい運営環境が続いておりますが、より一層の努力をしてまいり

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８億８千９０３万２千６７０円、歳出決算額につきましては支出

済額が８億７千１８８万３千９９８円で、歳入歳出差引残額は１千７１４万８千６７２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１億２千４７

２万３千４００円に対し、収入済額１億２千１１４万２千２００円で、収入割合は９７．

１％となったところでございますが引き続き高齢者各位のご理解、ご協力をいただきなが

ら一層の努力をしてまいります。

続いて歳出でございます。歳出の内保険給付費は支出済額が８億２５２万５３４円で、

前年度と比較致しますと４千６６２万２千８８２円、６．２％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１千４５

６万２千３８２円、歳出決算額につきましては支出済額が１千３８２万６千７１３円で、

歳入歳出差引残額は７３万５千６６９円となり、全額翌年度へ繰り越ししてございます。

次に後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入決算額につきましては収入済額が１

億２３７万３千９８０円、歳出決算額につきましては支出済額が１億１６１万６千８３３

円で、歳入歳出差引残額は７５万７千１４７円となり、全額翌年度へ繰り越ししてござい

ます。

次に水道事業会計でございます。現在１上水道３簡易水道をもって経営しております水

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を努めているところであります。平成２４年度決算につきまし

ては、収益的収支勘定において収入額は消費税込みで１億８千１１２万４千３８３円で、

支出額は消費税込みで１億７千２８９万６千９５３円となり、利益は８２２万７千４３０

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３６９万６千７５２円

となるため、当年度の純利益は４５３万６７８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４千４８４万７千円、支出済額は消費税込みで１億１千

６３万４千４２６円となり、差引６千５７８万７千４２６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、過年度分損益勘定留保資金から６千１５８

万２千７８６円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２０万４千６４０円

をもって補填し、決算を決了したところでございます。今後とも計画的な施設等の整備を

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が、収益的収支勘定において収入額は消費税込みで１

３億８千５８５万１千６０１円で、支出済額は消費税込みで１２億４千２０５万３千８３

３円となり、利益は１億４千３７９万７千７６８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３３万６千９５０円となるため、当年度の純利益は１億４千３４

６万８１８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

８６３万２千円、支出済額は消費税込みで７千３８８万９千５８０円となり、差引６千５

２５万７千５８０円の不足を生じましたが、その措置につきましては全額過年度分損益勘

定留保資金で補填し、決算を決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、病院事業の執行に万全を期してまいります。

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
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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(斉藤勝君) 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。

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、慎重審査の必要が

あると思われますので、議長及び議会選出監査委員を除く全議員で構成する決算審査特別

委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに付託

し、会期中に審査を終わることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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に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 午後 ２時５２分)

(再開 午後 ３時１５分)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

８番、西村健一君。

○８番(西村健一君) 委員長、副委員長の互選の結果を報告致します。先程設置されまし

た決算審査特別委員会の互選を、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１１番吉田孝男君、副委員長には２番近江武君が選任されましたので、

報告致します。以上。

○議長(斉藤勝君) ただ今、８番西村健一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１１番吉田孝男君、副委員長には２番近江武

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(斉藤勝君) お諮り致します。

議案審査のため、本日から９月１２日まで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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。
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◎散会宣告

○議長(斉藤勝君) 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１３日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ３時１７分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 斉 藤 勝

署名議員 近 江 武

署名議員 川内谷 進
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（開会 午前１０時０１分）

◎開議宣告

○議長(斉藤勝君) おはようございます。

本日は休会の日ですが、議事の都合により会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(斉藤勝君) 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、５番伊藤幸司君、

６番堺繁光君以上２名を指名致します。

◎議案第６２号 教育委員会委員の任命について

○議長(斉藤勝君) 日程第２ 議案第６２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) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第６２号教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げ

ます。

教育委員会委員濱田嘉彦氏は、平成２５年１０月５日をもって任期満了となりますこと

から、その後任の委員として、松前町字○○○○○○○○にお住まいの濱村明美氏を任命

致したく、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。

濱村氏の経歴を申し上げますが、別紙参考資料に添付してございますように、昭和○○

年○月○○日生まれの○○歳でございます。濱村氏は現在清部保育所の代替調理員として

勤務されている傍ら、松前高校ＰＴＡ副会長や小島地区青少年健全育成協議会委員をされ

ており、非常に教育熱心な方でございます。また、平成２２年からは松前町健康づくり推

進協議会の役員や民生委員、児童委員及び松前町介護保険事業計画等推進委員会委員など

を歴任されております。

以上が議案第６２号でございます。何卒議員の皆さま方のご同意をお願い申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。
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これより起立による採決を行います。

議案第６２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(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第６２号は提案に同意することに決定致しました。

◎議案第６３号 平成２５年度松前町一般会計補正予算（第８回）

○議長(斉藤勝君) 日程第３ 議案第６３号 平成２５年度松前町一般会計補正予算（第

８回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ただ今議題となりました議案第６３号平成２５年度松前町一

般会計補正予算（第８回）について、その内容をご説明申し上げます。

平成２５年度松前町の一般会計補正予算（第８回）は次に定めるところによろうとする

ものでございます。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３

１６万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億５千１３３万５千

円に致そうとするものでございます。２項と致しまして歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算

補正」によろうとするものです。

事項別明細よりご説明を申し上げます。７ページをお開き願います。

３．歳出です。８款２項１目道路橋りょう維持費１１節需用費で町道維持修繕料として

１６２万円の計上です。これは８月２３日の大雨により、町道大沢櫃の下線が未舗装のた

め、路面が削られるなどの被害が４箇所ございまして、その復旧作業に関わる費用の計上

でございます。なお、該当箇所図については、参考資料１１ページに掲げておりますので

ご参照願います。

８ページです。３項１目河川維持費１１節需用費で、河川維持修繕料として８２万２千

円の計上です。これは８月２３日の大雨により、大沢と荒谷地区の境界になります櫃の下

川の濁流により、コンクリートの擁壁が崩れるなど、また流木が堆積している箇所なども

ございまして早急に対応しなければならないことから、その費用の計上でございます。な

お、該当河川につきましては参考資料１１ページに掲げておりますのでご参照願います。

９ページです。１０款４項６目史跡保存整備費１１節需用費で、史跡保存整備修繕料と

致しまして７２万５千円の計上です。これも８月２３日の大雨で、松前藩屋敷の日本庭園

や松前城の堀に流れている水路が約１６メートルにわたり破損したため、その復旧のため

の費用の計上です。なお、該当箇所図につきましては、参考資料１２ページに掲げており

ますのでご参照願います。

以上が歳出です。次に歳入です。６ページをお開き願います。

２．歳入です。９款１項１目地方交付税１節地方交付税で３１６万７千円の計上です。

これは歳出財源に対応のための計上です。

以上が歳入です。２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正で歳入です。歳入の合計が補正前の額５２億４千８１６万８千

円、これに３１６万７千円を増額補正致しまして、補正後の額を５２億５千１３３万５千

円に致そうとするものです。
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３ページです。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の額に３１６万７千円

を増額補正致しまして、補正後の額を５２億５千１３３万５千円に致そうとするものです。

以上が議案第６３号です。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６３号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６４号 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第４ 議案第６４号 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準

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。病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) おはようございます。

ただ今議題となりました、議案第６４号松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の一部改正は、今まで条例に明記されておりませんでした非常勤嘱託員を条例に加

えようとするものであり、３枚目に添付しております説明資料に基づき説明申し上げます。

松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に係わる新旧対照表

です。下段に記載しています説明欄でございます。改正理由です。病院の持続的安定的な

経営と、町民に質の高い医療を供給し続けるにあたって優秀な人材を確保していく必要が

あることから、非常勤嘱託員を採用出来る仕組みを構築するため、条例の一部を改正致そ

うとするものでございます。

現行第２４条の見出し中｢非常勤医員及び臨時的任用職員｣を改正後は「非常勤医員等」

に改め、同条第１項中「非常勤医員及び」を「非常勤医員、非常勤嘱託員（別表に掲げる

職種に限る。）及び」に改めようとするものでございます。第２４条第１項を「非常勤医

員、非常勤嘱託員（別表に掲げる職種に限る。）及び臨時的任用職員（以下「非常勤医

員」という。）には、管理者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲

内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。」に致そうとするものでござい

ます。

第２回定例会において条例の一部改正は、松前町病院事業職員の給与に関する規程の一

部を改正する規程で、非常勤嘱託員の報酬の額等は管理者が別に定めるということで提案

説明させていただきましたが、このたびの一部改正は記載のとおり、条例中の別表におき

まして職種を明確にしようとするものでございます。規程、内部基準でなく、条例で職種

を定めようとするものでございます。
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２ページにお戻り願います。条文の内容でございます。第２４条中、第２４条の見出し

中「非常勤医員及び臨時的任用職員」を「非常勤医員等」に改め、同条第１項中「非常勤

医員及び」を「非常勤医員、非常勤嘱託員（別表に掲げる職種に限る。）及び」に改めよ

うとするものでございます。

附則の次に、次の別表を加えようとするものでございます。別表、第２４条関係でござ

います。職種としまして薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、

臨床工学技士、看護師、准看護師、栄養士、経営アドバイザー、その他管理者が必要とす

る職種でございます。

附則として、この条例は平成２５年１０月１日から施行しようとするものでございます。

以上が、議案第６４号松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例制定についての内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。

質疑ありませんか。

１番。

○１番(福原英夫君) 少し聞かせてください。この度、このような形で条例を改正する。

きちっとした形で項目を設けたということでございますけれども、その真意を知りたいと

思います。

もう一つは報酬について。ここで明記されてませんけれども。これは病院管理者がこの

条例が通った後、病院管理者が必要と認めた時には、内部の細則であり等々で自由に決定

することが可能なような感じが致しますけども、そこの部分はどのようになっているのか

お伺い致します。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) 今回の一部改正、条例に関しての真意という質問かと思い

ます。

第２回定例会、６月におきまして様々な議論がされた中で、全てにおいて内部規程、更

には規程の中での職種、金額の説明をさせていただきました。その部分がやはり一部です

ね、明確ではないのではないかという議論をされたかと記憶してございます。今回は条例

の中に明確に職種を謳って、どういう人間を非常勤嘱託員とするのかという部分をお示し、

示そうとしているものでございます。

更に金額の関係でございます。非常勤嘱託員の金額、条例に載ってませんけども、臨時

職員もそうかと思いますけども、条例において金額を明示するものは、明示することは若

干いかがなものなのかというふうに考えてございます。予算をもってですね、これは審議

していただき、明確に出来るものだと考えてございます。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) そうしますと、条例ではこのように明記するけれども、報酬等につ

いては予算で提示するということは、どのようにでも出来る。そうすると予算で出した場

合、その予算が審査の段階で否決されるという場合も有り得るということは、想定の範囲

内になりますよね。

なぜ、私がこのような質問をしたのかというと、条例を改正をするのは私はいいと思い

ます。ただし、その根底に渦巻いているものが何となくドロドロしているものですから気

にしてるわけです。

今回１年以上にわたり、病院関係の諸問題について協議し、２４年度決算も不認定。そ
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の要因は元職員が財務会計規則を遵守しないで会計処理を行っていたということが判明し

た。人材として不適格であると判断した結果ではないかなと思います。今日まで行政を混

乱させ、町民に不安と心配を与え、更に自己の主張を正当化し、目的達成のために多くの

方々を巻き込んだ功罪を私は厳しく問いたかったわけでございます。

アドバイザーとして議会が不適格と判断した元職員を、なぜそうまでして任用しなけれ

ばならないか。今回のこの条例改正にあたってもそのようなことがかいま見れるわけです。

私は、松前町の町立病院のアドバイザーとして名刺に、その肩書きを書かれることが非常

に屈辱的なんです。なぜかというと、不適格といわれている人間を任用する。その判断、

決断をするということ事態が許されません、私は。

町内の、町内外の関係者に松前町は現状としては笑われているような感じしてますよ、

私は。なんでこんなことでこのようなまでになるのか。なぜ、このようなことを許すのか。

だから、この条例制定に至った経過経緯っていうのは不安でならないんです。

そして、このようなことが聞かれました。本当かどうかは私にはわかりませんけども、

流れているということでおさえてください。私のいうことを聞かないと倍返しにして松前

に返してやる。この問題解決のためには、町長に謝ってもらう。先に廃案になった条例を

制定して、認定してもらう。病院を自由に経営する、経営させてほしい。まことしとやか

に聞こえてきたんです。私は、立場で何をしてもいいということを、無理難題を押しつけ

ても達成するという、踏み込んではいけない部分に踏み込んでいるように思います。理性

をもって行動しなければならない立場の人間が、立場、役割を分担し、町民の幸せと安全

安心のための最大限の努力を日々行わなければならないのに、寂しい限りです。目に余る

なりふり構わない行動に反省の言葉もなく、今後続けていくんでしょうか。

町長には、このような形で提案するということをよしとしたわけでございます。私は、

これを認めるには言葉だけでなく、病院管理者と目的目標を一つにして病院経営を行うと

いうことが確約でき、また今後絶対このようなことを起こさないという言葉を聞いたので

あれば私は賛成します。もうこれ以上、行政を苦しめたり、町民を苦しめたり、動員した

り、そのような手段を使わないでいただきたい。行政の立場を担当事務長から充分に聞い

ています。ルールというものが、もう少し厳粛に守っていただきたい。そういうつもりで、

町長、お聞かせください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 大変厳しいご指摘をいただきました。今般の条例提案につきまして

は、現状の課題を解決しながら、町民の皆さま方の不安の解消に努めるべく、病院事業管

理者と協議の末、このような提案をさせていただきました。

何と致しましても町民の健康、命を守るのは町長としての責務であります。本当に町民

の皆さんに不安をおかけしましたことに対しましては、心からお詫び申し上げたいという

ふうに思います。

病院事業管理者と目的は一緒でありますので、これからもいい病院、愛される病院を作

るために頑張りたいと思いますので、何卒ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １番。

○１番(福原英夫君) 先程事務局長が、予算で報酬等についてわかるように説明致します

というようなことをいいました。この報酬について、今まで町民であり退職者報酬、いく

ら人材が素晴らしくても種々問題課題があったわけでございます。そこのところが曖昧不

明確でこれから進むわけでございます。また先程議会がノーと突きつけたにも関わらず、

このようなことが提案されたということが、非常に心苦しい。もし報酬について、改定、
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改正、報酬を上げる、そのような時がもしきたならば、自治体のトップ、町長、財政担当、

充分に協議をして、また伺いを立てて実行してください。そこのところがない限り、その

ことの約束がない限り、私は立てません。

先程から、先程いいましたように、してはいけない、人間としてしてはいけないことを

ずーっと１年以上かかってる。これを許すということは、松前町の自治を運営する立場の

松前町民としては屈辱的だなと。言葉としては先程から不適切な言葉を使っておりますけ

れども、もう一度考えを新たにして答弁願いたいと思います。私は３回で終わりですけど

も、決算であり予算であれば何回も質問出来るわけでございますけれども、３回より出来

ませんので、事務局長、町長、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) まず、報酬の関係でございます。平成２５年度の当初予算

におきまして、非常勤嘱託員２名ということで、月額２０万円で議決をいただいたところ

でございました。その後、議員ご承知のとおり様々な動きの中で、北海道が間に入りまし

て、４月１日付で臨時職員として経営アドバイザーが月額２０万、看護業務アドバイザー

が月額２５万ということで現在も働いていただいております。

今後、この一部改正が皆さんにご理解いただいた段階では、院長と協議しながら、この

条例の運用にあたって協議をしていかなければならないものだというふうに、考えてござ

います。更に、決算の認定の関係でございます。非常に重く受け止めてございます。これ

につきましても上司と相談しながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願い

たいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 事務局長の方から予算、決算についての認識をお話していただきま

した。本当に決算につきましては厳しいご指摘を得ていると、こういうふうに認識してい

るものであります。

まず、今回条例で明記させていただいたということにつきましては、まず町民の皆さん

にわかりやすい、透明性をもった内容にしようというのが狙いでありますので、先程議員

ご指摘のとおり、予算につきまして、予算委員会、或いは補正予算の中で議員の皆さんと

協議しながら進めてまいりたいというふうに思ってますので、ご理解いただきたいという

ふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時３０分)

(再開 午前１０時３０分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

事業管理者。

○病院事業管理者(木村眞司君) 福原議員の質問にお答え致します。

病院の事業にあっては、いい人材が確保されることが何よりのことでございます。今年

度は２０万、２５万ということでやっております。病院事業管理者には地方公営企業法に

基づいて権限が与えられております。今年度は２０万、２５万、このように考えておりま

す。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。
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(休憩 午前１０時３１分)

(再開 午前１０時３３分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。

２番。

○２番(近江武君) 私はそもそもですね、この条例の、改正された条例っていってますけ

ども、どうも先に出された内部の運用基準というものが、見え隠れするような、そういう

ような懸念がされておりまして、私はとても賛成出来るような状況でないと思います。

先程福原議員がいいましたけども、２４条関係ですけども、経営アドバイザーなんです

ね。２４年度の決算でですね、監査委員から１２も１３も指摘されてですね、事務の基本

すらやってない人がね、ないためにですよ、２４年度の病院の会計が確定されなかったん

ですよ。そしてですね、住民から住民監査請求が上がってるんですよ。そういう人をです

ね、この条例の中でですね、経営アドバイザーとしてまた使うんですか。町長、いかがで

すか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前病院を守るために、提案させていただきました。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) 松前町病院を守るためにといいますけども、一人の人間の進退がです

ね、どうして松前病院の崩壊に繋がるんですか。医者がいなくなるとか看護婦がいなくな

るとか。おかしいんじゃないですか、こんなこと。私はそう思いますよ。町民を扇動して

ですね、病院がなくなる、医者がいなくなる、ああ、困った困った。聞くところによると

署名も集めていると。おかしいんじゃないですか、こんなこと。悪いものは悪いとなぜい

わないんですか。身内だからですか。皆さんにそれはね、役場の職員上がりだからという、

身内だからしょうがないんだという、そういう批判で見られますよ。

それと、住民監査の重大さもまだわかっていません。今、住民監査を受けてぞろぞろぞ

ろぞろ公金の流用に関する問題が出てきたら、松前町が裁判沙汰に訴えられるんですよ。

そんなことがわからないんですか。松前町の病院を守るためにと健康を守るためにと、こ

んなこといってる場合でないんですよ。もう一度、町長の意見をお聞かせ願いたい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 近江議員のご指摘、強く受け止めたい、こういうふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) 私はね、とてもじゃないけどいいましたようにこの条例は受け入れす

ることは出来ません。

そして、私は一番心配しているのはですね、この条例が否決された場合、町長は辞職す

るか議会を解散するかしかないんですよ。その辺のね、重要性、重大な責任を感じ取って

いただきたい。我々は町長を信頼して、若い町長を信頼してですね、町長頑張ってくれと

いってるんですよ。町民もそういってるんですよ。悪いものは是正する、膿は出す、誰に

でも透明、透明性のあるような病院会計、それを築き上げていってもらいたいと思うんで

すが、もう一度町長の覚悟お聞かせして、私の答弁終わりたいと、質問終わりたいと思い

ます。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に厳しいご指摘をいただきました。私は、先程も申しましたけ
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ども、町民の生命と健康を守るということが町長の責任であります。本当にこう町民の皆

さんに愛される、信頼される町立病院を作っていきたいというふうに思っております。ご

指摘充分理解させていただきます。頑張りますので、一つよろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 今、条例の審議だからさ。反対だとか賛成だとかっていう話には

ならないで、この条例がどういうところに疑問があるかみたいなのを正していくのがね、

この場だということを認識しながら、質問したいと思います。

まず、前回第２定で否決された３８号議案の、これは代替として出てきた議案と、私は

そういう認識をしております。どこがどういうふうに否決されたものを是正して、議会の

承認を得ようとしているのか。条例の本文ずっとこう見てみたんですけどね、この別表と

いう形で、今まで本文についていないものを、そうしたものを明記してこれも議決の対象

にしたという点では一歩前進かなと、こういう理解はしております。

それでまずね、非常に残念なのはね、特定の人を想定しながら条例を審議しなければい

けないってのが情けないんですよ。誰がみたってね、公一般に通ずる条例でなければいけ

ないでしょう。こういう特定の人を想定しながら条例審議するというところに、各議員の

疑問と不満があるんです。

我々、これ議決の結果を町民にどう説明しますか。特定の人をね、こういう形で位置付

けをする。それがいいか悪いかの議論なんてのはね、ようするにナンセンスな話ですよ。

そういう観点からね、この条例の中身、疑問、採決するための疑問を質していくんですけ

れども、前段の質疑の中で金額的なものが明示されていないと。それがこれに付随する内

部規程や規約や、そういうものでこれは決められていく要素があるわけですね、これは。

それは議会も責任を感じて、出来ることならその部分もきちんとこの附表の中に明示して、

議会の責任は私は取りたいと思うんですよ。知らないところでね、この条例が可決しまし

た。別なところで金額をこうします。それに疑問を持ったら予算審議でやりなさいって、

なんて話ですか。条例ってそういうもんじゃないでしょうや。最初からそういう疑念をい

だくようなね、条例を出すことに対して、私は疑問を感じてるんですよ。

それからね、なぜこういう話をしなければいけないかというとね。まあ、普通の条例で

あれば管理者が必要と認める職種という項は、私は弾力条項として必要なことなんです。

管理者がどうしても必要だというものは、いつかの時点でどういう場面か、これ想定され

ませんけれども、それが出すことの出来ない条例であれば私は不備だと思うんです。

ですから、この管理者が必要と認める職種という項はね、ある意味では条例の一つのス

タイルとして、弾力条項として私は理解出来るんです。しかし、その背景にあるのはね、

設置者と、これは町長ですよね。事業管理者、院長ですね。ここに信頼関係が全くない。

最終責任者の町長が、管理者がもしこういう職種でこういう人をっていって、町長はどっ

からみてもこの人には疑問を抱くという要素があっても、管理者が認めない。平行線で、

こんなことしてたら、１番議員がいうように混乱してしまいますよ。そういう感じがここ

に、今までの議論の過程に明確に出てるでしょう。その辺をね、きちっと整理された上で

なければ、この条例は非常に不備があると。もし、今いったような観点から説明いただけ

るんでしたら、説明していただきたいと。

○議長(斉藤勝君) 病院事務局長。

○病院事務局長(三浦忠男君) 梶谷議員からのご質問でございます。

今回一部改正で別表の中で、このような職種を提示させていただきました。議員おっし
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ゃられるとおり、経営アドバイザー、特定の人ではないと私、判断してございます。いず

れにしましても、今後管理者の院長が判断するものだと考えてございます。

また、条例の中で金額も明記するべきではないのかというお話ございました。今回の一

部改正を上程するにあたって、いろいろ協議をさせていただきました。その中で、まあ一

部当時金額を入れないことについてご理解いただけるのかどうかということも、私、正直

懸念してございました。しかしながら、協議を重ねる中でその金額等については予算で皆

さんにご審議していただいたものをもってですね、明確に出来るのではないかというお話

もございましたので、条例には金額を入れてございません。内部基準の中でそれを謳って

予算をもって根拠付けしていきたいものだと考えてございますので、よろしくお願い致し

ます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) それも一つの理屈でしょう。ただね、はっきり規則、或いは内部

規程みたいなもので、この職種に対しては、例えば技術系ですと２５万限度ですよね。事

務職ですと２０万とそういう嘱託、或いは臨時の項があるんですからね、それをここに載

せておけば、予算の段階でこの人方の給料はいくらだべがなって心配しなくて済むでしょ

う、その範囲内であれば。議論なんもいらないでしょう。そう思いません。私はそう思い

ます。

まあ、意見の食い違いであれば、見解の相違であれば、それはそれで良いですけども、

この条例の是非はね、誰がいいとか彼がいいとかっていう議論はやめようよ。そういう性

格のもんでないんだよ。はっきりこの条例がいいか悪いかっていう議論しない、或いは不

備なものはこうしなければいけないって議論であるはずなんだよね。いい加減やめようよ、

この誰がいいとか悪いとか。

そう思いませんか。私はもうこれ以上いいませんよ。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時４８分)

(再開 午前１１時３５分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

昼食のため１３時まで休憩します。

(休憩 午前１１時３５分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。

質疑ありませんか

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

◎議案第６４号 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例に対する修正動議について
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○議長(斉藤勝君) ただ今から議案第６４号松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部を改正する条例制定について、伊藤幸司君他、７名からの修正の動議が

提出されましたので、これより配布し、本案と合わせて直ちに議題と致します。

修正案配布のため、暫時休憩します。

(休憩 午後 １時００分)

(再開 午後 １時０２分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

修正案はお手元に配布のとおりでありますので、ご了承願います。

この際、提出者の説明を求めます。５番伊藤幸司君。

○５番(伊藤幸司君) それでは、議案第６４号病院給与条例の修正動議について、ご説明

申し上げます。

議案第６４号松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例に対する修正動議につきまして、発議者８名を代表しまして提案説明を致します。

提出年月日、発議者は記載のとおりでございます。本修正動議につきましては、地方自

治法第１１５条の３及び松前町議会会議規則第１７条第２項の規定により、別紙の修正案

を添えて提出するものであります。

末尾に添付しております説明資料により、その内容を説明させていただきます。修正理

由につきましては下段の説明欄に記載のとおり、薬剤師、看護師などの国家資格が必要な

技術職については、正職員での採用が困難な場合も想定され、人材確保の観点からも非常

勤嘱託員での任用も必要であると考えます。技術職以外の事務部門の職員である経営アド

バイザーについては、事務局長をトップとした事務局体制を、その事務局体制でその職務

を行うべきであると考えます。

以上の理由で、非常勤嘱託員は国家資格を有する技術職に限定すべきであり、別表に規

定する経営アドバイザー、その他管理者が必要と認める職種を削るため、本修正動議を提

出するものであります。

次に修正案の内容でございます。附則の次に次の別表を加える改正規定中「経営アドバ

イザー、その他管理者が必要と認める職種」を削ろうとするものであります。

以上が修正案の内容でございます。よろしくご審議の上、修正案にご賛同くださるよう

お願い申し上げます。以上です。

○議長(斉藤勝君) 説明が終わりましたので、これより修正案に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) はじめに原案に賛成の者の討論を行います。

討論ありませんね。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 次に原案、修正案共に反対者の討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 次に原案の、原案に賛成の者の討論を行います。
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ありませんね。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 次に修正案に賛成の者の討論を行います。

ありませんね。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 他に討論ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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。

始めに伊藤幸司君他７人から提出された修正案について採決を行います。

本修正案に賛成の諸君の起立を求めます

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立多数であります。

よって、本修正案は可決されました。

次に、ただ今修正議決、修正議決をした部分を除く原案について採決を行います。

修正部分を除く部分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(斉藤勝君) 起立多数であります。

よって修正部分を除く部分は原案のとおり可決されました。

◎認定第１号 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４年度松前町水道事業会計決算認定について

◎認定第６号 平成２４年度松前町病院事業会計決算認定について

○議長(斉藤勝君) 日程第５ 認定第１号 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４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 平成２４年度松前町病院事業会計決算認定

について。以上６件を一括議題と致します。

本件については、決算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。

決算審査特別委員会委員長吉田孝男君。

○１１番(吉田孝男君) 決算審査特別委員会審査報告書の提出について。

平成２５年９月４日、松前町議会第３回定例会において、会期中に審査を要すべき事件

として本特別委員会に付託された認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認
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定第５号、認定第６号について審査を終えたので、会議規則第７７条の規定により別紙の

とおり審査報告書を提出致します。委員会開催の年月日及び出席委員数は記載のとおりで

す。

審査結果、認定第１号から第５号までは認定すべきものと決定し、認定第６号は不認定

すべきものと決定致しました。審査の経緯につきましては記載のとおりです。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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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。

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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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致しました。

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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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致しました。

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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第５号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。
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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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第６号に対する、委員長報告は不認定であります。従って、認定第６号は原案につ

いて採決致します。

認定第６号を原案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(斉藤勝君) 起立少数であります。

よって、認定第６号は不認定とすることに決定致しました。

◎発議案第１号 所管事務視察調査について

○議長(斉藤勝君) 日程第１１ 発議案第１号 所管事務視察調査についてを議題と致し

ます。

提出者の説明を求めます。３番川内谷進君。

○３番(川内谷進君) 発議案第１号所管事務視察調査について、提案説明を致します。

調査事項は財産管理についてということで、廃校となった小学校を活用し、農林体験宿

泊施設を運営している徳島県勝浦町をはじめ、休廃校を有効活用するため、休廃校等の活

用に関する基本方針を制定している徳島県三好市を４日間以内の予定で視察調査するもの

です。提出者並びに賛成者については記載のとおりです。ご審議のほどよろしくお願いし

ます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第１号は原案のとおり可決されました。

◎発議案第２号 所管事務視察調査について

○議長(斉藤勝君) 日程第１２ 発議案第２号 所管事務視察調査についてを議題と致し

ます。

提出者の説明を求めます。６番堺繁光君。

○６番(堺繁光君) 発議案第２号所管事務視察調査について、提案説明を致します。

調査事項は社会教育についてということで、学校・家庭・地域の連携によるふるさと教

育、青少年教育が充実している島根県出雲市をはじめ、親子で利用出来る事業や高齢者の

知恵を地域・子どもに継承する事業などが充実している広島県熊野町を４日間以内で視察



- 61 -

調査するものです。提出者並びに賛成者については記載のとおりです。どうぞ、ご審議の

ほどよろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

発議案第２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、発議案第２号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第７号 道州制導入に断固反対する意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第１３ 意見書案第７号 道州制に断固反対する意見書について

議題と致します。

提出者の説明を求めます。３番川内谷進君。

○３番(川内谷進君) 意見書案第７号道州制導入に断固反対する意見書について。提出者、

賛成者並びに意見書の内容については記載のとおりであります。

ご審議の程、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第７号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第８号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の

財源確保を求める意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第１４ 意見書案第８号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に

関する地方の財源確保を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。７番油野篤君。

○７番(油野篤君) 意見書案第８号森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財

源確保を求める意見書について。提出者、賛成者並びに意見書の内容については記載のと

おりでございます。ご審議の程、よろしくお願い致します。
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○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(斉藤勝君) 日程第１５ 閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致しま

す。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中

所管事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長からの申し出のとおりこれを承認

することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、委員長から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致しま

した。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(斉藤勝君) 日程第１６ 閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と致

します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 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致しました。

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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎会期中閉会の議決
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○議長(斉藤勝君) お諮り致します。

今期定例会の会期は９月１３日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議了

致しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。よって、平成２５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(斉藤勝君) これをもって平成２５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。

(閉会 午後 ３時１７分)
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