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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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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

７８ 平成２６年度松前町一般会計補正予算(第７回) 26.12.18 原案可決

７９ 平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補正 同 上 同 上

予算（第４回）

８０ 平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算 同 上 同 上

（第２回）

８１ 平成２６年度松前町水道事業会計補正予算（第 同 上 同 上

１回）

８２ 平成２６年度松前町病院事業会計補正予算（第 同 上 同 上

３回）

８３ 松前町水産センター設置条例制定について 26.12.19 同 上

８４ 松前町子どものいじめ防止条例制定について 同 上 同 上

８５ 松前町地域包括支援センターにおける包括的支 同 上 同 上

援事業の実施に関する基準を定める条例制定に

ついて

８６ 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運 同 上 同 上

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例制定について

８７ 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育 同 上 同 上

事業の運営に関する基準を定める条例制定につ

いて

８８ 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 同 上 同 上

る基準を定める条例制定について

８９ 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営 同 上 同 上

に関する基準を定める条例制定について

９０ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 26.12.18 同 上

例制定について
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

９１ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁 26.12.19 原案可決

償に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

９２ 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条 同 上 同 上

例制定について

９３ 松前町立学校設置条例の一部を改正する条例制 同 上 同 上

定について

９４ 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例 同 上 同 上

制定について

９５ 松前町子ども医療費助成に関する条例及び重度 同 上 同 上

心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て

９６ 松前町児童デイサービス事業所設置条例の一部 同 上 同 上

を改正する条例制定について

９７ 松前町福祉灯油の助成に関する条例の一部を改 26.12.18 同 上

正する条例制定について

９８ 松前町地域包括支援センター設置条例の一部を 26.12.19 同 上

改正する条例制定について

９９ 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、 同 上 同 上

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について

１００ 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業 同 上 同 上

の人員、設置及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について

１０１ 松前町交流の里づくり館条例の一部を改正する 同 上 同 上

条例制定について

１０２ 渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更につ 同 上 同 上

いて
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議案番号 件 名 議決月日 議決結果

１０３ 指定管理者の指定について 26.12.19 原案可決

１０４ 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事 同 上 同 上

務の委託の廃止について

１０５ 七飯町への電子情報処理組織による戸籍等事務 同 上 同 上

に係る事務の委託について

報告１０ 専決処分報告について 26.12.17 承 認
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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 議会運営委員会 26.12.19 原案可決（ ）

第 ２ 号

意見書案 漁業用燃油にかかる軽油取引税免税措置の堅 同 上 同 上

第１０号 持に関する意見書

意見書案 「高校・大学教育の無償化」の前進を求める 同 上 同 上

第１１号 意見書

意見書案 ２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・ 同 上 同 上

第１２号 強化を求める意見書

議会改革に関する調査特別委員会調査報告に 同 上 報 告 済

ついて

閉会中の所管事務調査の申し出について（議 同 上 承 認

会運営委員会）

閉会中の正副議長、議員の出張承認について 同 上 同 上



平成２６年１２月１７日（水曜日）第１号
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平成２６年

松前町議会第４回定例会

平成２６年１２月１７日（水曜日）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 行政報告

日程第 ５ 報告第１０号 専決処分報告について

日程第 ６ 一般質問

◎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 行政報告

日程第 ５ 報告第１０号 専決処分報告について

日程第 ６ 一般質問

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 斉 藤 勝 君 副議長 １１番 吉 田 孝 男 君

１番 福 原 英 夫 君 ２番 近 江 武 君

３番 川内谷 進 君 ４番 椎 名 力 君

５番 伊 藤 幸 司 君 ６番 堺 繁 光 君

７番 油 野 篤 君 ８番 西 村 健 一 君

９番 西 川 敏 郎 君 １０番 梶 谷 康 介 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員等

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 若 佐 智 弘 君

総 務 課 長 野 村 誠 君 政策財政課長 佐 藤 久 君

税 務 課 長 松 谷 映 彦 君 福 祉 課 長 船 木 泰 雄 君

健康推進課長 阪 本 涼 子 君 町民生活課長 小 川 佳 紀 君

大島 支 所 長 兼 小 島 支 所 長 兼 大 沢 支 所 長 農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長

藤 本 正 浩 君 佐 藤 工 君

水 産 課 長 佐 藤 祐 二 君 商工観光課長 佐 藤 隆 信 君

建 設 課 長 鍋 谷 利 彦 君 川 合 貞 之 君会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

水 道 課 長 三 浦 忠 男 君 病院事業管理者 木 村 眞 司 君

小 本 清 治 君 病院事務局長 平 田 克 彦 君病院事業副管理者（事務）
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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

佐々木 信 秀 君 阿 部 猛 君文 化 社 会 教 育 課 長

選挙管理委員会事務局書記長兼監査室長監 査 委 員 藤 﨑 秀 人 君

議会事務局長 川 村 敏 之 君 近江谷 邦 彦 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 川 村 敏 之 君 次 長 尾 坂 一 範 君

主 査 斉 藤 明 君
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（開会 午前１０時００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２６年松前町議会第４回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご

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

◎開会宣告・開議宣告

○議長(斉藤勝君) ただ今から平成２６年松前町議会第４回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

○議長(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、４番椎名力君、５番

伊藤幸司君、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を申し上げ

ます。１２月１５日開催を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１２月２２日までの６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１７日から２２日まで

の６日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。
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よって、そのように決定致しました。

◎教育長就任挨拶

○議長(斉藤勝君) １０月１日就任された宮島教育長から発言を求められておりますので、

これを許します。

教育長。

○教育長(宮島武司君) おはようございます。

議長のお許しを得ましたので、一言ご挨拶を申し上げます。

この度、議会議員の皆様、教育委員の皆様のご支援をいただきまして、１０月１日付け

で教育長に就任させていただきました。微力な私であり、この責任の重さを痛感している

ところでございますけれども、松前長の教育の充実、発展のために、職員との意思疎通を

充分にはかりながら、精一杯、誠心誠意努めてまいりたいと決意しております。今後とも

議員の皆様のご指導をよろしくお願い申し上げます。

簡単措辞ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうか、よろしくお願い致

します。

◎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) どうも、おはようございます。

松前町議会第４回定例会開会にあたりまして、行政報告を申し上げます。

１、松前町立松前病院に関わる公金支出金返還請求事件訴訟（応訴）の判決確定につい

て。

平成２６年１月１７日、齋藤協氏を原告とする公金支出金返還請求事件の訴状が函館地

方裁判所から送達されました。裁判では、４回の口頭弁論の後、７月２４日結審し、１０

月２４日に函館地方裁判所において、次のとおり判決が言い渡されました。

(１)本件訴えのうち厚生労働省北海道厚生局の平成２２年２月１５日付け行政指導（北

海厚発０２１５第９号に対応して行われた診療報酬合計８千９８６万９千８１２円）の返

還処理の違法確認を求める請求に係る部分を却下する。

(２)原告のその余の請求をいずれも棄却する。

(３)訴訟費用は原告の負担とする。

この判決は、１１月８日に確定したところでありますので、ご報告申し上げます。

２、道南ドクターヘリの運行について。

ドクターヘリは、医師、看護師がヘリコプターに乗って出動し、現場で救命治療を行い、

速やかに高度医療機関へ搬送する「救急医療専用ヘリコプター」です。

北海道におけるドクターヘリにつきましては、道央圏、道北圏、道東圏には配置されて

おりましたが、唯一、道南圏だけが配置されておりませんでした。

道南地域における救急医療体制の充実を図るために、ドクターヘリの導入の必要性を検

討し、調査、分析をおこなうため、渡島、檜山の医療機関や関係市町村等で平成２４年４

月に「道南ドクターヘリ導入調査検討会」を設立して協議を進め、市立函館病院を基地病

院として、運航に係る赤字分を渡島、檜山の１８市町が利用回数に応じて負担することで
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合意し、平成２５年７月３０日開催の「道南ドクターヘリ導入調査検討会」において、ド

クターヘリ導入の正式合意がなされました。

更に、平成２６年３月に基地病院である市立函館病院に「道南ドクターヘリ運航調整委

員会」を設置し、ドクターヘリの運航に係る運用及び経費などの詳細事項を協議すること

とされたところです。

その後、道南ドクターヘリの事業主体であります、市立函館病院においてプロポーザル

方式により道南ドクターヘリ運航委託業務会社の選定を行い、平成２６年７月１日付けで

「鹿児島県国際航空株式会社」と委託業務契約を締結されたところです。

平成２６年７月１６日開催の「第２回道南ドクターヘリ運航調整委員会」におきまして

は、平成２７年２月１６日を運航開始予定日とし、各関係機関が連携しながら道南１８市

町協力のもとで進めて行くことが再確認され、運営に関して必要な事項を定めるために、

消防関係部会を設置し、ドクターヘリの要請基準等詳細事項を検討することとされたとこ

ろであります。

平成２６年１２月４日に開催されました「第３回道南ドクターヘリ運航調整委員会」に

おきまして、「道南ドクターヘリ運航要領」及び「ランデブーポイント候補地」について

決定がなされたところです。

当町における「ランデブーポイント（離発着場所）」（傷病者を乗せた各消防機関の救

急車とドクターヘリ等が合流する場所）につきましては、鹿児島国際航空株式会社の専門

員の調査を経て、７箇所が指定されております。

また、ドクターヘリの出動要請につきましては「道南ドクターヘリ運航要領」に基づい

て、基本的に地元の消防機関が行うこととされております。

参考資料と致しまして、「道南ドクターヘリ運行要領」及び「ランデブーポイント一

覧」を添付させていただきましたのでご参照願います。

今後の予定と致しましては、運航機が平成２７年２月上旬に納入され、搭乗医師、看護

師の搭乗訓練等を踏まえまして、平成２７年２月１６日の運航開始が予定されております。

ドクターヘリの運航により、緊急度、重症度の高い傷病者に対し、医師の治療をいち早

く開始することで、救命率向上や後遺症軽減が期待できるものです。

今後も、ドクターヘリの運用につきましては、事業主体であります基地病院でもある市

立函館病院を中心に、関係機関と連携してまいりますので、議員並びに町民皆様のご理解

とご協力をよろしくお願い致します。

３、松前半島道路建設促進期成会の設立について。

松前半島道路建設促進期成会については、既に渡島西部４町において平成６年度より設

立されており、平成８年には国に対する要請活動を実施してきたところであります。

しかし、平成１０年以降、他町から松前半島道路建設に反対意見などもあり、その活動

が停滞し、当期成会が休眠状態となっていたものであります。

今般、函館江差高規格幹線道路が函館市から木古内町まで、平成３１年に供用開始と公

表されたところであります。

当町では、函館市への交通網は、唯一国道２２８号となっており、本年の白神地区の落

石事故や、低気圧による大雪などで国道２２８号が通行止めとなる事例が発生しておりま

す。このため今まで休眠状態となっていた期成会を解散し、新たに２市４町（函館市、北

斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町）において要請活動を本格化するため、去る１

１月２６日に松前半島道路建設促進期成会の設立総会を開催したものであります。総会終

了後、函館開発建設部に当期成会設立の報告と、松前半島道路の必要性、更に一日も早い
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建設について陳情活動を行ったところであります。

今後は、国土交通省等に対しても、一日も早い建設実現のため要請活動を本格化してま

いりますので、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。

◎報告第１０号 専決処分報告について

○議長(斉藤勝君) 日程第５、報告第１０号、専決処分について、平成２６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(佐藤久君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました報告第１０号、専決処分報告について、その内容を

ご説明致します。本件につきましては、緊急を要した平成２６年度松前町一般会計補正予

算（第６回）の専決処分でございます。平成２６年１１月２１日に衆議院が解散致しまし

て、１２月２日公示、１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査に伴い、投票事務及び開票事務に要する経費を緊急に予算化する必要が生じたことから、

１１月２１日付けをもって１千１５５万６千円の補正予算を地方自治法第１７９条第１項

の規定により、専決処分書のとおり専決処分をさせていただいたところでございます。こ

のため、同条第３項の規定によりまして、議会に報告し、その承認を求めようとするもの

でございます。それでは、専決処分書により、その内容をご説明を申し上げます。

平成２６年度松前町一般会計補正予算（第６回）でございます。平成２６年度松前町の

一般会計補正予算（第６回）は、次に定めるところによ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１千

１５５万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億２千４２７万１

千円に致したところでございます。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」によることとしたところでございます。

以上のとおり、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を致したところでご

ざいます。

歳出の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。２款４項４目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費で、１

節報酬から次のページの１８節備品購入費まで、総額で４９３万６千円の計上です。いず

れも衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費の計上でございます。

なお、１８節備品購入費につきましては、投票用紙計算機１台分の購入費用の計上でござ

います。

９ページです。１３款１項１目職員給与費３節職員手当等で、時間外勤務手当６５０万

円、休日勤務手当１２万円についても、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

事務に要する職員手当の計上でございます。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。６ページをお開き願います。

２．歳入です。１４款３項１目総務費道委託金４節選挙費委託金で、衆議院議員総選挙

及び最高裁判所裁判官国民審査委託金で１千１５５万６千円の計上です。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入でございます。歳入の合計が補正前の額６０億１千２
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７１万５千円、これに補正額１千１５５万６千円を増額致しまして、補正後の額を６０億

２千４２７万１千円に致したところでございます。

次に、３ページです。歳出でございます。歳出につきましても補正前の額に１千１５５

万６千円を増額致しまして、補正後の額を６０億２千４２７万１千円に致したところでご

ざいます。

以上が報告第１０号でございます。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。

報告第１０号を承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、報告第１０号は承認することに決定致しました。

◎一般質問

○議長(斉藤勝君) 日程第６、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。

数年に一度という気象の状況の中で定例会がスタートしたわけでございます。議会の流

れもそれによって多少変更があって、今晩の晩飯のお願いをうちの家内にしたと、そんな

経緯もありました。

１４日でしたか、今の専決処分の報告の関連で中央の政治の中枢の姿が見えてきたわけ

なんですけれども、結果的には一強多弱というような言葉が生まれるような状況で終わっ

たわけでございます。これが、これからの松前町をはじめ地方の自治体にどう響いてくる

のか、いずれにしましても国が唱えている地方創生の言葉、専任大臣まで据えてかかって

いることでございますけれども、何と言っても自分達の町は自分達で守らなければいけな

いんだと。まあ、国の力をあてにしないという表現は不適切かと思いますけれども、それ

をあてにしてのほほんとはしていられないと、そんな気持ち、今回のこの定例会にも松前

町の基幹産業の状況の厳しさを思いながら、一般質問という形で通告させていただきまし

た。

私の他にも併せて５人、一般質問通告しておりますけれども、必ずどこかにこの地方創

生という言葉、やっぱりそれだけ皆さん、町の状態に危機感を覚えて、その結果こういう

形になったのかなと思います。

昭和４６年、私が議会に初めて参画させていただきました。今日までその推移をずっと

こう思い浮かべていますとね、何と言っても松前は基幹産業は漁業なんですよ。当時、私

まだ駆け出しの議員でしたけれども、やはりそうした町の状況を見ながら、一般質問でこ

んな質問したことがあるんです。基幹産業は漁業、その時点ではね、間違いなく原口から
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白神までの漁民の方々は生計を維持できていたんです、まさに、基幹産業だったんです。

私の発言はね、そういう状況の中で、将来漁業で飯を食えなくなることも有り得るから、

町長は子々孫々のことを考えて布石をすべきだと、例えば企業誘致だとか、或いは別な産

業を興すとか、そういうことをしなければいけないんでないのかなという質問をしたんで

すよ、そしたらね、梶谷、素人のくせに何言うんだと。まあ、もっとも考えてみますと原

口から白神までの当時２６人が議員定数だったんです。原口には可香さんがいた、斉藤益

雄さんがいた、江良には現職の組合長河崎一男さん、清部には斉藤清三郎さん、現職の組

合長です、更に斉藤長助さん、そして、小島にくると阿部作松さんはいただろうし、渡辺

茂さん、更には松谷健七さん、本町にきますと三浦昭蔵さん、現職組合長ですよね、そう

した人方にある意味では私野次られたわけですよ、素人のくせに何を言うんだと。でもね、

やっぱり将来を考えれば、素人は素人なりの目があるということで、ちょっと肩張ってや

った経緯があります。

そういう流れの中でね、二代目の町長、坂本さんだったんです、坂本富雄さんだったん

ですね、二代目町長、さすがに坂本さんも町政全般を考えるとね、漁業だけでは将来に対

する危惧を覚えていたのかと思います。何を言われたのかと言いますと、漁業者の副業み

たいな形で牛の導入をしましたよね、九州、阿蘇から短角の導入しました。それが変わっ

て褐毛和種、更には平成４年の２月だったと思いますね、その頃に黒毛和種の研究会、立

ち上げまして今日に至っておるんです。まさに当時は副業ということでスタートしたけれ

ども、今日の畜産の基礎をそこで作ってくれたんでないかなと、このように私は受け止め

ております。更に企業誘致の面ではね、中央競馬会の軽種馬育成牧場の誘致も坂本町長は

走り回ったんです。私も当時産業常任委員長、陳情に同行致しましてね、走り回ったんで

すけれども、結果的には実を結ばなかったと。更には日立製作所のＩＣの工場誘致、残念

ながら千歳市に決まってしまった。

いろいろ坂本さんも頑張ってきた、或いは歴代の町長も駆けずり回ってきたけれども、

やっぱり結果を見るとまさにこの漁業、基幹産業が変わらず未だに町の中心になってる。

しかも、その中身がね、平成６年でしたでしょうか、今まで原口から白神までの漁業協同

組合が一時的に合併して中央漁協ができました。そして、それは平成元年ですね、それか

ら平成６年にはその中央漁協と松前漁業協同組合が合併して今日のさくら漁業協同組合が

スタートしました。当時のね、生産額を調べてみました、３２億１千万ですよ、松前町全

体の水産の水揚げがね。その中の４７％、１４億２千万、これがマイカですよ、更にそん

な中でヤリイカの状況は３億５千万、これ１２％、それからマグロがね、３億１千万、こ

れが１０％。そういう状況でこの松前町の漁業協同組合の経営基盤の強化っていうことで

スタートして、国、道関係機関から５０億のマル特資金を導入して基盤安定のために取り

組んできた。

それがね、平成６年ですから１０年前ですよね、３２億１千万の水揚げが今現在、今年

の１１月の締めを私、見せていただきました、それを見ますとだいたい１０億ぐらいです

ね、事業計画の７０％、恐らく事業計画に届かないでしょう。これは私、断言していいか

どうかわかりませんけども状況を見ますと極めて厳しい。しかも、今の大宗漁業であるマ

イカがね、１億台でしょう、水揚げが、マグロが２億台、そういう状況の中でね、数字を

言いますと１億２千万がこれマイカですね、それからマグロが２億３千、２億３千ですか

ね、こういう状況の中でマグロの３０キロ未満の未成魚の漁獲制限、こういう状況も出て

きておりますね。まさに松前の漁業がどんどんどんどん下降線を辿って、しかもその下降

線の傾斜ってのはなだらかなもんじゃない、どんどんどんどん下がってきてる。町長がお
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っしゃるように漁業振興をもって町づくりっていう形がこういう中でね、これからどう取

り組んでいくかって、これ大変な状況の中で町長、もうあなた認識されておるね、中身を

まず聞かせていただきたいと、そっからね、後の質問に移っていきたいと思ってますんで、

まず、１点、お尋ねします。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員から松前町の基幹産業、漁業が危ないという表題の一般質

問をいただきました。

私が町長に就任したのが平成２４年の４月でありまして、この間梶谷議員からは漁業振

興に関わる一般質問を３回通告を受けておりまして、今回の一般質問の通告で４回目にな

っているところであります。今、厳しい松前町の漁業の現状への認識はというふうなご質

問でございます。水産量の減量、減少、或いは漁業者の高齢化、組合員の脱会、そして、

漁業所得の低迷の実態についての町長の認識はどうなんだというふうなご質問であります、

本当に厳しい漁業経営の状況であります。

議員おっしゃるように、組合が合併したのが平成６年であります。平成６年にさくら漁

業協同組合が誕生致しまして、その時の組合の生産額は議員ご指摘のとおり３０、約３２

億円であります。平成２０年には１７億、約１７億、そして平成２５年には約１２億とい

う数字で推移して、右肩下がりの状況であります。生産量におきましても平成６年には８

千３６０、約８千３００トンありましたけども、平成２５年には２千３００トンまで下が

ってる。組合員の、正組合員の数に致しましても平成６年には７８０人、そして２５年に

は３５２人というふうなことで、半分に減ってるというふうな状況であります。まさしく

議員のご指摘している内容だというふうに思っております。

生産の動向につきまして申し上げたいというふうに思います。これは、大宗漁業であり

ますスルメイカが大きなウエイトを占めておりますけども、組合全体の生産量の落ち込み

につきましては、やっぱりスルメイカの大幅な減産が大きな要因だというふうに思ってい

るところであります。平成１０年まではイカ漁だけで１０億あったというふうな、水揚げ

もありましたけども、昨今の来遊化の減少、着業者がマグロ延縄に転化していることもあ

りますけども、マグロの生産は伸びてきている一方でイカ漁が落ち込み、組合員や漁船数

の減少と相まっている、このことが生産、漁業生産の減少の大きな要因であるというふう

なことを思っているところであります。

一方、マグロの延縄につきましては、平成１３年から行われまして、現在は平成１６年

にはイカを抜いてマグロがトップの魚種となっていたところであります。ヤリイカにつき

ましても、今議員からお話ありました、変動ありますけどもここ数年回復の兆しが若干見

えてきているというふうな思いでいるところであります。ただ、この冬期間の海象条件に

よりまして出漁する日数が限られている状況も、生産の低下に大きく寄与しているものだ

というふうに思っているところであります。ホッケにつきましても、北海道全体におきま

して減少傾向にあるようであります。寿都町の町長と先般お話する機会がありました、寿

都町もホッケが主でありますけども、ほとんどホッケが捕れない状況であるというふうな

ことで町長も頭を悩ませていたところであります。ホッケ、いろんなこう生態があるわけ

でありますけども、道南、日本海でのホッケの産卵場は奥尻、そして茂津多岬周辺、それ

と松前周辺海域とされておりまして、現在北海道がホッケの産卵礁の設置を検討している

ようでありますので、私どももこれにぜひ協力して、ぜひ松前町にもホッケの産卵礁の投

入、機会があれば要請し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。

いろいろ生産の動向ありますけども、今年度の状況につきまして、今梶谷議員ご指摘の
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ように平成２６年１１月末現在の生産額につきましては、昨年同期と比べまして、９９．

１％というふうなことで、約１０億２千万円程度で推移しているところであります。イカ

漁につきましては若干増えておりますけども、マグロが同時期とは約同額、そして、伸び

ている主な魚種と致しましては、細目こんぶ、そして養殖こんぶが伸びているとことであ

ります。減少した主な魚種と致しましてはナマコ、それからズワイガニが減っているとこ

ろであります。総じて今後、３月までの期間の中で、本当にヤリイカ漁に期待していると

ころでありますけども、現状は議員ご指摘のように組合の販売計画である１４億５千万円

の達成については、今年度も大変厳しい局面が予想されているというふうなところを認識

しているところであります。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) これから、具体的に質問に移っていくわけなんですけれどもね、

法人格を持った松前漁業協同組合ですから、私も慎重に質問しないとね、内部干渉みたい

な形になる場面も出てくるかなという心配はしてるんですよ。ただね、やはり松前町の基

幹産業で、しかも行政がそれなりの力も入れ、指導も入れ、更には金も出している状況の

中でね、法人格を持った組合だから議論が差し控えなければいけないっていう、黙って見

てるわけにいかない状況なんですよ。ですから、そういう意味でね、もし私が問われるよ

うな、責任を問われるような場面があるんであればね、あえて私はそれを受け入れるつも

りでね、この踏み込んだ質問もしたいなと思っております。

特に町長、今の組合の状況を見ますと、この平成２２年に経対協の傘下、いわゆる赤字

団体、再建団体みたいな形で管理されておりますよね。そして、毎年の事業計画を立てて

いる中身を見ますと、前の年に立てた事業計画に届かなかったと、ね、事業計画に届かな

かったと、そして、結果的には何％減で事業終了した、その、終わったその事業実績を持

って次の計画を立ててんですよ、次の年度、これがずっと２２年度から５年連続してるん

です。しかも、毎年計画に届かなかった、だから次は下げて実績の計画を立てます。その

次も届かなかった、また下げた、こういう経営ってのどうなんですかね、結果的に経対協

のその今の傘下に入ってね、自分達の経営を自由にできない形の中でやっている、それが

本来、あれ２７年度ですかね、最終、それが今回は更にこういう状況、いわゆる償還でき

ない形が残ってるもんだから、年度を３１年度まで延ばし、３１年度か３２年度まで延ば

したと、こんなことを繰り返しているようなね、組合の経営をあなたがいくら漁業振興で

町づくりっつったってね、これどうしようもないよ。この辺、町長どう考えますか、私、

ちょっと行き過ぎた質問かもしれませんけどね、まず町長の考え方聞かせてください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご指摘のように、組合の方の財務改善の計画、変更計画を積み

重ね積み重ねしながら現状にきているというのが事実でありまして、平成２５年におきま

して、計画の決議を平成３０年度までというふうなことでいただいているところでありま

す。

こういうふうな厳しい経営をしている中でもですね、やっぱり漁業は基幹産業でありま

す、いろんな取り組みをしてきました、きましたけどもなかなか結果が出てきてない状況

もあります。しかし、何もしないということにもならないと思います。漁業者と一緒にで

すね、可能性のある資源はいっぱいあると思ってますので、皆さんと協議しながら、漁業

者の方々の意見も聞きながらですね、漁業振興を進めていきたいというふうに思っており

ます。いずれに致しましても厳しい環境には間違いないわけであります、起爆剤になる部

分もいろいろ模索してますけども、なかなか目に見えてこないという状況であります。私、
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頑張って漁業振興を進めていき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) 次の質問に移っていくためにね、基本的な町長の認識をお尋ねし

てるわけなんです。今、生産に対しての考え方聞かせていただきました。それもこれもや

っぱり生産が上がらないということは、漁業者が減っている、或いは漁船が減っている、

そういう現状が原因の一つになっておりますよね。ですから、そういう面でｂという項目

でね、組合員の、漁業者の高齢化、或いは脱退みたいな項目で私通告してありますけれど

も、これだって数字を見ていきますとね、これは町で作ってる統計概要に基づいて私数字

を言うんですけども、平成１７年のね、この正組合員の数は３６８名なんですよね。それ

が２６年度、これはあくまでも３月３１日の現在の数字なんですけども、それを見ますと

３２９名なってる。実に２１７名減少してんですよ、１０年間でね、１０年間ですね、１

７年から２６年ですから、約１０年の中で減ってると。これは、高齢化はね、どうしよう

もない、避けられない現状、しかし、その他に高齢化だけで組合を脱退しているわけでも

ない、調べてみますと年はまだあるんだけれども見切りをつけたとか、いわゆる漁業で飯

食えねえから、組合、負担している組合費負担しているよりも足を洗った方がいいみたい

なね、感覚で抜けていく人もある、そんな漁業であったらね、本当に町の将来に決して明

るいものがない、私はそう認識してるんですよ。

しかも、まあこれは平成２３年の１回定例会、これあなたが町長時代じゃなくてね、前

の町長時代なんですけど、その時も同じような議論してんですよ、漁業が危ない、どうす

るんだって議論してるんですけど、その時に前田町長はこう言ってんですよ、生産量が減

るのは漁業者も減り、漁船も減り、結果的にその数字を見ると漁船１隻当たりのね、１隻

当たりの数字は変わってないって言ってんですよ。これはね、水揚げが半減になるのに船

の数もちょうど半分になっていたというデータがあるのを発見しました、つまり、１艘当

たりの水揚げはそれ程落ちていないが、船の数が減ったと、これ会議録の１５１ページに

書いてますからね。そういう認識でね、当時の町長は私に答えてるんだわ。ですから、あ

まり松前の漁業に対する危機感っての、この時点では感じてないんでないかなっていう疑

問を持ってます。だから、それではいけないということであなたが出てきたと、ね、漁業

で町づくりをするんだということで出てきたんですから、こうした経緯を踏まえてね、こ

のもし今言うように船の数も減った、組合員も減ったっていうんであれば、水揚げを伸ば

すためにはその部分をこう上げていけば一つの解決になりますよね。そういう方法っての

は考えてみましたか。

私ね、この組合員の増ということに対してはね、こんな感覚持ってんですよ。後継者が

いないとか、若い人が漁業に従事しないとかっていう現象はね、これはっきり言って、恐

らく皆さんも同じ考え方だと思ってんですけども、飯の食える漁業であれば後継者はいる

はずなんですよ、親がそう言ってんですよ、自分の子どもにね、継がせられない、飯食え

ねえんだもの、他さ行けっていうような話に現実なってるというふうに考えてます。です

から、簡単にね、飯の食える漁業にすれば組合員も増えるし、松前の水揚げも組合員が増

えることによって増えていくんだっていう感覚がね、もしここにあるとするならば、それ

に対しては町長、どうお考えですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 前田町長とのやり取りの部分も紹介させていただきましたけども、

私は漁業者、個々の所得の実態を見る、現状の松前町全体の漁業につきましては、大変厳

しい状況であるということは間違いないと思うんでありますけども、やっぱりこう漁業者
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個人の所得の状況を見ますと、やっぱり安定している漁業者もおります。しかし、一方き

ちんと後継者も育っている漁業者もいるわけでありますので、可能性はあるんだろうなと

いうふうなことを思っております。確かに漁業者の高齢化による生産量の減少もあります

けども、まあ、やり方によっては安定した漁業経営が可能であるというデータもはっきり

残ってますので、その部分がですね、これからのヒントになっていくのかなっていうふう

に思っているところであります。漁業振興のヒントになってほしいなというふうな思いも

あるわけでありますけども、やっぱり漁船漁業主体であればですね、なかなか見えてこな

い部分があるんだろうなというふうな思いであります。ですから、漁船漁業と養殖漁業を

いかに一緒にやれる経営をする、それによりまして安定した経営に結び付く可能性はある

だろうなと、従って、そのことによりまして後継者も残っていくというふうな思いで、こ

れからの漁業振興策には取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 漁業者のね、所得に関してはね、次の方で言おうと思ってたの、

いいんです、いいんです、それはね、町長おっしゃるとおりなんですよ。前に質問した時

にね、資料として私、漁業者の水揚げ、所得っていうことにはならないかもしらない、水

揚げの金額でね、この議論するための資料いただいてるんですよ。それを見ますとね、松

前町のトップにいる人の水揚げはいただいた資料、別格な人いますよ、別格な人います、

それを除いて言うとね、２千６００万なんですよ、トップ、２千６００、下の数字は省略

しますけどね、だいたい２千６００万、これがトップなんです。ずっと下がってきてね、

１００番目にいくとね、２６０万なんですよ、１００番目で。仮に３００人、正確には３

００何十人ですけども、３００人の組合員がいるとすれば、１００番以下の約２００人以

上の人がこれ以下の所得なんです。とても、飯食えないでしょう、２６０万や、こんな言

い方気をつけなければいけないんですけどもね、２６０万、これ１２ヶ月で割ると２０万

そこそこでしょう、これ水揚げの金額ですからね、所得じゃないですから。

そういうことを考えるとね、まさに町長が言うように後継者がいるし、その漁業者はき

ちんと経営してるっていう、これは言えるんですよ。それ言えるとすればね、１千万以上

の水揚げしてる人で３５番目なんですよ、３５人の漁業者は１千万円以上の水揚げしてる

んですよ。だから、まさに飯も食えるし後継者もいるって人もいると、だけども基幹産業

を支えていく全体を考えたら、これで支えていけないですよ、そうでしょう。１００番以

下の２００人以上の人が２６０万円前後の所得、極端に言うとね、私この後の数字も調べ

ようと思ったけども、恐ろしくて調べられない。恐らく１００万以下の所得、所得でない、

水揚げのね、人が出てくるんじゃないかと思ってます。ですから、こういう現状をね、も

っと角度を考えて私調べてみたらね、この１千万円以上上げてる人方の年齢層がね、だい

たい４０代から６０代に集中してるから、非常に可能性としてはまだまだ先もやっていけ

るっていう層なんですね。ですから、これがもっと年齢が下がっていってね、そういう数

字が当てはまるような形になれば、松前の漁業ってのはまさに基幹産業として維持してい

ける可能性は、町長おっしゃるようにあるんですよ。ですから、この辺も、まあ、これは

前段で町長お答えいただいてますから、あえて私はこの件に関してはね、数字だけ述べて

答弁は要りませんから。

でね、そういうその町長の認識を聞かせていただきながら、具体的に、ならどうするっ

ていう話に私は移っていきたいなと、このように思っております。

通告書には、順番としてはね、次に漁港利用で再生をという２番目にこういう通告して

おりますけども、やっぱりこの生産量の頭打ちと生産額の増高策ってのは、これは先にや
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った方がいいような気がしますんでね、これは全部関係することだから、２番目飛び越え

て３番目、２番目どうすんだっていうようなことじゃなくてね、これ順次お話させていた

だきたいと思います。

町長、今の生産量の頭打ちの現象見ますと、これからどうしなければいけないかってい

うことが少し見えてくるような気がしませんか。例えばね、組合員を増やすことによって

１人当たりの水揚げが変わらなくっても頭数増えると、頭数かければその分だけ増えます

よね、ね。ですから、この件をね、まず組合員を増やすためにどうしたらいいかっていう

話、これ本来ならば組合サイドで話してもらえば一番いいんだけどね、ここでね、やっぱ

り前段で申し上げましたようにちょっと入りすぎかなと思いますけれどもね、私も考え方

を述べさしてもらいたいなと。

先般、我々の委員会で九州の大分の関サバ、関アジのね、ブランド名で通っている漁業

協同組合を視察さしていただいたんですよ。その時に私感じたのはね、あそこの組合はブ

ランドを守るための努力ってのは、例えば資源保護のために一定期間、一定区域を漁獲制

限しながら生産、資源を守っていくというやり方もしてます。それから、更に組合員を増

やすためには定年退職して、これから漁業をやりたいっていう人の受け入れもしてます。

更には現在別な職業を持っている人でも、自分で漁業を、趣味って言えば趣味、或いは副

業って言えば副業なんですけども、そうした形で釣り上げてきたものも全部荷受けしてん

ですよ、松前町の現状どうですか。かつて定年退職された５人ないし６名の人方が、そう

いう発想で趣味プラス実益っていうことで組合員の、准なのか、当然正組合員にはなれな

いでしょうけども、准組合員みたいな申請、全部弾かれてるんですよ。せっかくそういう

人方がこれから組合に少しでも趣味と実益を兼ねて協力しようっていう形を、全部排除し

てるんです。こういう形だってね、これからの組合経営考えたら、恐らく見過ごしのでき

ない点でないのかなと思います。ちょっと介入し過ぎたかもしれませんけどね、町長、ど

う考えます、この点は。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 関サバ、関アジの視察を、中での感想の思いをご質問いただきまし

た。やっぱりこう私も松前には資源はあるというふうに思っておりますので、ですから、

その資源をどういうふうに管理するのかというふうなことが、これから大事なことになる

だろうなというふうに思っております。例えば、海域の、漁場の利用含めましてですね、

もうちょっとこう運用っていうんですか、今年はここは禁漁にするけど、来年から採ろう

ねとか、そういうふうな形でですね、漁場を管理していくやり方も資源を伸ばしていく、

残していく一つの方法だろうというふうなことも思いますし、新規着業する方への支援、

これは当然考えていかなければならないだろうなというふうに思っております。

それから、准組合員、組合員を増やすというふうなことになると思うんでありますけど

も、やっぱり今の漁協の状況、いろんな方の意見を聞きますとですね、やっぱり准組合員

になかなかなれないっていうふうな意見も聞いております。ですから、そこの部分はやっ

ぱり組合本体の体質改善っていったら大きな話になると思うんでありますけども、そこも

やっぱり組合員を増やす効果がどこにあるのか、協同組合の理念はどうなのかというふう

なところにですね、原点に戻るというふうなことも必要、一つの必要があるのじゃないの

かなというふうなことを思っております。例えばノリを採る、それからフノリを採るって

いうふうな部分もですね、やっぱりこうどんどんこう採らせる人を拡大していくっていう

ことも大事なことでありますし、結果として生産量に繋がっていくだろうなというふうな

ことを思っております。ですから、組合員を増やして組合の安定経営に向けていくという
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ふうなことは、これから大事な論点になっていく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) 先程言いましたように、この場で私が本来ならば言うべきことで

ない、一義的には組合、或いは漁業者で議論してもらわなければいけない点だと私は重々

承知してます。でも、それが見えないとすればね、やはり町長はじめ、議会も松前の漁業

に対してこれだけ議論してるんだよ、だから、当事者のあなた方も真剣に取り組んでいた

だきたい、ちょっと言いすぎかもしれませんけどね、そんな気持ちで私言ってます。

仮にね、町長、生産量が伸びなかったら、今年はこれしか届かないんだっていうことで

あったらね、限られた生産されたものをどうやって更に金額を伸ばしていくかっていうこ

とを考えないといけないでしょう。これ、商人だったら誰だって考えますよ、販売の方法

を考えないといけないし、販売先考えないといけないし、高く売るためにはどうしたらい

いか、付加価値を付けなければいけない、どうやって付加価値を付けるか、こうしたこと

ってのは当然やらなければいけないでしょう。生産量が限られてるとすれば、それを更に

価値を付けて、或いはいろんな方法でお金を、生産金額を上げていくかっていう努力もし

ていかなければいけない。

現実、現状見ますとね、例えばね、休日の前の日は荷受けしてないよね、組合ね、して

ないんですよ。そういう状況の中で、自然を相手にしている漁師は、沖に出れる日に漁し

ないとチャンスを失ってしまうんですよ。この現実はね、私はね、大変なこう考え直しを

していかないといけないんでないのかなと。まあ、荷受けする側は職員、当然勤務規定だ

とかいろんなものがあってね、そういう制度をとっているとするならば、漁師はチャンス

があれば水揚げしてくる、それを蓄えておくとか、蓄養だとかね、生簀だとかいろいろあ

る形の中でやって、限られた生産量を更に金額を上げていくという努力をしないといけな

いんでないのかなと。

現実、私昨日、一昨日かな、浜行って話を聞いたら、２６日じゃあもうタコ受け付けな

いんだってね、組合では。ところが、これからの時期っていうのはタコが一番漁のある時

期なんだと、凪さえあれば獲ってきてきちっと生かしておいてチャンスがあれば出荷した

いんだって言ったって、獲ってきたものを荷受けしないだろうし、蓄えておく施設が不完

全だったとすれば、今のような考え方っていうのは実現できないんですよ。ですから、町

長に言うのもね、これは厳しい話なんだ、一義的にはもう組合、組合員のサイドと何回も

言ってんだけども、でも、漁業で町おこしをするあなたの立場とすればね、こういう面は

見過ごしはできない、自分としてはこうだっていうものはやっぱりきちっとしておかない

といけないんでないのかなと、こう思いますんで、あなたのお考えを聞かせてください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 組合の職員の数も減っておりまして、組合本体の基礎体力が落ちて

いるだろうなというふうなことは、本当に残念ながら事実かなというふうな思いをしてい

るところであります。その中で今ご指摘ありました荷受けの体制であります。休日の前に

は荷受けができないんだというふうな組合の方針みたいでありますけども、これはいろい

ろお話聞かないとわからないと思うんでありますけども、例えばこの業者等の関係があっ

てそういう状況になるのかですね、その辺はちょっと精査しなければ、調べてみなきゃわ

かりませんけども、何かの理由があるだろうなというふうなことを思っています。単純に

職員の基礎体力がないから荷受けできないというふうには絶対ならないだろうなというふ

うに思っておりますので、もしそういうことがあれば大変な問題だろうなというふうな認

識は持っております。
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せっかく漁業者の皆さんが漁獲、獲った漁獲物につきましてはですね、本当にこう付加

価値を付けて鮮度の良いものを出荷することが、それこそさくら漁業協同組合のブランド

化っていうことに繋がっていくと思いますので、生産、鮮度の保持、或いは付加価値を付

けるっていうことはですね、これから積極的に取り組んでいくべきだろうなというふうな

思いしておりますので、組合の方にも機会がありましたらですね、私どもの思いを伝えて

まいり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) 限られた時間ですから、１点にだけ集中した議論はできない、計

画して、予定しております質問もありますんでね、その程度にとどめながらっていう考え

方で進めざるを得ないなと思っております。この件は、最後の項目でね、支援事業の関わ

りの中でもね、少し触れたいと思います。

次にね、この漁港利用で再生を、これは平成１７年３月、いわゆる１定で前町長、前田

町長との議論をしております。その時にした議論をね、まあ人が変わったんだから、やっ

ぱり石山町長はどのようにお考えですかということも、あえてお尋ねをしたいなと思いま

す。１７年ですよ、平成１７年、ね、繁次郎１０年ですよ。こういう議論をしてきている

にも関わらず、この厳しい松前町の漁業で１３港、約７億４千４００万円の大きな経費を

投入して造った漁港を、今のような状態で置いていいのかと、ある意味では松前町の大変

な財産なんですよ、これを活かす方法はないのかなと。

その時の議論っていうか私の質問はね、やっぱり水産庁でもね、この漁港の利用の仕方

ってのはこれはきちっと決められていますけども、非常に緩和されてね、漁船に、係留さ

れている漁船等に影響のない形でもっともっと有効利用するべきだと、補助制度まで作っ

てるんですよ。その中身を見ますと、全国３千港ある中の１１３港はタイやアジの蓄養に

使ってる。これは、前回私質問した時点での数字ですから、今どう変わってるかちょっと

確認しておりません、更に９６港、これもタイやヒラメの中間育成してる。前段で申し上

げましたように、それをやるためには従来の漁港の姿では水質管理だとか、そういういろ

んな関連の問題が出てくるわけなんです。今ある中で育てればいいってもんじゃない、や

はり水の還流だとか、そうしたもののために港に手を加えなければいけない状況ってのが

出てくるんですよ、生き物ですから。そのためには水産庁手差し伸べてるんですよ、制度

があるんです。なぜ、それをやらないかと私は言ってるんだけども、平成１７年の１定か

ら未だに松前の港の中にそれに取り組んだとこありますか。

この間、大沢の漁港にこういうことやりたいんだと、どっと組合が行った時に漁民にピ

ッとはじけられたでしょ、いきなりそういうことやるからさ。漁民にとってはね、いきな

り言われたって簡単には理解できないんですよ、やっぱり時間をかけてこれからの漁業こ

うあるべきだ、漁港こう使っていこう、それはみんなのためですよということをお互いに

協議しながら、機を熟させていかんといけない。

でね、たまたま浜に行ったら、いやいや梶谷、この間組合来てよ、おめえ船あっちゃ持

っていけ、ここで何かやるからって話、どうやって受けられるんだっていう話、私は聞い

てます、残念なことですよ、ね。ですから、この漁港利用で当時の通告のタイトルがね、

ちょっとこう考えてさ、「漁港利用で蓄養、養殖、中間育成に追い風」と、そして「漁港

が生き返るか」みたいなタイトル付けてね、やったんだけども、平成１７年から今まで何

にもやってない、私の見える範囲ではね。どっかできちっと根回ししながら取り組んでい

るのかもしれませんけれども、少なくとも私の目には見えてこないし、漁民も知っていな

いと。ですから、この件に関しては町長はね、私に、その後にね、平成２４年の６月、第
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２定で石山町長新しく就任された時にね、「新町長に期待を込めて」と、こういうような

タイトルでこの話もしてますよ。その時、町長のお答えはね、漁業再生は漁港の活用で、

つくり育てる漁業をと答えてんですよ。ですから、この辺ももう一回考え方を聞かせてく

ださい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁協の、漁港の利用で再生をというふうなことであります。私もま

さしくそう思うところでありまして、漁船がどんどん減っている中でですね、やっぱり漁

港のスペースを利用しない手はないんであります。ですから、私が町長に就任して以来、

職員の、水産課の職員にも、それから組合の方にもですね、何とか漁港の静穏域を利用し

た養殖にチャレンジしましょうというふうなことで、若い漁業者にもいろいろ話をもちか

けているところでありまして、若干こう今現状を見ますと、現状の漁港を利用した養殖事

業はアワビ、或いはホッケ蓄養、そしてナマコの放流をしているわけでありますけども、

ナマコの放流につきましては、現在若い漁業者は自分の家で水槽を持っていきながらです

ね、ナマコを自分の家で育てて研究している漁業者もいるみたいでありますので、関心は

あるだろうなというふうな思いしておりますので、この部分についてはこれからどんどん

支援していきたいと思いますし、ホッケの蓄養、もう技術的には確立されていると思いま

すので、これも推進していきたいというふうに思いますし、現在５人、漁港を利用してホ

ッケの蓄養やっておりますけども、来年は８人になる予定だというふうなことも聞いてお

りますので、ここの部分についても支援をしていきたいなというふうに思っております。

それから、大沢の漁港のお話もございました。確かにそのとおりでありまして、突拍子

もなく出てきたような話になるんでありますけども、やっぱり漁業者の方の意識、それか

ら今の現状を守るということが足かせになっているような気もしております。いずれに致

しましても、この１３港を抱えている漁港を、さくら漁業協同組合がどういうふうに利用

するのかっていうことはですね、全道的にも注目されているだろうなというふうな認識を

持っているところでありますので、ぜひ私はですね、これからどういう話の展開になるか

知りませんけども、もし松前で漁港を養殖、蓄養に使える漁港にするっていうんであれば

ですね、北海道のモデル地区になるような利用を検討すべきだろうなというふうなことを

思っておりまして、先進的な取り組みを松前町でできればいいなというふうなことを思っ

ております。いずれに致しましても、漁港の利用はですね、付加価値を付けるのもそうで

すけども、最終的には、究極的には所得の、漁業所得の向上に繋がるというふうなことに

なりますので、これについては、これからまだまだ組合もいろいろ課題はあると思います

けど、一つずつ進んでいくことが大事だろうなというふうに思っておりますので、組合の

方にもいろいろ意見は述べてまいりたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) 発言中でありますが、１５分間休憩します。

(休憩 午前１１時１０分)

(再開 午前１１時２５分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 町長、少しトーン落ちるかもしれない、休憩すると。

今の漁港利用の話なんですけどもね、結局蓄養だとか、中間育成だとかね、そういうこ

とをやりたくても、改めて施設を作るったらこれ不可能ですよ、現時点では。松前にはね、
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１３港という漁港が歴代積み上げてきた形の中で、大きな財産としてあるんですから、こ

れを利用活用しない手はないんです。これは絶対やっていただきたいし、この松前町の漁

船漁業プラスつくり育てる、そうしたものへ繋げる大きな要素なんだから、早い時期にや

っぱり組合関係者と議論しながらね、時間必要ですから、今思いついたから明日やるって

わけにいかないんですから、やっぱり積み重ねていかなければいけない、このように私、

思いますんで、その方向で進めてください。

あと２２分しかないからね、次の新漁場開発、これは当然今までいろんな漁業をしてて

獲るものが頭打ちになってきたとすれば、新しい漁場を探さない、或いは作らなければい

けないってことになると思います。だから、我々山に行ってもね、去年までここでボリボ

リたくさん採ったけども、今年木腐ってしまって採れねってなれば別だどこ探しますよね、

単純ですよ。だから、この海においても新漁場の開発ってのは絶対に必要だと。幸いこの

大島漁港はね、平成３年ですか、小島漁港が完成して、竣工した時に大島漁港が着港して

んですよ、その祝賀会を小島小学校でしたっけ、当時の開発庁谷長官が来てね、お祝いを

した経緯があるんです、平成３年ですよ、今２６年ですよ。今まで投入した金額はこの大

島漁港だけで９９億９千万、約１００億の金、ここに注いでんですよ。現実どうですか、

未だに船着ける所さえ見えてこない、まあ、いただいた資料にはそれなりの姿が多少見え

てきてますけど、９９億９千万のお金を、しかも平成３年から今までかかってあんな姿し

かできない現実をね、松前黙って見てるわけにいかないでしょう、あすこは松前、頼りに

する場所でしょう。

私ね、平成７年度にね、ヒヤリング自分で経験してるんです。その時にこの大島漁港の

必要性ってのは十分訴えてきてるんですけども。ここにはね、大島周辺海域ではウニ漁業

に対しては、これダイバーの関係で獲ることになると思います、深い所ですからね。それ

から更には一本釣り漁業のね、非常にいい漁場、対象のものは底建網でハツメだとかホッ

ケだとかソイ類なども含まれるという、そういう漁場だということで早期完成を訴えてき

たところなんですけれども、残念ながらあのような自然環境の中では私はやむを得ないの

かなと、今までの努力は必ずしも実を結んでいませんけれども、現状のやり方ではあれが

限界なのかなっていう感じはしてるんです。

ですからね、当時の漁港課長、開発局の漁港課長柏木って私同級生なんですけども、彼

と話をした時にはね、やはり彼の発想としては今の外に作っていくってやり方じゃなくっ

て、中にこう行くっていう工法もあるっていう議論はやっぱり役所の中でもしたそうです

よ。だけども、自然保護団体だとかいろんな絡みがあって今日を迎えてるっていうような

経緯だと私は思ってるんですけども、そろそろやっぱり国がね、地方創生だとか、或いは

いろんな形でみんなに活力を与えていこうとしてる時には、チャンスでないのかなと。や

はり、松前の漁業の実態見たら、新しい漁場開発は私はあすこが一番いいんでないかと。

松前からの距離ありますから、気象が一変した時には避難もしなければいけないから、今

の状況の中ではちょっと無理かなと、やはり漁港が完成しなければ新漁場としては活用で

きないと、そんな考え方でおりますんでね、町長、どうお考えですか。

この間ね、前田代議士が議会に来た時に、大きな課題として彼には投げかけておるんで

すよ。今回の選挙でいろんな形がこれから変わるかどうかわかりませんけども、少なくと

もこの８区には国会議員２人いるんですからね、与党も野党もいるんですから、大いにそ

のパイプを利用しながら、この大島漁港の早期完成は進めるべきと私は思いますけれども、

町長いかがでしょうか。

○議長(斉藤勝君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 新漁場開発と大島漁港の早期完成に向けてというふうな質問であり

ます。

大島漁港の役割につきましては、議員申しましたとおりでありまして、周辺海域におけ

ますイカ釣り、或いはマグロ漁業、刺し網漁業などの前進基地であるというふうな位置付

けにしておりまして、周辺海域を航行する、操業する漁船の避難拠点として重要な役割を

担う漁港であるというふうなことだというふうに思っております。整備の経過につきまし

ては、議員からご指摘ございました、総額でおおむね１００億円を投じて現在まできてい

るところであります。今期の計画につきましても、平成１４年から２４年度までの計画期

間をですね、平成１４年から２８年度まで計画も変更するというふうなことで、平成２６

年の６月に計画の変更の決定をみているところでありまして、現状、平成２７年の概算要

求現在しておりますけども、５億円の概算要求をしているところであります。

大島周辺での操業、或いは経緯などは梶谷議員承知のとおりでありますけども、大島周

辺海域におきましては、平成１３年より刺し網漁業が定着し、着業し、その他底建網漁や

一本釣り漁業、タコ漁及びダイバーによるウニ漁も行われてきたわけであります。現状で

は、刺し網漁船が２隻の他に一本釣りタコ漁を行われているところであります。しかしな

がら、今年、来年度からはですね、漁組の方からの正式なお話はないんでありますけども、

もう一回ウニのダイバー獲りについても挑戦してみたいようなニュアンスの話も聞いてお

りますので、私は期待しているところであります。

いずれに致しましても、安心、安全操業のためにも大島漁港の整備は大事であるという

ふうなことでありますので、その促進に向けまして、私は頑張ってまいりたいというふう

に思ってます。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) これは国の直轄港ですから、お願いするしかない立場だと思うん

です。ですから、今まで以上に、強く地域の状況を訴えながら推し進めていただきたいと、

このように願っております。

１６分３２秒、頑張ります。

最後のね、この漁船漁業支援事業のね、３千万、町長就任以来、松前町の漁業振興のた

めにね、初めて思い切った３千万という予算措置をして臨んだ事業だと、私は正直言って

評価してるんですよ。この議案が出た時に私、今予算資料見てますけどね、この目的、更

にはこれからのことを考えた議案説明を聞いた限りでは、町長思い切ってやっぱり漁業に

取り組んで、漁業振興に取り組んでるんだなという気持ちでね、私は賛意を示しました、

賛成したんですよ、議決に。ところがね、現実はね、せっかく町長の思いを込めて予算措

置をして漁船漁業の支援をしようとしてる、これやっぱり支援の中身ってのは水揚げを増

やしてほしいっていうことですよね、私はそう思いますよ。ですから、水揚げが、今のこ

の事業がスタートしてまだ時間が経ってないですから、実際に効果がある、なかった、そ

うしたものってのはこれからの話ですけれども、考え方としては私賛成なんです。

でも、こういう現象が起きております。それは、町長、副町長、更には水産課長、主幹、

この４人が、実例を挙げて言った方が早いよね、白神の漁民に呼ばれて現地に行ったでし

ょ、この実情を見てくださいと、せっかく獲ったものがみんな活魚として生かしておきた

いものなんだけども殺してしまってると、ヒラメが大漁した時に７０キロでしょ、あれ、

死んでしまったの、本当もったいない話なんです。それから更には、これから前段でタコ

の話をしましたけどね、これからタコの時期になる、活魚にするのとそうでない鮮魚扱い

でやるとの値段の開きはどうですか、活魚にすると約５０％アップですよ、４００円台の
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ものが６００円台になるんですから。そういうことをね、町長恐らく願ってやったことだ

と思うんだけど、それに対応する形ができていないんであれば、この政策は無駄だと私は

言わざるを得ない。せっかくあげたものが、今言った補助事業が功を奏して更に生産が増

えていったとしたらどうしますか、アップアップしてしまうでしょう、あげたもの何にも

ならない、補助金は活かされないという結果になると私は思うわけです。ですから、恐ら

く町長はこの政策は単年度で終わらないだろうと思います。これからも願いを込めて多く

の漁船漁業の支援を続けていくとすればね、そういう現実を踏まえてやらなければ、せっ

かくの予算も死に金になってしまう、場合によっては私は反対せざるを得なくなってしま

うと、そういう思いでね、この問題を私は取り上げてみました。

町長、現実はね、私が説明するまでもなく漁民から直接聞いてるし見てるんですから、

一番わかりやすいでしょう、どうお考えですか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず漁船漁業の支援事業であります。今年度からチャレンジしてい

るものでありまして、簡単に実績を申し上げたいというふうに思います。

２６年度の実施状況であります。実施件数につきましては、２４名の方が利用しており

まして、総事業費が６千７１１万９千円、補助金額が２千９７９万円を補助する予定にな

ております。事業内容につきましては、機関乾燥、或いはレーダーの切り替えなどであり

ます。いろいろこの事業、まあ、年度、今年始めて途中でありますけども、利用者の方か

らアンケートも組合の方ではしているようでありました。３４名の方がですね、来年度も

要望の意向があるというふうにお聞きしております。この要望の中で今の利用者の方のニ

ーズっていうのはですね、私どもは当初１００万円という設定をさせていただきました。

ということは、魚探などが１００万円以上かかるだろうなというふうな想定の中での１０

０万円の設定であります。しかしながら、現状を申しますと精度のいい魚探が８０万くら

いでも購入、切り替えできるような状況になっておりますので、利用者の方々からは１０

０万円の上限を、何とか５０万に下げてもらえないかというふうなお話も受けております

ので、今の担当課の方で新たに対象する部分につきましても検討をさせているところであ

りますので、今の漁船漁業の支援事業、現状をご理解いただきたいというふうに思います。

そして、ご質問のありました白神のポンプ、水槽ポンプの件であります。私も現地に行

きましてですね、お話を聞いてきました。今現在、漁船漁業の支援をしておりますけども、

漁港の中にある荷捌き施設、或いは組合施設の老朽化への改善の要望、これは白神ばかり

じゃなくて、全町的に改善の要望があるのも聞いております。町と致しましては、漁業者

の生産に直結する荷捌き関連施設などにつきましては不便のないようにということで、不

便のないようにということでいろいろ意見をしてきているところであります。建物の、漁

獲物の鮮度保持、或いは付加価値向上を目的とした、そのような施設でありますので、き

ちんと整備していかないと効果が出ないというふうに思っておりますので、有効に利用し

てもらうべき組合の方に意見を申し上げたいというふうに思っております。

現状、いろいろ組合もいろんな施設を抱えましてですね、苦労されていることだろうと

いうふうに思いますけども、漁協と協議しながらですね、町内にはどんな老朽施設があっ

て、修繕の必要な施設がどれくらいあるのか組合と協議しながら、現状の把握をまずさせ

ていただきたいなというふうに思っております。いずれに致しましても、その鮮度保持、

或いは付加価値向上のための水槽、或いはポンプでありますので、その効果ができない、

期待できないような状況にはしたくないというふうに思っておりますので、ぜひとも漁協

の方と、組合の方と協議しながら前向きに検討させていただきたい。とりあえず、現状の
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把握を急いでしてみたいなというふうに思っております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 現状の把握っていう言葉をこれからに繋げていくっていうのは、

私はいただけないと思うんです。なぜならば、町長が白神に行ったのは１０月の２０何日

かな、後半ですよね。今の話、約２ヶ月近くなろうとしてる時点でね、まだ現状を把握し

ていないってのはいささか情けないと、これは苦言として呈したい。やっぱり、松前の漁

業の現状を見たらね、今、何をやらなければいけないかなんです。まあ、前段でも言いま

したように生産が頭打ちであればある程ね、揚がったものに価値を付けて、大事に扱って、

漁業者の所得を上げていくっていう考え方は基本になければいけないでしょう。補助しま

した、揚がりました、ある一定量を超えたらみんな死んでしまって使い物にならないって

いう現実は、私は見過ごすことはできないと思うんです。

だから、今何をやるべきかって言ったら、そうしたものをいち早く解決しないといけな

い。私は難しい問題でないと思う、原因はわかってんですから。魚が生きるために新鮮な

水を、海水を汲み上げて生きていく環境を作ればいいだけでしょう、その原因のポンプが

不十分だっていったら、ポンプを替えればいいことでしょう。難しいですか、一番先にや

らなければならないことだと私は思うんですよ、しかも、今目の前にそういう現実がある

ならば、まあ、極端に言うとね、財調の１００万や２００万崩しても、これ、ただね、問

題はね、組合の事業、本来ならばね、組合の事業であるから、ストレートで町が手を差し

伸べるっていう形は私は、必ずしもね、全部丸呑みで動けっていうわけにはいきませんけ

れども、方法はあるでしょう、町長、ね。一番先にやらなければいけないことだと私は思

います。どう対処しますか。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程、現状の把握をしたいという答弁をさせていただきました。私、

白神につきましてはもう２ヶ月も前のことでありますので、組合の方には私どもの考えは

伝えてありますし、水産課長通じて組合の、組合長の方にもその旨伝えております。早急

に改善できるものというふうに私は期待しておりますけども、いかんせん、梶谷議員言う

ように私どもの届く、手の届く範囲もあるでしょうから、ここの部分については組合の判

断に任せていきたいなというふうに思います。一日も早い改善を私も期待している一人で

ありますので、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) 休憩中にね、私に知恵を授けてくれた人がいるんですよ。そうい

う状況を打開するには、職員の臨機応変の対応で切り抜けることができるって、他にも施

設がないわけじゃないから、それができないってことは情けないと。これは経験者が語っ

てるんですから、私はもう十分それは受け止めております。そこまでね、私はこの場で介

入するとまさに組合のやり方にまで介入することになりますから、私は言えないですよ、

言ってしまったけども、ね。人の話を受けて言ってしまったけども、町長、こういうこと

だってね、金を出すばかりじゃなくってね、やっぱり考えを切り替えてやりようがあるん

でないかと。職員が、いや、職員じゃない、組合員がね、こういう状況を組合として何と

かしてほしいというと、ここやるぐれえだったら、他にもまだいっぱいやるとこあるみた

いな答弁をしている職員がいるとすればね、推して知るべしだ。臨機応変に対応するって

いう考え方がね、その背景に私はないと見るね、残念ながら。

ですから、町長なら言えるでしょう、そういう話、私はちょっと言えないけどもね。そ

の話も含めてさ、お昼も近いし、最後、町長、ちょっと気持ちを聞かせてください。
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○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 休憩中にどなたからご提言をいただいたか知りませんけども、本当

に臨機応変っていうのはですね、大事なことだろうというふうに思います。我々の職員も

常に臨機応変に、今よりいい現状を作る、状況を作るためにその臨機応変は大事なことで

ありますので、この件につきましては組合の方に、私も臨機応変にお話を伝えたいと思い

ます。ご理解いただきたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) あと７分くらい残って、昼まで１０分くらいありますけどもね、

やっぱり一つの区切りをつけたいと思います。

まあ、この水産関係に関しましてはね、過去に何回も私一般質問繰り返してるんですよ。

あえて今回こういう形でね、石山町長の気持ちを聞かせてもらい、更にこれから推し進め

ていただくためにもね、みんなの前で町長の言葉をきちっと聞いてもらって、これから町

長を筆頭に職員の人方が、この松前町を漁業でよみがえり、再生させるっていう意気込み

が、みんなで注目してるっていうことをね、肝に銘じて町長、頑張ってください。くれぐ

れも身体に気をつけてください。終わります。

○議長(斉藤勝君) 昼食のため休憩します。

再開は１３時と致します。

(休憩 午前１１時４９分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

３番、川内谷進君。

○３番(川内谷進君) どうもご苦労様です。寒い中でなかなか大変だと思いますけども、

今日はまた午前中に格調高い、松前の水産はどうあるべきかという観点から議論されたよ

うであります。私としては少し角度を変えまして、今回１４日選挙もあって、結果もそう

いうふうな形になったようであります。そうなってくると、地域の生活環境をどうやって

作っていった方がいいのか、特に主体的な役割が町内会であり、連合町内会にあるんじゃ

ないのか、そういう観点で少し地味でありますけども大事な部分じゃないのかなと、そん

な感じをしてまして、少し質問をさしていただきたいなというふうに思ってます。

もう既に質問通告した時にまだ選挙前だったんで、こんな感じで行くのかなというふう

に思ってましたけど、結果は皆さんがご存じのとおり安倍さんの方の考え方が具体的に信

任されたという形になっております。そうなってくると安倍さんが持ってる戦略なり経済

政策っていうことが、アベノミクスが本当にこれから定着してきて、各市町村に具体的に

配置された場合に、本当に町村の生活がきちっと守られていくのかどうなのか若干心配で

す。

アベノミクスの最大の問題ってのは、経済の成長戦略、とりわけ住民の格差ということ

で、富める者は富める、富めない者は富めないという状況にあるんだろうと。特に都市部

においては株のいっぱい持ってる人はより多く収入が上がるだろうし、ない人はないなり

に厳しい環境にあるんだろうというふうに思ってますし、そういう都市部の経済と郡部の

経済との格差という問題については触れておかなきゃならないなと、こんなふうに思って

ます。

反面、我々の生活状態であります、地方においてはね、相当手厚い看護をしないとこれ



- 26 -

からますます格差が、貧富の格差が広まるだろうというふうに思ってますんで、そういう

こと側の立場で考えていきたいし、また安倍さんが進める、この道しかないということで

今度新しく石破創生大臣が、担当大臣が「まち・ひと・しごと創生本部」ということを立

ち上げながら、益々推進をしていくんだろうというふうに思ってます。特に石破大臣の発

言の中に出てくるように、地方が独自に計画を立てて、そのものに対して予算付けをして

いきたいと、交付金で格差を付けていきたいと、こういう状態になってきます。そうなっ

てくると我々町の松前町においても、じゃあそれにどう伸びていくか、そういうことにな

っては大変なことになるんじゃないのかというふうに思ってます。ましてや、交付金云々

に対してそういう立場で格差を付けていくというふうになると、相当腹据えて計画を立て

ないと大変なことになるなと、そんな気がしてます。従って、こういう環境の中で町長自

身今回の状況、それから現実的な状態について、どう認識されて対応しようとしてるのか、

その辺についてまず伺っていきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 川内谷議員から平成２６年の１１月２１日に成立致しました、「ま

ち・ひと・しごと創生法案」にどう対応するのかというふうなご質問いただきました。国

は各自治体において、少子高齢化に対応するために人口減少に歯止めをかけて、東京圏で

の一極集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来に渡って活力のある

日本社会を維持していくため、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的、計画的に

実施することとしたというふうな内容であります。そして、とりわけ私達市町村において

は、国が策定する長期ビジョンと総合戦略を十分勘案して人口動向を分析し、将来展望を

示す地方人口ビジョンと今後５ヶ年の目標である施策の基本的方向性や、施策を提示する

地方版総合戦略を策定することになるものであります。これは、川内谷議員ご指摘のとお

りだというふうに思います。

国では努力目標と致しておりますけども、地方に対しまして平成２７年度内の計画の策

定を全市町村で実施させるような考えでいるようであります。当然、その財政措置はして

くれると思いますけども、現在の状況では検討中とのことであるところであります。これ

を受けまして北海道と致しましても、北海道独自の計画を策定し、松前町においても２７

年度中に松前町人口ビジョンと松前町総合戦略の策定が必要となるものであります。総合

戦略の目標と致しましては、地方移住、或いは地域雇用の創出、或いは結婚、出産、子育

て関係などがいろいろ言われておりますけども、まだまだ内容については具体化されてい

ないというふうな状況での今回の衆議院の解散であります。

今日の朝刊にも出ておりました、国の経済対策の中で補正予算を年内にとりまとめまし

てというふうな記事も載っております。本当に私達小規模自治体の力が試される、大変な

状況になるというふうに思っております。職員の数がどんどん減る中でですね、本当に役

場の町の職員体力が、知恵と体力を結集してこの対策に取り組んでいきたいというふうに

思っております。現段階での最新情報ということ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) ３番。

○３番(川内谷進君) 今回の状況を受けた中で、松前町としてはどういう対応をするのか

ということについて、町長の見解を承ったわけです。

特に国の方針がそういうことで独自の計画を立てなさいよと、立てれないと予算をつけ

ないよということであります。そういう状況の流れの中で具体的に一番苦しむところは、

やっぱり地方自治体の中では各町内会だろうというふうに思ってます。ここをどう連携を
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取りながら作っていく、そこを柱にしながら予算付けをしていく、このことが本当の決意

の中になければ大変なことになるんじゃないのかというふうに思ってますので、改めて今

回の状況を受けながら新年度予算についてはどういう形で町長は臨もうとしてるのか、そ

の辺の決意の程を聞きながら、次にはまた具体的にこういう問題点について指摘をしてい

きながら、していきたいというふうに思ってますんで、その辺の今後ね、４月以降の対策

について、どこを重点的にやろうとしてんのか教えてください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今も答弁させていただきました、本当に補正予算、或いは来年の予

算の編成になるわけでありますけども、本当に私どもの知恵と体力の正念場だというふう

な位置付けをしていきたいというふうに思っております。積極的に、この風に乗り遅れる

ことのないような対策を講ずるようにですね、職員共々頑張っ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いうふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 町長から新年度に向けての、それから国の方針に対する率直な意見

があったというふうに思ってます。当然そういうことになっていかないと、これからの町

内会なり連合町内会の活動が停滞するだろうし、特になぜこの問題を取り上げたかという

と、高齢化が、少子化がこれから益々進んでいく、地域間の中でも格差が進んでいく、そ

ういう中にあって町がどういう対応をしていこうとしてるのかっていうのが、少し聞きた

かったわけです。そこで、少し具体的に聞いてみたいなというふうに思ってます。全部が

全部対応するっていうことは不可能でありますから、主だった点についていくつか聞いて

いきたい。

一つは、災害発生時における町内会との連携の在り方。大変な少ない予算の中でやって

ます、特に今回１０月１５日に北海道防災総合計画ということで松前町と江差を、江差町

をモデルとして道の、国の方針が訓練がなされてます。特に北海道においては、南西沖で

大規模な地震が発生したということを想定をしながら、津波が発生したということについ

ての訓練だったようであります。国、道がやるわけですから、自治体や海上保安庁、警察、

自衛隊、消防署、この辺の連携をどう図って迅速に対応策をとるか、こういう面の訓練だ

ったというふうに思ってますし、その一つに江良の皆さんも参加をされて一定程度こうい

う避難をすべきだというふうにご理解してるんだというふうに思ってます。そういう面で

は大きな災害に対した場合の対応策、連携プレーという部分についてはかなり進んでるの

かなと、そんなふうに思ってます。

そこで、私とすればここで問題になるのは、そういう縦の訓練は進む、町づくりはやら

れてるんですけども、僕は今回、皆さんご存じのように８月に白神、大沢地区で集中豪雨

がありました。現実に僕もその場に立ち会った段階で、どう避難するのかっていうことが

一つの大きな問題でありました。ここについて、連携が全くとれてない、ということが反

省として出てました。特に対策本部が立ち上がるまでの間はどうするのか、それから避難

場所の設置をどうするのか、それから、避難した人達の健康管理はどうするのか、まさに

町内会の役員の人なり、住民の人達にやってもらわなきゃならない部分なんです。ここの

部分に対する訓練なり手立てってのが非常に弱いんじゃないのかな、現実に僕自身もそこ

に携わってみて、あれどうすっがなと。本部は立ち上げるまでにだいたい１時間以上かか

るんですね、その間にたまたま地元の人が避難をするんですけど、どこに逃げればいいん

だって話がくるわけです。だから、誰がそれを判断するかっていうと現地の町内会の人が

判断しなきゃならない。ここをきちっと整備してね、とりあえず僕らは言ったのは上に逃
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げろと、とりあえずそっから離れて逃げてくれと。だけど、じゃあ逃がしたのはいいんだ

けども、それを誰が面倒をみるかっていうのは非常に厳しいんですね。

だから、事前に町内会なり役員の方にね、こことこことここは避難場所に指定するよと、

従って年いった人はそこに早く誘導してくれと。その後なんですね、本部が立ち上がって

から、じゃあ、どこに移動させるか、どこに長期に置くかということが非常に大切になっ

てくんじゃないのかなと、僕はそういう面で今回一番この３点についてはね、心配したな

というふうに思ってますので、対策の遅れっていうのもやっぱりそこまで、そこをきちっ

とやらないとね、本当の意味での防災にならないんじゃないのかと。幸い、今回の豪雨の

状況ではケガ人は出さなかったということなんですけども、僕らにすれば川の縁でどうい

うふうに氾濫してるのかってのは、避難場所にいると見えないんですね。だから、下から

どうすんだって来られても、もうそれが、笑ったのは警察の方からきましてね、警察がど

うすんだって聞いてくるんです。だけど、俺達にはそれを判断する能力はないんで、その

辺の連携プレーっていうのかな、考え方ってのはもう一回点検してみる必要があるんじゃ

ないかなって、そんな感じがしてますんで、考え方を聞かしてください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ８月の大雨による災害がありました。今回は２４時間の降水量が観

測史上最大ということで、１７８．５ミリを記録しましたので松前町には土砂災害警戒情

報が発令されたところであります。現地、危険レベルに達した白神地区と荒谷地区に初め

ての避難勧告を出させていただきました。避難場所と致しまして白神の寿の家、法徳寺、

荒谷寿の家の３箇所を避難場所として開設したことも初めての経験であります。現地で町

内会長さん、白神の町内会長さん、或いは荒谷の町内会長さんにおかれましても、大変ご

苦労をおかけしまして、特にマスコミ対策でも、対応でも大変ご苦労されたというふうに

聞いておりますし、その現場で質問者であります川内谷議員がいろいろ協力していただい

たというふうなお話を聞いているところであります。

幸いにもこの雨による人的な被害はありませんでしたので、安心はしているところであ

りますけども、初めての経験であるという状況の中で、反省点も多くあるというふうなこ

とを再認識しているところであります。いろいろ町内会の方に、方々には協力いただきま

したけども、いろんなご意見もいただいているところであります。例えば、防災行政無線

の周知の方法や避難場所の態勢、或いは備蓄品の充実などなどでありまして、議員おっし

ゃるように災害対策本部はどうなのかと、避難場所へはどうするのか、避難者の健康管理

はどうなるのかというふうな部分もご指摘を受けているところであります。それについて

の取り組みの状況を若干説明させていただきたいというふうに思います。

まず、災害本部立ち上げまでの対策についてであります。災害対策本部の設置につきま

しては、規定によりまして、町内で震度６以上の地震が観測された時など一定の基準があ

るものであります。８月の大雨については、災害対策本部設置ではなく、それに準じた非

常配備警戒配備体制をとっておりました。当日は午前４時に大雨警報が発令されまして、

午前７時１０分に函館開発管理部より土砂災害警戒情報を出す準備を進めている旨の情報

が入ったところでありまして、その６分後に松前町と福島町に土砂災害警戒情報が発令さ

れました。この後４件、白神地区の町内会長や地域の方々から大雨の情報が入りましたの

で、７時５３分、白神地区と荒谷地区に避難勧告を防災行政無線により発令しました。な

お、避難勧告をしました白神地区と荒谷地区には、河川の付近に土砂災害警戒区域があり

ました。

次に、避難場所への誘導方法についてであります。避難場所については、白神地区は法
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徳寺と白神寿の家の２箇所であります。荒谷地区は荒谷寿の家１箇所に避難するように防

災行政無線と消防用屋外バンザマストにより２回避難勧告を出しております。また建設課

のパトロールカーや松前警察署のパトロールカーなりの誘導もしたところであります。

次に、避難者の健康管理であります。避難者につきましては、白神の寿の家には１４名

の方が、そして法徳寺には２名、荒谷寿の家には７名の方が避難しております。途中飲料

水と昼食としておにぎりを支給致しました。夕方、避難者にちょっと具合の悪い人がいる

というふうなことを聞きましたので、健康推進課の保健師が避難所を回り、健康のチェッ

クをさせていただきました。

いろいろ対応を取ってまいりましたけども、まだまだ初めての経験でありまして、行き

届かない点、反省する点が多分にあるというふうなことは認識しております。今後言える

ことと致しましては、地震はいつ発生するかわかりませんし、数十年に一回の大雨という

ことも最近全国の各地で起こっております。このため、普段からの蓄え、備え、或いは心

がけを持っていただくことが重要であると考えておりますので、防災に対して地域ぐるみ

で関心を深めたり、様々な関係機関と連携を図ったり、或いは危険が伴う場合には町民に

迅速な情報を提供するなどして、今後の災害対策に努めていきたいというふうに思ってお

ります。

今回白神地区に発令した８月の大雨の避難勧告の事例から学ぶことも多くございますし、

その警報発令が深夜だった場合や、或いは雨が強くて避難が容易でないこともこれからは

予想されるところでありますので、いろんなケースがあると思いますが、防災の基本に戻

って避難誘導、或いは備蓄物資、避難所での生活、健康管理、必要なケアなど対策は万全

を期したいというふうに考えております。なお、これを行うにあたりましては、町内会と

の連携は不可欠であります、これは議員ご指摘のとおりだというふうに思っております。

連携を十分図っていかなければならないことでありますので、それが上手く機能できるよ

うにタイアップを、町内会さんとはタイアップしていきたいというふうに思います。

また、今回の白神、荒谷地区での対応を総括して、いろいろ反省する点あるわけであり

ますけども、中で、現場の町内会長さんに現場でお手伝いする町職員がいないという現実

が判明したわけであります。この白神、荒谷地区に現在住んでいる職員が１名しかいない

という現状もあるわけでありますので、この辺の解消をこれからどのように対応しなけれ

ばならないかですね、検討してみたいなというふうに思います。まず、現場で会長さん方

の手足になって働けて、お手伝いできる職員の確保が大事だなというふうに思っておりま

すし、これから自衛隊さんも白神地区には常駐する自衛隊さんもおりますので、警備所の

所長にもですね、いろいろ相談申し上げながら、お手伝いできないか検討はさせてもらい

たいなというふうな思いでおります。いずれに致しましても初めての経験をされておりま

すので、この経験を貴重なものとして今後対策を講じてまいりたいというふうに思ってお

ります。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 今、町長から防災についてね、やっぱり見直すところは見直す、進

めるところは進めると、その連携はね、やっぱり町の職員だけでやれったって、これは無

理なんですね、やってみて。だから、やっぱり地域の人達とどう連携を取りながらね、お

互いに協力できるかという、できない部分もあるんですね、警察がやらなきゃならないこ

と、そういう消防がやらなきゃならないことあるけども、具体的にその世話役活動をしな

がら安全に誘導するということね、僕はできると思うんですよ。そういう訓練が必要であ

れば、日頃から訓練をしておく必要があるんじゃないかなって、そんな気がしてました。
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これをきっかけに、今後は対策を立てていただければありがたいなというふうに思ってま

す。

次にゴミの減量化の問題なんですね。ゴミの減量化についてどうするかっていう話で出

してみたんですけども、地域の協力を得ながらね、町ではゴミの減量化、とりわけ古紙な

り、古新聞なりの回収や資源ゴミの分別と、いろんな角度で段ボールの回収とかいろいろ

減量化に努めてます。このことはどこも同じだというふうに思うんですけども、問題は対

策をしてくれる人ってのは、本当に町内会の活動が中心になるんだろうというふうに思っ

てます。その人達がちゃんと活動できるね予算化ができてるのか、対策ができてるのかど

うなのか、ただお願いしますってってやればいいべやみたいな形でやってると、特に白神

とか年寄りの多い、高齢者の多いところはね、ついていけないで指導者が辞めてしまうと

いう部分もあるんでね、常に点検をしながらどういう形で連携を保つか、いうことについ

て十分配慮をしていただきたいということも含めて考えていただければなと。

それともう一つ、ゴミの関係で考えなきゃなんないのは、町内の美化運動なんですね。

ここの部分についても相当力を入れてグリーン作戦って、春秋の空き缶回収と、それから

町内の花いっぱい運動だと、いろんな運動にかり出されて頑張ってんですけども、この辺

についてね、やっぱりきちっと町民もそうだし、町内会の理解と協力をね、もっと積極的

に図る態勢を作っていかないと大変じゃないのかなと、そんな心配をしてますんで、今後

これに対してね、どういうふうに取り組もうとしてんのか。とりわけ町内会が単なる使い

っ走りっていう話じゃなくてきちっとその位置付けをしながらね、やっていかないとこれ

からの美化運動なり、ゴミの減量化なり、交通安全対策なり、いろんなことに町内会が出

動、参加する機会が増えてます。従って、そういうことに対してと、国の方針はね、計画

を立てれっていう状況でありますけども、町はどういう支援策を考えられるのか、その辺

について町長の見解を伺っていきたい。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) ゴミの減量化についてのご質問がございました。本当にいろいろ環

境美化、いろんな面で町内会の皆さんには大変なご苦労をお願いしているところでありま

す。連合会の全体協議会の席上で私、いつも挨拶はその辺からさせてもらっているところ

であります。とにかく役場からのお願い事項が多い、本当に町内会長さん方の仕事が多種

多様化しているのも現実でありますので、その辺をこう大変ご苦労いただいておりますっ

ていう旨をお伝えしているところであります。

そこで、ゴミの処理の関係であります。廃棄物を適正に処理しながら生活環境の保全と

公衆衛生の向上を図るために、町と致しましては計画を作成致しまして収集処理をしてお

りまして、各町内会の協力をいただきながら、町民の皆さんにも再利用できるゴミ、或い

は減量の協力をお願いしているところであります。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ

等の分別はおおむね町民の皆さんには浸透しておりますし、リサイクルなどの集団回収に

もご理解をいただいているところであります。更には、町内会連合会の号令のもとにおき

まして、今議員ご指摘の清掃活動にも積極的に多数の町民が参加していただいているとい

うことでありまして、快適で住みよい町づくりの推進のために協力を願っているところで

あります。本当に町内会連合会と美化運動につきましても、いろんなご意見を聞きながら

協力をいただいている状況であります。

また、人口の減少によりまして、ゴミの排出量が減少したり、いろいろ増えたりあるわ

けでありますけども、やっぱり資源ゴミやリサイクルの対象になるというふうなことがで

すね、最終的には循環型社会を目指すゴミの減量化になるんだろうというふうに思ってお
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りますので、努力をしてまいりたいというふうに思います。

まず、町内で減量化の取り組みについては皆さんご承知だと思いますけども、新聞、雑

誌、紙パックの回収、或いは段ボールの回収、そして鉄類の回収、そして清掃活動の取り

組みを、クリーン作戦を年２回協力をいただいているところであります。本当に町内会は

町政の各般にわたりまして、町政運営上欠くことのできない大事な組織であります。協働

の精神も定着してきておりますし、行政と致しまして大いに支援をいただいております。

本当に多岐にわたるご苦労をおかけしているところであります。

これから、町内会、各町内会ではまた役員の高齢化、或いは核家族化などで町内会を、

町内会を運営することがどんどん厳しくなっているという状況があるわけであります。そ

ういう状況下の中で、私は職員の皆さんにも町内会活動に積極的に参加、協力してもらえ

るようにお願いをしているところでありますし、町内会と情報を共有するとともに連携を

取りながら、本当に循環型社会を目指す、ゴミの減量化に努めてまいりたいというふうに

思っております。町内会にどういう支援ができるのかですね、連合会と協議を重ねてまい

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) ３番。

○３番(川内谷進君) 今、町長から町内会の協力が相当ゴミの美化運動に貢献されてると

いうことについては、お互いに認識を一致できるんでないのか、そんなふうに思ってます。

特に町長は、移動町長室なんかで地域の声を吸い上げたりっていう努力もされてるようで

ありますし、また連合町内会との連携を図るためにね、定期的に会議を持つなり努力され

てるというふうに思います。そういうものをきめ細かにすることによって、町内会が積極

的に前に出てくる、そういう環境が整備されんじゃないかなというふうに思ってます。今

後ともそういう形で努力をして、明るい町内会になるように頑張っていただければなとい

うふうに思ってます。

次に、問題になるのは町有財産の管理なんですね。今年の４月になると大島中学校が廃

校になって、また新たな財産として管理しなきゃならないというふうになって、その管理

をするのも今管財課で管理してるんですけども、相当多くの学校の廃校、統合、それから

宿舎、それから官舎と、こういう形でいろんな利用がはっきりしないやつがかなり多くな

ってきます。それを維持管理するためには、大変な努力がいるんじゃないのかなというふ

うに思ってました。今までは管財課の方で何とか現状維持を保とうとして努力されてるこ

とは認めますけども、現実問題として、環境の面からいっても、いろんなサイドからいっ

てもこれは大変じゃないのかなと。それを管財課に預けておくこと自身がね、僕は無理だ

というふうに見てるんです。そういえば、前の学校の統合によってできた松前小学校にし

ても、清部の小学校にしても、白神にしても利活用っていう問題を考えた時にね、大変な

状況に今ありますからね、それを維持しながら管理してくっていうのは、ここの部分につ

いても町内会とどう連携を図っていくのかね、大変なことだと思うんですよ。僕らも管財

の人達もいろいろと相談さしてもらってるんですけども、なかなか無理なんですね、こう

いう状況にあると思うんですよ。

特にそういう町が管理する部分、それからもう一つは町道の部分についてはね、最近結

構町内会の人達が頑張ってね、町道の草刈りとか環境整備はやっていただいてます。今回

国道については急いでやってくれということでやってもらったら、いつもより１ヶ月くら

い早く国道の草刈りを、いつもはなんか江差の方からやったり、知内の方からやったりと

いうやり方をやってたようですけど、松前は観光の時期なんで早くやってくれという要請

をすると、なんかすぐやったみたいな関係もありますんでね、常にこう地域の目配りをし
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ながらね、町内会でできるものは町内会、それから国でやるものは国でやる、それから課

でやるものは課でやる、そのメリハリをね、きちっと持ちながら町内会の協力を得てほし

いなと、そんなふうに思いますけど、どんなふうに考えておられるのか、ちょっと説明し

てください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町有財産の維持管理につきまして、実は今般の１２月の上旬に開催

されました町内会連合会の会合の中でも、このことにつきましてはご指摘がございました。

今議員ご指摘のように、町道の維持管理については町内会の皆様方が草刈りしたり、いろ

いろしていただいているところもあります。議員が心配しています町有財産の維持管理、

とりわけ今、総務課管財で担当しております学校、廃校になりました４校の維持管理につ

いてのご指摘であります。草刈りの作業につきましては、本当にこう職員の数が減ってい

る状況もありますけども、業者に委託することなく、他の課の職員の協力を得ながらです

ね、職員自ら草刈りなどは実施しております。回数につきましては、年間２回から３回行

いたいと思っておりますけども、昨年は１回しか実施できませんでした。白神小学校のグ

ランドは、教員住宅周辺とともに教育委員会学校教育課の職員と一緒に草刈り作業をして

いるところであります。

現状、抱えてる学校４校の維持管理も大変でありますし、まだまだ他の施設もあるわけ

であります。手の届かないところ、目の届かないところもあるかと思います。町内会の皆

様方の協力もお願いしながらですね、適切な維持管理できるように配慮してまいりたいと

いうふうに思いますし、町内会の皆様方に一方的に負担をかけるようなこともできません

ので、その辺につきましてもいろいろ相談申し上げながら進めてまいりたいというふうに

思っております。本当に町有財産の維持管理については、なかなかこう万全の態勢とれな

い状況でありますけども、町内会の存在は大変大きい存在でありますので、常に情報を提

供しながら、情報をもらいながら適切な管理に努めてまいりたいというふうに思います。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 町内会の学校管理の関係ね、今回新たにドクターヘリの発着場にな

ってるわけですね、白神のグランドはね、それから大島かな。そういう形で有効に活用し

ようっていう形があります。いざとなった時、草ぼうぼうで降りれないということになれ

ば、これは大変な問題になるなと、新たな問題が発生してきたなというふうに思ってます

んでね、日頃からやっぱりそういう連携をちゃんととってほしいなというふうに、要望し

ておきたいというふうに思ってます。特に役場の職員だけでそれをやるってのはね、到底

無理だと思ってんですよ。やっぱり町内の方にね、協力を求めれば、今相当多くの人が、

機械持ってますんでね、手分けしてやってもらうということも可能かなというふうに思っ

てますんで、その辺についての対策を検討していただければなと、そう思ってます。

最後に、今度は高齢化社会に向かってのね、各住んでる人達が具体的にどう連携し、そ

れをどう世話役活動を町内会にお願いするかという点だと思うんです。特に松前町はこれ

から１０年以内に人口がほぼ５千人を切るんじゃないかと、相当厳しい環境にあります。

町としても、この高齢化に対応するために生活の足をきちっと守るということで大漁くん

バスの運行等も進めてるようであります。住民が通院や買い物に不便を期さないような支

援体制をきちっと作っていただきたい、そういうことはこれからの住民生活の安定と安心

という点では大変大事なことになるんじゃないのかなと、そんなふうに思ってます。

もう１点はね、健康推進課が中心になってね、住民の健康管理をどうするかっていうこ

とでいろんな施策をやってます。予防対策から、それからガンバルーン体操ですか、それ
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からひとり老人対策としての健康管理で教室等も実施をされてます。ここについても数多

くの町民の人達が支援しないとなかなか進まないと、それをまた町の全体の活動に発展さ

せるためにはね、やっぱり日頃から連携をどう図るかということを、担当課が中心になっ

てね、連携を図っていかないと先細りしていくんじゃないのかなと。一つには資金面でも

今回一つ問題あったんですけども、１人の不幸を見逃さないなんとか資金とかってやつが

共同募金かなんかで出てたんですけども、それを今回は廃止をするという状況にありまし

て、そういうことになると少ない予算の中でボランティアでやってるっていうこういう状

況もありますんでね、だから、単なるうちの状況だけでなくて、余所の地区にもそういう

ことが発展してんのかなっていう、ちょっと心配をしてましたんで、その辺についての対

策も絡めてね、やっぱり予算措置を、４月に予算を作る段階でも十分配慮した予算配置を

していただければなというふうに思ってます。ここの部分は日常にそれぞれ世話役活動と

して、地域の人との連携をきちっと保ってやらないとなかなか大変なことなのかなって、

そんな気がしてますんで、その辺に対する決意の程を聞かしてください。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 少子高齢化、高齢化に対応した、どのように町内会と連携を図りな

がら対応するのかというふうなご指摘だったというふうに思います、ご質問だったという

ふうに思います。現在今、議員がおっしゃるように町と致しましては、高齢者のための健

康を維持するためにガンバルーン体操教室、そして介護予防教室、脳の健康教室の三つを

実施しているところであります。ガンバルーン体操教室につきましては、介護予防を目的

に、安心した歩行や転倒で寝たきりにならないように筋力アップを目指しました事業であ

りまして、平成２１年度から実施しております。現在、町内１０地区におきまして、毎月

１回の教室を実施し、内、茂草、小島、唐津、月島地区につきましては、参加者の希望に

よりまして月２回の教室を実施しているところであります。平成２５年度の実績では、１

月の、１ヶ月の平均参加者が述べ６７名となっております。

次に、介護予防教室であります。実施にあたっては、住み慣れた地域でいつでも健康的

に生活することを目的としています。介護予防に大切な日常生活を活動的に過ごし、更に

冬場の外出機会を増やすことを目的にして実施しております。地域の人達と交流し、楽し

く過ごして、健康寿命を延ばすことを目的としているところであります。更に、地域で高

齢者の在宅を支えるという視点を持って、介護予防に関する活動に参加できるボランティ

アなどの人材育成を図ることも目的の一つとして実施しております。今年度の介護予防教

室につきましては、白神、大磯、札前、原口の４地区で実施させていただいており、実施

にあたっては、これは本当に町内会をはじめ、老人クラブ、地域の健康づくり推進委員な

ど地域の皆様方のご協力をいただきながら、実施しているところであります。

次に、脳の健康教室であります。脳の健康教室につきましては、高齢者が認知症につい

ての正しい知識を得るとともに、定期的な脳のトレーニングの実施によって認知症を予防

する目的で実施しております。２２年度から実施して、今年で５年目を迎えるところであ

ります。６５歳以上の高齢者を対象に毎週１回、５ヶ月間継続して教室を開催しておりま

す。平成２２年度福山地区、２３年度建石地区、２４年度豊岡地区、２５年度茂草地区で

開催し、今年度は清部地区で開催しております。この内、平成２３年度の建石地区、２５

年度の茂草地区につきましては、教室が終了した後も参加者の希望により脳活友の会とし

て毎月１回教室を継続開催しております。

以上、長々と三つの事業のお話をさせていただきましたけども、いずれの事業も町内会

の皆様方の協力がなければ進められない事業でありますので、この辺につきましてはです



- 34 -

ね、町内会の会長さん方と連携を取りながら、いっそう中身を充実できればなというふう

な思いをしているところであります。

それから、介護予防事業につきましては、町が実施している以外にもですね、町内会が

独自で実施されている地区もございます。これは荒谷地区、豊岡、建石、赤神、清部、こ

の５町内会につきましては、町内会が主催する事業に保健師の派遣を依頼をいただきまし

て、健康のお話やゲームなどで協力をさせていただいている町内会もあります。いずれに

致しましても、地域の高齢者が地域の一員として、また地域で高齢者を支えるということ

にも鑑み、地域との繋がりを持ちながら事業を進めていかなければならないというふうに

思っております。元気で住み慣れた地域で暮らしていけるように、町内会をはじめとした

地域の方達のご協力とご支援をいただきながら、事業を展開してまいりたいというふうに

思っております。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 最後になります。町長からいろいろ町内会の持ってる役割というこ

とについては、お互いに認識を一致させることができたんじゃないか、そんなふうに思っ

てます。あくまでも僕は今回この質問を作るのにあたって、今回のアベノミクスのね、地

域間格差ができた場合、どうこの人達を救うことができるのか、それは手立てをするのは

町だろうというふうに思って、ある程度きめ細かな部分をピックアップしながら、町の姿

勢を問うたということだと思うんです。新年度に向かって、問題があれば予算を付けると

いう国の方針からすると、一番抵抗力の弱い部分をきちっと町がサポートする予算付けを

しながら、地域の皆さんと力を合わせて頑張っていくと、こういう町づくりをしてほしい

なと、そういうことを要望して質問を終わります。どうもありがとうございました。

○議長(斉藤勝君) 次、２番、近江武君。

○２番(近江武君) 安倍内閣が掲げた経済政策を三本の矢に例えた、例えております。三

本の矢の由来っていうのは、戦国武将でありました毛利元就が息子であります毛利隆元、

吉川元春、小早川隆景に将来毛利家が困難なあった場合に、一本で立ち向かってはすぐ矢

が折れますから、三人で一致団結してその窮地を救いなさいという、三子教訓の状の中で

謳っており、それを安倍内閣が経済政策の中で三本の矢というふうに捉えたことは、皆様

方承知だと思います。衆議院の選挙において、安倍内閣の経済政策、即ちアベノミクスが

ミクスの是非が問われまして、国民の判断が、結果が出ました。その内閣のもう一つの重

要な政策が地方創生と、創生という重要な政策を掲げております。国民の信任が得られま

して、この地方創生については加速されるものというふうに予想されます。松前町におか

れても、これを景気と捉えていかなければならないというように思います。今後松前町は

人口の減少により２０４０年には５千人まで人口が減るという推測されております。松前

町の創生について、その布石を今から打つ必要があるものと思いまして、一連の質問に及

びました。

まず、一番目についての漁船漁業支援の運用についてです。先に大先輩であります１０

番議員の漁業に対する多種多様な質問を致しまして、その中で私の今質問しようとしてい

ることと重なり合います。私は違う面からですね、この質問をさせていただきたいなと思

うわけであります。これまでにですね、漁業協同組合の支援に対して、浜の支援に対しま

してですね、いろんな事業を展開してきたわけです。しかしながら、３０いくらありまし

た水揚げが、１１月でもってまだ１０億台という、本当に厳しい現状なわけです。そして

ですね、今まで町の政策というのは漁業協同組合の支援、大半がこの政策だったわけです

ね。それをですね、今年度、石山町長は個人経営者である漁船漁業の漁業者にですね、振
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興を図るための生き残りを図るための政策、振興資金３千万というものを打ち出しました。

こういう政策というのはね、松前町においてはかつてない私は政策だと思っています。そ

れをですね、私は第一の矢と称讃して、したいなと思っております。

皆様ご承知のとおり、松前さくら組合は４０億円に近い固定債務を抱えてスタート致し

ました。その後、合併の果実を取り崩しながら経営を続けてまいりましたけれども、信用

事業の収益が悪いということで、信用事業から撤退を決断したわけです。私はね、まだ現

職でしたが、この考え方には真っ向から反対をしたわけです。漁協の信用事業っていうの

はね、漁協運動の命の綱なんですよ。それはなぜかというと、地域の若い人が漁業という

ものでもってご飯を食べていくという時にですね、やっぱり将来性を考えて、そのやる気

のある若い者に融資をして、そして漁業の生産を伸ばしていくという考え方。それともう

一つですね、選別融資をして、何とか漁業の設備投資をしながら地域経済の全体の活性化

をするという大きな役割があったはずなんです。それを一刀両断に、ただ経済主体性効果

のみ、組合の収益性を考えてね、バサッと撤退したということに今の現状が、松前の漁業

の衰退の根本的な原因があるというふうに見ております。

やる気のある漁業者をいかに伸ばしていくか、そして、大漁してもらってね、生活を安

定させて、そして地域に残ってもらって後継者を生み出していくという方策。私は前にも

言いましたけども、４０年前に漁業協同組合の学校、札幌北海道水産漁業協同組合講習所

に卒業する前に猿払村の村長さんが来まして、組合学校の卒業生を何とか猿払村の漁協に

就職してくれないかと、しかしながら、当時残念ながら猿払村は日本一の貧しい漁業だっ

たんですね。その村長さんが町の事業費の約半分近いものをホタテの改良にかけたんです

ね。これはもちろん町だけでないんですよ、道も系統団体も全部こぞってね、協力したん

です。そして、現在猿払村の現状があるんですよ。今、松前町の水産管理の予算を見ると、

３．８％から４％よりないんです。ですから、やはり漁業の根本を変えるとなればね、そ

れぐらいの大胆な予算案を付けて根底から変えなければならないと思っております。まず、

それはいいとしまして、本題に入りたいと思います。

かつてない漁業振興資金の３千億に対してましてですね、浜の特に固定化を持った設備

投資をできない漁業者が我慢に我慢を重ねて、細々と経営を続けてきたと。設備投資する

にあたっては、融資が信漁連の窓口になりましたので自己資金の問題、計画性の問題、収

益の問題が指摘されてハードルが高いものになると。それによって設備投資を諦めない、

諦めざるを得ないような現状が続いたわけです。そういう中でね、町長の打ち出したこの

３千万の意義っていうのはね、大変な光を与えて希望を与えたわけですよ。

現在、組合員の人口の６０歳以上の構成がね、大多数なんですよ、ですからね、この人

方に今の資金を使ってですね、設備投資を行った場合ね、１年でも２年でも３年でも４年

でも長くね、漁業を継続していけるんだという心をね、与えてくれたんですね。それに対

応するかのようにですね、資金の需要についてはかなりの効果がありまして、そして、来

年度の事情調査においてでもまさにですね、かなり反響があるというふうに状況になって

ます。ですから、私が独断で言いましたけども、その辺のね、資金投入した町長の気持ち

なり経緯なりをね、お尋ねをしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁船漁業の支援事業についてのご質問をいただきました。前段、午

前中に梶谷議員さんからもご質問いただきました、重複する答弁もあろうかと思いますけ

ども、ご理解いただきたいというふうに思います。

まず、基本的な考え方を申しますと、増養殖事業、或いは栽培事業に対しまして、いろ
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いろ組合を通しまして補助をしてきたのが実態であります。しかし、なかなか結果が見え

ない、漁業振興の難しさがあるというふうな状況を踏まえまして、ただ一方では、漁船漁

業、個人で漁船を経営している漁業の衰退も著しいという状況があるわけでありまして、

経営が不安定であるというふうなことからですね、漁船設備などの改良、或いは更新をし

て、漁獲効率を向上させるというものがこの制度の狙いでありまして、まず漁船漁業勢力

の維持、向上と活性化を図るというふうな大きな目的でありまして、更に所得の向上と経

営の安定に繋がるというふうな思いで、この政策を進めているところであります。本当に

ギリギリ頑張っている漁業者の方には、ぜひ利用してほしいと、一つの本当に起爆剤にな

ってほしいというふうな思いがこの事業の裏にはあるわけであります。

一年間実施させていただきました、先程の梶谷議員のご質問にもお答えしましたけども、

平成２６年度で２４名の方が２千９７９万円の補助金を利用しているところであります。

アンケート、１年を実施した結果のアンケートもいただきました。先程も申しましたけど

も、もう１００万円以上かかるだろうという魚探が７０万、８０万で整備できるという状

況もありますので、補助の限度を下げるというふうなことを今検討させているところであ

ります。１００万円のものに対して５０万の補助を考えたわけでありますけども、今、職

員に指示しているのはですね、５０万円のものを２５万円から補助できるようなことも検

討していただきたいというふうなことで、今進めているところであります。

それと、奇しくも年齢のお話がございました。梶谷議員にも答弁はしなかったわけであ

りますけども、現状の組合員の正組合員が３２９人であるというふうなことで、６０歳以

上が全体の４分の３を占めるというふうなことでありますので、しかも７０歳以上の組合

員も多いというふうな状況であります。この制度につきましては、６５歳で一定の区切り

をつけておりますけども、ここにつきましては、原則６５歳未満っていってますけども、

採介藻漁業も救済できるように、６５歳のという部分につきましては、弾力的に運用して

まいりたいというふうに思っているところであります。

今こう、おおむねこの後、２年実施したい思いではおります。いろんな財政状況もあり

ますでしょうし、産業の裾野は大変広くてあります。いろいろこう商工、林業、畜産、農

業、水産加工などなど、いろいろありますので、どのような第二、第三の矢が放てるかで

すね、これからいろいろ検討してまいりたいというふうに思っております。とりわけ、漁

船漁業の支援事業につきましては、そういう思いでおります。そんなことでご理解いただ

きたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 発言中でありますが、１５分間休憩致します。

(休憩 午後 ２時０１分)

(再開 午後 ２時１５分)

○副議長(吉田孝男君) 再開致します。

近江議員。

○２番(近江武君) なんか、トークダウンしたような感じです。

町長の考え方が、やっぱり私と同じ思いだったのかなということで、大変ありがたく思

います。そういうようなですね、町長の思いっていうんですか、初年度、この施策をする

にあたってですね、浜から様々な苦情が寄せられたんですね。先程町長が言いましたよう

に、６５歳を限定にした融資、それと１００万未満のものをどうするのかと、今現状の漁

船の設備、レーダー、魚探、探知機を考えた場合、非常に１００万を切る高性能な機器が
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出回ってるのにおかしいんじゃないのかと、大変お叱りを被ったわけです。その都度私は

浜に、町長の思いはそういうもんでないんだと、皆さんにその資金を導入してですね、永

くでも漁業を経営をしてもらいたいんだと。ですから、もう一度よく組合の窓口に行って

ね、しっかりと自分の考え方なり、そういうものを伝えて、強くね、思いを伝えてくれと

いう話を各寄せられた苦情に対して言ったんですね。

ただ、残念ながら、今の漁協職員の資質ですか、こう考えた場合に、臨機応変型に物事

を捉えるというようなのが欠如されたこの結果というんですか。それから、やっぱり組合

とは何かというその人材的な、教育的な場がね、欠如されてるんですね。だから、何事に

ついても杓子定規な対応よりできないんだと。これもやはり今後、水産の行政の中でもっ

てね、よく組合との、組合員の指導、職員の指導、そういうの立場をね、機会をもう少し

増やしていかなければならないと、ではないかと思いますので、その点について、どうか

ね、町長、じっくり組合長とよく協議しながら行政指導していただきたいと思います。

それと、もう一つなんですが、今この振興資金を２年から３年のスパンでもって行うと

いうことなんですね。松前町の漁業者が３００いくらあります、その中で先程先輩議員が

言われました漁業所得の問題で、１００万未満の階層、採介藻の方が２００人もいるんで

すよ。ですから、そういう方に光を与えるようなこともやはり必要だと思うんです。とい

うことは、船外機の故障、ボートの損傷、何分にも年をいってるもんですから、設備、新

たな設備投資ができないという惨状にあるんですね。ですから、やはりそういう方々のた

めにもね、この資金を広げていきたいと思うんです。広げていただきたいということをね、

各そういう方々からのね、要望なりありますので、その点につきまして、町長からのお伺

いしたいと思います。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 組合職員のお話がございました。行政指導とかですね、大げさな話

じゃなくてですね、組合長とは率直にお話をしていきたいというふうに思っております。

組合も大変な課題、いっぱい抱えておる中でありますので、そのような対応を取らせてい

ただきたいというふうに思います。

先程上限を５０万と２５万というふうなお話させていただきました。私、このずっとで

すね、今年を振り返ってみますと、やっぱりこんぶ漁の方々ですね、細目こんぶ採ってる

方々が細々と一生懸命頑張ってるっていうのがですね、目に入るわけですよ。ですから、

白神、荒谷地区もそうですし、小島地区にもあるんでありますけども、地域にある資源を、

手間はかかるんだろうけども、一生懸命採ってるっていうふうな実態がですね、今一番大

事な部分がそこにあるのかなっていう気がしておるところであります。そういう状況をみ

ましてですね、やっぱりこう６５歳という線の引き方しましたけども、ここの部分につき

ましては、ちょっとあまり形にはめないでですね、やる気のある漁業者につきましては手

を差し伸べてやるような環境は作っていきたいなというふうに思っております。まず、細

々と頑張っている採介藻漁業者の皆様にもですね、いくらかでも光があたるような政策に

できればいいなというふうな思いでいるところであります。本当に、こう１５０万でも１

００万でも頑張ればこんぶ採れるわけですから、そういう資源がありますので、そこの部

分は本当に大事なことだろうなと思ってますんで、ご理解いただきたいと思います。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 一番目の質問につきまして、町長の決意を伺いましたので、漁業者に

幅広く光を与えたいということですので、その旨を心に持ちまして質問を終わりたいと思

います。
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次にですね、農業、畜産業の振興についてを伺いたいと思います。今、お話しました漁

業振興が第一の矢としたならばですね、次に打つ手はやはり基盤産業であります農業、或

いは畜産業についてもですね、同様なやっぱり考え方をしてですね、基盤産業のきちっと

した生産性、定着性、若い人が受け継ぐようなね、そういうような施策もやっぱり必要で

ないのかという感じでおります。

松前町の農業の現実を考えた場合ね、今、整備をしているかもわかりませんけども、休

耕地が荒れ放題な状況になっておるんですよ。ですから、一日も早く農業おこしたい方が

その土地を借り入れしておこすような、おこすことのできるようなね、そういう状況にね

していただきたいなと思うんです。そのためにもやはり早く整備を、そういうようなね、

荒れ放題になってる農地に対するそういう所有権の持ってる方の承諾なり、そういうこと

を進めていかなければならないのではないのかなという考えでおります。

専門農家がいなくてね、自己消費のみの方々が大半なんですね。だけども、野菜の作り

方の講習会、肥料の講習会等を見てますと、結構関心のある方がおりましてですね、かな

り盛況を博してるんですね。本来ならばこれは、農業協同組合がやるべき事業だと思うん

ですが、それをあえて農林畜産課の企画でもってやってるんです。ですから、そういうこ

ともね、農協の整備、営農指導、こういうのに対してもね、目を向けていかなければなら

ないというふうに思っておるんです。

一番は、やはり農業したいんだけども自分の畑だけでは足りないという方もいるもんで

すからね、その辺の整備をきちっとお願いしたいなということで、町長の考え方をお願い

します。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 農業の振興についてでありました。本当にこう休耕している土地、

農地がもうたくさんある、あるのが現状でありますので、何としても有効に利用していた

だきたいというふうな思いをしているところであります。農業振興の予算委員会でもご指

摘ありました、農業振興にかかる予算が少ないというふうなご指摘もあるわけであります

けども、本当に当町の、松前町の場合は漁業の片手間に農業をしてきたというふうな背景

がありまして、なかなか農業が、専業農家として定着してこなかったというのが実態だろ

うなというふうに思いますし、若い方が農業を営む環境にもなかったというふうなことは、

歴史的にそんなことをいってるんだろうなというふうに思っているところであります。今、

いかに有効、休耕地を利用するかというふうな観点からいきますと、やっぱり、手の付け

やすい農業を目指していくべきじゃないのかなというふうな思いであります。

奇しくも今、いろんな野菜講習会を渡島改良普及センターの協力を得ながら、全町を対

象と致しまして、講習会を開催していきたいというふうに考えておりますし、原口地区か

らもぜひ開催してほしいというふうな声がありまして、年明けの１月に開催する予定を今

組んでいるところであります。このような地域からの声を大事にしながらですね、積極的

に開催してまいりたいと思います。

一方、土地があるというふうなだけではなかなか農業は進んでいきませんので、いろん

な新規着業、或いはいろんな方策につきましてですね、普及センターの皆さんにご意見を

いただきながら、検討してまいりたいというふうに思っております。

これ、私個人的に今考えているところなんでありますけども、給食センターが今年完成

します。いろいろこう話をしていく中では、米飯給食が多くなるような状況になると思い

ますので、ジャガイモもですね、どんどん給食に使えるような状況ができればいいなとい

うふうな、地元の、地場で作った、地産地消といいますか、そういうふうなジャガイモ、
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農業、それから野菜ですね、どんどん米飯給食に取り入れていければなというふうな思い

をしているところであります。なかなかこう新しく農業に取り組むっていうチャンスを作

ってあげたいと思うんでありますけど、やっぱりやる気のある方が出てこないと進まない

状況もあるというふうに思っております。いろんな方の知恵を借りながら、農業の振興に

ついて取り組んでいきたいと思います。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 町長の考え方、よくわかりました。しかしですね、せっかく収穫した

農産物をですね、販売するというシステムがね、構築されてないわけですよ。農業組合に

おいてはアスパラ、だいたい１５０万ぐらい販売しているということです。そしてですね、

毎週日曜日に行われている市場、それには当初４００万ぐらいの販売、今現在、だいたい

２００万ぐらい台に落ちてきているんですね。そういう販売面の強化策というものもね、

やっぱり必要だろうと思います。

それと、先程学校給食の話が出ましたので、これについてもですね、いつも業者選択の

場合にね、問題になるんですね。地産地消の取り組みを学校給食でもってね、子ども達に

地場のものを食べさせたいんだという気持ちがあるんですけども、なかなかその野菜の受

け皿、魚の受け皿、そのシステムが構築されていない。といいますのも、函館の業者から

合わせましてね、４千万近くの学校給食の材料仕入れしてるわけですよ。そういう面を考

えたらね、野菜でも魚でも年間を通じて安定供給できるようなシステムの構築もね、やは

りしなければですね、バランスがよくないんですね。その辺も含めましてね、もうちょっ

と考えて、政策として考えていただきたいと思うんですが、町長、意見どうでしょうか。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当にこう給食でですね、４千万も函館から仕入れしているという

ふうな状況もあるように聞いておりますので、何としても町内で消費できるものは消費で

きるような、その体制づくりができればいいなというふうに思っております。いろんな課

題あると思いますけども、そういうふうな状況で温かい給食を子どもに提供していきたい

というふうな思いでおりますので、ご理解いただきたいと思います。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 次に、畜産業について伺います。大変このところ牛肉のですね、牛の

価格が高騰しておりまして、特に黒毛和牛、今松前の畜産業の中で主役を占めています。

だいたい高い方ですと１頭あたり７０万から、最低でも５０万から４０万という価格でも

って販売されてるんですね。そうして、黒毛和牛の販売実績というのは、だいたい１億に

近いものがあるんですね。１億近いものでもって推移されてるんです。だけどですね、こ

この松前の畜産の特徴としてはですね、親牛、親の牛よりも子どもを売って生業としてい

る形態なんですね。ですから例えば、簡単に言いますけども、１頭５０万するものがね、

２０頭やったら１千万なるんですよ、ね。これを農家が、畜産業やってる人が安定的に毎

年２０頭だら２０頭、２５頭だら２５頭出荷することによってね、十分なね、基幹産業と

して成り立つんですね。ですからね、一番、課題な面もいろいろありますよ、例えば円安

によって餌が高くなっている、そういう面でも経営を圧迫されているんですね。ですから

ですね、何とか供給、２０頭なり２５頭なり各畜産家が供給できるような体制づくりをね、

私は火急だと思うんですよね。そういう点でね、親の導入、親をいかにして確保するか、

それにつきると思うんです。

それと、もう一つはですね、その輸入飼料によってコストが高くなってる分、今ですね、

栄養価の高い牧草の研究がなされてね、そういう経営の方に進もうという考え方が、実践
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されてる方が結構おるんです。そうすることによって飼料にかかるコストが下がってくる、

安定供給できて生産額が上がっていく、そういうような循環型のね、やっぱり畜産業って

いうものがやっぱり大事だと思うんですよ。ですから、今、町長にお答えしたいのは、畜

産でもって生活安定できる若者を増やすためには、やはりですね、親牛のですね獲得なり、

そういうものに対してですね、補助事業なくてもね、真剣に取り組んでね、いく必要があ

ると思うんですね。町長の考え方、お願いします。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 畜産業につきまして、ご質問がございました。議員ご指摘のように

この数年間、元牛価格が大変高く推移しておりまして取引されているところであります。

しかしながら、ＴＰＰの動向もありますでしょうし、この素牛の価格っていうのは相場で

ありますので、いつかの段階では下落する時期が必ずくるというふうな予想をしていると

ころであります。しかしながら、今後の今の状況をみる中でですね、若い後継者が育たな

い状況もありますので、今議員おっしゃるように今後の振興策っていいますか、現状を打

開するための策といいますか、としては、やっぱり１戸あたりの農家の抱える頭数を現在

の頭数よりも多くするということが当面の目標にして、基盤の強化を図っていきたいとい

うふうに考えているところでありまして、職員とは今その話し合いをしているところであ

ります。例えば、２０頭を３０頭にするとかですね、そういうふうな環境を支援できれば

いいなというふうなことを職員と考えているところであります。

従来から農業開発、農業公社経由の導入をしてきておりますけども、町独自の導入の支

援も検討しながら、質の良い繁殖雌牛を増やすことによってこれに拍車をかけていきたい

というふうに思っております。

それと、今の若干若い畜産農家も何人かおりますので、この農家の皆さんにはですね、

会うごとに、これは私の仮称なんでありますけども、松前さくら牛の飼育のことも今一生

懸命投げかけているんでありますけども、素牛の価格があまり良すぎるもんですから、目

が届かないというふうな状況、目が向かないという状況なんですね。ですから、いつかは

チャンスが来ると思うんです。ですから、餌を補助するとかですね、そういうふうなこと

で何とか肥育のですね、松前の牛を町民の皆さんに提供できるようなことも考えて、いろ

いろ話はしてるんでありますけども、何せ素牛が高いというふうなことで、いう状況であ

ります。

いずれに致しましても、本当に畜産は安定してますよというふうな部分をですね、今、

若い農家にどんどんＰＲしてくださいと、そうしたら１人でも２人でもそれを目指してく

る若者があればいいなというふうな思いで、いろいろ畜産農家と話している状況でありま

すので、何卒ご理解していただきたいと思います。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 町長の考え方よくわかりました。

それとですね、もう一つお願いしたいのはですね、畜産に対してですね、どうも松前で

もって牛を飼育しているっていう政策的なアピールっていうんですか、足りないように感

じるんですね。前はですね、牧場祭りでもってね、牛の丸焼きをやって大々的にやったん

ですよ。やるということはですね、その畜産に従事してる人方がね、やっぱり張り切って

やるんですよ。ですからね、そういう面もアピールするようなね、やっぱり政策も必要だ

ったと思うんですよ。ですからね、これはよくいろんな、今いろんなインフルエンザだと

か流行ってますけどもですね、やっぱりそういう政策もして、そして従業する、就業して

いる若い人達が張り切ってるような場面もね、やっぱりこさえてやっていただきたいと思
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うんですね。その点につきまして要望して、第２番目の質問を終わりたいと思います。

次に第３の水産加工業についてやります。松前の水産加工業は、町として主要な産業な

んですね。今現在、２０社の加工場がありまして、従業員の数はだいたい５００人以上い

るんですよ。仮にですね、５０人の従業員が１ヶ月１０万の賃金をもらった場合ね、５千

万になるんですよ、その５千万をですね、１０ヶ月やったら５億になるんですね。ですか

らですね、この加工業に対する施策っていうのはね、私は大きいと思うんですね。まして、

このように漁業が不振で、漁業者の稼ぎはね、加工場で働いているお母さん方によって支

えられているんです。ですからね、もうちょっと水産の加工のね、アピールもしなければ

ならないし、その施策もね、かなり私は必要だと思うんですね。

特に今年は、日本海のイカがかつてない大不漁でした。加工業者の方々が原魚仕入れで

ね、大変な思いをしてですね、あちこち手配をして原料を手配してあるんですね。それと

ですね、遠路からの輸送なもんですから、この原料を運んでくる運転手さんがね、長距離

運転手の事故が多すぎて、多いためにですね、労働時間が制約されたんです。１日で来る

ものが２日かかって来るような状況なんですよ。そのためにですね、原料に対してそのコ

ストが割高になっている現状がある。それともう一つは、電気料金の値上がりによってで

すね、かなりの燃料、電気代がかさんで、収益性の問題でかなり支障が出てきてるんです。

ですから、そういう状況をね、いち早く踏まえてね、やっぱりそういうような政策も、加

工業者のね、そういうような悩みなり、補助体制なりを考える必要があると思うんですが、

町長、いかがですか。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に議員ご指摘のように、水産加工業につきましては、松前町の

主要な産業の一つだというふうに思っております。５００人の方が１ヶ月１０万を稼ぐと

５千万になるよというふうなご指摘もありました。松前の経済を動かしている、まさしく

財源はそこにあるだろうなというふうな思いしておりますので、本当に重要な産業の位置

付けであるというふうに思っております。雇用の面においても５００人以上の町民の方の

雇用の場となっているのも事実でありますので、今現状の支援、具体的にはしております

けども、イカゴロ処理の対策、それから外国人就労者に対する住宅などの支援、そして、

協議会の組織運営に対する支援をいろいろ行っております。ただし、ただ、議員おっしゃ

るように原魚、オホーツクからですね、遠路原魚持ってくるとなるとコストもかかるとい

うふうな状況もありますでしょうし、電気料の話もありました、電気料については本当に

大きな影響があるというふうに思っております。先程も答弁で申させていただきましたけ

ども、産業の裾野は大変広いという松前町でありますので、商工、林業、畜産業、農業、

水産加工、いろんなところに目を配っていきたいと思うんでありますけども、どのような

支援の方法がいいのか、どういうふうな支援ができるのかですね、職員の皆さん、或いは

加工屋の皆さんといろんな話をしていきたいなというふうに思っております。

一回にできる状況にもありませんけども、一つずつ積み重ねることが今大事だなという

ふうに思っております。ご理解いただきたいというふうに思います。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 今、加工場の、加工される従業員の方のですね、高齢化の問題がね、

２０４０年に向かってかなり問題、課題になろうと思うんですね。現在２０社で働いてい

る従業員の方の平均年齢は６５歳に近いんですよ、ある加工場では７０歳を超えてるんで

すね。ですから、将来的にそういう加工場に従事する従業員がね、いなくなってきてるん

です、不足するんです。他の地域においては、研修と称しまして外国人の労働者の移入を
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積極的に進めています。松前町ではどうかというと、カネキン高松水産が２年前から３人

ずつね、それを外国人の従業員の研修という目的でもって導入してます。しかしながら、

途中でいろんな問題がありましてですね、残念ながら帰っていく方もおられるようです。

そして、聞いてみますというと、その中で白神小学校の教員住宅に入れてもらってるんだ

けど、なんかヘビが入るって、それが怖くて辞めたという話もあるんですね。だから、そ

ういう面から考えてですね、将来外国人の方を移入しなければならない、ならないという

政策であったらね、やっぱり専門の住みやすい、そういう方々が住みやすい環境づくりも

ね、やっぱり私は政策の一つとしてね、持っていなければならないと思うんですね。

ですから、そういう２０４０年に向かったこの基盤である水産加工についてのね、様々

な面があるんですね、環境づくりも大事なんですよ。ですから、そういう面を町長ね、考

えていただきたいと思うんですが、いかがですか。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 働き手がいない、高齢者によりまして、高齢化致しまして働き手が

いないっていうのは松前ばかりじゃなくて、渡島管内、全道的にそういう環境だというふ

うに聞いております。外国人の方々の就労に対する支援につきましては、住宅を改良しな

がら利用していただいております。現状その程度しか支援対策はとれませんけども、これ

からいろいろ業界の皆様方と協議していきたいというふうに思っておりますし、大事な基

幹産業の一つでありますので、十分意を持って対応していきたいというふうに思っており

ます。ご理解いただきたいというふうに思います。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 町長の考え方よくわかりました。次に４番目であります、地域に残れ

る商店への施策について伺いたいと思います。

今ですね、松前町管内で地域に商店がいないという地区が出てきています。私の地域に

おいてもですね、かって５、６店あった店がもうなくなりまして、そういう状況なんです

ね。今ですね、対応は移動販売、生協の移動販売、或いは室田商店の移動販売、移動販売

に支えられているんですね。だけども、緊急を要する場合にはね、やはり地元に商店がい

ないということと、それから買い物難民と言われるお年寄りについてもね、やっぱり対策

も考えていかなければならないと思うんですよ。ある自治体においてはですね、自治体自

ら移動販売を設けたり、そういった地域に仮の店舗を作ってね、役場の職員が商品を売っ

てるんですよ。そういうような施策をしているところもあるんです。ですからね、そうい

うこともやっぱり考えてみなければならないだろうし、そういうふうに思ってんですが、

町長、いかがですか。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 人口減少などによりましてですね、地域の小売店も減ってきている

っていう状況であります。先程の川内谷議員の質問にもございました、災害時の状況につ

いてもそうなんであります。お店がないんですね、災害のうちにね、それは実態として白

神、荒谷地区にはそういう課題があるのも承知しております。何としても、まあ、職員が

移動販売で行くっていうふうなことにはなかなかならないと思いますけども、まず商店街

が力をつけてもらうということが商工業の振興に繋がるわけであります。

１１月の１２日に商工会との懇談がございました、その席で町の方に要望書が提出され

ました。その中に、商工業者に対しても店舗、工場などの小規模改築、或いは職場環境の

改善などへの補助制度の検討の要望をいただいているところであります。この件につきま

しては、先般伊藤議員からの質問もあって、あったような内容だというふうに承知してい
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るところであります。その要望書を受けましてですね、商工業という本当に幅の広いとこ

ろにどのようなカバーができるのか、その方法として業者がですね、業界がどのようなも

のを望んでいるのかですね、いろいろ商工会と話し合いをし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。現状の実態把握をしたうえで本当に有効な支援対策があれば

ですね、考えてまいりたいというふうに考えているところであります。本当に地域に根差

した貴重な商店でありますので、販売店と致しましても営業の受け身になることなく、積

極的な姿勢で商売をしていただくことが本当に大事だというふうに思っておりますので、

商工業界の奮起もここで期待をしているところであります。そういった前向きな気持ちで

取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 次にですね、第５番目として、移住人口の施策と空き家対策について

伺いたいと思います。

現在、松前町にですね、相当多くの空き家が存在しているわけです。中には老朽化が激

しくて、先般の風でもって飛ばされて大変な危険な状態になってる家屋もあるんですね。

空き家対策については、各自治体も頭を悩ませているんです。それは何が問題かというと、

その所有権が伴う問題なんですね、そして、所有権が伴うと同時に相続が絡んだね、そう

いうような問題があるためにですね、かなり今、野放しの状態になっている状況なんです。

だけど、これをこのまま放置しておくわけにはいかないんですよ、安全上の問題、それか

ら防火の問題、いろいろあります。ですからね、やはりこういうような問題もね、考えを

踏まえながらですね、専門の部署を設けながらですね、やっぱり対応せざるを得ないと思

うんです。中には条例を施行してですね、作ってやってるところもありますけれども、や

っぱり根本的には個人の所有権が伴うんですね、ですから、こういう問題をね、克服すれ

っていうわけでないんですよ。だから、こういうような空き家があります、ですから、そ

の所有者なり相続者に対してどうしますかと、そういうふうな窓口的なもの、家屋調査士

とか宅建業者に、なんか聞くところによりますと依頼しておりますけども、それではね、

商売している方はね、率先してやりませんよ。だから、町独自でもってね、そういうよう

な対策もね講ずる必要があると思うんですね。

それと同時に人口移住の問題もね、絡んでくるんですよ。先般、私の先輩でもって定年

を終えたから原口に移住したいという人がおりましてですね、どっかいい土地なり空き家

ありませんかというような照会されたけども、なかなかね、今すぐとおいそれとないんで

す。ですからね、そういう窓口なりね、やっぱり設置してですね、そういう希望があるん

であれば対応できるようなね、他の企業なりに任せておいても駄目なんですよ。ですから

そういうようなね、施策も今後益々出てくると思うんですよ、ですから、そういう考え方

に対して、町長、お願いします。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、前段の移住人口の施策というふうな部分でお答えしたいとい

うふうに思います。町と致しましては、定住人口の対策と致しまして、平成１９年から平

成２２年まで、定住推進のための町内の個人住宅情報をいろいろ提供してきたところであ

ります。２１年頃から全く問い合わせがない状況になっておりまして、住宅情報について

も取り止めた、住宅情報の提供についても取り止めた経緯があるものであります。

更に２２年度から地域おこし協力隊を採用致しまして、交流人口を増やすための活動を

積極的に行ってきたところでありますが、地域おこし協力隊などについても業務期間満了

後の定住については、起業のための講習などへの参加なども行っているところでありまし
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て、いろいろ対策を講じているところであります。自らが雇用の場の確保を図るというこ

とは、大変厳しい状況でありますけども、雇用期間において働く場所の確保や、起業を含

めた相談にのっていきたいというふうに思っております。これは、地域おこし協力隊の皆

さんへの対応でございます。

それと、前段で質問ありました空き家対策であります。本当に町の治安、或いは防災、

景観などの問題、面から致しましても大きな社会問題となっているところでありまして、

本年１１月１９日、参議院の本会議で空き家等対策の推進に関する特別措置法が可決され

たところであります。この内容につきましては、市町村の権限が強化される、市町村はそ

れぞれの所有者に対して撤去や修繕を命令することができるようになる、状況によっては

行政代執行も可能ですよというふうな内容でありますけども、まだまだ問題があるわけで

あります。ただし、現状からみますと一歩も二歩も前進した状況だというふうに判断して

おりまして、本当に議員ご指摘のように、民法上の問題もあります。しかしながら、町の

治安、防災、景観も本当に大事な問題でありますので、先進事例も参考にしながら状況に

よっては条例化というものも流れの中に出てくるような気もしていますので、ちょっと検

討させていただきたいというふうに思っております。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 最後になりましたが、ふるさと納税について伺います。ふるさと納税

につきましては、先般の議会でもですね、一般質問された方もおりまして、議員もおりま

したので、だいたい状況なり、或いはその趣旨なり、内容については掌握しておりますの

で、ただですね、渡島四町の視察でもって上士幌町に伺いました。その時ですね、私は衝

撃を受けたんですよね。町長がですよ、そのふるさと納税に対してね、私ども議員に対し

て１時間近くもね、お話をしたんですね。その姿勢はね、私はね、すごいなあと思って今

でも鮮明に残っておるんですけども、やはり取り組みの問題だと思うんですね。ただ単に

納税した方、された方に対して何千円かのお返しをするという、私はそれでないと思うん

ですよ。

今ですね、インターネットでもってどこどこの特産品いっぱいあります。松前町におい

てもですね、ヤリイカから始まってアワビ、ウニ、マグロ、あるんですよ、その材料が。

それをですね、季節によってね、やっぱりケースをもってね、限定しながらですね、展開

をしていくと。それによってですね、地場産業が活性化なってくるんですよ。それと同時

に製品に対する新しい創作意欲も沸いてくるんですよ。ですから、私は単に税金、ふるさ

と納税されましたから、その意味で３千円某のね、お返しを致しますよとそういうような

受け身の姿勢でね、やってたって、年間あれでしょ、３千万ぐらい、ずっと推移見ると３

千万ぐらいでしょ。ですからね、そういうお金の、ふるさと納税の根本から外れるかもわ

かりませんけども、地場産業を育てて活性化させるという大きな目的のためにね、そうい

う手法もね、やっぱり大事だと思うんですよ。

それともう一つは、松前、東京においても、道内においても、札幌においても、松前会

っていうのがあります。その方々に対してのね、やっぱりふるさと納税をＰＲしてると思

いますけども、そういう機関をとらいまいてね、やる方法もあるだろうし、それとお盆な

り年末なるとですね、高校卒業した方が松前でもって同窓会なり同期会なり開くんですね。

その情報をキャッチしてね、パンフレットを持っていって、松前でこういうふうに取り組

んでますから、ね、一つ広めてくれやと、そういうような方法だってあるんです。ですか

ら、やっぱり真剣になってね、ただ単に納税を受けますよっていうことでなくして、松前

を全国的にＰＲしたいと、松前の産物を売りたい人達と、そのふるさと納税のシステムな
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り、インターネットを駆使しながらね、売り出していくんだというその意欲をね、表れが

ほしいんですよ。ですから、そういう面についてですね、やっぱり積極的にやるべきだと

いうふうに思いますが、町長いかがですか。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) ふるさと納税の取り組みについては、ふるさと納税を導入致しまし

た平成２０年度では、３０万円以上の寄附者に対しまして、町の特産品１万円相当を贈呈

してきたところであります。また、平成２５年４月からは一回１０万以上又は累積して１

０万に達した寄附者に対しまして、特産品１万円相当を贈呈してきているところでありま

すけども、思うように効果が表れていない状況だというふうに認識しております。

このことから、現在職員の皆さんに再度の見直しをするように、関係課で今協議をして

いただいているところであります。その内容をちょっとお話申し上げますけども、現在あ

るふるさと松前応援寄附条例の対象事業と致しまして、世界一の桜の里づくり事業、日本

一の書のふるさとづくり事業、北海道唯一の城郭、松前城の保存整備事業、４と致しまし

て、その他まちづくり事業というふうなことで４項目を対象にしているわけでありますけ

ども、この他に１項目、物産振興のためを設けて、この寄附については一口１万円と致し

まして、その１万円に対しまして送料込みで８千円相当の松前の特産品を贈呈するという

ことで、今職員と検討しているところであります。特産品、現在商工会へお願い致しまし

て、８千円の商品の詰め合わせができないのかどうか、今、商工会と協議をされている、

しているところであります。

また、従来ある寄附につきましても、１０万円以上又は累積１０万の金額をですね、５

万円に圧縮したらどうだというふうなことも考えておりまして、しかし、５万円にした場

合は特産品１万円はそのまま据え置きをする考えで現在はおります。現在、このような考

えで進めておりますけども、これから進めるにあたって納税者のニーズもあるでしょうか

ら、ニーズを的確に捉えながらですね、状況によっては更なるバージョンアップも検討し

なければ駄目だというふうな思いでいるところであります。まずもってこれをやることに

よりまして、松前町の特産品を全国に発信する一つの力になると、地域経済への波及効果

が一段、期待ができるというふうに思っているところであります。新聞紙上にも出ており

ますけども、国と致しまして、国は来年度からふるさと納税の税率の軽減を改正、検討し

ているところでありますので、私どもも、これは平成２７年の４月１日から、今実施した

いというふうな思いで作業を進めているところであります。

○副議長(吉田孝男君) 近江議員。

○２番(近江武君) 松前町創生につきましてですね、一連の質問終わりました。２０４０

年を迎える頃は、私どもはこの世の中に存在するかどうかわかりません。しかしながら、

松前町の将来の１００年の大計を考えた場合ね、やっぱり今から布石を打っていかなけれ

ばならない、そして、子々孫々にですね、松前町の存在というものをね、が、存在できる

ような、やっぱり施策を打つべきだと、このように考えて、今日の質問を終わりたいと思

います。以上です。

○副議長(吉田孝男君) 次、５番、伊藤幸司君。

１５分間暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時０６分)

(再開 午後 ３時２２分)
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○副議長(吉田孝男君) 再開致します。

５番、伊藤幸司君。

○５番(伊藤幸司君) 時間もいい時間になってきまして、天候もこれから悪くなっていく

ため、非常にプレッシャーがかかってまして、「先端農業の導入で人口減対策を」ってい

う表題で質問したいと、まあ、質問というよりも一部皆さん、お話聞いてると思いますけ

ども、先般梁川の方に有志の議員少し行ってまいりまして、そこで勉強してまいった部分

もいろいろありまして、そういったことを話をしながら、新しい形の農業に挑戦をしてほ

しいなと、そう思っているところであります。

まず、最初に書いてあります日本創生会議の発表によりますとですね、消滅する可能性

のある町、これ大変なことになってまして、北海道では１７９市町村の約８割にあたる１

４５市町村が消滅の危機にあるということで、大変ショッキングな話題になりました。こ

れ調べてみますとね、消滅する可能性があるといいますか、人口、若年人口、或いは若い

女性の方々が減っていくと、その可能性の算式の中のパーセンテージも出てまして、８０

％に達するっていうのがね、松前と福島と木古内、それから夕張市、まだありますけどこ

うなっています。知内町はですね、３０％になってる。それでもう一つはちょっとショッ

クだったのは、十勝管内です、池田はですね、十勝ワインでとても有名なんですけども、

６５．２％、一般的にはワインの町っていうことで一生懸命頑張ってるんだろうと思いま

して、こんな数字になんのかと思ってびっくりしました。反面今度芽室に行きますとね、

２８．１％、ここはポテトチップスですとかいろいろありますけど、乳業メーカーもいっ

ぱいあります。どうしてこんなに違うんだろうということなんですよね。

いろいろ子育てだとかね、出産祝い金ですとか、そういうそのそちらの方の環境に対す

る手当てっていうのはどの町も一生懸命頑張ってます、お金のある町はどんどん出すとい

うことになっておりまして、それでこれから先はですね、国の政策もありますので、この

辺の対応ってのはだんだん横並びに近くなるかなと、金額の差はあれね、こういったこと

に重点的にお金を入れないと大変なことになる。今いる皆さん方にもっと安心して子ども

を産んで、子育てをしてほしいという形の支援というのは当然であるし、それぞれが同じ

ラインで臨んでくるんだろうと思ってます。最終的にどこが違うかって言うと、やはり働

く場所だと思いますね、若い人、男女を問わずそういった雇用をどうやって確保するのか

が一番の問題です。これはもうどこまでもついて回る話で、最も力を入れて何とかしたい

ということであります。

私は、ここに植物工場の建設を提案したいって書いてあります。ここにイチゴって書い

てますけど、イチゴについては随分昔から一生懸命話してるつもりでありまして、前の前

田町長の時も水耕栽培どうなの、それから千葉にも視察に行って、すごいもんだなと思っ

てきたりしました。結果、私が言ってる水耕栽培っていうのは、全く水ですので、採算が

なかなかとれない。それで断念をしましてしばらくあんまり考えてなかったんですけど、

たまたま伊達市に消防の関係で視察に行ってですね、町政の要覧っていうのを見させても

らった。そこに伊達市でイチゴを水耕栽培やってるっていう写真付きの見出しのでっかい

記事が載ってました。イチゴなのかなって、それで水耕栽培って書いてあったのでびっく

りしまして調べてもらった。そしたら水耕って言いますけど、点滴栽培って言いまして、

水で肥料を供給するんですけども土も使ってなくて非常に進んだやり方なんで、調べても

らって、これは面白いなっていうことで何とかしたいということで考えてました。たまた

ま梁川のふるさとの秋祭りというののご招待というのかね、きたもんですから、その時に

議員の皆さんとお話をして、お金はないので自費で行こうねって話になって、その時に、
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実はそのイチゴを一緒に見てこようという話をしてずっと過ごしてまいりました。結果、

とうとう梁川の方に皆さんで行って見さしてもらって、そこでその今申し上げた点滴栽培

の梁川町でずっとやってらっしゃる、もう６、７年も７年も８年もやってる伊藤さんとい

う農家さんがいました。そこの実際の栽培の状況見てきました。それから、多分日本でも

最先端だと思いますけども、宮城県の山元町っていうところにある農業生産法人株式会社

ＧＲＡってのがあるんですけど、そこの研究施設も一緒に見てきました。

戻りながらいろいろ、帰ってからもいろんな話を何人かの議員とお話して、ぜひこうい

うのをやってみたいと。みんなで行ってきたんだけれども、今度の議会で一般質問してよ

ろしいかっていう話をしましたら、おお、やれやれって話になった。その時にですね、ど

ういうことなのかっていうことで一応説明しなきゃいけませんので、資料いっぱいお持ち

してみんなに見てもらいました。その中でどうしてイチゴをやるかってのは、そこに書い

てますけども、夏場の端境期を狙ったイチゴを栽培すると。これは、夏場って本州は気候

があったかいっていうか暑過ぎて作れないもんですから、北海道に大分広まってきており

ます。多分新聞で見てると思いますけど、北海道新聞に何回かにわたって苫小牧の東部、

苫東ファームっていうのを北洋銀行でありますとか、富士電機だとか一流の人達が入って、

北海道で特区を申請をしている。総費用２３億っていうとんでもないプロジェクト立ち上

げて、やり始めるということを見まして、同じことを考えてるんだなと思って、そう思っ

て確かにこれはすごいんだなということで、そこに書いてあります大規模ハウス、もう既

に稼働しているはずです。それ程、私ここに書いてある夏のイチゴってのは市場がとても

面白い分野でありまして、日本で作れないので、アメリカから輸入している部分がたくさ

んあります、それを狙って作ろうと。

苫東でやるこの大規模なプロジェクトっていうのは、４００トン以上作るっていうとん

でもない計画で、仮に４００トン作ってもまだ国内産網羅できなくてですね、もうちょっ

と輸入をしなきゃならないだろうというのがこのイチゴの特徴であります。従って、ない

んですから値段も高いということで、ぜひともこれをやりたいと。その通告書に書いてあ

るんですけども、旧松前小学校のグランドと校舎を使おうと、これ最初見た人はびっくり

したと思うんですけど、これを使うとですね、相当規模の大きいものができるということ

もありまして、その辺も何人かの議員で話をしながら、ちょっと提案してみたいというこ

とで今回一般質問ということにしました。

梁川に行くのにですね、農林畜産課の佐藤課長と、それから渡辺主幹も同行しておりま

すので、帰ってから町長、副町長、或いはいろんな方とお話をされたと思うんですけども、

私どもとしてはですね、私ではありません、私どもとしては積極的に取り組むべきもので

はないかということで、ここでご提案をしておりますし、また今何人かの議員が言いまし

たけど、日本の創生についていろいろこれからいろんなことが出てきます。石破大臣があ

るテレビ局の放映で見ましたけれども、地方の町に数値目標まで持った計画を出してもら

うという話をしておりました。多分、極々近い内に国の方針が示されていろいろ言われる

んでしょうけども、多分いろいろ自民党のいろんな政策であるとか、そんなの見ると農業

に相当の比重を持ってシフトしてます。ということであれば、松前町としてもしっかり取

り組んで、計画を練ってやるべきではないかということだと思います。

実際なかなか大変な事業ですので、私もいろいろ調べましたけども、議員が一生懸命調

べ回ったってですね、それは限界があるもんでね、お金もかかりますし、どういうふうに

すればいいのかって、いろいろ各方面にわたって調べなきゃいけないので、限界がありま

すよ。であれば、うちらで話したんですけど、この際はちゃんとプロジェクトチームでも
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作ってもらって、やるのかやらないのか、そういったことについて検討してもらうのが一

番いいんじゃないかという結論に達しましてですね、今回一般質問させていただいたわけ

です。最後に、検討チームを作る、そのような積極的に取り組むべきと思いますけれども、

どんなもんでしょうかということですので、まずはそこをお聞かせいただきたい。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先端農業の導入で人口減対策をというふうなことのご質問でありま

す。まずもって、先般議員有志の皆さんで伊達市の視察、先進地視察、ご苦労様でござい

ました。私どもの職員も参加させていただきました、本当にありがとうございます。その

報告もいただいているところであります。今伊藤議員から提案のありました苫小牧のイチ

ゴ水耕栽培、これらを行っている組織につきましては苫東ファームという現地法人であり

まして、こもろ布引イチゴ園、これ長崎県の、長野県の農業生産法人だというふうに聞い

ております。それと清水建設、それから富士電機、北洋銀行、苫小牧信用金庫、菱中建設、

６社の協同出資で平成２６年３月に立ち上がっており、総事業費２３億円で、うち３年間

で１３億円が農林水産省の補助であります。敷地は、３ヘクタールの借地にハウス２８棟

を業務用イチゴとして、首都圏の洋菓子メーカーへ通年出荷する体制で稼働しております。

首都圏への輸送アクセスも、空港も港湾も近い状況にあるということで、比較的立地条件

的にも恵まれている状況だというふうに聞いております。最終的な目標でありますけども、

年間生産４４３トン、年間販売額６億２千万円、パート従業員は当初７０人程度で稼働し

てますけども、最終的には１５０人の採用を予定していると聞いております。議員もご指

摘しております、イチゴは全国各地で生産されておりますけども、現時点では夏から秋へ

の国内需要を満たしておらず、特に業務用はアメリカなどから輸入品に頼っている状況だ

というふうに聞いております。国際市場で競争できる農産物の生産流通システムを構築す

るためには、本当に絶好のチャンスかなというふうに思っているところであります。

昨日の民法のテレビだと思うんでありますが、イチゴの高設栽培、この時期にやってま

して、このクリスマス商戦のイチゴで利用できるんだと、というのも今求められているイ

チゴは粒の大きいイチゴじゃなくて、粒の細いイチゴが今需要があるんだというようなこ

とをニュースでやっておりました。まさしく端境期を利用した戦略だなというふうなこと

を考えて、感じたところであります。

本当にチャンスであるなというふうに思っておりますけども、しかしながら、ちょっと

慎重になる、無作為に事業の立ち上げにつきましてはですね、今いる状況がＴＰＰの関係

だとか、流通コストとの問題とか多いと考えられておりますけども、まず積極的に検討す

るに値するものだというふうに思っております。担当の佐藤工課長も乗り気のようであり

ますので、今後、国と道と本当に詳細な部分まで情報いただきながら協議してまいりたい

と思いますし、その情報につきましてもですね、議会の皆さん方にも提供をしてまいりた

いというふうに思っております。本当にこう地方創世の糸口、切り込む糸口があるかもし

れませんので、検討してまいりたいというふうに思います。

○副議長(吉田孝男君) ５番。

○５番(伊藤幸司君) 早速、大変心強い答弁でございまして、あとしゃべんなくてもいい

がなあと思ってみたり。今言われたとおりですね、うん、今狙ってるのは夏場のお菓子用

のイチゴで、相当足りません。ただですね、皆さんもケーキのイチゴって食べてると思い

ますけど、非常にこのあまり美味しくないもの、ガリッと、どうしてガリッとなるかとい

うと、何かこう品種の問題もあるんですけど、夏場に作るとどうしてもガリッしかできな

い、格好良くないとケーキに乗りませんので、それでもなお１個１００円とか、１５０円
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という値段になります、物がないからですね。

ただですね、例えば今、苫東で４００数十トン、これはですね、ニュースソース教えら

れませんけど多分失敗するだろうって言われている。どうしてかっていうのは言いません

けども、いろいろある。それで、作ればいいってもんでなくてですね、多分今の状況だと

ガリッでも売れるんですね。でも、これがですね、お菓子で有名なきのとやの社長に聞い

たそうですよ、そしたらお前のイチゴなんか買わないって言われて、美味くないからね。

だから、ガリじゃもう駄目で、ガリは今まだ売れるんですよ、ですけど、そのガリのその

先を行かなきゃいけない。それで、何でこういう話するかというと、今作っても多分一定

の量は売れますし、大丈夫だと思います。でも、あと数年も経てばですね、ガリでない商

品が出回るはずなんですね、それは勉強しなきゃいけませんねっていう話をしなきゃいけ

なくて、それどうしてかって言いますと、これ私のお話ではなくて、実は渡島振興局の奥

っていう農務課長とお話させてもらったことありまして、そのきのとやの話は課長から聞

いてきまして、伊藤さん、今はいいかもしんないけどいずれ売れなくなったらどうすんの

っていう、常々商品ってそういうもんですけどね。だから、今私言ってるのは今、流行っ

てますよっていう段階でやってもらって、だんだん規模を広げていくに従って、次なるこ

とを考えていくということも含めて提案させてもらってます。

それで、いろんな話聞きまして、要はなんだ、イチゴだからイチゴ作ればいいんだべっ

ていうことにならないんですね。次の品種もやらなきゃならないし、それから、今自民党

の政策にもあります、「６次化を目指せ」っていうのがあって、これについては随分お金

をよこすよというのがあったり、新規就農に随分お金を注いでる。私、狙ってほしいのは、

今３棟、４棟のハウスを建ててもらって、そこでやるのは何かっていうと今売れるガリを

作りますけども、その次の勉強をしてもらうようなシステムでないと長続きしません。だ

から、十二分な知識を持った、この事業専用のね、職員を採用してほしい。そういうレベ

ルまで持っていかないと、今私ここに書いたリーディングプロジェクトにならない、それ

をまず言いたいのが一つですね。

それから、これ奥課長といろいろ話した時に出てきたんですけど、そういうその施設園

芸っていうんですけど、それに対する国のいろんな施策がですね、これからどんどん出て

きます。今も出てますけど、その最たるものがね、スマートアグリコンソーシアムってい

う団体があります。これは、日本の施設園芸を世界に冠たるものにしようっていうんで、

千葉大の教授だったかな、その人とそれから８０社に上る民間の企業が参加をして作って

ある団体なんですね。何をするかというと、今私言ったような施設園芸っていうんですか、

これをどんどんどんどん進めていこうというための団体です。それにうちの松前町、入っ

た方がいいかもしれませんねと、要するに最先端の情報をどうやってやるかっていうと、

この人達でさえ２０１２年です、立ち上げが、まだ始まったばっかりで、今手足を突っ込

んどけば充分対応できるなと。だから、勉強するためにこういう団体に入って、地方自治

体として入って、その情報を入手する。そういったこともぜひ必要になると思いますよと

いう話をされて、確かにそうだよね。そうすると、やっぱり、例えば農林畜産課だと佐藤

課長だとか渡辺主幹だとかのプロ中のプロ、専門家がいますのでね、これの場合もきちん

とその一定のレベルの知識を持った人間を入れないと駄目だよと、そうでないといきなり

勉強だ、研究だ話になりませんよっていう、そういうことを言われてきまして、私もそう

思います。

それは、皆さんと一緒に宮城のＧＲＡなるそのとんでもない施設を見に行きまして、そ

こでやってることは全くすごいもんでしてね。それを全部持ってこようなんて気はありま
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せんけども、そこまでやっぱり一応勉強に行ってもらってやってもらうと、そういうふう

にしておかないと、今あるイチゴは作れるけども、次の世代はなかなか大変だと。品種改

良とかはね、それは無茶ですけど、その他にね、いろんなことがやることがありますので、

そういったことをしなきゃいけませんねと。だから、まず人の採用が先だかもしんないな

と、そう思っております。

もう一つ、一応提言ということでありまして、どうしてその松前小学校のグランドと校

舎を使うという話になったかというと、あすこのグランドはですね、３万平米あります広

さ、３万平米の広さにもしもこの大規模ハウスを建てるとすれば、どういう規模になるん

だろうと、ちょっと試算をしてもらった。かなり大きいものが１４棟建ちますよと、もち

ろん雪も風の対策もして建ちます。でも、それはね、いきなりやるつもりはなくて、今こ

の日本創生のプロジェクト今出てくると思います。石破大臣も言ってましたけど、向こう

５年間かかって進めていくよと。であれば、うちは最初に３棟、４棟のハウスを建ててそ

こで商品を作りながら、軌道に乗り始めたら広めていくというふうな態勢を取ればいいん

だと。その際に予め最大の規模ってこのくらいっていうその目安がなければ何もできませ

んから、ですから、そういう規模の土地が必要です。それから、校舎を使って商品の選別

だとかいろんなことしますので、それは使います。

もう一つ、その校舎で何をしたいかっていうと、６次化のためのいろんな研究をしなき

ゃいけませんし、ひょっとして商品作ってお店をやんなければいけない、そういったこと

も考えられる。あすこはロケーションがいいので、この間、西川議員さんとしゃべったら、

あすこにレストランでも建てたらいいことあるかもしんない、例えばそういうこともあり

ます。それから、一番有望だなと思ってんのは、水があること。大量の水を使うので、水

道水じゃ駄目なので、あすこは水がありますよと、そういったことからね、あすこやりた

いという話をして、まあ、提案をさせていただきました。

校舎を使うっていう話をしていろいろしゃべりましたらね、もう一個は頑張った方いい

よと。何がっていうとですね、ＬＥＤ使ったですね、自然光一切なしの植物作るんですね。

普通皆さんテレビとかで見てるのはレタスを作ってる絵がよく出てきます。あれはほとん

ど赤字で、まず黒字になってるのは何箇所もない。そんなお金にならないレタス作ってど

うするんですかっていったらね、高機能野菜っての作りなさいと。それ何かっていうと、

一例がですね、低カリウムレタスっていう商品だそうです。これは、人工透析の患者さん

だとか、カリウムの摂取を抑えられている人が世の中にたくさんいまして、それであれば

相当高く売れるんですよ。これは人工透析の患者さんだとか、カリウムの摂取を抑えられ

ている人が世の中にたくさんいまして、それであれば、相当高く売れるんですよ。それも

ですね、ちゃんともう会津のメーカーさんがやってまして、ここに資料持ってますけど、

フランチャイズを募集しています。会津に本社があるメーカーなんだけども、今、千葉と

京都でフランチャイズで工場が稼働してます。これも私、奥課長に言われてこういうのや

らなきゃ駄目だよみたいな話されて、そうですかって帰ってきたんです、例えばの話です。

そういうことも可能になります。

さっき、川内谷議員さんか、町の財産っていうか、廃校校舎、大変だよねって。大島中

学校、来年ですよね、そうした場合に校舎は大変ですけど、体育館は多分ＬＥＤは使える

んで、例えばですよ、要するにそういうそのいろんなことをね、イチゴはこれ有望株でい

きなりやれるはずですので、それはまずやってもらう。だけど、同時進行的にそういった

ことも勉強してもらった方がいいなと。それはやっぱり民間でやってくれったって、そう

はできませんので、だから、最初に町がですね、そういう職員さんをまず採用してもらっ
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て立ち上げてもらうっていう、で、本格的に動き出したらその部分は民間に下げてもいい

だろうと、そう思っています。例えば、私らが会社作っていきなりヨーイドンでやれった

って、これはできるわけもないですからね。

もう一個は、雇用を作るために、昔っから工場誘致って言われてますよね。工場誘致っ

て昔っから、大昔から言ってんですけども、なかなかないんですよね。今、水産加工のお

話ありましたけど、そうするとね、この辺であれば自分で作るしかないので、それをまあ

積極的に手がけるしかないなと、私はそう思ってんですよね。だから、今バーッと言いっ

放しで言ってますけども、いろんな展開が見込めるんですけど、何しろまだまだ情報が足

りないので、とりあえずはですね、そういうことを検討するチームをね、作るべきだなと

思ってんですよね、佐藤課長を筆頭にやってもらっても結構ですけども、しかしね、それ

はそうなんだけどね、その何もかにもできるわけありませんで、しかもある程度短時間に

一定の計画書が必要であろうと思います、今回の日本創生。それと、数値目標まで出せっ

て石破さん言ってますけど、まあまあ、どうだかわかりませんけど、それ程角度の高いっ

ていうかね、具体性のあるものでないと多分認めてくれないと思いますので、まず私は検

討してみたいという町長の答弁でしたけども、その例えば今の職員の採用であるとか、そ

ういうところまで踏み込まないと、それは大変なんですよ。うちら一生懸命頑張ってうろ

うろあちこち探し回って歩いても、とても時間もないし、お金もないし、今回もみんなで

自腹切っていくぞって行ってきました、そういう状況ではね、限界がありますので、町長、

どうですかね、そういうその今から誰を採用するとかって話になりませんけども、それ程

多分重要なことだと私は思ってまして、それは向かいに座ってる副議長もですね、ちょこ

っとね、言われたことがありまして、その辺もあるので、なんたかったやりますよという

話にはならんでしょうけども、その辺どうなんですかね、前に油野さんも何かこういう質

問したことありますよね、専門職何とかしろという。それは、なかなか今までやったこと

ないんだろうと思うんですけども、町長、どうですかね。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 日本創生、地方創生というふうな中での取り組みを進めていくとい

うふうにしてでもですね、ちょっと時間のない状況であります。従いまして、いろんな情

報を入手するためにも、次に進んでいくためにも専門の職員の採用、それは充分理解でき

るところでありますけども、まずもって今やれることはですね、国、道とのですね、調整

って言いますか、我々情報もらう、今の段階で情報をもらうことが先決だというふうに思

います。ある一定の目途がつくとスキーム的なものが出てくると思うんですよね。ですか

ら、いろんな意味で将来実施に向けての検討をするためにも、北海道の情報、或いは国の

情報、そして今一番大事なのはですね、人材だと思っておりますので、私、水産もそうな

んでありますけども、若い方が採用されればいいんでしょうけども、例えば農業改良普及

所の退職した方をですね、町に安い給料になるんでありますけども来てもらってですね、

いろんな情報をもらうとか、そういうふうな核になるっていう一つの方法もあるだろうし、

ここの部分につきましてはですね、ちょっと検討させていただきたいなというふうに思い

ます。

ただ、今の現有の、役場の勢力、職員の勢力の中ではなかなか手の届かないところも出

てくると思いますので、ここについてはまず、いろんなまず情報を収集させていただきた

いというふうに思うところであります。

それから、本当にこう、先程も答弁致しました、国から示されました、まち・ひと・し

ごと創生に関する施策、松前町の総合戦略、２７年度中に策定しなけれはなりませんので、
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本当にこう時間のない中で進めたいというふうに、進めざるをありませんけども、先程も

申しました、本当に松前町の体力と企画立案が試される正念場だというふうに思っており

ますので、職員が減っている状況でありますけども、万全な体制でふるさと松前おこしに

臨まなければならないというふうに思っております。いろんな意味で、いろんな角度から

チャンスと捉えるべきだろうなというふうに思っております。農業しかり、漁業しかりだ

というふうに思っております。

こんなことで、ご理解いただきたいというふうに思います。

○副議長(吉田孝男君) ５番。

○５番(伊藤幸司君) 最後にですね、今回梁川に行ってきまして、交流会というのがあり

まして、西田市長も来ておりました。行く前に向こうの物産協会の事務局長でありますと

か、その他様々な人達とコンタクトを取ってから行ってまして、交流会の席上でですね、

どうもイチゴの勉強に来たらしいという話をされまして、私、西田市長に、せっかく市長

とここでお会いしたので、人、貸してくれと、２、３人よこしてくれって話したんです、

ぜひこれやるので、何とかしてほしいって。そしたら、酔った席ですので、わかったって

いう話はしてもらったんですけど、だから、ただそこでね、市長いわくね、伊藤さん、あ

れだって、うちの市役所の職員やったってほんずねえんだと、それはねえ、何でも知って

る人なんていません。だから、物産協会の人間を２、３人やるというお言葉をいただいて

きました。星さんにね、酔っ払った席だから信用できないよねったら、いや、そうでもな

いよって、まあ、笑い話になるかどうか知りませんけども、そういうこともあります。そ

して、地域おこし協力隊ですか、あの辺の制度もしっかり活用すればいいんだと思います。

詳しくは西田市長に、うちのは職員、あれだよね、助っ人によこしてるし、こういうこと

はね、素人できないから頼んますよったらそういう話されたので、どこまで本当か知りま

せんが、そういうルートもなくはないと。

何でかったら、やっぱり梁川のイチゴ農家さんが、今私やろうとするシステムを、平成

９年ぐらいからずっとやってるんですよ。だから、昨日今日の技術とかね、そういうレベ

ルの話だったら絶対私乗りませんけども、実際にそういうきちんと歴史を刻んできて、未

だにイチゴを出荷して、反当たり５００万という収益を上げてやってるのね。そういうの

を見てるので、この技術は確かなもんだっていう発想。宮城のＧＲＡに着いた時もどうや

ってやってんですったら、その名前言いませんけど、梁川と同じものを使って、土の代わ

りに使っていろんなテストをしてる。だから、この何て言うのか、システムとかプロジェ

クトを組むとすれば、とりあえずはまず失敗のないもんだろうと。それは物産協会の岡崎

っていう事務局長さんもやるんだったらこれをやった方がいいですよ、うちら実績があり

ますよという話されたと、ついでに西田市長に人を貸せったら何とかするって言うから、

まあ、こっから先は町長がそれなりにすれば、タダの人材が来るかもしんないなと、多少

は期待をしているところです。

いずれにしてもね、いろんな失敗例があるんですよ。一つ大変失敗するだろうと言われ

てるのがね、この間新聞で、見てるかな、イチゴで発泡酒作ったとこあるの、温泉熱、函

館なんだけど、温泉熱だね、恵山だね、恵山の温泉熱を使ってヨドって会社がイチゴを作

ってる。実はそのイチゴ、あまりよくなくてですね、上手に販売できなくて、大量に売り

物にならないやつが出て、それで発泡酒を作った。発泡酒どんどん作るよって、また２６

トン作るって記事が出てましたけど、そういう失敗作っていっぱいあるので、研究しよう

と思えばなんぼでも材料ある。人材も、とりあえずとっかかりは、それはそういう何とか

なる人もいるかもしれません。ぜひ、力を入れてですね、やってほしい。そういうことを
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お願いして終わります。

○副議長(吉田孝男君) 答弁はいいですか。

次に１番、福原英夫君。

○１番(福原英夫君) 町長も管理職の皆様方も疲れてるんでないかなと思います、時間ま

でには終わらせますので、終わりますので、しばし耳をお貸し願いたいなと思います。

今回、私が質問する二つの表題については、自分が立候補して当選して、４年間同じこ

とを繰り返し質問していたような感じします。皆様方もそのように捉えてるんでないかな

と思います。それで、私は今回はなぜこういうことの質問をしたかというと、４年間のま

とめとして、この１２月を大事にしてたわけでございます。そんな中で、１０番議員であ

り、２番議員が類似の質問を致しましたけど、やはり自分としてもこの漁業の問題、それ

と教育の問題について質問したいもんだなと思って、一般質問に取り上げていただいたわ

けです。

それで、４人の議員の先生方のお話聞いてて、やはり松前のことを憂いているわけです、

松前このままだったら限界集落で消滅するよというシグナルが出てるわけでございます。

シグナルが出てるから何もやらなくていいかというと、町長以下皆さんはそうではないよ

と反発すると思うんです、それは当然のことだと思います。ですから、先程から答弁を聞

いておりますと、もわもわっというふうな感じより私は受け取ってないわけです。するの

か、しないのか、どうしたいのかって具体的な方策、具体的な方法論が見えなかったわけ

でございます。そんなことからして、４年間の積み重ねで質問したいなと。

それで、一つ目の「漁業所得の向上をどう、どのように図るのか」ということでの表題

で一つ目にしました。やはりあの１０年もしない内に漁業者は半減するでしょう、はっき

り言いまして。しかし、データとしては出ててもそのことを防ぐために、減少させないた

めに、そして増加させるためにどうするかっていう考え方が生まれて、皆様方が、私もお

りましたけれども、試行錯誤を繰り返しているんでないかなと、いうふうに思ってました。

そんな意味で、この一つ目の漁業者が減るっていうこと、これが大きいテーマでございま

した。そして、この現状を打開するために具体的方策について、組合員、漁協、指導所と

充分な協議を重ねてきたのかということなんです。まずここを聞きたかったわけです、重

ねてきたのかと、お聞かせください。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程も申しましたけども、漁業振興、なかなか結果が出てきてない

というふうな状況は同じ認識だというふうに思っております。組合員の状況、漁協の組合

員の状況につきましてもご指摘のとおり減少しておりまして、中でも７０歳以上の方が約

半数になっているというふうなことで、高齢化が進んでいるのも事実であります。生産額

もここ２年間で落ち込んでいると、本当に右肩下がりの状況であるというふうなことであ

ります。

浜の方々とは、常日頃から各種増養殖事業の取り組みなどを通じまして、日々港などで

接触の機会を持ちながら、足を運び、漁業者から時々の状況を聞きながら取り組んできて

いるところであります。当然、組合とも指導所も交えなければ進まないものもありますの

で、常に生産に掲げていける方策を模索しながら進めてきている、検討を、協議を重ねて

きているというふうにご理解いただきたいというふうに思います。

この間、ホッケのいろいろ指導所、或いは、からもご指摘、ご指導いただきまして、ホ

ッケの蓄養についてもいろいろ結果が技術的にも確率されておりますし、１００円のホッ

ケを６００円、７００円で売れるっていうふうな状況まで来ているところでありますし、
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またナマコにつきましも平成２７年、来年度には赤神、札前地区のナマコの出荷も今検討

しているところであります。更には、海水氷を利用致しまして、漁獲物の付加価値向上、

或いは輸送コストの削減に取り組んできているところであります。いろんな状況、情報い

ただきながら、協議をしながら取り組んできている状況であります。以上でございます。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) やはり、一番しようと、私が今回質問しているのは、伊藤議員が質

問したように大きい将来のプロジェクトではなくて、現状を工夫することによって生産性

が上がるよということなんですよ。現状をどのように協議していたのかっていうことを聞

きたかったわけですよ、本来は。そういう漠然とした空論、意味もつかないようなことで

なく、どう松前町の漁業を変えようかと、どう進めようかという議論を組合員から個々の

問題、課題を聞いていたのかと、指導所、組合としては経営をどのようにしようとしてい

たのか、それと指導所は松前町の将来の漁業をこのように考えてるけど、町としてはこう

いうことをしてほしい、こういうふうな支援をしてほしいというふうな具体的な話し合い

をしたのかっていうことを聞いたわけでございます。もう一度、答弁をお願いします。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産振興策を講じるにあたってはですね、いろんな各般の情報をも

らいながら協議をしているところであります。組合は組合の立場もありますでしょうし、

指導所は指導所の立場で連携をとっていただいております。私どもも、水産も大事であり

ますけども、産業全般見回した中で町政の、振興推進をしているわけでありますので、何

点その分につきましてはご理解いただきたいというふうに思います。

今の現状が決していいとは思っておりません、一歩でも二歩でも進んでいくための方策

を、結果が出ない状況でありますけども、一つずつ、今積み重ねが大事だろうというふう

に思っております。人口が減る２０４０年問題もありますけども、何もしなければそうい

う状況になるということでありますので、一歩でも二歩でも前進させることが今、松前町

の力を蓄えて進んでいく状況になるんだろうというふうに思っております。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 何て言ったらいいんでしょうかね、所得が上がらないと漁業への魅

力や意欲、また一番私が心配してるのは町の活力が失われてしまっているよということな

んですよ。前も、いつも同じこと言っておりますけども、私が帰ってきた頃は２万、１万

９千人ちょっとおりました、人口が。今８千人ないんですよ、町長が就任してから約６０

０から８００の間減少してます。そうすると、今、町長が言われたことは、どういうふう

に私は捉えたらいいかというと、やってきたけれども結果が出ないから、もう一回繰り返

すよと、もう一回ローリングかけるよと、もう一回見直すよというふうに捉えたらいいん

でしょうか、答弁お願いします。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 決して、そういうことにはならないんだというふうに思います。日

々の積み重ねが大事である、日々の積み重ねで結果を出していくことだろうというふうに

思っております。失敗もあったと思いますよ、しかし、成功している事例もあるわけです

から、日々の積み重ねが一番大事なことだというふうに思います。それは、産業振興に繋

がる、水産の振興に繋がる、そういう思いでやらせていただいております。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) そのこと聞きたかったわけです。こつこつこつこつと積み重ねてい

って一つの成果品が出るわけでございます。そうすると今までいろんな事業をやってて、
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いつも聞くことですけれども評価をしていたのかと、投資はしたけれど、その成果という

ものの対しての評価をしていたのかと、私はよく今まで聞いてました。答えは返ってきて

るようで返ってきてません。ですから、評価があって初めて結果がわかるわけです。そう

すると、その結果がわかって、やあ、ちょっとここのところは駄目だから、ここを直しま

しょうやと、それは日々担当者がやっているわけでございます。そして、町長もどうなん

だよ、どうなんだよとこうプッシュをしながら、おい、したら町長として何をしたらいい

のかと、これは施策の中で今の水産行政をどういうふうに支えたらいいのかというふうな

ことをプランニングされていくわけでございます。そこのところを間違えないでほしいな

と思いました。

それで、次です。例えば、こんなことが言われています。浜を歩くと、いやあいやあ、

年いってしまってて、アワビやウニ獲りたいけども腕も上がらないし、目も悪くなってし

まったっじゃと、おら、したらどういうふうに漁業で食っていけばいいんだべやというこ

とです。ですから、松前の今のある資源で、資源ですよ、それと今まで投資したものでそ

の人達が食べるためにどうしたらいいのかっていう追い込みなんですよ。こういう人達が

あと何年もしないで、１０年でいなくなるんですよ、いなくなるんですよ、ブレーキかけ

なければならないんですよ、だから、やはりそこのところでもう一回、スタートラインに

立って考えてみるようなことをしなければならないと思うんですけど、町長どうですか。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 確かに、今の資源はいっぱいあります、利用されてない資源もある

ものであります。私、先程も申しました、細々と細目こんぶを獲っている漁師の方がおり

ます。本当に白神、荒谷地区、小島地区にもたいしたお金にならない、手間はかかる、だ

けど頑張ると１００万、１５０万のお金が手にできるというふうなことはですね、そうい

う資源はまだまだ松前に残ってるっていうことだと思うんですよ。ですから、これから漁

船漁業もやりますし、採介藻の部分も高齢者に対してやれることはやっていきたいという

ふうな思いでおります。

まず、資源はいっぱいあると思います。そんな中で取り組んでまいりたいというふうに

思っております。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 松前港に、ただ今６隻ほどの船が係留されているそうですね、あと

数年でそれがゼロになるんだということです、もの凄く苦しくて悲しいなと思いました。

それで、先程１０番議員も港の使い方、まあ活用ですよね、質問なさっておりましたけど

も、港の活用について、調査研究はずっとしてたんでしょうか。なぜかというと、港の中

の底が砂地なのか、泥炭地なのか、岩盤なのか、磯場なのか、それによって魚種が変わっ

てきますよね。それと中間層であればホッケであり、いろんなものがね、活用できるので

多角的に、階層的に港の中を利用できるわけですから、そういう調査、研究はしたことあ

るんでしょうか、ちょっとお聞かせください。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 港湾もありますし、漁港もあります。ですから、漁港は作ることに

よりまして海底がどうなっているかっていう情報はわかりますし、港湾につきましても整

備している状況、当時の状況はわかります。ただ、今の現状はなかなか潜水士入れないと

わからない状況もありますので、今般松前港については浚渫工事をしています。その際に

は港内の海の底をですね、港内の底をどういうふうな状況になってるかっていうことも職

員からは報告を受けております。
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いろんなこう、ナマコがどういう海域にいいのか、それからホッケがどういう潮の状況

がいいのか、いろんな状況で職員も情報を入手しておりますので、その辺の話を聞きなが

ら養殖、蓄養事業には支援していきたいというふうな思いでいるところであります。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 町長、そこのところが大事なように思います。なぜかっていうと、

水産庁でもそのように支援の方策が出てるし、それと私がなぜ漁港をということは、先程

の漁業者が目も悪くて腕も動かなくなっているよというふうな人達のための共同漁場にし

て、そして、そこでアワビであり、ウニであり、ナマコであり、それとカレイの蓄養でも

いいし、アワビの蓄養でもいいし、ホッケでもいいし、そういうふうなものを共同で育て

る、そして分配方式をしてやる、そうするとその人達が生活できるわけです。そういうふ

うな頭があるもんですから、この１３港ですか、ある港が使われなくなってきたんであれ

ば、早急にそういうデータがあって、取り組む姿勢が必要でないかなということで質問し

たわけです。ご意見を伺います。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 漁港の利用につきましては、梶谷議員からもご質問ありましてお答

えしているところであります。今般、まさしく漁船が少ない状況でありますので、何とし

ても漁港内の静穏域を利用した漁業所得の向上に向けた取り組みが必要だというふうなこ

とであります。とすれば、養殖、蓄養しか道はないだろうなというふうなことを思ってお

りまして、先般大沢の漁港につきましてもですね、北海道の方といろいろ協議致しまして、

地元の調整がつかないということで断念をしてきているところでありますけども、北海道

のモデル地区と致しまして、松前には１３港ありますので、いろんな先進的な取り組みを

できるようにですね、いろんな情報をもらいながら、漁港の静穏域を利用した所得の向上

に向けた取り組みを模索していくべきだというふうなことは、組合にもお話しております

し、それから漁業者の方にもお話をしている状況であります。本当にこれから松前の漁業

が生き延びていくためにも、その漁港内の利用っていうのは大きな課題になるだろうし、

実現すると成果は上がるというふうに思って進めていきたいというふうに思っています。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 私も、この静穏域がなかなか使えない松前での最大の財産でないか

なと思っておりましたんで、あえて聞かさしてもらいました、質問させてもらいました。

それで、先程も１０番議員が中でありましたけども、私も生産額の確保であり、漁業者

の要請と確保のためにはもっと柔軟な荷受けであり、組合員の、准組合員であり、正組合

員になるその柔軟な対応がほしいなと思ってたんですよ。

それで、気になる点、町長が組合は、組合という大きい経営母体だと、それで遠慮しい

しい答弁をしておりましたけれども、主体性を重んじているんだろうと思いますけれども、

私は組合に、組合を通して漁協に約２億以上の投資をしているわけでございます。そうす

ると組合が今、１１億某の内、事業をできるお金をそれだけ投資しているわけです、港の

整備であり、港湾の整備であり。ですから、松前町民は、組合だとか行政だとかと一体に

なって松前の漁業を立て直してほしいよと、それで町長にイニシアチブをとってほしいと

いう気持ちだと思うんです、私は。それで、組合の意見を聞かなければならないとか、そ

ういう考え方でなく、町長が行けないとき副町長、担当課長が行ってこういう考え方、ど

うなんだよというふうに、トントンと扉を叩いてほしいっていうような気持ちでございま

した。意見をお聞かせください。

○副議長(吉田孝男君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 決して、組合に遠慮していることではないんでありまして、常日頃

私がたまに組合長のところに面会に行くこともありますし、今、急いでいる状況があるん

であれば、担当課長が組合に行っていろんなお話をして、町の考え方を示してきていると

ころであります。

ただ、組合と役場は一体、両輪であるというふうな思いは変わらないんでありますけど

も、ただ領域を越えれない部分も中にはあると思うんですよ、梶谷議員も質問の中ではち

ょっとこう二歩も三歩もですね、我々が踏み込めない部分もあるでしょうというふうな話

もしてますので、そこはやっぱり大事な部分だと思いますし、ただ、本当にこう遠慮して

いることにはなりませんので、積極的に言いたいことは言ってますし、向こうも、組合の

方も行政の方に望むこともありますので、そんなことでいろいろ組合とは一体、両輪だと

いうふうな思いでおりますので、町民の方々がそういうふうに期待してるんであれば、そ

れに応えるべく対応をとっていきたいというふうに思っております。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 松前の漁業は資源が豊富だと思ってます、私は。これだけ資源があ

る海を持っている町は少ないんじゃないでしょうか。ただ、それを活かしてるか活かして

ないかということは別問題です。充分に活かしきれなかったからこういうふうになったの

かなあっていう気持ちが、ただし、それは踏み込んでいけない部分かもしれませんけども、

組合員が減少するのと、やはりその生産性のためにどれだけ努力して、そして自立してい

たかっていうことが問題でないかなと思うんですよ。そこのところで私は、やはりこれか

らの漁業で、町長は可能性のある安定魚種というのをどのように捉えてるかっていうこと

なんです。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程も申しました、マグロ漁も大事でありますし、イカ漁も大事で

あります。漁船漁業、本当に大事でありますけども、併せて養殖、蓄養事業をするってい

うことが最も安全な漁業経営の策だというふうに思っております。

現状で言いますと、養殖事業の拡大という観点から、やっぱりナマコの養殖、増殖って

言うんですか、これについては結果が出てきております。本当に若い漁業者が自宅に水槽

によってナマコを育てていろいろ研究していることも話聞いてますので、これはもう失敗

させられない状況だなというふうなこともありますので、新しくできる、本当にこう水産

研究センターですか、今般条例、新設条例を提案しておりますけども、そこを利用しなが

らこのナマコの増大事業に、増殖事業に取り組んでいきたいというふうに思いますし、こ

んぶの養殖事業然りであります。確実に自分の手で自分の目で見て育てれる事業でありま

すので、着業者減ってきている状況でありますけども、確実な漁業所得が見込めるという

ふうなことだろうというふうに思います。それから、ホッケの蓄養事業につきましても結

果が出てきておりまして、技術も確立しております。これは、どんどん着業者が増えてく

るだろうなというふうに思います。これが増えることは漁港の利用、静穏域の利用に繋が

るというふうなことだろうというふうに思っております。これも積極的に支援していきた

いというふうに思いますし、ただアワビの筏養殖事業につきましては、現状申しますと大

変苦しい状況だろうなというふうに思ってます。韓国産のアワビが台頭してきている中で、

値段が下落してるっていう状況で、生産漁業者には大変厳しい状況だなというふうなこと

も思っておりまして、流通の検討が、販売の検討が課題になるだろうなというふうに思っ

ております。

それから、まだあるんでありますけども、私、今職員の皆さんに、水産課の職員にお願
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いしているのは、新しい施設ができますので、ホヤの採苗、それから養殖の試験を今相談

しているところでありまして、チャレンジ、採苗に今チャレンジしている状況であります。

それから、今般、北海道が提案しております日本海の振興対策であります。これは、養殖

事業をメインにしているようでありますけども、私どもは今、ホッケの産卵礁の設置を希

望しておりまして、北海道もその考えがあるようでありますので、何とかして実現に向け

ていきたいなというふうに思っております。ホッケの生態はだいたい産卵地域もわかるよ

うでありますので、これは具体化してくるんだろうなというふうに思っているところであ

ります。

それと、海水氷の利用であります。本当に付加価値が付いている状況であります。本当

に海水氷によりまして、流通のコストも削減されましたし、それから確実にいいものが、

いい製品ができているというふうなことでありますので、市場関係者に対する海水氷のＰ

Ｒをどんどん進めていきたいというふうに思っております。

それから、ホッケの産卵礁はさっき言ったとおりでありまして、それと今、これは地方

創生版になるっていうんですかね、豊かな海の創生をというふうなことでですね、上ノ国

町と江差町と連携した取り組みを今模索しております。例えば、イカゴロの再利用など、

これはかなりハードルの高い課題も多くあるわけでありますけども、何としても広域でイ

カゴロを再利用できないのかですね、北海道を巻き込んで展開していきたいと、これに向

けて年明けにもですね、上ノ国町長、それから江差町長と話し合いを持てるように今お願

いしているところであります。それと、この件につきましては、豊かな海を創生するとい

う意味で、日本海の海を、乙部町長、或いは奥尻町長も賛同しておりますので、その機運

を高めてですね、一歩も前進していきたいというふうに思っております。昔のような海に

少しでも近づけれるように、広域で取り組めればなというふうなことで、その思いは北海

道の水産林務部の方にも私の方から伝えているところであります。年が明けると話し合い

を持てるような、今提案しているところであります。

いろいろ、経営は厳しい状況でありますけども、議員おっしゃるように資源はあるとい

うふうに思っておりますし、成功している漁業者もおりますので、ぜひ一歩でも二歩でも

前進させて、漁業所得の向上に繋がればいいなというふうな思いで取り組んでまいりたい

というふうに思います。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 町長、丁寧な答弁ありがとうございます。時間が段々迫ってきまし

たので、よろしく答弁お願いします。

それで、可能性のある安定魚種をどう捉えているかということなんです。私、先程町長

もいみじくもこう答弁の中で言いましたけども、私も白神のこんぶ、天然こんぶを獲って

るところをちょうど天気が良くて車で通ったんですよ。そうしたら、漁船漁業をやってい

る人、養殖も籠もいろんな刺し網でしょうか、いろいろマグロもやってる人が、一生懸命

若いのにこんぶを獲ってるんですよ。その人達はノリも獲る、フノリも獲る、そしてこん

ぶも獲ってんですよ。そして、こんぶで今年１５０万ぐらい獲ってるそうですよね、町長

そうですよね。そして、ノリはどうでしょうか、フノリは。そうすっとこの人達は２００

万、３００万ぐらいもうこれで基礎ベースを作ってるんですよ。それで、私は松前町の目

指す漁業は、漁船漁業でマグロであり、こう獲ってる人達は、その人達は大事に支援する、

しかし、この人達の魚種の構成を１２ヶ月でどういうふうにするかっていう経営指導が大

事でないかなと思ったんです。それで、小島地区でそれじゃあ天然ワカメを獲ってるかと

か、それと天然こんぶを獲ってるかというとほとんど獲ってませんよね。松前でもこんぶ
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は獲って天然ワカメを獲る、だから、そういう大事な松前の古くからある漁業をもう一回

見直してほしいなと。

その次に貝類、この統計概要のデータを見ると貝類もやはり生産量は少ないんですが、

安定してるんです、松前、海藻類も安定してるんですよ。ですから、ここのところがうち

らの町の着眼点なんだと、手を付ける。ですから、そこをどういうふうに付加価値高める

か、そして販売先をどうするのかと、これに組合であり、水産課が汗水たらしてくれれば

いいなと、それで、９月に佐藤課長に言った１億円プランというのがそういうことなんで

すよ。そこに手を付けると私は変わると思う。

その次に魚種、やはりヤリイカ、マイカ、ホッケ、マグロ、ヒラメ、タコ、ここはやは

り松前町の財産ですよ。だから、それで先程質問した１０番議員の白神でヒラメを７０キ

ロも活魚じゃなく鮮魚にしたと、それで荷捌き所の蓄養が問題あるっていうのはだいぶ前

に私も聞いてました、はっきり言うと。なぜスピーデーに対応できないのかということな

んですよね、なぜスピーデーに対応できないのかと。今の松前町の漁業の一番の問題、こ

こでないかなと思ってんですよ。なぜやれることをやらなかったのかと。だから、私の質

問が悪ければ福原駄目だよって言ってくれればいいし、やれることを組合だとか水産課だ

とか、そういうジャンルでなく、町としてどうにかしたい、してあげなければならないと

いう視点に立ってもらいたいわけさ。町長、答弁お願いします。

○副議長(吉田孝男君) 町長。

○町長(石山英雄君) 確かにこう目的があって、鮮魚保持、鮮度保持、或いは付加価値付

けるために活魚での出荷として作った施設でありますので、その効果が出ないようであれ

ばもう本当に駄目だなというふうな思いでおります。しかしながら、町の方でやれれば一

番いいんでしょうけども、そこの部分っていうのはやっぱりこう逸脱していかない、いけ

ない部分もありますので、そこは組合長、組合の方と話しながらですね、一日も早く改善

できるような取り組みをしていきたいなというふうに思っております。

いろいろ、先程も梶谷議員の質問にお答えさせていただきましたけども、今、各漁港に

荷捌き施設があります。その中でやっぱり老朽化しているものも多くあるというふうに聞

いておりまして、改善の必要もある意見も報告も受けておりますので、組合の方で全部や

れるってことにもなりません。ですから、私どもは支援できるものは支援していきますし、

一方では組合は体力が落ちている状況でありますけども、組合も力を入れて頑張ってほし

い部分あるわけでありますので、組合と、漁業協同組合とですね、連携取りながら一体と

なって、両輪として漁業振興に取り組んでいきたいというふうに思います。町が金を出せ

ば済む問題もあるかもしれませんけども、組合の立場もあると思いますので、その辺は理

解していただきたいというふうに思います。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 町長、町長は優しいから、そういう答弁になるのかなと思いますけ

れども、やはり生産をしている漁業者にとっては死活問題ですので、そこをもう一度充分

に考えていただきたいということなんです、僕は。何も町だとか組合だとかやれやれって

いうことではなく、彼らが生活するためには、そのものが鮮魚か活魚かと、流通がどうな

のかということが一番大事なことなんです、そうすっと組合に手数料を払ってでもそうい

うふうにしようやと努力するわけですよ。だから、そこのところを組合とゆっくり話して

ください。いっぱいあるよ。それで、やはり凪が少ない松前町なんでね、出荷量、限定し

ないでほしいというのが、そんな気持ちです。

そんなことで、いっぱい質問を用意したんですけども、次がありますので、町長、そう
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いうことで次に入ります。

本当は、水産の方をね、メインでなかったんです、今日は。水産は今までの反省と評価

を自分でしたくて答弁を求めました。

教育、なかなか質問する機会なかったんですけど、新教育長さんがなられたもんですか

らね、新しい教育長なさったもんですから、何かこう心意気ですとかね、今後の方向性を

ちょっと聞いてみたいなと思ったんで。それで、「松前町の教育、どのように推進するの

か」ということの表題ですけれども、やはり、人口減少をするだろうという想定はしてる

んですけれども、しかし、それに反発して子ども達どうにかしたいよと、優秀な子どもに

育て上げて、そして、松前町の子どもはすごいなあと言われるような教育環境を作っても

らいたいなというふうなことで、今回は先程言ったようにまとめとして質問してみます。

それで、この小学校が３校ありますけども、人口減少によってもう一回運営方法が変わ

るかなと、数年の内に。なぜかっていうと、出生率から絶対数からいってて、子ども達の

在籍数からいって厳しいなというようなことで、まずこのことで教育長、答弁願います。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、松前町の教育をどのように推進するのかというふうな質

問で、小学校の今後の児童数の推移についてご質問ありました。確かにこの出生数の関係

でもって、今後児童数が減少してまいります。今、私の手元にある資料の中では今年度か

ら平成３１年度の５年間の推移で申し上げますと、大島小学校は現在４４名でございます、

これが２６名に、また小島小学校は３１名でございますけれども、２９名に、また松城小

学校は１７４名から１３１名と、合計で２４９名から１８６名と減少すると見込まれてお

ります。率にしますと約２５％の減少でございます。残念ながら、今後出生、更には転入

転出等もございますけれども、増加する要因っていうのは見当たらないのが現状でござい

ます。以上でございます。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 先日の新聞で、今金が複式学級、学校であった種川小が、どうして

も過疎に、学校を廃校すると過疎に拍車がかかるということで、小規模特認校として今後

進めるということで新聞に出てました。これは、大島小学校の地域の子ども達を対象にし

て、松前町の全部の子ども達が大島小行きたかったら大島小行けばいいべや、小学校、小

島小行きたければ小島小、そういう考え方での特認校でした。そういう考え方もない、あ

りますか、ないですか。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今お話ありました今金町でございますけれども、現在町内に

２小学校があることが現状でございます。それで、この小学校が１校がですね、来春、来

春ですが１３名に減少すると、要は廃校の危険性があるというふうに状況でございます。

それで、今金町の方は１２月１１日の新聞でございますけれども、保護者の方からの意見

等いろんなお話を聞いた中ではやはり、２小学校を維持してほしいというふうなお話でご

ざいました、というふうに聞いております。そこで、この特認校制度というのは、今議員

おっしゃるように、普通であれば松前もそうなんですが、地域、校区が決まってますけど

も、１小学校残すために全、一つの、お互いに校区分かれてますけども、一つの小さい学

校を全町から校区として子どもを呼ぶというふうなことで、２校を維持したいというふう

な考え方でございます。一方、松前の場合については、今お話したように、５年後の数値

につきましても、ある程度確保されている状況でございます。更には、昨年４小学校が統

合して現在３小学校になっていう現状からですね、今しばらくは現体制の維持というふう
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に考えておりまして、更には今お話あったように、全町を校区とする考え方は今のところ

は持っていないというのが私どもの考え方でございます。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) わかりました。考え方さえきちっとしてれば、どのようにでも柔軟

に対応できるなという気持ちでおります。統合も将来あるかもしれないし、こういう方法

論もあるだろうと思いますので、充分に検討してください。

それと、学力テストの公表。自分の聞き間違えかどうか、前教育長は公表、公表しない

と答弁していたように思いますけれども、これは私の聞き違いでしょうか。また、公表に

至った経過経緯を伺いたいんです。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 今回、全国学力学習状況調査でございますけれども、今までは町

としては公表しておりませんでした。ただし、今年度、この要領が改正されまして、都道

府県においてですね、各町村の教育委員会の同意が得られれば、道において、道教委にお

いて各町の学力の結果をですね、グラフなんですけども、レーダーチャートというふうな

グラフでもって公表するよというふうなことでございます。それで、今議員おっしゃるよ

うに、我が松前町としてはいろんなこう小さな町なもんですから、小学校も少ない、中学

校は来年１校になるというふうな状況からですね、市町村の序列化と、順番付けられると

か、そういうふうな意味からしてですね、北海道の公表については同意しないと。しかし

ながら、町としては一定程度の説明責任があるだろうということで、今までは町として公

表しておりませんでしたけども、今回は１２月１日号の町広報の方に折り込みをしたよう

にですね、顔を使った、泣き笑いを使って、更には学習状況調査も併せて公表した経緯が

ございます。これは、初めて、松前町で今実施しております。更には各学校の方におきま

しても、保護者の方に今まで公表してまいりましたけれども、各学校において統一が図ら

れてなかったというような現状がございましたんで、今年度から同じような方法でうちの

方、町が示した方法でもってですね、保護者の方にはお示ししたし、更には残りの小学校、

中学校につきましては、２５日終業式ございますんで、その時点に保護者の方にお渡しす

るという流れになっております。以上です。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) よくわかりました。

それで、各校区ごとの公表についても、ここのデータ、新聞記事でありね、から読み取

れるんですけれども、それと将来、１、２年後でしょうか、教育長の判断で公表ができる

よと、学力テストの公表ができるよと、それを今文科省の方で準備してるよというふうな

ことで自分は聞いてるんですけども、将来的には全校、または校区ごとにする考え方があ

りますかということで。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) この問題はですね、教育委員会の中でいろいろと議論して、皆さ

んの同意を得て結果を出しております。福原議員、２年後には教育長独自でもって判断で

きるというお話ございますけども、今教育制度も大きく変わっております。確かに、私あ

と２年でございますんで、いろいろその辺のこともあるかもしれませんけれど、今のとこ

ろは学校ごとの公表というふうのを考えていないところでございます。なぜならば、あく

までも６年生を対象にしておりますんで、本当に１０人以下の子どもさんもいるところも

ありますし、個人が特定されてしまうというふうな恐れがあるもんですから、大規模の学

校と、町とは違うというふうな意味合いで、今年度も道の公表については不同意だったと
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いうふうなことでございますんで、まず子どもさん方を第一に考えての判断をしてまいり

たいと、そういうふうに考えております。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 判断、望ましいんでないでしょうか。どうしても少数な子ども達の

場合にはすぐわかるっていうことですよね。それで、僕もやはり自分がそういう立場であ

ればそのような考え方になりますよ、それは当然だと思います。

それで、僕はこの間の１２月１日発行の、この仕方があんまり好きでなかったんです。

なんで好きでなかったか、微笑みだとか、こう泣いてるだとか、何かこう全国、全道、渡

島管内、松前と数字を入れながらね、やっていただければいいかなと思ったんです。そこ

まで踏み込んではできませんでしょうか。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 今回、北海道教育委員会の方でも数値ではなくて、あくまでもグ

ラフで表示してます。そこにもうちらは不同意だったというふうなことでございますんで、

まず松前町としては数字を出すと、やはり新聞との比較にもありますし、その状況はあく

までも先程言ったように、まずは第１回目の公表としてはですね、着地点も考えながら、

数字を出してしまうとすぐ比べられてしまうもんですから、なるべく影響のないように、

まずこのペコちゃんマーク、笑顔のマークを使って公表していたところでございますので、

今後はですね、ただ来年以降議員おっしゃるように、現在は半分の市町村が公表に至って

おります。来年も教育委員会の中でですね、充分議論して公表方法を含めながら対応して

まいりたいと、そういうふうに考えておりますんで、よろしくお願いしたいと思います。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) よくわかりました。そのように頑張ってください。

その次に、松前高校への支援について、現状の松前高校の進学状況では、間口の減少は

避けられないんでないかなっていう気がしております。学校も行政も手をこまねいている

わけではないと思うが、今後の取り組みについて伺いたいんですけれども。先日福島町が

去年も入ってましたけど、こういうチラシ入れてきましたよね。それで、福島町も生徒数

減少を苦慮してるんですよね、それで広域的にチラシを入れてるんですよ、この行為なん

ですよ、僕、広域的。それと、松前、以前このようなことあったんでないでしょうか、松

前では書で町づくり、書で松前高校をＰＲしましょうやと。そうした時に、松前高校で書

を勉強したいよという子どもがいたんですけども、下宿先であり、受け入れてくれるアパ

ートが、そういうのがなかなか見つからなかったんでないかなということを僕は聞いた記

憶があるんですよ。それで、松前高校への支援策っていうのは、どのようにこれから考え

て進めようとしてるのかなと思ってたんです。答弁願います。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 松前高校の生徒の確保というふうなことでご質問ございました。

福島町の、確かに新聞の方に折り込みがあります。福島町はもう逆に言うと今キャンパス

校、地域キャンパス校ということで、だいぶ生徒が減ってですね、危機感を得ていると。

いわゆる閉校というふうな危険性を感じて、この数年支援策の拡充をしているというのが

現状でございます。

一方、松前の場合はですね、ある程度今後の中学生の卒業数の推移を見ているところで

ございますけれども、確かに議員おっしゃるように、今二間口が確保できてる状況でござ

いますけれども、将来的には中学卒業数が４０人台になってくるというふうなことが見込

まれておりますので、将来的には二間口から一間口の時代になってくると。そこで、今年
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度から新たな支援策を講じております。議員ご存じのように、いわゆる進学コース、更に

は公務員対策講座、更には各資格取得ということで、松前高校の魅力を更に高めるために

ですね、現在在学している子ども達、その他にも松前町に来てくださる方々のために、今

年度から支援策を講じております。そして、松前高校の方でも檜山管内に説明会に昨年か

ら行ってですね、説明会を開催しながら、生徒の確保を図っております。今年度は福島町

におきましても説明会を開催してですね、現在に至っております。現在、町外から２人の

方々の願書の申し込みがきておりまして、できれば実績に基づければいいなと、そういう

ふうに考えておるところでございます。

支援策については、今年度立ち上げた支援策については、引き続き、予算の関係もござ

いますけれども行ってまいりたいと、そういうふうに考えているところでございます。以

上です。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 福島町の見ると住宅を確保する、そういうふうなところまで支援策

がありますのでね、やはりうちらも空き家対策で、昔松城に松前高校の寮があった時代、

前言いましたけれども寮があったんですよ、その時代には函館から何人も来ておりました。

そういう時代がありましたのでね、やはり、そういうアフターもきちっとしてあげたらい

いんでないかなと感じがします。それと、町民にも松前高校の良さをＰＲしたらいいと思

うの。自分は今回野球で行ってたＡ君だとか、Ｂさんだとかに中学校の時に進学が迷って

た時に、松前高校いいぞと、なんとなんでいいんだよっていうことでお話したら、その子

どもは松高行って野球やっておりました。ですから、町民全体がそういうような雰囲気づ

くりも大事でないかなということなんですよ。

それで、次ですけど、奨学金制度。先日、せたなの奨学金制度、見られたと思いますけ

ども、それと鹿児島県の伊佐市では大学進学であれば、最高１００万円をあげるよという

ことですよね。ですから、前もこの奨学金制度については私は質問しておりますよね、せ

たなの方を見ますと大学が月額５万７千円、従来３万８千円、高専が３万５千円が２万３

千円、高校であれば１万５千円が２万３千円、大学院が１０万円、月額です、専門学校は

３万５千円、きちっと明文化してるっていうことですよ。ただ奨学金を制定している、条

例で入れてるっていうことなんです。きちっと明文化して、専門学校、大学はね、そうい

うジャンルまできちっとしてあげたら、もっと見やすくて気持ちが動くんでないかなと。

そして、私は奨学金を充実するっていうことは、絶対松前に恩義を感じて感謝して、将来

松前にその子ども達の思いが返してくれるもんだと思ってるんです。絶対、何かで返して

くれると。

まあ、藤﨑監査委員は違うといいますけど、絶対、１０人がいたら１人はいるかもしれ

ません。ですから、そういう気持ちでやらなければならないということなんです。だから、

やりっ放しでもいいんでないでしょうか、横浜でも東京でも、その子どもが一生懸命頑張

って活躍してくれればいいんでないでしょうか。奨学金制度の見直し、どうでしょうか、

教育長。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 前段、松高へのいろんな支援策の町民のＰＲについてお話ござい

ました。今回の、今年度の新しい支援策につきましては、本人もとより保護者の方々から

大変好評を得ておりまして、今後ともＰＲに努めてまいりたいと思っております。

それから、今のご質問ありました奨学資金についてでございますけれども、現在うちの

方では予算の範囲内でお一人１万２千円、高校生でございますけれども、現在２人に貸し
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付けしているのが現状でございます。従来から、議員からご質問ございましたけれども、

実はこれ、全国的なものの大きな支援策がございまして、日本学生支援機構や北海道高等

学校奨学会などの制度が充実されているのが現状でございまして、現在こちらの制度を使

っている方が多いというのも現状でございます。

また、うちの方から学校等の方に問い合わせ、またはＰＲしておりますけれども、現状

新しき要望とかそういうのもない状態でございまして、今お話したように受理されている

奨学金制度を利用されているというのが現状だというふうに考えております。ただ、今お

話されたようにですね、今後とも各学校、父兄等の意見も聞きながら、拡充策につきまし

てはですね、引き続き検討してまいりたいと、そういうふうに思っておりますけれども、

今お話したように、少しの間はやはり、この新しいといいますか、確立されている全国の

制度を活用してるというのが現状でございますんで、この状態がしばらく続くのかと、そ

ういうふうに思っているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 日本学生支援機構から奨学金をもらっても重複で奨学金をもらえる

よと、せたな町は。まあ、そこまで踏み込んでるっていうことですよ。だから、物事って

いうのはこれでいいだろうかっていうことでなく、対象である、生まれ育った松前町の子

ども達の生活実態はどうなのか、そして、将来どういうふうにしてあげたいのかというふ

うなところまで、教育のみんな担当するものとしては考えたらいいんでないでしょうかっ

ていうことです。

その次に、５時までに終わるつもりでおります。それで、スクールバスの大漁くん、ス

クールバスと大漁くんバスについてという、僕は中学校が今、大島中学校が来ますんでね、

なんで中学生のこのスクールバスと大漁くんを入れてるかっていうと、これもずっと同じ

く聞いてんですよ。この狙いは、今、小中学校で、来年小学校も中学校も増えますから、

そうすっと４千万円以上の委託料が支払われるわけですよ。私は中学校が１００円バスで

中学生が大漁くんバスで乗っけてくれたら、ざっと計算して１３０万ぐらいですね、６０

人であれ、まあ、３０人であれば朝晩で６０人ですから１００円払って２００、２０日ぐ

らいであれば１３０万ちょっとですよ。基盤ベース、大漁くんバスで基盤ベース払ってま

すからね、あと不足分は１００円のものを払えばいいんでないかと、それで、なんでこん

なにしつこいかというと、そこで余った余剰金をそういう奨学金であり、もう一つは松前

高校の子ども達、それと松前町で一番基礎学力で苦慮してると思う、子ども達、私も基礎

学力ないもんですから。それで、夏であり冬であり、特別指導者を招いてね、そういうふ

うなお金に使ってもらいたいんですよ。だから、ただ単に大漁くんバス止めれとか、プサ

ンソン止めれとか、プサンソンのお金は松前高校の１年に上がったら全員が青春切符で日

本中を歩いてもらうだとか、そういうプランなんです。ですから、あるものをどう果実と

して活かすかということを考えてみないかなということで、ここ挙げてみました。答弁お

願いします。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 前段、奨学資金制度についてお話がございました。もう少し勉強

させてもらいたいと思います。よろしくお願いします。

それから、スクールバスでございますけれども、まず運行の考え方をちょっとお話させ

ていただきたいと思います。これは、児童生徒の通学のためには最も効率の良い方法とい

うふうに考えております。所定の時刻、経路を運行しまして、学校の始業時間に間に合わ

せると、また始業時間に合わせて運行すると、そして、子ども達の身体に負担のないよう
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に運行したいというのが考え方でございます。例えば、今原口から出発して、江良、清部

に寄って松前中学校にもし来るのであれば４０分かかるのが現状だと考えております。そ

ういうことで、大漁くんとの混乗というふうな方法も確かに生徒と住民とのふれあいを考

えると良いかもしれませんけども、スクールバスのこの通学と安全性を含めて、やはり考

えた場合にですね、引き続きスクールバスの運行を考えていかなきゃいけないと、そうい

うふうに考えております。

ただ、議員おっしゃるように、今のままでいいのかと、そして、貸切バスの運賃も改定

されました。来年には上がってくるというふうな状況もございますんで、今、町長の方と

も重点でもっていろんな形でもってご説明させていただきましたけれども、この委託金額

の削減についてもですね、いろいろと案を出しながら検討しているところでございます。

来年は中学校統合によりまして、小学校のスクールバスの体系も変わりますんで、その運

行の内容をスクールバスから役場の公用車に切り替えて運行するとか、いろんな方法を考

えながらこの予算の圧縮に努めながら、更には子どもの安全な通学、下校を確保するよう

に努めてまいりたいと、そういうふうに考えておりますのでよろしくお願いします。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 教育長、最後に言ってくれましたけども、うちの公用車、公用バス

の活用っていうのはあえて伏せておきました、今日。それは、答弁の中で言ってくれれば

私も、ああ、期待したものだなというふうに考えてます。それで、お金がかかるからそこ

に投資するんでなく、いろんな町村で混乗しておりますので、そこのところは充分に検討

なさったらいいと思います。

その次に、最後、社会教育の民間委託、これは何年も前から持ってました。なぜかとい

うと、自分達がいた時とは違うんですよ、今の時代、違うんですよ。私達がいた時、社会

教育主事がね、４名から５名いたんですよ、４名ですね、それと派遣社会教育主事いて、

入れると５名、社会教育指導員入れると６名いたんですよ。今は事務がほとんどです、社

会教育主事が１人です。それで、住民の地域のケア、地域の教育力のバロメーターはいわ

ゆる社会教育なんですよ。それで、今地域見ますと社会教育関係団体で、青年団体なし、

少年団体ほとんど、スポーツだけいくつか、婦人団体消滅、老人団体も、文化団体も減少、

それと体育団体も減少。そんな中でやはり機能的に、スピーデーに柔軟な対応できるのは

私は民間だなと思ってたんです。それで、提案したわけです。答弁お願いします。

◎会議時間延長の議決

○副議長(吉田孝男君) お諮り致します。

本日の会議時間は議事の都合により暫時延長したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんでしょうか。

(「異議なし」という声あり)

○副議長(吉田孝男君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致します。

教育長。

○教育長(宮島武司君) 社会教育の民間委託について、ご質問いただきました。確かに議

員おっしゃるように、従来から社会教育事業というのは減少傾向にもございます。また、

うちの方の職員体制も従来からかなり多い職員体制でございましたけれども、今はだいぶ

減っております。ご指摘のように社会教育主事が１人というふうな体制の中で、今数多く
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の、３０以上の事業を実施しているのが現状でございます。

確かに、今国内的にみますと大きい町ではですね、この社会教育事業、青年事業とか高

齢者事業、更には婦人事業の民間委託をされている町もあるというふうに聞いているとこ

ろでございます。しかしながら、今の我が教育委員会を顧みますと、今一度やっている事

業の見直しをしていきたいなと私は考えているところでございます。いわゆる圧縮ではな

くて見直しをしながら、残すべきものは残す、また新たに町民のために実施できる社会教

育事業っていうものもあると思います。そこも検討していきたいなと思っております。更

には、今、社会教育主事１人でございます。やはり定数の中でもってですね、スポーツ関

係、社会教育というふうに分けながら、町民のために社会教育事業を実施していくために

は、町長の方には重点の時にお話させてもらったんですけども、定数、同じ定数の中でも

って２人体制にすることによって、更にこの生まれてから死ぬまでの社会教育事業の充実

が図れるのかなと、そういうふうに思うところもございますんで、引き続き、その点につ

きましては教育委員会の中での職員との協議、更には町長の方とも協議しながら検討して

まいりたいと、そういうふうに考えているところでございますんで、よろしくお願いした

いと思います。

○副議長(吉田孝男君) １番。

○１番(福原英夫君) 教育長がそういう考え方であれば、あえて否定はしませんけれども、

やはり、職員が年々減っていくわけですよね。そして、社会教育という名の下で町民と交

わって一緒に文化活動であり、スポーツ活動であり、団体活動であり、楽しもうやってい

う、そういうリーダーがいなくなってきた時代ですよ。だもんだから、私の狙いとしては

図書館をいつも例に出してますけど、図書を好きな、読み聞かせが好きで図書館をＮＰＯ

で受託していた人、あの人達をメインにしてのことができないかなと、社会体育であり、

社会。それと、町を歩くと、いやあ、麻雀やりたいんだよなっていうお年寄りがいるんで

すよ。公民館まで行くのは大変だけども、歴まちの中で空いてるところでやらしてければ

いいなっていう人がいるんですよ。だから、そういうことの柔軟な対応できるのは、行政

はできないと思う。やはり、そういうＮＰＯが社会教育の好きな、社会体育の好きな人達

がグループを作ってやられたらいいんでないかなという気持ちがあったもんですから、そ

んな意味での民間委託の考え方です。

それと、今、松前町の中を見て、講座といわれるものをやっているのはどこかというと

社会福祉協議会です、ゆいっこです。それと、不定期ですけれども商工観光課、この間浅

利先生の桜、それと介護健康、健康介護ですか、阪本課長、あすこは健康のための講演や

ってますよね、船木課長の方かい、福祉の方でしょうか、田口先生の講演を入れたりいろ

いろ、そんなことで単発の行事はこうやられてます。せいぜいこう考えて、住民のための

提供っていうのが少なくなったなあというのは危惧してたんです。それと、社会体育であ

ればバレー、バスケット、いろいろ大会やってましたけど、今やられてるのバレーだけで

ないでしょうか、リーグ戦って言われるの。それと、卓球はお母さん方が唐津でやってま

すよね、あとバドミントンが少数。それぐらい底辺、土台が落ちてしまったんですよ。そ

れをどういうふうにするかっていうのは、好きなお父さん、お母さんがＮＰＯを作ってや

るよりないなと、それでなかなかＮＰＯを組織するっていうのは難しいかもしれないけれ

ども、工夫して、町の中を歩いてやってくれるよというような人がいたら、その人達を核

にして進められるのも一つの方策かなと思っておりましたんで、最後答弁いただいて、私

の質問終わります。

○副議長(吉田孝男君) 教育長。
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○教育長(宮島武司君) 確かに今議員おっしゃるように、社会教育事業、減少傾向にあり

ながら、またいろんな課でもって対応している状況にございます。私も議員お話されてい

るとおりだと思います。民間の方ができるものについては、やはり大いにやってもらうべ

きだというふうに考えているところでございます。先程もお話したように、地域の方々が

やってくれるものがあったらですね、少しでもお力を借りて社会教育の運営をしてまいり

たいと、そういうふうに考えているところでございますんで、これについては引き続き、

検討をし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。

○副議長(吉田孝男君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

◎散会宣告

○副議長(吉田孝男君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了致しました。よって、本

日はこれをもって散会致します。

なお、明日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(散会 午後 ５時０４分)
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基準を定める条例制定について
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（開会 午前 ９時５９分）

◎開議宣告

○議長(斉藤勝君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

○議長(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、６番堺繁光君、７

番油野篤君、以上２名を指名致します。

◎議案第９０号 職員の給与に関する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２、議案第９０号、職員の給与に関する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(野村誠君) 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９０号、職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例制定について、その内容を説明致します。

議案第９０号の１２枚目をお開きいただきたいと存じます。１２枚目です。職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の概要を説明資料として添付していますので、これ

により説明致します。１２枚目です、説明資料です。１２枚目の説明資料です。はい、す

いません。

１、改正の趣旨です。国家公務員に対する給与改定及び給与制度の総合的な見直しに関

する人事院の勧告を踏まえ、職員の給与改定及び特別職の期末手当の支給率の改定、更に

は各種手当の見直し及び管理職員特別勤務手当の新設並びに経過措置を行うため、条例改

正をしようとするものでございます。

２、改正の主な内容、始めに(１)職員の給与に関する条例の一部改正でございます。人

事院勧告により、①給与月額が民間給与との格差、平均０．３％を今年の４月１日に遡っ

て引き上げ致そうとするものです。その行政職給料表は、説明資料２５ページから２８ペ

ージまで、別紙２に給料月額の現行と改正案を載せております。

戻っていただき、説明資料１ページになります。②期末・勤勉手当として０．１５ヶ月

分引き上げ致そうとするものです。この他に公務員給与制度の総合的な見直しが勧告され

ました。その見直しの一つとして、平成２７年４月１日から給料月額は民間賃金の低い地

域における官民の給与差を踏まえて、平均で２％引き下げる勧告があり、１級から２級の

１２号俸までの若い職員は号俸は引き下げを行いませんが、それ以上の職員の号俸の給料



- 71 -

月額については引き下げとなります。特に５０歳台の後半層では、公務員給与が民間給与

を上回っていることから、最大で４％引き下げとなります。

次のページ、２ページ目をお開きください。③管理職員特別勤務手当は、新しく設けよ

うとするものでございます。現在、管理職員が週休日等に勤務した場合、手当や代休の取

得ができないところでございます。この渡島西部４町で、当町だけの、だけこの制度を作

っていませんでした。今、この時期に新しく設けようとする理由は、選挙事務でございま

す。現在基本的に主幹以下で対応してございますが、今後職員の退職等で選挙に従事する

職員の確保ができなくなることが予想されるため、管理職員にも入っていただき、その体

制の確保を図ろうとするものもであります。なお、選挙や災害以外の仕事で週休日等に勤

務する場合は、基本的に代休を取得することを考えてございます。今回、人事院勧告では

管理職員が週休日等に勤務した以外に、災害などで週休日等以外の午前０時から午前５時

までの間に勤務した場合にも手当を支給する勧告がでましたので、これも含めて新設しよ

うとするものでございます。

④は、地域手当の改正で、新しく７級ができました。

⑤は、単身赴任手当の改正でございます。④と⑤は、職員が札幌市等に派遣される場合

も対象となることから、その改正でございます。

(２)は、松前町職員の再任用に関する条例の一部改正でございます。①の給料月額は、

別紙３の一番最後に給料表が出ておりますので、ご覧いただきたいと存じます。

②です。期末勤勉手当で、平成２７年４月１日以降、０．０５ヶ月分引き上げとなるも

のでございます。

③は単身赴任手当で、再任用職員についても支給対象となることの改正でございます。

(３)は、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でございま

す。内容は、管理職員特別勤務手当の新設でございます。

(４)は、松前町水道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で、こちら

も管理職員特別勤務手当の新設でござます。

続きまして、４ページの(５)です。一般職員の任期付職員の採用等に関する条例の一部

改正です。①は、給料月額です。この表は、特定任期付職員の給料表でございます。

②は、期末手当の改正でございます。現在、町には特定任期付職員はいませんが、国の

制度改正に合わせ、改正しようとするものでございます。

(６)職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部改正でございます。職員の寒冷地

手当につきましては、基本的に現行の支給額と変わりませんが、現在北海道庁との交流事

業、研修事業に職員２名を派遣しています。職員の住んでいる札幌市が新しく６級地から

７級地になりましたので、今回国家公務員の地域区分に準じた区分に改め、改正を致そう

とするものです。

５ページ目です。(７)町長等の諸手当額並びにその支給条例の一部改正から、(８)の松

前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の一部改正、(９)の松前町

病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正、(１０)の議会の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部改正まで、以上４件につきましては、期末手当０．１５ヶ月

分引き上げに伴いますことから、一部改正を致そうとするものでございます。

(１１)その他。①は、平成２７年４月１日の改定給料表への切り替えに伴い、支給され

ていた給料月額に達しない場合は、平成３０年３月３１日までの間、その差額を給料とし

て支給しようとするものでございます。今回の人事院勧告による改正で、職員の給与改定

では、平成２６年４月１日に遡って給料月額の平均０．３％が引き上げられますが、平成
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２７年４月１日からは、給料月額を平均２％引き下げられることになります。２９ページ、

別紙３の別表第１行政職給料表を、改正前と改正案の表として比較ご覧いただきたいと思

います。この表で、２級１３号俸からは下がることになりますので、平成３０年３月３１

日までの間は現在支給されている給料額を保障しようとするものでございます。

５ページに戻っていただきたいと存じます。②では、１年に１回、１月１日に昇給致し

ますが、その際、通常では４号俸上がりますが、平成２７年１月１日は号俸、１号俸抑制

した３号俸の昇給となるものでございます。また、今年の４月採用の職員は２号俸の上が

りとなります。

以上、１ページから５ページまで、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

概要でございます。なお、６ページ以降、３２ページまでは新旧対照表として添付してご

ざいますので、ご参照ください。

附則と致しまして、条例案の９ページ目に戻ってお開きください。条例案の９ページ目

です、附則でございます。附則第１項は、施行期日等でございます。この条例は、公布の

日から施行しようとするものです。ただし、第２条から第５条まで、第７条、第１０条、

第１２条、第１４条及び第１５条並びに附則第５項から第９項まで及び第１１項の規定は、

平成２７年４月１日から施行致そうとするものです。

附則第２項として、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号

に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用するとなっておりますが、第１

号として給与に関する条例、任期付職員の条例、寒冷地手当の規定は、平成２６年４月１

日から適用されます。また、２号で期末手当等の諸手当の支給条例の規定は、平成２６年

１２月１日から適用されます。

附則第３号は、適用日前の異動者の号俸の調整の規定でございます。

附則第４号は、給与の支払いの規定でございます。

附則第５号は、切替日前の異動者の号俸の調整規定です。

附則第６号から附則第９号までは、給料の切り替えに伴う経過措置の規定でございます。

附則第１０号は、平成２７年３月３１日までの間における昇給に関する特例の規定でご

ざいます。

附則第１１号は、平成３０年３月３１日までの間における地域手当及び単身赴任手当に

関する特例の規定でございます。

附則第１２号は、規則への委任の規定でございます。

以上が、議案第９０号です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(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。

お諮り致します。

議案第９０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９０号は原案のとおり可決されました。



- 73 -

◎議案第９７号 松前町福祉灯油の助成に関する条例の一部改正する条例

制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第３、議案第９７号、松前町福祉灯油の助成に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今、議題となりました議案第９７号、松前町福祉灯油の助

成に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。添

付しております説明資料をお開き願います。

今回改正しようとする理由でありますが、これまで灯油の価格高騰の対策として、道の

地域づくり交付金実施要綱などを参考として、福祉灯油助成事業を実施してきたところで

あります。これに加え、近年電気料金が高騰したことを踏まえ、道においても当該要綱に

規定する冬期間の暖房燃料に電気料金も含まれるとの見解を示し、交付基準額の引き上げ

を行うなどの措置がありました。これに、今まで灯油に加え、石炭、薪、電気等の暖房燃

料の費用についても助成の対象とするため、改正をしようとするものであります。

条文の内容でありますが、現行の題名を改正案のように「松前町福祉灯油等の助成に関

する条例」としようとするものであります。第１条中「冬期の暖房に必要な灯油」の次に

｢、石炭、薪及び電気等(以下｢福祉灯油等｣という。)の費用｣を加えようとするものです。

第２条の助成対象世帯に、「(６)１８歳未満の児童及び１８歳に到達した最初の３月３

１日までの間にある者とひとり親並びにこれを除く世帯員が７０歳以上の者で構成される

世帯」を加えようとするものです。更に第２項中「福祉灯油」の次に「等」を加え、同項

中第４号を削り、第５号を第４号としようとするものです。

第３条の見出し中「数量」の次に「及び額」を加え、同条に次の１項を加えようとする

ものです。「２ 石炭、薪及び電気等を暖房燃料として使用し、灯油を暖房燃料として使

用しない世帯については、１世帯当たり１万円を助成する。」に致そうとするものです。

この１万円は、灯油に準じました。

第４条第１項中「者」を「世帯の世帯主（以下「申請者」という。）」に改めようとす

るものです。

第５条第１項中「福祉灯油を支給することと決定」を「第３条第１項の決定を」に改め、

「、松前町福祉灯油」及び「（以下「給油券」という。）」を削り、同条に次の１項を加

えようとするものです。「３ 第３条第２項の決定を申請した者に対し、現金を支給して

助成するもの。」としようとするものです。

第６条の見出し中「給油券等」を「不当利得等」に改め、「町長は、」の次に「福祉灯

油等の助成を受けた後に助成対象の要件に該当しなくなった者又は」を加え、同条中「又

は」を「若しくは」に改め、「それに相当する金額」の次に「又は助成した額」を加えよ

うとするものです。

附則として、この条例は、公布の日より施行し、平成２６年１１月１日から適用しよう

とするものです。

なお、新たに対象なる世帯は、２０世帯を見込んでおります。

以上が、議案第９７号でございます。何卒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。
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１１番。

○１１番(吉田孝男君) この条例については、新たに石炭、薪ということが付加されるわ

けですけど、今聞きますと２０世帯が新たに追加になるということなんですけどね、現状

薪焚いてる方々についてはね、単純に固形の薪を買ってきて、１個がね、一つなんぼとい

う形の薪を買って自分で切るなり、相手に依頼して買って焚いてる人なのか、要するに材

質のね、言って悪いけどニシモクさんに依頼して薪の端を買ってきて専用に焚いてる人な

のか、いろいろ、薪使ってる人もいろんな形がいるわけですよね。ですから、この対象っ

ていうのは、本当に昔１個２万だ３万だっていう、そういう形の薪を買ってきて焚いてる

人が対象なのか、いろんな種類があると思うんですよ、薪焚いているにしても。ですから、

そういう方々の対象ってのは、実際あなた方が行って確認しなきゃないだろうけど、ここ

に言う対象者っていうのは、どの種類の薪の人を対象としてるのか。

更にはここの石炭ってありますけど、じゃあ、コークス焚いてる人どうなんだと。石炭

１斗いくらで買ってるかもしれないけど、コークスは２０キロの袋、今２千５００円です

ね、前は確か１千１００円か２千円が、今は２千５００円になってる。そういう人が対象

になるのかどうか、その辺の個々によって利用の内容がまちまちなんでね。ですから、単

純にここで灯油を暖房燃料として使わない世帯については、単純に１万円ってあるけど、

その実態はすごく複雑な利用方法してる人がいっぱいいると思うんですけど、その辺の判

断っていうのはどういうふうな考え方持ってこれに入れようとするのか、その辺まずお聞

かせ願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) まず、今回の拡大の部分でありますが、まず薪については、従

来の、古くいくと１石なんぼという形での部分、或いはもうちょっと、西川さんの話ちょ

っとありましたけども、そういうような部分も含まれるという形になります。

それから石炭、或いはコークスの場合についても、多少金額はいろいろとあると思いま

すけども、今回の基準については、一番の基準っていうのはあくまでも灯油の１リッター

当たりの部分に単価をかけて、そして１００リッターを支給するということで、おおむね

約１万３千円って形になるもんですから、既に購入されている方も、或いはほとんどが既

に冬期間入ってますので購入されているということでの、それを現金で支給するという形

であります。

確かに、議員おっしゃるとおり、かなり難しい部分があるかというふうには思いますけ

ども、きちんとそこら辺については担当課において、きちんと精査の中で、そして該当者

の方にはきちんと説明した中で対処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) １１番。

○１１番(吉田孝男君) 範疇に入れるのはいいんだけどね、非常に大変な状態になると思

いますよ。更に同じ単価にしてもね、相当なやっぱり違いあると。ただ、１万３千円を対

象としているんだけど、それでは割り切れないいろんな問題が含んでますよね。それをや

るためには、相当やっぱり精査しなきゃないという問題があると思うんですよ。

ですから、条例に載っけるのは簡単なんだけど、実施段階ってのね、実施段階での制限

っていうのかな、それについては逆に、逆にあなた方は苦労すると思いますよ。その選定

するなり、区分けするには。今、答弁してる内容ではすまないものがいっぱい出てくると、

ですから、条例上はね、簡単に字句入れるのは、私、簡単だと思うんです。ですが、実施

段階になると相当やっぱり吟味しなければ、対象者、対象外、そういう線引きとかいろん
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な内容ってのはね、なかなか区分けつかない問題あると思いますけど、そういう覚悟をも

って実施するっていうんであればよろしいですけど、それがなければ、この入れる自体が

ちょっと私、疑義感じますんで、その辺の覚悟だけをまず聞かせ願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 実施する段階においては、きちんと状況を把握をして支給をし

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) 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９７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９７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７８号 平成２６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４、議案第７８号、平成２６年度松前町一般会計補正予算（第

７回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長

○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７８号、平成２

６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２６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３

千２８４万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億５千７１１万

５千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、継続費の補正です。既定の継続費の補正は、「第２表継続費補正」によろうと

するものです。

第３条、債務負担行為の補正です。既定の債務負担行為の補正は、「第３表債務負担行

為補正」によろうとするものです。

第４条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第４表地方債補正」によろうと

するものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明を申し上げます。１８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３節職員手当等で、議員期末手当として３９万８千

円の増額計上です。これは、先程条例が出ましたけれども、国の人事院勧告に準じての対

応による増額分でございます。

１９ページです。２款１項１目一般管理費９節旅費で、共通旅費として５０万円の増額
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計上です。これは、町長、副町長の公務出張の増など、各課の決算見込み増による計上分

でございます。５目地域振興費１９節負担金補助及び交付金で、生活交通路線維持対策事

業費補助金として、１千８８万１千円の計上です。これは、今年９月で廃止となりました

広域生活交通路線原口線について、精算補助のため、昨年１０月から今年９月までの運行

の経常費用から経常収益を差し引いた金額、１千５６８万２千円から、道が補助すべき額

４８０万１千円を差し引いた１千８８万１千円を補助致そうとするものでございます。

２０ページです。５項１目各種統計調査費１節報酬から１２節役務費まで、統計調査事

業として総体で４万７千円の増額計上です。各節において増減がありますが、各種統計調

査事業に関わる事業終了精算分と、農林業センサスの決算見込み分につきまして計上分で

ございます。

２１ページです。３款１項１目社会福祉総務費８節報償費から１４節使用料及び賃借料

まで、行旅死亡人取扱事業で１９万４千円の増額計上です。これは、１１月１４日、町内

茂草海岸に身元不明遺体が発見されており、既存予算を支出することから、今後同様の事

故があった場合に対応のための計上分でございます。１３節委託料で、障害者自立支援給

付システム改修委託料として、２３万８千円の計上です。これは、対象者約９０名の過去

３年分の障害者サービスの利用計画と、モニタリング検証等のデータ分析機能を追加する

ための計上分でございます。２０節扶助費で福祉灯油助成費として、２８３万２千円の減

額計上です。また、福祉灯油等助成費として、３０３万２千円の増額計上です。これは、

今回の条例改正に伴い、従来福祉灯油についてのみ助成を行っておりましたが、本年分に

ついては、道において電気料の値上げなどに伴い、生活支援として暖房に関わるオール電

化等の利用者についても助成対象としたことから、既存予算を減額し、灯油の助成の他、

新たにオール電化などの方にも対応のため、１人当たり１万円を交付し、２０人程度を見

込んだことから、その費用の計上分でございます。

２２ページです。３目老人福祉費１９節負担金補助及び交付金で、北海道後期高齢者医

療広域連合療養給付費負担金として、１千２５６万８千円の計上です。これは、前年度の

療養給付費負担金の額の確定による増額計上分でございます。２８節繰出金で、介護保険

特別会計に対する繰出金として、６万３千円の減額計上です。これは、共済等の負担率の

確定による減額計上分でございます。

２３ページです。２項１目児童福祉総務費７節賃金と、２０節扶助費で児童デイサービ

ス事業として、トータルで１０７万２千円の計上です。これは、児童デイサービスの利用

障害児が当初見込みより利用回数が増加したことなどにより、対応の指導員賃金と障害児

通所給付費についての増額計上分でございます。１９節負担金補助及び交付金で、保育士

等処遇改善臨時特例事業費補助金として、２４万５千円の計上です。これは、私立認可保

育所の保育士の処遇改善と人材確保を図るため、道費補助４分の３を活用しての計上分で

ございます。２０節扶助費で子ども医療費として、３００万円の計上です。これは、医療

費の実績見込みよる増額計上分でございます。２目児童措置費２０節扶助費で、児童手当

支給事業として、３２０万円の計上です。これは、総体で当初４９６名を見込んでおりま

したが、転入等で１９名の増員が見込まれることからの計上分でございます。

２４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

域事務組合負担金(衛生部門)として、２０４万２千円の計上です。これは、人事院勧告に

よる人件費の増、更には燃料費や電気料などの増による事務組合の補正に伴い、松前町負

担分の増額計上分でございます。

２５ページです。６款１項３目畜産業費１２節役務費から１５節工事請負費まで、農業
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用作業機等格納庫建設事業と致しまして、２千４８２万９千円の計上です。これは、既存

格納庫は既に牧場作業機等でスペースがなく、今年購入を致しました牧草草刈り機とジャ

ンボテッター反転機の保管用として、また夏場は除雪機の保管場所として併用し、松前杉

などの地域材を活用した整備費用の計上でございます。なお、事業概要につきましては、

参考資料５０ページに掲げてございますので、ご参照を願います。

２６ページです。３項１目水産業振興費１３節委託料で、とど被害防止対策事業委託料

として、９３万６千円の計上です。これは、さくら漁業協同組合に委託し、１月から３月

にかけて漁業被害の出ているとどに対し、実弾の駆除、追い払い、威嚇作業を実施し、被

害の軽減を図るための計上分でございます。１９節負担金補助及び交付金で、漁業近代化

資金利子補給金として、３万円の計上です。新規で６名の方が利用されましたので、これ

に対する利子補給金の計上分でございます。２目漁港管理費１１節需用費で、光熱水費と

して、２０万３千円の計上です。これは、１１月からの電気料の値上げに伴う追加計上分

です。また、修繕料として、５８万３千円の計上です。これは、街灯の修繕費及び茂草漁

港斜路の巻き上げ機土台修繕のための費用計上分でございます。

２７ページです。７款１項５目藩屋敷費１３節委託料で、松前藩屋敷管理運営委託料債

務負担行為分として、７５万５千円の増額計上です。これは、藩屋敷駐車場をドクターヘ

リ離発着場として確保するため、冬期間の除雪などの対応を観光協会が実施することから、

その費用を委託料に算入するための増額計上分でございます。６目北前船記念公園費１３

節委託料で、北前船記念公園総合管理施設管理運営委託料債務負担行為分として、９万８

千円の増額計上です。これは、今年１１月から電気料が値上がりとなり、道の駅委託料の

算定の中に電気料が含まれており、委託料の算定割合に基づく増額計上分でございます。

２８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、主に町道路線の劣化路面の維持補修費を見込んで

の費用の計上分です。なお、事業概要については、参考資料５１ページに掲げております

のでご参照願います。また、町道街灯光熱水費として、９１万１千円の計上です。これは、

今年１１月からの電気料金の値上げに伴う追加計上分でございます。１８節備品購入費で、

除雪車購入費として、１千２６万５千円の減額計上です。これは、入札執行に伴う減額計

上分でございます。

２９ページです。４項１目港湾管理費１１節需用費で、港湾管理光熱水費として、５万

９千円の計上です。これは、電気料金の値上げに伴う追加計上分です。また、修繕料とし

て、５０万円の計上です。主に、松前港内の照明等の修繕及び物揚場の係船環の修繕費用

の計上分でございます。

３０ページです。５項１目住宅管理費１１節需用費で、町営住宅管理光熱水費として、

３９万１千円の増額計上です。これは、電気料金の値上げに伴う追加費用の計上です。１

２節役務費で、町営住宅管理火災保険料として、２万円の増額計上です。これは、今年完

成致しました建石団地Ｃ棟とＤ棟の火災保険料の計上分でございます。

３１ページです。９款１項１目渡島西部広域事務組合費１９節負担金補助及び交付金で、

渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)として、３７０万円の増額計上です。これは、人

事院勧告による人件費の増と、林野火災等に伴う事務組合の補正による計上分でございま

す。

３２ページです。１０款３項３目学校建設費１３節委託料で、松前中学校及び学校給食

センター改築第２期工事分工事監理業務委託料として、１９８万円の減額計上です。これ

は、入札に伴う減額計上分でございます。１５節工事請負費で、松前中学校及び学校給食
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センター改築第２期工事分建設工事請負費として、４千９１９万８千円の減額計上です。

これについても入札執行による減額計上分でございます。

３３ページです。４項４目社会教育施設管理費１８節備品購入費で、町民総合センター

管理備品購入費として、８０万円の計上です。これは、除雪機の購入費で、既存の除雪機

が既に１０年以上経過し、排雪距離が短くなっており、故障も頻繁におきているため、新

たに購入を致そうとするものでございます。６目史跡保存整備費で、地域づくり総合交付

金の減額による財源更正でございます。

３４ページです。５項２目体育施設費１１節需用費で、町民体育館管理修繕料として、

１０万８千円の増額計上です。これは、１１月３日の強風により、江良町民体育館の軒天

井がはがれ、破損したことから、その修繕費用の計上分でございます。

３５ページです。１１款１項１目道路橋りょう河川災害復旧費１５節工事請負費で、町

道松前温泉通り線災害復旧工事請負費として、６８４万２千円の計上です。また、大沢川

災害復旧工事請負費として、９２６万７千円の計上です。これは、いずれも今年８月２１

日から２２日にかけて発生した大雨により、大沢川の増水により、被害のあった町道と河

川で９月定例会の第１回補正予算において設計委託費を計上しており、この２箇所の補助

災害復旧査定により該当となったことから、その費用の計上分でございます。なお、工事

概要につきましては、参考資料５２ページから５３ページに掲げておりますのでご参照を

願いたいと存じます。

３６ページです。１２款１項１目元金２３節償還金利子及び割引料で、長期債償還元金

として、８７万８千円の増額計上です。これは、利率が下がったことにより、元利均等償

還額が変更となったため、償還元金分の増額に対応のための計上分です。２目利子２３節

償還金利子及び割引料で、長期債償還利子として、４０３万９千円の減額計上です。これ

は、２５年度発行起債額の借入利率が予定の利率より下がったこと、更には起債償還分の

利率が下がったことによる計上分でございます。

３７ページです。１３款１項１目職員給与費２節給料から４節共済費まで、７８９万４

千円の減額計上です。これは、国の人事院勧告による増額分と、一般会計と特別会計への

会計間の人事異動や一般職から特別職となった異動などによる増減分の相殺により、各節

内での増減はございますが、決算見込みによる計上分でございます。

以上が歳出でございます。次に歳入です。１０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、４千３２万６千円の計上で

す。これは、歳出財源に対応するための計上でございます。

１１ページです。１３款１項１目民生費国庫負担金２節児童福祉費負担金で、特例障害

児通所給付費負担金として、３５万１千円の計上です。これは、歳出で計上した児童デイ

サービス事業に係わる国庫負担金の計上分です。３節被用者３歳未満児童手当負担金から

８節特例給付費負担金まで、児童手当に係わる国庫負担金の計上です。２目災害復旧費国

庫負担金１節公共土木施設災害復旧費負担金として、１千２８８万６千円の計上です。こ

れは、災害復旧の歳出事業に対応するための国庫負担金の計上でございます。

１２ページです。２項２目民生費国庫補助金１節社会福祉費補助金で、障害者総合支援

事業費補助金として、１１万８千円の計上です。これは、歳出で計上した障害者自立支援

給付費システム改修に伴う国庫補助金の計上分です。４目土木費国庫補助金１節道路橋り

ょう費補助金で、社会資本整備総合交付金除雪車購入分として、６６７万６千円の減額計

上です。これは、歳出事業に対応のための国庫補助減額分の計上でございます。

１３ページです。１４款１項１目民生費道負担金１節社会福祉費負担金で、行旅死病人
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取扱負担金として、１９万４千円の計上です。歳出事業に対応するための道費負担金の計

上分です。２節児童福祉費負担金で、特例障害児通所給付費負担金として、１７万５千円

の計上です。これは、歳出事業の児童デイサービスに伴う道費負担金の計上分です。３節

被用者３歳未満児童手当負担金から８節特例給付費負担金まで、児童手当に係わる道費負

担金の計上分です。

１４ページです。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

付金福祉灯油等助成分として、２５万円の計上です。歳出事業に対応のための道費補助金

の計上です。２節児童福祉費補助金で、子育て支援対策事業費補助金として、１８万３千

円の計上です。これは、歳出で計上した保育士の処遇改善事業に伴う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、とど被害防止対策事業補助金として、

４６万７千円の計上です。これは、歳出で計上したとど被害防止対策事業委託料に対応す

るための計上です。４目教育費道補助金１節社会教育費補助金で、地域づくり総合交付金

史跡松前氏城跡福山城跡保存整備分として、６０万円の減額計上です。これは、地域づく

り総合交付金の要望額に対する減額による計上分でございます。

１５ページです。３項１目総務費道委託金５節統計調査費委託金で、各種統計調査委託

金として１６万６千円の計上です。歳出事業に対応のための道委託金の計上分です。

１６ページです。１９款５項６目雑入１節雑入で、児童デイサービス事業負担金として、

７０万１千円の計上です。これは、児童デイサービス利用者からの利用料の負担分の計上

でございます。また、渡島西部広域事務組合前年度決算剰余還付金として、１２５万円の

計上です。これは、平成２５年度確定決算における剰余還付金の計上分でございます。更

に、いきいきふるさと推進事業助成金町村会会費分として、３万５千円の計上です。これ

は、北海道障害者スポーツ大会に係わる町村会会費分で、松前町分の負担計上分でござい

ます。

１７ページです。２０款１項４目土木債１節道路橋りょう債で、除雪車購入事業債とし

て、２１０万円の減額計上です。これは、除雪車購入に係わる入札減に伴う起債額の減額

による計上でございます。６目教育債３節社会教育債で、史跡松前氏城跡福山城跡保存整

備債として、６０万円の計上です。これは、地域づくり総合交付金の減額に伴い、起債額

の増額による計上分です。４節保健体育債で、学校給食センター改築事業債として、２千

１４０万円の減額計上です。これは、入札による減額に伴う起債の減額計上分でございま

す。９目災害復旧債１節公共土木施設災害復旧債で、道路施設災害復旧事業債として、１

４０万円の計上です。また、河川施設災害復旧事業債として、１８０万円の計上です。い

ずれも歳出で計上しています災害復旧事業に対する起債額の計上でございます。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正で歳入です。歳入の合計が補正前の額６０億２千４２７万１千

円、これに３千２８４万４千円を増額補正致しまして、補正後の額を６０億５千７１１万

５千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３千２８４万４

千円を増額補正致しまして、６０億５千７１１万５千円に致そうとするものです。

５ページです。第２表継続費補正です。変更の分と致しまして、１０款３項松前中学校

及び学校給食センター改築事業第２期工事分工事監理業務委託料及び建設工事請負費につ

きまして、平成２６年度と２７年度の年割額を記載のとおり変更を致そうとするものでご

ざいます。

６ページです。第３表債務負担行為補正です。追加の分と致しまして、漁業近代化資金
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利子補給金について、記載のとおり限度額を補正を致そうとするものでございます。

７ページでございます。第４表地方債補正です。変更の分と致しまして、除雪車購入事

業他４事業につきまして、記載のとおり限度額を補正後のとおりこれを変更致そうとする

ものでございます。

以上が議案第７８号でございます。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。

８番。

○８番(西村健一君) ２６ページの水産業費のところでね、１３節とどの、とど駆除の関

係なんですが、９３万６千円補正額出てます。これは、説明で補正額の使い道、これこれ

こういったものに対応するためっていうことありましたけど、これあれですか、とどの駆

除の頭数なんかはどういうふうになってんですか。まず、そこからお答えください。

○議長(斉藤勝君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ただ今、とど被害防止対策事業委託料の関係につきまして、と

どの駆除頭数の関係はどうなってるかというご質問をいただきました。この事業につきま

しては、昭和、平成２１年度から継続して実施しているものでございまして、平成２６年

度の北海道で一括駆除頭数を制定しておりまして、全道枠で３４３頭となっておりまして、

一昨年までは渡島、檜山海域別に４頭という割り当てをされておりましたけども、昨年度

から全道枠の中で駆除頭数を管理していくというようなことになっておりまして、全道枠

が３４３頭と、こういうことになってございます。以上です。

○議長(斉藤勝君) ８番。

○８番(西村健一君) わかりました。なぜ、今こういうことで聞いたかと言いますと、昨

日も初日で一般質問の中で漁業に関していろいろお二人、三人の方から一般質問ありまし

た。大変漁業生産も伸び悩んでいると、まあ、形として段々生産額が少なくなっている。

特にこれからですね、春先はヤリイカの時期を迎えます。数年前からとど、まあ、とどっ

ていうのはいろんなとど類って言いますかね、とどの中に表現して好ましくない動物もい

ると思うんですけど、はっきり言って、オットセイとか何かいろんなそんなものも含まれ

ると思うんですけどね、この被害っていうのは甚大だということで、現場に出てる漁師さ

ん方が一番オットセイ、とどの被害でもって生産がかなり制約されてる、これがさくら組

合の生産の減にもかなり影響してると。そういうことでね、頭数制限のこと、すごく考え

る時代になってきてるんですよね。

だから、この全道枠、前には渡島、檜山で何頭、今は全道枠の中でってことで渡島、檜

山の制限頭数がない、縛りがないってことで、そういう解釈でいいんですね。であればで

すね、もっともっと、今回は歳入の分で４６万７千円の関係出てきます。これは、事業費

の９３万６千円のやや５０％ちょっと足りない、４９％某ってなります。これですね、９

３万６千円の費用で何頭ぐらいの、弾なんぼ使って、何頭獲るためには弾なんぼ使うとか、

まあその計算もできるんでしょうけど、無駄弾もあるかもしれませんけど、もっともっと

この事業費を多く見てですね、余所で全道枠の３４３になる前に、我が松前の海でいち早

く大きな頭数を駆除するという、そういう努力にも繋がるためにもね、もっと予算を組め

ばなと、こんな期待も持ってたもんですから、今質問に至ったわけですが、この辺の考え

方、今年はこれで終わっても将来に向けてですね、どんな考え方を持ってるのか、その辺

教えてください。

○議長(斉藤勝君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) とど駆除の実態等々のお話をいただきました。今、西村議員さ
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んからもお話いただきましたとおり、松前町におきましても、これ全道的な部分でござい

ますけども、とど、また松前におきましてはオットセイの被害の方が多いというようなこ

とでございまして、このとど被害駆除の委託事業と併せまして別途オットセイ対策の部分

も取り組んできているところでございます。

まず、とどの今般の９０何万がしの予算の内容でございますけども、ハンター賃金、ま

たハンターの交通費、宿泊料と用船料、あと若干の保険料というようなことで、捕獲頭数

につきましては先程申し上げましたとおり、何頭という枠は想定しておりませんけども、

駆除日数が１月から３月までの期間で４日程出猟して、実弾でもって駆除していこうとい

うふうな内容の９３万６千円の予算計上であります。これは、道の方から２分の１補助が

出るというふうな内容でございます。

今後の見通し等々でございますけども、先程申し上げましたとおり、とど、特にオット

セイの被害が松前町においても甚大だということで、毎年さくら組合の方で被害状況、金

額的な部分も道の方にも報告してございます資料を見ますと、２５年度におけます、とど、

オットセイの被害、直接被害、これは漁網の破損ですとか、そういう部分が９３０万円程

と、あと例えば刺し網にかかった魚をとどなりオットセイが邪魔をしたり、食いちぎった

りというような部分でやると２千５００万ということで、例年３千万くらいの間接的な被

害額を含めて、３千万くらいの被害額が発生しているというようなことで、底立網漁業で

すとか刺網漁業とヤリイカ、電光網漁業の方々については、ある意味では死活問題の部分

っていうような部分も言って過言ではないのかなということで、これは以前から海獣対策

っていうようなことは謳われてきておりますけども、オットセイ対策含めましてこのとど

被害の防止、今後とも道の方にも支援をお願いしながら考えていきたいというようなこと

で考えております。

ただ、国の方でもですね、こういうオットセイを含めた、含めました、オットセイも国

の方では今まで害獣でオットセイっていう名前出してこなかったんですけども、２７年度

予算の部分からオットセイも含まれるというようなことで明示しておりますので、地元と

しても被害防止に向けて、一歩前進していくのかなというようなことでは考えてございま

す。以上です。

○議長(斉藤勝君) ８番。

○８番(西村健一君) わかりました。このとどの駆除、ここではオットセイのことなんで

すが、以前にもこの問題については一般質問他のことでいろいろ質疑もあったと思うんで

すが、やっぱりその前にもですね、さくら組合と役場がってことでなくね、檜山とか日本

海、全道日本海側のね、北から稚内から松前までの関係する漁協なんか、自治体も含めて

一緒にやるというそういう答弁をいただいた経緯がございます。今後もですね、そういっ

た動きをぜひ続けていってほしいと思うんです。その辺、町長の考え方、伺います。

○議長(斉藤勝君) 町長。

○町長(石山英雄君) 質疑の中でもありましたけども、とどの被害、本当に危惧している

ところであります。何としても最小限に留める対策が必要だというふうに思ってますので、

今後もこの防止対策につきましては、充実をさせていきたいと思いますし、今ご指摘あり

ました檜山との連携の部分につきましてもですね、昨日の一般質問でもお答えしましたけ

ども、日本海対策、今北海道が力を入れてやってますので、この部分につきましても檜山

の各自治体と連携取りながら、いくらでも被害を食い止めるような対策を講じてまいりた

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。
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６番。

○６番(堺繁光君) 金額的には大したことないんですけど、ページ、歳入の１３ページと

歳出Ｐ２１ページの行旅死亡人取扱についてをちょっとお聞きしたいと思います。

普段、あんまりない事件なもんですから、どのように処理されたのかなと、このように

思うんですけども、これに対しての歳入は全額、これを見ると道の方から出てるようです

けども、過去にもこういう事件などはあったんでしょうか。そして、この処理ですね、最

後はどのように処理したんでしょうかね、身元不明人とかっていう形で処理されたのか。

一般町民の皆さんも何かこう興味のあるような話、たまたま聞くもんですから、どうなっ

たのかなあというような感じなもんですから、その辺のところ、ちょっとお知らせ願いた

いと思います。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 行旅につきましては、まず１１月の関係ですけど、茂草の浜の

方に早朝に上がったという形であります。そして、その後、松前警察署の方であれしまし

て、身元の関係、或いは死体の方の鑑定等を札幌の方にその日のうちに搬送されて、そし

ていろいろと、俗に言う身元不明者の届け等を全国に、警察署の方と連携取りながらその

身元を調べて、そして最終的に、今月の初めに函館中央警察署の方にその遺体が搬送され

て、そして保管庫の方に保存されております。その期間においても身元調査をずっと進め

られており、そして、最終的に今の予定では２６日に松前警察署の方にその遺体が搬送さ

れ、その後遺体を町の方で引き受けして、その後火葬を致しまして、そして納骨をお寺の

方に保存、保存って失礼ですね、保管をすると。その間、官報にそれらの部分について掲

載して、約半年から一年間、お寺の方で保管すると。その後、埋葬するという形での流れ

になっております。

なお、何年か前、十数年前だと思いますけど、一度そういうのがありましたので、ご報

告致します。以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

３番。

○３番(川内谷進君) ３点ばかり、ちょっと確認だけお願いしたいなと思ってんですけど

も、１点目は１９ページの地域振興費、この中で生活交通路線対策事業費ですか、１千８

８万２千円。これを、先程の説明だと原口線の廃止に伴い云々っていう話だったんですけ

ども、その辺の経過についてね、もう少し教えてもらえませんか、まずお願いします。

それから、３２ページですか、３２ページの学校、３目の学校建設費、今回５千２１７

万８千円ですか、の減額なってんですね。先程の説明だと入札に係わり減額になりました

っていう話なんですけども、工事との関係、それから単純なる入札の、競争入札の金額で

そういうふうになってるのかどうなのか、その辺の経緯と、逆に言うと工事の変更とかな

んかがあったのかないのか、その辺のこともひっくるめてありましたら説明をしていただ

きたいと思います。

それから、２１ページ、衛生費の社会福祉総務費、２０の扶助費、これのうちの今回２

０世帯で２０万増額計上、増額計上したということなんですけども、先程の副議長のね、

１１番の話で公平にいかれるのかなと、なかなか選別が難しいんじゃないのかなというこ

とで、今の事前準備はどういう形になってんのか、その辺の進み具合も含めてね、せっか

くやるのにトラブル起こしてんじゃ、全く面白くないんで、その辺の経過について、現状

どういうふうになってるか説明してください。

○議長(斉藤勝君) １点目、政策財政課長。
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○政策財政課長(佐藤久君) １９ページの生活交通路線維持対策事業費補助金の関係でご

ざいます。先程説明致しましたけれども、今年９月に廃止となりました広域生活路線の原

口線の補助金の精算分でございます、中身的にはですね。この経緯と言いますか、経過を

ちょっと説明させていただきたいと思いますけれども、以前から大漁くんバス、今走って

おりますけども１００円バスですね、この関係で数年来議論を重ねまして、今年の１０月

から本格運行をさせていただいたところでございます。これに伴いまして、広域生活路線

の原口線を廃止を致しまして、従来走っている便数等を確保した中で１００円バスが運行

されているという状況でございます。

現在、まだ１０月からの大漁くんバスは２ヶ月間、１０月、１１月の２ヶ月間の実績で

申し上げますと、当初から年間５万人のお客さんを見込んでですね、大漁くんバスについ

ては見込んでおりまして、現在１０月、１１月、年間５万人ということになりますと１日

１３８名が乗っていただけますと、この５万人以上のお客さんの利用というような形にな

りますけれども、１０月、１１月でですね、現在で２ヶ月分と致しまして今捉えている部

分では１４１名ほどの利用者となっているということでございます。

バスの関係につきましては、そのような流れの中で原口線を廃止しているということで

ご理解ください。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) ２点目、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 松前中学校及び学校給食センターの改築に伴う工事監理業務

委託料及び建設工事請負費の減額につきましては、２６年９月の議会に議案第７３号、７

４号、７５号ということで契約締結の提案を致しまして議決をいただいているところでご

ざいます。その内容につきましては、指名競争による入札ということで、業者選考を行わ

れて、業者を決定して入札締結という運びになっておりますので、ご理解願います。以上

でございます。

○議長(斉藤勝君) 設計変更なんかあったのかって聞いてるから、それも答弁してくださ

い。

○学校教育課長(阿部猛君) 設計変更等はございませんでした。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３点目、福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 福祉灯油等の助成に関する部分でのご説明をいただきました。

まず、この該当者につきましては、まず収入の９０万以下、或いはそれぞれの高齢者世帯

の部分とか様々な部分があります。それらの部分を該当者一覧表っていうのを作成致しま

す。そして、それらの該当者の一覧表、各地区の民生、まず民生委員さん方に従来からお

願いして、その実態を調査をしていただいて、そして該当する世帯については申請書を作

成していただいて、支所及び役場の方に提出していただいているところであります。

なお、今回の拡大についても、事前に民生委員の方々には周知しております。なお、そ

の名簿については今回の議会終了後と言いますか、そういう形で今月末までに実態調査を

してあげていただくと。なお、一番心配って言いますか、のは今回の新しい拡大されたオ

ール電化以外の薪等の部分であります。あくまでも購入のされた費用っていうことであり

ますので、それらについてもきちんと把握をしながら、民生委員さんの方では把握できな

い場合については、担当職員が訪問して、そして確定したいというふうに思ってますので、

よろしくお願いします。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) １点目の原口の関係ね、バスの関係ね。だいたい想定したとおり、

大漁くんがきたから切り替えたんじゃないかっていう気はしてたんですけども、若干人も
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１３８から１４１、増えてるよというんで、順調にいってんのかなと。大漁くんの利用も

ね、少しは行ってんのかなとそんな気がしましたから、これからもやっぱり乗客を増やす

ためのね、対策を慎重にやっていただければなと、そんなふうに考えてます。

それから、２点目の中学校の関係ね。僕心配したのはね、かなり額が大きいんでね、入

札段階で相当予定が出るのが大きかったのか、それとも設計変更なりね、何かの工事の関

係があったのかなという、ただ入札だけでっていうのはちょっとね、額的に大きいのかな

ということがあって、ちょっと質問したんですけども、そういうことはないという話なん

で、少ない額で順調に進んでるというふうに理解していいと思うんですけど、そういうこ

とでいいかどうか、確認お願いします。

３点目の灯油の関係ね、本当にせっかくやるのにね、後でトラブル起こすんじゃあ残念

なんで、今の話だと民生委員、今までのどおりに民生委員の方に努力していただくという

ことで、調査をしながら支給すると。実はですね、年内に支給可能なのかどうなのか、や

っぱり年明けになるのかね、その辺の考え方についても若干教えていただければなと。特

に私どものところでも大分こう注目している部分がありまして、今度やりますよって話を

したら何人かいましたんで、その辺の関係についてね、うちの方も説明できれば、２２日

かな、またありますんでその辺の関係もありましてね、もう少し具体的にしていただけれ

ばなと、そんなふうに思います。

以上、お願いします。

○議長(斉藤勝君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) ただ今の減額になった経緯でございますが、平成２６年度の

予算が工事監理業務委託料につきましては、５６４万２千円みてございましたが、１９８

万円減額となり、３６６万２千円という入札結果となりました。工事請負費につきまして

は、平成２６年度予算が３億１５５万９千円みておりましたが、すいません、元に戻りま

して、１３節の委託料につきましては、工事監理委託料が平成２６年度は５６４万２千円

予算計上しておりましたが、入札によりまして１９８万円減額になりまして、減額後の額

が３６６万２千円でございます。１５款の工事請負費につきましては、平成２６年度予算

額が３億１５５万９千円予算をみていましたが、入札によりまして４千９１９万８千円減

額になりまして、２億５千２３６万円の予算額となってございます。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) 他にありませんか。

福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 福祉灯油の支給の時期であります。一応今月末までに該当者に

ついては申請書を上げていただいて、そして、年明けに決定をして、そして１月中旬には

灯油等の受給券を民生委員を通じて該当者の方に配布すると。それ以外のオール電化等に

ついては、現金の支給ですので、１月末までには支給する方向で今スケジュール組んでい

るとことです。よろしくお願いします。以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１５分間休憩します。

(休憩 午前１１時１３分)

(再開 午前１１時２６分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。
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１１番。

○１１番(吉田孝男君) １点だけ、ちょっと何か水産課長がしゃべって、隣の人がしゃべ

んねえば寂しそうな顔してるんで、建設課長に。

実はね、２８ページ見ますと、除雪車購入費減額１千万超とあります。記憶してたとこ

ろは１台で、当初１台の計画、なんか購入計画だったんでないかなという記憶あったもん

ですから、１台の購入であれば入札やっても変わんねえと同じなんだ、入札やる必要ねえ

なと思ったもんですから、２台であれば入札しても結果は出るけど、あまりにも金額が安

すぎるのかどうかしりませんけど、不都合な面がありますんで、その内容等について、ち

ょっとお知らせ願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 建設課長。

○建設課長(鍋谷利彦君) 私どもも驚いております。６月１０日に４社でもって、結論的

に１台でございます、予算どおり。６月１０日に４社でもって指名競争入札を実施致しま

した。結果、落札率６６．４％ということで、我々も嬉しいということで、良かったとい

うことで考えてございます。単純に業者が頑張っていただいたということでございます。

以上です。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) ６６．６％の入札率っていうことなんだけど、金額ちょっと、予

定金額に対していくらで入札なって、これだけ減額になったんだというのを教えてくださ

い。

○議長(斉藤勝君) 建設課長。

○建設課長(鍋谷利彦君) 申し訳ございません。予定価格は、２千９７万３千６００円で

す。これは、当初予算に計上して、業者から見積もりをとって計上した金額でございます。

落札金額は１千３９１万４千円、結果６６．４％ということになってございます。以上で

す。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) 当初が２千９７万３千円見積もって、６６％ですね、まあ、当初

の見積もりは業者のいろんな見積もりとったんだろうけど、あんまりにもね、格差があり

過ぎるなと。確かに、入札６６．６％、４社でやって歓迎はするけど、見積もり、なんか

見積額みるとあまりにもね、格差あり過ぎるなと。ですから、我々としては仮に８０％で

もいいですから、現実に近い額っていうのをもう少しやっぱり調査できないのかなと、あ

まりにも落札者が、金額が小さいのはいいんだけど、こういうふうに格差があり過ぎると、

当初何なんだやと、作為的な予算かと、要求によっては高く落としてもいいのかっていう

感じにならないかという心配もあるということなんで、もう少しね、その辺はやっぱり近

い数字っていうのは調査する必要があるのかなと、あんまりにも開くと、何か作為的な金

額になってしまって、予算ってのは何なんだっていう感じになってしまうこともあります

んで、その辺のことだけはちょっと、対応を可能なのかどうかをお聞きしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 建設課長。

○建設課長(鍋谷利彦君) 当初予算を作成する際に、各業者が競争できるような機種を選

定して、各社から見積もりを徴しているという状況で、各社がですね、競争して参加でき

るような形でやってございますので、その辺実際競争に入ってみると管内、例えば同時期

除雪車を購入するというような時にはですね、やっぱり各社競争して参加してくる可能性

もございますので、なかなかその辺は見極めるのは難しいかなというふうに考えてござい

ます。以上です。
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○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) 単純に２点お尋ね致します。

２３ページの２目児童手当の関係でございます。この時点でね、１９名の増っていうそ

の中身なんですね。その中身説明していただきたいと思います。

それから、２７ページのドクターヘリの離着場の除雪の関係、この予算は藩屋敷の除雪

の委託料ですけれども、その他にも何箇所かあるんですか。これは直営でやるっていう理

解でよろしいですか。その２点、お尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) １点目、福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 児童手当の１９人の中身でございます。当初においては、２５

年度の実績を踏まえて予算見積もりをしております。その後、転出、或いは転入、また出

生、その出生の場合でも第一子とか、或いは第三子、要は１歳未満とか３歳未満の関係等

がございまして、それぞれの区分に分かれておりますので、それらが大きな要因になって

おります。以上です。

○議長(斉藤勝君) ２点目、副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。ドクターヘリのランデブー

ポイント、まあ、冬期の場合、やはりヘリコプターが着陸するのには、やはり降雪量が多

い場合は着陸が難しいと。そういうことで、先日皆さんの方にも行政報告の方でランデブ

ーポイントはお知らせしておりますが、グランド等になりますと、実際冬期間の除雪入り

ますとグランド自体を傷めてしまうということで、冬期間に使用可能な部分で今考えてお

るところがですね、大島中学校のグランド、これは舗装している部分を使いますので、あ

と松前藩屋敷の駐車場、あと自衛隊の、海上自衛隊の自衛隊のヘリポートにつきましては、

その時の状況によって、除雪が済んでいれば使えるということの中でですね、私ども、町

の直営のものでやることも考えたりもしたんですけれど、実際道路の方の除雪の方に駆り

出されるということもあります。あと昼間も降っている場合には、すぐやはりそれに対応

しなきゃならないということで、藩屋敷自体が駐車場としても利用するということもあり

まして、それに合わせて藩屋敷の駐車場の除雪を、藩屋敷の管理委託者の方にですね、指

定管理者の方にお願いして、その部分に関して除雪をしていただくということで考えてお

りますので、それで、今回は管理委託者の方の委託料ということで出させていただきまし

た。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) １点目、わかりました。

２点目のね、今のドクターヘリの発着、離着ですか、その場所は単純にね、冬期間中は

藩屋敷の駐車場だけという理解でいいですか、大島中の話もありました、自衛隊のヘリポ

ートもありましたけれども、そういう理解でいいですか。お尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 本町地区には、やはり雪が降ってる場合には、一番利用する確率

が高いのは藩屋敷駐車場と考えております。ただ、冬期間とはいえ、雪が全く降ってない、

降雪が少ない時とかですね、やはりグラントの状況等を見まして、それがグランドを傷め

るような状況でなければ、その時の状況で消防署の方で判断して使う場所を決定するとい

うようなことで考えていただきたいと思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 今のね、場所の性格からいったら、いつそれを使用するかってい
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うこと予測できませんよね。とすれば、常に除雪、いつでもいいですよっていう態勢を整

えておかなければいけないから、藩屋敷の駐車場に関しては、私、理解します。でも、他

の場所にいざって時に、それって除雪にはならないでしょう。その辺の考え方はいかがな

んですか。

○議長(斉藤勝君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) 梶谷議員ご心配のとおりでございまして、函館の方に要請してか

ら２０数分でもうヘリコプターがまいります、それから除雪というわけにはいきません。

それで、今おっしゃったようにですね、やはり常時その辺の降雪量確認して対応するとい

うような形になってあります。それで、先程申しましたように冬期間につきましては、降

雪がある場合には、一応想定してるのが松前藩屋敷駐車場、ここは舗装もしておりますん

で、対応が可能だと。それで、大島中学校のグランドなんですけど、グランド自体もです

ね、私どもが今想定してるのが校舎の前の舗装している部分でございまして、ここの除雪

もですね、こちらの方に関しましては除雪委託業者の方にお願いをして、除雪をしていた

だくというようなことで対応を考えております。よろしいでしょうか。

失礼しました、以上です。

○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７８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７９号 平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

○議長(斉藤勝君) 日程第５、議案第７９号、平成２６年度松前町国民健康保険特別会計

補正予算（第４回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) それでは、議題となりました議案第７９号、平成２６年度松前

町国民健康保険特別会計補正予算(第４回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成２６年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第４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１億３千５６７万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１７億４千３０６万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。



- 88 -

３．歳出です。１款１項１目一般管理費１３節委託料で、４３万２千円の追加計上です。

これは、新たに７０歳以上になった方の医療費負担の改正により、補助金等の申請及び報

告に伴う国民健康保険システムを改修するものであります。

次に８ページです。２款１項１目一般被保険者療養給付費１９節負担金補助及び交付金

で、８千６４０万円の追加計上です。２目退職被保険者等療養給付費１９節負担金補助及

び交付金で、１千５２０万円の追加計上です。３目一般被保険者療養費１９節負担金補助

及び交付金で１００万円の追加計上です。いずれも医療費の増加によるものです。

次に９ページです。２項１目一般被保険者高額療養費１９節負担金補助及び交付金で、

２千６７０万円の追加計上です。２目退職被保険者等高額医療費１９節負担金補助及び交

付金で、４５０万円の追加計上です。いずれも医療費の増加によるものです。なお、医療

費の増加の要因として、医療費１００万円以上の件数が、昨年実績で１３３件、今年度は

１１月まで１２５件に達し、月平均４件の増となっております。また、２００万以上につ

いては、昨年実績で２３件で、今年１１月までに２４件となっております。更に心臓疾患

と脳疾患で月平均３件の増となっており、今年度は心臓病で医療費１件、９６７万９千円

という超高額の方がおりましたことからの要因と見込んでおります。

次に１０ページです。３項１目出産育児一時金１９節負担金補助及び交付金で、８４万

円の追加計上です。当初予算において１０名分を計上致しましたが、決算見込みにより２

名分の追加計上です。

次に１１ページです。１０款１項１目一般被保険者保険税還付金及び還付加算金１３節

償還金利子及び割引料で、６０万円の追加計上です。これは、過去に遡って資格喪失など

に伴う保険税還付金の増額が見込まれることからの計上であります。

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２項１目財政調整交付金１節普通調整交付金で、１億３千５６７万

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。

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１６億７３

８万８千円に、今回１億３千５６７万２千円を追加し、補正後の額を１７億４千３０６万

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１７億４千３０６万円に致

そうとするものでございます。

以上が議案第７９号、平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第４回)の内

容でございます。何卒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。

(「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７９号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。
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よって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８０号 平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算（第２回）

○議長(斉藤勝君) 日程第６、議案第８０号、平成２６年度松前町介護保険特別会計補正

予算（第２回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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８０号、平成２６年度松

前町介護保険特別会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成２６年度松前町の介護保険特別会計補正予算(第２回)は、次に定めるところによろ

うとするものです。

第１条、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１３万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

９億６千６７４万６千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１９万４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千６０３万４

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す。今回の補正予算につきましては、給与改定等に伴う人件費の支

出見込みによる補正となります。

それでは、歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。７ページをお開き願います。

７ページ、３．歳出です。４款１項１目介護予防事業費では、２節給料から４節共済費

まで、６万４千円の増額計上です。同じく２目包括的支援事業・任意事業費では、２節給

料から４節共済費まで、６万７千円の増額計上です。それぞれ地域包括支援センターの主

任保健師、主任ケアマネージャーの人件費です。給料及び職員手当等につきましては、給

与のプラス改定に伴う増額補正となり、共済費につきましては、負担金率が変更になった

ことにより減額補正しようとするものです。

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。前のページ、

６ページです。

２．歳入です。７款１項１目一般会計繰入金３節事務費繰入金で、１３万１千円の増額

です。地域包括支援センターの主任保健師、主任ケアマネージャーにかかる人件費の増額

分を一般会計から繰入しようとするものです。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。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９億６千６６

１万５千円に、１３万１千円を追加し、補正後の額を９億６千６７４万６千円に致そうと

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９億６千６７４万６千

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です。１３ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費３節職員手当等及び４節共済費で、１９万４千

円の減額です。町の居宅介護支援事業所ケアマネージャーにかかる人件費の減額となりま

す。職員手当等につきましては、給与改定及び支出見込みにより、また共済費につきまし

ては、負担金率の変更により減額補正致そうとするものです。

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。
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前のページ、１２ページ、２．歳入です。２款１項１目一般会計繰入金で１９万４千円

の減額です。職員給与費等の減額に伴い、一般会計からの繰入金を減額補正致そうとする

ものです。

以上がサービス事業勘定歳入の事項別明細です。８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１千６２

２万８千円から、今回１９万４千円を減額し、補正後の額を１千６０３万４千円に致そう

とするものです。

次に９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１千６０３万４千円に

致そうとするものです。

以上が議案第８０号、平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算（第２回）の内容

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。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) ７ページの職員給料に対してお尋ね致します。この時期にこうい

う額っていうのは給料上がったっていう理解なんですけど、今までの人がどういうふうに、

どういう立場になって昇給したのか、この説明では主任保健師と主任ケアマネの説明あっ

たんですけども、その人方は今までは、表現悪いんですけどね、この下の位置にいて、こ

の位置にきたからこれだけ上がったっていうことの理解でよろしいですか。

○議長(斉藤勝君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) 大変申し訳ありません、私の説明不足で申し訳ございませ

ん。今回はですね、職員の給与改定に伴う、給料の改定に伴う補正予算でございまして、

職員が例えば主事から主任になりましたとかということではなくって、あくまでも一般会

計の給与改定に伴う補正となりますので、ご理解願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) 人事院勧告に基づいてということですね、その確認だけ致します。

○議長(斉藤勝君) 健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) はい、申し訳ありません、勧告に基づいての改定でござい

ますので、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) 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８０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８１号 平成２６年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)

○議長(斉藤勝君) 日程第７、議案第８１号、平成２６年度松前町水道事業会計補正予算
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（第１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(三浦忠男君) ただ今議題となりました、議案第８１号、平成２６年度松前町

水道事業会計補正予算(第１回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算の主なものは、収入で損害保険金の増、支出で職員の人事異動等に伴

う人件費の減、決算見込みによる修繕費等の増、更に建設改良費１件を追加致そうとする

ものでございます。

それでは、１ページでございます。

第１条は、総則です。平成２６年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)は、次に定め

るところによろうとするものです。

第２条は、業務の予定量です。平成２６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ございます。第４号、主要な建設改良

費で、弁天地内配水管改良工事他既決予定量１６件、９千２２４万７千円に、今回１件、

１千７２万４千円を追加し、補正後の予定量を１７件、１億２９７万１千円に致そうとす

るものでございます。これは、今年８月２１日未明からの大雨によりまして、及部川の護

岸が一部浸食されまして、導水管が一部露出してしまいました。直ちに応急対応致しまし

たが、今後春先の雪解け水などにより増水した場合、大変危険な状況でございます。河川

管理者である北海道と協議が整いましたので、補正して工事を進めたいと考えてございま

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２億８７５万

６千円に２５４万７千円を追加し、補正後の予定額を２億１千１３０万３千円に致そうと

するもので、この内訳は第２項営業外収益で、９月１１日に落雷により白神中継装の水位

計が故障したものでございます。日本水道協会の水道機械設備損害保険金２５４万７千円

を補正増するものでございます。

次に支出です。第１款事業費で既決予定額２億４４５万１千円から２１７万６千円を減

額し、補正後の予定額を２億２２７万５千円に致そうとするもので、その内訳は、第１項

営業費用で９８万５千円の減額です。電気料金の値上げに伴う動力費３１万５千円の増、

決算見込みによる修繕費２００万８千円の増、人事異動等に伴う職員給与費３３０万８千

円の減、合わせて９８万５千円の減額でございます。第２項営業外費用では、消費税７７

万７千円の減額です。第３項特別損失では、４１万４千円の減額です。これは、平成２６

年度からの公営企業会計基準の見直しにより、平成２６年６月支給の期末勤勉手当の６分

の４をこの勘定科目で措置しておりましたけども、人事異動により支給額が減少になった

ものでございます。

２ページをお開き願います。

第４条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文括弧書き中「不足する額９千７７

３万８千円」を「不足する額１億８４６万２千円」に、「過年度分損益勘定留保資金９千

４６万２千円」を「過年度分損益勘定留保資金１億３９万１千円」に、「当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額６２７万６千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額７０７万１千円」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正致そうとするものです。補正予算額の内容と致しましては、支出第１款資本

的支出で、既決予定額１億３千２５８万円に１千７２万４千円を追加し、補正後の予定額

を１億４千３３０万４千円に致そうとするもので、これは、第１項建設改良費です。業務
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の予定量でも申し上げましたが、大雨による河川護岸土砂の浸食によって導水管が露出し

てしまったため、上川地内導水管保護工事ということで１千７２万４千円の増額でござい

ます。

第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。予算第７条に定

めた経費の金額を次のように改めようとするものです。第１号職員給与費です。既決予定

額５千２６７万８千円から３７２万２千円を減額し、補正後の予定額を４千８９５万６千

円に致そうとするものです。３ページ以降に予算実施計画、予定キャッシュフロー計算書、

給与費明細書、予定貸借対照表の予算説明書と併せまして、予算実施計画に係わる参考資

料も添付しておりますので、ご参照願います。

以上が議案第８１号、平成２６年度松前町水道事業会計補正予算(第１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。

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５９分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

議案第８１号に対する質疑を行います。

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。

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８１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８１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８２号 平成２６年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）

○議長(斉藤勝君) 日程第８、議案第８２号、平成２６年度松前町病院事業会計補正予算

（第３回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(平田克彦君) ただ今議題となりました、議案第８２号、平成２６年度松

前町病院事業会計補正予算（第３回）につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的支出で、国の人事院勧告による増額分と、病院事業

会計と一般会計への会計間の異動等による増減分の相殺により、決算見込みによる給与費

の減額、経費で老朽化した、すいません、経費で老朽化や新規導入に伴う医療機器の借上



- 93 -

料の増額、訴訟の終了により公金支出金返還請求事件応訴委託料の減額及び会計制度の変

更により、予算計上しておりました平成２６年６月支給分の期末勤勉手当等に対応した、

その他特別損失の賞与引当金が確定したことによる減額を補正をしようとするものでござ

います。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

第１条は、総則でございます。平成２６年度松前町病院事業会計の補正予算（第３回）

は、次に定めるところによろうとするものでございます。

第２条は、収益的収入及び支出でございます。平成２６年度松前町病院事業会計予算第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正致そうとするものでござい

ます。

支出でございます。第１款病院事業費用は、既決予定額１３億８千３２万７千円に、今

回８８２万８千円を減額し、補正後の予定額を１３億７千１４９万９千円に致そうとする

ものでございます。その内訳と致しまして、第１項医業費用で、既決予定額１３億３千６

０４万４千円に、７１２万３千円を減額し、補正後の予定額を１３億２千８９２万１千円

に致そうとするもので、これは、国の人事院勧告による増額分と、病院事業会計と一般会

計への会計間の異動等による増減分の相殺により、給与、手当、法定福利費の決算見込み

による給与費の減額を補正しようとするものでございます。また、医療機器の借上料の増

額及び訴訟の終了により公金支出金返還請求事件応訴委託料が確定したことに伴う減額で

ございます。第３項特別損失で、既決予定額３千７５２万４千円に、１７０万５千円を減

額し、補正後の予定額を３千５８１万９千円に致そうとするもので、これは、会計制度の

変更に伴う、今年度限りのその他特別損失の計上でありますが、６月の賞与に対応した予

算であり、既に支給済みでございますので、不用額の減額でございます。

第３条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。予算第

６条に定めた経費の金額を次のように改めようとするものでございます。第１号職員給与

費で既決予定額８億７千６２１万９千円に、今回１千７７６万１千円を減額し、補正後の

予定額を８億５千８４５万８千円に致そうとするものでございます。

以上が、平成２６年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）の内容でございます。予

算実施計画他関係書類につきましては、２ページ以降に添付しておりますのでご参照願い

ます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長(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。

お諮り致します。

議案第８２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８２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８３号 松前町水産センター設置条例制定について
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○議長(斉藤勝君) 日程第９、議案第８３号、松前町水産センター設置条例制定について

を議題と致します。

なお、ただ今の議案は、質疑終了後、総務経済常任委員会に審査を付託したいと思いま

す。

提出者の説明を求めます。水産課長。

○水産課長（佐藤祐二君） それでは、ただ今議題となりました議案第８３号、松前町水

産センター設置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、条例制定の主でございます。当該施設につきましては、現在弁天にあります水

産試験研究センターの一部を解体致しまして、こんぶ等の種苗生産機能を持たせました施

設を建設中でございます。今後は今までの水産試験研究センターでの水産加工食品の試作

研究などの機能を継続していくとともに、新たに漁業振興のための種苗生産施設機能を統

合させた施設として、漁業と水産加工業を合わせました水産業全般の振興を進めていくた

めの施設としての位置付けを図っていこうとするものであります。名称も、呼びやすさ、

わかりやすさを考慮しまして、「水産センター」と致したく考えているところでございま

す。既存の大沢漁港にありますこんぶ採苗施設につきましては、条例が現在制定されてお

りませんで、今後は現状の水産試験研究センター設置条例を廃止致しまして、新たに水産

センター設置条例を制定致そうとするものであります。なお、従来の水産試験研究センタ

ーの役割は、新設条例の中で継続性を持たせていく考えでございます。

次に条例の主な内容でございます。設置条例、第４条に関連する部分でございます。２

枚目の水産センター設置条例文をご覧いただきたいと存じます。第４条の関連部分の説明

でございますけども、水産センターの実施する事業内容と致しまして、大きく三つの目的

を持って事業を進めていこうとするものであります。

１点目と致しまして、種苗生産に関する業務を行うこととし、従前から行っております

こんぶ養殖漁業のための種苗生産供給とともに、今後はナマコの種苗生産にも取り組むこ

ととし、これらの安定的な種苗生産体制をはかるとするものであります。また、こんぶ、

ナマコの他、ホヤの種苗生産試験にも取り組む計画でありまして、漁業生産の拡大に繋が

る種苗生産体制を構築致そうとするものでごます。

２点目と致しまして、(２)の部分でございます。水産加工食品づくりのための機械設備

の利用でございます。従前から進めております水産加工品などの製造のための機器類の利

用に関しましては、引き続き対応していこうとするものであります。

(３)の部分、３点目と致しまして、水産業の振興のための調査研究の実施であります。

具体的には各種資源調査の実施、また従前から進めてきております水産加工品づくりのた

めの試作研究や、相談があった際の対応業務、また情報収集や情報発信といった漁業や水

産加工業全般にわたる調査研究を実施していこうとするものでございます。

それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。議案の２枚目、まず第１条からで

ございます。第１条は、設置目的でございまして、水産業の振興のために松前町水産セン

ターを設置しようとする内容でございます。

第２条は、水産センターの名称と、施設の所在地、住所でございます。名称を松前町水

産センターとし、住所は字弁天３４番地の４でございます。

第３条でございます。管理は、松前町が行うという内容でございます。

第４条は、水産センターが行おうとする事業の内容でございます。(１)としまして、種

苗生産に関する業務を行うこと。(２)としまして、水産食品の製造に関しての加工機器設
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備の利用に関する業務を行うこととしております。(３)としまして、先程ご説明致しまし

た内容の水産業の振興に関する調査研究を行おうとするものでございます。(４)は、その

他目的を達成するために必要な事業としております。

第５条です。第５条は、水産センターに職員を置くことができるとしまして、基本的に

職員が常駐体制の中で業務を進めていく考えでございます。

第６条は、水産センターの使用許可手続きの内容でございます。

第７条は、使用許可をしない場合の内容でございます。内容については、記載のとおり

でございます。

次に第８条は、使用料についての内容でございまして、記載内容のとおりでございます。

次のページでございます。第９条は、使用料の還付についての内容を定めたものでござ

います。

第１０条は、使用の際の変更、停止や取り消しの場合の内容を定めたものでございます。

第１１条としまして、使用者の義務及び賠償の内容を定めた内容となってございます。

第１２条は、規則への委任です。この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めよう

とするものでございます。水産センター管理規則案としまして、参考資料として添付致し

ております。

次は、附則についてです。第１項は、施行期日です。この条例は、平成２７年４月１日

から施行致そうとするものです。第２項は、松前町水産試験研究センター設置条例を廃止

しようとするものでございます。

次に、別表と致しまして、水産センター使用料の内容です。１時間当たり、夏の期間に

おきましては６４０円、冬期間は７５０円に定めようとするものでございます。なお、使

用料につきましては、現在の水産試験研究センターの使用料金と同額の内容でございます。

次のページ、参考資料でございますが、１ページ目としまして、水産センター管理規則

(案)の内容を添付させていただいております。次の２ページ目には、使用許可申請書の様

式を添付致しておりますので、それぞれご参照願いたいと存じます。

以上が、議案第８３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(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。

お諮り致します。

議案第８３号は、会期中に審査を終わることとし、総務経済常任委員会に審査を付託し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(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。

◎議案第８４号 松前町子どものいじめ防止条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１０、議案第８４号、松前町子どものいじめ防止条例制定につ

いてを議題と致します。

なお、ただ今の議案は、質疑終了後厚生文教常任委員会に審査を付託したいと思います。
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提出者の説明を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) ただ今、議題となりました議案第８４号、松前町子どものい

じめ防止条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

始めに、この条例制定の背景及び関連する法律等についてでございます。いじめに関す

る事件が発生し報道されておりますように、昨今大きな社会問題となっております。いじ

めは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を与えることのみならず、広く子どもの人権を侵害する行

為であるとともに、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。こうし

たいじめから、１人でも多くの児童生徒を救うためには、児童生徒を取り囲む大人一人一

人がいじめは絶対に許されない、いじめは卑怯な行為である、いじめはどの子どもにも、

どの学校にも起こり得るといの認識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなり

ません。いじめの問題は時代の大きな変化を受け、社会の構造と深く関わりある、奥の深

い複雑な構造の中にある問題であり、学校を含めた社会全体の重要課題でございます。

議員の皆様もご承知のことと思いますが、平成２３年１０月に滋賀県大津市でおきた中

学校２年生の男子生徒がいじめを原因に自殺するなど、深刻化するいじめ問題の現状を踏

まえ、国においては昨年の６月にいじめ防止対策推進法が成立し、９月に施行されました。

この法律で国の責務及びいじめ防止基本方針が定められ、法律に基づく義務ではありませ

んが、地方公共団体は法の趣旨を踏まえ、国の基本方針を参考にして当該地方公共団体に

おけるいじめ防止等のための対策を総合的且つ効果的に推進するため、条例などの形で地

方いじめ防止基本方針を定めることが望ましいとされました。このことから北海道におい

ては、北海道いじめ防止等に関する条例が本年４月１日から施行され、同条例に基づく北

海道いじめ防止基本方針を策定し、８月６日に制定されたところでございます。

松前町においても、子どものいじめ防止に関する基本理念や責務を定め、いじめの防止

及び解決を図るための基本となる事項を明らかにすることにより、子どもが安心して生活

し、学ぶことができる町の実現を目指して、ここに松前町子どものいじめ防止条例を提案

するものでございます。

それでは、条例の内容をご説明申し上げます。前文では、いじめは、子どもの権利を侵

す行為であること、いじめの防止は社会全体で取り組む重要課題であることを明言し、そ

の対策を実施するための条例を制定することとしております。

第１章、総則でございます。第１条は、本条例の内容を要約するとともに、その目的に

ついて定めたものです。子どもの心身の成長の妨げになるいじめを防止し、深刻にならな

いように解決することは、子どもが学校や地域社会で安心して過ごすために欠かせない要

請であります。そこで、子どもに対するいじめの防止と解決を図るための基本となる事項

を明らかにし、子どもが安心して生活し、学べる環境づくりを目的としております。

第２条は、本条例における用語の定義でございます。いじめの定義は、文部科学省及び

北海道教育委員会のものに準じて用いております。いじめの大要としては、悪口や仲間は

ずれ、集団による無視や暴力、金品の強要、パソコンや携帯電話による誹謗、中傷などが

あります。

第３条は、いじめを克服するための基本理念を示したものでございます。町、学校、保

護者、地域住民及び関係機関等が共同していじめの防止及び解決に取り組み、子どもが安

心して生活し、学ぶことができる環境づくりを学校を中心にして目指すこととしておりま

す。

第４条は、子どもがいじめをしないことを始め、いじめを受けた時、いじめを発見した
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時の対応を示したものでございます。第１号は、松前町の子どもはいかなる理由があって

もいじめを行ってはいけない。第２号は、いじめを受けた時は一人で悩むことなく、相談

しやすい人や、身近な保護者、学校、町及び関係機関などに相談すること。第３号は、い

じめを発見したり、友達からいじめの相談を受けたり、自身の身の回りにいじめがある時

は相談すること。第４号は、パソコンや携帯電話などの情報機器を使用した誹謗、中傷が

増加していることから、正しく使うことを保護者と約束し、それを守っていくこととして

おります。

第５条は、町の責務について定めたものでございます。町は、いじめの防止及びいじめ

問題に対するための体制を常に整え、子どもをいじめから守るために、学校、保護者、地

域住民が一体となっていじめ根絶に向けた施策の策定と実施、また関係機関と連携を図り、

学校の求めに応じて支援していくこととしております。

第６条は、学校の責務について定めたものであります。学校は、教育活動全体を通じて

子どもに他の子どもを尊重する心を育むとともに、いじめを未然に防止するために、いじ

めの早期発見、早期解決に取り組むこと、いじめを認知した場合は速やかに対応にあたる

とともに、隠すことなく町に報告し、連携しながら解決にあたること。また、必要に応じ

て個人情報の保護を最優先にしつつ、いじめの現状や取り組み状況等に関する情報を提供

することとしております。

第７条は、保護者の責務等に定めた、失礼、すいません。第７条は、保護者の責務等に

ついて定めたものであります。いじめの問題に対して、家庭の役割は極めて重要でありま

す。日頃から子どもをあたたかく見守りながら、家庭内で子どもとの対話を大切にすると

ともに、いじめは人として絶対に許されない行為であることを教え、いじめがあった場合

は速やかに学校や町に連絡相談し、早期解決を図ることとしております。

第８条は、地域住民の役割について定めたものであります。子どもに対する見守りや声

かけをお願いするとともに、地域等の活動や行事を通じて子どもの健全育成に努めること、

万が一いじめを発見した時は、速やかに情報の提供をしていただくこととしております。

第９条は、町としていじめに関する施策を推進するための財政上の措置であります。

第１０条は、町は北海道と連携し、いじめ防止のための対策を推進するとともに、必要

がある場合は国や道に必要な措置を要請することを定めております。

次に、第２章、いじめ防止基本方針等でございます。第１１条は、町はいじめ防止基本

方針の策定と公表等を定めております。策定にあたっては、町民の意見を反映させ、公表

するとともに、定期的に点検し、必要に応じて見直すこととしております。

第１２条は、学校においてもいじめ防止基本方針の策定、公表等を定めております。

第１３条は、関係する機関及び団体との連携を図るため、いじめ問題対策連絡協議会の

設置について定めております。

第１４条は、教育委員会の附属機関として、いじめ対策委員会を設置し、教育委員会の

諮問に応じて調査、研究、対策等を審議することを定めております。

次に、第３章、いじめの防止等に関する基本的施策でございます。第１５条は、学校に

おけるいじめの防止でございます。学校は、いじめが生まれにくい環境を作るため、道徳

教育や体験活動の充実を図ること。また、保護者や地域住民などと連携し、子どもの問題

解決能力の向上や、自主的な活動を支援することを定めております。

第１６条は、いじめの早期発見のための措置でございます。町や学校はいじめの実態把

握と早期発見、早期解消のため、子どもへのアンケートや学校の取り組み、状況調査等を

実施すること。また、いじめに関する通報や相談態勢、相談できる機会を増やすことを定
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めております。

第１７条は、学校評価等における留意事項であります。

第１８条は、いじめ防止に関する啓発及び教育であります。

次に、第４章、いじめの防止等に関する措置でございます。第１９条は、学校における

いじめ防止等の対策のための組織でございます。いじめの早期発見及びいじめへの対処に

関する措置を実効的に行うため、組織を設置することを定めております。

第２０条は、いじめに対する措置でございます。学校は、いじめの有無の確認と、その

結果を教育委員会へ報告することを義務付け、いじめの再発防止と、いじめを受けた子ど

もと保護者への支援及びいじめを行った子どもと保護者への指導と助言を行い、お互いに

いじめ事案の円満な解決を目指し、情報を共有することとしております。なお、いじめが

犯罪行為や生命を危険に晒す行為などの時は、警察署と連携して対処することを定めてお

ります。

第２０条は、もとい。第２１条は、学校から報告を受けた教育委員会による措置でござ

います。教育委員会は、学校からのいじめの報告を受けた時は必要な支援を行い、必要な

措置を講ずることを指示し、自ら必要な調査を行うことを定めております。

第２２条は、懲戒及び出席停止でございます。いじめの事実が確認され、教育上及び子

どもをいじめから守る必要があると認める時の措置を定めております。

次に、第５章、重大事態の対処でございます。第２３条は、学校における対処でござい

ます。重大事態が発生した時は、学校は、教育委員会を通じて町長へ報告する義務を定め

ております。重大事態とは、いじめ防止対策推進法第２８条第１項により、いじめにより

子どもの生命、心身や財産に重大な被害が生じた時、またいじめにより子どもが相当の期

間学校を欠席することを余儀なくされていることを指しております。

第２４条は、教育委員会による対処でございます。教育委員会は、重大事態が発生した

場合や保護者から申し立てがあった時は調査をすること、また、調査で重大事態と確認し

た場合は、条例第１４条に定めたいじめ対策委員会に、調査対応等について諮問すること

を定めております。

第２５条は、町長による対処でございます。町長は、教育委員会からの調査結果につい

て、必要があると認める時は再調査を行わせることができるとしております。

次に、第６章、雑則でございます。第２６条は、本条例に定められているものの他、必

要な事項がある場合は、教育委員会規則で定めることについて、委任規定したものでござ

います。

附則と致しまして、本条例の施行は、平成２７年４月１日から施行致そうとするもので

ございます。

以上が、議案第８４号、松前町子どものいじめ防止条例制定についての内容でございま

す。よろしくご審議をお願い致します。

○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。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 説明をいただきました、そして、中身の審議は委員会付託という

ことですから、大雑把な質問になると思いますけども、条例を制定するのは事務的に進め

る、比較的、まあ、表現悪いかもしれませんけれども、容易にできるわけなんですよね。

どの条例でもそうなんですけども、その条例がどうやって活かすかっていうことが非常に

大事になってくると。このいただいた条例の中身見ますと、町の責任だとか、学校の責任、

責務って表現してました、責務、更には保護者の責務。こういう部分はね、その対象にな
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るもの、これは学校であれば関係者はっきりしてると、保護者であればそれもはっきりし

てる、ただ、その次にね、この地域住民の役割ってあるんですよね。非常に大事な部分な

んですけれども、不特定多数の町民を対象にして、これは周知徹底、認識、理解を深めて

いかなければいけないと私は思います。

この１８条見ますと、啓発及び教育っていうことで、それなりのことは表現しておりま

すけれども、現実、言葉で表すよりも、非常に困難な面があると思いますけれども、この

点に関してはどのようにお考えになってるか、ご説明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(阿部猛君) それぞれの町及び学校、それと保護者及び地域住民等の役割

等を定めて、それぞれの立場で協力してもらうというのがいじめ防止のための基本でござ

います。地域住民等につきましては、その地域の方々の行っている行事等で、仕事等でそ

ういう子ども達に役立つ行事等に参加してもらうと、地域での連帯っていうんですかね、

それがいじめ防止に役立つっていうふうな考え方でもって、地域住民にお願いしていると

ころでございます。

また、仕事等で地域に入っている方もおりますでしょうから、その方にもその役割を担

っていただきたいという考えで地域住民の役割を定めておりますので、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) まあ、詳細はね、委員会で検討してもらう、審査してもらうこと

になるんですけれども、どうしても今の町の状態を見ますとね、子どもに関係のない層が

増えてるんですよ。ですから、そういう人方に、この条例の趣旨、目的、そうしたものを

きちっと理解していただくためにはね、恐らくこの１８条で言う啓発っていうのは、何か

こうチラシみたいなもんで、或いは広報みたいなもので終わってしまうんでないかなって

いう気がします。とすれば、町全体でそれぞれの立場できちっとこの条例を守って、良い

方向に進めるための肝心なその地域の人方の存在っていうのは、まあ、効果があるのか、

効果を上げるための方法はね、今のような形でいいのかってのは疑問を持ちますんでね、

充分審議していただきたいなと。

今ここできちっとした答弁をいただければありがたいんですけれども、まあ、課長の答

弁ですと、何となくもやもやっとした感じで、ストンときてないんですけれども、もう一

回説明いただけますか。あとはしませんから、質問しませんから。

○議長(斉藤勝君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 確かにですね、このいじめの問題でございますけれども、議員お

っしゃるように社会問題になっております。そして、やはり地域を上げてですね、まずい

じめを防ぐ、おこさないというものが一番の防御策でございますので、今お話ありました

ように、うちの方としてはＰＲ、啓発、更には町内会に入りながら町民を上げてですね、

このいじめを防止していくんだというふうな生きがいを持ってですね、気概を持ってＰＲ

に努めていきたいなと、そういうふうに思っております。

いろんな機会があると思います、機会あるごとにですね、町広報はじめ、いろんな機会

の中で皆さんの方にお伝えして情報をもらいながら、いじめの防止に努めていきたいと、

そういうふうに思っておりますので、ご理解方よろしくお願い致します。

○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) １０番議員と同じ質問をしようと思ったんですけど、今、１０番議
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員さんの方の説明でお答えをいただきまして、理解しました。

ただ、後段で教育長の答弁にありましたように、地域に入っていろいろと周知をし、啓

発運動もしながら、住民の役割というものをなんとか担ってもらいたいと、そういうこと

わかりました。ただ、この附則にありますように、来年４月１日からの施行になります。

いじめの問題っていうのは、これいつからいじめがあって、いつまでないんだよっていう

ことでない世の中ではあります。例えば、この施行前であってでも、予備的に、予備的に

って言いますか、表現悪い、好ましくないけど、今この段階でも、早くに町内会とも連携

をもってこういう啓発を兼ねての接触をするのか、或いは町内会単位でなくて連合町内会

という大きな一つの組織でもって、こういう運動を施行前にでもしていくっていう考え方

があるのか、その辺お願いします。

○議長(斉藤勝君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 条例の前の動きなんでございますけれども、現在も学校の中で保

護者と連携して、いじめの防止にあたっております。また、調査も年２回含めてですね、

ことにあたっているところでございます。今、条例の前に町内会に入るというふうな考え

方は持っていませんけれども、これから条例に基づく規則、更には基本方針等を作らなき

ゃいけないんですよ、これを含めて４月１日の施行というふうに考えておりますんで、準

備期間を終わった中で、来年４月１日以降から町内会と言いますか、ＰＲに努めていきた

いというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) 一つだけ、質問させてください。第１４条のですね、対策委員会とあ

りますけども、この構成員はどのように考えておるのか、お聞かせしてください。

○議長(斉藤勝君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 第１４条、いじめ対策委員会を教育委員会の附属機関として

設置するわけでございますが、委員５人を委嘱して選定していく段階で、今の段階では専

門的な知識が、やはりいじめのこの重大事態に対する専門的な知識が必要であろうという

考えから、やはり弁護士が必要だろうと、その他、専門的な知識がある方、有識者４名を

考えております。以上です。

○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。

お諮り致します。

議案第８４号は、会期中に審査を終わることとし、厚生文教常任委員会に審査を付託し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(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。

◎議案第８７号 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例制定について

◎議案第８８号 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定について

◎議案第８９号 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定について
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○議長(斉藤勝君) 日程第１１、議案第８７号、松前町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定について、日程第１２、議案第８８号、

松前町家庭的保育事業等の設置、設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、

日程第１３、議案第８９号、松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例制定について、以上３件を一括議題と致します。

なお、ただ今の議案は、質疑終了後厚生文教常任委員会に審査を付託したいと思います。

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、ただ今議題となりました議案第８７号、松前町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定について、

議案第８８号、松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定に

ついて、議案第８９号、松前町放課後児童健全事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例制定について、説明資料により、その内容をご説明申し上げます。

議案第８９号に添付しております、子ども子育て支援制度に関する説明資料をお開き願

いたいと存じます。

まず始めに、子ども子育て支援制度について申し上げます。この新制度の目的として、

一つは質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供です。認定子ども園制度が改正さ

れ、幼保連携型子ども、もとい認定子ども園について、これまで複雑であった施設設置手

続きが簡素化されます。子ども、もとい、失礼しました。認定子ども園、幼稚園、保育所

を通じた共通の給付、これを施設型給付と言い、家庭保育事業等への給付、これを地域型

保育給付と言い、これらが創設されます。

二つ目は、保育の量的拡大、確保であります。これは、待機児童の解消です。保育の量

や種類を拡充するため、保育所認可制度の見直しにより、地域型保育所、保育所事業所、

家庭的保育小規模保育等を給付体系に組み入れ、きめ細かい教育、保育事業の展開を促進

するとともに、保育の質の確保のため、職員の処遇改善など、量的拡充と質の改善を図る

ことであります。

三つ目は、地域の子ども子育て支援の充実です。地域における多様な子育て支援ニーズ

に応えるため、放課後児童クラブ、松前町においては学童保育です、一時預かり、地域子

育て支援拠点事業、妊婦健診など、様々なサービスを拡充するのを図ることであります。

以上の３点を子ども子育て関連三法として、子ども子育て支援法、認定こども園の法の

一部を改正する法律、関係法律の整備等に関する法律が平成２４年８月に公布されたとこ

ろであります。今回、法律に定めることにより、議案８７号、議案８８号、議案８９号を

提案したところであります。また、それぞれの条例については、国の基準に従わなければ

ならない事項、または参酌しなければない事項で構成されており、松前町の実情に国の基

準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、基本的に国の基準どおりとし

ております。

次に、２ページをお開き願います。議案第８７号、松前町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、その内容をご説明申し上げま

す。市町村が認可施設及び認可事業者について、新たに創設される施設型給付及び地域型

保育給付の対象となる施設等を確認するための基準であります。施設及び事業の分類です。

特定教育・保育施設は、認定こども園、幼稚園、保育所にあたります。特定地域型保育事

業は、家庭的保育事業５人以下、小規模保育事業については１９人以下、居宅訪問型保育

事業、事業所内保育事業が該当になります。それぞれの運営基準については、利用開始に
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伴う基準、教育、保育の提供に関する基準、管理運営等に関する基準を定め、主な事項に

ついては記載のとおりとなっております。

次に、３ページをお開き願います。議案第８８号、松前町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例について、その内容を申し上げます。市町村による認可事

業、地域型保育事業として児童福祉法に定められ、市町村の条例で基準を定めることとな

ったことからの条例制定です。地域型保育事業として、家庭的保育事業、小規模保育事業、

居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業として分類し、それぞれに基準として指定する主

な事項は記載のとおりであります。

次に、４ページをお開き願います。議案第８９号、松前町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例について、その内容を申し上げます。放課後児童健

全育成事業の質を確保するため、児童福祉法の改正により市町村は条例で基準を定めるこ

とになったことからの条例制定です。放課後児童健全育成事業の一般原則、設備と職員の

基準、管理運営に関する基準を分類し、それぞれの基準として規定する主な事項は記載の

とおりであります。

次に、施行期日でありますが、松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例は、子ども子育て支援法の施行の日から施行致そうとするも

のです。松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び松前町放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、子ども子育て支援法

及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行致そうとするも

のです。

以上が、議案第８７号、議案第８８号、議案第８９号の条例制定の内容でございます。

何卒よろしくご審議の程、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、始めに議案第８７号、松前町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定についての質疑を行

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。

次に、議案第８８号、松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例制定について、質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

次に、議案第８９号、松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例制定について、質疑を行います。

質疑ありませんか。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 法の公布によって、自治体がやらなければいけない中身のように

受け止めました。ただね、この今のそれぞれあるんですけども、細い話は委員会でってい

うことですから、今の３点目のね、この児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の中で、設備と職員の基準ってありますよね。この中に一番上に、放課後児童

支援員の資格ってあるんですけども、こういう対象になる職員ってのは、この条例定めて
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すぐ対応できるんですか、ただ、条例だけ定めてそれで終わりですか。この辺は現実問題

として、どのように受け止めればいいんですか。お尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) 福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) 放課後の児童支援員の資格の関係でございます。現行保育所、

もとい、学童保育を今現在実施しているところであります。松城小学校と清部保育所、こ

の２箇所でもって今現在学童保育を実施しております。その方々の資格って言いますか、

保母資格、或いは今までの経験、要は経験者って言いますか、そういう人方で対応、まず

は対応できると。なお、それ以外って言いますか、新たにこの児童支援員の認定に対する

講習会等が今後、４月以降ですけども、管内で実施されます。ですから、現状の中での今

行われている指導員の人方については問題はなく、このまま移行できるという形になりま

す。以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

暫時休憩します。

(休憩 午後 １時４９分)

(再開 午後 １時４９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

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。

お諮り致します。

議案第８７号、議案第８８号、議案第８９号は、会期中に審査を終わることとし、厚生

文教常任委員会に審査を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(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。

◎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、１９日、一日を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致しました。

◎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致しましたので、本日はこれをもっ

て散会致します。

なお、２２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 １時５０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 堺 繁 光

署名議員 油 野 篤



平成２６年１２月１９日（金曜日）第３号
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平成２６年

松前町議会第４回定例会

平成２６年１２月１９日（金曜日）第３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 ８５号 松前町地域包括支援センターにおける包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条例制定について

日程第 ３ 議案第 ８６号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例制定につい

て

日程第 ４ 議案第 ９１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定について

日程第 ５ 議案第 ９２号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定

について

日程第 ６ 議案第 ９３号 松前町立学校設置条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第 ７ 議案第 ９４号 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に

ついて

日程第 ８ 議案第 ９５号 松前町子ども医療費助成に関する条例及び重度心身障

害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例制定について

日程第 ９ 議案第 ９６号 松前町児童デイサービス事業所設置条例の一部を改正

する条例制定について

日程第１０ 議案第 ９８号 松前町地域包括支援センター設置条例の一部を改正す

る条例制定について

日程第１１ 議案第 ９９号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例制定について

日程第１２ 議案第１００号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第１３ 議案第１０１号 松前町交流の里づくり館条例の一部を改正する条例制

定について

日程第１４ 議案第１０２号 渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更について

日程第１５ 議案第１０３号 指定管理者の指定について

日程第１６ 議案第１０４号 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委

託の廃止について

日程第１７ 議案第１０５号 七飯町への電子情報処理組織による戸籍等事務に係る
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事務の委託について

日程第１８ 議案第 ８３号 松前町水産センター設置条例制定について

日程第１９ 議案第 ８４号 松前町子どものいじめ防止条例制定について

日程第２０ 議案第 ８７号 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例制定について

日程第２１ 議案第 ８８号 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例制定について

日程第２２ 議案第 ８９号 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例制定について

日程第２３ 発議案第 ２号 所管事務視察調査について

日程第２４ 意見書案第10号 漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持に関す

る意見書

日程第２５ 意見書案第11号 「高校・大学教育の無償化」の前進を求める意見書

日程第２６ 意見書案第12号 ２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求

める意見書

日程第２７ 議会改革に関する調査特別委員会調査報告について

日程第２８ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第２９ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎会議に付した事件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議案第 ８５号 松前町地域包括支援センターにおける包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条例制定について

日程第 ３ 議案第 ８６号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例制定につい

て

日程第 ４ 議案第 ９１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定について

日程第 ５ 議案第 ９２号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定

について

日程第 ６ 議案第 ９３号 松前町立学校設置条例の一部を改正する条例制定につ

いて

日程第 ７ 議案第 ９４号 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に

ついて

日程第 ８ 議案第 ９５号 松前町子ども医療費助成に関する条例及び重度心身障

害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例制定について

日程第 ９ 議案第 ９６号 松前町児童デイサービス事業所設置条例の一部を改正

する条例制定について

日程第１０ 議案第 ９８号 松前町地域包括支援センター設置条例の一部を改正す

る条例制定について

日程第１１ 議案第 ９９号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
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び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例制定について

日程第１２ 議案第１００号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第１３ 議案第１０１号 松前町交流の里づくり館条例の一部を改正する条例制

定について

日程第１４ 議案第１０２号 渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更について

日程第１５ 議案第１０３号 指定管理者の指定について

日程第１６ 議案第１０４号 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委

託の廃止について

日程第１７ 議案第１０５号 七飯町への電子情報処理組織による戸籍等事務に係る

事務の委託について

日程第１８ 議案第 ８３号 松前町水産センター設置条例制定について

日程第１９ 議案第 ８４号 松前町子どものいじめ防止条例制定について

日程第２０ 議案第 ８７号 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例制定について

日程第２１ 議案第 ８８号 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例制定について

日程第２２ 議案第 ８９号 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例制定について

日程第２３ 発議案第 ２号 所管事務視察調査について

日程第２４ 意見書案第10号 漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持に関す

る意見書

日程第２５ 意見書案第11号 「高校・大学教育の無償化」の前進を求める意見書

日程第２６ 意見書案第12号 ２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求

める意見書

日程第２７ 議会改革に関する調査特別委員会調査報告について

日程第２８ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第２９ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 斉 藤 勝 君 副議長 １１番 吉 田 孝 男 君

１番 福 原 英 夫 君 ２番 近 江 武 君

３番 川内谷 進 君 ４番 椎 名 力 君

５番 伊 藤 幸 司 君 ６番 堺 繁 光 君

７番 油 野 篤 君 ８番 西 村 健 一 君

９番 西 川 敏 郎 君 １０番 梶 谷 康 介 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員等
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（開会 午前１０時００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、８番西村健一君、

９番西川敏郎君、以上２名を指名致します。

◎議案第８５号 松前町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に

関する基準を定める条例制定について

◎議案第８６号 松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第２、議案第８５号、松前町地域包括支援センターにおける包括

的支援事業の実施に関する基準を定める条例制定について、日程第３、議案第８６号、松

前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定について、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。健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) おはようございます。

ただ今、議題となりました議案第８５号、松前町地域包括支援センターにおける包括的

支援事業の実施に関する基準を定める条例制定について及び議案第８６号、松前町指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定について、その内容が関連しますこと

から、２件併せてご説明させていただきます。

今回の条例制定につきましては、平成２５年６月１４日に公布されました、地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第３

次一括法により、介護保険法が改正され、これまで厚生労働省令で定められておりました、

地域包括支援センターの設置者が、包括的支援事業を実施するための基準等及び介護予防

支援等の事業の基準等が権限委譲され、町の条例で定めることとされたことによるもので

す。条例で制定するにあたりましては、介護保険法の改正規定に基づき、厚生労働省令で

定める基準に従い、または参酌して定めることとされておりますので、これまで国の基準
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に基づいて事業運営を実施してきたことに鑑み、基本的に国の基準どおりに致そうとする

ものです。

始めに、議案第８５号、松前町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に

関する基準を定める条例制定についてです。条例で規定しております包括的支援事業につ

きましては、地域において自立した日常生活を営むことができるように、地域住民の保健

医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するために行う事業とされております。

条例の主な内容です。第１条は、条例の趣旨です。介護保険法の規定に基づきまして、

必要な基準を条例で定めようとするものです。

第２条は、条例において使用する用語の意義の規定です。

第３条は、地域包括支援センターが実施する、包括的支援事業の基本方針を規定するも

のです。地域包括支援センターの職員が共同して包括的支援事業を実施し、住み慣れた地

域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないとする規定で

す。

第４条は、地域包括支援センターの職員に係る人員基準の規定です。第１項は、原則的

な人員基準として、第１号被保険者の数が、概ね３千人以上６千人未満ごとに置くべき人

員基準を規定するものです。第２項としまして、一定の場合において緩和した人員基準を

認めることを規定するものです。

第５条は、事業の運営にあたっては、適切で公正かつ中立的な運営を確保しなければな

らないことを規定するものです。

附則としまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものです。

以上が議案第８５号、松前町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例制定についてです。

次に、議案第８６号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定

についての内容です。指定介護予防支援事業につきましては、要支援１または要支援２の

認定を受けた方が、必要な介護予防サービスを適切に利用できるよう、介護予防サービス

計画を作成するとともに、利用者とサービス提供事業者等との連絡調整を行う事業とされ

ております。

条例の主な内容です。条例の構成は、第１章から第７章まで及び附則となっております。

第１章は、総則です。第１条として、介護保険法の規定に基づいて基準を定めるという条

例の趣旨の規定です。

第２章は、指定介護予防支援事業者の指定です。第２条として、指定介護予防支援事業

者の指定に係る申請者の要件につきましては、厚生労働省令で定める基準に従い、申請者

は法人であるものと規定するものです。

第３章は、指定介護予防支援の事業の基本方針についての規定です。第３条として、利

用者が可能な限り自宅において自立した日常生活を継続できるように支援を行わなければ

ならないことを定めております。

第４章は、指定介護予防支援の事業の人員に関する基準を定めるものです。第４条とし

て、事業が円滑に実施できるよう、保健師その他の介護予防支援に関する知識を有する職

員を置かなければならないとしております。

第５章は、指定介護予防支援の事業の運営に関する基準を定めるものです。第６条から

第３０条までとして、サービスの提供にあたっての手続き、運営規程の策定、従業者の管

理、事故発生の対応など、事業を行う者がその運営にあたって遵守すべき事項を規定して
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おります。運営に関する基準におきましては、国の基準に加え、サービス利用者の安全、

安心を確保するために松前町独自の基準を３項目追加しております。一つは、第１９条第

６号において、利用者等の情報の慎重な取り扱いが求められていることから、重要事項に

個人情報の管理を追加しようとするものです。二つ目は、第２３条ただし書きにおきまし

て、重要事項を掲示できない場合は、事業所の見やすい場所に設置することができること

を追加しようとするものです。三つ目は、第３０条の記録の整備です。国の基準では、記

録の保存期間を２年間としておりますが、介護報酬の過払い分の返還請求の時効が地方自

治法で５年間とされていることから、整合性をとるため、保存期間を５年間としようとす

るものです。

第６章は、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定めるものです。第３１条から第３３条までとして、介護予防支援の基本方針、利用者

の課題分析、サービス担当者会議の開催、介護予防サービス計画の作成などの介護予防支

援を構成する一連の業務の在り方や、当該業務を行う担当職員の責務についての規定及び

介護予防の効果を最大限発揮するために留意すべき事項等を規定しております。

第７章は、基準該当介護予防支援の事業に関する基準を定めるものです。基準該当介護

予防支援とは、他の市町村の地域包括支援センターを介護予防支援事業所に準じるものと

することで、他の市町村の地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成し、介護

給付費を請求することができるものです。第３４条として、基準該当介護予防支援につい

て、介護予防支援の基準を準用するための規定となっております。

附則と致しまして、第１項は、施行期日です。平成２７年４月１日から施行しようとす

るものです。附則第２項と致しまして、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等に関する条例の中で引用しております条項が、厚生労働省令の規

定から条例での規定によることとされたため、関係条項の一部改正を行おうとするもので

す。

以上が、議案第８６号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制

定についての内容です。何卒ご審議賜りますよう、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。始めに議案第８５号、松前町地域包括支援セン

ターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例制定について、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８５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８５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第８６号、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定に



- 111 -

ついて、質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○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８６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８６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

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９１号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償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(野村誠君) ただ今、議題となりました議案第９１号、特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容を

ご説明致します。

添付しております説明資料最後のページになります、２ページの下の説明欄をご覧願い

ます。本条例の改正でございますが、次の理由により条例を改正しようとするものであり

ます。１点目につきましては、パートナーシップランド管理人及び公民館管理人の名称変

更及び報酬額の見直しについてでございます。現状の実態に合わせた施設内外における専

門的な技能を伴う業務及び重作業を勘案し、名称の変更及び報酬額を見直し致そうとする

ものでございます。

２点目につきましては、防災専門員の追加でございます。防災業務の多様化及び専門化

に対応するため、平成２７年４月１日から防災専門員を新たに追加致そうとするものでご

ざいます。

３点目につきましては、不在者投票外部立会人の追加でございます。公職選挙法が改正

されまして、不在者投票のできる病院や施設において、市町村選挙管理委員会が選定した

者など、外部の者を立会人とする制度ができたところであり、町としてはこの規定を新た

に追加致そうとするものでございます。

その内容でございますが、説明資料１ページの新旧対照表をお開き願います。別表３の

パートナーシップランド管理人の項中「パートナーシップランド管理人」を「パートナー

シップランド技能員」に、「月額１７万円以内」を「月額２１万５千円以内」に改めよう

とするものでございます。次に、同表公民館管理人項中「公民館管理人」を「公民館技能

員」に、「月額１８万円以内」を「月額２１万５千円以内」に改めようとするものでござ

います。次に、「支所嘱託員」の項の次に「防災専門員」を新たに設け、報酬の額を「月

額２１万５千円以内」に致そうとするものです。次に、別表４中でございます。「期日前

投票の投票立会人(町職員たる投票立会人を除く)」の項中の次に、次のページ、「不在者
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投票外部立会人（町職員たる投票立会人を除く）」を新たに設け、報酬の額を「日額１万

７千円、１万７００円」に致そうとするものでございます。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行致そうとするものでござ

います。

以上が、議案第９１号でございます。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。

６番。

○６番(堺繁光君) ちょっと、この名称の内容についてだけ知りたいと思います。

防災専門員とありますけども、この作業内容などはどのような作業内容で、どのような

免許っていうんですか、そういうのが必要なのか教えてください。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 一般質問でも災害の関係の質問がございました。今年の災害もそ

うなんですけども、今までにない雨量とかですね、例えば大地震、津波等の対応が考えら

れます。今以上に町内会への防災情報の提供はもちろんでございますけども、防災訓練の

積極的な開催を行って、地域の防災意識の向上に努めなきゃないところでございます。今

まで町の職員が対応していたわけなんですけども、どうしても人事異動で変わる場合がご

ざいまして、そういうような専門的な職員が今後必要になるということがあります。例え

ば、どういうような専門員になるのかということで、防災と危機管理に関して経験を積ん

で、緊急時において情報判断、それからその判断力を養っている方というような防災専門

員を置きたいなと思っておりますので、ご理解お願いします。

○議長(斉藤勝君) ６番。

○６番(堺繁光君) ということは、特別何々の免許とかっていうものは必要ないっていう

ことでしょうか。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 申し訳ありません、防災に関する、やはり講習とか資格を持った

方、例えば、最低、最低って言うんですか、講習会を受けて防災マスターっていう、道で

取り組んでいる講習会があるんですけども、そういうような研修を受けた方にお願いした

いなと思っております。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) ちょっと、追加して質問したいんですけどね、資格は防災マスタ

ーの研修っていうことなんだけど、これは常駐ですか、仮に支所だら支所に防災専門員を

置くっていうことは、常駐っていうことでいいんですか、それとも、別な形で置くのか。

２１万５千円っていうことになると、常駐っていうような考え方持つんですけど、その場

合はただそれだけ一日いっぱいやる、１ヶ月やるってことにはならんと思うんで、どのよ

うな形で採用しようとしてるのか、職員を張り付けるしようとしてるのか、その辺をお伺

いしたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 職員の配置でございますけども、総務課の、総務課付けで防災担

当という配置をしたいと思います。ですから、役場の中で配置して、勤務は職員と同じ勤

務時間になります。よろしくお願いします。

○議長(斉藤勝君) １１番。
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○１１番(吉田孝男君) そうすると、ここに支所嘱託員と同列でだしてる内容になります

ね、ここに支所嘱託員月額いくら、防災専門員いくら、あとそれに類するいろんなところ

ありますけど、無理して支所職員っていう張り付けでなくても、総務課付けなもんであれ

ば、そういうことで解釈したんだけど、そうでなくあくまでも総務課職員っていう考え方

でいいんですか。

○議長(斉藤勝君) 総務課長。

○総務課長(野村誠君) 新旧対照表を見て、別表３でございますけども、ここに非常勤の

嘱託員の欄がございまして、たまたま支所嘱託員の下の方に防災専門員を載せてございま

すので、勤務の配置は役場総務課になります。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。

(「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９１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９１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９２号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第５、議案第９２号、松前町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) おはようございます。

ただ今、議題となりました議案第９２号、松前町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例制定につきまして、その内容を資料に基づきご説明申し上げます。

お手元の議案、２枚めくっていただきたいと存じます。説明資料として添付しておりま

す松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要をお開き願います。まず、改正

の趣旨でございますが、現行の地方税法に規定されている国民健康保険税の課税限度額に

準ずるため、松前町国民保険税条例の規定の整備を行おうとするものであります。

次に、改正の内容でございますが、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の課税限度額

を、それぞれ２万円引き上げようとするものであります。各年度の課税限度額を示してお

ります表の３列目、平成２６年度の欄をご覧ください。現在の課税限度額を示しておりま

す。上段から医療給付分５１万円、後期高齢者支援金分１４万円、介護納付金分１２万円、

合計限度額７７万円となっております。それぞれ同じ欄のカギ括弧の中の数字が法定分、

つまり地方税法で定められている課税限度額であります。

次に、４列目の欄をご覧ください。平成２７年度から現行の法定限度額と同額とすべく、

医療給付分はそのままの５１万円、後期高齢者支援金分を１４万円から１６万円に、介護

納付金分を１２万円から１４万円とし、合計限度額を７７万円から８１万円に致そうとす

るものであります。
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今回の課税限度額改正による影響でありますが、平成２６年度の課税ベースで対象世帯

が３９世帯、約８２万５千円程度の課税額の増加が見込めるところであります。

この条例の施行期日等でありますが、平成２７年４月１日から施行し、改正後の松前町

国民健康保険税条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用

し、平成２６年度までの国民健康保険税については、なお従前の例によろうとするもので

あります。また、新旧対照表につきましては、４枚目から別紙のとおり記載しております

ので、ご参照いただきたいと存じます。

以上が、議案第９２号、松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の内容で

ございます。何卒よろしくご審議賜りますよう、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。

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９２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９２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９３号 松前町立学校設置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６、議案第９３号、松前町立学校設置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。学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) おはようございます。

ただ今、議題となりました議案第９３号、松前町立学校設置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。

改正致そうとする理由でありますが、末尾に添付しております松前町立学校設置条例の

一部を改正に係る新旧対照表の説明欄をご覧願います。大島中学校を平成２７年４月１日

から松前中学校に統合するため、条例の一部を改正致そうとするものです。上部の左現行、

右に改正案にありますように、別表第２の内容を現行の下線が引かれている部分を削除す

るものです。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものです。

以上が、議案第９３号、松前町立学校設置条例の一部を改正する条例制定についてです。

よろしくご審議賜りますよう、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)
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○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９３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９３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９４号 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第７、議案第９４号、松前町国民健康保険条例の一部を改正する

条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今、議題となりました議案第９４号、松前町国民健康保険

条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。末尾に添付し

ております説明資料をお開き願います。

今回改正しようとする理由でありますが、産科医療保障制度における掛け金が、平成２

７年１月１日より、３万円から１万６千円に減額されることにより、出産育児一時金の支

給額４２万円を維持するため、健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成２６年１１

月１９日に公布されたことにより、条例の一部を改正しようとするものであります。

なお、加算額については、掛け金の見直しによって変動し得るため、条例改正を行わず、

施行規則において３万円から１万６千円に改正致そうとするものです。

条文の内容でありますが、第７条第１項中「３９万円」を「４０万４千円」に改めよう

とするものであります。

附則として、この条例は、平成２７年１月１日から施行し、施行期日前に出産した被保

険者に係わる松前町国民健康保険条例第７条の規定による出産育児一時金の額については、

なお従前の例によるとするものであります。

以上が、議案第９４号、松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の内容でご

ざいます。何卒よろしくご審議の程、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。

議案第９４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９４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９５号 松前町子ども医療費助成に関する条例及び重度心身障害者及び

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定について
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○議長(斉藤勝君) 日程第８、議案第９５号、松前町子ども医療費助成に関する条例及び

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今、議題となりました議案第９５号、松前町子ども医療費

助成に関する条例及び重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。末尾に添付しており

ます説明資料をお開き願います。

改正の理由でありますが、子どもの健やかな成長を支えるための子育て支援策として、

高校生までの医療費の無料化を実施するため、条例の一部を改正しようとするものであり

ます。第１条による改正です。松前町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正するに

ついて、ご説明申し上げます。

第２条第１項中「満１５歳」を「満１８歳」に改め、ただし書を加え、高校生を対象と

する規定を追加致そうとするものであります。なお、在学していない者及び規則に定める

者については、一つ目は定時制の課程に在学する者、二つ目は通信制の課程に在学する者

で、松前町に住所を有する者は除きます。三つ目は、修学年限が１年未満の課程に在学す

る者、四つ目は自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主になってる者、五つ目

は婚姻している者を規定する予定となっております。

次に、第２条による改正です。重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正について、ご説明申し上げます。第４条第１項中「１５歳」を「１８

歳」に改めようとするものです。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後の診療分から適用

しようとするものであります。

高校生までの医療費無料化により、対象者は、子ども医療で１４６人、ひとり親で５９

人、重度で１人、合計２０６人増の予定であります。事業費については、約４００万円の

増となる見込みであります。また、本条例が可決された後の事務手続きにつきましては、

渡島町村会を通じ各医療機関等に制度周知してまいります。更に、町民の皆様には広報誌

等を活用し、周知することとしております。

以上が、議案第９５号、松前町子ども医療費助成に関する条例及び重度心身障害者及び

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容で

ございます。何卒よろしくご審議の程、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。

お諮り致します。

議案第９５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。
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よって、議案第９５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９６号 松前町児童デイサービス事業所設置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９、議案第９６号、松前町児童デイサービス事業所設置条例の

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。福祉課長。

○福祉課長(船木泰雄君) ただ今、議題となりました議案第９６号、松前町児童デイサー

ビス事業所設置条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付してございます説明資料をお開き願います。

今回、改正する理由でございますが、児童福祉法の一部を改正する法律が平成２６年５

月３０日に公布されたことにより、法の条項ずれが発生したことから、条例の一部を改正

しようとするものであります。

条文の内容でありますが、第３条１号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第２

項」に改めようとするものであります。

附則として、この条例は、平成２７年１月１日から施行しようとするものであります。

以上が、議案第９６号、松前町児童デイサービス事業所設置条例の一部を改正する条例

制定でございます。何卒よろしくご審議の程、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９６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９６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第 ９８号 松前町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例制

定について

◎議案第 ９９号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

◎議案第１００号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１０、議案第９８号、松前町地域包括支援センター設置条例の

一部を改正する条例制定について、日程第１１、議案第９９号、松前町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定
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について、日程第１２、議案第１００号、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設置及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関する介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、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。健康推進課長。

○健康推進課長(阪本涼子君) ただ今、一括議題となりました議案第９８号、松前町地域

包括支援センター設置条例の一部を改正する条例制定について、議案第９９号、松前町指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定について及び議案第１００号、松前町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、そ

の内容をご説明申し上げます。

３件の条例につきましては、平成２６年６月２５日に公布されました法律第８３号、地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、それぞれの条例で引用しております

介護保険法の条項に異動が生じたために条例を改正しようとするものです。

始めに、議案第９８号、松前町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例制

定についてです。３枚目の説明資料をお開き願います。条例の一部改正に係る新旧対照表

です。第３条第２号中「法第８条の２第１８項」を「法第８条の２第１６項」に改正しよ

うとするものです。

附則としまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものです。

次に、議案第９９号、松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてです。３枚目の説明資料をお開

き願います。条例の一部改正に係る新旧対照表です。

説明資料１ページです。第１６条及び第１７条並びに次のページ、第８８条中「法第８

条第２３項」を「法第８条第２４項」に改正しようとするものです。次に、第１１０条中

「法第８条第１９項」を「法第８条第２０項」に改正しようとするものです。次に３ペー

ジです。第１３０条第１項中「法第８条第２０項」を「法第８条第２１項」に改正しよう

とするものです。同じく３ページ、第１５１条第１項中「法第８条第２１項」を「法第８

条第２２項」に改正しようとするものです。

附則としまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものです。

次に、議案第１００号、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてです。３枚目の説明資料

をお開き願います。条例の一部改正に係る新旧対照表です。

説明資料１ページです。第２条第１号中「法第８条の２第１４項」を「法第８条の２第

１２項」に改正しようとするものです。次に、第９条第２項中「法第８条第２４項」を

「法第８条第２５項」に改正しようとするものです。２ページ目です。第４５条第１０項

中「法第８条の２第１８項」を「法第８条の２第１６項」に改正しようとするものです。

３ページ目です。第７１条中「法第８条の２第１７項」を「法第８条の２第１５項」に改

正しようとするものです。

附則としまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものです。

以上が、議案第９８号、議案第９９号及び議案第１００号の内容です。何卒ご審議賜り
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ますよう、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。始めに議案第９８号、松前町地域包括支援セン

ター設置条例の一部を改正する条例制定について質疑を行います。

(「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９８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９８号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第９９号、松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について質疑を行います。

(「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９９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９９号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１００号、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について質疑を行います。

(「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１００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１００号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０１号 松前町交流の里づくり館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１３、議案第１０１号 松前町交流の里づくり館条例の一部を

改正する条例制定についてを議題と致します。
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提出者の説明を求めます。文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(佐々木信秀君) ただ今、議題となりました議案第１０１号、松前町

交流の里づくり館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。３枚目に添付してございます説明資料をお開き願います。

松前町交流の里づくり館条例の一部改正に係る新旧対照表です。資料下段の説明の欄を

ご覧いただきます。平成２６年度当初予算７款商工費におきまして、地域おこし協力隊関

連予算と致しまして、耐火レンガ窯製作材料代２７万５千円を措置し、製作致しました石

窯につきましては、地域おこし協力隊と原口里づくりの会を中心と致しました地域の皆さ

んの協力のもとに６月２２日に完成致しましたが、この度、商工観光課から教育委員会文

化社会教育課に財産の所管替えを行い、松前町交流の里づくり館の附属施設と致しまして

管理、運営し、広く一般開放するため、条例改正致そうとするものでございます。

改正内容につきましては、条例第７条、使用料の規定に係る別表のうち、１、会議室等

使用料の施設区分に「附属設備石窯」を新たに加え、時間別料金については無料に致そう

とするものでございます。また、備考欄には「４ 石窯は、原則として冬期間は閉鎖す

る。」を新たに加えようとするもので、冬期間とはおおむね１２月から３月とし、この期

間、積雪や降雪、気温の寒暖等の状況を見ながら石窯の適切な管理、運営に務めようとす

るものでございます。

附則と致しまして、この条例は、公布の日から施行致そうとするものでございます。

以上が、議案第１０１号、松前町交流の里づくり館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。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１０１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１０１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０２号 渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更について

○議長(斉藤勝君) 日程第１４、議案第１０２号、渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の

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。税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) ただ今、議題となりました議案第１０２号、渡島・檜山地方税

滞納整理機構規約の変更についてにつきまして、その内容をご説明致します。まずは、お

手元の議案の最終ページ、渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約新旧

対照表の説明欄をご覧願います。

当該規約の変更を今議会に提案致そうとする理由でございますが、渡島・檜山地方税滞

納整理機構から、機構議員の選挙方法の変更に伴う機構規約の一部変更についての協議が
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あったことから、議会の議決を求めようとするものであります。

次に、変更の内容でございますが、１ページお戻り願います。第６条及び別表第２であ

りますが、現行の選挙区第１区から第６区を、渡島、檜山の２選挙区に変更し、各選挙区

において選挙すべき議員の数を、各選挙区１人であったものを渡島選挙区から４人、檜山

選挙区から２人に変更しようとするものであります。これは、少ない市町で構成されてい

る選挙区内から機構管理者又は副管理者が選出されると、必然的に管理者又は副管理者選

出以外の市町からの議員の選出となり、各選挙区で役職占有割合の不均衡が生じているた

め、この不均衡を解消し、より広い見地から議員選出がなされることを目的としたもので

あります。

なお、附則でございますが、この規約につきましては、地方自治法第２８６条第１項の

規定による北海道知事の許可の日から施行し、変更後の渡島・檜山地方税滞納整理機構議

会の議員の選挙区及び各選挙区において、選挙すべき議員の数に関する規約の規定は、こ

の規約の施行の日以後、初めて行われる選挙から適用し、施行日の前日までに行われた選

挙においては、選挙については、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１０２号、渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更についての内容で

あります。よろしくご審議賜りますよう、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。

議案第１０２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１０２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０３号 指定管理者の指定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１５、議案第１０３号、指定管理者の指定についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) よろしくお願い致します。

ただ今、議題となりました議案第１０３号、指定管理者の指定について、その内容をご

説明申し上げます。これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者

の指定について、議会の議決を求めようとするものでございます。詳細につきましては、

別紙説明資料に基づき説明させていただきます。次のページの説明資料をご覧願います。

まずは、１、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称でございますが、北

前船記念公園総合管理施設でございます。

２に、選定経過でございますが、平成２１年４月に北前船記念公園総合管理施設を道の

駅としても開設して以来、松前さくら漁業協同組合を指定管理者として管理運営し、６年

目を迎えているところでございます。平成２６年度で現指定管理者の指定期間が満了し、
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平成２７年度からの指定管理者については、公募によるところとしたものでございます。

これは、松前町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条に基づき公募す

るものでございます。公募方法と致しましては、１０月号広報及び町のホームページに公

募要領を記載し、募集したところでございます。申請期間は、平成２６年１０月１日から

１０月３１日までの１ヶ月としたところでございます。１０月末の公募締め切りまでに２

事業者から指定管理指定申請書の提出を受けたところでございます。１０月３１日金曜日、

候補者審査要領を作成し、町長他９名の審査委員を選定し、各審査委員へは２事業者から

提出された事業計画書等を配布し、１１月１日から１１日の期間で選定基準評価書に基づ

き、書面審査を実施したところでございます。なお、審査委員は、町長、副町長、総務課

長、政策財政課長、水産課長、商工観光課長と当該関係課の主幹１名ずつの計１０名を選

定してございます。

その後、１１月１２日水曜日、２事業者の面接審査を役場にて実施し、この際は審査委

員の１名が公務出張により、総勢９名での面接を実施し、各事業者から事業計画の内容に

ついて説明いただき、審査委員からは、書面審査における質問事項などについてヒアリン

グを実施してございます。１１月１７日月曜日、町長を除く８名の審査委員による審査会

を開催し、選考基準評価の他、ヒアリングによる意見等を集約し、慎重に選考を重ね、総

合的に全員一致により指定管理候補者を選定致しました。この場合、町長を除く８名で審

査会を開いた理由でございますが、町長は町の最高責任者でありますことから、その意見

に左右されない形で各審査委員の意見を多く反映し、その結果を報告した後、最終的に町

長の意見も踏まえて決定することとしたためでございます。この結果、１１月２１日金曜

日に指定管理候補者を決定したところでございます。

３、指定管理となる法人その他団体の名称でございます。選定した指定管理候補者は、

東京都府中市押立町１丁目３５番地の７１に住所を有する、株式会社大宇工業、代表取締

役青山一也氏で、会長は高橋健次氏で、現館浜在住でございます。大宇工業さんは、現在

従業員が５９名おりまして、その内松前出身者が３４人と半数以上占めており、松前町就

職サポートセンターが毎月１回実施する、出稼ぎ就職相談会にも毎回のように参加してい

ただいており、東京都内の企業でございますが、地元松前と密接な関係を築いておる会社

でございます。

４番、指定管理候補者、大宇工業の会社沿革等でございますが、平成５年１０月に高橋

氏により東京において有限会社大宇工業を設立してございます。主に土木工事の請負及び

施工を中心とした事業を展開しており、平成１４年８月に株式会社大宇工業に組織変更し、

資本金１千３００万円とされたところでございます。平成１７年１月に資本金を２千万円

に増資し、平成２２年１月に高橋氏が事業も軌道に乗り、人材も育成されたことから、社

長職を勇退し、会長に就任しました。その充電期間を利用して全国に旅行へ出掛け、様々

な道の駅を視察するなど見聞を広め、かねてから抱いていた水産業を中心とした町おこし

を図るため、平成２５年８月に町内館浜地区に大宇工業水産部を立ち上げたところでござ

います。高橋氏は、会長でありながら相談役として自ら指定管理の指定にかかる営業活動

を行い、本指定管理において意欲と熱意を持った方でございます。

５、指定の期間でございますが、本指定管理の指定期間は、平成２７年４月１日から平

成３２年３月３１日までの５年間としたものでございます。当該指定期間は、これまで３

年間としていましたが、道内の道の駅での指定管理にかかる指定期間の半数以上が３年を

超える指定期間となっており、町の指定している他の指定機関も５年であることと、また

公募による新規参入者も想定した場合に、初期投資などを踏まえ、安定した収支計画を達
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成するため、更には改善項目の見直しなど、軌道に乗せるためには５年間程度が必要であ

ると検討したものでございます。

以上で、議案第１０３号、指定管理者の指定についての説明とさせていただきます。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。

３番。

○３番(川内谷進君) 今回、新たに指定管理者を指定したということなんですね。一番心

配してるのは、今までやってるさくら漁協との関係はどういうふうになってているのかね、

その辺の経過が見えてこないんで、もしわかる範囲内で説明いただきたいと。

それから、館浜に在住ということなんで、これから営業していただけるんだろうと思う

んですけども、我々自身とすれば、この新しい大宇ですか、工業というのはあまり理解が

ないもんですから、その辺の経過もひっくるめてね、今説明いただいたんですけども、そ

の辺のことも含めてね、説明いただければなと。特に僕らが心配してるのは、さくら漁協

のね、再建計画という条件の中で道の駅を設営した経緯がありますんでね、その辺の関係

がどうなってるのか、改めて報告してください。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) さくら漁協との関係はどうなるかというご質問と、大宇工

業さんというのが、あまりなかなかわからないので、その辺も踏まえてご説明をもう一度

お願いしてほしいというお話だと思います。

さくら漁協さんにつきましては、この６年間指定管理を受けていただいてますが、今回

公募という形をとったことによりまして、さくら漁協さんは公募には手を挙げなかったと

いうことになってございます。これらの今後の関係ということでございますが、大宇工業

さんの方での企画書の中にも度々さくら漁協という名前の位置付けが出てございまして、

これまでの物産振興に係わる大宇工業さんの展開についても、さくら漁協さんの位置付け

というのは、もう切っては、切っても切れないと、最後まで連携、協力して密接にお付き

合いしていかなきゃならないという方向でもって、今現在大宇工業さんも考えていらっし

ゃいますので、今後のさくら漁協さんの件につきましては、大宇工業さんと一緒に連携を

するということの形の中で進めていきたいと思ってございます。

また、大宇工業さんの中身でございますが、先程もちょっと説明させてもらったのとか

なり重複してしまうんでございますが、会長の高橋さんが立ち上げた会社でございます。

出身は館浜の高橋商店さんとこの息子さんなんでございますが、東京で有限会社大宇工業

というのを立ち上げまして、その後順調に会社も業績を上げていきましてですね、株式会

社にランク上げをしましたと。株式会社になった後も順調な状況が続きまして、かねてか

ら高橋さんがやりたいと思ってたのが、地元に帰ってきての水産業を活かした町おこしを

したいという思いがやっぱり強かったものですから、後継者に今の大宇工業を託しまして、

自分は自ら会長職という立場と、相談役という立場を引き受けて営業活動を今現在も進め

ていたというお話でございます。この中で、平成２５年８月に大宇工業水産部ということ

で、ご自宅の近くに工場、小さい工場ですが加工工場作りまして、そこで今、魚の加工品

等の販売もしているということでございます。

今後ですね、高橋さんにつきましては、道の駅を介しまして、松前漁協の更なる売上げ

の増加も自分達は一緒になってやっていくんだと、そして、最後については漁業者の収入

の向上を図るきっかけと我々はなっていくんだという思いをお話しておりましたので、そ
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の辺も併せてご報告を申し上げたいと思います。以上です。

○議長(斉藤勝君) ３番。

○３番(川内谷進君) 公募という形なんで、そういう経過になったんだろうというふうに

は思うんですけども、問題は、僕らが一番心配してんのはさくら漁協の再建はどうなんの

かっていう問題なんですよね。それに対して、一つの手助けとして道の駅の運営をお願い

したっていうケースがあるんでね、そういうことに対して、さくら漁協の将来に対してど

ういう考え方を持ってるのかね。

今のままで、まあ、一般質問も相当出てたけどね、本当に漁協の再建に力を貸すってい

う形になるのか、それとも今の中でお互いに協力をしながらやっていくっていうふうにな

るんですけどね、相当極端な指定の仕方じゃないのかなって若干心配してるんですけども、

その辺の経緯。まあ公募っていうことになればね、さくら漁協で公募してくんないから仕

方ないんだっていうふうに解釈されればそういうことなんですけども、じゃあ、その間に

どういう指導をされてね、経緯としてそういうふうになったのかね、その辺もう少し説明

してください。これだとね、公募したからいいべやっていうやり方だったらね、本当に地

場産業を育成するっていうね、基本的な立場でずれてんじゃないかなっていう気がします

んでね、この辺のさくら漁協の扱い方についてもね、どういう考えでいるのかね、聞かせ

てください。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時０６分)

(再開 午前１１時１０分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

他に質疑ありませんか。

１０番。

○１０番(梶谷康介君) 決定するまでのね、経緯を説明いただきました。公募して、審査

委員会を開いて、そして全員一致で候補を決めたと。その決定する決め手となったポイン

トは何ですか。まず、１点お尋ね致します。

それから、この施設のね、設置目的、公設民営、そして物産振興の拠点施設ということ

でスタートしてますよね。指定管理者が変わることによって、そうした目的から外れるよ

うなことはないですか。これは経営者が変わることによってね、やり方変わると思うんで

すけれども、この目的がきちっと守られていくと判断されたと思うんですけどね、その辺

の説明をいただきたい。

それから、私的に見ますとね、あの施設で運営、管理運営の経費を稼ぐってことは、表

現悪いですけどね、稼ぐっていうことはなかなか厳しい施設だなという見方、今までして

ました。現実にこのさくら漁協が指定を受けていた期間の中ではね、直販事業を下支えに

して１億２千万のね、そういうベースをきちっと持ってて、更に委託料だとかいろんな事

業含めて収支バランスをとっていたと。残念ながら他からの手が差し伸べられなくなった

途端に万歳してしまったっていう経緯考えますとね、なかなかこの収支計画ってのは難し

いと思うんですけれども、この手を挙げられた事業者は、その辺の計画はどの辺にその収

入を求めているか、これは当然確認されていると思いますけれども、そのご説明をいただ

きたいと思います。

それから、もう一つはね、条例には直接書いてないんですけども、雇用の関係なんかは、
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やはり会社ですから、東京に本社のある会社ですから、向こうから従業員が乗り込んで松

前で事業なされるのか、または地域の人方の雇用もそこにあって、今後の運営がなされる

のか、その点ご説明いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) それでは、梶谷議員から４点のご質問にお答えしたいと思

います。

まず、決定のポイントということでございます。実際、２事業者はどちらも町外の事業

者でございまして、もう一方の事業者は全国展開をしているホテルですとか、そういうと

ころの施設管理も様々全国で受けている大手の企業でありました。片や大宇工業さんとの

企画立案書をどちらも拝見させてもらったんですが、どちらも本当に甲乙つけ難いような

企画立案でございました。その中で、大宇工業さんの決め手のポイントになったというの

は一つだけではないんですけども、主な理由と致しましては、やはり今言ったように選定

基準評価の結果が良好であったというのがまず一つ。そして、会社の財政基盤も良好であ

るというのが一つ。そして、ちょっと最後のご質問とちょっとかぶりますけども、地元採

用、またＵターン採用の他、地元の農水産物に置きたいと、そういうふうにこだわる姿勢

の評価。そして、インターネット等を活用した観光情報の発信、物産ＰＲ等に熱心であっ

たと。また、収支計画においての責任対応、そして、基幹産業である漁業者収入の向上に

意欲的であった。一番最後に、皆さんの印象が強かったのが、企画書及びヒアリングに際

し、指定管理に対する意欲と熱意が感じられたというのが決定の主なポイントでございま

す。

そして、こうした目的から外れることがないかというようなご心配のご質問でございま

すが、大宇工業さんにつきましては、基本方針、更には物産振興等の考え方について、現

状を、現状から更に上を目指すというような考え方で作られてございます。基本理念をち

ょっとご紹介致しますが、「お客様の期待を超える満足を提供する」ということを道の駅

でやりたいということなので、これまでのやっている状況から更にランクアップしたこと

をやりたいんだというお話ですので、目的から外れるというよりは、目的をもう一つ上げ

ていくんだと言うか、ランクアップさせるという意欲の基でやられております。

そして、今度は収支計画の方のお話でございますが、一応５年間の収支計画書を作成し

てくださいという中身の企画でございまして、５年間を作ってきていただきました。実は、

片やの事業所さんの方では、うちの委託料の算定をこれまで３５０、今年は３５０万なん

ですが、これでは到底やっていけないだろうという思いもありまして、算定上６００万ま

で上げて策定してもよろしいですよというような、こちらから指示を出してございます。

その中で、相手方の方は、１千万を超える委託料がないとなかなか経営は難しいよという

お話の中でも企画書を出していただきました、これがもしかしたら現実かもしれません。

そして、大宇工業さんの方につきましては、町の委託料６００万あれば、この５年間は我

々が責任を持ちますというような形の中で、中身につきましては、物産販売で約２千３０

０万程度、食堂も今度ＮＰＯさんが今、組合から全部委託を受けてますが、食堂は直営で

やりますよということで、今までも３千万程の売上げがあるんですが、それをそのまま食

堂は売上げを見ますと。そして、直販につきましては、今まで漁組さんがやってた場合、

１億２千万程度とかの額が、直販の売上げがあるんですが、それはそれでいいんですが、

大宇さんにつきましては、その中でも道の駅だけで直販をしてた分、これ約２千万なんで

すけども、その程度と、あと約２００社ぐらいある東京本部とのお付き合いある会社に対

して買ってくれという話をして、３００万上乗せしたいということで、２千３００万、計
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でいきますと売上げが７千８００万程見込んでございまして、これに委託販売手数料、こ

れは物産を置いて販売する手数料なんですが、５３０万程、そして、町の委託料６００万

ということで、トータルで９千２００万程度の収入を見込んでございます。

この計画につきましては、我々の方でも面接の際に無理がありませんかという問いかけ

をさせていただきましたら、絶対大丈夫です、いうお話が返ってきました。これからやる

ことなもんですから、絶対大丈夫というのは意気込みの表れかなという気も致しますが、

そういう思いでもってやっていらっしゃいます。まして、万が一赤字が出た場合はどうさ

れますかという厳しい質問もさせていただきました。この中の企画書でも書いてあります

が、東京本社でもって全面的なそういうバックアップをしていくんだというお話でありま

して、そういうのは安心するんですけども、赤字の話はしないでほしいと、我々はこの５

年間でプラスに持って行くんだという話を面接の時もされてたのをご紹介しておきます。

そして、雇用の関係でございますが、雇用の関係もさっきチラッとお話したんでござい

ますが、基本は臨時職員、パートについては、基本的にも業務に慣れて利用者からの評判

も高い現在の職員を継続雇用します。そして、それが叶わない時は、地元から採用を考え

ますと。そして、それも叶わない時は、Ｕターン採用を考えますということの三段階の姿

勢でやってございますので、その辺も地元重視という考えの雇用を考えているところでご

ざいます。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) よくわかりました。そうすると、現況から更に上を目指しての経

営姿勢だと受け止められるんですけれども、期待を持っていいんですね。

それから、もう一つ、この収支５ヶ年計画は、初年度からバランスとれた計画ですか、

それとも何ヶ年目かにバランスがとれる、それまでは赤で覚悟でやっていくんだっていう

中身、最初から黒で収支計画立てていますか、その辺いかがですか。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 我々も率直な意見とすれば、期待が持てると思ってござい

ます。そして、収支計画の方の中身につきましては、やはり初年度は、出してきた資料で

はトントンです、良くてトントンです。よくマイナスにしなかったなと思ってるんですが、

良くてトントンで出してきてまして、５年後には、そんな大きくないんですけど、５００

万程度の黒字を目指そうという考えです。

ただ、面接の時にもお話を承った中に、この収支に入ってないんですが、一応館内、あ

の狭い館内を上手く活用していろんなことをしたいということで、初期投資に１千万程考

えているという話をされてました。それについては、この今言ったトントンの収支には入

ってませんので、それが入ってくると当然マイナスでしょうと。ただ、その初期投資につ

いては全面的に本社がバックアップするというようなお話でしたので、ここには入れなか

ったというようなお話でございますので、よろしくお願い致します。

○議長(斉藤勝君) １０番。

○１０番(梶谷康介君) まあ、今のご説明を聞いて、あえて質問せざるを得ないというか、

質問したくなったんですけどね、結局あの建物ってのは補助金の入った建物で、制約があ

りますよね。その中で新しい管理者が何かを考えてるみたいっていうのは、それは制限内

でやれることなのですか。その辺だけお尋ね致します。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 事前に我々の企画書を出す前に、その辺の施設は補助の入

ってる施設なので、改造は認められませんというお話をさせてもらった後の企画のもので
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ございます。ということで、改修、改造できるのは軽微な改造、更に現状復旧の可能な改

修に限るということで、我々は釘を刺してございますので、大規模な改修は補助にも引っ

かかりますので駄目ですと。その他、やれるもの、まあ、机の配置を変えたりですね、何

か考えてるのは座敷、ちょっとしたスペースに座敷を設けたいですとか、あと大きなスク

リーンを掲げたいですとか、あと水槽に、水槽をお客様にもちょっと見せたいらしいんで

すけども、その辺の活かすために循環させる海水のポンプと滅菌を処理する何かそういう

のも買いたいんだとかっていう話を承ってまして、梶谷議員言うとおり、補助の入ってい

る施設なので、大規模な改修できないんですが、現状復帰できる軽微な改修ということで

ご理解をしていただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１５分間休憩します。

(休憩 午前１１時２４分)

(再開 午前１１時３９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

２番。

○２番(近江武君) 一つだけ聞きたいと思います。委託料の問題なんですが、公募する時

点でね、例えば３５０万、そして、今お話を聞いたら６００万までというようなお話なん

ですね。ですから、この条件は公募する前からね、６００万という委託料の提示は考えら

れなかったかどうかということと。もう一つはね、食堂の問題なんですね、道の駅の収支

の中で一番安定してるのは食堂なんですよ、３千万から３千５００万、ずっと道の駅の財

務の分析した場合ね、常にネックになるのが光熱費、管理費が６００万、７００万もかか

るんです。ですから、当然ね、撤退せざるような状況なんです。ですからね、そういうよ

うな最初っからの設定でもって漁協組合が委託した場合ね、私であればこの食堂を含めた

ものを、やっぱり全委託っていう形でもってやってくれれば、私自身はね、もうちょっと

漁協の経営自体が長続きしたのかなあっていう考え方で見ておりました。ですから、そう

いう点をね、どういうふうに感じているのか、ちょっとお答えください。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) まず、委託料のお話でございます。現在、３５０万程度の

委託料でやってございまして、公募の際に出せなかったのかというお話でございますが、

実は公募の際の金額提示がされてなかったもんですから、そういう手を挙げたい方達から

のお問い合わせがあって、改めてそこで最大６００万円を計上して結構ですという話をさ

せていただいたのが、この内容でございます。

そして、確かに食堂のお話でございますけども、現在ですね、今やられてる状況におい

てもさくら組合さんがＮＰＯさんに全てやらせている委託状況で進んでます。ＮＰＯさん

としてはですね、ある程度１００万から１５０万程度の黒字を出していらっしゃいますの

で、食堂は近江議員言うとおり、安定した形でやられてございます。そして、食堂につい

ても今回につきましては委託じゃなくって、直営でやりたいというお話でございますので、

食堂部門は当然委託契約の中でＮＰＯさんがやられたもんですから、今回からは、その委

託はなくなりまして直営になります。そうするとそこに働いてる方はどうなるんだという

ことで、全員大宇工業さんの方で採用して、そのまま続けますよという中身と、やはり我

々の目というよりも専門家の目から見ますと食堂は黒字でありますが、まだまだ原価率が
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高いそうでございまして、まだまだ黒字を出せる、コストの削減ができる見込みがあると、

だから、まだまだ伸びる要素がありますよという話でもって食堂の方は考えてらっしゃる

というお話でございます。

確かに、この辺のお話をやれば組合さんの方でも長く続けたのかもしれませんが、我々

のつかんでる時に、公募した段階でですね、ある別な席で組合長さんとお会いできたこと

がありまして、我々は今回は公募できないという話をされておりましたので、様々な要因

があると思われますが、こういう形で組合さんの方が今回は道の駅から撤退するというよ

うな形になってしまったのが、この６００万だけの話じゃなくて、いろんな話もあるとい

うような感じではおります。以上でございます。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) ですからですね、やっぱり組合の経営を考えた場合にね、将来的な経

営を見越したものの考え方をしないから、こういうような状況になるわけですね。

それとですね、私もう１点疑問なのはね、申請の申込期間が１０月１日から１０月３１

日なんですね。その時点でもって３５０万ですよと、委託金が３５０万ですよという設定

なり、申し入れした対象者に対して３５０万ですよと言った期日と、それから、６００万

までいいですよと言った期日はね、いつなんですか。

○議長(斉藤勝君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ３５０万というお話はされてないと言いますか、公募の時

に金額が載っていなかったんですね。それで、問い合わせのあった時点でその辺を精査し

まして、お問い合わせのあった事業者については、１０月の１５日に６００万までよろし

いですよというお話をさせていただきました。

６００万は、１０月１５日です、はい。

○議長(斉藤勝君) ２番。

○２番(近江武君) どうもね、私、大宇工業さん自体のその経営理念って言いますか、こ

れからバージョンアップしていくんだというようなことはね、大変いいことだと思うし、

それから、今まで、町の、松前町の就職についてもね、かなりいいものを持ってるなあと

思ってます。そして、一流なやっぱり企業に押し上げたね、社長の手腕であればね、前途

的にはいいのかなと。ただ、全般的に道の駅の営業に対しては、どこの道の駅もかなり赤

字決算になってるんですよ。ただ、一番今黒字で経営してるのはね、やっぱり商品、例え

ば松前であれば、松前の魚を、個人の魚を広範囲に個人の責任でもってね、店頭に並べて

おって、それがね、集中的に買い物客を呼んでるっていうのがね、それがかなり営利な面

を持ってるんです。

ですから、ニセコの道の駅もそうですし、黒松内の館の問題もね、そういう点でいくら

かね、手法によってはかなり黒字を出すなという感じを持ってますので、大変期待してい

るとこなんです。以上です。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

１１番。

○１１番(吉田孝男君) ちょっと確認したいんですけどね、この手順の方法なんですよ。

ということは、今２社で、公募して２社でそれぞれ選定して大宇さんに決まったってこと

は結構です。ですが、今の道の駅やる時にね、やっぱり組合を選定したってのは、組合の

経営をいろんな問題視し、地元の産品を売るってことで、前町長が組合をメインにして道

の駅を経営させますよってことでやってきた。そして、３年間過ぎてまた継続的にやって

きた。あくまでも地場産を消費するってことで、組合の経営もアップさせたいという思い
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もあって、全面的に組合に協力しながらね、町の宣伝も含めてあすこでやらせてきた経緯

があるんですよね。

ところが、残念ながら２回目の契約更新後に組合の方の財力の問題があって、我々はわ

かんないけど、組合が孫引き受けってことで上野屋にやらせてきたと。これも、上野屋に

やらせた経緯ってのは、管理者からすると二重契約みたいになりますよね、組合が下請け

を雇用したってことは、その辺のことも一切我々は報告は受けてない。更には、今回きて

それだけグロードアップさせるの、グレードアップさせるのに組合名義でやってきたのに、

組合が今後やりませんよという意思表示もないっていうことも、一切我々は知らされて、

皆さんから、町長の行政報告も何もない。今まで組合をメインにやってきて、やらせてや

らせていながら、最後に辞める時には報告もなくて、公募いきなりやりましたよと。その

辺、皆さんがね、当初組合をメインにしてやってきた経緯のいきさつってのはあるはずで

すよね、議会に報告した。あくまでも組合をメインにして道の駅はやらせますよってこと

で、一本釣りみたいにしてやらせた経緯あるわけですから。その辺ありながら、その経緯

を振り返りながら、変更になった場合にはきちんとやっぱりその辺の経緯を報告する必要

はないんですか。少なくとも１０月に公募するんであったら、９月の議会でも町長が行政

報告して、して、次年度については公募しますよという報告あって然るべきじゃないんで

すか。我々は、あなた方、最初はどんどんそういうことでやらせていながら、尻になった

らくそくらえ、あと自分達で公募しますよと。こんなやり方ってどうなんですか、私はち

ょっと手続き上問題ないんですかっていう気がするんですけど、皆さんの認識はどうなん

ですか。答弁願いたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時５１分)

(再開 午前１１時５２分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

副町長。

○副町長(若佐智弘君) ただ今のご質問にお答え致します。

前々からですね、この指定管理者につきましては、やはり議会の方からも公募すべきだ

というふうなことでお話を受けておりまして、今、お話出てます松前さくら漁業協同組合

は、現に指定管理者としてこれまでやってきたところであり、その契約期間も一番それは

当人としてわかっているところでありまして、それで、こちらの方でもこの次からは公募

致しますよと。決して、さくら漁協組合さんの方を蔑ろにしたわけでもなくて、そういう

ことであえて言わせていただければ、やはり一番そういう流れを熟知しておったのも、や

っぱりさくら漁業協同組合さんかなと。それ以外の、今回２件ほど事業者手を挙げており

ますが、こちらに関しましては、やはり私どもの方で公募しますよということになってか

らの中身をわかったと。また、情報としては指定管理期間が切れるということで、興味あ

る方は情報を仕入れていたもんだとは思います。

それで、今回ですね、お話あったとおり、当初道の駅、漁業者支援もあるよと。漁業の

水揚げされたものをいかにして付加価値付けて売るかとか、そういうことを取り組んでお

りまして、私どももこの継続が一番大事だというふうに認識しております。それで、今回

公募の段階におきましても、一応そういうものは従来どおり継続ができるかということを、

さくら漁業組合との繋がりはどうなんだということもですね、きちっとお話をして、それ
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でやはりその中で、これまでどおりの対応ができると。さくら漁協さんの方でも従来どお

りの対応はできますというような話の中でこれ進めてまいりまして、確かにいろいろとそ

ういう点で皆さんに対するご報告が遅れた点もあろうかと思いますが、何分にも公募が１

０月でございまして、それで、今回は議案も提案されるということでこういう形になりま

したが、決して議会の方を軽視したりしてるとか、そういう考えはございません。もし、

足りない部分がございましたら、以後気をつけさせていただきますので、そういうことで

何とかご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) １１番。

○１１番(吉田孝男君) 今、副町長から答弁ありましたけど、決して私は今後どうのこう

のって言ってないです。ただ、今までの経緯を見た場合に、それぞれごちゃごちゃごちゃ

ごちゃ言ってる人いるかもしれません。だけど、議会に対してはね、当初からこういうこ

とやりますということで、そこメインにしてやってきた経緯があると。だけど、まだ継続

できるんだろうという思ってた議員もいると思うんですよ。何もここで承知しているわけ

でないんですから。そして、できなくなりましたっていうことでね、だったら、やっぱり

速やかに次の手を打たなきゃないから、副町長言うように公募なり何なりする手順は当然、

遊ばせるわけにいかないからいいと思いますよ。

ただ、普段皆さん方のごちょごちょ言ってるのが、さも議会全部の意思だと思って解釈

してね、全然報告しなかったってこと自体が、それおかしいんじゃないのかと、やはり、

すべからく我々は組合メインにやって、この道の駅ってものを育ててきた経緯があるわけ

ですね。それに対していろんな資金も投資してるわけですよ。金足りねえってば増やして

やったり、施設足りねえってば増築してやったり、それだけ手厚い保護しながら道の駅や

ってきた経緯あるわけです。そういうふうにやったら、やっぱりけじめはきちっとやっぱ

り報告すべきでないのかと、徒に金を投資してたわけでない、最初っから民間やるんであ

ればそんな投資なんて、誰も認めませんよ。やっぱり地場のことを育てるから、いろんな

ものを投資してきてるわけなんです、手助けしてるわけなんですよ。ですから、けじめだ

けはきちっとやっぱりね、やれないならやれないなりに報告あって然るべきでないのかと、

それだけ私言ってるんです。ただ公募が悪いとか何とかって言ってるんでない、その辺の

手順をどうなんですかって皆さんに聞いてることであってね。それについては、副町長が

手抜かりあったらお詫びしますという単純な話でないと思うんですよ。

まあ、ですが、今過ぎ去ったことですから、今後はそういうことないように気をつけて

もらうとしても、やはり始めにヨーイドンで出発した経緯から考えると、そんな単純な問

題でないでしょと私言ってるんです。ですから、手順はどうなんですかって聞いてる。そ

の辺をきちっとやっぱりけじめをつける考え方を持つ必要がないですかってことで、その

辺確認したことであってね、それだけではやっぱり今後もありえる話ですから、やっぱり

きちっとけじめだけは持ってもらいたいという感じ持ってます。

○議長(斉藤勝君) 副町長。

○副町長(若佐智弘君) まずですね、今回公募に至った経緯でございますけれど、事前に

組合の方がですね、今回指定管理を受けられないという決定をされてからの公募ではなく

て、公募はその前からですね、この次の時にはきちんとやっぱり広く公募して、指定管理

者を募集するという流れでありまして、決して組合の方が断ったから公募を止めたという

わけではない、ないっていうことだけはちょっと、私の先程の答弁の中でちょっと勘違い

されておられれば困りますので、そういうことだけご理解いただきたいと思います。

たまたま、組合の方に関しましても、指定管理の期間内にですね、やはり職員の配置と



- 131 -

かいろいろな問題で直接人を置けなくなったという形もございまして、今回残念ながら、

私どもは組合もまた手を挙げてくれることを望んではおりましたが、今回残念ながら公募

にも手を挙げていただけなかったということで、そういうことで私、先程お話しておった

つもりでございまして、そういうわけで今後そういうもので、報告の点でちょっともし欠

けていれば、公募の仕方等での私ども不備はあったとは思っておりませんけども、そうい

うことでの皆さんに対するお知らせが遅れたのであれば、お詫びしたいということでのお

話でございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(斉藤勝君) 他に質疑ありませんか。

昼食のため休憩します。再開は１３時とします。

(休憩 午前１１時５９分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(斉藤勝君) 再開します。

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。

お諮り致します。

議案第１０３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１０３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０４号 電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託の

廃止について

◎議案第１０５号 七飯町への電子情報処理組織による戸籍等事務に係る事務

の委託について

○議長(斉藤勝君) 日程第１６、議案第１０４号、電子情報処理組織による戸籍等事務に

関する事務の委託の廃止について、日程第１７、議案第１０５号、七飯町への電子情報処

理組織による戸籍等事務に係る事務の委託について、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。町民生活課長。

○町民生活課長(小川佳紀君) ただ今、議題となりました議案第１０４号、電子情報処理

組織による戸籍等事務関する事務の委託の廃止について、ご説明申し上げます。

平成２５年６月から、松前町、知内町、江差町、奥尻町の４町は、戸籍事務電算化につ

いて協議を進めてきた結果、サーバー等を共同で利用することで合意し、正サーバー等を

知内町に設置の上、事務を委託し、知内町は事務を受託することで協議が整い、本年第１

回定例会において、事務委託する旨の議決を得たところであります。既に電算化をしてい

る七飯町と鹿部町が平成２７年度において、サーバー機器の更新を図る計画があり、２町

での共同利用について検討した結果、２町で共同利用するよりも６町で共同利用する方が
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事業費の削減等が図れるという結論を出し、この１０月に４町の協議会に提案がありまし

た。我々４町にとっても事業費の削減などメリットが増大することから、共同利用の枠組

みを４町から６町にし、正サーバーを七飯町に設置し、七飯町へ事務を委託し、七飯町は

事務を受託することで協議が整いましたので、ここに事務の委託の廃止について本議案を

提出したものです。

以上が、議案第１０４号についてです。

続きまして、議案第１０５号、七飯町への電子情報処理組織による戸籍等事務に係る事

務の委託について、説明申し上げます。

この事務の経緯経過については、議案第１０４号で説明したとおりです。また、内容的

には本年第１回定例会において、事務委託する旨の議決を得た内容と同様であります。

本議案について説明致します。この度４町の枠組みから、七飯町と鹿部町を含めた６町

の構成町にし、正サーバーを七飯町に設置し、七飯町へ事務を委託し、七飯町は事務を受

託することで協議が整いました。このため、関係する内容の規約を定めようとするもので

ございます。

それでは、規約の内容です。第１条は、趣旨でございます。

第２条は、委託事務の範囲でございます。市町村長の業務として、戸籍法第３条第１項

では、戸籍事務の処理、住民基本台帳法第１６条第２項では、戸籍の附票の調整、人口動

態調査令第３条では、人口動態調査票の作成が規定されております。これらの業務を処理

するため、サーバー機器やその他の関連機器を七飯町役場に設置し、使用及び保管を委託

するものです。また、業務処理に関連する書類等の作成と、保管及びその他附帯する業務

を委託するものです。

第３条は、管理及び執行の方法でございます。

第４条は、経費の負担でございます。

第５条は、委託事務の収支の分別でございます。

第６条は、決算の場合の措置でございます。

第７条は、連絡会議等でございます。

第８条は、条例等改廃の場合の措置でございます。

第９条は、委託事務の廃止でございます。

附則と致しまして、この規約は、平成２７年１月１日から施行致そうとするものでござ

います。

以上が、議案第１０５号についてです。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。始めに議案第１０４号、電子情報処理組織によ

る戸籍等事務に関する事務の委託の廃止について、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１０４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１０４号は原案のとおり可決されました。
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次に、議案第１０５号、七飯町への電子情報処理組織による戸籍等事務に係る事務の委

託について、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１０５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１０５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８３号 松前町水産センター設置条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１８、議案第８３号、松前町水産センター設置条例制定につい

てを議題と致します。

本案は、総務経済常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員会委員長川内谷進君。

○３番(川内谷進君) 議案審査報告書の提出について。平成２６年１２月１８日松前町議

会第４回定例会において、期間中に審査を要すべき事件として本委員会に付託された議案

第８３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、別紙のとおり議

案審査報告書を提出します。

審査年月日、出席委員及び説明委員は記載のとおりであります。

審査の結果、議案第８３号、松前町水産センター設置条例制定については、適正なもの

と認めたので、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

以上をもって報告を終わります。

○議長(斉藤勝君) 委員長報告が終わりました。議案第８３号の委員長報告に対する質疑

を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより議案第８３号に対する討論を行います。

(「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８３号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり可決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第８３号は、委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第８４号 松前町子どものいじめ防止条例制定について

◎議案第８７号 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例制定について
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◎議案第８８号 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定について

◎議案第８９号 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定について

○議長(斉藤勝君) 日程第１９、議案第８４号、松前町子どものいじめ防止条例制定につ

いて、日程第２０、議案第８７号、松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例制定について、日程第２１、議案第８７号、松前町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、日程第２２、議案第

８９号、松前町放課後児童健全育成事業の設備並びに運営に関する基準を定める条例制定

について、以上４件を一括議題と致します。

本案は、厚生文教常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。

厚生文教常任委員会委員長堺繁光君。

○６番(堺繁光君) 議案審査報告書の提出について。平成２６年１２月１８日松前町議会

第４回定例会において、会期中に審査を要すべき事件として本委員会に付託された議案第

８４号及び議案第８７号から議案第８９号までについて、審査を終えたので、会議規則第

７７条の規定により、別紙のとおり議案審査報告書を提出致します。

審査年月日、出席委員及び説明員は記載のとおりです。

審査の結果、議案第８４号、松前町子どものいじめ防止条例制定について、議案第８７

号、松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

制定について、議案第８８号、松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例制定について、議案第８９号、松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例制定について、以上４件は、いずれも適正なものと認めましたの

で、原案どおり可決すべきものと決定しました。

以上で報告を終わります。

○議長(斉藤勝君) 委員長報告が終わりました。始めに、議案第８４号の委員長報告に対

する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより議案第８４号に対する討論を行います。

(「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８４号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり可決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第８４号は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第８７号の委員長報告に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより議案第８７号に対する討論を行います。

(「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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議案第８７号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり可決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第８７号は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第８８号の委員長報告に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより議案第８８号に対する討論を行います。

(「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８８号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり賛成する

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８８号は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第８９号の委員長報告に対する質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより議案第８９号に対する討論を行います。

(「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８９号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり可決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(斉藤勝君) 起立全員であります。

よって、議案第８９号は、委員長報告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２３、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。議会運営委員会委員長伊藤幸司君。

○５番(伊藤幸司君) 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。

議会運営及び議会だよりの編集についてを調査事項とし、議会運営の活性化や住民にわか

りやすい議会だよりの編集に取り組んでいる京都府久御山町、滋賀県近江八幡市を４日間

以内の予定で視察調査するものであります。

提出者並びに賛成者については、記載のとおりであります。ご審議の程よろしくお願い

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。
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(「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１０号 漁業用燃油にかかる軽油引取税免税措置の堅持に関する

意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第２４、意見書案第１０号、漁業用燃油にかかる軽油引取税免税

措置の堅持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。３番川内谷進君。

○３番(川内谷進君君) 意見書案第１０号、漁業用燃料にかかわる軽油取引税免税措置の

堅持に関する意見書について、提案者、賛成者並びに意見の内容については、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(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書第１０号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１１号 「高校・大学教育の無償化」の前進を求める意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第２５、意見書案第１１号、「高校・大学教育の無償化」の前進

を求める意見書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。６番堺繁光君。

○６番(堺繁光君) 意見書案第１１号、「高校・大学教育の無償化」の前進を求める意見

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、記載のとおりです。

ご審議の程、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)
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○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１１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第１１号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１２号 ２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求める

意見書

○議長(斉藤勝君) 日程第２６、意見書案第１２号、２０１５年度予算（介護・子ども）

の充実・強化を求める意見書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。６番堺繁光君。

○６番(堺繁光君) 意見書案第１２号、２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化

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。

○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１２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(斉藤勝君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第１２号は原案のとおり可決されました。

◎議会改革に関する調査特別委員会調査報告について

○議長(斉藤勝君) 日程第２７、議会改革に関する調査特別委員会調査報告についてを議

題と致します。

議会改革に関する調査特別委員会から調査報告書の提出がありましたので、委員長の報

告を求めます。議会改革に関する調査特別委員会委員長吉田孝男君。

○１１番(吉田孝男君) 議会改革に関する調査特別委員会調査報告を致します。

設置の経緯、委員会の開催状況については記載のとおりであります。

調査の概要及び報告（結果）については、主な内容を報告致します。まず、委員会条例

等の一部改正について、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）に

より議会に関する部分が改正されたため、所要の改正を行いました。１点目は、委員の任

期を議員の任期の４年とするための委員会条例の改正。２点目は、本会議において、公聴

会の開催、参考人の招致をすることができることとなったため、会議規則の改正。３点目

は、現行に適さない条文の文言の整理。委員会条例及び会議規則の改正に伴い、運営基準
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の改正をそれぞれ行いました。

次に、出前委員会の開催について。過去に数回開催し、傍聴者も少ない状況であるが、

町民が関心を抱くようなテーマの場合は、それぞれの委員会の判断で開催することとしま

した。

次に、議長の任期について。申し合わせによる１年や２年交代とする議会もあるが、今

期については法律どおりの議員の任期４年としました。

次に、公営企業管理者に対する一般質問の通告について。原則、町長等の補助職員を特

定して質問することはできないが、町長と協議し、申し合わせにより、平成２５年第４回

定例会から通告できることとしました。

次に、会議録の調整について。会議録は、次回の定例会までに作成することとしました。

また、平成２５年からの本会議、予算委員会、決算委員会の会議録をホームページに掲載

し、平成２６年第２回定例会からは本会議を撮影したＤＶＤやブルーレイの貸し出しを行

っております。

次に、政策提言について。制度化は行わないこととし、一般質問や常任委員会の調査報

告の追跡調査、経過等の検証を行いながら、再度一般質問する等の方法で政策提言をする

こととしました。

次に、常任委員会について。議会審議や所管事項の複雑化、高度化により委員会審査、

所管事務調査等の一層の充実が求められていることから、次の一般選挙後に到来する常任

委員会の任期の開始の日から、委員定数を現行６人から８人に改め、委員の複数所属制を

導入することとし、委員会条例の改正を行い、また、関連する運営基準の改正も併せて行

いました。

次に、議員定数について。議員定数は、財政や人口減などの問題だけでなく、国道２２

８号線沿いの約５０キロに集落が形成された町民、各方面の声にも充分配慮する必要があ

るため、次期の改選期にも現行どおりの１２人とすることとしました。

また、今後の検討を要する事項については、議場へのパソコンの持ち込み、政治活動費、

議会改革の取り組み方法については、改選後の新体制で議論することとし、特別委員会を

終了することと致しました。

以上が、特別委員会の報告内容でございます。

○議長(斉藤勝君) 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(斉藤勝君) 日程第２８、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致しま

す。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問に関する事項について、閉会中所管

事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長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。
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◎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２９、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、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(斉藤勝君) お諮り致します。

今期定例会の会期は１２月２２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２６年松前町議会第４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２６年松前町議会第４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 １時２３分)
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