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（開会 午前１０時０２分）

◎議長あいさつ

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成２９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を申し上げます。

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から平成２９年松前町議会第４回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

◎報告

○議長(伊藤幸司君) なお、去る１０月５日に斉藤勝議員が、議長在職１２年以上の総務

大臣表彰を受賞されておりますのでご報告致します。おめでとうございます。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、４番近江武君、

５番工藤松子君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) おはようございます。

１２月１８日開催された議会運営委員会において、本定例会の会期は本日から１２月２

２日までの３日間と致しまして、議事日程につきましては、お手元に配布のとおりで進め

ることに決定致しました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎会期の決定

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、会期の決定を議題と致します。



- 6 -

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から１２月２２日ま

での３日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

渡島総合開発期成会の会長を務めておりました高谷北斗市長の今回の訃報に際しまして、

心からご冥福を申し上げたいというふうに思います。

それでは、平成２９年松前町議会第４回定例会にあたりまして、行政報告をさせていた

だきます。

清部保育所の存続について。

清部保育所のあり方については、平成２１年の町立保育所に関する調査特別委員会で調

査報告されており、民営化と統廃合により平成２４年度には３箇所あった保育所が、清部

保育所と松前認定こども園の２箇所になっており、将来的には入所児童数の推移を見極め、

清部保育所のあり方について、平成２７年度を目処に一定の方向性を出すと、見出すとし

ていたところであります。

これを受けまして、町では平成２７年１２月２日に清部保育所の利用に関する保護者懇

談会と保護者アンケートを行っております。保護者の皆様の代表的な意見と致しましては、

清部保育所の利用については、「自宅や職場に近く、保育内容等にも満足している。」、

「入所児童数は少ないが、経験豊富な保育士の先生方の目が行き届き、安心できる。」と

いう意見がある一方で、仮に将来清部保育所がなくなるとしたらの質問には、「通園距離

が長くなり、子どもへの負担が心配であることや、延長保育時の送迎ができるかが不安で

ある。」、「子どもを預ける施設をこれ以上なくさないでほしい。預けるところがなけれ

ば、子どもを産みたくても産めなくなる。」などの意見をいただきました。

これ以降、入所児童数等の推移や国の子育て支援の動向を注視してきたところですが、

平成２９年１２月１日現在、清部保育所の入所児童数は、定員６０人に対し２２人で、平

成２７年度当初の入所児童数１４人と比較して８人増加しております。一方の保育所と幼

稚園の機能を併せ持つ松前認定こども園については、保育認定の入所児童数が定員６０人

に対し５０人、幼児教育が定員３５人に対し３７人となっております。仮に清部保育所を

廃止し、入所児童２２人全員が松前認定こども園に入所することになった場合、現在の定

員６０人では、１２人が定員を超え、保育士も増員する必要があることから、直ちに対応

することは困難であるため、待機児童が発生する可能性もあります。さらには、国の子育

て支援による幼児教育、保育の無償化の動きもあり、これに伴い今後、入所児童数が増え

ることも予想されます。

また、清部保育所は、一時保育や学童保育の実施、子育て支援センターとしての役割も

担っており、保護者の多様なニーズに対応しております。

このような現状を勘案しまして、松前町と致しましては保育の量と質を確保し、保育の
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実施義務を果たすことが重要であると考え、保育環境を後退させることなく、これからも

町立の清部保育所を当分の間存続し、民間の松前認定こども園と２箇所で保育を実施して

いくという方向性に至りました。

なお、このことにつきましては、先般、松前認定こども園の園長先生はじめ、設置者で

あります学校法人函館大谷学園本部の方々にもお話をさせていただき、ご理解をいただい

たところでありますので、ご報告申し上げます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済みと致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 皆さん、おはようございます。

今朝、登庁の際に道々周囲を眺めてまいりました。厳しい冬の到来の兆候があったわけ

ですが、気がつけばご覧のような、これから春になるんでないかな、そんな状況の松前町

でございます。これは去年のね、ちょうど今日、１２月２０日の初日に私述べた言葉でご

ざいます。しかし、今年の今日は、正にご覧のようなロケーションで、真冬到来というよ

うな感じでございます。前段はこの程度にしまして、一般質問に入らせていただきます。

本日の一般質問は、町立松前病院に関する質問でございます。項目的には５点ほど通告

させていただきましたが、どれも順序が１番だとか、５番だとかということなく、関連の

あることでございますので、質問の中身もそんな形で進むこともあるかと思いますけども、

町長よろしくお願いしたいと思います。

始めにですね、去年のこの第４回定例会で一般質問したその中身でございますが、非常

にこの２８年度に松前病院のあり方について、町が揺れた時期でございます。それを心配

して町民の方々もいろんな行動が起こされて、そういう状況の中で松前町の町立病院がど

うなるのかなという心配、町民のそういう気持ちに対して、松前町がどのように取り組ん

で、そしてどういう方向に進むかという質問をした経緯がございます。ちょうど１年経ち

ました。この間、いろいろな形で関係者の皆さんの努力のおかげで、厳しい医療条件、あ

るいは環境の中で、何とか町立松前病院は現状の姿で守ってきたわけでございます。まだ

まだ松前町民の命と健康を守る松前町の拠点施設としましては、問題、課題を多く抱えて

おりますので、この１年を顧みながら、これからどうなるのかなと、そういう観点から質

問をしようと思っております。

第１番目に、町長、この１年間でね、１年前にようやく松前病院も落ち着きを取り戻し

たんで、これからは病院関係者、院長はじめ医療スタッフ、更には事務方の皆さんと人間

関係を深め、信頼を高めていくような環境づくりに精を出すと、そのような答弁をされて

おります。この１年間、町長いかがですか。そういう厳しい状況の中で院長はじめ多くの

方々とどんな話をされて、願っていたような、これから松前病院を守っていくための環境

づくりが、どの程度考えられた方向へ進んでいるか、お考えを聞かせていただきたいと思

います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員からご質問いただきました。議員からも今ありましたよう

に、昨年の１２月の第４回定例会においてもご質問をいただいたところであります。今回
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はその内容を踏まえての、今後の対応についてのご質問であろうというふうに思うところ

であります。通告書の中に５点ほど通告されておりますが、前段でこの間、取り組んでま

いりました状況につきましてを概略でありますが、説明を、答弁をさせていただきたいと

いうふうに思っているところであります。

八木田病院長が留任されるにあたりまして、まず一つは住民の医療ニーズが非常に大き

いこと、更には病院職員はじめ関係職員の雇用の場を守らなければならないこと、更には

１０月からスタッフ、医師が４人に、４名に減少した中で、一部診療体制の見直しが、見

直しをしながら診療してきた結果、スタッフはじめ、町民の皆様のご理解とご協力により、

今後の医療を担うにあたり、医療継続への不安の解消というふうな大きなお話があったと

ころであります。少子高齢化が顕著になってきております松前町におきましても、町立松

前病院運営の継続は、町民が現在、そして、将来とも安心して暮らすためにはなくてはな

らないものであります。そのためにも、病院長はじめ、医療スタッフの皆様が働きやすい

環境整備を推進してまいりたいと考えているところでありまして、その取り組みをしてき

たところであります。その環境整備の一環と致しまして、この１年間、医師確保のために

全力を挙げて病院長はじめ、スタッフの皆様と連携し、北海道はじめ、関係機関にご要望

させていただいたところであります。また、医師を支える医療スタッフ確保にも対応して

きたところでもあります。

医師確保につきましては、北海道のご理解をいただきながら、病院長の、八木田病院長

の後輩でもございます道内出身の義務年限期間中の自治医科大学卒の黒田先生を１年とい

う体制で、期限付きではありますが派遣をいただき、スタッフ、医師５人体制で診療でき

る体制となったところであります。次年度に向けては、スタッフ、医師の更なる充実のた

め、北海道はじめ道内はもちろん、道外の北海道東京事務所医師確保担当者や全国自治体

病院協議会支援センターはじめ、関係機関に医師確保についてのお願いをしているところ

であります。また、道内はじめ、全国に医師求人の募集も合わせてしているところであり

ます。

更に、医療スタッフにつきましても、正職員が欠員となっていました管理栄養士をこの

４月に道内大学卒の方を採用することができ、現在一生懸命頑張っていただいているとこ

ろでもあります。また、医療相談員につきましても、道内大学卒の経験者を９月に採用致

しました。この方も一生懸命活躍をしているところであります。透析室の臨床工学技師も

年度途中ではありますが、明年の２月から採用すべく面接を致しまして、内定通知を差し

上げているところでもあります。更に診療、放射線技師につきましても、現在２名体制で

業務を行っておりますが、科長が定年退職し、再任用も行使しないということですので、

急遽募集しましたところ、応募者もありまして、面談を行っており、現在採用すべく対応

できるように進めているところであります。また、薬剤師はじめ、看護師確保、看護補助

員等につきましても公募を継続し、大学や専門学校訪問はじめ、関係機関に働きをかけて

いるところであります。医療スタッフの確保は、病院運営には欠くことのできないもので

ありまして、医療スタッフ皆様方が働きやすい福利厚生はじめとした環境整備に、より一

層の確保、定着に努めてまいりたいというふうに思っております。

老朽化した病院施設をはじめ、病院施設をはじめ、医療機器材の整備につきましても町

長としての判断で、昨年度から政策予算と致しまして、町の一般会計から３千２００万を

繰り出しておりますので、準備、送迎バス、あるいは医療機器などの購入に、整備に取り

組んでいるところであります。今後も随時整備を図ってまいりたいというふうに思ってお

ります。



- 9 -

病院長はじめ、スタッフ、医師及び医療スタッフの皆さんがより良い環境で病院運営で

きますよう、一層の充実を図ってまいりたいと考えているところであります。以上でござ

います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 私が通告した５点をまとめて答弁していただいたような形で、これ

からの進め方にちょっと戸惑いを感じております。

町長、本当に努力されてる姿はね、今お話にありましたとおり、十分理解はしておりま

す。ただ、松前町の抱えてる病院のね、状況って言いますと、去年ね、２８年度の第４回

定例会で粗々のこの方向性が見えてきた、そういう中で松前町が抱えてる課題っていうの

はね、やはり常勤４人の先生を中心にして、１人道から派遣していただいた５人体制でや

ってると。しかし、松前町の１００床のベッドを持った病院の状況からいきますとね、６

人、７人体制で取り組んでいた状況の入院患者と大差のない形でベッドの稼働率も進んで

おります。これは、ある意味では喜ばしいことなんですけれども、反面それが現体制のド

クターはじめ、スタッフの皆さんに大きな負担になって、これが長い間続くということに

なれば、また別な形で問題が発生してくるんでないかなと、そんな気がしております。得

に常勤４人の先生方、まだまだ頑張っていただけるという気持ちでね、私は信じておりま

すけれども、少なくとも黒田先生は２９年度では松前町から去ることになります。とすれ

ば４人体制にまた戻っていきます。そういう状況の中で、皆さんが努力して、しかし努力

の限界もある。病院運営の現場ではそれに対する対応策としては、午前中の診療、午後の

休診。それから八木田先生、保脇先生でしたでしょうか、予約診療という形で対応してる

と。町民にすれば、医療レベルが非常に低い形でね、これは守られていることは間違いな

いんだけども、決して望むようなレベルではない、まだまだ進めていかなければいけない

状況でありますよね。

町長、実際ね、病院、次の質問に入るんですけども、病院形態がね、今は揺れた時期の

独立行政法人化は状況を考えて中断という決断をされておりますが、この形もね、いつま

で続くのか。今の全部適用、公営企業法全部適用の形で対応していくことと、中断の考え

方がどういう時点でね、一つのけじめをつけるというお考えを持っておりますか。特に前

段でお話ありました八木田先生とのね、お話の中でも、先生の心情を考えるとなかなか今

の職務代理者っていう立場で対応しているものをね、一歩進めてね、事業管理者、いわゆ

る全部適用の必要条件の中に事業管理者っていう位置付けが空欄になって職務代理者って

いう形をとっておりますけども、本当言うとね、私もこの問題は触れたくないんですよ、

院長先生の心情を考えるとね。だけれども、これからお話しなければいけない改築だとか、

そういうことに関しては、前へ進めるためには、その辺もある程度方向定めていかなけれ

ばいけないんでないかなと。自分達の議会の関係お話しますとね、地域医療を考える特別

委員会設置していながら、１年間開店休業ですよ。それは、もちろん原因はあると思いま

す。やはり院長先生の考え方が定まらなければ、そうした議論も前へ進めるのもいろいろ

考えて取り組まなければいけないっていうこともね、要因の一つなんですけれども、でも

前に進めるためには、何かけじめをつけなければいけないんでないかなっていう考え方で

おりますけども、町長、いかがですか、その辺のお考えは。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １回目の答弁で梶谷議員の質問のリズムが狂わせたことに致しまし

ては、申し訳なく思っているところであります。通告されてます５点につきましても、整

理させていただいておりますので、まず通告の１点目から答弁をさせていただきたいとい
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うふうに思っております。

まず、より良い働く環境づくりへの院長はじめ、医療スタッフとの意思の疎通、信頼の

回復はというふうな通告でございます。この部分につきましては、本当に現状の５人のス

タッフの中で、大変厳しい環境の中で医局、あるいは病院スタッフの皆さん大変頑張って

いただいているところであります。先般の９月の定例会におきましても、決算の認定をい

ただきまして、黒字を出している、１億２千万の黒字を出しているというふうになってお

りまして、安定した病院運営が、経営がされているところでありますし、梶谷議員ご指摘

のように、ベッドの稼働率もいいというふうな状況でありまして、町長と致しましては安

堵をしているところであります。議員ご心配のように、いろいろ病院のことではありまし

たが、やっぱり病院と町長との信頼関係を構築は不可欠なものでありまして、重要である

というふうに認識しておりまして、その対応をさせていただいてきているところでありま

す。議会の皆さんにおかれましても、議会の主催で院長はじめ、病院のスタッフとの懇談

する会をつくっていただきましたり、非常にコミュニケーションを得る場の提供をしてい

ただきまして、本当に有意義なものだというふうに思っておりまして、この場をお借りし

まして議会の皆さんにも感謝とお礼を申し上げたいというふうに思っているところであり

ます。何でも話し合える、腹を割って話し合える関係の構築のために、このまま一層努力

をし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。

それから、経営形態の検討についてというふうなお尋ねでございます。病院長とは、常

日頃相談をしながら考えて進めてきているところであります。梶谷議員もご承知のように

現在の病院長の考え方につきましては、医療に専念するんだというふうな思いが、大変強

い、強く思っているところでありまして、現状のままで新公立病院改革プランに基づきま

して、平成２８年度以前の運営体制を回復したいという強い意志を示されているところで

あります。私は、病院長のその思いを大事にし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。現状申しますと、現状の病院経営の形態を継続していかなければならない、

そんな思いでいるところであります。これは、病院長の思いが、その思いであるというふ

うに理解していただきたいというふうに思います。したがいまして、現状の経営形態の検

討につきましては、もうしばらく現状のままで進めていきたいというふうに思っていると

ころでありますので、ご理解いただきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) なかなかね、こういう状況の中で病院の形を議論するってのは、私

自身も非常にためらいもないわけではないんですよね。全国的にドクター不足の、いわゆ

る医師確保の問題は大きな形で存在している中でね、松前町の病院をどうするかっていう

ことも、そういう中でなおかつ取り組んでいかなければいけないっていうことの難しさは

ね、重々承知なんです。ただ、経営形態の話にまた戻りますけどね、やっぱり独立行政法

人化に取り組んだ、これは私は人の問題でないかなと思うんですよね、誰でもできること

ではないだろうし。だから、今の体制では中断という形を取らざるを得ないと、これも理

解できます。

そういう形の中でね、公営企業法全部適用の形を継続しているわけなんですけれども、

私はね、ある意味ではこの全部適用の提唱した一人としてはね、松前病院としては私は一

番いい形でないのかなと。一部適用よりも、全部適用することによって、病院が運営する

いろいろな問題、課題、時間的にも早急に対応できるとか、あるいは人事的にも権限をも

った中で進められるとか、そういう観点からいくと、私は全部適用ってのは進めていって

おかしくない形だし。ただ、問題はね、その全部適用を進めていく中で、触れたくないっ
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て言いながら触れるんですけども、やはり職務代理者とね、事業管理者の違いなんですよ

ね。

だから、同じようなこと繰り返すことになりますけども、改築の問題進めようと思って

も、やはり職務代理者という形の中で対応するのと、事業管理者という形の中で対応する

のとでは、先へ進める進め方違うでしょう。だから、この全部適用、今の職務代理者って

いう形を続けていくんであればね、それはそれで院長先生の考え方も尊重しなければいけ

ない、大事にしなければいけないっていう気持ちでは、私はよく理解してるつもりなんで

すけども、前に進めるためにはやはり今一つこの形がね、すっきりしないと。この形の中

で、なら前へ進めるための議論するためにはどうしなければいけないかっていう、町長、

その辺の考え方はどういうふうに理解すればいいんでしょうね。聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長

○町長(石山英雄君) 今の経営体制、例えば今ご指摘のように事業管理者、更には職務代

理者というふうな状況の話があったわけでありますが、このことにつきましても、院長就

任以来お話をさせていただいているところであります。同じ思いで質問されていると思う

んですが、現在次に進めるためのステップの一部だというふうにご理解していただきたい

というふうに思っております。やっぱり現場の院長の考え方を十分に尊重してあげること

が、今一番大事だろうなというふうに思っているところであります。確かに全部適用、あ

るいは一部適用によりまして、取り扱いの方法、違うのは議員ご指摘のとおりだったとい

うふうに思っております。

しかしながら、今の現状を、いい状況を続けていただくためにも当面は今の現状、経営

形態の現状の中で進めていくべきだというふうに判断しておりますし、今後のことにつき

ましても、ことあるごとに、病院長とは相談しながら進めてまいりたいというふうに思っ

ております。今よりいくらでも環境のいい状況の中で、医療を提供していただければとい

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っております。本当に

緊張感を持った病院運営を院長先頭に致しまして、病院運営をしておりますこともぜひご

理解いただきたいというふうに思うところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 病院の状況を考えますとね、なかなか運営面、決算状況なんか見ま

すと、今９年連続黒字でしたでしょ。２９年度の決算の見通しからいくと、これもまた黒

字の見通しなると。１０年も町立病院が黒字経営を堅持していくっていうことは、並大抵

なことではないと、これも理解できます。町長が病院に対する思いを財政支援の形できっ

ちり表している、４年間のね、３千数百万円の財政支援も町長の思いが表れている形だと、

これも私は理解しております。だから、そういう中でね、「治にいて乱を忘れず」ってい

う言葉ありますよね。太平の世であっても乱世に向けてそれなりの考え、対応は考えてお

くべきだという言葉だと私は理解してるんですけども、松前が、そしたら今、治の状況な

のかっていうと、それは人それぞれの見方です。私は落ち着いてる状況かなと。厳しい形

だけども落ち着いてる。やがて、３０年度に医師が１人戻ってったときに、４人になった

ときに、これは大変な状態を迎えると。医師が１人欠けることによって常勤の４人の先生

方に大変な負担かかる、それが講じていけば体力の限界、そうしたものも現れると。そう

いう状況を招かないように対応しなければいけないっていうのは、例えば医師の確保の問

題、町長お話されてましたけども、それは当然やらなければいけないだろうし。

通告の５点がね、あっち行ったりこっち行ったり、この質問を私繰り返してますけども、

やむを得ないと思うんですよ、これだけの病院の形の中でね、今町長の考え聞かせてもら
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って、私の考えを述べて。あるいは病院のいい形を維持していくために、更に前へ進めて

くためにっていうことを考えればね、これはもう行ったり来たり、同じことの繰り返しか

もしれませんけどね、そんなに絵に描いたように順々順々整理して、議論を重ねていくっ

ていうことも簡単なことではないし、町長には同じことも答弁してもらったり、私もくど

い話をしたりするのも、これやむを得ないのかなと思いますけどね。

経営の話、経営態の話してね、独法化は中断と。私、町長こう思うんですよね、むしろ

ね、前にも言いましたよ、中断じゃなくってね、ご破算にしてさ、そして今の公営企業法

全部適用をね、どのように進めていくか。今の職務代理者っていう形を維持していかなけ

ればいけない院長先生の気持ちだとか、そういうことを考えて独法化を断念して、そして

全部適用をこれから進めていくために、どうあらねばいけないかっていう議論をすべきじ

ゃないんでないですかね。院長先生がね、職務代理者で頑張っていくっていうことは、私

は十分尊重していきたいと思いますけれども、同じく質問になりますけどね、これから抱

えている課題を解決するためには、やはり職務代理者じゃなくって、事業管理者っていう

形がなければ、私は進めていけないんでないかなと思います。町長どうですか、院長先生

と話してね、職務代理者の形で、事業管理者の職務代理なんだから。そういう形の中で前

へ進めていける、例えば改築の問題もね、議論していけるような形ってのはとれないんで

すかね。とれないんであれば、はっきり事業管理者との位置付けしないといけないでしょ

う。その辺なんだよね。いつまで経ってもこの病院改築、前へ進めないよ、今のままであ

れば。そう思いませんか、ね。いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 現状の中ではお話はさせていただいてるっていうことは、ぜひ理解

してほしいんであります。やっぱりいつまでも職務代理っていう姿は、決して望ましいと

は私も思っておりません。しかしながら、今現場をトップで支えていただいております病

院長の考えが、そういう考えであります。今の改革プランをきちんとやり通すんだという

ふうな思いが強いわけでありますので、それを今支えてあげたいなというふうに思ってお

ります。議員がご指摘の部分は十分理解できるわけであります。職務代理、長く置いてい

いとは思っておりませので、この部分も含めまして、今後も話をさせていただきたいとい

うふうに思っておりますし、現場を守っていきたいなというふうに思っておりますので、

ぜひご理解いただきたいというふうに思っております。この部分につきましても、継続し

て院長とは話をさせていただきますし、議会からもこういうお話がありましたということ

も伝えたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) こんな話をしたことがあります。副管理者っているんだよね、あす

こにいますけどね。事業管理者の代わりですよね。職務代理者ってのも事業管理者の代わ

りなんですよね。病院行ったときに私副管理者にね、管理者いねんだもの、あんたが管理

者の代わりでことを進めるってことはできないんだがってな話したことあんの。いや、立

場からいけば職務管理者上にいるんですよと。しかし、職務管理者はあくまでも職務管理

者だから、いざ事業管理者っていう立場でこの話を進めるとすれば、今みたいな、やはり

あくまでも代理者っていう形であるんですよっていう話で、先へ進まないっていう現実な

んですよ、町長、くどい話だけども。

あれだけ、２８年度にね、独法化と病院改築は喫緊の課題だっていう、町を二分するよ

うな大揺れに揺れた形がね、今この時期、１年間落ち着いた形の中で、全く改築の議論も

方向性も見えてこないっての、町民不安視してますよ。私だっていつこの改築にね、頭出
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しして、どういう形で進めるのかっていうことも心配してますよ。前段でも言いましたよ

うに、議会だって地域医療を考える特別委員会を設置していながら、全く前へ進めないっ

ていうのも、この形があるからじゃないのかなという気持ちでいるんですよ。だから、ど

っかでこれは進めないと、進めるために何か方向を見出すことが必要でないかなという気

はしております。

それはね、町長この場でね、明快な答弁もらえると私は思いませんけれども、これは課

題としてね、ずっと続いてるんですよ。だから、私は逃げるわけにはいかないですよ、病

院のこれからの改築っていう大きな課題を考えてる場合にはね、逃げるわけにはいかない。

何かやっぱり前へ進めるための体制は考えていかなければいけないと、そう思います。度

々、町長苦しめまして申し訳ないよね。なかなか大変なことだと思いますけれども、忘れ

ないでくださいよ。

改築の問題にまた、そう言いながら触れるんですけれども、やはり今これを進めるため

に、前段でプロジェクトチームつくって取り組んだ経緯もあります。それから、議会でも

特別委員会を設置したものもあります。町長は、今の議会の特別委員会のね、審議の中身

も十分参考にしながら前へ進めたいというお話ですけれども、やっぱりこれも前へ進まな

い状況が続いてるってことも頭に入れておいていただきたいなと、このように思います。

今一番気になるのはね、町長、４人、現在５人体制ね、５人体制で午前診療、午後休診、

そういう体制、２人の先生方が予約診療の状態で病院運営しておりますけどね、黒田先生

がこの２９年度いっぱいで松前病院を去られるっていう形がね、これからの病院運営に大

きな心配を投げかけているんですけれども、１回目の答弁で町長が努力、医師確保のため

に努力されている姿がね、詳細にわたってお話されておりますけれどもね、やはりこれか

らドクター確保のために、町長１人で頑張ってあちらこちらに行って、例えば福祉部に行

って、あるいは副知事にお願いして、あるいは道の医師会に行ってお願いしてっていう姿

がね、これは傍から見てるとね、本当に痛々しいですよ。我々何かできないのかなと思っ

たりもしてるんです。やはりこれは町民の総意だとか、あるいは議会だとか、それぞれ松

前町における立場の人方がみんな、この病院の医師確保のために力を合わせて町長の後押

しをするとか、少しでも力になるとかっていう形は、私は必要でないかなと思うんですけ

ど、町長、あなたのためにね、私は何とか力になれればなっていう思いを込めながらね。

かつてね、松前病院が道立病院の時代あったでしょ、平成２年から前の話なんですけど

ね、そのときに医療対策協議会っていう組織があったんですよ。その組織っていうのは、

医師確保だけの、極端に言うとね、組織であって、まあ、ここではおおっぴらに言えない

んだけども、本当に医師確保のために予算をとったっていう形で、最終的にはこれは駄目

になりましたけどね、当然の話なんだけど。だから、そういう医師確保のために取り組ん

だ、これは道立病院のね、医師確保の問題取り組んだの。まして、今町立病院の医師確保

のためにね、町長１人で奮闘してる姿で済まされないんでねえのかなと。我々も何か力に

ならなければいけないし、もしやるとすれば先に申し上げましたように、町長１人の考え

方じゃなくて、松前町、町民挙げてお医者さんを確保するために、みんなで取り組んでい

ますよっていう姿、私はつくった方がいいんじゃないかなと思いますけども、いかがです

かね。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 医師、あるいは医療スタッフの確保につきましては、本当に病院長

も一生懸命取り組んでいただいておりますし、本当に連携をとりながら進めてきていると

ころであります。
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また、黒田ドクターのお話もございました。本当に残念ながら１年限りというふうなこ

となんでありますが、先般も道庁の方にお邪魔させていただきまして、何とか２年、引き

続きできませんかというふうなお願いも強くしてきているところでありますが、やっぱり

厳しいというふうな話をいただいているところであります。しかしながら、今松前病院、

研修したり、北海道としても松前病院の位置付けはきちんとおさえられているようであり

まして、地域の実情からみても松前病院の存在は大きいというふうな判断をされているよ

うに、私は聞いてきているところでありまして、いろんな配慮をいただきながら、今回１

年間の黒田ドクターの確保をしていただいたというふうなことであります。先程も申しま

したように、引き続きのお願いはしてますけども、厳しい状況であると。

しかしながら、経営のいい病院の今、流れのいい、病院の流れをストップさせないよう

に、ぜひ北海道としても配慮いただいたいというふうなことをお願いをしてきているとこ

ろであります。いずれに致しましても、来年の医療スタッフ、医師の数につきましては、

医師数につきましては、もう１２月でありますので、来年４月からの体制はもうこの時期

にほとんど決められるというふうな情報を聞いておりますので、引き続きお願いをしてま

いりたいというふうに思っているところであります。

それから、本当に議員ご心配のように、医療スタッフの確保につきましてはどこの自治

体病院も大変苦慮している実態があるわけであります。しかしながら、病院長と一緒に連

携とりながら、まず院長は新公立病院の改革プランでは、医師数６名体制を謳っておりま

す。まず、この６名体制を確保するために、連携をとって進めたいというふうに考えてお

りますので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思っているところであります。

また、かつての医療対策問題協議会、医対協のお話もございました。本当に今、私ども

の町で必要なのは、町も議会も町民も、地域挙げてお医者さん、ドクター、あるいは医療

スタッフ来てもらえるような、そんな風土づくりが必要だなというふうに思っているとこ

ろであります。それが組織化するのがいいのかどうかにつきましては、いろんな議論があ

るんだろうと思いますけども、町を挙げて医師、あるいは医療スタッフを心から歓迎して

迎え入れるような、入れれるような、そんな町としての風土づくりが必要だろうというふ

うに思っておりますので、議会の皆様におかれましても、今後とも協力していただければ

なというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) なぜこんな話をしたかと言いますとね、八木田先生と公式の会談は

したことはないんですよ、私、立場が立場ですからね。ただ、懇親会の席上でね、八木田

先生、院長先生とドクター確保のお話をしたときに、ドクタートウドクター、いわゆるお

医者さん対お医者さんっていう形がドクターを求める一番いい形だと。私も医師確保で随

分駆けずり回ったことはあるんですけれども、そのときにもやはりこの形がやっぱりベス

トですよ。だけれども、八木田先生おっしゃってました、やっぱり自分には限界があると。

確かに出身校、自治医大の人脈を探しながら、先生も努力されてくださってるみたいです

けどね、やっぱりそれだって限界あるんだと。あとは、町の最高責任者である町長の政治

的な活動の中で、更には町民挙げて、町民の総意ですよと、お医者さん来てくださいって

いうような行動を起こすなり、あるいは受け入れる体制なりをつくるっていうのが、八木

田先生も必要でないかなっていう話もされてました。ですから、やっぱりそれに応えるた

めにもね、きちっとした形をつくっていった方が、先生方に対してもね、これだけみんな

心配しながら体制づくりをしてるんだっていう形を示す意味でもね、大事かなと。そんな

思いで私、今話させていただきました。課題として、町長のお考えの中に入れておいてい
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ただきたいなと思います。

今の話と関連するんですけどね、今年の研修生、あるいは研修医の受け入れの実績、こ

の間病院行ったときに聞いてきました。まあ、それなりに今の体制の中でね、最善を尽く

しているんだなという考え方で受け止めてきましたけども、やはり医師確保の一つの道と

してね、この松前病院の中にある教育研修センターですか、この位置付けってのは私は大

事だと思いますんでね、今、黒田先生が欠けて４人になったときに、せっかくの研修セン

ターの機能が低下していくんであれば、これもまた心配の種だなと。やはり、せっかくあ

る研修、教育研修センターを利用しながら、これからの人脈、細いパイプでも太くしてい

くための一つの道かなという見方しておりますんでね、これを維持していくためにも、何

としても４人じゃなくって５人、あるいは６人っていう体制をつくっていかなければね、

どうしても、これからの医師確保には道が開けてこないんでないかなと。

特に昔のように医大が医局を持って、今でももちろんありますけども、医局でスタッフ

を十分蓄えておきながら、必要なところに医師を派遣していた時代とは変わってますよね、

この臨床研修制が変わってきてから。やはり研修医なり、そういう個人の意志でね、研修

先を、臨床研修先を選ぶっていう形になってきてますから。そういう意味でも大事な位置

付けだというふうに私は理解しております。これを進めていくために、あるいはもっとい

い形にしていくために、町長どんな考え方をお持ちですか。例えば医大との連携の中でね、

サテライト病院みたいな位置付けだとか、そういう話も一時あったように記憶しておりま

すけども、現状ではいかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前地域医療研究センター、正しく松前病院で取り組んでることな

んでありますが、北海道としてもこの部分については大変大きく評価していただいており

まして、やっぱり、松前ならではの病院の特色をきちんとおさえていただいてるというふ

うな状況を痛感しているところであります。研修の、本当に皆さん承知のように研修セン

ターの中から、かつては曳田彩子医師、更には今現在も頑張っております保脇ドクターが

正しくこのセンターを送り出して、現在頑張っていただいている状況であります。２７年

度までにこの研修センターから、研修医が２７名、それから医学生研修が３３名ほど松前

病院で研修を受けてるというふうな話も聞いているところであります。本当に病院の存続

のためにも、研修センターの位置付けは大変重要であるというふうに思っているところで

あります。いずれに致しましても、特色のある松前病院、この研修センターを十分ＰＲし

ながら多くの研修生に松前病院で勉強していただいて、更にはできれば松前で働いてもら

えるような環境ができればなというふうに思っておりますので、ここの部分につきまして

も、病院長と連携しながらまいりたいというふうに思っているところであります。

大変大事な部分でありますので、この充実をしていければなというふうに思っていると

ころであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) ５人だから、今の松前病院のドクター体制は５人だからね、研修生、

あるいは研修医の受け入れがある程度は可能だという認識はしております。４人になった

場合、可能性としてどうなんでしょうかね。ドクターの立場、お医者さんの立場からいく

と、直接聞いた話じゃないですけども、研修生、研修医を受け入れるっていうことは、先

生方のモチベーションがずっと上がるんだそうですね。ですから、そういう意味でも、こ

れは何としてもこの受け入れ体制はね、途絶えることなく位置付けもはっきりしてるもの

を生かしていくためにもね、体制づくりをしていかなければいけないと私は思うんですけ
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ども、町長、４人になったときにどういうふうになるかっていうことはおさえております

か。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 確かに医師７名体制から４名になりました。正しく受け入れを中止

した時期がありました。４名の体制であると、やっぱり研修は無理だというふうな判断だ

ったんだろうなというふうに思っております。しかしながら、北海道からの配慮がありま

して、１年黒田ドクターを確保できたということで、研修医、研修を受ける、５人の体制

であれば受けれるような体制ができることから、研修医の月１名、更には医学生の月１名

の研修を現在も再開しているところであります。

先程も申しましたけども、松前病院の大きな特徴でありますので、この部分の機能を十

分充実させていきたいというふうに思っているところであります。５人体制、６人になる

ともう少し研修の幅も多く受け入れできるというふうな状況なると思っておりますので、

その方向になれるように努力してまいりたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 何とか、この松前病院が今の医療レベルを下げることなく、継続し

ていくために、あるいは守っていくために課題はたくさんありますんでね、町長、頭の痛

いことだと思いますけれども、健康に十分留意されて頑張ってください。我々もできる限

りの力を尽くしていきたいなと、このように思っております。この場でストレートでね、

いい形で結論を見出すことのできる性格のものでないと私も重々承知していながら、いろ

んな話をさせていただきましたけども、まだまだ守っていかなければいけない重要な病院

でございます。本当に健康にだけは十分留意されて、頑張っていただきたいと思います。

終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 大事な病院であります。病院長と、更には病院スタッフと連携を深

めながら、質の高い医療の提供、更には安心して、町民の皆さんが安心して受診できる、

そんな愛される病院を目指しまして、努力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。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時０５分)

(再開 午前１１時１９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に、４番近江武君。

○４番(近江武君) はじめに、今回多大な被害をなされました松前さくら漁業協同組合並

びに組合員の皆様、そして管理人であります吉田修策さんに心からお見舞いを申し上げま

す。また、警察、保安庁、行政機関、報道陣の皆様の対応に際しまして、町長はじめ副町

長、職員の皆様、特に所轄であります水産課長はじめ水産課の皆様にはご苦労様でした。

感謝を申し上げます。

それでは、質問に入らせていただきます。今般の北朝鮮木造船に関する一連の事件は、

町内はもとより、全国に脅威と不安を与えた衝撃的な事件であると思います。北朝鮮は度

重なるミサイル発射実験を繰り返しており、世界中で緊迫しておる中での事件です。この

事件はまた、我が国の沿岸警備体制のひ弱さを露呈したものであり、引いては防衛体制の
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根幹をも問われる重大な事件であろうと思います。離島小島の被害は、管理小屋が荒らさ

れ、多くの備品が盗まれました。詳細については組合長の記者会見により明らかになり、

その被害額は８００万円にも及んでいると言われます。また、これを復帰するためには１

千２００万、１千３００万かかりますよということも言われています。

一番心配されるのは、町民の不安と年明けからノリ摘みの漁業が始まります。漁業者が

寝泊まりできないことになるために、着業への懸念が大です。ヤリイカの漁も始まり、そ

れらの操業に支障を来すこと必至です。早急な復旧対策が必要と思いますが、町長の考え

方を伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今般の北朝鮮木造船に関する、一連の関連でご質問をいただきまし

た。１１月の２８日の松前小島に木造船の入港と。更には人間が上陸していることが道警

のヘリに、ヘリコプターによりまして確認されて以来、島の管理施設内から備品などの盗

難や建物施設の損壊などなど、本当に想定もしていなかった自体が発生したわけでありま

して、憂慮をしているところであります。例年であれば１月１０日頃には、この宝の島で

あります離島小島でのノリ摘み、更には２月以降にはヤリイカ漁も始まるところでありま

して、今回の想定外の事態によりまして、漁業者はもとより、多くの町民の方々が大きな

不安や恐怖といったものを感じているものというふうに思っているところであります。

今、近江議員から復旧についての早急な対応が必要というふうなお尋ねがございました。

現在、この復旧につきましては、今まで北海道や漁業協同組合とも協議を行ってきており

まして、作業工程などを含めた復旧計画の樹立に向けての協議を進めているところであり

まして、組合、町の他に関係者、場合によっては関係者の皆さんと来週の２５日の週に復

旧に向けた計画の策定を進めていきたいというふうに思っているところであります。いず

れに致しましても内容が内容の、外交問題になるような大きな要素のある部分もあります

ので、北海道などともしっかりと連携をしながら、早期の復旧に向けての対応を進めてい

きたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 復旧の財源対策についてお尋ねしますが、通常の場合、漁業協同組合

が被害、警察に被害届を出しまして、賠償求めるために裁判訴訟を行います。当然今回の

事件は、国交のない国の被疑者ですので、その賠償額は支払いされないと思いますが、そ

の見解について、町長にお尋ねします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 復旧に対する財源についてのお尋ねでございます。近江議員もおっ

しゃっておりましたが、質問の通告書にもありましたように、被害の状況につきましては

被害の状況につきましては、組合から被害届が提出されておりまして、管理人の備品も併

せまして約８００万の被害額というふうな報告を受けているところであります。現在まだ

捜査中ということでもありまして、損害賠償などについては、今後どのような形になるの

か、現時点では何もわかっていないことでもあります。ただ、国交のない国であるという

ことなども考えると、現実的に考えると賠償については難しい状況も想定されるというふ

うに思っているところであります。

この復旧計画につきましては、先程申しましたけども、２５日の週に協議が持たれる予

定になっております。現地の建物施設は破損や散乱状況も激しいことから、清掃、更には

消毒などといった作業が第一義的な作業になってくるものと考えられているところであり

ます。復興の計画の協議に際しては、そういった復旧のための作業工程なども含めて協議
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していくことになるだろうというふうに思っているところであります。いずれにしても、

早い復旧を目指して取り組んでまいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 町長、この離島小島の管理施設については、国の補助事業でもってや

ったと思うんですね、私の記憶では。ですから、その対応でもってですね、もし会計検査

員の検査済みなのかなと。と申しますのはね、やっぱり工事の進捗に結構かかる部分もあ

りますし、また新たな財源を求める場合にもね、やっぱりネックになるものじゃないのか

なと思っておりますので、その辺の見解についてお尋ねします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 離島小島の管理棟につきましても、相当年月が経過しているところ

でありまして、会計検査員の検査は当時受けてるかどうかわかりませんが、確認しており

ませんけども、もう検査の期間につきましては、大分年数が経っておりますので影響はな

いんだろうと、補助金の適化法に関する影響はないだろうというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) １１月以降ですね、時化のために出漁できないで、水揚げがなく、全

くなく、漁業者は危機的な経済状況にあるんですね。組合の扱いも、昨年同期と比べて２

億円近い減少してるんですよ。今朝ほども漁業者の方から私に何とか早期復旧してくれる

ように、町長にお願いしてくれという話が２、３件きておりました。ですからね、１日も

早く漁業者が安心して操業できる取り組みをしてほしいなと思います。

次に、今回の事件はミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮を踏まえ、世論は様々な不安と

感情を呈しております。あるウエーブの編集長のつぶやきとして、北朝鮮の人民軍、北の

攻撃に備えがないのは日本だという、言うまでに、過剰なほどに反応しております。この

事件を契機に、国や国民の安全と安心をより重視しなければなりません。これに対して、

報道によると９日、菅官房長官は都内での講演に、日本海で北朝鮮籍とみられる木造船の

漂着が相次いでることに、実は軍所有の船が漂着しているとの認識を示したうえで、警察、

自衛隊、海上保安庁が連携しながら工作員とか、いろんな可能性があるから、徹底した取

り締まりをするよう行っていると強調し、１２日には安倍総理大臣は自民党の役員会議に

おいて、木造船の対応に万全を期すと表明。自民党においても沿岸警備の強化の要望を決

議しております。１４日に道議会においても沿岸警備の強化の要望を決議して、松前町議

会においても今般国に対して国籍不明船などの対策強化を求める意見書の決議を採択する

予定であります。町長、被害の当事者である松前町からこそ、島の監視体制と沿岸警備に

万全を期すよう、声を大にして国に働きかけをするべきと考えますが、町長の考え方を問

います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本件、事件が発生以来、１２月の４日に北海道庁を訪問させていた

だきました。まずもって北海道水産林務部に訪問させていただきました。更に北海道の総

合政策部にも訪問させていただきまして、現在被害の状況を調査中でありますというふう

なことを、現状をお伝えしながら、これは松前町の問題ではない、北海道としての対応が

必要なるだろうというふうなお話をさせていただきました。状況によっては知事と国に要

請活動をするような状況になる可能性もありますので、そうなったら、そのような状況に

なりましたらっていうふうなお話をさせていただきました。更に北海道議会の水産林務委

員長であります冨原委員長にも面談をさせていただきました。現状をお話させていただき

ました。そしたら、北海道議会としてもやれることは対応していきたいというふうなお話
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をしていただきました。その結果と致しまして、議員の皆さん承知のように、北海道議会

でもこの件に関する決議、あるいは意見書の採択がされたところの報告を受けているとこ

ろであります。

この１８日、昨日一昨日なんでありますが、高橋知事も国土交通省の方に別件ではあり

ますけども、国土交通省を訪問しておりまして、更には同じく１８日でありますけども、

北海道の久保田副知事も小樽の第一管区海上保安本部に沿岸警備の強化などについて、強

く要請をしているところであります。松前町としても、私と致しましても、本当に日程が

あえば、久保田副知事と同席しながらの対応を取りたいというふうに思っていたんであり

ますけども、日程の関係でとてもそれが合わなくて、同行できなくて残念だったんであり

ますけども、私の、松前町からの要請についてはきちんと海上、一管の方にもお話をさせ

ていただいたというふうな連絡もいただいておりますし、知事の同行、知事と一緒に国土

交通省を訪問しておりました北海道の危機対策の局長さんからも、松前町の要請について

も強く、知事の方から国土交通大臣の方に要請してますというふうな連絡を一昨日いただ

いているところであります。

今後とも議員ご指摘のように、監視体制、あるいは沿岸警備、町の人方の、町民の人方

の不安を解消できるような、今後とも必要な場面に北海道と連携しながら、必要があれば

また強く要請してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいとい

うふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) やはりですね、大変な町民も不安を抱えております。やはり、町長が

自らね、やはり国に対して直接働きかけて、その不安を一掃してもらいたいなと思ってま

す。

次に、国に対して何をどう働きかけしなければならないのか、いう点について三つほど

伺いたいと思います。

今年に入って、北朝鮮籍とみられる木造船やその残骸、もしくは遺体の漂流が多くなっ

て、１２月１５日まで８９件漂着してるということです。しかも、それを処理するために

総体で金額が１千万を超えるというんですね。これからまだまだ増えることも予想されて

おります。処理する場合の費用は全部自治体が負担してるんですよ。各自治体は財政がひ

っ迫すると、大変危機感を持ってるんですね。松前町においても２件の処理に１５０万ほ

どかかっていると聞いてますこれらの費用はね、やはり全部国に持ってもらわないと考え

ますが、町長の考え方を尋ねます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に当町においても、平成２６年頃から木造船などの漂着が多く

見られるようになってきております。ご質問のように、今までに１５０万ほどの処分費が

かかっているところであります。町と致しましても、今後このような漂着などが続けば、

当然今のような状況であれば財政負担になっていくことが期しておりますので、これらの

処分の費用の負担につきましても、国の方にお願いするというふうな考えは持っていると

ころでありますが、先の官房長官の記者会見などでは、漂着船などの撤去費については国

が全額負担する方向で検討するとの記者会見もされているようであります。正しく、先日

の１８日の高橋知事からの国の要請の際にも、国庫の負担につきましても要請を行ってき

ていただいておりますので、私どもも今後とも国の方に行ってそのような働きかけをして

まいりたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ４番。
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○４番(近江武君) それとですね、松前町には小島と大島の島があるんですね。その沿岸

警備体制の監視体制について、お尋ねしたいなと思います。

現在はね、遠く離れていても衛星を使って赤外線や監視カメラがですね、現場にいなく

てもリアルタイムでもってわかるんですね。そういう意味から考えるとですね、国の防衛

体制のいかがまで問われてる中ですね、やっぱり国が全面的に設備をして、国が責任を持

って監視体制がするのが望ましいと思います。ですから、この点にも関してですね、今迎

撃ミサイル、昨日の新聞、今朝の新聞では１基１千億かかるんですよ。そのお金があれば

ですね、至る所、日本国中のですね、警備体制きちっとなされるんですよ。そういうため

にもですね、やはり声を大にして、町長はこの点も要請するべきだと思いますが、町長の

考え方を尋ねます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に監視カメラの設置につきましては、近江議員と同じ考えでい

るところであります。小島、大島の離島における沿岸警備の強化については、この度の事

件発生においても大きな不安や恐怖心といった、今までの経験のないような異常事態と言

っても過言ではないものと考えております。このことは、松前小島に限ったことではなく

て、木造船の漂流などのニュースが今も毎日のように報道されている状況であります。今

回の衝撃的とも言える事件を経験した我が松前町と致しましても、今後町民の不安の解消、

そして漁業者が安心して操業できる、漁業に従事できる日を一日でも早く取り戻せるよう

にしていかなければならないものと考えているところであります。そのための手段として

監視カメラの設置につきましては、正しく有効な手段だというふうに考えておりますので、

国の方に要請を、北海道と連携取りながら要請をしてまいりたいというふうに思っており

ます。

○議長(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) 次にですね、大和堆における外国船の操業はですね、昨年から石川県

の小木の中型の船団が中心となって、水産庁に取り締まりを強化するようにと要請してお

りました。今年は特に北朝鮮の船が４００から５００隻操業しておるんですね。しかも、

国際海洋法で禁止されている流し網でもって操業していると。日本の排他的経済水域にお

いて操業しているのに、なぜ取り締まりをしないのか、大変憤りを感じておるんです。こ

れは、全漁業者がそう感じておると思っております。

イカ釣り漁業は、操業期間は１月までの許可なんですね。北朝鮮の船の流し網がスクリ

ューに絡むからと、事故になりかねないということで、まだ操業期間があるのにですね、

富山船団、小木船団、途中からもう諦めて出漁をストップしてるんです。イカの漁場は大

和堆から回遊して、小島堆、奥尻堆、武蔵堆が大変豊漁な漁場なんです。外国船の大和堆

での違法操業は、国内のイカの水揚げの減少の最たる要因だと思っております。国の取り

締まりの強化は漁業者の生活がかかっているんです。松前町の基幹産業である漁業と、ス

ルメ加工業を守るために重要なことなんですね。この点もね、町長は強く要請すべきと思

いますが、町長の考え方を求めます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前町の基幹の産業であります漁業、その中でもイカに頼ってきて

いる歴史もあるところであります。近況、前浜での芳しくないイカ漁の状況の中で、今回

の北朝鮮船籍が流し網等で乱獲している状況見ますと、大変ショックを受けているところ

であります。本当に日本海の好漁場である大和堆などを中心に致しまして、北朝鮮ばかり

でなく、外国船による違法操業が数年前から行われていることなどは、今般大きく報道を
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されているところでありまして、これは画面を見ましても事実なんだろうなというふうに

思っているところであります。

昨年からは水産庁の取締船による撤去勧告や、あるいは海上保安庁の巡視船の放水など

による退去など、特に今年は放水により退去させた木造船は延べ１千９００隻にも挙がる

というふうに報道もされているところであります。外国船の日本海での違法操業について

も、今年の６月にスルメ加工業の存続、維持存続のために国に対する、水産庁の方に要請

活動をしてまいりました。その際にも私の方からは、水産庁の長官の方に違法操業の取り

締まりの強化を訴えてきているところであります。更には外国船による日本の経済水域内

での違法操業が、最近のイカの不漁の要因の一つではないかというふうな指摘もあるよう

であります。これは、北大の桜井先生が申しているものであります。今後とも違法操業の

取り締まりの強化につきましては、引き続き水産庁の方に訴え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(伊藤幸司君) ４番。

○４番(近江武君) いずれにしても、今回のような事件がね、二度と起こらないように。

そして、町民が安心して暮らせ、漁業者が安全に操業できるような環境をね、確保するよ

うに、町で十分に考えながら対応していただきたいと。そして、さっきも言いましたよう

に、漁業者が待ってるんですよ、首長く、一日も、復旧の動きが見えないと、そういう心

配してるんです。ですから、この点も加味しましてですね、一日も早急な復旧をお願いし

て質問を終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 前段でも答弁させていただきました。本当に安心して操業できる環

境づくりが急務だというふうに思っております。小島の管理等含めました、今回破壊され

ました、被害の受けた施設の復旧を早急にできるような対応をとってまいりたいというふ

うに思っておりますし、いろいろ、これから場面場面によって状況が変わることも予想さ

れますので、北海道の方にも国の方にも場面によっては訴えてまいりたいというふうに思

っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時５０分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

次に、３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) 午前中、一般質問の皆さんご苦労様でした。３番手、福原質問をし

たいと思います。

今回表題に挙げた「自然エネルギーの宝庫？町の受け入れ環境は十分か」ということの

表題ですけども、２０年ぐらい前でしょうか、松城の商店街にあるエコパワーでしょうか、

風力発電の事務所が置いたわけですけど、ようやく松前にも自然エネルギーの設置が盛ん

に見られるわけですけども、本当にそれが松前町にとって利益になるのか。それとも将来

に禍根を残すのかなあという気持ちがよぎったもんですから、それで自然エネルギーの宝

庫、クエッションして、そのために町の受け入れ環境は十分かという、こういう形で質問

しようと思ってました。ちょっと読んでみます。
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永年悩まされてきた風、白神の灯台を抜けると吉岡、福島方面、知内方面は凪て、とろ

凪で風の影響はほとんどないのに、灯台を交わすとものすごい風で海が荒れて、その風に

やはり松前町は悩まされてきた。もう一つは有効活用を模索してきた畑地、副業、漁業と

農業の複合経営である程度成り立ってて、長イモであり、ユリであり、石垣イチゴであり、

水田であり、こうやったわけですけども、結果的には畑が、背面地がなかなかいい考え方

が生まれなくて、眠ってしまっていたと。それと、荒れる海、白神の灯台のあすこの波の

速さ、館浜の周辺、全体的に荒れる海、流れの速い松前町でございますけども、この三つ

の自然が悪影響が、今は自然エネルギーとして脚光を浴びております。ここのところが大

きいかなと。

先日新聞見ましたら、松前町の自然エネルギー、松前町って言うのは自然エネルギーの

適地と報道されました。また、町内にようやく今年大手企業が３千４００ワットでしょう

か、それが１０何基でしょうか。それと去年あたりから小型の風力発電が随所で設置され

てます。それと、もう現場見ておられると思いますけども、太陽光パネルがもう設置され

てます。同僚議員は先日、ちょっと話をお聞きし、資料を見たんですけれども、私が太陽

光パネルの状況を見に行ったときには、奥の方にちょっとだけパネルが貼り付けてあった

んですけども、この間見た写真は全てにわたって、１万枚以上でしょうか、６億円をかけ

て既に完成していたと。もう担当者も、町長も前の総合計画のときにお話したように見て

いるかなあと思っておりますけれども、そんなように松前町で大手企業であり、個人投資

家がどんどんと自然エネルギーに着手している。自然エネルギーの立地は、私は多大な恩

恵をもたらすものと思ってます。しかし、立地は可能性と不安が潜在しているように思い

ます、というふうに文章で書いてみました。今後の方向と課題について伺いたいと。

それで、まず１点目。この２２８号線の消防の前に小型風力発電７基が設置されてます

けども、そんなように町民から不安の声、苦情などが出てないかなあというのが、まず１

点目、町長お聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 自然エネルギーについてのお尋ねでございます。まず、自然エネル

ギーにつきましては、ご承知のように太陽光発電、風力や水力発電、それから地熱発電、

それからバイオマス発電などなど、様々な自然エネルギーがございます。これは、議員ご

承知のとおりだというふうに思います。

松前町の状況みますと、現在館浜の岸さんの牧場付近に工事を今進めております太陽光

ソーラー発電。これにつきましては、先般現場を見てまいりました。まず、６０６億ヘク

タールの土地にパネル数で１万１千８８０枚というふうにお聞きしてございます。総事業

費につきましては、９億から１０億円というふうなお話を聞いてきたところであります。

今月末までに工事を完成させるというふうな状況で、売電は来年の３月から７月頃の予定

だというふうにお聞きしてきているところであります。また、札前の牧場付近には中型の

４００キロワットの風車が２基、平成１０年から稼働をしているところであります。現在

また館浜から清部までの大型風車、今議員のご質問にもありましたが、３千４００キロワ

ット１２基の土木工事が進んでいる状況であります。更に２０キロワット未満の小型風車

については、１２月の１０日現在で２９基の風車を確認しているところであります。

そんな中で、町民からの不安の声はないのかというふうなお尋ねでありますが、大型の

風車については、館浜地区において、土砂災害区域の山側に風車の設置が計画されている

ことから、不安の声がありまして、事業者に対しまして不安解消の対応を指導していると

ころであります。また、小型風車については、昨日札前地区の建設予定地が、あまりにも
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住宅から近いということで不安を感じているとの声も聞いております。昨日の話なので、

事業者の方に対しまして、不安の声を伝え、計画等の見直しについても指導していきたい

として考えているところであります。

また、国道を管理する開発などに対しまして、国道からの距離が近すぎるなどとの問い

合わせが住民より匿名であったというふうなことは、開発さんの方から聞いてございます。

開建と致しましても、国道からの距離の制限などは特にないようでありますので、その旨

を回答しているとのことであります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 当初、平成１０年に２基だったものが一気に大型、小型と合計で３

１基、一気に増えてきました。それで、今お聞きしますと、館浜で土砂災害であり、その

対応を大型の風力発電にお願いしただとか、小型風車でも札前地区で今そのような現象な

んでしょうか、一言苦情があるというふうにお聞きしたんですけども。このようなことに

対応するために、今３番目でお聞きしますけれども、２番目に今後の設置状況の問い合わ

せなどが、それとこういう考え方で設置したいよという、松前町の動きなどはつかんでい

るんでしょうか。答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今後の設置状況についてとのお尋ねでありますが、太陽光発電、更

には小型風力発電の設置については、特に自治体に対して設置の届出の義務もあるわけで

ありませんし、今後の設置情報を正直持っていないっていうところが現状であります。し

かしながら、どちらに致しましても風力、あるいは太陽光に致しましても北海道電力、北

電との接続認定がどちらとも必要となりますので、我々と致しましては北電からの情報を

得るために、北電といろいろ協議をさせていただいておりますけども、何せこう業界と個

人との関係もありまして、個人情報との問題もあるわけであります。必ずしも全ての情報

をいただくことはできない状況もあることを、ぜひご理解いただきたいというふうに思っ

ております。

現段階で私どもが北電からお聞きしている太陽光については、接続申請はないというふ

うに聞いております。また、小型風力発電、これにつきましては、既存の風車を含めまし

て、約４００件という話を北電側から聞いているところであります。住宅の少ない神山、

白坂、二越、大津、高野、小浜などで全体の約６割となっているようにお聞きしていると

ころであります。現在の接続件数は、先程も申しましたけども、約４００件と聞いており

ますけども、接続申請段階では、設置場所の確保のために地権者からの同意をいただき、

事業計画なしで接続申請しているケースもあるとの話を聞いております。実際に接続する

ようになると、北電の電源に接続するために、電信柱、北電柱が必要となるわけでありま

す。北電柱が近くになければ電線を引く工事も発生致しまして、事業者の費用の負担がか

さむことにもなります。実際は、４００件と聞いておりますけども、相当数の減になるこ

とも予想されているというふうに聞いているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) ちょっとだけ、この４００件っていう数字は聞いてたんですけども、

実際に４００件の数字ってのは、相当小型であろうと相当な数だなと今思いました。それ

で、うちの町のガイドライン見ました。この間、検討してみました。ここに書いてあるの

が、住宅からの距離、おおむね１００メーター、騒音・低周波対策、電波障害、自然環境

対策、景観対策、事業説明、その他、それと手続きマニュアル、申請書もございます。そ

れで、ガイドラインのこともそうなんですけど、この小型風車で今までこのガイドライン
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に沿って申請事務があったのかということ、まず一つお聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時１４分)

(再開 午後 １時１５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

○町長(石山英雄君) 今のご質問につきましては、担当課長の方から発言させます。よろ

しくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ガイドラインに沿った届出があったのかというお尋ねでござ

います。現在、来年からの事業になるかとは思っておりますけれども、４件ほど届いてい

るところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 来年からの部分で４件ほど。このガイドラインが作られたのは２９

年８月１日適用ということでございますね。それで、大沢の部分に今４基でしょうか、設

置されてますけども、これからもそうでしょうけども。このガイドラインで強制力が全く

ないです、強制力がないです。それで、自分が心配するのは、安全性、今消防の向かい側

にある中型の、あれ、２０キロ未満でしょうか、７基。僕は送電線に万が一、あの風の一

番受けるところで倒れたらどうするのか、羽根が飛んだらどうするのかだとか、それと圧

迫感だとか、それと通行する人達が低周波だとか、騒音だとか。それと観光バスであり、

それと移動交流人口の人達がどういうふうな気持ちになるのかなあ。それで、このガイド

ラインに書いている１００メーターということを、本当に守られてるのかなあというふう

な気持ちがあったもんですから。

それと次に、自然環境の消失。松前町は観光資源として景観であり、それとバードウォ

ッチング、野鳥であり、これを今観光資源として売り出しているんです。夕日であり、朝

日であり、津軽海峡であり、竜飛であり、それと岩木山であり、離島大島、小島、素晴ら

しい景観があります。それと、野鳥の北海道最大の通過拠点で、毎年バードウォッチング

しておりますけれども、自然環境喪失しないかなあという気持ちで。本当このガイドライ

ン大事なんです。

それともう一つ、見えない土地の売買。見えないんですよ、土地の売買が、どういうふ

うにして行われているのか。使ってないから、使われていないから土地を売買すると、し

たら売ってしまうが、お金、今随分高くなったから売ってしまうが。一番先に私が言った

のは、エコパワーでしょうか、あれ２０年前でしょうか、鳴り物入りで私達も期待をして

いたんですけども、ようやく松前で風力発電が動き出したのは、今年度がスタートライン

だと思ってます、私は。２０年後、３０年後、私達の町が使おうとして、活用しようとし

たときに、このガイドラインで十分なのかなということなんです。まず、それ町長答弁願

います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程、質問の中で当町のガイドラインにつきましては、２９年の８

月１日から適用させたところであります。現在平成２８年中に３０件以上の個人、あるい

は事業者からの相談を受けております。現在まで約５０件以上の相談を受けている状況で

ありますけども、本当に非常に多い件数になっているところであります。騒音や景観の観
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点から、住民の不安を解消するためにガイドラインを策定してホームページなどで公表し

ながら進めてきたところでありますが、ガイドラインを公表し、現在町内には２９基、実

際に設置されておりますけども、ガイドライン適用前のものもありますけども、基本的に

は事業者がガイドラインに沿って計画書などの届けをしながら、住民とのトラブル回避の

ための説明なども実施していただいている状況もあります。

いずれに致しましても、福原議員ご心配のように、松前の観光、自然、大きな要素があ

るわけでありますので、野鳥の飛行ルートとなっている白神周辺、更には松前城下周辺に

ついての景観を損ねないというふうな観点からもですね、いろいろ協議をお願いしている

ところであります。今般、１２月の１２日だったというふうに思っております。北海道新

聞の朝刊に稚内市での小型風力に特化した条例が、小型風力に特化した条例が成立された

旨の記事が載っているところであります。

いずれに致しましても地域でのトラブルの解消は避けなければなりませんので、今のガ

イドラインで足りない部分があるんだとするんであれば、これから動向を見極めながら、

騒音、あるいは議員ご心配の騒音や景観の観点からもいろんな検討をさせていきたいと、

していきたいというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 一番最初の表題に、私達の町としては、久しぶりに企業が積極的に

松前町でこの資源を活用して利益上げようとしているっていうことなんですよね。このこ

とがまず大きい意味があるなあと。そして、この３番目のガイドラインの最後に書いてお

ります、資源が無秩序な開発に至った場合、どうするのかなあということの心配なんです。

利益はあるだろうけれども、４番目に質問しますけれども、しかし、住民の安心、安全、

資源が、活用しようと思ったときに資源が失われて細切れ状態になってあったと。しかし

使えないよとなったときに、そのことを心配してるんです。いい資源だなと思う反面、そ

このところのルールをきちっとしなければならない。

それで、町長も今話しました。いわゆる条例っていうのは、町の私は憲法だなあと思っ

てます。うちの町条例に則って町は運営されてますから。そして、この稚内の条例をとろ

うとしたんですけども、私のパソコンがちょっと古いもんで立ち上がらなかったんですけ

ど、意見募集の要領だけをとってみました。やはり、資源、それを有効活用するには、私

は条例をつくらなければならないという意識なんです。それで、活用するために町のルー

ルを、ガイドラインでなく、条例をつくってきちっとした形で町民の安心、安全、景観で

あり、背面地であり、観光資源として有効活用するための、やはり町長、ここのところ決

断する時期でないかなと。それで、先程町長がこれから４００件の北電に申請予定、しな

いかもしれないけどもするかもしれない、膨大な数です。今、小型風力が２９基でしょう

か、そうすると１０倍以上ですよ。そうすっとありとあらゆるところに松前町は風力であ

り、いろんなものが設置されるということに。それは無秩序で、勝手にできるっていうこ

とですよ。ですから、条例について、やはりこの条例をつくってもらいたいっていうのは

今回の主題です。そして、この条例をつくるには、やはり農林畜産課で商工観光課と、頭

には政策財政がなってね、そして、３課で十分に協議をして、望ましい条例を僕はつくっ

てもらいたいと思ってるんです。町長、どうでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程のお尋ねで、土地が見えないっていうお話がございました。議

員承知のように、今回の自然エネルギー、風力の関係につきましては、例えば農地法の適

用を受けるものにつきましては、行政サイドでは把握できるんでありますけども、普通の
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不動産の売買となるとですね、行政サイドからの、への設置の届出が、届出の義務がない

ことから、なかなか把握することが難しい状況もぜひ理解してほしいし、ですから、北電

から直接個人情報と言いながらも、情報を提供していただいているっていうことをぜひご

理解していただきたいというふうに思います。

それとこの事業につきましては、事業がおりまして、いわば企業が、企業として動く状

況であります。従いまして、いろんな商売に、商売って言うんですか、営利を目的とした

中での取り組みがあるわけであります。松前町、いろいろ今ご指摘のように景観もありま

すし、更には自然環境保全もあります。いろんな稚内市などの情報もいただきながら、し

っかりと今後の動向を見極めていきたいなというふうに思っておりますけども、条例にす

るにいたしましても、企業にストップかけるような条例になるのか、正しく自然エネルギ

ーを推進するような条例になるのか、この辺もきちんと整理しなければならないというふ

うに思っております。

いずれに致しましても、少し情報を収集しながら、町民の皆さんが不安を感じないよう

な体制を検討してまいりたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長、稚内の新聞の切り抜きでより把握できないんでね、質問の質

がちょっと低くなりますけども、稚内市では罰則規定も盛り込まれてるんですよね。読ま

れたと思います、違反した場合は市が勧告や改善命令を出す、最も重い場合では事業者名

を公表する、ここまで踏み込んでるんですよね。

ですから、もう一つ同じ日に同じ新聞で載っかってたのが、新得の新得町では牧場を３

７０ヘクタール、町が取得したということなんです。それは、その酪農家が辞めてしまっ

たんで、いろんな業者がそこを買われるということは、無秩序な開発が進んでいくという

懸念があったもんですから、先行投資で買ったという方向が出てました。町が荒らされる、

町が安全、安心が損なわれたり、資源が失われる。そういうようなことが想定されるんで

あれば、やはりここの条例っていうのは、やはり必要不可欠だなあというふうに至ったわ

けです。ですから、町長が今答弁されたようにね、担当の課長さん方に指示して、そのこ

とを具体的に話し合いを進めていただきたいなということでございます。なぜかって言う

と、次の世代の人達が使おうと思ったときには、先程言ったように細切れになってあった

り、使いづらい状況になってあったりした場合には、私達としては苦しいなあというふう

に思いますんで、もう一度そこのところを答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本件につきましては国自体も、今までガイドラインによる取り組み

をしている、してきている現状にあることは議員承知のとおりでありますが、今議員心配

するように、地域地域においていろんな実態があるというふうに私も認識するところであ

ります。町民、住民とのトラブル回避のためにもガイドラインをつくって対応してきてい

るところでありますけども、まだまだ情報もらいながら検討する余地もあるんだというふ

うに思っております。

それから次のお尋ねで、経済効果とのお尋ねが、質問がされると思うんでありますが、

先程この事業については企業があって、企業で風車を設置して、しかしながら町民、私ど

もの町民の皆さんの中にも土地を売買したり、それから土地を貸し付けして使用料をいた

だくとかそういう、ようは町民の利益にも繋がる部分もありますので、その辺の部分も加

味しながら、ちょっと情報をいただきながら検討させていただきたいなというふうに思っ

ているところであります。条例化がいいのか、十分皆さんの意見、あるいは職員と相談し
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ながら進めていきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 慎重になってもいいんですけども、前、町長が当選なさって、その

ときに空家対策の関係で条例化、ようやく今回条例化なりましたけども、空家対策とそれ

と空地対策が、この５、６年で一気に進んだわけでございます。ですから、私達が６年も

７年も前に考えたことが一気に進んだんです。空地についてはこの間、増田座長が答申し

たような状況になってきます。空家については、松前町の条例した、福島町、全国的にも

自治体が一部助成をしながら、危険家屋について解体補償すると、そこまで一気にきまし

た。ですから、将来想定されることがわかっていたんであれば、わかるのであれば、もう

既にわかってますから、そのようなことで私は早急に事務を進められたらいいんでないか

なということでございます。

それで４番目、経済効果について。その前に一つ、農地法では賃貸で借りた場合には、

農地法の適用は受けないんでないかなと思うんですけども、農地法もそれ受けますか。農

地法で今パネル、ソーラーパネルが設置されてます。それは、やはり農地法が傘に入りま

すか、３条、５条、どうでしょうか。答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) 農地法という前に、今小型風力の関係のことについての農地

の関係でありまして、あくまで農地の中には立つことはできません。それで、今現在松前

町の現状としては、農業委員会として、畑を耕作放棄地ないし、そういう観点の中から現

況証明と言いまして、これはもう農地として見なさないと、見なせない、そういう証明書

をもらった中での風力発電の設置でありますんで、農地としての中の設置ということには

なりませんので、ご理解していただきたい。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 折戸浜の上のソーラーパネルの関係、あすこ賃貸で土地を借りてま

すよね。それはどうでしょうか、そこの部分を聞きたかったのさ。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) 館浜の、我々通常古川野という場所に福島の方の土地の所有

者の方がおりまして、それは以前畑でありました。風力が入る前に本人申請から約３０年

あまりに耕作放棄をしておりました。それで農業委員会に現況証明の申請があがりまして、

畑ではないということで、公簿上で、登記簿上です。畑から原野ないし雑種地におそらく

変えてからの設置だと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) わかりました。そのようなことでも借りれると。農地を原野であり

ね、わかりました。しかし、そこが届出が、現況届だけね、現況証明だけをすれば使える

と。しかし、きちっとした松前町に対しての届出はどうなんですか。その現況証明を証明

する、農業委員会で証明するだけで済むんですか。今の土地の小型であり、小型風力発電

であろうと。そこのところもう１点教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 農林畜産課長。

○農林畜産課長(佐藤工君) 我々、農業委員会と致しましては、あくまで目的とかいうも

のは問いません。あくまで本人、土地の所有者の方が畑を、もう畑できないんで原野にな

んなりっていう方向性があるものですから、畑を解除して現況証明出していただきたいと

いう内容でありますんで、その先にどう使われるかとか、例えば宅地にして家を建てると

か、雑種地、これまでは問いません。ただし、農業委員会としましては現況がどうである
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かということに対してのお答えですんで、あとそれはそれをどうしたかということで農林

畜産課の方に来るとか、そういうことはありませんので、あくまで農業委員会は現況証明

を出し、その本人が法務局なんなりに行って、公簿上畑から原野なりいろいろなものに変

えるということだけのうちらの職命でありますんで、ご理解お願いします。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) よくわかりました。それで、私が一番懸念している資源が、資源が

無秩序な開発に私は繋がるんでないかなあということを、それを言いたかったんです。で

すから、届出をしなくてもいい、何をしなくてもいい、しかし、設備や中型の風力発電そ

の他が設備されますよというふうなことで、利用しようと思ったときに利用できなくなっ

たときがどうなのかなあという心配するんですよ。そこのところをもう一度ゆっくり考え

て条例化についてはね、考えたらいいんでないかなということ。

それで、４番目の経済効果ですけれども、ここのところはどういうふうにうちの方とし

ての経済効果って言うんでしょうかね、税を含めて予測できるのかなというふうに気持ち

が。松前町の税収、今年の当初予算のパーセンテージ見ますと、歳入に占める割合、町税

が１０．８％、交付税が５４．９％でございますね。そんなことからいって、松前町とし

ての税収であり、それと町内の企業としてどうなのかというふうなことも含めて、経済効

果について。やはり経済効果が期待できるものだから、夢があり、希望があるよっていう

ふうに最後は捉えたものですから、町長答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 経済効果とのお尋ねであります。太陽光発電、更には風力発電事業

に伴う経済効果、当町におきましては短期間ではありますけども、風車や太陽光の機器設

置にかかる地元土木事業者等による雇用の創出がまず１点目考えられるというところであ

ります。それから、大型風車などの工事は大手のゼネコンであります清水建設が請け負っ

ておりまして、この下請けなどの事業者など合わせて１００名ほどの作業員が携わってい

ることから、地元商店などへの消費拡大なども図られてきていると、図られるものだとい

うふうに思っております。

それから風力発電に、風車に関しましては現在旧大島中学校のグラウンドなど事務所や

宿泊施設の利用、更には蓄電施設管理等の用地などの町有地の貸し付けも行われておりま

す。従いまして、町に不動産収入が入ってくるというふうなところであります。

それから、町内の、先程も申しましたけども、町内の個人の土地の所有者の方々に、地

権者における土地の貸し付けや売買収入が創出されるということであります。法令に則り

まして、固定資産税、この種のものでありますと償却資産となる固定資産税などの経済効

果がなってくるというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 雇用であり、作業員であり、町有地や個人の土地の所有者に、短期

のもので一時所得でないかな、一時的なものだなというふうに思います。長期的にはうち

の町税になるのかなと、固定資産税と償却資産税。それでこの間、担当課長が償却資産税、

１４０万円以上１．５％、１．４％償却資産、１０年なるか２０年なるか、そんなことで

償却資産税がかかるんですけども。それで、大企業が多いですから、個人投資家で個人経

営であれば松前町に確定申告しますけれども、大企業であれば、松前町に単独で確定申告

するのかなと。もう一つは、償却資産は町がかけるものですから、町が行ってソーラーパ

ネルであり、火力発電であり、町がかけれる税でございますから、それをどういうふうに

見てるかなあと思って。それで、松前町で確定申告しない場合、した場合、これも二通り
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あるのかなあと思ったりし、厳密的に。そこのところ、ちょっと答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 １時４１分)

(再開 午後 １時４１分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) まず、償却試算の申告の関係でございますけども、町外の業者

であっても町内の業者であっても、償却資産の所在する町村に申告する義務がございます

ので、その点では問題ないのかなというふうに思ってございます。

松前に事業所がなくても、ようは本部が東京であったりして、必ずそちらの方で松前に

償却資産の対象となる部分あれば、そちらの方からでも申告はあげる義務がございますん

で、あがってくるはずでございますけども、ただ、数が数なものですから、皆さんがきち

んと申告していただければいいんですけども、申告されない可能性もないとは言えない部

分あります。ただ、そういうふうな場合につきましては、当然こちらの方で調査しますの

で、申告してくださいよっていう形で適宜対処となる、法人であったり個人の方には通知

はするような形にしてございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今、松谷課長が答弁してくれたことを聞きたかったんです。やはり

相手が申告しなかった場合、義務があるけどもしなかった場合、これはちょっと危惧して

たんです、自分。うちらの町の財産を使って個人の所有物であろうとなかろうと、うちら

は税をかけれるものがかけれなかった場合には、安全、安心だとか資源だとか、いろんな

ことを想像してみると、逆に言うと不利益を被るなあというふうに思ったもんですから、

今の答弁、きちっと履行してもらいたいなと。

それで、私の薄っぺらい知識でより質問できないんですけども、そうしますと現状とし

てちょっと今、３千４００キロワットであり、中、小型風力も設置済みですけれども、将

来のは別として、どれぐらいの数字っちゅうんでしょうかね、税収って検討してみたこと

ありますか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今の徴収につきましては、当然ルールがありますんで、税率があり

ますので、税率によって適正に賦課をしていきたいというふうに思っております。全体で

どのくらいになるのかという検討につきましては、現状の中で今２９基とかそういう部分

であれば算定、聞き取りになりますけど、全体の事業費がまだ確定してない部分あります

ので、聞き取りで調べることはできると思うんでありますけども、おおよそ検討している

ようであります。答弁させます。

○議長(伊藤幸司君) 税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) どのぐらいというような形でございますが、実はその事業費っ

て言いますか、償却資産の対象となる金額がはっきりしないと出せないっていうのが現状

でございますが、ただ、小型風力、大型風力、それから太陽光につきましても、基本的に

１７年で減価償却するような形になってございますんで、だいたい１７年間で考えますと

設置事業は対象となる、設置費の大体８％から９％程度が１７年間で課税になるというふ

うに考えてございます。
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○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 大体数字っていうのは、僕は計算できないからあれですけども、担

当課としては、今の現状の２９基であり、大型のパネルで数字は出してると思いますけれ

ども、まず松前町にとってはリスクとそれとそれに伴う収益があるということだけは確か

ですよね。これ、リスクを軽減するためにはどうしたらいいかっていうことと、利益を松

前町の収入とするために適切な課税、それと町民事業者に恩恵がいくように、積極的まで

いかないけれどもそういうふうな松前町として動きがあればいいなあと、あった方がいい

んでないかなと、ルールはきちっとつくらなきゃならない。

それで、経済効果をそんな意味で聞きたかったんです。経済の効果が見えないと積極的

な活動、誘致活動もできない。資源を無駄にすることもできない、安心、安全も確保でき

ないんであれば、それブレーキかけるよりない。しかし、秩序ある中では回転させなけれ

ばならないということなんですよ。

そんなことで、町長、総合して経済効果が期待できるけれども、安心、安全、資源の有

効活用等々を鑑みて、最後に条例化について、答弁をいただきたい。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に今議員ご指摘のように、利益が発生してくる部分もあります

ので、皆さんが、町民の方々がトラブルに遭わないように体制をできればなというふう思

っております。

この事業につきましては、私と致しましては積極的に推進するというふうな立場では考

えておりません。松前町が置かれている現状、自然環境、あるいは景観含めまして、将来

的に大きなマイナスになる要素があるのであれば、ここはきちんと歯止めかけるように体

制を取ってまいりたいというふうに思いますし、それがガイドラインで可能なのか、それ

とも締め付ける、いっそう締め付けの強い条例がいいのか、その辺は先行しております稚

内の状況も含めまして、情報収集させていただきたいと思っております。決して推進する

というふうな立場では、今現在も進めておりませんことをぜひご理解いただきたいという

ふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 大事な資源だしね、税収も大事ですし、それと今、風と太陽光だけ

ですけども、海流が絶対この何年か後には出てきます。もう大分の方で実験している海洋

発電はもうほぼ完成したと聞いておりますし、やはり松前町としては使われていない海面

があった場合には、それと等々鑑みると、やはり、やはりここの部分っていうのは大事に

資源としてね、有効活用と規制っていうルールを設けた中で進めなければならないなと思

っておるものですから、最後に答弁いただいて、私の質問は終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 繰り返しになります。本当に松前町におかれている状況、マイナス

になるような状況は避けたいというふうに思っております。先程も申しました、先行して

いる地域の実情もきちんと情報いただきながら、今後の動向を見極めてまいりたいという

ふうに考えております。

○議長(伊藤幸司君) 次に、５番工藤松子君。

○５番(工藤松子君) 第２期に入ってからずっと松前病院の問題ばっかしを一般質問やっ

てきたわけですけども、午前中の梶谷議員の答弁から、それから３月の議場での町長の、

町長との答弁の中から、もう既に私の言うべきことは出尽くしたんじゃないかなと思い、

病院関係者、町長の思い十分に町民に伝えていくことができると思いましたので、関係者
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の皆さんにはお礼を申し上げたいと思います。

私は、いつも関心が困っている町民ってなれば、ピピッとこう来るもんですから、今回

は商工事業者経営改善等支援補助事業、この中小企業者が商工会窓口にして町の補助金を

いただけるっていうその事業に対してでございます。２８年度の一般会計の補正予算、こ

れは討議していたときに、十分担当課長の方から説明がございまして、手続きは難しいよ

うだけども、商工会に行くとスルスルとやっていただけると。そういうことでしたので、

小規模のこれは商工会に行って頼んでみたらっていう部分、そういう人方へは声がけをし

てきたつもりです。

ところが、中小企業と言っても何か、私はお店とか、飲食店とか、そういうところしか

目が行ってなかったんですけども、いろんな業種がありまして、これも２８年度の決算の

参考資料から、ああ、こういう人方も受けれるんだっていうことに気がつきました。とこ

ろが、最近になって商工会に入っていなかったせいか、全然そういう話聞いてない、申し

込むどころか、全然そういう町での事業があるっちゅうことも知らなかった、そういう話

を聞きました。経営安定改善、一生懸命努めてる人ですけど、そういう恩恵を受けていな

かったっちゅうことに私は、えってびっくりしたんです。それで、一つ周知徹底っちゅう

ところで、どういうふうな方策があるのか、そういうことを町長に答弁願いたいと思いま

す。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 商工事業者の経営改善等の支援事業の関係でございます。まず、補

助金の趣旨につきましては、議員ご承知だと思います。平成２６年度に松前商工会から町

の方へ強い要望がありまして、検討した結果、平成２８年度から事業実施したものであり

ます。いろいろな議論を重ねてきました、商工会側と。まず補助事業であることから、申

請事業者の経営状況、更には事業計画が適正化など、経営的に専門的なチェックや助言、

更には、経営指導を受けながら実施する必要性が高い事業であるというふうなことであり

まして、これらを指導監督できる機関として商工会の経営指導員からの助言、指導を受け

ながら実施することが適当であるっていうことで、この事業は商工会員を対象とした経過

があるわけであります。

それから、更に商工事業者も減少傾向にある昨今おきまして、比例して商工会員も減少

してきているところでありますので、商工会員の数の会員数の隔世も鑑み、会員以外と接

する機会にこの補助金も去ることながら、共済関係の充実やきめ細かい経営指導等による

経営の安定を持続させることが第一でありまして、それから支援補助金を受けたい、例え

ば支援補助金を受けたいから商工会に入るというふうなことではなくて、将来の経営の安

定や改善を図っていくために、身近に相談できる機関として商工会員となるべきでありま

して、商工会としてもそれを望んでいるところであります。そういうふうな部分を鑑みま

して、この事業をスタートさせてきたところであります。今議員ご指摘のように周知の方

法に、周知するべき方法についてのお尋ねだったというふうに思っております。商工会の

方にいろいろ協議しながら進めてきている事業であります。２９年度で２年目を迎えまし

た。もう１年実施する予定でありますので、いろいろ周知の方法にいろいろ言われる部分

あるかもしれませんけども、これから１年ありますので、補助金ありきではなくて、商工

会、補助金ありきで商工会に入るんじゃなくて、きちんとした商工会の会員の増に繋がる

ような方向で検討できる余地があると思われますので、もしそういう人がおりましたら、

商工会の方と相談していただければ、我々も検討する余地があ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。
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いずれに致しましても、スタートは商工事業者の会員数が減っている状況の中で、１人

でも多くの会員に利用していただきたいというふうな思いが、この補助金の新事業に繋が

っておりますので、今議員ご指摘のような方がいるようであれば、商工会の方に相談して

いただければ、我々もそれに対応できるように相談に乗っていきたいなというふうに思っ

ております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 窓口が商工会っていうことで、書類を自分で書くことなく相談に行

って、それで、商工会に入ってて連絡を受けたので、すごい助けられている人方も大勢知

ってます。ところが、商工会に入っていなかったばっかしに、そういうことが全然聞かさ

れてなかった。本当に町の方から連絡が全くなかったのかなと思って、ずっと調べてみま

した。そしたら、今年の広報の４月号です。ここに４ページのところに商工業の振興って

いうことで、これは町長の町政執行方針の中の一節なんですが、商工業っちゅう枠の中に

商工業者経営改善等支援補助金により、事業者の投資及び経営改善意欲の向上が図られて

いることから、引き続き実施するとともに商工会の運営の基盤強化を図り、商工業の活性

化を進めるため、支援してまいりますってことで、ただ普通の人方がこれを読んだだけで

は商工会の方にこういう制度があって、町の方でそれで動いてるんだっていうのが十分に

はわからないと思うんですよ。それで、私の相談受けた人にはそういう返事はできるんで

すが、そんなにそんなにどの事業者が商工会に入ってる、入ってないっちゅうのもわかり

ませんし、２８年度の決算の説明の中にも何人か加入された人方もいるってことは聞いて

おりますけども、本当に、中に入ってしまえばわかるけども、本当に私の目からももれて

るし、商工会の方から声がけがないままに過ぎてしまってるって人はまだ他にもいるんじ

ゃないかなと思うんです。

ただ、こっちはどちらかっちゅうと、本当に一人でお店やってる人とか、飲食店やって

るとか、本当の零細な部分で、私のわかる人には声はかけていけるんですが、そこまでじ

ゃなくて、ある程度自力で頑張っていて、そして商工会には入っていない、そういう方々。

ですから、そういう人方にも隅々まで、いつも広報活動どうこうって私は言ってるんです

けども、またそれと同じようになってしまうかもしれませんが、ぜひ周知徹底して、そし

てせっかくの町のお金ですから、頑張っていただきたいなと思うんです。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 工藤議員、聞かれたときご説明されているようであります。非常に

ありがとうございます。ただ、さっきも申しましたようにこの補助金、商工会の方から強

い要望がありましてっていうことをまずぜひご理解していただきたいと思います。それか

ら、いろんな議論を重ねながら制度設計するのに２年かかって事業化した経緯もあります。

いろんな方から意見を聞いた中で実施してきておりますので、今般こういう指摘を受けま

した、ご質問を受けましたので、今度は聞かれましたら、ぜひ商工会さんの方に相談して

みてくださいというふうな話をしていただきたいなと思うところであります。我々の方で

も商工会事業、主体は商工会ですので、商工会の方との話し合いをしながら、状況によっ

てはできることもあるんだろうというふうに思っておりますので、そういう人がおりまし

たら、ぜひ商工会の方に相談していけるように指導していただければ、我々も助かるなと

いうふうに思っております。

ご指摘受けましたので、職員ともきちんと話をさせていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) これからも、今回の商工事業者に対するこの事業だけでなくて、町
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としていろんなことが町民を盛り上げる、そういう活動が出てくると思いますけども、く

れぐれも徹底して周知してほしい、それが私の願いです。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時０３分)

(再開 午後 ２時２０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に、１番飯田幸仁君。

○１番(飯田幸仁君) 飯田です、よろしくお願いします。

今回はですね、全国規模のイベントを通じた振興策についてということで、いくつか質

問させていただきたいと思います。

松前町では、過去に全国規模のイベントやフォーラムが行われてきたと思います。継続

してるのは、今でも松前さくらまつり、それと松前城下マグロまつり、また書のまちづく

りと桜、松前産本マグロ、書のまちづくりを全国に向けてＰＲしているのは素晴らしいこ

とだと思いますし、私も微力ながら協力させていただいております。いろいろとお手伝い

させていただいてる中で、過去に松前町で行われた全道規模、あるいは全国規模のイベン

トについて、これからお伺いしていきたいと思います。

続いてるものもありますが、イベントのほとんどは一過性で終わってしまったものも多

いのではないかと感じています。大きなイベントには準備も必要ですし、予算もかかりま

すし、たくさんの人々が関わって町としても成功しなきゃいけないプレッシャーがあると

思います。それだけに開催したときの成功の達成感は充実したものになろうかと考えます

が、報告会が終わってそれでお終い、はい、次という印象を何となく受けておりました。

せっかくつかんだ大きなチャンスって言いますか、大きなイベントなので、その後いろい

ろなことをしていけば少しは町の有益になるのかなあと思っているんですが、その大きな

チャンスを何となく失ってるように感じたわけなので、今回一般質問をさせていただくこ

とになりました。

まず始めにですね、町長にお伺いしたいんですけども、まず町長が就任されてましてか

ら行ったイベントや、あるいは他の町で行われたイベント等に出席された講習会の主立っ

たものがもしありましたら、それをちょっと教えていただきたいんですが、よろしくお願

い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町長就任以来、どんなイベントに参加したかというふうなことであ

ります。今、答弁として用意させてもらってるのは、いろんなイベントに参加はさせてい

ただきました。町の振興ＰＲなど推進している、する観点からも参加することは大変有意

義だなというふうに思っているところであります。今の議員ご指摘のように、全国的なイ

ベントにつきましては、過去に開催している例もあるわけであります。例えば、一つとし

て平成２１年に松前町で開催されました第４回の北前船寄港地フォーラム。これにつきま

しては、現在松前町が４回目ですけども、今年は鳥取県で１１月に開催されまして、２２

回を開催される回数を数えているところであります。大きなところでは北前船フォーラム

は現在も続いているふうなことであります。いろんなイベント、例えば姉妹都市でのイベ

ントに参加なども、職員共々参加させていただいているところであります。やっぱり参加

するだけじゃなくて、きちんと町をＰＲできるような環境をつくりたくて参加させていた
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だいているところでありますので、ちょっと答弁にならないかというふうに思うんですが、

今、そういうところしか答弁用紙持っておりませんので、ご理解いただきたいというふう

に思います。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) ありがとうございます。北前船寄港地フォーラムは、私は参加はし

ておりませんでしたが、町で大きなイベントとして行われたのは記憶に残っております。

そのイベントに参加をされた後に、どのようにして町の活性化に取り組もうと思ったのか、

そこをちょっと教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に振り返ってみますと、いろんなイベントも参加させていただ

きましたり、いろんな町での参加した地域での声も聞くんでありますけども、どうしても

これ私の思っていることなんでありますけども、行政主導型の事業っていうのはですね、

どうしても短期間で終了しているのかなというふうな気をしているところであります。や

っぱり民間主導の事業が息長く続けられているような気がしておりまして、それが有益な

のかなっていうふうに私自身は感じているところであります。

確かに交流人口などの拡大に繋がるイベントの要素は、本当に単発的でなくて継続する

ところにその価値があ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ので、この

特性に応じた対応をきちんと考え方を整理する必要があるというふうに思っているところ

であります。総じて官主導型っていうのは短期間で終わっているのかなというふうな、私

が思う、そんな思いでいるところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) ありがとうございます。行政主導になりますと、どうしても予定が

立たなくなればその時点で終わってしまうというような印象は、私も受けておりました。

実は、ちょっと例えで申し訳ないんですけども、２０００年に行われました、今から１７

年前なんですけども、半島ツーリズム大学というフォーラムが実は松前町で行われており

まして、これは、主催が国土交通省と北海道、そして事務局がＪＴＢということで、たく

さんの人が松前に来て、三つの命題を掲げておりました、半島地域の魅力を広く国民一般

にＰＲすること、地域資源を生かした観光振興方策を検討すること、それから地域住民の

観光振興に対する意識の啓発を図るものとして、これ第１回目が松前で、第２回目は千葉

県の館山市、それから三重県、能登半島、九州と８回にわたりまして全国の半島でフォー

ラムが行われ、その栄えある第１回目が松前町で行われたんです。実は、その後ですね、

その半島がどういった活動してるのか、ちょっと調べてみたんですが、実は房総半島はで

すね、後々はとバスによります日帰りバスツアーで、これ日本一のバスツアーになりまし

た。海産物や菜の花やドイツ村を経由したものです。それと、能登半島では２０１５年上

期、皆様もご存じかと思いますが、誘致をされた結果、ＮＨＫの朝の連続ドラマ「まれ」

こちら放送されてます。また、同じ平成１６年に紀伊半島で行われた半島ツーリズム大学

と年を同じくして高野山が世界遺産になり、その後九州の大分県国東半島ではアウトドア

・アウトアンドウォーキングイベントということで、これは東京から旅費９万２千円とい

う高額な金額を提示して、東京からもお客様を招いております。この後、松前、第１回目

に行われた松前なんですけども、いろいろとイベントというのは私も経験しておりますの

で、どのようなイベントが行われたかというのは存じ上げてるつもりではおりますが、他

の地域に比べて、その進み具合が何となく鈍っているような感じを受けるんですが、町長

から見ました、他の地域に比べて何となく松前が足並みがちょっと遅いと思われる原因が
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もしありましたら、お答えいただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ２０００年、もう１７年前なりますよね、半島ツーリズム大学。ち

ょっとこの辺の記憶が定かでないんでありまして、申し訳なく思っているところでありま

す。総じて松前町でも全国的に向けて春の桜、今歴史的にもお城を抱えているところであ

りまして、いろんな過去にもイベントやってきております。先程もありましたように、現

在はマグロまつり、さくらまつりと通年を過ごせるようなお祭りを目指して頑張ってきて

いるところでありますけども、松前が決して遅れてるっていうふうな、流れに遅れをとっ

てるってるっていうふうな認識は持ってないんでありますけども、ただ、先程も申しまし

たけども、やっぱり民間活力が強ければ、民間の力が強ければお祭りがだんだん力がつい

てきてるっていうのは、ヒシヒシ感じておりますので、私どもで抱えてます観光協会、あ

るいは物産協会などと、の力もきちんと体力をつけることも大事だなというふうに思って

いるところであります。

松前が決して遅れてるっていうふうな捉えはしておりません。まだまだ伸びしろがある

んだろうなというふうな思いで、職員とも話しておりますし、これからも関連する事業主

体の皆さんとも話をしていきたいなというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 言葉の訂正をさせていただければ、遅れてるという表現はあまり適

していないと思っておりました、ちょっと失礼致しました。というのは、私も個人的にい

ろいろとお手伝いをすることが多いので、この町の観光をどうしようかとか、このイベン

トをどうしようかということを日々考えておりますが、なかなか町長と一緒で、これとい

った特効薬はないわけでございます。ただ、過去のイベントを見返ることによって、少し

は先へ進めていけるのではないか、過去の反省を基にして次回に進めていけるのではない

かということでございました。

次にですね、もう一つ事例を挙げたいと思います、よろしくお願い致します。次は、２

００５年に行われました北海道ヨットクラブ主催の松前クルージングについて、少し伺い

たいと思います。これは、松前町が主催ではないので、協力ということでのイベントだっ

たと思いますが、その後の業務について関連するために質問させていただきます。

２００５年４月に前町長が突然新聞記事に、松前でヨットの大会を開催しますと発表し

ました。これは、ある日突然新聞を読んで私も大変驚きました。ヨットの大会を松前でや

るのかという話に、上手くいくのかなあという不安感を覚えましたが、漁協、町の協力で

無事終了したことを覚えております。全国から４０艇のヨットが松前の港に集結しました。

見たこともない姿に大変驚いたものなんですけども、その後、大会が終わった後もヨット

マン仲間では松前はいいところだったという噂が広まりまして、現在でも、今年に関して

は資料はありませんが、昨年、２年前では最低でも年間２０艇から３０艇は松前に停泊し

ているそうです。このヨットについて、松前町で避難港ではありますが、港の一部を開放

するというＰＲとか、例えばおもてなしをすれば確実に停泊ヨット数が増えて、松前には

停泊料他、その方々が使う経済波及にもなり、松前には有益に繋がるのではないかと。松

前は江戸時代からの歴史が栄えた、特に港が栄えた場所でございます。ここで町長にお聞

きしたいのは、漁獲以外の部分の松前の海についての具体的なＰＲ、これについてお考え

がありましたら、ぜひお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ２００５年のヨットクラブのレース、私も当時、多分水産課におり
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まして、松前港で歓迎のセレモニーをやったような記憶しております。ただ、海象条件が

あえば成功しますけども、海が時化るとなかなか成功できない部分もあるわけであります。

それは、２００５年の関係については承知しております。それから、多くの人が松前に来

ていただきました。更にはカヌーでも青森間とも企画したこともありました。しかし、そ

れもやっぱり海象条件、海峡の流れで中止になったような記憶を今たどっているところで

あります。

松前の海、いろいろ今問題になってますけども、北朝鮮の関係で。離島二つの島を抱え

ている松前でありますんで、何とか有効に、この海を有効に観光に繋げれるというふうな

こともいつも考えているんでありますが、なかなか海象条件が合わなければ中止になると

いうふうなことで、本当に確実に海を利用した松前の大きなイベントっていうのは、離島

小島大きな資源だと思ってますが、なかなか実施に、天候悪くなって中心なったら次どう

するのっていうところにですね、保険が入っていけれない状況があるもんですから、踏み

込めない状況だというふうに思ってます。

この日本海の松前の島を二つも抱える状況の中でも、海の資源をきちんと利用できれば

したいなというふうに思っているところであります。何か議員、いい方法ありましたら教

えていただければというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) ありがとうございました。北朝鮮の問題がありましたんで、このヨ

ットの話はどうしようかと思ったんですが、松前の活性化を考えると避けて通れない話か

なと思いましてお話をさせていただきました。

今、これからヨットのイベントを開くというのは大変なことでございまして、ひょっと

したら、ちょっと無理かもしれないなあというのは、私も考えておりますが、ただ、松前

の町として松前の港を一部開放しますので、皆さんどうぞというメッセージ、あるいはど

うせ、どうしてもゴミの問題とかもなりますし、あとは受入体制って言いますか、受け入

れますよというふうに両手広げてメッセージを一つ入れることによって、ヨットの仲間で

は大変インターネットが普及しておりますので、あっという間に松前の港がヨット受け入

れるような姿勢を見せたよというメッセージがあると、どっと増えてくるようなお話を伺

っております。なので、漁獲は当然大事ですけども、それ以外の部分でも松前にとって十

分有益なことだと思いますので、これからも海のヨットはじめ、漁獲以外の部分でも注目

して、検討していただければありがたく思います。

どうしても、日本遺産に認定された関係もありまして、北前船の寄港地と合わせてＰＲ

することで、将来十分、ひょっとしたら雇用が生まれるかもしれませんし、その部分をご

検討していただければと思います。

次に、最後になりますけども、全国規模のイベントという括りと少しニュアンスが変わ

るかもしれませんけども、地方松前会のことについて、ちょっとお伺い致します。現在地

方松前会も高齢しているようでしたが、出席してみましたところ、懇親会は同窓会とか世

代を超えた会話が飛び交って、大変和やかな会場となっていました。

地方松前会は、皆さんご存じのとおり、函館、札幌、釧路、東京ですね、この四つとな

っておりまして、このイベントとはちょっと話が変わるかもしれませんが、東京の情報と

いうのは非常に重要だというふうに考えております。ここで、実は私東京松前会に出席し

て５年目になりますが、最初町長と会場を一緒にしたときに、町長の同級生の方々がたく

さん見えてまして、高齢化の心配をちょっと個人的にしっておったんですが、町長の同級

生が主に事務局を中心にやられておりましたので、これはいいなあと思ったときに、私も
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やはり自分の同級生に声をかけて来ていただこうということで、どんどん、若干ですが、

東京松前会に関しては若返ってる部分は非常によろしいかと思います。

今年５年目にして、ちょっと３０代の女性なんですけども、松前の出身の方が出席をし

てくれましたところ、来年のさくらまつりにですね、ぜひとも自分達が行うイベントを行

いたいという、少し進んだ話が舞い込んでまいりました。これはですね、東京松前会に出

席した方とお話をしたので、それがお話ができたんですが、このイベントについては、町

長もご承知のとおりだと思いますが、これ、もし来年５月に行うとしたら、どういった形

で町としてバックアップできるか、ちょっとお聞かせ願えればと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、ヨットの関係であります。いろんな業界の冊子もいっぱい出

てるようでありますので、ちょっとその辺の状況も、情報入ってくるようなことも、情報

とることも必要だと思ってますので、ちょっと職員と勉強させてほし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、漁港は漁港で遊漁船の場所もつくってますし、港

湾は港湾でまた漁港と違う規制のある中でプレジャーボートの受け入れもできるようにな

ってますので、いろいろ手法、方法があるんだろうなというふうに思います。それが、ヨ

ットのレースがどうか、これは別と致しまして、海に、港に船を集めるとか、人を集める

っていうふうなことでは有益なことだなというふうに思っておりますので、参考にさせて

いただきたいと思いますし、そういう案もありましたら、今後もご助言いただければなと

いうふうに思っております。

それから、松前会、いろいろ地域を思う都市部で働いてる松前町出身の方が一生懸命頑

張っている状況で、我々も１年に総会、総会には参加させていただくんでありますが、議

員おっしゃるように年配の方がですね、だんだん年とともに参加する人が減ってきている

っていう部分については、大変寂しく思うんでありますけども、やっぱり３０代、４０代

の方々が参加してくれることによって、その会がですね、永く存続するっていうふうな部

分もあるんだろうなというふうに思いますし、また釧路松前会の状況言いますと、やっぱ

り釧路で缶詰とか石炭とか、漁業関係で出稼ぎに行った方が向こうに定着しているってい

う状況ありまして、確かに高齢化しているのは事実でありまして、寂しい思いもするんで

ありますけども、皆さん地元松前を思う気持ちは本当に素晴らしくて、いつも激励を受け

てきている状況であります。これからもふるさと松前会につきましては、きちんと我々は

受け止めて、善意に友好なお付き合いをさせていきたい、していきたいというふうに思っ

ておりすので、まず理解していただきたいと思います。

それと、お尋ねの東京松前会、これは、この方は白神出身でありまして、松前の小中高

出まして、現在東京で頑張ってる女性の方なんであります。双子の姉妹の方で、美容関係

の仕事をされております。いろんな話を聞きました。町長室に尋ねてきていただきまして、

お話を聞いて、聞かせていただきました。松前の桜を利用した観光、さくらまつりの時期

に何とか東京から参加して、活性化に繋げれないかというふうな提案をされております。

私は積極的に参加、協力したいなというふうに思っておりますが、まず簡単でもいいんで

あります、企画書、どんなイベントを考えているのか企画書を提出していただきたいとい

うことを伝えております。今回は先月ですか、東京行ったときもお会い致しまして、企画

書簡単でいいので、こんなことやりたいというものがありましたら提出してくださいとい

うふうなことは伝えてきました。その企画書が出てきましたら、どんな応援体制ができる

のか、協力ができるのか、職員ときちんと対応できるように話も今進めておりますので、

どんな内容の企画書になるのか、それをいただいて検討していきたいというふうに思って
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おります。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) ありがとうございました。これからは自発的に行動をして、それが

産業に繋がって雇用が生まれるっていうのが理想でございまして、なかなかそこにまで伸

びていかないのが現状でございますが、アンテナだけはきっちり張っていただきたいと思

いますし、私もそのようにしたいと思います。

全国発信できるイベントっていうのはそうそうあるものではないので、なかなか大変だ

とは思いますが、もし行った場合は、行ったときが達成ではなくてスタート地点であって、

チャンスでもあると、そのように思っております。また、ＰＲなども今後継続して行って

いくと思いますし、なくしちゃいけない町だという強い気持ちがありますので、そういっ

た継続がすごく大切だということは改めて認識して、一般質問を終わらせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１０番斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) まず１点、町長の見解を求めたいと思います。松前半島道路の関係

です。１、２、３、４って書いてますけども、これ全部一緒ですから、一緒に質問させて

もらいます。

これ、かつて国鉄、今のＪＲですけども、松前線が廃止されたときに私も渦中におりま

した。それで、線路を外したら直ちに高速道路やりますというのが交換条件だったと私は

記憶をしてるんです。その後、私も国交省、あるいは開発局に行って交換条件だったはず

ですよというけど、曖昧に答弁するということを繰り返されてきましたので、町長として

はどのようにこの条件を受け止めて行動しておりますか。まずは、一つご答弁ください。

それから、渡島の総合開発期成会、今これ会長は亡くなった北斗の高谷市長がされてた

んですけども、それと半島道路の建設促進期成会の現状、どのようなことで動いているの

か。先月、商工会長も同行して陳情をしたということも、要望したってことも聞いてます

ので、この感触もご答弁願いたい。

更に国交省、つまり開発局ですけども、北海道局でもいいですけども、この半島道路の

建設にはいつ頃からやろうと、こういう感覚は得ているんじゃないかなと思うんですけど

も、この辺も合わしてご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 半島道路についてのご質問をいただきました。議員ご指摘のように、

国鉄松前線廃止の交換条件だったというふうに私も認識しているところであります。昭和

６２年の４月１日国鉄の分割民営化に伴いまして、ＪＲ北海道に継承となっていますが、

国鉄松前線は昭和６３年の２月の１日廃線、同日松前駅も廃止となっているところでござ

います。議員ご指摘の松前半島道路が交換条件だったか、国が承知していたかどうかは、

当時国鉄松前線が廃止となって既に３０年ほど経過している状況下の中では、また平成６

年から渡島西南４町で松前半島道路期成会も立ち上げて要請活動をしてきた状況もあると

いうふうに聞いております。平成１０年から期成会が休眠、立ち上げられた期成会が休眠

状態になっているというふうな経過もありますけども、いろいろそういう状況を顧みてみ

ますと、私自身は国としてはここの部分は、きちんと引き継ぎがされなかったのかなとい

うふうな気もしているところであります。しかし、これは、当時の状況はわかりませんの

で、私の思いを今述べさせていただきました。

それから、２点目の期成会の関係であります。平成２６年の１１月に２市４町、これは

函館市、北斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町を構成員と致しまして、松前半島道
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路の建設促進期成会が設立されております。会長には函館市の工藤市長が就任されまして、

私が副会長をしているところであります。平成２７年から渡島総合開発期成会、これにつ

きましては先程斉藤議員、ご質問の中で言われましたけど、今般逝去されました高谷北斗

市長さんが会長でありまして、渡島総合開発期成会との要望と合わせて松前半島道路の整

備促進期成会が、合わせて合同で要請活動を実施してきているところであります。また、

昨年から道南道路４期成会、単独要望なども実施しているところでもあります。地元の動

きと致しましては、昨年の１１月に町内、松前町町内の１９団体によりまして、町長に対

して早期の整備要望が出されておりまして、それを受けて今年の２月に函館開建に対しま

して、私と松前町の４団体の長、代表の方と建設推進の意見交換会に参加をさせていただ

いているところであります。渡島総合開発期成会は、今年５月に総会を開催致しまして、

７から８月にかけまして、北海道要望や東京要望を実施しているところでもあります。そ

の中できちんと松前半島道路の要請活動も実施をしてきているところであります。

それから、３点目のお尋ねであります。商工会長も同行して要望してたと聞いているが

という、感触はいかがかというふうなお尋ねであります。半島道路の要望については、１

１月の１６日に民間の代表と致しまして、木古内町、知内町、福島町、松前町の商工会長、

更には４町の議長、そして４町の町長が同行致しまして、国土交通省北海道局長をはじめ

２名の道路官房審議官と地域政策課長に対しまして要請活動を実施してきたところであり

ます。感触についてのお尋ねがありました。本当に非常にいい手応えをいただいたと思っ

ているところであります。要請活動をした官房審議官は、元の函館開発建設部長をした方

でありまして、この実情をしっかりご理解をしているようでありまして、まずその席上で

は木古内から松前までの長いスパンの半島道路も確かに大事だというふうに思うけども、

まず現状、通行止めになる箇所の解消することも一つの手段だというふうな話をしていた

だきました。松前、福島間の道路状況、本当に通行止めになる状況を気にとめていただい

ておりました。そんな思いで、前向きに話をされたなというふうには聞いてきたんであり

ます。

それから、国土交通省の考え方はいかがかというふうなことであります。国交省に対し

ましては、全体的な道路予算の確保の要請をして、現在実施している北斗、木古内間の高

規格や函館の空港の新外環状線、環状道路などの工事、計画的な工事が推進するように予

算の確保を要請しておりますけども、一方では強く松前半島道路の要請をしておりまして、

早期に、平成３１年、あるいは３２年には着工できるような要請活動をしているところで

あります。特に４町、西部４町では松前側からの工事を強く要望したいというふうなこと

も国交省に伝えてきているところであります。国交省はじめ、地元の開建と致しましても

大変な予算確保については、大変大きなハードルであるというふうなことも申しているよ

うでありますけども、現状通行止めになる状況もありますので、何とかその解消を早くで

きるようにというふうなことで要請をしてきているところであります。

現在の半島道路の期成会と致しましても、まず松前側から工事ができるように、強く強

く要望しておりますけども、４町が一緒になって、同じ思いで今取り組んでいる姿に対し

ましては、国交省の方も大変いい感触をしているようであります。今般は、先程も言いま

したように、松前、福島間を優先させるという部分につきましては、これは、こういうふ

うに理解してほしいんであります。松前、木古内間は半島道路で大きな計画ありますけど

も、その一部として、まず通行止めになっている白神の現道１本の国道の状況を早く改良

するために、回避するためにも松前と福島間を優先して防災事業として、道路の事業じゃ

なくて防災事業として検討したらどうだっていうふうなスタンスでは国交省は考えている
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ようでありますので、私はそれでも十分、まず福島と松前の間を防災道路として整備した

後にきちんと木古内まで繋げれるような、そんな体制も一つの選択肢になるのかなという

ふうに思っているところでありまして、総じて平成３１年頃に調査とか、それまでに調査

とかいうふうな部分で手がつけれれば、間違いなく進んでいけるんだろうなというふうに

思っております。

この議会終わりました２５日に官房審議官、私と福島の鳴海町長と上京しまして官房審

議官と面談することになっております。どんな話になるのかわかりませんけども、まず少

し前向きにとらえれるような状況を期待をしながら、面談していきたいなというふうに思

っているところであります。すみません、長々と答弁させていただきました。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 私、１分半ぐらいの質問をしているんです、あなたの答弁１０分も

かかってます。少しは時間の制限も気にしながら確認をしたいと思います。

今、白神の話が町長から出ました。落石防止の工事がずっとやられてますね。私は何よ

りも大事なのは、白神から福島のモヤマ、つまり福島峠の下の方です。そこまで最初にや

らなければまた落石事故がおきたりですね、この間、おまわりさんの車に大きい石がぶつ

かったりしましたよね。そういうことがないようにですね、配慮していかなきゃならない。

更に、吉岡の方にいけば海抜０メートルの道路、国道もあるんですよ。ともかく白神、福

島の工事、防災道路でも何でもいいんですよ、ようはトンネル早く掘れよと、こういうこ

とを申しておきたいと。これについての、２５日に国交省にもう一回行くという話になっ

てますから、十分この意を伝えてくれるように、もう一度ご答弁を求めたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 交通、通行止めになるといろんなライフラインにも影響しますし、

救急の体制もありますし、ゴミの体制もあります。いろんな大きな課題がありますので、

やっぱり一日も早く町民の皆さんの命を守る、そんな道路をきちんと整備してほしいなと

いうふうな思いをきちんと国交省に伝えてきたいというふうに思ってますし、まず函館開

建と致しましても有識者、学識のあるの方々を検討委員会をつくる準備もしてるように聞

いておりますので、検討委員会の皆さんが松前の方に、福島の方に入ってきて現地見るよ

うな状況も近々あるやに聞いておりますので、その辺も含めまして早期に、できたら３１

年に、３２年に目に見える姿が見れるような状況になれるように、２５日頑張ってきたい

というふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) その辺についてはね、町長として十分考えて、この陳情をしてほし

いなというふうに思います。平成３１年には木古内まで道路が来るんです。そこに入って

る予算を獲得するためには、来年１年が勝負だと思ってますので、心して取り組んでほし

いと思います。

次に、第２点目の景観条例の制定ということで質問させてください。松前町は大体バイ

パスが原口までずっと完成してもう１０年以上になるんですけれども、このバイパスには

江良、清部、静浦、札前、ある程度の家が建ち始めてますし、札前なんかも４件ぐらいに

なってますよね、それは、やっぱり地域が忘れさられていると。例えば原口なんか大きい

橋で通過してしまいますね、これからの観光はへき地がみんな、アジアの人方はへき地に

来るんだと。それはへき地を、へき地の何を見るかというと、へき地まで行く高速道路の

すごい工事だなということと漁港だそうです、アジアの人方が注目するのは、これから。

ですから、やっぱり江差から来る道路、函館から入る道路、そこそこに予算がかかると思
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いますけどね、そこそこにやっぱり国で建てる、江良、原口だけでなくて、やっぱりそこ

の地域を宣伝するって言うか、そういう看板のようなものが必要ではないのかなと、こう

思うんですよ。この点については、予算は大分かかると思いますけども、臨時的にでも計

画立ててやってほしいなということを思うんですよ。これについては、まず町長ご答弁願

いたいと思います。

それから、各部落にはそれぞれ何年頃にこの部落が、あるいは町内が誕生して、どんな

文化や芸能があるのかというようなことも調べてほしいなというふうに思うんです。例え

ば原口であれば、漁港もあるし、原口神楽もあるし、神社もあるし、お祭りもあると。こ

ういう各部落、部落には伝統や文化があるわけですね。これについては、教育長に今答弁

求めたいと思いますけども、文化課やあるいは学芸員の皆さんがおりますのでね、それは

ある程度簡単に調べれるなというような気がするもんですから、この点は教育長にご答弁

を求めたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 国道、バイパスの整備によりまして、町内の各地域が忘れられてい

るというふうなご質問でございます。本当に松前公園をメインにした国道からの案内表示

は集中的にしてきているところでありますが、一方では手薄なってきている部分だろうな

というふうに思うところであります。その地域地域でどんな資源があるのか、あるわけで

すから、それを表示することも一つの手法だなというふうに思っております。国道、それ

から町道含めまして、道道も含めまして、きちんと対応が可能かどうか、国道であれば開

建さんの方の話を聞きながら進めてまいりたいというふうに思っております。

やっぱり城周辺、松前公園周辺に集中して進めてきている部分では、片手落ちの部分あ

りますので、きちんともう一回検討させていただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、斉藤議員から一般質問をいただきましたんで、私の方か

らご答弁をさせていただきたいと思います。

冒頭、国道バイパス整備によりまして、町内の各地域が忘れ去られているので、文化や

地域の表示が必要でないかというふうなご質問でございます。確かに斉藤議員おっしゃる

ように、国道整備によりまして、各地域の旧国道や更には居住地域への人の動線が変化し

ておりまして、特に本町以外の小島、大島地区につきましては人々の流入が減少している

状況にございます。また、今お話ありましたように文化的なもの、歴史的なもの含めて国

道周辺に表示、更にはサイン的なものもないことから、その地域の魅力が地域の方々、更

には町内外の方々にも伝わっていないところがあるかと、そういうふうに思っているとこ

ろでございます。町内には、地域の魅力、更には地域の自然、文化的なもの、人、そして

自然、もの、そして文化財、いろんなものが松前町にあります。先程もお話ありましたよ

うに歴史的なものがたくさんある松前でございますので、このＰＲ発信がもっと必要であ

ろうと、そういうふうに考えているところでございます。斉藤議員ご指摘のように、各地

域の文化、地域の魅力をもっと発信するためには、サインの設置が必要だと、そういうふ

うに思っております。教育委員会と致しましては、この文化的なもの、歴史的なものを含

めて、どこにどのようなサインが必要かというものを職員と一緒に検討を協議してまいり

たいと、そのように思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) よく今、教育長には調べてもらってですね、町長の方へ伝えて、観
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光資源にもなるわけですから、十分心砕いてほしいなというふうに要望を申し上げておき

たいと思います。

更に、２点目ですけども、先程３番議員から風力発電のことについて、様々な質問がさ

れておりました。私もここは松前町が観光地だと思うんですね、白神から原口まで。白神

には渡り鳥があるし、館浜には大きな貝塚の跡があると、札前には竪穴住居の跡があると

かいっぱいあるわけですよね。ですから、それぞれの地域を特性を引き出してやるべきだ

というふうに思いますので、この辺も十分加味した検討をお願いしたいと思いますし、更

に風力発電の風車、更には携帯電話の鉄塔、あるいは消防のパンザマスト、たくさん高い

ものが建っているわけですね。特に気になるのは北電柱ですよ、電線と電柱。今、ほとん

どの美観地区では地中化してますね。これらについても十分な検討を加えていかなければ

ならないと。電力事業は経産省ですよね、更に電波は総務省かな、総務省でないかと思う

んですけども、これらもね、一緒に働きかけを強めていかなければ、松前は取り残されて

いくんじゃないかなというような気がするわけですよ。

だから、今言うように各地区の宣伝っていうか、物語をつくってですね、看板にして、

あるいはホームページで紹介していくということも必要だというふうに思います。美観を

損ねるような高い鉄塔って言いますかね、風車も含めてですけど、これは決して許すべき

ではない。電力の事業になったら経産省ですから、やっぱり国に行って町長、これ陳情し

なければね、先程３番議員の答弁にもありましたけども、国で規制しなければどうにもな

らないというふうに思うんですよ。ただ、国が動くまでは松前町は景観が大事な町ですか

ら、景観条例だけはぜひともつくらんきゃならない。そう思いますので、ご答弁を求めた

い。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員の一般質問でもお答えさせていただきました。決して松前

の景観にマイナス、大きなマイナスになるようなっていう部分につきましては、きちんと

守っていかなければならないなというふうに思っているところであります。いろんな指摘

がありました。北電柱の話、パンザマスト、それから携帯電話の、高い施設が本当に多く

なってきている状況の中で、一方では風力の関係もあるわけであります。町の景観を守る

ためにもですね、福原議員にも答弁させていただきましたけども、景観条例という括りが

いいのか、稚内みたいな形のものがいいのか、いろいろ検討、情報収集していきながら議

員お尋ねの部分につきましても、きちんと検討させていただきたいなというふうに思って

いるところであります。

本当に町の特徴、松前の、ならではのものをきちんと守っていきたいなというふうに思

っているところでありますので、ご理解していただければというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) さっきも質疑ありましたけども、ガイドラインだけでは強制力ない

んですよね。ですから、町長、あんたの後ろにいる頭脳集団もですね、頭を借りて、景観

条例だけは何としても私は必要だというふうに思うんですよ、一定の規制がかかります。

国に働きかけても国は時間かかるんですよ。ですから、できるだけ早く松前町に景観条例

は必要だというふうに思いますので、もう一回決意を述べてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程も答弁させていただきましたけども、文化もありますし歴史も

ある、景観もありますし、バードウォッチングなどなどいろんな松前町の特徴、特徴のあ

るものをきちんと守っていきたいなというふうに思っているところであります。景観条例
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の制定についてのお尋ねでありました。頭脳集団と検討させていただきたいというふうに

思います。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

議事日程協議のため議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時１１分)

(再開 午後 ３時２９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) 日程追加についてを議題と致します。

この際議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることにし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに決

定致しました。

◎議案第７４号 松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、議案第７４号、松前町体験交流センターの設置及び管理

に関する条例制定についてを議題と致します。

なお、ただ今議題となりました議案第７４号については、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。町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) ただ今議題となりました議案第７４号、松前町体験交流セ

ンターの設置及び管理に関する条例制定について、ご説明申し上げます。

体験交流センターにつきましては、館浜生活改善センターに替わります新たな施設とし

て現在建設中ですが、施設の設置と管理に関し、必要な事項を定めるため、条例を制定し

ようとするものです。条例の内容につきまして条立てて説明させていただきます。

第１条は設置です。体験交流センターの設置目的について定めています。体験活動を通

じて地域間交流を促進し、地域住民の相互交流、自主的組織活動の促進を図ることを設置

目的としています。

第２条は名称及び位置です。体験交流センターの名称は、「館浜体験交流センター」と

しています。

第３条は管理です。体験交流センターの管理は松前町と定めています。

第４条は使用許可です。使用する際は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない

こと。また、管理運営上必要があるときは、条件を付することができると定めています。

第５条は使用の不許可です。使用を許可しない場合の項目について定めています。

第６条は使用料です。使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない旨を

定めていますが、第３項では、町長が認める場合には使用料を減免することができると定
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めています。

第７条は使用料の還付です。納付済の使用料については、還付しないことを定めていま

すが、例外規定で、町長が認めた場合については、全額または一部を還付することができ

ると定めています。

第８条は特別設備の設置です。特別な設備を設置しようとする場合は、町長の許可を受

けなければならないと定めています。

第９条は使用許可の取り消し等です。使用を許可した者に対し、その許可の条件を変更

したり取り消したりすることができる場合の項目を示し、許可の取り消し等によって使用

者に損害が生じてもその責任を負わないと定めています。

第１０条は使用者の義務及び賠償です。使用者の現状回復義務について定め、施設に損

害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないと定めています。

第１１条は規則への委任です。条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めるとしてい

ます。

附則としまして、この条例は、規則で定める日から施行しようとするものです。

体験交流センターの供用開始は、平成３０年４月１日からを予定しておりますが、建物

の引き渡し前のため、施行期日を規則に委任するものです。

以上が議案第７４号、松前町体験交流センターの設置及び管理に関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(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

９番。

○９番(梶谷康介君) 第２条について、お尋ね致します。館浜体験交流センターという名

称になっておりますけども、非常に地域的にわかりやすい名前で、決して否定するもので

はございませんけれども、もう少し地域に馴染まれるような名前の選択ってのはなかった

んですか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) まず、体験を、設置目的の中でまずは体験活動通じて地域

間交流を促進しということがありますので、まずは体験交流センター、そして地域の名前

の館浜ということで館浜体験交流センターというふうにさせていただきました。

ただ、今より地域の方々に親しまれやすいような愛称を募集したいと思っておりまして、

館浜の地域限定で募集はさせていただきますけれども、来月の広報で館浜地域の方達を限

定に、より親しまれて愛されるような愛称を募集したいと考えておりますので、ご理解を

よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) 第７条の関係、使用料の還付のところですね、基本的には還付し

ないっちゅうことなんですが、町長が特別の事情があった場合は、その限りでないっちゅ

うの、想定されるのは例えばどんなときなのか、その辺、それだけ質問して終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) 例えば、自然災害等によって施設が例えば使えなかった場

合とか、そういうふな場合を想定しております。

○議長(伊藤幸司君) １１番。

○１１番(西村健一君) 今の答弁で災害等云々ちゅう場合は、最初から、そういうのを想

定された場合は、納付する前に納付しなくてもいいってのは義務者の方に通知とか何かし

ないんでしょうか。その辺のこと、納めてからの災害とかって発生の件なるのか、最初か
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ら災害あった場合はいったん納付してから還付する、どっちの方になるの、その辺。

○議長(伊藤幸司君) 町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) この還付というのは、まず納めてもらった場合の還付とい

うことでございまして、例えば納める前に使用の許可を出しました、使用料は納めてくだ

さいというふうにお願いして、納めて、まだ納めてない場合に、例えば自然災害で急遽施

設が使えなくなりましたっていう場合には、当然納めてませんので、還付ということは発

生しなくなります。その前に使用料が納めて、納めていただいた方に対して、施設がこう

いう状態で使えなくなりましたのでっていう場合には、その使用料については還付させて

いただくっていうふうなことでご理解をしていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番。

○３番(福原英夫君) １点だけ、この第１条の設置、前も似通ったこと聞いたかなと思う

んですけども、地域の活性化に資するため、豊かな自然や食などの資源を活用した体験活

動を通じて地域間交流を促進するとともに、住民の相互交流や自主組織活動の促進のため

い体験交流センター設置。この施設を運営するための職員は配置しないということだった

ものですから、それで、この交流センターの設置の目的を達成するために、そういうふう

なプログラムは阪本課長の担当課でつくるのか、各課、社会教育であり、福祉課であり、

いろんな関係課と協議しながらプログラムをつくるのか、商工観光とね。そういうふうな

ことを考えているのか。

もう一つは、ここの大事なところ、住民の相互交流や自主組織、この自主組織が重要か

なと思ったもんですから。こういうふうな組織はもう既にあるのか、これから準備をする

のか、まず２点を教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) まず、体験交流のプログラムに対しましては、施設に専門

の職員を置きませんので、まずは町民生活課と、そして水産課と観光協会と連携をしなが

らスタート地点ですので、今から先のことまでちょっと考えてなかったんですけれども、

少しずつ進めていこうと考えております。なので、水産課と観光協会と連携しながら、例

えば、観光客の方にどのように使っていただくかというふうなものを考えていきたいなと

思っております。まずは、松前漬けの体験交流から始めたいなと考えておりますので、よ

ろしくお願い致します。

設置目的の自主組織というのは、今現在館浜の地域ですと、例えば婦人会ですとか、老

人クラブですとか、こういう地域の中で活動している自主組織の方達に今までの館浜の生

活改善センターを使うように、ぜひ使っていただきたいということで設置目的の中に規定

しております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) この施設は地域の強い要望であり、あと町長も館浜地域はぜひ必要

だという考え方で決断した施設ですので、外部からの交流を主目的として、名称が書いて

ますけども、やはり外部からのことを主目的にすると疲れてしまいますので、町内の自主

的なサークルであり、行政間の抱えてる団体等でそういうプログラムの利用を考えたらい

いんでないかなあと、こう思ったもんですから、担当課長、どうでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) 福原議員おっしゃるとおり、スタートの段階から意気込む

とやっぱり大変だと思うので、やっぱり一歩ずつ進んでいきたいなというふうに考えてお
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ります。それがちょっと甘いと言われればそれまでなんですけれども、ので、体験プログ

ラム、今は松前漬けの体験プログラムというふうに考えておりますけれども、観光客の方

にぜひ利用していただいて、松前町に滞在時間を延ばしていただいて、更には泊まってい

ただいて、松前町に少しでもお金を落としていただくというふうに、それも考えておりま

す。更に、地域の方達の協力もいただいて、地域の方と交流しながら、例えば昔ながらの

べこもちをつくるときに、じゃあ地域の方達にお手伝いをしてもらって、地域の方と交流

しながら松前町の良さをアピールできればいいかなと考えておりますので、よろしくご理

解していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) どうしても新設の施設っていうのは、いい運営をしたいとこう思い

が強くなると思いますけれども、原口の交流センター、昨日でしょうか、夕刊にしめ縄づ

くりでしょうか出てたんですけれども、原口の交流センターを参考になさって運営を企画

したらいいかなあと。どうしても交流センターという名前と体験ということは頭にあった

もんですからね、参考とするんであれば原口の交流センターかなあと思っておりましたん

で、十分に検討して頑張ってもらいたいなと思ってました。

○議長(伊藤幸司君) 答弁入りませんか。

他に。

７番。

○７番(油野篤君) ちょっと一つだけ聞きたいんですけど、食品衛生の関係、保健所とか

の関係はどうなってますか。

○議長(伊藤幸司君) 町民生活課長。

○町民生活課長(阪本涼子君) 営利を目的として、そこで松前漬けをつくるわけではない

ので、許可は必要ないというふうに聞いております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ７番。

○７番(油野篤君) わかりました。売るのが目的でないからいいって、それはそうなんで

す。ただ、つくってる、例えば仲間がちょっと食中毒を起こしたとかなんとかってなった

場合には、あんまりいい思い出にならないんで、最低限度でも誰かそういうのをよく知っ

てる人もたまに、何て言うの、指導するっていうような形とった方がいいんではないかな

と思います。それだけです、終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮り致します。

ただ今議題となっております議案第７４号については、会期中に審査を終わることとし

て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(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

直ちに厚生文教常任委員会を開催し、その結果をご報告願います。

暫時休憩します。

(休憩 午後 ３時４５分)

(再開 午後 ３時５９分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

本議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油野篤君。

○厚生文教常任委員会委員長(油野篤君) 議案審査報告書の提出について。

平成２９年１２月２０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７４号の審査を終えたので、松前町議会会議規則

第７７条の規定により、別紙のとおり審査報告書を提出致します。

審査の経緯、審査年月日、委員の出席状況並びに出席要求した説明員は、記載のとおり

です。

審査結果。

議案第７４号、松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例制定については、

適正なものと認めましたので、原案のとおり可決するべきものと決定致しました。

以上で報告を終わります。よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 委員長報告が終わりました。議案第７４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(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

議案第７４号に対する委員長報告は可決です。これより起立により採決を行います。

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(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第７４号は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第７５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(伊藤幸司君) 日程第７、議案第７５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(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第７５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、その内容をご説明申し上げます。

説明資料として添付しております概要の１ページをお開き願います。

１、改正の趣旨であります。国家公務員に対する給与改定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等の期末手当支給率の改定に係る規定を整備するため、関

連する条例を改正しようとするものであります。

２、改正の主な内容であります。(１)は職員の給与に関する条例の一部改正であります。

①は、給料月額であります。平成２９年４月１日に訴求し、平均０．２％引き上げようと

するものであります。行政職給料表は１５ページ以降の別紙２をご参照願います。②は、

期末勤勉手当であります。アとしまして、再任用職員以外の職員は勤勉手当を０．１ヶ月

分引き上げ、期末勤勉手当合計で年間４．４ヶ月分に改めようとするもので、平成２９年
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度及び平成３０年度以降の内訳は、それぞれ記載のとおりであります。イとしまして、再

任用職員は、勤勉手当を０．０５ヶ月分引き上げ、期末勤勉手当合計で年間２．３ヶ月分

に改めようとするもので、平成２９年度及び平成３０年度以降の内訳は、それぞれ記載の

とおりであります。

２ページをお開き願います。次に、(２)一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の

一部改正であります。①は、特定任期付き職員の給料月額であります。平成２９年４月１

日に訴求し、１号俸と２号俸をそれぞれ月額１千円引き上げ、１号俸は３７万３千円に、

２号俸は４２万１千円にそれぞれ改めようとするものであります。②は、期末手当であり

ます。０．０５ヶ月分引き上げ、年間３．３ヶ月分に改めようとするもので、平成２９年

度及び平成３０年度以降の内訳は、それぞれ記載のとおりであります。次に、(３)町長等

の諸手当額並びにその支給条例から、(５)議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例までの一部改正であります。それぞれ期末手当を０．１ヶ月分引き上げ、年間４．４

ヶ月分に改めようとするもので、平成２９年度及び平成３０年度以降の内訳は、それぞれ

記載のとおりであります。次に、(６)はその他であります。平成２７年１月１日に１号俸

抑制された昇級を回復するもので、平成３０年４月１日現在、３７歳未満の職員の号俸を

同日に１号俸上位に調整しようとするものであります。

次に、３、その他であります。(１)の新旧対照表は、別紙１として３ページから１４ペ

ージに。(２)の行政職給料表は、別紙２として１５ページから１８ページにそれぞれ添付

しておりますので、ご参照願います。

次に、附則でございます。１３ページをお開き願います。第１項と第２項は施行期日等

の規定、第３校は給与の内払いの規定。

１４ページをお開き願います。第４項は平成３０年４月１日における号俸の調整の規定、

第５項は規則への委任の規定をそれぞれ記載のとおり定めようとするものであります。今

回の条例改正による給料表の改定、期末勤勉手当の制度改正による影響額は、特別職など

を含め、合計で４５８万８千円となります。

以上が議案第７５号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６８号 平成２９年度松前町一般会計補正予算(第７回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第６８号、平成２９年度松前町一般会計補正予算

（第７回）を議題と致します。
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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６８号、平成２９

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２９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

ものでございます。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８２

３万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億５６８万７千円に致

そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

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

によろうとするものです。

第２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２表債務負担行為

補正」によろうとするものです。

第３条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第３表地方債補正」によろうと

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。１７ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費で、２６万６千円の増額計上です。３節議員期末手

当として２６万６千円の増額計上です。これは、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。

１８ページでございます。２款１項１目一般管理費で、４６０万８千円の増額計上です。

９節共通旅費として、４５万円の増額計上です。これは、町長の公務出張の増など、各課

の決算見込みによる増額計上分でございます。１０節交際費として、４０万円の増額計上

です。これは、主に今年節目の第７０回さくらまつり開催時や観光協会記念式典などに、

姉妹都市からの来客者増に関わる分など決算見込みによる増額計上分でございます。１１

節共通経費食料費として、１０万５千円の増額計上です。これは、観光協会７０周年記念

式典などの来客増によるもの、更に今後の対応を含めた計上分でございます。１２節役務

日から１３節委託料まで行政情報システム事業として、合わせて３５１万３千円の増額計

上です。これは、ＬＧ１通信費分パソコンデータ消去分と廃棄手数料、更には委託料では

平成３０年４月の制度改正に伴う障がい者自立支援事業システム改修分と、介護保険と後

期高齢者保険料が郵便局で納付できるようにするため、システムの委託費用計上分でござ

います。１９節町村会会費及び負担金として、１１万１千円の増額計上です。これは、各

種協議会、期成会等の会費負担金などの決算見込みによる計上分でございます。

１９ページの２３節平成２７年度及び２８年度通知カード個人番号カード関連事務国庫

補助金返還金として、合わせて２万９千円の計上です。これは、平成２７年度及び２８年

度の実績の際、本来算定外となる再交付枚数が計上されていたための精算に伴う返還金の

計上分となってございます。５目地域振興費で、４５０万７千円の増額計上です。１１節

移住・定住推進燃料費として３万９千円、光熱水費で３万７千円の計上です。これは、ち

ょっと暮らし住宅の冬期間の利用が伴うことから、決算見込みによる増額計上分でござい

ます。次に、総合計画策定印刷製本費として、６万５千円の計上です。これは、総合計画

については、当初６０ページの３００冊を予定しておりましたが、資料編等も含め、約７

０ページの計画書となり、更にはワールドカフェ参加者や総合戦略委員などへの配布等に

よる増を見込み、増刷分の費用計上分でございます。１１節及び１８節体験交流センター

管理事業として、全体で３５６万６千円の計上です。これは、館浜体験交流センターにお

いて、体験交流事業を推進するため、施設内で松前漬け体験などのできる必要な消耗品及
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びテーブル、イスの他、冷凍冷蔵庫等の備品をそろえ対応を図ることから、その費用の計

上分でございます。２５節創玄書道会書のまちづくり基金積立金指定寄附金に関わる分と

して、８０万円の計上です。これは、創玄書道会から平成２２年度から２８年度まで１千

万円の寄附をいただき、北鷗碑林の管理や書道教育、更には席書大会へ財源充当してきた

ところでございます。このたび創玄書道会より松前町に対し、書道文化の振興、発展に寄

与するため、引き続き今年度から平成３３年度までの５ヶ年間の予定で年間８０万円の寄

附をいただくこととなったことから、基金に積み立てを致そうとするものでございます。

２０ページでございます。５項１目各種統計調査費で、１０万５千円の減額計上です。

１節報酬から１２節役務費まで増減がありますが、住宅土地統計調査や工業統計調査等の

決算見込みによる計上分でございます。

２１ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費で、２２万２千円の増額計上で

す。８節報償費から１４節使用料及び賃借料まで、行旅死病人取扱事業で、合わせて１９

万８千円の増額計上です。これは、去る１０月２７日に清部沖で漂流遺体が発見されたこ

とに伴い、既存予算を支出したことから、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。次に、１９節松前町民生委員協議会負担金として、２万４千円の増額

計上です。これは、北海道の民生委員協議会活動推進費交付基準の改正に伴い、１地区あ

たり年額２０万円から２２万４千円となったことから、その差額分に関わる計上分でござ

います。

２２ページでございます。３目老人福祉費で、１９１万１千円の減額計上です。１９節

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、１千２４０万９千円の減額計上

です。これは、前年度の療養給付費負担金の額の改定による減額計上分でございます。２

８節介護保険特別会計に対する操出金として、１千４９万８千円の増額計上です。これは、

介護報酬改定に伴う介護保険システムの改修費と人事院勧告による人件費の増額分による

計上分でございます。

２３ページでございます。２項２目児童措置費で、２２万９千円の増額計上です。２３

節平成２８年度児童手当国庫負担金返還金で、２２万９千円の計上です。これは、９月補

正において、平成２８年度の確定精算による返還金を計上したところでありますが、超過

納付額が確定となったことから、その差額分の計上分でございます。

２４ページでございます。４款１項１目保険衛生総務費で、９万４千円の増額計上です。

７節保険衛生賃金で、９万４千円の計上です。これは、臨時保健師賃金分で、訪問保健指

導や健康相談業務などの保健活動の充実を図るため、その費用の計上分でございます。４

目環境衛生費で、５６万１千円の増額計上です。１９節合併処理浄化槽設置補助金として、

５６万１千円の計上です。これは、当初５人槽３基、７人槽３基を見込んでいましたが、

実績見込みで５人槽３基、７人槽２基、１５人槽が１基となる予定から、その差額費用の

計上分でございます。

２５ページでございます。２項１目清掃総務費で、２４万円の増額計上です。１９節渡

島西部広域事務組合負担金(衛生部門)として、２４万円の計上です。これは、標準報酬月

額改定分と人事院勧告による松前町負担分の増額計上分でございます。

２６ページでございます。６款２項１目林業振興費で、２０万円の増額計上です。１３

節シカ駆除委託料として、２０万円の計上です。これは、当初３０頭３０万円を見込んで

いましたが、１２月１０日現在で３０頭の実績となっていることから、冬期間の樹木など

への被害が想定されるため、今後２０頭分を見込んでの増額計上分でございます。

２７ページでございます。３項１目水産業振興費で、４千円の増額計上です。１９節漁
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業近代化資金利子補給金として、４千円の増額計上です。新規で２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でございます。２目漁港管理費で、２９８万円の

減額計上です。１５節白神漁港物揚場改良工事請負費として、２９８万円の減額計上です。

これは、白神漁港施設の物揚場改良工事で当初北海道と松前町による工事を計画していま

したが、全工事について北海道が施工したことに伴い、全額減額となることから、その計

上分でございます。

２８ページでございます。７款１項２目観光振興費で、２４３万１千円の増額計上です。

１１節観光振興印刷製本費として、５５万８千円の増額計上です。これは、マップやリー

フレットの在庫不足が懸念されることから、日本語版観光マップ改訂版７千部をはじめ、

英語や中国語などの外国語リーフレット改訂版の増刷費用の計上分でございます。１９節

松前グルメ観光ＰＲ事業負担金として、８７万３千円の計上です。これは、東京ドームで

開催の「ふるさとまつり東京」への出展で、１月１２日から２１日までの予定で北海道文

化放送と共同出店し、メディア戦略による知名度の向上と食と観光ＰＲを実施するもので、

その費用の計上分でございます。次に、松前ウインターフェスティバル実行委員会負担金

として、１００万円の計上です。これは、商工会青年部が中心となり、観光協会等と実行

委員会を組織し、子ども達と親子で楽しめる冬のイベントを創出するもので、その費用の

計上分でございます。なお、事業概要につきましては、参考資料４５ページに掲げており

ますのでご参照願います。４目公園費で、２７０万円の増額計上です。１５節ガーデンメ

リット賞受賞、松前品種桜パネル作製工事請負費として、２７０万円の計上です。ガーデ

ンメリット賞は、イギリスの王立園芸協会が植物の種類に与える賞で、優れた新種の庭木

などを振興する目的で推奨、紹介するための賞でございます。これは、松前の桜が世界的

にも認められていることを広く周知するため、日英讃桜文化友好親善記念碑の近くに受賞

品種の写真パネルを展示するもので、その費用の計上分でございます。なお、作製工事の

概要については、参考資料４６ページに掲げておりますのでご参照願います。

２９ページでございます。８款５項１目住宅管理費で、１万円の増額計上です。２節町

営住宅管理火災保険料として、１万円の増額計上です。これは、１２月２２日完成予定の

豊岡第６団地Ａ棟の火災保険費用の計上分でございます。

３０ページでございます。９款１項１目渡島西部広域事務組合費で、３２１万４千円の

増額計上です。１９節渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)として、３２１万４千円の

増額計上です。これは、標準報酬月額改定分と人事院勧告による人件費の増により、事務

組合の補正による計上分でございます。２目災害対策費で、１１万円の増額計上です。１

節防災専門員報酬として、１１万円の増額計上です。これは、去る８月２４日の大雨によ

り避難所開設に関わる分、更に９月１７日の台風１８号により、加算分の時間外手当相当

分が予定を上回ったこと、更に今後の対応のため、その費用の計上分でございます。

３１ページでございます。１０款２項１目学校管理費で、５２７万円の減額計上です。

１３節松城小学校給排水暖房設備改修工事管理業務委託料として、６万５千円の減額計上

です。また、１５節松城小学校給排水暖房設備改修工事請負費として、５２０万５千円の

減額計上です。これは、事業管理料による入札執行に伴う減額計上分でございます。

３２ページでございます。４項７目郷土資料館費で、４８万４千円の増額計上です。１

１節印刷製本費として、４８万４千円の増額計上です。これは、来年松前城攻防戦から１

５０年の節目にあたることから、松前城資料館の展示替えをし、松前城縄張図等を複製印

刷するため、その費用の計上分でございます。

３３ページでございます。１２款１項１目元金で、２１０万９千円の減額計上です。２
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３節長期債償還元金として、２１０万９千円の減額計上です。これは、当初予定の利率見

直しと、２８年度過疎ソフトの起債額が予定額を下回ったための計上分でございます。２

目利子で、２４６万５千円の減額計上です。２３節長期債償還利子として、２４６万５千

円の減額計上です。これは、当初予定の利率見直しによる起債償還分の利率が下がったこ

とによる計上分となってございます。

３４ページでございます。１３款１項１目職員給与費で、３１９万４千円の増額計上で

す。２節給料から４節共済費まで、３１９万４千円の増額計上です。これは、国の人事院

勧告による増額分と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、歳入でございます。９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、７１１万４千円の増額計上

です。これは、歳出財源に対応するための計上分でございます。

１０ページでございます。１３款２項２目民生費国庫補助金１節社会福祉費補助金で、

障がい者総合支援事業費補助金として、１０４万２千円の増額計上です。これは、歳出事

業で計上しております平成３０年度制度改正システム改修分等に関わる国庫補助金の計上

部でございます。３目衛生費国庫補助金１節保険衛生費補助金で、循環型社会形成推進交

付金として、１８万７千円の計上です。これは、歳出事業で計上しています合併処理浄化

槽に関わる国庫補助金の計上分でございます。

１１ページでございます。１４款１項１目民生費道負担金１節社会福祉負担金で、民生

費民生委員負担金として、２万４千円の計上です。また、行旅死病人取扱負担金として、

１９万８千円の計上です。それぞれ歳出事業に対応するための道費負担金の計上分でござ

います。

１２ページでございます。３項１目総務費道委託金４節統計調査委託金で、各種統計調

査委託金として、１０万６千円の減額計上です。これは、歳出事業で計上しております統

計調査事業に関わる道委託金の計上分でございます。

１３ページでございます。１６款１項２目総務費寄附金１節総務管理費寄附金で、書の

まちづくり指定寄附金として、８０万円の計上です。これは、創玄書道会より平成２９年

度から３３年度までの５ヶ年間毎年８０万円の寄附をいただくことからの計上分となって

ございます。

１４ページでございます。１７款２項３目ふるさと松前応援基金繰入金１節ふるさと松

前応援基金繰入金として、２７０万円の計上です。これは、歳出で計上しています公園管

理事業のガーデンメリット賞受賞、松前品種桜パネル作製事業に繰入分の計上でございま

す。

１５ページでございます。１９款５項６目雑入１節雑入で、雇用保険料等個人負担金と

して、７万７千円の減額計上です。これは、決算見込みによる減額計上分でございます。

次に、渡島西部広域事務組合前年度決算譲与還付金として、１４２万３千円の増額計上で

す。これは、平成２８年度確定決算における譲与還付金の計上でございます。７目過年度

収入１節国庫支出金過年度収入で、平成２８年度児童手当国庫負担金精算収入として、２

２万９千円の増額計上です。これは、歳出事業で計上しています児童手当に関わる精算分

の計上でございます。

１６ページでございます。２０款１項７目教育債４節小学校債で、松城小学校改修事業

債として、５３０万円の減額計上です。これは、歳出事業で計上しています松城小学校給

排水暖房設備に関わる起債額の減額計上分でございます。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願います。
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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６１億９千

７４５万３千円、これに８２３万４千円を増額補正致しまして、補正後の額を６２億５６

８万７千円に致そうとするものでございます。

３ページから４ページでございます。歳出でございます。歳出につきましても歳入同様、

補正前の額に８２３万４千円を増額補正致しまして、６２億５６８万７千円に致そうとす

るものでございます。

５ページでございます。第２表債務負担行為補正です。追加の分と致しまして、漁業近

代化資金利子補給金について、記載のとおり限度額を補正致そうとするものでございます。

６ページでございます。第３表地方債補正でございます。変更の分と致しまして、松城

小学校改修事業について、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６８号でございます。大変早口で申し訳ございませんけども、よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番。

○３番(福原英夫君) ページ２８ページの負担金補助及び交付金、松前ウインターフェス

ティバル実行委員会負担金。当初予算の資料見たときにこのメニューがなかったんですけ

ども、新規事業でしょうか、どうかということをまず一つ聞きたいのと、それと、公園費

のこの工事請負費、この財源はその他となっておりますけれども、補助金でしょうか、何

かなのか、そこをちょっと教えてください。２点、お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ただ今のご質問にお答えさせていただきます。まず、１点

目のウインターフェスティバルのメニューが当初にはなかったので、新規かとのご質問で

ございますが、簡単に言うと新規でございます。当初にはこのお話なかったんですが、商

工課青年部の若者達が夏過ぎ頃から、ぜひ冬に子ども達と親子が楽しめる、そしていずれ

は観光のイベントに、今冬のイベントないもんですから、にしていきたいという思いで、

新規でつくったのがウインターフェスティバルということで、後ろの方に参考資料もあり

ますので、そういう形で新規で措置させてもらいました。

もう一つは、ガーデンメリット賞の財源のその他って何でしょうかっていう話なんです

けども、政策財政課長が早口で言ってしまったので聞き漏らしたかもしれませんが、１４

ページのふるさと松前応援寄附金の中の桜の分の中から２７０万を充当させていただきま

した。形的に、我々も桜の基金をどのように活用していくかということで、なるべく後世

に残せるものに、なるべく充当していこうというのを基本としたときに、今回のガーデン

メリット賞、イギリスで受賞した松前の桜１９種類のパネル展示は後世に残せるものとい

う判断をして、この桜の基金を投入したということでございますので、よろしくお願い致

します。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) そうすると公園費についての説明不足は、佐藤課長が悪いというこ

とでいいですね。

それで、わかりました、このことはね。それで、この１９節のウインターフェスティバ

ル、ちょっと心配なんです。心配だって言うのは、ジャンボの滑り台、これどなたがつく

るのかなと、今まで随分これで苦労していた時代があったもんですから。冬の事業、灯籠

まつりであり、いろいろやったんですけど、結果的には定着しなかったんですよね。それ
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で、もう１点目心配してるのは、２月の初旬っていうのは松前町が大抵雨なんです。これ

には私も悩まされました。神明グラウンドで雪上サッカーであり、いろんなプランを立て

たんですけども、１週間も２週間も前からグラウンドならしたんですけども、結果的に２

月の初旬の雨で没になりました。それで２月の１０日ってのは、その危険域に入ってるも

んですからね、まだＰＲ版は出してないでしょうから、十分にここんところも検討なさっ

たらいいかなあと。それで、滑り台については前、自衛隊がつくってくれて、氷も漁協の

製氷から持ってきて、そしてつくったんです。その作業量っていったら大変なものでした、

見てて。それで、そういうふうな段取りは実行委員会主導でやるのか、それともそういう

組織にお願いするのかな。そこのところをちょっと教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ただ今のご質問は、ジャンボ滑り台がどこがつくるのかと、

２月の初旬はたいてい雨で危険域でありますというお話のご心配をいただきました。

まず、ジャンボ滑り台につきましては、基本実行委員会がつくる予定でおります。この

実行委員会の中の商工会青年部の一員の皆様が、いいのか悪いのか、建設関係の人達も多

く、重機の使い方も慣れてるということもありまして、かなり意欲的に、何を、ウインタ

ーフェスティバルで何をやるかって言ったときに、最初に出たのがジャンボ滑り台でござ

いました。これは何とかしたいというお話でありますし、いろいろ今商工会青年部が、若

者が動こうというときにですね、チラチラ若者に対して我々は何て呼んだらいいんでしょ

うか。年寄りでもないですし、何て言えばいいんですかね。その上の年代の方もちょっと

影響受けてお手伝いもしてくれるようなお話もありますし、基本は実行委員会の若者の皆

様がつくるということになってございます。

そして、２月の初旬のたいてい雨の時期でないかというお話でございますが、大変これ

は今回、８月過ぎにこの企画が出たときにも大変日程を苦慮しました。というのは、既に

もう大きな日程は決まってございまして、なかなか日程を入れるところがないというのが

実情でございまして、このウインターフェスティバル自体、最近松前町はやはり雪が少な

いという実態もございますので、何とか今回参考資料にも書きましたけども、今回初年度

としては冬のイベントの実証、分析を図りながら翌年度以降に繋げていこうというのも、

まず大前提におきましてやらせていただきたいということで、一番雨も最近多いでしょう

が、統計的にいくと雪が多いのも２月ということもありまして、２月の１０日に設定した

ということでございますので、私は今日も雪がたくさん降ってますので、２月は雨になら

ず、雪が降ってくれるものと今は信じていきたいと思ってますので、よろしくお願い致し

ます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) まあ、佐藤商工観光課長の意気込みもございますんでね、実行委員

会を上手く機動させて成功してもらいたいなと。そして、継続が大事だと思うんです。

それと、この実行委員会の人達が次から次と自主的、主体的に企画をして、松前の町民

のためのサービスと観光事業ということと、商工関係の人達の生産性が上がるような、そ

ういうプランに結びつけていただければ、新規事業であろうとその意識っていうのは大事

でございますんでね、大事に育ててもらいたいなというふうに思っておりますんで、まず

雨が降らないことを願っており、そのときにはじゃんけんぽんしたいなと思っております。

まず、頑張って、いい企画にしてください。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)



- 55 -

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６９号 平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第６９号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会

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。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、ただ今議題となりました議案第６９号、平成２９年

度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第３回)について、その内容をご説明致します。

平成２９年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第３回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

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１千７７５万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１７億１千６３４万１千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の主な内容は、平成３０年度の新しいから国民健康保険制度に向けての北海

道国民健康保険連合会や北海道との情報連携等に係る国民健康保険システム改修並びに一

般被保険者高額療養費の補正が主な内容となっております。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明致します。８ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、１千４３１万４千円の追加計上です。９

節旅費では、１５万円の追加です。これは、平成３０年度からの新しい国民健康保険制度

に係る北海道と市町村との連携会議や研修会等の出席に伴う職員旅費で、開催回数の増加

等に伴い、年度末までに不足を生じることから追加するものであります。次に、１３節委

託料では、１千４１６万４千円の追加です。これは、新しい国民健康保険制度に係る国民

健康保険システム改修委託料の追加です。システム改修については９月補正予算でも計上

しておりましたが、今回は北海道国民健康保険連合会や北海道との住民情報、税情報と連

携するため、そのシステム改修を追加するものであります。

次に、９ページをご覧願います。２款２項１目一般被保険者高額療養費で、３００万円

の追加計上です。これは、９月と１０月の支払い実績において、心臓欠陥の疾患により手

術等によりまして、それぞれ１件あたり費用額で約７００万、３００万円という前年度ベ

ースを上回る高額な医療費が発生したため、年度末までの見込みにおいて不足を生じるこ

とから追加するものであります。

次に、１０ページをお開き願います。８款２項１目保健衛生普及費では、消耗品費とし

て、４万５千円の追加計上です。これは、小中学校の児童生徒を対象とした歯科健康教室
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の教材において、治療する歯科医師から中学生用の指導歯ブラシの追加要請がありました

ので、これを追加計上するものであります。

次に、１１ページをご覧願います。１０款１項１目一般被保険者保険税還付金及び還付

加算金で、４０万円の追加計上です。これは、国民健康保険の資格をさかのぼって喪失し

た場合や課税誤りなどで保険税を還付するものでありまして、年度末までの見込みで不足

が生じることから追加するものであります。

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す。６ページへお

戻り願います。

２．歳入です。２款２項１目財政調整交付金で、９５５万４千円の追加計上です。１節

普通調整交付金で、２９０万２千円の追加で、これは、財源調整のための補正であります。

また、特別調整交付金では、６６５万２千円の追加で、これは、歳出の国民健康保険シス

テム改修委託料において、国庫補助金の交付予定分を追加するものであります。次に、２

目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金で、３２万４千円の追加計上です。こちらも

歳出の国民健康保険システム改修委託料のうち、制度改正に係る国庫補助金の交付予定分

を追加するものであります。

次に、７ページをご覧願います。５款２項１目道財政調整交付金で、７８８万１千円の

追加計上です。これは、国の特別調整交付金同様に、歳出の国民健康保険システム改修委

託料において、道補助金の交付予定分を追加するものであります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正、事業勘定の歳入でございます。歳入合計、補正前の額１６億

９千８５８万２千円に今回１千７７５万９千円を追加し、補正後の額を１７億１千６３４

万１千円に致そうとするものであります。

次に、３ページをご覧願います。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１７億１

千６３４万１千円に致そうとするものであります。

以上が議案第６９号、平成２９年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第３回)の内

容でございます。何卒よろしくご審議のほど、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第６９号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７０号 平成２９年度松前町介護保険特別会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第７０号、平成２９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。
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○健康推進課長(高橋光二君) ただ今議題となりました、議案第７０号、平成２９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２９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条は、歳入歳出予算の補正です。第１項は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ１千９７万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１０億７千９９８万円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１９万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千３６０万５

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、来年度からの介護保険制度の

改正に対応するためのシステムの改修に係る経費と、給与改定等に伴う人件費の支出見込

みによる補正及び国保連合会に支払い致します審査支払手数料の補正となります。

それでは、歳出の事項別明細書によりご説明申し上げます。８ページをお開き願います。

８ページ、３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、１３節委託料で、１千１８万

５千円の増額計上です。これは、今年度中に改正が予定されております介護保険制度に対

応するため、介護保険運用システムの改修と、システムの更新を行う必要があることから

補正しようとするものです。

次に、９ページです。４款１項１目介護予防日常生活支援総合事業費では、２節給料か

ら１２節役務費まで、６２万４千円の増額計上です。職員１名の給料及び職員手当の改定

及び決算見込み等により増額補正をし、更には介護予防日常生活支援総合事業に係る審査

支払手数料の決算見込みにより、増額補正しようとするものです。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１０ページの４節共済費まで、１７万円の増額計上

です。これは、地域包括支援センターの主任保健師及び社会福祉士の２名の給料及び職員

手当等について、給与改定等に伴い増額となることから増額補正しようとするものです。

以上が保険事業勘定の歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。６ページ

をお開き願います。

６ページ、２．歳入です。３款２項５目介護保険事業費補助金では、１節介護保険事業

費補助金で６８万円の増額補正です。介護保険制度の改正に伴う介護保険運用システムの

改修に対しまして、国からの補助金が交付されることから補正しようとするものです。

続きまして、７ページです。７款１項１目一般会計繰入金３節事務費繰入金で、１千２

９万９千円の増額です。歳出で説明致しましたシステムの改修に関する経費、人件費等の

増額分に対応する、増額分の財源について、国からの補助金を差し引いた分につきまして

は、一般会計からの事務費繰入金で対応するため、増額補正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１０億６千

９００万１千円に、１千９７万９千円を追加し、補正後の額を１０億７千９９８万円に致

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１０億７千９９８万

円に致そうとするものです。

次に、サービス事業勘定、歳出の事業別明細です。１６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２節給料から４節共済費で、１９万９千円の増

額計上です。これは、町の居宅介護支援事業所、ケアマネージャーに係る人件費について、
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この度の職員の給与改定に伴い増額となるものです。

以上がサービス事業勘定、歳出の事項別明細です。これに対応致します歳入です。前の

ページ、１５ページです。

２．歳入です。２款１項１目一般会計繰入金で、１９万９千円の増額です。職員給与費

等の増額に伴い、一般会計からの繰入金を増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。１１ページにお戻り願います。

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１千３

４０万６千円に、今回１９万９千円を追加し、補正後の額を１千３６０万５千円に致そう

とするものです。

次に１２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１千３６０万５千円

に致そうとするものです。

なお、附表と致しまして、１７ページから２０ページまで、給与費明細表を添付してお

りますので、ご参照願います。

以上が議案第７０号、平成２９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。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７１号 平成２９年度松前町水道事業会計補正予算(第２回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第７１号、平成２９年度松前町水道事業会計補正

予算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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７１号、平成２９年度松前町

水道事業会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

この度の補正予算は、平成２９年の人事院勧告による給与改定に伴う給料支給率改定に

伴う勤勉手当の補正をしようとするものでございます。更に４月の人事異動等による給料、

手当、法定福利費の補正でございます。

それでは、予算書の１ページでございます。

第１条は、総則です。平成２９年度松前町水道事業会計の補正予算(第２回)は、次に定

めるところによろうとするものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。平成２９年度松前町水道事業会計予算第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、支出で、第１款

事業費、既決予定額２億１１５万円から２万６千円を減額し、補正後の予定額を２億１１
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２万４千円に致そうとするものです。内訳と致しまして、第１項営業費用で、既決予定額

１億９千４０万１千円から、２万６千円を減額し、補正後の予定額を１億９千３７万５千

円に致そうとするものでございます。

次に、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、第１号職員給与費で、既決予

定額４千８５７万６千円から、２万６千円を減額し、補正後の予定額を４千８５５万円に

致そうとするものです。給料で２１万５千円の増額、手当で２６万６千円の減額、法定福

利費で２万５千円の増額、合計で２万６千円を減額しようとするものでございます。

なお、今回の人勧により、給与費は本来増額になるところでございますけども、人事異

動等により、全体としては減額になったところでございます。２ページ以降に予算の説明

資料と致しまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定貸

借対照表等を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が議案第７１号、平成２９年度松前町水道事業会計補正予算(第２回)の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。

◎会議時間延長の議決

○議長(伊藤幸司君) 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

ませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致します。

◎議案第７２号 平成２９年度松前町病院事業会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第７２号、平成２９年度松前町病院事業会計補正

予算(第２回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。

○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました議案第７２号、平成２９年度松前

町病院事業会計補正予算(第２回)につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入及び支出で、収入としては、入院収益単価の増、
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外来患者数の増が年度末までに見込まれることから、入院及び外来収益の増額分、患者送

迎バス売却に伴う固定資産売却益の増額分を補正するものです。支出としては、人事院勧

告に基づいた給料表の改定及び制度改正による給与費の増額と、年度途中で採用された職

員、退職された職員など、年度末までの見込みによる給与費の増額分を補正するものです。

また、収入の増加に伴う薬品費等の増に対応した材料費及び燃油単価の増による燃料費を

増額補正し、患者送迎バス売却に伴う資産減耗費を減額補正するものです。更に、資本的

収入として、患者送迎バス売却代金に伴う固定資産売却代金を増額補正するものです。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

第１条は総則です。平成２９年度松前町病院事業会計の補正予算(第２回)は、次に定め

るところによるものです。第２条は業務の予定量です。平成２９年度松前町病院事業会計

（以下「予算」と言う）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するものです。第

２号年間取扱延べ患者数のうち、外来を４万９千７８４人から１千２７０人増やし、５万

１千５４人にするものです。また、第３号１日平均患者数のうち、外来を１９６人から５

人増やし、２０１人にするものです。いずれも４月から１０月までの実績と１１月から３

月までの見込みによるものです。

第３条は、収益的収入及び支出です。平成２９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するものです。収入です。第１款病院

事業収益は、既決予定額１２億４千３２６万８千円から今回３千５６０万１千円を増額し、

補正後の予定額を１２億７千８８６万９千円にするものです。その内訳と致しまして、第

１項医業収益で、既決予定額９億９千４６３万円から、今回３千５４５万４千円を増額し、

補正後の予定額を１０億３千８万４千円にするもので、この主な要因は入院患者の１日あ

たりの収益単価の増及び外来患者数の増によるものです。第３項特別利益で、既決予算額

１千円から、今回１４万７千円を増額し、補正後の予定額を１４万８千円にするもので、

これは、患者送迎バスの売却利益によるものです。

２ページをお開き願います。次に、支出です。第１款病院事業費用は既決予定額１２億

４千６１６万２千円から、今回２千６２６万６千円を増額し、補正後の予定額を１２億７

千２４２万８千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項医業費用既決予定額１

２億３千２１５万９千円から、今回２千６２６万６千円を増額し、補正後の予定額を１２

億５千８４２万５千円にするものです。これは、人事院勧告に基づく給与費の見直しに伴

う分、年度途中の採用及び退職などの年度末までの見込みによる給与費の増額、収入の増

加に伴う薬品費等に対応した材料費の増、燃油単価の増による燃料費の増、患者送迎バス

売却に伴う資産減耗費の減によるものです。

第４条は、資本的収入及び支出です。平成２９年度松前町病院事業会計予算第４条、本

文かっこ書き中「不足する額２千４４３万３千円」を「不足する額２千４４１万８千円」

に、「過年度分損益勘定留保資金２千４４３万３千円」を「過年度分損益勘定留保資金２

千３４１万８千円」に改め、減債積立金１００万円を追加し、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するものです。収入です。第１款資本的収入は、既決予

定額４千５５１万１千円から、今回１万５千円を増額し、補正後の予定額を４千５５２万

６千円にするもので、その内訳と致しまして、第４項固定資産売却代金として新たに患者

送迎バス売却に伴う代金として、１万５千円を増額補正するものです。

第５条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費です。第１号、職員給

与費の既決予定額７億８千４５万円から、今回３８１万９千円を増額し、７億８千４２６

万９千円にするものです。
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３ページをお開き願います。第６条は、たな卸資産購入限度額です。予算第１０条中、

「１億４千５００万円」を「１億６千７００万円」にするものです。

以上が、平成２９年度松前町病院事業会計補正予算(第２回)の内容です。予算実施計画

他、関係書類につきましては、３ページ以降に添付しておりますので、ご参照をお願いま

す。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって本日の議事日程は全て議了しましたので、本日はこれ

で散会致します。

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０３分)



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 伊 藤 幸 司

署名議員 近 江 武

署名議員 工 藤 松 子
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平成２９年

松前町議会第４回定例会

平成２９年１２月２１日（木曜日）第２号

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第７３号 松前町農業委員会の委員の定数に関する条例制定につい

て

日程第３ 議案第７６号 松前町生活改善センター条例の一部を改正する条例制定

について

日程第４ 議案第７７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制

定について

日程第５ 議案第７８号 松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例制定について

日程第６ 松前町総合計画に関する調査特別委員会調査報告について

日程第７ 議案第７９号 松前町総合計画に係る基本構想の策定について

日程第８ 意見書案第７号 朝鮮民主主義人民共和国からの不審船舶及び違法操業

船舶の対策強化を求める意見書について

日程第９ 意見書案第８号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改

善を求める意見書について

日程第１０ 閉会中の所管事務調査の申し出について

日程第１１ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

◎追加した議事日程

日程第１２ 議会改革に関する調査特別委員会の設置について

◎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７３号 松前町農業委員会の委員の定数に関する条例制定につい

て

日程第３ 議案第７６号 松前町生活改善センター条例の一部を改正する条例制定

について

日程第４ 議案第７７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制

定について

日程第５ 議案第７８号 松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例制定について

日程第６ 松前町総合計画に関する調査特別委員会調査報告について

日程第７ 議案第７９号 松前町総合計画に係る基本構想の策定について

日程第８ 意見書案第７号 朝鮮民主主義人民共和国からの不審船舶及び違法操業

船舶の対策強化を求める意見書について

日程第９ 意見書案第８号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改

善を求める意見書について

日程第１０ 閉会中の所管事務調査の申し出について
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日程第１１ 閉会中の正副議長、議員の出張承認について

日程第１２ 議会改革に関する調査特別委員会の設置について

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 伊 藤 幸 司 君 副議長 １１番 西 村 健 一 君

１番 飯 田 幸 仁 君 ２番 沼 山 雄 平 君

３番 福 原 英 夫 君 ４番 近 江 武 君

５番 工 藤 松 子 君 ６番 堺 繁 光 君

７番 油 野 篤 君 ８番 西 川 敏 郎 君

９番 梶 谷 康 介 君 １０番 斉 藤 勝 君

◎欠席議員（０名）

◎出席説明員

町 長 石 山 英 雄 君 副 町 長 若 佐 智 弘 君

総 務 課 長 尾 坂 一 範 君 政策財政課長 佐 藤 久 君

税 務 課 長 松 谷 映 彦 君 福 祉 課 長 岩 城 広 紀 君

健康推進課長 高 橋 光 二 君 町民生活課長 阪 本 涼 子 君

水 産 課 長 佐 藤 祐 二 君 渡 辺 孝 行 君水産課参事兼水産センター所長

商工観光課長 佐 藤 隆 信 君農 林 畜 産 課 長 兼 農 業 委 員 会 事 務 局 長

佐 藤 工 君 建 設 課 長 横 山 義 和 君

平 田 昭 浩 君大島 支 所 長 兼 小 島 支 所 長 兼 大 沢 支 所 長 会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

川 合 秀 樹 君 小 本 清 治 君病 院 事 業 副 管 理 者

病院事務局長 白 川 義 則 君 水 道 課 長 三 浦 忠 男 君

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

堀 川 昭 彦 君 鍋 谷 利 彦 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 鍋 島 孝 明 君 福 井 純 一 君

◎職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 鍋 島 孝 明 君 議会事務局次長 斉 藤 明 君

議会事務局書記 三 国 大 地 君
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（開会 午前 ９時５８分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、６番堺繁光君、

７番油野篤君、以上２名を指名致します。

◎議案第７３号 松前町農業委員会の委員の定数に関する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第７３号、松前町農業委員会の委員の定数に関する

条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長(佐藤工君) 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７３号、松前町農業委員会の委員の定数に関

する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

農業協同組合法と一部を改正する法律の施行に伴い、農業委員会等に関する法律が改正

され、農業委員会委員の選出方法が公選制から推薦、公募を経て、市町村長が議会の同意

を得て選任することと変更になったため、新たに定数に関する条例を制定し、現行の農業

委員会条例を廃止しようとするものであります。

次のページをお開きください。第１項は趣旨であります。法の規定に基づき、松前町農

業委員会の委員の定数を定めるものであります。

第２条は、定数であります。松前町農業委員会の委員の定数を８名とするものでありま

す。

附則であります。第１項では、施行期日を交付の日からするものであります。第２項で

は、松前町農業委員会条例を廃止するものであります。

以上が、議案第７３号、松前町農業委員会の委員の定数に関する条例制定の内容でござ

います。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)
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○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７６号 松前町生活改善センター条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第７６号、松前町生活改善センター条例の一部を改

正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(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７６号、松前町生活改善センター条例の一部を改正する

条例制定について、ご説明申し上げます。

議案の末尾に添付しております説明資料をお開き願います。松前町生活改善センター条

例の一部改正にかかる新旧対照表です。下段の説明欄をご覧ください。

白神生活改善センターにつきましては、建物の老朽化が著しく、危険な状態であること

から、また館浜生活改善センターにつきましては、新たな施設であります館浜体験交流セ

ンターの供用が開始されますことから、それぞれ廃止するため、条例を改正しようとする

ものです。

条例の改正内容です。現行第２条の表中、下線部分の白神生活改善センターの項及び館

浜生活改善センターの項を削り、改正案のとおりに致そうとするものです。

附則としまして、この条例は平成３０年４月１日から施行致そうとするものです。

以上が、議案第７６号、松前町生活改善センター条例の一部を改正する条例制定につい

てです。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７６号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第７７号、職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。
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○総務課長(尾坂一範君) おはようございます。

ただ今議題となりました議案第７７号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表の４ページをお開き願います。下段の説

明欄です。

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６３号）及び雇用保険法等の一

部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）に伴い、地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）が改正されたことにより、条例の一部を改正しようとす

るものであります。

改正の主な内容であります。１点目としまして、養子縁組里親の法定化に伴う改正。２

点目としまして、非常勤職員の育児休業の２歳までの再延長に伴う改正。３点目としまし

て、育児休業等の再度の承認等ができる特別な事情の追加に伴う改正であります。

１ページへお戻り願います。改正案の内容であります。第２条は、育児休業をすること

ができない職員であります。第３号は、非常勤職員の場合の養育する子の年齢要件などの

改正で、改正案のとおり改めようとするものであります。

第２条の２は、育児休業法第２条第１項の条例で定めるものであります。児童福祉法の

改正による養子縁組里親の法定化や、引用条項の改正により、改正案のとおり改めようと

するものであります。

１ページから２ページにかけての第２条の３は、育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日であります。第２号は地方等育児休業の略称規定の適用範囲を改正案のとおり改めよ

うとするものであります。新たに加える第２条の４は、育児休業法第２条第１項の条例で

定める場合であります。非常勤職員が１歳６ヶ月から２歳に達するまでの子を養育するた

めの特に必要と認められる場合を改正案のとおり、新たに加えようとするものであります。

現行の第２条の４は、育児休業法第２条第１項ただし書きの人事院規則で定める期間を基

準として、条例で定める期間であります。改正案のとおり、第２条の５に繰り下げようと

するものであります。

３ページをお開き願います。第３条は、育児休業法第２条第１項ただし書きの条例で定

める特別な事情であります。この第３条は、再度の育児休業の承認ができる特別な事情を

定めているもので、第６号は、保育所等の申し込みを行っているが入所できないことを。

第７号は、新たに規定した第２条の４をそれぞれ特別な事情に加え、それぞれ改正案のと

おり改めようとするものであります。

第４条は、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情であります。第３条第６号

の改正と同様に、保育所等の申し込みを行っているが入所できないことを特別の事情に加

え、改正案のとおり改めようとするものであります。

第１０条は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に、

育児短時間勤務をすることができる特別の事情であります。第７号は、第３条第６号及び

第４条の改正と同様に、保育所等の申し込みを行っているが入所できないことを特別の事

情に加え、改正案のとおり改めようとするものであります。

４ページをお開き願います。附則でございます。この条例は、公布の日から施行致そう

とするものであります。

以上が議案第７７号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７８号 松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第７８号、松前町防災行政無線施設設置及び管理等

に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第７８号、松前町防災行政無線施

設設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申

し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表２ページをお開き願います。下段の説明

欄です。防災行政無線の更新整備に伴い、新たに赤神地区及び茂草地区の２箇所に中継局

が必要となったことによる追加並びに江良地区及び原口地区の中継局の位置の変更、更に

は災害等の緊急を要する情報を速やかに伝達するための個別受信機の設置場所に、新たに

町の区域内に所在する事業所を追加するため、条例を改正しようとするものであります。

１ページへお戻り願います。改正案の内容であります。第２条は、設置であります。中

継局を新たに赤神地区及び茂草地区に２箇所設置し、江良地区及び原口地区につきまして

は、設置の位置を変更するもので、改正案のとおり改めようとするものであります。

第３条は、個別受信機の指定する場所であります。設置場所に新たに町の区域内に所在

する事業所を追加し、設置数を１台とするもので、改正案のとおり改めようとするもので

あります。

２ページをお開き願います。附則でございます。この条例は、規則で定める日から施行

致そうとするものであります。具体的には、全ての工事が完成し、実際に運用する日から

施行致そうとするものであります。

以上が、議案第７８号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。
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議案第７８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。

◎松前町総合計画に関する調査特別委員会調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、松前町総合計画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。

松前町総合計画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。松前町総合計画に関する調査特別委員会委員長西川敏郎君。

○松前町総合計画に関する調査特別委員会委員長(西川敏郎君) 松前町総合計画に関する

調査特別委員会調査報告について。

本委員会は、平成２９年６月２１日、松前町議会第２回定例会において承認を得た「松

前町総合計画に関する調査」を終えたので、松前町議会会議規則７７条の規定により、調

査報告書を提出致します。

設置の経緯、設置の目的、委員会の開催状況及び調査の概要については記載のとおりで

ございます。

調査報告。平成３０年度からの新たなまちづくりの指針となる松前町総合計画は、１０

年先を見通ししたまちづくりの基本となるまちの将来像を定め、今後の目指す姿と進むべ

き道筋を共有し、時代の変化やそれに伴う課題、地域の特性など、その実現に向けたまち

づくりの基本的な理念や目標、方針などを定める基本構想及びそれに基づく具体的な施策

を示す基本計画でなければならない。産業分野の漁業、水産加工業の振興は、原魚確保の

対策や外国人研修生による労働力の確保対策を講ずるとともに、漁業従事者の後継者育成

に努められたい。また、商工振興は、商工事業者への振興策、経営改善の支援、ＳＮＳな

どを活用した情報観光の取り組みに努められたい。

病院改革が計画に記載されていないが、実施計画で出現するようなものについては、財

源確保の問題もあるが、基本計画に追加してより良い計画づくりに努められたい。

学校教育は、小中高の児童生徒が減少していく中で小中学校が段階的に統廃合されてい

る現状にある。未来を担う子どもたちの教育、人材の育成が求められている中、家庭、学

校、地域、行政等がそれぞれの役割や機能を発揮し、連携して様々な課題解決に取り組ん

でいくことが重要である。また、書のまちとして、より一層の書道教育の推進に努力され

たい。

伝統文化の保存と継承については、町民の財産である松前神楽や江良杵振り舞など、世

代への継承と後継者を確保してしっかり守っていく必要があります。

史跡福山城整備については、具体的な方向性が示されてはいないが、町民へのアンケー

ト調査など気運づくりに努めてることも考慮し、町民が期待する計画づくりに努めてもら

いたい。

水道事業については、水道料金を昭和５６年から改定をしていない状況にあるが、給水

人口が増える要素はなく、設備投資したものは縮小できない中、老朽化したものへの対策

には大きな財源が必要となり、使用耐用年数が決まっている中において、水道の料金改定

に踏み切らなければならない時期が必ず到来する。町民の意見を踏まえ、将来的な議論が

必要となってるところであります。
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情報化社会の対応として、インターネット通信は欠かすことのできない時代となってお

り、その環境の整備が求められています。光ファイバー回線の町内全域敷設の早期実現に

向けた取り組みの推進に努められたい。

松前半島道路の整備要望は、平成２６年１１月に２市４町の首長で構成する松前半島道

路建設促進期成会が設立され要望活動を行っていますが、国道２２８号線の白神岬周辺で

は、台風、低気圧による大雨、高波、落石などで通行止めが発生し、大幅な迂回を強いら

れている現状であります。災害から人命を守り、安全で安心な暮らしを確保するため、地

域高規格道路の建設促進について強く要望するものであります。

災害対策としての庁舎移転改築については、町民の理解が重要であります。現在の庁舎

周辺に居住する町民から様々な意見も予想されるところでありますが、津波浸水想定区域

内にあるため、高台に移転する必要があります。財政的な課題もありましょうが、方向性

を示すべきであります。

移住定住の施策について、町の魅力の情報発信など松前町の人口が少しでも増加できる

ことを考えて将来の移住者の獲得、成功に期待するものであります。

行政主導型のまちづくりから、町民主導による自立自助のまちづくりへ転換を図り、町

民が参加できる仕組みを構築し、住民自治組織等の機能の育成、強化を推進することがこ

れからの時代を生き抜くために重要であると考えます。

効率的な財政運営について、人口減少が進む中で役場職員数の目標値も減少となってい

ますが、役場は町内での就業場所として貴重な存在であります。将来的な財政を踏まえ、

更に優秀な人材を確保しながら運営していくことが重要であります。

以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済と致します。

◎議案第７９号 松前町総合計画に係る基本構想の策定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第７９号、松前町総合計画に係る基本構想の策定に

ついてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) おはようございます。

ただ今議題となりました、議案第７９号、松前町総合計画に係る基本構想の策定につい

て、ご説明申し上げます。

松前町総合計画策定条例第４条第１項の規定に基づき、松前町総合計画２０１８年度か

ら２０２７年度に関わる基本構想を、一つ、力を合わせて産業を育てる活力のあるまち。

二つ、豊かな美しい自然と調和し共生するまち。三つ、子どもが元気に、誰もが健康で快

適に暮らせるまち。四つ、生涯の学びを通して心豊かに地域文化が育つまち。五つ、生活

基盤と生命、財産を守る安全で安心なまち。六つ、人権が尊重され、思いやりあふれるま

ち。七つ、分権時代に相応しい、自立と協働のまちの七つの基本構想について、議決をい

ただこうとするものでございます。

現在の松前町総合計画につきましては、皆様ご承知のとおり、平成２０年度から２９年

度までの１０ヶ年の計画期間となっており、本年度が最終年となっております。このため、

来年度２０１８年度から始まる次期総合計画を策定するにあたり、本年３月に各課の管理

職で構成する策定委員会を設置し、新たな総合計画の策定協議を進めてまいりました。未

来を担う子どもや若者、経験や知識を持った高齢者など、町民が協働してまちづくりを進
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めていくことを基本理念とし、心豊かなまちづくりを町民とともにと掲げ、人口減少の中

で人と人との繋がりや地域と地域の結びつきにより、相互に連携補完し、経済的な豊かさ

以外の視点も含めて真の豊かさを実感できる、将来にわたって住み続けたいと思える生活

満足度の高いまちを目指す、まちの将来像としたところでございます。更にキャッチフレ

ーズの「桜咲く、笑顔輝く住みたいまちへ」は、桜が咲き誇る松前町で生活満足度や心の

豊かさを笑顔に例え、誰もが住み慣れた地域で住み続けたい町をイメージし、住んでみた

いと思えるまちづくりの思いを込めております。計画の策定にあたっては、総合戦略策定

委員会からの意見聴取や、役場若手職員のワークショップの開催、町内小中学生の松前の

未来を考える合同学習会、更に町民を対象にワールドカフェの開催と、パブリックコメン

トによる意見募集などを実施しており、松前町議会においても３回の特別委員会を開催し、

意見を伺っているところでございます。

計画案につきましては、９月２７日に開催の松前町総合計画審議会に諮問し、去る１１

月２２日開催の第３回審議会において答申をいただいたところでございます。

計画の概要と致しましては、計画案にありますように、第１編序論で、計画策定の趣旨

や町の概要を掲げております。第２編基本構想では、まちづくりの基本理念と目指すまち

の将来像、政策展開の七つの基本構想を掲げたところであります。第３編基本計画では、

３０項目の基本計画を掲げ、その現況と課題を捉えながら主な施策を掲げており、まちづ

くり指標は２０１６年度実績値に対し、前期計画最終年の２０２２年を目標値として、生

活数値目標を掲げているところでございます。なお、実施計画については、基本計画に従

い、前期５ヶ年と後期５ヶ年とし、社会経済情勢がめまぐるしく変動する社会の潮流に対

応するため、毎年度状況の変化に合わせたローリング方式を取り入れ、実施計画の個別事

業の実施に対応してまいりたいと考えているところでございます。

最後に、ワールドカフェなどの町民からの意見や議会の調査特別委員会の意見、更には

審議会の答申を踏まえ、各施策への反映と満足度調査や事業評価など、その実現に努力し

てまいります。

以上が、議案第７９号の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７９号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第７号 朝鮮民主主義人民共和国からの不審船舶及び違法操業船舶の

対策強化を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、意見書案第７号、朝鮮民主主義人民共和国からの不審船

舶及び違法操業船舶の対策強化を求める意見書についてを議題と致します。



- 71 -

提出者の説明を求めます。１１番西村健一君。

○１１番(西村健一君) 意見書案第７号、朝鮮民主主義人民共和国からの不審船舶及び違

法操業船舶の対策強化を求める意見書について。

別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出するも

のであり、意見書の内容については記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第７号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第８号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を

求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、発議案第８号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交

替制労働の改善を求める意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長油野篤君。

○厚生文教常任委員会委員長(油野篤君) 意見書案第８号、安全・安心の医療・介護の現

実と夜勤交替制労働の改善を求める意見書について。

別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、

意見書の内容については記載のとおりであります。

ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について
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○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問に関する事項について、閉会中所管

事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長からの申し出のとおりこれを承認する

ことにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を承認することに決定し

ました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) 議事日程の追加についてをお諮り致します。

松前町議会では、平成２３年第３回定例会において、議会改革に関する調査特別委員会

を設置し、議員定数、議会委員会条例、議会会議規則、議会の運営に対応する基準、各委

員からの提案事項等について調査を行ってきました。その結果を受けて、常任委員会委員

の複数所属制導入や議員定数及び選挙公報等についての議論を行ってきたところでありま

す。めまぐるしい行財政の変化に対応するべく、一層の議会運営の効率化と活性化に向け

た取り組みが必要であると考えますので、この際、議長を除く全議員で構成する議会改革

に関する調査特別委員会を設置し、終了するまで閉会中の調査をしたいと思います。

よって、本件を日程に追加し、日程第１２とし、直ちに議題とすることにご異議ありま

せんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議会改革に関する調査特別委員会の設置については、直ちに議題とすることに
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決定しました。

よって、議会改革に関する調査特別委員会の設置について、日程に追加し、議題とする

ことは可決されました。

◎議会改革に関する調査特別委員会の設置について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、議会改革に関する調査特別委員会の設置を議題と致し

ます。

お諮り致します。

本件については、議長を除く全議員による特別委員会を設置し、終了するまで閉会中の

調査をすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

５番。

○５番(工藤松子君) 調査特別委員会であれば、今まで経験した形、対面して、司会のも

とにこちら側から聞いて、お互い議員間の意見交流っていう形になっていない、そういう

経験上、そういう場面が続いてました。それで、お互いの議員同士の意見交流、討議、そ

ういうものが必要だと思いますので、全議員による、全議員協議会って言うんですか、そ

ういう形の方がよろしいかと思います。

○議長(伊藤幸司君) 異議がありますので、起立によって採決致します。

３番。

○３番(福原英夫君) この特別委員会を議長の考え方、また町内会連合会との協議の中で

今回提案されたわけだと思うんですけども、この連合町内会との話し合いが３月でしょう

か、今年の、４月でしょうか。そうして、今１２月でございます。私達の任期があと１年

ちょっとでございます。そんな中で十分な協議ができるのかなあという、大事な案件でご

ざいます、特別委員会、今回の内容。それと、事前に議員個々から意見を徴収しておりま

す。ですから、時間がなくて、どれだけの時間を費やす、費やして結論出すかも見通しが

見えない、具体的な方向性が見えない、ちょっと違和感があったわけでございます。私は。

それで、病院の特別委員会も休会したり、１年やられない。また、どのような方向で行

くかわからない中で、今この特別委員会を設置するっていう意義がちょっと見えなかった

わけでございます。それで、議長の方から、そこのところをちょっと説明いただいて、再

度また質問させていただきたいなということでございます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時３１分)

(再開 午前１０時３５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

３番。

○３番(福原英夫君) 議長の趣旨、考え方はよくわかります。そして、議員の役割という

のは大きいわけでございます。しかし、町民が私達に投げかけていることの一番の重要な

ポイントは、報酬だとか、身分の保障だとか、そういうことではなく、議員として町のた

め、まちづくり、町民の一人一人の暮らしのために議会議員としてどのような役割を果た

すかということが、一番松前町としては重要な事項でございます。ですから、先程議長が

十勝方式のようなことを言われましたけれども、私は逆行してるものですから、やはりそ
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このところの意見の疎通を十分に図った中で、図った中で特別委員会を設けるなりした方

が、私はよろしいんでないかなという考え方だったんです。

それで、１点目、議会改革の重要性を当初から考えていたと、しなければならないとい

うことで思っていたということでございますのでね、そうであれば、やはり議長が就任し

た段階でそういう問い掛け、働きかけをしながら、そして新しい情報が伝わった段階、全

道の議会、議長会、または全国の議長会等々でそういう情報が伝わった中で、その都度必

要性を持って４年間の中でやられれば良かったかなあというふうに思ったものですから、

私自身としては、議会改革の大事なポイントを、まず第１ポイントとしてはタイミングを

失ってしまってたなあというふうな気持ちがございますんでね、そこの前段の特別委員会

ではなく、議会改革の重要性は十分わかりますので、しなければならないということもは

っきりしてますので、ですから前段で十分な協議をなさって、そうして提案する。それは

短期間で終わるような、先程６月ぐらいを目処と言いましたけども、そういう目処も考え

られているんであれば、やはり協議が、事前協議が重要でないかなあと、こう私は考える

わけでございますけど、議長、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩をさせていただきます。

(休憩 午前１０時３８分)

(再開 午前１０時４０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

９番。

○９番(梶谷康介君) この場所がね、質疑なのか討論なのかね、私も戸惑っているんです

けれども、あえて言わせていただきますとね、二人の議員からお話があった面と重複する

ことになるかもしれませんけれども、この特別委員会設置するにあたってね、みんなから

意見求めたよね。期限を求めて、期限を決めて意見を求めて５人の人から出たと。更に大

分過ぎてから２番目が出たと、更に過ぎてから３番目が出た、こういうさみだれ式のね、

こんな流れなんだよね。だから、私もその意見の中に書いてあるんだけども、やはり議長

が議会改革の重要性を主張しています、私も認識してます、認めます。しかし、ああいう

意見がいっぱい出た中身をね、議長がどう受け止めて、自分はこういう議会にしたいんだ

っていうポリシーを持ってね、そのためには問題、課題がこうあるんだけども皆さんどう

ですかっていう話を進めてからの委員会設置でいいんじゃないの。いきなりああいうもの

を求めて、何も議論もしないでただ紙切れ渡してこういう意見がありましたよだけでね、

あなたあれを見てどう感じたんですか。何が問題あるの、この議会に。あなた、どう議会

でね、改革しなければいけない問題、課題がこういうことだからみんなで話し合いましょ

うや、意見も出てるんだからね、そういう段階を経てからね、きちんとした位置付けをす

るべきでないの。

協議会がね、決して不十分なものでもないし、おっしゃるようにね、身分の保障だとか

何とかってこだわってればね、本当に話し合いの場なくなりますよ。話し合おうとすれば

委員会を設置して身分の保障しなければいけないみたいなことであればね、話し合いする

場ないでしょう。そういう感覚じゃなくってね、重要性を考えるんであればですね、常に

あの意見書の中にも書いてあった、やっぱりみんなの話し合いの場、議会には欠けている

んでないのと。だから、そういうものも含めてね、自分はこう考えるんだけど、皆さんど

うですかっていう話があって然るべきでしょう。何か、みんなから意見求めて、自分だけ
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が見て、議長発議で特別委員会を設置ってのは、私は形としては望ましくないと。もう少

し設置の重要性ってものはね、みんな認識してると言えども、あれだけの意見が出てるも

のを、出した人方の声もね、直に聞いて議論して、議論って言うか協議してね、それから

でもいいんでないの、私はそう思いますよ。

特にね、取り残しがあったとか、それから連合会の人方から言われたからとかね、そう

いう流れはね、やっぱりきちっとね、議会の主体性を持ったならば、もっともっと早く取

り組む、こんな話はね、今なってから言うべきでないでしょうけども、常に改革あるべき

っていう考え方は決して否定しません。否定しませんけれども、なら今まで２年半、何や

ってたんだってことになるよ。だから、それは終わったことだから置いといてね、もう少

し話し合ってからにしましょうよ。私はそう思いますよ。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時４４分)

(再開 午前１０時４７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

９番。

○９番(梶谷康介君) あのね、今こういう形で発議されてね、これ、形として賛成、反対

みたなね、形をとってね、否決はしたくないよ、私は。でも、やっぱり意見に出したとお

り、さっきも言ったようにね、議長はポリシーを持ってね、こんな議会にしたいんだと。

だけれども、こういう課題、問題あるからっていうものはね、きちっと説明してください

って、私意見書の中に書いてあるんだよ。何もないでしょう、ノーコメントでしょう。い

つの間にか流れてきて、こういう特別委員会発議っていう形になっていること自体が問題

だって言うのさ、そう思いませんか。あの意見とって、当然あなたが答えなければいけな

い部分があるはずですよ。私ははっきり書いたでしょう、あなたのポリシーはなんなんだ

と、今の議会を不十分だ、あるいは改革しなければいけないってのはこういう問題がある

んだっていうことをきちっとね、我々に話ししてさ、当然意見も述べる、更に意見も述べ

る、なら特別委員会設置するのがいいんじゃないかっていう方向に行って初めて設置でい

いんじゃないの。そのためにあの意見求めたんじゃないの。全く、あの意見に対してあな

た一つも答えてない、私の今言った一つの項目にだって答えてない。私、確か七つ書いて

あるんですよ、ね。私で七つ書いて、あとあの当時で５人かな、そのあとに二つ出て、そ

のあとに一つ出て。だから、そういう流れがあってね、皆さんこうなんだよと、意見を出

した人は思い持っているんだから、そういう人方の話聞かなければいけないっしょ、答え

なければいけない。それを全くやらないで特別委員会設置っていう形はね、私はいただけ

ないなと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩さしていただきます。

(休憩 午前１０時４９分)

(再開 午前１０時５０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

暫時休憩します。
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(休憩 午前１０時５１分)

(再開 午前１０時５２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

６番。

○６番(堺繁光君) 皆さんの話を聞いてますと、いろんな話が出て、当然かなと思う点も

あるんですけども、皆さんの意見を議論するためにこの特別委員会を開くのかなと私は思

ってました。私はね、はたでがちゃがちゃ言うよりも、きちっとした形でそういう委員会

の中でもって今言ったことをもんで、そしたら今回はこういうことをテーマにしますよと

いう話をするのが普通でないかなと思うんですよね。

全体協議会とか何とかって言ってましたけども、大して中身がないんですよ、はっきり

言って。それよりも特別委員会っていう一つの箱の中に入ってね、みんなで議論した方が、

やっぱりきちっとしたものも残るし、その中で今回立ち上げて、そしたらこういう意見が

出てますけども、この中でどれをやりますかっていう話をした方が先に進むような気がす

るんですけどもね。いかがなもんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) それでは、他にご異議がある方、あれば伺いたいと思います。

１番。

○１番(飯田幸仁君) 事前に締め切りまでに提出してくださいと言われてたんですけども、

特にいつ、いつまでっていう期間がなくて、私は提出が遅れた方でございまして、必ず回

答しなきゃいけないっていう観点に駆られまして、いろいろとその後学んでみたんですが、

提出した内容がちょっと自分の思っていたことと、今考えていることが違う場合があるん

ですが、やはりそういう場合も特別委員会で説明をして、その内容がちょっと違いますっ

ていう話は、それは特別委員会の中でもやはりお話するべきなのでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時５４分)

(再開 午前１０時５５分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

１番。

○１番(飯田幸仁君) 大変お恥ずかしい話なんですが、特別委員会と全員協議会の違いを

教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時５６分)

(再開 午前１０時５７分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

４番。

○４番(近江武君) 私は意見書出していません、なぜ出さなかったというのは、いずれ特

別委員会が設置するんであろうという考え方でした。ですから、私は、私の意見はね、特

別委員会の中できちっとした意見を出したいなと思っておりましたので、私は特別委員会

つくった方がいいと思います。
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○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１０時５８分)

(再開 午前１１時２３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

他に質疑ございますか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

５番。

○５番(工藤松子君) 全員協議会、確か、発議者って言うんですか、招集者って言うんで

すか、それは議長だったように思います。今朝、調べようと思って探したけどみつからな

くてあれなんですけども、もし、全員協議会で話し合いをして、これは条例改正しなきゃ

ないっちゅうものが出てくれば、議員提案として改正の議案を出せばいいんであって、自

由討論、自由な話し合い、それから議員に対して議員が、議員さんの発言に対してもっと

深く聞きたいとか、それから、いや反対でこういう意見もある、こうも思うけどっちゅう、

普通の会話ができる場が私は全員協議会じゃないかなと思うんです。勝手に集まって、誰

か議員個々が招集かけてっちゅうんじゃなくて、確か、全議員協議会も議長の方から声が

けが必要だったと思います。ただ、保障どうのこうのっちゅうのはあると思います、集ま

った、帰るの部分の。でも、それは議員の活動として、例えば場所変えて議会説明会、懇

談会、そういうのをやるにしてもみんな議員活動の中で動くべきものであって、だから、

私はあえて特別委員会をつくる必要はないと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 賛成討論ですか。

４番。

○４番(近江武君) いずれにしてもですね、議員、議会改革という大題なんですよね。で

すから、いろんな今問題が、話し合いの場が必要だと思うんですね。そこで、議員協議会

だとかっていうことであればですね、やはり町民に対して議会が正式にどんなことを決定

したんだとかさ、そういう周知される面でね、結構インパクトが弱い面もあるし、きちっ

とした議会の意見としてね、とりまとめするんであればね、特別委員会はつくる必要があ

ると思うし、やっぱり私はつくらなければならないと思っていますので、賛成です。

○議長(伊藤幸司君) 他に反対討論ございますか。

９番。

○９番(梶谷康介君) 私は反対討論致します。やっぱりね、この特別委員会を設置するた

めに皆さんのご意見を伺ったっていう経緯を考えればね、やっぱりそういう、こういう形

があるから、皆さん、やっぱり特別委員会を設置して、きちっと議論しましょうよという

形を経てからで十分だと思います。反対します。

○議長(伊藤幸司君) 賛成討論の発言を許します。

６番。

○６番(堺繁光君) 確かに、新しく議員さん方が当選されてから、少し動きが鈍かったか

なっていう感じは否めないところもありますけども、議会改革というものは、あくまでも

毎日のように進んでますから、やっぱりこれは立ち上げていろんなことに対してやっぱり

討論していくべきだと思いますので、私は賛成です。
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○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を致します。

議会改革に関する調査特別委員会の設置について、賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立少数であります。

よって、議会改革に関する調査特別委員会の設置については否決されました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は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(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、平成２９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(伊藤幸司君) これをもって平成２９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 午前１１時２９分)
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