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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意しておりますが、

時間の関係上原稿校正は初校しかできなく、誤字、脱字等があります

ことを深くお詫び申し上げます。

まことに恐れ入りますが、御了承のうえ御判読いただきたくお願い

致します。

松前町議会議長 伊 藤 幸 司
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（開会 午前１０時０１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３０年松前町議会第２回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご

多忙のところご出席下さいまして、会議の運びにな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３０年松前町議会第２回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

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

君、以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) ６月１４日に開催されました議会運営委員会におい

て、本定例会の会期は本日６月１８日から６月１９日までの２日間となりました。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。

お諮り致します。

ただ今の議会運営委員会報告のとおり、今期定例会の会期は、本日から６月１９日まで

の２日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。
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◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

平成３０年松前町議会第２回定例会にあたりまして行政報告を申し上げたいというふう

に思います。

１、平成２９年度各会計の決算概要について。

平成２９年度各会計の決算概要について、ご報告申し上げます。

はじめに、一般会計でございますが、歳入総額６３億７千１７９万８千２０円、歳出総

額６２億３千４３２万４千９９７円で、歳入歳出差引残額が１億３千７４７万３千２３円

となり、平成３０年度への繰越明許費繰越財源分７１９万３千６００円を除いた１億３千

２７万９千４２３円が実質収支となり、このうち６千５００万円につきましては翌年度へ

繰り越しし、残額の６千５２７万９千４２３円につきましては財政調整基金に編入したと

ころでございます。

次に、特別会計について申し上げます。

国民健康保険特別会計につきましては、歳入総額１５億８千５３１万６千７６３円、歳

出総額１５億７千８３２万７千８６５円で、歳入歳出差引残額が６９８万８千８９８円と

なり、平成３０年度会計へ全額繰り越ししております。

次に、介護保険特別会計につきましては、保険事業勘定で、歳入総額１０億２千４６７

万１千２８４円、歳出総額９億９千１５万２千３５８円で、歳入歳出差引残額が３千４５

１万８千９２６円、サービス事業勘定では、歳入総額１千１０５万４千３０９円、歳出総

額１千９３万５千９２５円で、歳入歳出差引残額が１１万８千３８４円となり、それぞれ

平成３０年度会計へ全額繰り越ししております。

次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入総額１億１千２４９万６千７４０

円、歳出総額１億１千２０１万４千９４５円で、歳入歳出差引残額が４８万１千７９５円

となり、平成３０年度会計へ全額繰り越ししております。

次に、水道事業会計につきましては、平成３０年３月３１日をもって事業を終了致しま

した。

この期間における収益的収入は、消費税込みで１億９千７８６万８千８０２円、収益的

支出では、消費税込みで１億８千４４６万５千９０１円となり、利益は１千３４０万２千

９０１円となるところですが、資本的収支勘定等における消費税の支出が４１９万３千２

０２円となるため、当年度の純利益は、９２０万９千６９９円となります。

また、資本的収入では、消費税込みで３千１５８万４千４４０円、資本的支出は消費税

込みで１億９０万５千１４８円となり、差し引き６千９３２万７０８円の不足を生じまし

たが、この措置につきましては、減債積立金１００万円、過年度分損益勘定留保資金５千

５０７万６千５７０円、当年度分損益勘定留保資金１千４２万１千４４９円、当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額２８２万２千６８９円で補てんし、決算を終了致し

ました。

最後に、病院事業会計でございますが、平成３０年３月３１日をもって事業を終了致し

ました。

この期間における収益的収入は、消費税込みで１３億５千７８２万３千１１円、収益的
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支出は、消費税込みで１２億５千２５万２千１９円となり、利益は、１億７５７万９９２

円となるところですが、資本的収支勘定における消費税の支出が３６０万１千７２７円と

なるため、当年度の純利益は、１億３９６万９千２６５円となります。

また、資本的収入は、消費税込みで３千６４９万６千２００円、資本的支出は、消費税

込みで５千７７５万４千６２２円となり、差し引き２千１２５万８千４２２円の不足を生

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

金２千２５万８千４２２円で補てんし、決算を終了致しました。

平成２９年度各会計事務、事業の推進にあたり、議員の皆様並びに町民の皆様のご協力

に対しまして、衷心よりお礼を申し上げます。

２、第７１回松前さくらまつりの結果について。

本年のさくらまつりは、４月２８日から５月１３日までの１６日間の日程で行われまし

た。

桜については、近年開花が早まり、標準木の染井吉野は平年より５日早い開花となり、

野鳥のウソの被害も比較的少なく、染井吉野が並ぶ公園連絡線通りは、見事な桜並木とな

りました。また、期間中は寒暖の差が激しく、雨や寒い日が多かった印象がありますが、

大型連休には早咲き、中咲きと見ごろをむかえ、後半には遅咲きも咲き始め、見応えのあ

る桜のリレー咲きが展開されました。

本年は、初日の武者行列での女武者隊が目を引き、国の重要無形民俗文化財に指定され

ました松前神楽の公演、恒例のこどもの日わくわく藩屋敷の賑わいや、松前桜音頭の３０

周年を記念したラジオ公開生放送、踊りパレード及び歌謡ショーなども催され、さくらま

つりに花を添えていました。

一方、さくらまつり期間中の入込数については、１４万９千人と前年比で２千３００人

の減少となりました。これは、前半の３連休の客足が前年比２万１千人の増となりました

が、中盤の４連休は雨や寒さの影響により、前年比２万４千４００人の減となり、雨のた

め取り止めしましたイベントもあるなど、天候に左右される状況の影響を受けたものであ

ります。統計上５月３日から５日の連休の天候で入込みが上下する傾向にあり、本年は前

半の貯金が大幅な入込数の減少に歯止めをかけた格好となりました。

そのような中でも、訪日外国人観光客の増加は顕著であり、専用の貸切バスや路線バス

での来町が多く、前年の倍以上の外国人旅行者の方が松前公園に来場したものと推測され、

中国圏の旅行者が圧倒的に多い状況ですが、欧米圏も増加している実感があり、春の松前

及び松前の桜が国際的にも徐々に認知されてきているものと考えられます。また、別紙に

参考資料として、桜の開花状況等の詳細を添付しておりますのでご参照願います。

最後に、第７１回松前さくらまつりの開催にあたり、関係者をはじめ地域の多くの皆様

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

３、松前高校の地域連携特例校化について。

北海道教育委員会は、６月５日公立高等学校配置計画案（平成３１年度～３３年度）を

公表したところであります。

計画案では、北海道松前高等学校は、平成３１年度から地域連携特例校（旧指針におけ

る地域キャンパス校）とすることが示されました。渡島、檜山管内では、南茅部高校、福

島商業高校、長万部高校、上ノ国高校が、既に地域連携特例校となっております。

地域連携特例校は、広域分散型の北海道において、人口が減少し、急激に進む中、人口

減少が急激に進む中、地域の教育機能の維持向上の観点や高校が地域で果たしている役割

等を踏まえ、第１学年１学級の高校のうち、地理的状況等から再編が困難であり、かつ地
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元からの進学率が高い高校は、地域連携特例校に位置付けし、地域連携協力校（旧指針に

おけるセンター校）等の、との連携した教育活動などにより、教育環境の充実を図るもの

であります。協力校には、函館西高校と函館陵北高校の統合校が示されております。

松前高校は、今後、教員定数を維持したまま、協力校と特定の科目について遠隔授業を

行い、少人数であっても他校との積極的な交流を通じて生徒が切磋琢磨できる教育活動が

実施されます。また、授業以外でも生徒間の交流、合同の学校行事、合同の部活動、教員

間の交流、研修等も連携した取り組みが行われます。

北海道教育委員会は、第１学年３学級以下の高校については、原則として再編整備の対

象としているところですが、松前高校は、松前町にとってなくてはならない存在です。当

町としましては、松前高校が地域連携特例校として維持、存続されるよう地元進学率を高

めるため、引き続き生徒の希望の進路実現のための補助を継続するほか、小、中学校との

連携をはじめ、町民並びに保護者と協働し、魅力ある学校づくりを支援してまいりますの

で、議員の皆様並びに町民の皆さんのご理解とご協力をいただきたく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。

◎報告第２号 債権の放棄について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第２号、債権の放棄についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) おはようございます。

ただ今議題となりました報告第２号、債権の放棄について、その内容をご説明申し上げ

ます。本件につきましては、平成２９年度において、松前町債権の管理に関する条例第１

３条の規定により放棄した債権について、同条例第１４条の規定により、ご報告申し上げ

るものでございます。

放棄した債権の名称、件数、金額、事由でありますが、町営住宅家賃が１件１名、２万

９千３２円で、債務者死亡によるものであります。学校給食費が６件１名、３５万６千４

００円で、生活保護によるものであります。水道料金は１件１名、３千６７２円で、自己

破産によるもの、１件１名、２千１４９円で、債務者死亡によるもの、小計で２件２名で、

５千８２１円であります。休栓料金は１件１名、１千８９０円で、債務者死亡によるもの

であります。病院診療費は７件２名、２５万３千２７０円で、債務者死亡によるものであ

ります。合計で１７件７名、６４万６千４１３円の債権を放棄したところでございます。

次に、放棄した時期でありますが、いずれも平成３０年３月３１日でございます。

以上が報告第２号、債権の放棄についてであります。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎報告第３号 平成２９年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、報告第３号、平成２９年度松前町一般会計繰越明許費繰

越計算書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) おはようございます。

それでは、ただ今議題となりました報告第３号、平成２９年度松前町一般会計繰越明許
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費繰越計算書について、その内容をご説明申し上げます。

平成２９年度松前町一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り越ししたの

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

これをご報告申し上げるものでございます。

計算書の内容でございます。次のページをお開き願います。平成２９年度松前町一般会

計繰越明許費繰越計算書でございます。繰越明許費として繰り越す事業は全体で２事業と

なっております。８款５項町営住宅建設事業については、長寿命化計画による建替事業の

ため、豊岡第６団地２棟８戸の解体費用につきまして、３０年度繰越事業としての対応と

なったものでございます。

次に、１１款２項松前城資料館屋根災害復旧事業は、昨年１２月から今年１月にかけて

の強風により、城の復興天守３層目の屋根が被災したことから、保険対象事業で、３０年

度繰越事業としての対応となったところでございます。

二つの事業の合計で繰越明許費金額は１千７６５万８千円で、この内、翌年度繰越額は

１千７３５万５千６００円となっております。財源内訳につきましては、既収入特定財源

はなく、未収入特定財源で１千１６万２千円で、町営住宅建設事業については内定してお

ります国補助金及び町債となっており、その内訳については記載のとおりでございます。

また、松前城資料館屋根災害復旧事業については、保険対象分の諸収入と起債となってお

り、その内訳は記載のとおりでございます。次に、一般財源の合計７１９万３千６００円

につきましては、繰越明許費繰越財源として、平成３０年度歳入へ繰り越しをしてござい

ます。

以上が報告第３号の内容でございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

９番梶谷康介君。

○９番(梶谷康介君) 皆さん、おはようございます。

昭和２９年に１町３村合併致しまして、新生松前町がスタートして今日まで、佐々木豊

町長から石山町長、８代目になりますね、平成２４年の４月に石山町長がスタートされた

わけでございます。以来約６年、この松前町の現状を憂慮しながら、あらゆる面に対して

取り組んで来られた経緯に関しましては、心から敬意を表します。

振り返ってみますとね、松前町のこの産業、あるいは医療、福祉、教育など、各般に渡

って課題を抱えているわけです。そうしたものを踏まえて、議員としての矜持を基に今ま

で各般に渡っての一般質問を繰り返してきたわけでございます。特に今回は、新しい石山

町政がスタートして今日までの私の一般質問を振り返って、あのときの町長との議論を交

わした中身はどうなっているんだろうと。私の思いを含めて随分議論させていただきまし

た。そうしたものを含めてね、追跡質問って言いますか、確認、あるいは反省、そうした

もの含めて質問をしたいと、このように思っております。

松前町の漁業の実態に対しては、特に厳しい状況を踏まえてね、過去に繰り返した議論

の中から、特にこの漁業振興という点に絞りまして、今日は質問させていただきます。

今までの議論の中で、町長と私の漁業に対する共通認識って言いますか、ほぼ違いがな
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い形の中で進められてきたんでないかなと、そういうふうに認識しておりますから、あえ

て今日の漁業に対する認識を町長に問うことなくね、過去を振り返りながら進めていきた

いと思います。

町長ご存じのとおりね、松前町は今日１町１漁協という形で産業振興に取り組んでおり

ますけれども、かつては原口から大沢まで６単協ありまして、各単協の販売金額の総額を

見てもね、本当に驚くべき数字の変遷が並んでいるわけですよ。特に今回の３０年の３月

の末日の販売金額、俗に言う２９年度って言いますか、そうしたものを見ますとね、実に

１０億ちょぼちょぼまで落ちてるんですよね。ですから、そうしたものがこれからまだま

だこの形が続くんでない、形って言うか傾向って言いますか、その形が続くんでないかな

という心配がありますから、それを基にして今まで議論を交わしてきたわけです。町長は

こんな振興策を考えて、私はこんな思いでいるという議論を交わしたわけですけれども、

そうしたものが本当に繰り返しますけども、どうなっているんだろうなって心配していま

す。

ちなみに、この販売金額の経緯をちょっとたどってみますか、町長。今言いましたよう

にね、３０年の３月末日で１０億４千４１３万円になりましたよね、この２９年度の水揚

げ。今まで何とか１２億の水揚げを維持してきました。それが一気に１０億台に下がって

しまった。組合経営の中も私、参考までにチェックしてみたんですけれども、私は１８年

ぐらいまでさかのぼって販売額の推移１８年度は２１億ちょっとあったんですよ。その後、

１８億、１７億、１４億、そして２４年度には１２億の販売実績ありながら、組合経営で

は今度赤字決算してるのね、４７１万円の赤字決算してます。幸か不幸か、それ以外の組

合の決算は何とか黒を保っていると。

ただね、町長、問題は、組合が黒で経営しているっていうことが、本当に松前町の水産

振興なのかと。組合員がどうかっていうことを考えないといけないですね。やっぱり個々

の組合員が、それぞれ水揚げがあって、自分達の生活を維持していくことができる中身で

なければ、本当の意味での漁業振興にはならないんでないかなと、そんな気がしておりま

す。組合員の水揚げ、いわゆるそれぞれの所得ではないんですけどね、所得ではないんで

すけども、水揚げ実績を見てみますと、ちょっと古い資料なります。確か、４、５年前の

一般質問の中でね、組合員の所得に関する質問しております。そのときは、組合員それぞ

れの、もちろん個人名は別にしましてね、一番水揚げされている方から、ずっとこう金額

を調べていったんです。原口の漁業者は別格としましてね、もうあの人はずば抜けて水揚

げが多いんですけれども、漁業の中身が違いますよね。それに続く人からずっと行きます

とね、トップで３千万いかないんですよ。そして、ずっとたどっていくと１０番目、もと

い１００番目になるとね、町長いくらになると思いますか。１００番目の組合員で３００

億に届かないんですよ、その時点でね、私ちょっとデータ的に古いんですけども。更に１

００番以下の人、仮に４００人組合員いるとすれば、３００人の組合員がね、それ以下な

の。だから、仮に１２億としますか、最近のね、一番新しいのは１０億ちょぼちょぼです

けど、１０億だとね、４００人組合員いたとすれば、パーで３００万と。これは単純にね、

わかりやすいように言ってるんですけど、そういう状況なんですよ。もっと驚くべき状況

は、更に下にいくと１００万以下の水揚げの漁民層がね、すごく多いんですよ。本当に常

識的に考えればね、どうやって生活して、これは余計な話かもしらん、立ち入った話かも

しりません。どうやって生活してるんだと思うような実態が続いてるんです。だから、こ

ういう実態をどうしなければいけないかということが、私は本当の漁業振興でないのかな

と、こんな気がしております。
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通告した中身はね、項目的には５回の定例会の議論を踏まえながら、どうなのかなとい

う質問を私はしていきたいなと思っておりますけれども、それぞれ繋がるのは最終的には

漁業振興なんですよ。ですから、質問もね、場合によっては行ったり来たりの質問になっ

て、通告どおり、これは一番目の平成２４年６月の２定の質問ですよっていう話にはなら

ないんでね、恐縮ですけども、それは理解していただきたいなと、このように思います。

それでは、順次質問をさせていただきます。１点目にね、今のイカ釣り、更にはマグロ、

更には古い話でサケ、マス日本海流し、そうしたものから漁業の中身が変わってきてね、

一番新しい情報の、松前町の漁業の実態をちょっと見たいと思います。私、３０年３月末

のね、組合の販売事業取扱実績表を見てね、私びっくりしたのはね、１億を超えた水揚げ

ある漁業ってのはさ、５種類しかないんですよ。かつては大宗漁業のイカで３億、５億の

時代があった。しかし、マイカだってね、１億７００万ですよ、１億７００万。そして順

番からいくと３番目です。１番なんだと思いますか、ヤリイカなんですよ。ヤリイカが１

億８千５５０万、２番目がウニなんですよね。ウニが１億３千４００万、そして今言いま

したマイカが１億７００万と。そして驚くべき数字が出たのはね、ホッケなんですよね。

たかがホッケ、されどホッケって言いますか、これが４番目に入ってきて、１億６５０万、

そして松前町のブランドにして育てていこうという期待を持って取り組んだマグロがね、

１億４００万しかないんです。どうしますか、こういう状態で。マグロに頼る要素はない

でしょう、この取り巻く漁業環境からしてもね。

なら、どうするかっていう話になるんですけれども、町長と今まで議論を交わしてきた

中でね、そういう漁船漁業に依存する松前町の漁業振興は、非常にウエイトが低くなって

きている。だとすれば、おっしゃるように、町長おっしゃるようにね、つくり育てる漁業

っていう話、何回もしてますよね。私調べてみましたらね、町長が２４年の４月に就任さ

れる前にね、前の前田町長とは平成１７年に、１７年のね、第１定でこの漁港利用でつく

り育てる漁業をしなければいけないって話からスタートしてるんですよ。ですから、１０

年を越えて１３年、町長とお話してからだってもう６年なりますからね。だから、そうい

う状況でありながら、松前の漁港、漁港利用のつくり育てる漁業ってのは、どう変わって

いるかと。町長、その辺はね、まず聞きたい、お尋ねしたいんですけど、この状況を力を

入れてきた、お互いに思いを持って語ってきたこの漁港利用で、つくり育てる漁業を推し

進めながら、松前の漁業振興しようとする形を思えばね、今の状況ってのは町長どう認識

されますか。まずそっからお尋ねします。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員から、一般質問を頂戴致しました。平成２４年の４月に町

長就任して以来、梶谷議員から一般質問を、漁業振興に係る一般質問を頂戴致しておりま

して、時には厳しいご指摘も受けましたし、時には建設的な意見もいただきました。参考

にしている部分もあるわけであります。本当に現状、今の漁協の２９年の、９年度の生産

についてもご指摘ありました。本当に議員ご指摘のように、１２億の生産が１０億４千万

程度で推移したというふうな状況であります。この要因ってのはやっぱりスルメイカ漁の

不振、更にはマグロの漁獲規制等々で落ち込んでいる状況だというふうに、私は認識して

おります。

しかしながら、今、つくり育てる漁業についての過去の論戦を交わしてきた中で、どう

いうふうに推移しているのかというふうな部分につきましては、いろいろ２９年度ではヤ

リイカが１番、１位、２位がウニ、３位がイカ、スルメ、そして４位がホッケというふう

な状況、正しくそのとおりでありまして、今までのやっぱりイカとマグロが上位を占めて

いる状況から、漁業の生産の内容も大きく変わってきているんだというふうに思っている
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ところであります。ご指摘されてるように、つくり育てる漁業の推進にあたっては、やっ

ぱり漁港をどういうふうに利用していくのかというふうなことが大事な観点だというふう

に思っておりますし、冒頭議員から組合が黒字でいいのかと、それよりも漁業者の方の所

得の確保の方がっていうふうなご指摘もありました。確かにそのとおりだというふうに思

っております。１００万未満の皆様方の、漁業者の皆さんの所得を向上させるということ

が、まず私は究極、少子高齢化の中でですね、低所得者の方にも、方が所得を少しでも確

保できるような支援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。

つくり育てる漁業の推進っていうふうなことであります。まず基本的にはやっぱり議員

と同じような方向で考えておりまして、漁港を有効に利用しながら、少しでも所得を上げ

れるような体制づくりをこれからも推し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。そういう認識でこれからも水産の振興に対しまして取り組みをしてまいりたい

というふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) まあ、簡単な話じゃないから、私も質問のこういう形に立ちながら

ね、非常に悩みながら質問してるんですよ。

こういう数字を見たときにね、漁船漁業に依存する度合いが期待できない状況にあるっ

てことは前段でも申し上げましたから、ならどうするっていう話になるのは、私は理解し

ていただけるのかなと。その一番の方法としては、前の議会でも質問したときに、松前町

には７７７億円超の投資した大きな１３港の施設を持っているんだと。しかし、その１３

港の施設が全て漁民の皆さんが有効に使っている状況で、あとに使えないっていう状況で

ない、まだまだこれつくり育てる漁業に必要な静穏域として使える要素が私はあると。こ

れはもう今までの議会の中でも町長と議論しながら、当然共通認識に立っているんです。

だから、その漁港を利用するために町長一人で悩んでいてもね、これは簡単にできるこ

とではないですよ、漁民直結の漁港ですからね。その人方の理解と協力、更には関係者の

知恵を借りながら、先を見込んだ漁港利用をどうするかっていう、町長、プロジェクトチ

ーム立ち上げたらどうかっていう話もしたでしょう。十分検討してます、勉強してみます

と言ってるんだけども、これが見えてこないんです。本当に冗談じゃなくしてね、この漁

船漁業の期待度合いが少なければ、育てる漁業にどうやって向かうか、そして１３港それ

ぞれの港をどう使うか。これは、今までも繰り返してきた議論ですけれども、港の一部を

ね、一部を使ってつくり育てる利用の仕方もあるだろうし、更に進んでいくならば、どこ

かとどこかを集約しながら、空いた漁港を専門的につくり育てる地域にしなければいかな

い。これだって町長、共通認識に立ってるでしょう、ね。町長だって十分そうしたいと思

っているはずなんだから。だから、それを進めなければね、この議論ってのは空転してる

にすぎないんじゃないかなと。ですから、その辺はね、やっぱり町長の周りには優秀なス

タッフがいるんですから、今の考え方を進めるためには、どんな仕組みをつくって、どん

なタイムスケジュールをつくって進めていくかっていう取り組みが見えてこないのが残念

なんだな。現状、町長どうなってます、この件。再度お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) プロジェクトチームを立ち上げるというふうな質問もいただいた、

そして、私、多分こういう答弁したと思うんであります。地元の実行組合、各々各漁港ご

とに対応が違っておりますので、何とかその方向に向けて、漁港利用できるような方向に

向けて進める場合に、やっぱり地元の実行組合の中でのきちんとしたルールづくりが大事

なんだろうなというふうに思っておりまして、いろいろそこの部分では漁業者の皆さんと、
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実行組合の皆さんといろいろ意見を交わしてきたところであります。そして、漁港の集約

化も、本当に漁船が減っておりますので、究極、私は必要だというふうに思っております

し、北海道の方にも相談した経緯もあります。いろいろこう、しかしながら、やっぱり漁

業者の地元の実行組合が立ち上がらないとなかなか動いていけない部分ありますので、そ

の辺を意見を聞きながら、集約化に向けた対応も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、漁港利用して少しでも、１点目の質問お答え

しましたけども、やっぱりウニとホッケが少しではありますけども伸びてきている実態が

ありますので、漁港の中をどういうふうに利用していくのかというふうな部分については、

これからも力を注いでいきたいというふうに思っております。

ナマコにつきましては、現状全漁港の中で放流しております。それから、アワビについ

ても利用しているのが４港、そしてこれから２港で計画を検討するというふうな状況であ

ります。それから、ホッケについてはですね、現在五つの漁港で実施しております。それ

から、２件ほど、２港ほど今計画を立てている状況だというふうに聞いております。それ

から、ウニについては１港、それから検討しているところが２港あるというふうな状況で、

確実に漁港内を、静穏域を利用しているケースが増えてきているっていう状況になってき

ているところであります。

本当に漁港内で現在ナマコとアワビとホッケの部分で、最近の水揚げの話をさせていた

だきますと、ナマコ、アワビ、ホッケで平成２８年度には１千７００万の生産でした。２

９年度は１千９００万になっております。それから、平成３０年の５月、この５月現在で

は２千６００万に増えてきている状況がありますので、着実に伸びてきているというふう

に思っておりますので、これからも漁港内の静穏域を利用したつくり育てる漁業の方は支

援をし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) ９番。

○９番(梶谷康介君) 町長おっしゃるようにね、このホッケ、ウニの状況は私もつかんで

おります。あえてホッケの話をしますとね、実績表を私毎月いただいてます、担当者から。

そして、その推移を見ていきますとね、この最後の年度のね、年度の最後の３月実績で１

億台に乗ったってことは、私本当にびっくりしてるんです、正直言って。それまでランク

はずっと下で、１億届かない状況だと。なぜそれがこういう形になったかと言うと、町長

のお話にも関連するんですけどね、やっぱり１１月、１２月かけて獲ってきたホッケをそ

のまま出さないで、港を使って育てて、そして２月、３月に出荷して、正に付加価値がつ

いて１億台にどんと乗って、ランクも４位まで行ったという実績はね、何を物語るかって

いうことなんですよ。町長おっしゃるようにね、たかがホッケ、こんな議論はね、私はす

るべきじゃないし、大事にしていかなければいけない魚種じゃないかなと、こういうふう

に思っております。

でね、この関連で注目する発言、町長してるんですよ。過去の一般質問の中で議論した

ときに、寿都の町長とお話したときに、ホッケの産卵礁の話をこれから進めると。松前も

それに追随しながらね、これ振興していかなければいけないんじゃないかなって発言され

てるんですよ、私ね。ですから、それだってどうなっているのかなと。この件も、もしご

説明いただけるんであればしていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ホッケについてお尋ねがございました。ホッケの蓄養の実績を申し

ますと、平成２８年度には９００万の生産であります。それから、２９年度では１千１０

０万円、そして３０年、現在でありますけども、１千７００万まで伸びてきている状況で
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あります。本当にたかがホッケ、されどホッケっていうご指摘されましたけど、そのとお

りだなというふうに思っております。今、札幌圏でも回転寿司に行きますと、時期によっ

ては松前産のホッケが提供されている店も増えてきているようでありますので、着実にブ

ランド化されてきているというふうに思っておりますので、これは強くこれからも振興し

ていくというふうなことが大事なんだろうなというふうに思っております。

それから、寿都の片岡町長さんといろいろ日本海の振興対策でいろいろ議論して、共通

の魚種と言いますと、やはりヤリイカとかホッケというふうな部分が、寿都もホッケには

大変力入れてますので、これ北海道が推進しております日本海対策の中で、何としてもホ

ッケの産卵礁のようなものを提案していければいいなというふうな話を、今回道の方にも

しているところであります。

それと、今、副町長からデータいただきました。３１年度からホッケの産卵礁につきま

しては、現在の原口地区に１年の予定で今進めておりまして、藻場を造成するような状況

で北海道とは話が進められているところであります。いずれに致しましても、漁港内での

生産拡大が少しずつ見えてきておりますので、漁業者の取り組みに対しまして支援をして

いき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います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 何やるにしても、時間もお金もかかる、これも私十分理解しながら

発言しております。時間がかかるんであればあるほど、早く頭出しをしないといけない、

取り組みをしなければいけない。いつまで経っても取り組まない、頭出しをしない、だけ

ど議論すれば大事だという認識。変わりませんよね、この姿繰り返しては。ですから、や

はりこれは、何事においてもそうなんですけれども、やはりスピードってのも十分な、大

事な要素だなと。繰り返しになりますけれどもね、時間かかること、お金のかかることば

っかりですよ、何を言っても。ですから、やはりそうであればあるほど、早めに取り組み

してじっくり時間をかけて、多くの人方の理解と協力を得ながら進めなければいけないと、

私はこう思ってます。

ですから、今のホッケの産卵礁の現況を説明いただきましたけれども、３１年度のどの

時期になるか、お話ですと一応原口という地域の名前が挙がりましたけれども、やっぱり

松前周辺ってのは、ホッケの産卵場所の適所になってるんでしょ。確か、私はそういうふ

うに聞いておりますけれども。ですから、一気にね、あちらこちらっていうわけにいかな

いでしょうから、確実に着手して、一つずつ実績を上げて先に進めていかなければなと、

このように思います。

更に、お話のありましたウニについてもね、中身的には私は非常に疑問のあるのは、例

の稚貝の６０万個の移出ですよね、移出、余所に出してる、これやってますよね、６０万

個、各単協って言うのか、実行組合って言うのか。そうした実態を見たときに、私はウニ

の生態、正直言って１００％わかるわけでありません。ですから、そういう種、稚貝の移

出がね、これからのウニの状況にどう影響するかっていう心配は正直言ってしてます。浜

の人方の話をすれば、やはり我々一番今期待してるのは、着実に水揚げの期待できるのは

ウニだと。しかも、時間が他のものに比べてそんなに長い時間でなくって可能だと。もっ

と言えばね、もっと言えば地域によっては、深みにいけばまだまだウニが生殖ってのか、

生息ってのか、そういう状況にあるんだから、ここで採れないものは深浅移殖、これは実

際にやってますけどね、やってますけども、これだってもっともっと進めていかなければ

いけない大事な事業でないかなと。浜の人方は私に言ってますよ、やっぱり手っ取り早い、

自分達の水揚げの増は、そういう深浅移殖なり、あるいは小さなものを自分達の地域にば
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らまいて育てていくと。この形が一番収入を上げる近道なんだと。

ちなみにね、例えば白神なり荒谷なりのウニに取り組んだ人方に対する、あれ配当ある

んですね、組合員にはね、それが驚くなかれ、１人あたり１０万前後の配当があるってい

うんです。ですから、それがあると組合員に対する運営の負担の手当になると。そういう

ものでもなければね、今の水揚げの中から組合運営の負担をしていく。それは逆に負担に

なって、こんな状況だら組合員止めてしまうみたいなね、悪循環が繰り返されていくから、

できるならば今みたいな非常に手っ取り早いっていうかね、わりと取り組みやすい形に力

を入れて、今みたいな形ができると自分達の負担も軽くなるから、ぜひ進めていただきた

いなという話も聞いておりますけれど、町長、この話ってのは、浜の人から聞いたことな

い、いや、本当の話なんですよ、私、原口から白神まで全部回って浜の人の声聞けるわけ

じゃないんですけども、地域地域のめぼしい人方に声を聞いていくとね、そういう声が非

常に強い。ですから、今お話しましたように、実際に深浅移殖をしてないわけでないんで

すけれども、それに更に力を入れながら、できるならば進めてもらえれば、大分前段で言

いましたように、組合経営に必要な自分達の負担金も払えるしね。実際に自分達の収益が

上がることによって、他の漁業に対する取り組みも変わってくるんだがなというお話です

けれども、町長、ご認識はいかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ウニについてのご質問いただきました。本当にご指摘のように、天

然資源が、ウニの天然資源が豊富であります。これを本当に有効に利用するという観点か

らですね、やっぱり指摘のとおり、種ウニを出荷、今まで続けてきているところでありま

す。しかしながら現状を見ますと、平成２９年度のウニの総生産額が１億３千４００万あ

ります。これは、議員ご指摘のように２９年度においてはウニの漁獲高が第２位だという

ふうなことも事実であります。その内訳を申しますと、天然のウニを採取したもので６千

８００万、そして、大島のウニが１千９００万、更には蓄養のウニで２千８００万、そし

て種ウニの販売で１千８００万、２千９００万くらいなりました。合計で１億３千４００

万を生産しているという状況であります。その大きな要因っていうのは、やっぱりとって

すぐ売るんじゃなくて、組合で今行っております塩水パック、むき身の塩水パック。大変

な付加価値がついてきている状況だというふうに聞いております。

更には、町内にはウニを扱う加工屋さんも上川の方で営業が始まります。ですから、地

元で地元のウニをどんどん生産できるような、一つのレールが今敷かれつつあるんだとい

うふうに思っておりますので、供給できるような、業界の皆さんに地元のそういう商店、

経営者の人方に確実にウニを提供できるような、そんな環境づくりがこれからが必要だろ

うなというふうに思っております。

それと塩水パック、本当にふるさと納税でも大変な人気があるようであります。ですか

ら安定した供給、安定して供給できるような体制づくりは、本当に重点的に取り組んでい

きたいなというふうに思っているところであります。本当に付加価値をつけれる大きな材

料って言うんですか、要因があると思いますし、漁業者の皆さんもそれのように意識も変

わってきているんだというふうに思っているところであります。

それから、高齢者の漁業者の方々にも配当金が渡るような体制づくりも必要だと思いま

すし、これはウニに限らず、例えばアワビにつきましても高齢者の皆さん、高齢の漁業者

の皆さんには配当が当たるような、そんな体制づくりもこれから必要だなというふうに思

っております。いずれに致しましても、地域の実行組合での取り組みになりますので、き

ちんとしたルール化が必要だなというふうに思っております。例えばアワビにつきまして
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も共同採捕っていうんですか、ダイバーで、これがいいかどうかはわかりません、これは

実質実行組合でやりますけども、共同ダイバー捕りされる、それを実行組合の皆さんで配

当できるような、そういったルールづくりもこれから必要だなというふうに思っておりま

す。本当に積極的に、目に見える有効なものには積極的に取り組むべきだというふうに思

ってお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) ウニのね、状況を説明いただきました。確かに生産量が頭打ちであ

れば付加価値をつけて金額を上げる、この考え方は私は間違いでない、正しいと思ってい

ます。ただ、松前のウニの環境っての変わってきてますよね。今までは加工業者がなかっ

た。しかし、ウニを専門とする加工業者ができて、私の記憶では殻付きキロ４５０円、５

００円時代がありましたけれども、今のそういう状況の中ではね、８５０円から１千円だ

そうですね、殻付きウニがね。だとすればね、むき身にする分野と、それから業者そのま

ま殻付きで加工業者に販売するやり方と、これは状況ってのは変わってくるんでないかな

って気がするんですよ。

ですから、その辺はね、これからどういうふうに組合との話し合いの中で振興を進めて、

振興って言うか、盛り上げていくかっていうことになるんですけれども、やはり今のお話

にありました真空パックだとか塩水だとかっていう話は、付加価値をつける最もいい方法

だとは思いますけれども、そうしたものの進める割合だとか、漁業者が面倒くさくて高く

買ってくれるんであればね、もうそのまんま出してしまえっていうやり方もあるし、実際

には今の付加価値をつける取り組みってのは、組合が直営でやるのかな。そういう形が漁

師自体にやれったって、おそらく私は前段のね、４５０円から５００円の殻付きのウニの

時代が今は８５０円から１千円してるんだから、大変な値上がりなんだから、それでもい

かべっていう表現が、それで満足するっていう形なのか、その辺はどうお考えですか。

○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、ふるさと納税の利用、評

判も大変いい状況であります。それで組合がやってる直営での塩水パックなんであります

けども、さりとて上川地区で展開しておりますウニの加工業者、殻付きの販売になるんだ

というふうに思いますけども、そのバランスはきちんと見極めていかなければならないん

だろうなというふうに思っております。いずれに致しましても、ウニの加工屋の、加工屋

さんの社長さんとも今、お会いするような申し入れ受けておりますので、社長さんともゆ

っくり話をさせていきたいなと思っておりますし、ウニをこれがチャンスだというふうに

思っております。きちんとしたレールづくりが、レールを敷いて組合の経営も漁業者の安

定な、収入の確保も、それから業界の皆さんの雇用の確保というバランスも考えながら取

り組んでまいりたいというふうに思っております。

○議長(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２０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

９番。

○９番(梶谷康介君) 今まで漁港利用しながら、漁船漁業に頼らなくてもいい部分、そう

した部分の振興、取り組みについて町長のお考えを聞かせていただきました。まだまだ本
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件続けていきたいんだけども、次の方があるもんだから。

次、水産、旧名称水産試験研究センター、これがいろいろな経緯を経て水産センターと、

こういう位置付けをされました。町長、私ね、あなたが町長に就任した早々、今まで農林

水産という一つの課を水産の振興のためには、やっぱり水産は水産、農林畜産は農林畜産

と、そういう機構上の改革をまずされておりますよね。それだけやっぱり水産に対する情

熱を持って取り組んだと、このように受け止めております。ただ、今までの水産試験研究

センターがいろいろな経緯を経て、一時指定管理者制を使って、名前を出して申し訳ない

ですけども、組合に委ねようとした経緯があります。しかし、議会の各議員のいろんな発

言をもって、発言っていうか意見っていうかね、そうしたものを踏まえてこの案件は取り

下げになって、そして新しい形でこの水産センターが誕生したわけです。

その際、大沢にありました旧コンブの種苗センター施設もきちっとした体制ができて今

日の姿になって、非常に私は嬉しく思ってるんですけれども、このコンブ養殖のね、本来

の使命がこういう水産センターの充実されて、しかも供給能力が、私に言わせたら今の松

前町ではコンブ養殖に対しては万全の体制ができたというふうに理解してるんですよ。し

かし、現実はね、かつてのコンブに取り組んだ人達の姿が次々と消えて、今は８業者です

か、非常に厳しい状況になって、水揚げも５千万ぐらいですかね、それぐらいの水揚げに

なってると。もっと突き詰めて言うならば、可能性のある業種だと私は思っております。

前にも別な形で本件に触れましたけれども、やはりやり方によっては１千万の生産を計算

できる業種だというふうなね、ものだというふうに理解しております。ですから、せっか

く水産センターが充実されて、願っていた常駐職員体制もできて、にも関わらずこういう

状態を続けているっていうことに対する町長、疑問を持ちませんか。もったいないですよ、

こういう漁業の状況が状況であるだけに可能性のあるものは、やっぱり進めて行く方策は

考えなければいけないと。一義的にはね、漁業者であり、組合でありっていう考え方を私

は否定しませんけれども、産業振興のトップ責任者町長でしょう、ね。このまま放ってお

いていいんですか。考えを聞かせてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 養殖コンブのご質問いただきました。本当に何回も梶谷議員と養殖

コンブの関係で議論をさせていただきました。確実に養殖コンブにつきましてもですね、

自分で育てれる、育てれるっていうふうな大きな有利な部分もありますので、漁業者が努

力することによりまして、確実に所得も得られるというふうな状況になってきているとい

うふうに思っております。ただ、新規着業が増えない状況っていうのは、大変歯がゆい思

いもしておりますけども、やっぱり日本海特有の海象状況によって施設が傷む、壊れる部

分も、やっぱり大きな障害になっているんだろうというふうに思っているところでありま

す。しかしながら、着実に生産を上げているのは事実でありますので、これはやっぱりき

ちんと支援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。

本当に日本海の海象条件によっては、大変な苦労する状況でありますけども、まず現在

渡島総合振興局と漁業協同組合とマグロが大変な厳しい状況でありますので、マグロの漁

業者の方に少しでも生産を上げれるように、現在協議しているのは、今使われてない養殖

コンブの施設、少しこれを有効に利用できないかって今お話をさせていただいております。

そして、その施設を利用して、今現在養殖コンブは手を加えて加工して出荷してますけれ

ども、生、生のままで出荷できるようなことも今検討はさせているところであります。そ

れによりまして、生でコンブを出荷することによって、大変な厳しい状況でも、少しでも

所得を上げれるような方向で今検討はさせていただいているところであります。遊んでい
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る施設がありますので、そこにコンブをつけてもらって生で、そのまま海から上げて生で

持って行くっていうふうな体制ができるかどうかっていうふうなことを、先般も渡島総合

振興局の局長さんと話をさせていただいているところであります。

いずれにしても、マグロが大変厳しい状況でありますので、ぜひここの部分についても

それが実現できるように、私どもも頑張っていきたいなというふうに思っております。ま

ず、本当に確実に生産が見込める、優良な漁業だというふうに思っているところでありま

す。水産研究センターでも大分職員の体制も整ってまいりましたので、研究センターの職

員の施設も漁業者の拠点として、研究センターも、新しいセンターも利用していただけれ

ばというふうに思っております。漁業者が情報を交換できるような、そんな利用もしてい

ただければ、研究センターの一層の利用促進になる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) ９番。

○９番(梶谷康介君) せっかく施設的にも改良され、しかも常駐職員が配置され、考え方

によっては私は松前町の漁業振興の拠点施設だと、こんな受け止め方しております。度々

私自身もお邪魔させていただきながら、センター長、あるいは係の職員とも意見交換もさ

せていただいております。ですから、施設的には、あるいは体制的には私はもったいない

んですよ。コンブの種苗生産だってさ、能力的には１万メーター、５０メーターの、１基

５０メーターとすれば２００基供給可能なコンブの状況でありながら、今何基ですか、４

０基ですか、残念ですよね。しかも実績は１業者で１千万を超えたと、２番目の人でも８

５０万、そういう水揚げを、実績をつくっている業種でありながら、町長のお話にもあり

ましたけれども、その事業を進めるためのネックってのはね、私は理解できないわけじゃ

ないんです。だけれども、放っておく手はないんで、何か方法はあると思うんです。

ですから、今の町長の話の中にありましたね、種を植え付けた縄をコンブ礁に貼り付け

て、そして育てて、乾燥コンブまでいかないで生で出荷するって方法も私聞いてます。福

島の進出した業者もコンブほしいんですから。でもね、そういう形でコンブ養殖をやった

らね、ろくなものはできないでしょう。間引きはしなければいけない、それなりの対応を

しなければいけない、時期が来たから、おい育ったから出荷しましょうって、ろくなもの

ができないですよ。だから、この考え方も私は話聞きながらね、一つの手だなとは思うけ

ども、いささか情けない考え方だなと思ってます。やっぱり、１基上手くやれば１００万

揚げれるコンブの仕事がだよ、それをやったがために、これはまだ実績ないですから私わ

かりませんけど、２０万だとか３０万しか水揚げができない、しかも生育も十分でないコ

ンブを出荷するってことになると、何のためのコンブ養殖だってことなる、水産センター

泣きますよ。私はそう考えています。

ですから、町長のお話はね、お話として受け止めますけども、それはやっぱりちょっと

消極的な政策でないかなと私は思います。むしろ、コンブに取り組むことによってね、こ

れだけの水揚げも期待できるし、やり方によっては家族にそういう手なくたって、多くの

人の手を借りてやってる人もいるんだから。いかにそういう人方を育てていって、それか

ら私３０年の前の定例会でも言ったでしょ、人口流出のために漁民でなくても一般の人で

もコンブ養殖に参入することによって１千万の、これは簡単ではないですよ、簡単ではな

いです、可能性はそこにあるんだっていうことを考えたらね、そういうことだって考えな

ければいけないでしょう。ですから、水産センターのセンター長、あるいは職員がね、二

人で頑張ってできることでもないけれども、やっぱり関係者との間でね、この養殖コンブ

の促進ってんですかね、そうしたものをいかに進めるか。ひいては松前町に定住する人も、
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場合によってはあり得るかもしれない。外から、よし俺がコンブ養殖やってみようという

人、来るかもしれない。そういうことだってやっぱり取り組んでいかなければね、漁業者

が手回んねえから、縄張って育ったら生で出荷して、なんぼかでもなるんだっていう感覚

で水産振興あり得ないと私は思ってますから。いかがですか、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) コンブの養殖は、本当に優良な事業だというふうに思っております

ので、今まで以上に推進して、新規着業者含めまして支援をしてまいりたいというふうに

思ってますし、どんどん大きくなっていただきたいなと思ってます。それから、本当に養

殖コンブと畜産、牛も今かなりいい経緯をたどっておりますので、その辺も見極めながら

海にも山にも優良な事業あるんだというふうな意識をですね、どんどん町民の皆さんに持

っていただけるような取り組みをしてまいりたいというふうに思っています。

先程、生で出荷の、生出荷の話をさせていただきましたが、それはたまたま漁業者、マ

グロの漁業者大変な状況だから、何とかここにその人方の思いを、少しでも１０万でも２

０万でもって思いがですね、そういうふうな話で、北海道の方も本当にマグロが大変な状

況になるので、何かいい方法ないでしょうかというふうな話を振興局長とした経緯がある

わけであります。決して今の養殖、コンブの養殖をこれ以上に、今まで以上に推進する一

方でそういうふうな考え方も、マグロ漁業者のために少しでも楽に所得できるような、つ

なぎだというふうな表現がいいかどうかわかりませんけども、そんな議論もさせてもらっ

ているというふうなことをぜひご理解いただきたいというふうに思ってます。本当に楽な

仕事をしたら本業の養殖コンブがなくなるような状況は何としても避けていきたいなとい

うふうに思っておりますので、あの水産センターをナマコもやってますし、採苗してます

し、それからホヤも今現在３年になりますか、ホヤの種をつけて今コンブの養殖施設につ

けております。ホヤも出荷するまで４年かかるって言われてますので、今年３年目を迎え

ます。いよいよ、その状況もきちんと調査をさせていただきながら取り組んでいきたいな

というふうに思ってます。

いずれにしても、いろんな議論を重ねてきて新しくした水産センターでありますので、

本当に梶谷議員が今おっしゃっていただきましたけども、漁業者の漁業の拠点としてどん

どん利用していただければなというふうな思いをしているところでありますので、よろし

くご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 町長、この松前町のね、コンブ養殖はご存じだと思いますけども、

坂本町政時代にね、２５０基目標にして取り組んだ。当時は、やはり日本海、あるいは津

軽海峡、松前前浜でのね、コンブ養殖事業ってのはなかなか技術的にも環境的にも難しい、

そういう認識だけれども、今後のことを考えて取り組んだ経緯はご存じだと思います。で

すから、可能性としてね、今は技術的にも環境的にも、環境は特別変わったわけではない

でしょうけども、技術的にも経験的にもね、非常に高度な形まで進んできてるんだから、

何回も言うように１基１００万のね、目星も計算立つとこまで発展してきました。だけど

町長、現実見て感じませんか、このままでいったらコンブの漁業者もね、今は８軒、しか

し減ってきますよ、高齢ですよ、もう。畜産の方で改良センターつくってね、大きな事業

に取り組んでいますけども、こんな考え方もこの分野にはなかなか利用できないのかな。

やっぱり農業もそうでしょう、就農者に対してはこういう制度をつくりました、だから農

業に進出してくださいっていうような制度をつくってどんどん進めてますけども、この漁

業の分野では、そういう水協法だとか、いろんなものが壁になって新しい人がそこに飛び
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込んでいくってことは不可能なんですか。私、まだ法律的にはね、調べてはいませんけれ

ども、不可能なんですか。本当に大変ですよ。おそらく今のコンブ業者は、６５歳以上じ

ゃない、皆さん、ね。ですから、私ぐらいの年齢までとすればまだ１０年以上もね、頑張

れる状況だとは言いながら、本当に衰退していきますよ。ですからこれだって、やっぱり

真剣に取り組まなければいけないと思います。ですから、前の１定でも言いましたように、

やっぱり人口減少抑止策っていうことでね、それに絡めて私この話はしてますけども、や

っぱりそんな新規参入者の参入できる環境をつくってやらないといけない、制度をつくっ

て。そして、できるならばね、できるならば参入しました、自立できますよっていうとこ

ろまでフローをつくってね、取り組んで、何年にはこうなる、何年にはこうなる、それま

でこんな支援体制をつくりますよっていうようなものは、場合によっては必要でないかな

というふうに考えますけれども、もしネックがあるとすれば何なのか。そういうネックを

取り除いたらどんな形ができるのか、お考えになっておりますか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 軌道に乗せたいなというふうに思っているのが養殖コンブ事業なん

であります。しかしながら、先程申しましたけども、日本海の海象条件等によりまして、

大変施設の管理にも苦労されている現状もありますので、さりとて今の実績を踏まえれば

１千万、１基１００万は確保できるような状況でありますので、きちんと漁業協同組合、

更には漁業者の方々ときちんと話をしていきたいなというふうに思っております。いずれ

に致しましても、養殖コンブの灯は消したくないなというふうに思っておりますので、こ

れからも支援をしていきますし、水産センターにあのような機能を持たせたのも、正しく

養殖コンブの推進のための体制づくりでありますので、これからも支援をしていきたいと

いうふうに思っておりますし、制度化させて新規着業者を募るという部分につきましては、

ちょっとこれから職員といろいろ意見交換しながら、どんな方法があるのか検討もしてい

きたいなというふうに思っておりますので、いずれに致しましても水産センター、機能は

１２０％発揮できるような、そんな体制づくりを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) 国の制度を利用しながら、菅原組がコンブの養殖事業に取り組みま

したよね。そして、そこで雇用の場を経て、３人なり４人の人が働いております。そして、

そのコンブ事業、養殖事業は進めておりますけれども、この８人の中に菅原組も１になっ

てるんですか。

この制度を利用するときに、確かこんな説明だったと記憶しておりますけれども、そこ

で働く人方がね、技術だとかノウハウだとかいろんなものを習得して、最終的には独立し

てコンブ漁業に取り組むっていうような中身であったんでないかなと思いますけれども、

その辺はどうでしたっけ。説明をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩します。

(休憩 午前１１時４２分)

(再開 午前１１時４２分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

町長。

○町長(石山英雄君) ８軒の中には菅原組さんは入っております、入っております。

それで、願わくば、そういう菅原組さんでやってる現場から独立できるような体制が、
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技術が確立されまして、独立できるような体制があればいいなあと思うんですが、なかな

か今現状言いますと、４名の方が働いておりますけど、常時働けるような状況でもありま

せんし、時期時期で働かせていただいてるようでありますので、この辺はちゃんと菅原組

さんとお話をしていきながら、どうしたら養殖業が定着していけるのか、現場の声も聞き

ながら進めてまいりたいというふうに思っております。いずれに致しましても、技術的に

習得して、独立できるような体制ができるんであれば、それは支援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) ９番。

○９番(梶谷康介君) 立ち入った質問になるかもしれませんけどもね、企業としてはね、

そういう漁業者、携わる人はね、雇用して、そしてコンブ事業に取り組んでペイしてんで

すか、人件費払って生産、コンブの水揚げして。それがもしね、可能だとするならば、ペ

イする事業だとするならば、やっぱりその企業が事業拡大して、雇用を増やしていって、

コンブの生産を上げるってことだって、これ可能じゃないんですか。その辺の企業の参入

っていう面に関してはね、この制度を使って菅原組は実際やってますけども、その他の参

入ってのは、これは不可能なんですか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、菅原組さんでやっている養殖事業につきましては、人件費をか

けてとんとんだというふうな話は聞いております。とんとんだという話は聞いております

けども、企業側と致しましては、少し規模を拡大したいような話もあるようでありますの

で、それはきちんと相談にのっていきたいなと思いますし、新規で企業の方がやる意欲が

あれば、応援はしていきたいなというふうに思っております。

畜産の関係につきましても、大変こう後継者がいない状況もありますので、畜産だって

企業が参入できるチャンスはあると思ってますので、水産と、コンブと畜産もですね、き

ちんと企業が参加できるような体制があるんであれば、支援はできるというふうに思って

おりますので、理解していただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) やり方によっては、今の事業の拡大に期待が持ってるっていうふう

な理解でいいんですか、そうですか。

私、今日通告をしまして、質問の要点はやはり漁港利用と、こういう、それから水産セ

ンターを生かしたね、漁業振興という二つの点に絞ってお尋ねしていこうかなと思って今

まで続けてきたわけなんです。その過程で松前町の漁業の実態を町長と共通認識に立って、

ホッケの話も出ました、ウニの話も出ました、更にはこれからのナマコのことも出ました

けれども、本当に町長、今の１３港利用するとね、ナマコだってまだまだ生産の期待を持

てるでしょうし、ウニだってもしここの水揚げ所得の増、そうしたものに繋げる可能性は

あると。コンブ、ちょっとこう残念な点は、コンブ事業が希望がありながら、なかなか参

入、あるいは取り組もうとする人の姿が見えないってことが残念なんですよね。ですから、

やっぱり組合、一義的にね、組合だ、漁業者だという話に収めておかないでさ、やっぱり

そうした人方と力を合わせて、コンブ養殖事業も進展するように取り組んでいただければ

なと。それがやっぱりこれからの松前の漁業振興、特に漁船漁業にマグロなんてのは、こ

んな表現したら何言ってんだってことになるかもしれませんけど、先見えないですよ、正

直言って。ですから、これはこれとしてね、可能な中で漁船漁業に取り組まれる人に期待

をしながら、国に向かって陳情するのか、請願するのか、これは私わかりませんよ。した

からって、どう展開していくかってことも期待を持てる状況でないでしょう。だとすれば、
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当てにする部分を少しでも減らしながら、別な面で来てくれる道を考えなければいけない

でしょう。松前町のブランドを、マグロをもってね、いろんな形で取り組んでいるものだ

ってさ、場合によっては再検討しなければいけなくなる時期も来るんでないかなと思った

りして、心配してますよ。

時間も時間だし、最後にね、町長、私ね、このホッケの産卵礁の話はお話聞かせてもら

ったし、ぜひ進めていただきたいし、更に産卵礁ができることによってホッケの生産が上

がって、更に今の蓄養の体制が拡大されていくような方向に行くことを願ってます。これ

はやっぱり、町長、何としても進めていただきたいなと。

それから、もう一つはね、このウニの深浅移殖は、今のままじゃなくてもっと進めて前

浜に、浅いところに移してね、そしてホコでも採取できるような状況つくらないと、深い

ところにはダイバーさんの力借りないとできないんですから。これは前段で借りるにして

もね、やっぱりそれは事業進めるためには必要なことですから、ある程度、今以上に力を

注ぐことによって、一時はトップ魚種になったウニもね、この形継続できるんじゃないか

と、私は期待しておりますんでね、何としてもこれからの事業進展、頭の中にきちっとお

さえて大事に育てていってほしいなと、こう思っております。

それから、コンブの話でまた繰り返しますけども、やはり前段で申し上げましたように

既存の漁業に取り組んでいる人方をね、全面的に期待しながら、説得しながら進めるのも

一つです。しかしながら、新規参入、あるいは企業の事業拡大、そうしたものも含めてね、

やっていかなければせっかく１万メーターもね、供給能力を持つコンブの種苗がね、今４

０基分でしょ、４０基分ってことは５０メーターにするとなんぼになるんですか、２００

メーターぐらいかな。だから、そういう供給体制が死んでるのもったいないっていう気持

ち、もったいないから何でもやればいいんだってことにはならないけども、生かしていく

方策は、これはもう全知全能、あらゆる分野の人の力を借りながら進める考え方、私は生

意気な話だけども、あのコンブを育ててね、マグロ業者が生でコンブを供給するっていう

話には、なかなか乗れないなあ、正直言って乗れません、もったいない、本当に。

それから、これからのね、漁港利用のね、取り組む姿勢ってのはね、やっぱり確立しな

いと町長、いけない。やっぱり町長一人の力ではできない、組合に、あるいは漁業者に期

待してけばね、確かに実行組合長さん方の会議ではね、そういう話はされているっていう

ことは聞いておりますけれども、本当に専門的に漁港利用の計画を立てたり、場合によっ

ては集約化の検討もするとなればね、やっぱり検討チームってのは、私は大事な要素にな

るんでないかなと。早くメンバーを集めて立ち上げて、これからに進む体制づくりはして

いただきたいなと思います。

町長、一番ね、肝心なことは、いろんなあなた政策で補助金、あるいは交付制度つくっ

てますよ。漁船漁業振興のためにね、３千万の補助制度もつくってます。それから、その

他にも組合の事業に対して補助をやってる面は、何点か私見てますけれども、私は金を出

す以上に、今言ったような政策をつくっていかなければいけないんでないかと。最後は冒

頭言いましたように組合のね、帳尻が合ってる、たった一回、４５０万の赤字を出して、

でも中身どうですか。こんなこと言っちゃいけねえのかもしらんけど、経対協の傘下にあ

りながら自分でやりたいこともできないような組合経営が続いてるでしょう。その結果、

黒字で収まってるっていうふうなものを考えて、組合を守るための漁業じゃないでしょう、

やっぱり漁民を守っていかなければ、漁民が所得を上がるようなことを考えなければね、

だから補助金が、漁民の所得に直繋がるなんてことは、私はよっぽどでないとない。むし

ろ、例を挙げるとね、ウニの浅海、深浅移殖をして、組合、漁師の人方が直接ウニを捕る
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ことによって、もろに漁民の所得の向上に繋がりますよ。だから、こういうことで力を入

れていくってのは、生意気な言い方するかもしらんけど、政策じゃないですか。金を出せ

ばいいってもんじゃないと私は思います。

時間も来ましたんで、今粗々自分の言いたいことを言わせてもらいましたけども、最後

に町長、今日のこの議論のやり方で感ずることがありましたら、お話してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) まず、いろいろこの６年間、梶谷議員と漁業振興に対する質問いた

だきました。議論を重ねてきたところであります。冒頭梶谷議員もおっしゃってましたけ

ども、同じ方向を見ているのは間違いないようであります。確信持って言えるんだろうな

というふうに思っております。

最後のご質問だというふうに承りました。今後の漁業振興のあり方について、ちょっと

お話をさせていただきたいというふうに思っております。

まず、今回の一般質問でも養殖コンブのお話が大部分を占めております。本当に新規着

業者の開拓、それから着業者に対する指導など含めまして、いろいろ着業しやすい環境づ

くりの方策を構築していきながら、それを漁業者に示して参画できるような、そんな体制

づくりを組合と共に職員と検討していくことにしておりますので、ちょっと時間をいただ

ければなというふうに思っております。いずれに致しましても、コンブ養殖の拡大のため

の仕組みづくりを検討してまいりたいというふうに思っております。

それから、ナマコの放流事業、これは漁港を利用しての事業なんでありますが、ナマコ

の放流事業の拡大も、まず水産センターで採苗してます。それから、地元の実行組合と連

携した中で、各漁港の荷捌き施設での簡易採苗放流などの継続も検討しながら、合わせて

栽培公社からの種苗の購入を勧め、三本立てでナマコの稚貝を実行組合の方に提案、提供

させていただきまして、安定した放流、ナマコの事業できるような体制づくりも考えてい

きたいなというふうに思っております。

それから、ホッケの蓄養につきましても、希望する漁業者が増えてきてますので、これ

もきちんと応援をしてまいりたいというふうに思っておりますし、ウニの資源の有効活用、

これは深浅移殖含めて、きちんと可能性がありますので、生産拡大に取り組む方に引き続

き支援をしてまいりたいというふうに思っております。

それから、漁港の利用につきましては、本当にその漁港漁港によって環境が、課題も違

いますし、環境も違います。しっかりとした漁港にあったルールづくりが必要だと思いま

すので、その辺も漁業者と協議しながら、プロジェクトチームの話も出てましたけども、

検討はさせていただきたいなというふうに思っております。

最後になります、組合を守るのではなくて、漁業者を守るような、そんな水産振興策に

これからもご努力をさせていきたい、させ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) ９番。

○９番(梶谷康介君) あと６分２６秒ありますんで、番外発言。実はね、町長、センター

長とね、こんな話したんです。ヤリイカ結構最後は水揚げありましたよね。このヤリイカ

の漁っていうのは、地域地域で、表現適切でないかもしれませんけど、縄張りあるんでし

ょう、ね。白神の人は向こうに行けないとか、江良の人はこっちに来れないとかあるんで

しょう。ところが現実はね、そういう地域地域でも自分達が捕っても、他の船が来てもや

れる要素があると。もしヤリイカの漁が、例えば白神は漁あったけども館浜の方にやって

いけるっていうようなものがあるとすれば、やっぱり漁業者が増えることによって水揚げ

が増えるよなと。だから、そうしたことっての、組合の今の水協法だとか、漁業権だとか
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いろんな形の中でね、着業者が減ったんだから、やれる業者がいるんだら、その業者を他

の地域までもやったら水揚げ上がるよなって話はしたんですよ。

いや、これは番外発言ですけどもね。そんな話もね、本当にヤリイカ捕る業者いなくな

りますよ。ですから、白神から原口までの業者がみんな集まってさ、捕れるとこに捕れる

ような体制つくるっていうのは、私は検討の余地あるなと思いました。答弁いりません、

終わります。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午後 ０時００分)

(再開 午後 ０時５８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) 議場に入る前に、やはり喉が渇いて、興奮してたのかわかりません

が、喉が渇いたんで水を少し飲んできました。なめらかに、そして短い時間で簡潔に終わ

りたいなと思ってました。

まず、自分の１問目、通告どおり、松前高校の関係でございます。本当は、これは３月

の第１回定例のときに質問しようと思ってたんです。しかし、卒業だとか、入学だとか、

受験だとか、そんなことがあったもんですから、やはりそれは相応しくないなというふう

なことで、今回の第２回の定例まで待ってました。そうしましたら、いろんな形で情報が

いっぱい新聞紙上を賑わしてくれました。道新より今とってませんけども、道新に現状に

ついて、またいろんな試みをしている町などを紹介していただいて、ああ、そうかと。そ

れじゃあそういうようなタイミングだなと思って今回質問を致します。

松前高校は、皆さん十分ご存じだと思いますけども、昭和４８年森高校の分校、２０４

８年ですから、２０４９年は、ああ、ごめん、２回も３回も言ってる。４９年が中部高校

の分校ということで、５１年に道立松前高校としてスタートしたわけでございます。しか

し、その時代は町、生活、暮らしが随分厳しかったということでございます。そして、生

徒を確保するために松前高校の先生自ら対象となる家庭を訪問して、生徒を確保するため

疾走したという話も聞いてました。また、今もうなくなりましたけども、松前公園のお城

の横に寮も建設して、そして寮に函館から何人も来ていた時代でございます。しかし、今

回の松前高校の現状見ますと、松中の卒業生が４５名でした。そして、４０名の定員に対

して１６名の申し込みだったそうでございます。しかし、１３名より入学をしていないと

いうふうに聞いております。

定員割れがずっと長い間続いてました。３間口が２間口、１間口というふうな形で時代

が動いてきましたけれども、公立高校の存続の是非は地域のダメージがやはり大きいわけ

ですよ。活気であり、そして経済的な部分もございましていろんな意味で大きいわけでご

ざいます。やはり、子ども達の入学の減少どうにか止めなければならないと。止めなけれ

ばならないと、止めるんだという強い意識のもとに取り組まなければならないなというふ

うなことで、私は結果的に定員割れにどうブレーキをかけるか。それで、定員割れにブレ

ーキをかけている町も確かにあります。あとで述べますけども、そんなことで、次の点に

ついて伺いたいと思います。私は、一つ、二つ目っていうのは現状を認識したい、経過経

緯と現状を認識したいということで質問します。３番目、４番目っていうのは、これから

どうするのかなという、将来にわたってのビジョンをみんなで考えて取り組みましょうや
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という姿勢でございます。そんなことで教育長、答弁をお願い致しますけど、まず一つ目、

町長の行政報告で松前高校が地域連携特別校になったということが報告されました。私は

間口の減少食い止めることができませんでしたけど、地域連携特別校と、特例校となった

経緯、募集にあたっての今日までの取り組み、まずこの点について、教育長ご答弁願いま

す。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 福原議員の一般質問にご答弁を申し上げたいと思います。

今、福原議員から松前高校の変遷についてお話ございました。私、昭和生まれなもんで

すから、ちょっと振り返ってみますけれども、松前高校は昭和２３年に道立森高等学校の

松前分校として設立されております。平成２４年には道立函館中部高等学校の松前分校と

なりまして、夜間課程もございました。その後、幾度かのも編制ございますけれども、先

程福原議員お話されたように、平成８年４月１日に、昭和５１年から４学級であったもの

が１学級減の３学級となったところでございます。また、平成１４年４月１日には更に１

学級が減りまして２学級、更に平成２３年４月１日には１学級もありましたけれども、そ

れまで中学校の卒業者が９０名前後いたところでございますけれども、平成２２年度だけ

卒業生が５７名と減っておりまして、松前高校入学者が３６名となって、結果的に１学級

となったものでございます。平成２４年度にはまた２学級に戻りましたけれども、平成２

８年度から１学級となっているところでございます。

本年の３０年３月に策定されました新しい指針、これ北海道で策定しておりますけれど

も、これからの高校づくりに関する指針におきましても、松前高校というか高校の１学年、

高校の存続には１学級、４学級から８学級が望ましい学校規模とされているところでござ

います。それに満たない高校については、基本的に再編整備の対象となっているところで

ございます。更に、その中でも第１学年１学級の高校のうち、地理的状況等から再編が困

難であり、地元からの進学率も高い高校につきましては、先程お話ありましたように地域

連携特例校、旧指針によりますと地域キャンパス校として存続を図ることとなっていると

ころでございます。なお、この存続の内容でございますけれども、５月１日現在の第１学

年の在籍者数が２０人未満となりまして、その後も生徒数の増が見込まれない場合につい

ては、再編整備の対象となっているところでございます。今回これを適用しまして、この

たび３１年度から松前高校は地域連携特例校とすることが示されたところでございます。

更に今回の３月の新しい指針によりまして、地域の取り組みを勘案した特例的な取り扱

いと致しまして、第１学年１学級の高校のうち、地域連携特例校については、所在市町村

をはじめとした地域における高校の機能、教育機能の維持向上に向けた具体的な取り組み

とその効果を勘案し、再編整備を留保することとしております。ただし、５月１日現在の

第１学年の在籍者数が２年連続して１０名、１０人未満となった場合については、再編整

備の対象としているところでございます。簡単に言いますと、旧指針では２０名未満、新

しい指針では１０人未満というふうに緩和されたところでございます。また、この間、町

の対応と致しまして、平成１３年９月定例会に行政報告しておりますけれども、平成１４

年度の間口減の計画を受けて、平成１３年度に松前高校間口減対策協議会を設置しており

ます。また、平成１８年６月定例会に行政報告しておりますけれども、平成１８年２月に

北海道教育委員会が新たな高校教育に関する指針を発表しまして、松前高校が再編整備の

対象となったために、平成１８年６月に松前高校再編対策協議会を設置致しまして、現在

まで至っているところでございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。
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○３番(福原英夫君) そうしますと、今までは生徒数を確保することも重点的に取り上げ

ていたでしょうけれども、道教委等々の指針に基づいて、その対策を中心に考えていたの

か。それとも定数、間口の定数を減を食い止めるために、そうした場合にどのような取り

組みがしてこられたのかっていうのが見えなかったんです。それで、教育長は前回もそう

でしたけども、１０人未満という、２０人未満から１０人未満ということで、それで１０

人未満であっても存続できるよっていう言葉が出たもんですから、そんなに私は深く考え

てなかったんです。このまま行ったら廃止になるっていう気持ちが、にわかに新聞の情報

見てきて理解するようになってから思ったもんですから、やはり福島町の商業科のように、

あれだけ長い年数をかけて子ども達を受け入れるためのいろんな環境整備をしてきても、

なお松前町よりは１名多いくらいでしょうか、そんな定数で推移していると。ですから、

生半可な対応策では厳しいなあというのを今のことで聞きました。

それで、今回まで松前町としては定員を確保するためにどのような考え方、お気持ちで

もよろしいでしょうけども、そこの点はちょっとご答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ３番目の質問とも関連性がございますけれども、今まで松前高校

の入学者って言いますか、高校の魅力をアップするためにはいろんな政策を議会の方々の

ご承認を受けながら進めてきたところでございます。

振り返ってみますと、平成２２年度からご存じのように松前町と縁のあるフランス国ブ

ザンソン市パスツール高校との松前高校生海外研修派遣事業を実施しております。また、

保護者の負担軽減と安定した高校教育の場を確保することを目的に、平成２３年度から松

前高校生に対しまして、通学定期券の補助、更には町外から入学した生徒の下宿費を補助

する支援を始めているところでございます。更に平成２６年度からは、進学や就職のため

の支援対策と致しまして、確かな学力の定着と、松前高校を卒業してより良い進学先、就

職先へと進路が実現できるよう、出口保証を図る観点から、松前高校の魅力づくりに繋が

るように、大切な松前の子ども達を世に送り出す責務という思いから支援策を拡大してい

るところでございます。

内容と致しまして、進学支援として、民間予備校のサテライト講座、就職支援として公

務員試験対策講座や、資格試験への補助を実施しているところでございます。また、平成

２８年度には、奨学資金の貸し付けを受けた高校生への償還免除規定、これは松前町独自

でございますけれども、設けております。更には、松前町に来て下宿する子ども達のため

に、下宿費の助成の限度額を引き上げております。更には、町外からの通学生の定期券購

入代金の一部助成から全額助成に拡大しております。また、修学旅行費用の半額を６万円

を限度にして助成するのは、更に支援策を拡大してきているところでございます。成果で

ございますけれども、平成２９年度の卒業生にあっては、進学、就職が１００％、全員進

路が決まったところでございます。進学では一般入試で国立の弘前大学に合格、更には有

名私立では書道の推薦を受け大東文化大大学に、一般入試による帝京大学に合格を致して

いるところでございます。このように、また就職にあたっても道内外から優良の大手企業

からでございますけれども、過去の先輩方の功績もございまして、松高ブランドと言われ

るくらい、松前高校の卒業生は信頼を得ているのが現状でございます。今後におきまして

も、役場をはじめ消防など、公務員試験に合格、就職をし、成果を挙げているところでご

ざいます。今までの支援策が実を結んでいると、近年特に支援策拡大しながら、松前高校

への支援が結果を結んでいるものかなと、そういうふうに思っているところでございます。

以上でございます。
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○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 教育長、そういうふうに言いますけども、今年の入学は１３名で、

パーセンテージにしたら２９％です、卒業生は。それは功を奏したっていうふうには、や

はり聞いてて、今までの今年度までの経過経緯っていうのは感じられませんね。だから、

そこのところは十分に教育長自身も、それと学校教育課長以下みんなが自覚してると思い

ます。それで私は、１番、２番というのは現状認識で、何も追求するつもりはございませ

ん。ただ、お互いが共通理解をとっていないと進まないということですよ、次のステップ

が。そんなことで理解していただきたい。

２番目、進路決定にあたっての事前事後の調査をしたかということなんですけども、子

ども、親の心理っていうのが、入学するため、進路を決定するための心理って言うんでし

ょうかね、これとまた入学してからの微妙な動き、こういうところっていうのは、次への

ステップの大きいデータになると思ってるもんですからね、これはしたか、しないか。学

校ではやってると思いますよ。それを共通的に教育委員会でも把握してるかっていうこと

につきるんです、ここは。答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 現在の共通認識というふうなお話ございました。確かに今年度の

この進学率の低迷というのは、私ども本当に危機感を得ているところでございます。その

点、福原議員と同じ考えでございます。

それで、今ご質問ございました進路決定にあたっての事前事後の調査の関係でございま

すけれども、まず事前調査ですが、松前中学校では３年生の生徒を対象にし、また保護者

を対象にして５月と１０月、そして１１月の末って言いますか、この３回の進路希望調査

を行っている状況でございます。その他、参観日などを利用して、終了後進路相談なども

行っており、これは個別で三者面談と言いますか、生徒とか保護者と、それと進路担当先

生というふうなことで行っている状況でございます。この年に３回と。そして最後の１１

月末の３回目の進路希望調査ごとに生徒、保護者、進路担当教諭の三者面談を行いまして、

最終の進路希望決定報告書を１２月の上旬までに提出してもらうというふうな流れになっ

ているところでございます。

なお、後段の事後の調査と、進路後の調査については現在は行っていないところでござ

います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) きっともって進路指導っていうのは、どこの高校に行くかというこ

との中心にした面談でないかなというふうに思ってるわけです。それで、先程教育長が言

った松前町教育委員会、松前町としてこういうようなことをしてみよう、そして、こうい

うふうな子ども達が巣立っているよ、そうしてこういうふうなケアもしているよというこ

との伝え方、これがどうだったのかなあという疑問符を持っております。それで、今回こ

れは５月の町広報の折り込みに入ってた広報ですよね。私は、３枚折りで立派なチラシな

もんですから、ここまではどうかなと思いましたけれども、入れてくれたので、これは何

で入れたかっていうことも本当は聞きたかったんです。入れるっていうことは、子ども達

だけでなく、町民全体で松前高校の現状っていうのはこうだよっていう、これを伝えるた

めに入れたのが第一の目的でないか。第二の目的っていうのは、地域みんなで松前高校い

いよっていう環境づくりをつくるんだよということで入れたんでないかな。それで、去年

もチラシ、手作りのチラシでしたね。私はチラシの記憶があるのは２回だけなんです、今

回と。それで、子ども達の心、親の心を変えるために事前事後の調査の仕方っていうのは、
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把握の仕方っていうのはすごく重要視している、私は重要視しているんです。教育委員会

としてはわかりませんよ。わかりませんけど、私は重要視してるんです。そうすっとその

心の動きっていうのが進路決定に繋がるもんですから。まあ、やってないっていうことで、

事後の方はやってない、事前の方はやってると。内容については深く追求しませんけど、

やはり大事だということだけ自覚していただきたい。

それと、三つ目なんです。これからが本題でございます、私は。入学者の期待に応える

教育環境づくりについて。これどういうふうな視点、どういう考え方で進めてたのか。こ

こがやはり先程のこういうことで、こういう形で、そして子ども達こう言ったよ、こう言

ったよと、奨学金も減免したと。そういうふうなことを全て含めてどういう考え方があっ

て、教育環境づくりを詰めていったのか。また、これからはどうなのか、重複しますけれ

ども、特にそこのところを重要視してました。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ３問目ですか、これからの支援って言いますか、先程も一部答弁

させていただきました。一番大事なのは、やはり松前高校の魅力を十分に今の中学生の方

々に知ってもらう。更には、保護者の方にも知ってもらうってことが、非常にまだ足りな

いのかなと、不足しているんではないかなというふうな観点を持っております。先程福原

議員、折り込みって言いますか、チラシのお話ございました。また、従来までって言いま

すか、毎年高校の方が中学校の方に出向きながらいろんな保護者の方々、更には生徒に対

して、松前高校への進学するメリットなど説明を行っている状況でございます。

そういうふうな観点で、いろんな形を含めて子ども達、保護者の方々に、そして今回の

全戸配布のチラシ、更には商店街の方にも大きなポスターを貼って、見てる方もおられる

と思いますけれども、これからも、今までもやってきたんですけども、更にやはり今の松

前高校が、いつも竹内校長先生がおっしゃってるんですけれども、松前高校の魅力っての

はすごいんだよと。道内では書道教育、松前学含めてこういうふうな環境で勉強できる子

どもっていうのは幸せなんだよってことも言ってくれます。従って、先程から進学率の低

下が今話題になっておりますけれども、これいかに維持していくか、高めていくかと。そ

のためにはやはり子ども達にしっかりとした松前高校の内容と言いますか、育てる内容的

なものをきちんとまず知らしめると言うか、知ってもらうというふうなことに今努めてま

いりたいなと。従来からもそうでございますけども、更に先程支援策いろいろお話させて

もらいました。この部分についても高校生の皆さん、中学生の皆さんや保護者の方々に今

以上に知ってもらうための機会というふうなものを、十分今までもってきてるんですけど

も、更に今度は３年生だけでなく、１、２年生、更には１、２年生の保護者を含めてＰＲ

に努めてまいりたいと。これらの高校だけでなく、我々教育委員会も昨年から課長自らも

回っておりますけれども、教育委員会とそれから学校、中学校、そして高校がタイアップ

した中で進めてまいりたいと、そういうふうに考えているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今日の道新のいずみに、いずみですね、十勝管内新得町の５２歳の

主婦が書いてた文章、面白かったんです。面白いってのは、あってるなと。このお母さん

は、野球部の練習が始まるとその高校の野球部員は３年生１人、たった１人で学校の先生

と１対１でノックしたり、走塁したりしてるんだそうです。そして、ああ、ああ、うちら

の子ども１人でもやってるんだなと。温かい地域のまなざしを言いたいんですよ、僕は。

地域のお母さん方、お父さん方をそういう目で頑張れよ、頑張れよっていう、こういう雰

囲気づくりが、松前高校上がったらうちらもみんな応援するよっていう環境づくり、心づ
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くりがこの形を変えるなあと思って、今日のいずみ、すぐ切り抜いてきてんですよ。

それで、私はこういうふうに思ってるんです。この環境づくりのためにはこういうこと

をしたらいいんでないかなあと思うこと、いろんな子どもの意識があります。松前高校以

外の高校を目指すには、いくつも根拠があると思いますと書いてます。部活ができない、

なぜ言うかと、うちらの町の小学生はサッカー、バレー、バスケット、野球、陸上、これ

小学校でやってるんです。それで、うちの役場職員もそうだし、地域のボランティアも一

生懸命、中学校行くとしぼんで、高校行ったらしぼんでしまう。そして、さっきのいずみ

でないけども見つめたり支えたりするっていう、それが不足してるのかなあと。しかし、

部活活動ができない子ども達はどうして支えるかっていうことなんですよ。それと、より

高い教育を求める子ども達の願いをお父さん、お母さん叶えてあげたいんですよ。実現さ

せたいんです、当たり前のことなんですよ。当然ですが、進路決定は高校卒業後を含め、

家庭の暮らしを勘案した重要な話し合いと思ってるんですよ。それは、しつけという教育

がここで生まれるからですよ。自分達の生活が今こうだよ、暮らしはこうだから、私達は

お前を上げるために借金をしてまで上げなければならない、お前に頑張ってもらいたいか

らやってる。お前が我慢するんであれば、と、しつけ教育なんですよ。そして、共通の話

題になるということなんです。

私事ですけども、言うとまたあれですけど、私は４人姉弟、貧乏で貧乏ですごかったん

です。それで、一番上の姉はどういうふうにしたかと言うと、就職して松前高校の二部に

行って卒業しました。それと２番目の姉はアルバイトをしながら、そして卒業して函館の

専門学校に。私は、借金だらけの中でもおふくろが行け、行かしてくれたから東京行きま

した。弟もまた松前高校にアルバイトをしながら。こういう環境っていうのは、多くの方

々がいたんでないかなと、僕だけでなく。そういう家庭環境の時代だったんですよ。しか

し、何となく暮らしを考えると納得していったり、よし、しかし頑張るよというふうにな

るし、優秀な子ども達は、将来を考えている子ども達は、やはり私はそこへ向かっていけ

ばいいと思ってましたし。しかし、そういうあやふやな人達は、我慢したり、進学、進路

決定に迷ってる人達はどうするかっていうこと、これが一つのテーマなんですよ。

そして、私はもう一つは松前高校で十分な教育を受けることができると。優秀な子ども

さん達だったんですけど、家庭で話し合い、進路を決める子どもがいることも事実です。

その結果、教育大学や、函館に出た子ども達でもいけない有名大学に進学する子ども達も

いることも確かです。そして、高校の先生方も松高に進学してくれれば十分に子ども達の

才能を育ててくれる、基礎教育を身につけさせてやるよと、松前村塾もありますしね。そ

ういう環境が整ってるけど、理解をなかなかしてもらえる状況になかったと。理解させる

工夫と手腕、努力、これが見えなかったので、それで先程教育長に。松前いいんですよ、

歴史、自然、海山の資源に恵まれた最高の環境があるんです。生かしてたのかなあと。私

は基礎教育を松高でしっかり身につけた子ども達が専門学校や大学へと進学し、社会人に

育つストーリーをつくりあげてほしいんです。松高に入ったら専門学校にでも大学でも行

ける子ども達十分つくってやるよと。それ、町ぐるみ、地域ぐるみですよ。そういう環境

がどうだったのかなあというふうに思ってました。やはり、そこのストーリーをどうつく

りあげるかを課題かなあと思ってまして、ちょっと教育長、長くなりましたけど、その聞

かれた範囲内でお答えください。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、福原議員の方から松前高校で十分教育ができるんだとい

うようなお話をいただきました、ありがとうございます。部活の関係も少しお話がありま
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したので、ちょっとお話をさせていただきたいと思いますけれども、志望動機、部活でも

志望先って言いますか、子ども達の流れでございますけれども、過去３ヶ年を見ますと、

平成２８年４月の町外高校へは、卒業生４０名中１８名が町外の高校へ進学しているとこ

ろでございますけれども、うち部活動での進学が、吹奏楽が３名、野球が２名、サッカー

が２名の７名が部活動を志望動機として町外へ転出しているというふうな状況でございま

す。２９年４月では、町外の高校へは卒業生５１名中２０名が町外の高校へ進学しており

ますけど、うち部活動での進学につきましては、バスケットが３名、吹奏楽が１名、野球

１名、サッカー１名の６名が部活動での志望動機となっております。また、今年でござい

ますけれども、３０年４月は卒業生４５名中２６名が町外の高校へ進学しておりますけれ

ども、うち部活動での進学につきましては、バスケットが１名、陸上が１名の２名が部活

動での志望動機となっているところでございます。

ここで、福原議員の方から松前高校への進学、十分教育が成り立つんだよというふうな

お話がいただきました。先程もお話したように、このＰＲのために今までもいろいろと説

明会等を実施してきているところでございます。ちょっとご説明申し上げますと、毎年で

ございますけれども、７月に松前高校の校長先生が松前中学校に出向きまして、保護者に

対しまして高校への進学するメリットを説明会を行っているところでございます。また、

１０月でございますけれども、昼間、生徒に対して松前高校の生徒がＰＲを行っておりま

す。またこの日、夜に保護者に対して松前高校の教頭、更には教育委員会が松前高校のＰ

Ｒと松前町からの支援策について、説明会を開催しているところでございます。更に、１

０月には福島中学校の生徒、保護者に対しても松前高校のＰＲを行っている状況でござい

ます。

こういうふうな状況の中で、３年生全員を対象と致しまして、松前高校の１日体験入学

も実施しているところでございます。内容としては進路状況や学校行事などの説明を致し

まして、体験の模擬授業にも参加していただきまして、更には部活動の見学も実施してい

るところでございます。

この他、松前高校では１月おきに広報の中で見てると思いますけれども、松高通信とし

て建石野というふうなチラシを折り込みながら、町民の皆さんに松前高校生の活動状況な

どもお知らせしているところでございます。最近ではＮＨＫで書道部が紹介されておりま

す。更にはラジオでは、公開放送では生徒会執行部が松前高校のＰＲをしているというふ

うな状況でございます。また、観光ボランティアとして昨年まででございますけれども、

夫婦の手紙の朗読ボランティア、更にはマグロまつりでの金子鷗亭記念の書道パフォーマ

ンスなど、いろいろ事業を実施しております。

ただ、これから福原議員お話したように、まだまだ足りない部分があると思っておりま

す。したがって、今、昨年度いろんな準備委員会等を立ち上げながら、松前町の学習環境、

教育環境を変える必要があるだろうというふうな観点から、今、今年からコミュニティス

クール、学校運営協議会というふうなものを今導入しております。更には小中一貫教育と

いうふうなのも合わせて導入しているところでございます。この先には、実は松前高校が

ございますんで、学校運営協議会、これは従来まで学校評議員という仕組みがございまし

たけれども、内容は学校の運営にもっと深く関わっていくんだと、地域の方々、保護者の

方々が学校の運営にもっと関わってくることができる、これが学校運営協議会でございま

す。これを今地域連携特例校となります松前高校にも導入しながら、地域の方々と一緒に

松前高校の魅力を知ってもらう。更には松前高校どうあるべきかというものを我々、町も

教育委員会も参画しながら組織づくりを進めていきたいなと。これは、松高の校長先生と
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話しておりますけれども、ちょっと時間かかりますけれども、その流れをつくっていきた

いなと。更には、小中一貫教育が更には中高一貫教育、これはすぐつくれるものではござ

いませんけれども、高校の校長先生と幾度もなく話しておりますけれども、連携教育がい

いのか、中高一貫教育がいいのか、ちょっと時間をかけながらその辺も検討していきたい

なと、そういうふうに考えているところでございます。いずれに致しましても、子ども達

がしっかりと小学校、中学校、高校に進んでいけるような流れをつくっていきたいなと、

そういうふうに考えておりますので、ご理解を申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) いい意見、いくつか聞かしてもらいました。それで、僕は、私は心

だとか、魂だとかって揺さぶる教育っていうのはあっていいんでないかなっていう考え持

ってるんです。それは、松前高校、松中、町内の小学校の子ども達見てると、特にこの間

の渡島管内の消防大会のときに、中学生と高校生がブラスバンドを演奏してくれてました。

私は感激しましたよ、はっきり言って。ああ、よくここまで続いて、先生方育ててくれた

なあと。それで、私は小中高の合同の部活活動を年何回かしたらいいんでないかなと。そ

の根拠は、お兄さん、お姉さんを慕う教育。お兄さん、お姉さんによってその部活が運営

される、サポート役に先生で、地域の人達、私の理想論ですけども。そういう環境を整え

てあげることによって、年数かかるんですけど、ああ、あのお兄ちゃん、お姉ちゃんとい

るから私松高に行くよと、あのお兄ちゃん、お姉ちゃん方がブラバンやり、部活をやって

るから私も行く。１人でもいいんでない、２人でもいいんでない、いう心づくり、魂づく

りをしなければならないというのが私なんです。ですから、一歩踏み込むっていうことは

形だけでなく、オブラートに包んだような形ではなく、すぐ溶けてしまうようなものでは

なく、飲みやすいだけでは駄目なんです。そういう教育環境っていうのは重要でないかな

っていうふうに思うんですよ。教育長、気持ちはどうでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 福原議員と私も同じ考えでございます。前段お話したように、子

ども達がスムーズに地元の高校に行って、そしてできれば地元に就職したいってふうな思

いもございますけれども、やはり基礎学力きちっと身につけていただいて、生きる力を十

分に松前町の中の教育の中で築いていただいて、将来、松前以外のところでも活躍してい

ただければと、そういうふうな思いでございます。

今の福原議員おっしゃるように、小学校、中学校、高校というふうな流れをつくってい

きたいというのが、私どもも考えているところでございます。このためには、本当に時間

もかかりますけれども、人的要素が大きなものございます。教育委員会、職員共々、更に

は校長会、現在校長会は高校の校長先生、更には教頭会、それぞれ入っております。この

中でもいろいろな議論しながら、今回の危機的状況が続かないように、少しでも中学校か

ら地元の高校に進学できるように、足りない部分についてはいろんな関係者の方々と連携

しながら、また皆さんのお力をいただきながら、高校への流れをつくっていきたいなと、

そういうふうに思っているところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 一つ抜けてました。高校生の生徒会と中学校の生徒会とで交流事業

してもらいたいんです、私は。そして、その中に松前高校をどう魅力ある高校にしていく

かっていうテーマでもよろしいです、レクリエーションでもいいです。そうして子ども達

が意識づくりをそういう流れの中に育ててもらいたい。１年では無理です、２年、３年と

長いスパンで。そういう試みも考えていただく。
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それと、先日の道新の４月１５日と４月１８日に奥尻の出てました、町立奥尻高校。留

学生、いいキャッチフレーズだなと、留学生支える島おじ、島おば、参考になると思いま

すんで後で見ていってください。それと長万部高校、ここは１０年以上前から札幌圏から

合宿を誘致してました。私達の昔の仲間が取り組んだんですけども、今年はちょっと少な

かったようですけども、その結果なのか、地域ぐるみ、またいろんな形で取り組んだ結果、

１３人も増えたよということですね。ですから、行政を担当してる者だけでなく、地域の

人間、地域の人々をね、町民をどう生かして取り込むかっていうことは、一つまた次のス

テップかなと思ったりしました。

次に、最後、教育長に聞く最後です。今、生徒確保の今後の進め方について、いみじく

も先に言ってしまいましたけども、成果を上げている長万部高校、町立奥尻高校、知内高

校、やはり視察であり、いろんな出向いていい結果を、取り組んだ結果を聞いて来られた

らいいんでないかなという気持ちがありました。

その次に、高等学校の教育振興会、もっと深めた話し合いができないかなと。今までも

してますよ、十分な協議だと思いますよ。それをもう一歩踏み込まないと、今年のような

生徒、来年の松前中学校卒業する４３名ですね、４３人です。ですから、もう一歩踏み込

んでいただければと。そのために先程言った、２番目で質問した調査、アンケート調査っ

ていうのは、何が松前高校に欠けてるのかなという問い掛けでもいいですからね、それを

直していけばいいとこですから。それが対象になる中学校１年から３年まで、それと小学

校１年から６年までの子ども達に必要なアンケートかなと思ってましたんで。それと、あ

らゆる角度からもう一回見直してほしいっていう、それで例えば、高校卒業への奨学金制

度、私はよく相談受けるんですよ。専門学校やりたい、看護師さんにさしたい、大学に行

きたい。しかし、生活が厳しいもんだから、どっかお金を貸してくれるところないかと。

それで社会福祉協議会に電話したんですけど、いろんなルールがあって、社会福祉協議会

なかなか借りれないです。それは何回かありました。それで、僕は在学する、高校に来る

子ども達もそうだけども、松前高校から巣立つ子ども達にそういう奨学金制度を創設して

あげたらいい、先程なんか似通ったこと言ってましたんでね、そういうことが大事かなと。

そして、松前に帰ってきたら５年間松前にいてくれたら、何も看護師さんを養成するよう

にね、無償、無料にしてもいいんでないかなと思います、それとも３分の１カットしたり

と。なんかそういういろんな仕組みをね、無理して貸す、そんな工夫があってもいいかな

あと思ったりしてましたけれども、いろいろ考え方ありますんで、ここのまでのところ、

いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) いろいろご提案いただきました、本当にありがとうございます。

これから、松前高校の生徒の進学率を高めるためのいろんな要素が含まれてるのかなと、

そういうふうに思っているところでございます。

ただ、一番最後に奨学金の関係でお話がありました。実はですね、平成２８年度に議会

の方に上程して、この奨学金の免除制度、何年か松前にいたら全額免除しますよという制

度つくっておりますので、すみません。そういうふうな意味で、まだまだいろんな支援制

度が松前町にありますけれども、出口保証を中心とした支援制度をつくっているところで

ございます。また、今福原議員の方から即答的にやれるものがいっぱいあるんではないか

なというふうなご提案いただきました。これから、ご提案いただきました点については、

教育委員会内部で職員共々、更には高校、中学校ともお話させていただきながら、取り入

れる必要があるものについてはどんどん提案していきたいなと、そういうふうに思ってお
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りますので、議員の皆さん方のご協力と言いますか、ご支援をよろしくお願いしたいなと、

そういうふうに思っております。いずれに致しましても、松前高校がこのまま低率の進学

率であれば、本当に危機的な状況になります。町長、副町長共々、また職員共々今の平均

的な５割以上というふうなものを目指しながら、松前高校をしっかりと支えていきたいと、

そういうふうに考えておりますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。以上で

す。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 最後に、町長ちょっとお聞きしたいんですけど、厳しい現状踏まえ

ておりますけども、教育委員会がチーム一丸となって取り組むための支援であり、環境づ

くりですけれども、取り組んでほしいなと。

それと、もう１点目、私は入学者の確保、確保の目標は松前中学校卒業生の半分以上を

私自身は目標にしてます。ですから、今年であれば２２名ですか、来年であれば２１名、

そういうふうなことが大事だなと。絶対達成できるという気持ちがあるんですよ、私は。

そんな意味で町長のお気持ち、考えを少しだけでも述べていただければなと。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前高校についてのご質問でございます。前段、宮島教育長からも

答弁をさせております。平成１３年度から松前高校間口減対策協議会が設置されまして、

現在まで経過を見ているところで、現在を見ているところであります。この間、先輩の皆

さんにいろんなご苦労をおかけしてきているというふうに思っております。本当に学校、

高校がなくなるというふうな危機感を持って今日まで対応してきているのが現状だなとい

うふうに思っております。

今回、福原議員から質問を受けております、町としてはどうなのかというふうなお尋ね

であります。まず、地域連携特例校の公表を受けまして、すぐに６月の８日、松前高校再

編対策協議会を開催させていただきました。オブザーバーとして、松前高校の竹内校長先

生をお招きして、現状を説明を受けたところであります。松前高校と致しましては、存続

を図るための地域連携特例校の指定として、前向きに捉えているというふうな言葉をいた

だきました。今後協力校と連携し、生徒間同士が切磋琢磨できるような、様々な教育環境

を行っていくというふうにお話をされておりました。この地域特例校の指定がですね、ピ

ンチと考えるのか、チャンスと考えるのかというふうなことであれば、ここはチャンスと

考えるべきだというふうな現場の校長先生からのお話をいただいているところであります。

今日まで高校の再編対策協議会では、協議会を１８年に、平成１８年に設置致しまして、

高校の存続に向けて常に危機感を持って、高校に対する支援策を検討するなど、いろいろ

取り組んできたのも実態であります。これにつきましても、議会の皆様方の協力があって

進められてきてるというふうなことであります。

また、毎年、私町長就任以来、宮島教育長と道教委を訪問させていただいております。

いつも道教委の教育長に私お話するんでありますけども、例えば西部４町で道立の福島商

業高校、更には松前高校がある。そういう中で少子化している状況の中で、生徒の取り合

いをしてどうなるんですかというふうなことを常に訴えさせていただいております。北海

道教委と致しましてもその辺にちょっとこう、今までの２０人がどうのこうのではなくて、

これから地元の高校に残る子ども達に光を届けられるような、道教委の方もそういう考え

方を切り替えていかがでしょうかというふうなことはお話をさせてもらってるんでありま

す。檜山の上ノ国含めましても少子化してる中で子どもの取り合いしても、やっぱりどう

しようもないっていうふうなことを訴えてきたんであります。その結果と致しまして、２
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０人が１０人というふうに緩和された、緩和されるようになったのかなというふうにも思

っているところであります。いずれに致しましても、私も３人の子どもを育てました。い

ろいろスポーツやりたいというふうなことで、結局３人とも地元の高校には行かないでと

いうふうな状況であります。私も親として、子どもの将来、きちんと希望を考えて叶えて

やりたいというふうな気持ちもありますし、福原議員おっしゃるように、経済的なお話も

させていただいたところでありますけども、結果として子どもの希望を叶えるような状況

になったというふうなことでございます。これは、私だけかと思うんでありますけども、

やっぱりそういう環境が今の現状があるのかなというふうな思いもしてるわけであります。

それから、今回松前高校１３人の入学でございました。大橋校長先生、中学校の校長先

生からお話聞きますと、確実に学力が上がってるというふうな言葉をちょうだい致しまし

た。その結果がやっぱり自分の学力がアップすることによって函館に流れていくっていう

ふうな状況もあるようでありますし、部活の方で頑張ってみたいというふうな子ども、最

終的にはやっぱり親が子どもに負けるような状態なんだというふうに思っております。で

すから、それが現状だと致しましても、松前高校は本当にこの町に必要な学校であります

ので、従来以上にこれから、先程パンフレットのお話ございましたけども、町民挙げて、

町を挙げて、松前高校十分大丈夫ですというふうな気運づくりが必要だというふうに思っ

ておりますので、教育現場の皆さんと、まだまだ魅力のある方向づくりのために支援をし

ていきたいというふうなところで答弁に代え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) ３番。

○３番(福原英夫君) 今町長が言ってくれて、なかなか親の気持ちっていうのは、そのと

おりだと思います。しかし、私も町長と同じく息子が暴れん坊だったもんですから、町内

に置いては町内の子ども達に迷惑をかけると思って札幌に出したわけでございます。しか

し、いろんな事情はあるもんだなと思ってました。ただ、こういう我が家のすぐ側のお母

さんは、来年中学校卒業だけど、専門学校であり、大学上げるために松前高校で十分に研

鑽を積ませたいもんだから、そして、専門学校、大学へ投資したい。そのために松前高校

に上げるんだと。それともう一つは、お姉ちゃんが松前高校から有名な大学に行ったと、

松前高校で十分なんだという根拠はそこなんだと、それで私も松前高校行きますよと。そ

ういう子ども達もいます。ですから、何もうちらが自信を失うことないんです。ですから

いいところ、もっと伸ばせばいいだけです。そこのところを理解し、また共通理解に立っ

たもんだと思っております。

次に、２点目、過疎の影響で高校に上がる子ども達減ったんだというふうになるんです

けども、今回は高校生のことはもう終わりましたのでね、今日のテーマ、２０４５年、１

千９９３人の衝撃、その対策をということで、ちょっと２問目の質問さしてください。

この人口の関係については、国立社会保障人口問題研究所が発表してるもんですけども、

２０４０年に３千５９３人の人口になるよというようなことで、うわー、すごいなと、松

前がどうなるんだろうなと思ったら、今度は２０４５年には１千９９３人、私は２７年後

生きてるかどうかわかりませんけれどもね、現人口の７２．８％、高齢化率６５．２％、

すごい警告だなと。それで、町の消滅すら、消滅の危機すら感じるんです。人口減少、た

だうちの、町長以下は見つめていたわけではないと思います。果敢にそれに歯止めをかけ

るために頑張っていたもんだと思います。しかし、私の今日の質問者の梶谷議員と同様に、

今日まで人口減少についていろいろ警告や資源の有効活用等に関し、折に触れて質問して

きたわけですが、その結果というのは、また道筋というのはなかなか見えないできた。だ

から、私は人口減少するっていうのは何にも否定しているわけでないんです、日本中がそ
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うですから。これは肯定しなければならないんです。ですけれども、それを肯定してて、

したらどうするのかという考え方だったんです。

それで、うちらの町は総合計画１０ヶ年が今回スタートしたんです。急激な人口減少に

対応したプラスアルファの施策が必要なようなに感ずるんですよ、私はね。総合計画は何

もできている、可決されている、そして動いてますから。それにもう一段階ギアを入れ替

えなきゃなんないんでないかというふうなことで、次の問いを伺いたいんです。

まず１点目、町長に驚愕の人口減少についての意見、町長の思うところ、考え方につい

て感想でもいいですし、ちょっとお聞かせ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) 人口減少に対する町長としての意見はというふうなお尋ねをいただ

きました。このことにつきましては、今議員おっしゃるように平成２７年の３月に策定し

た松前町人口ビジョンにおいて、２０４０年の国立社会保障人口問題協議会、社人研であ

ります、の人口推計によると松前町は３千５９３人になるという推計概要が示されており

ます。その５年間の間で、今回公表された３０年３月の公表では、５年延長後の２０４５

年の人口推計が１千９９３人と示されたものであります。本当に驚きを覚えたところであ

ります。この人口減少は、全国的な課題として人口減は止められないと言われております。

そういう環境の中でも松前町はどうやって人口減少を緩やかにしていくのかということだ

ろうというふうに町長として認識しております。

町長として２期目の後半に、終盤にかかってきましたけども、人口減少の歯止めの柱は

大きく二つあるだろうというふうに考えております。一つは町内にいる人を外に出さない

ような対応が求められるところ、またもう一つは、町外からいかに人を呼ぶかと、呼び込

むかというふうなことだろうなというふうに思っております。私としては、総合計画策定

時にもお話をしておりますが、町内にいる方々に対して支援を強化し、町外に出さないよ

うに、出ないように、各々の生活、産業分野においても支援を強化してきたところであり

ます。また、一方では交流人口の拡大を図るために移住、ちょっと暮らしにも取り組ませ

ていただいております。これも、現在清部地区に移住用住宅を用意して対応しております

が、今回は１棟２戸の住宅に、１戸はテレワークによる通年利用となっており、もう１戸

は４月末から９月いっぱいまでの関西方面の方が、５組の方々が申し込みをされていると

ころであります。これも徐々に取り組みが、少し、少しではありますけども実を結んでき

ているような状況だというふうに考えております。

いろいろ人口減少の即効性、人口減少に対しまして即効性のある特効薬はないというふ

うには思うんですが、総合計画を目指すところの町の将来像にあるように、生活満足度の

高い町を目指しながら、住み慣れた地域で安心して暮らせるような対応をしてまいりたい

と考え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) 今、答弁内容としては、そうですねというふうにより。

それで、２０４０年、総合計画のときも副町長は４千人に留めたいよという目標値を言

ってたんですけど、まだそれ耳から離れなかったんです。それで、２０４０年がそうなの

に、一気に２千人以上減るっていうことなんです、５年間で。町長も副町長も努力して努

力して、２０４０年にはその人数で抑えたいよということだけど、たった５年間でこれだ

け減るんですよね。これは町の存続に関わることだなというふうに思ってました。

それで、この頃町の中、まあ、しょっちゅう朝から晩まで走ってるようなもんですけど、

ジョギングでは必ず午前中白神行ったり、建石野のゴロ捨て場に走ったり、自転車で原口
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まで行ったりしてますけども、そんな中でつぶさに感じるのは、この人口減少によって過

疎の著しい町、著しい地区、ちょっと口が回らないですけど、それ、どの辺だと思います

か。町長、過疎の著しく減少の見られる地区、町内で。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町内で、各町内でいろいろ人口減少が著しいっていうふうなご質問

でありますけど、きちっとした整理はしておりませんので、ここで国勢調査の人口の推移

でちょっとお話させていただきますが、昭和４５年と平成２７年を比較したものでありま

す。総人口で、町内の総人口でありますけども、昭和４５年には１万８千６２４人であっ

たんですが、平成２７年には７千３３７人、１万１千２８７人が減少しておりまして、マ

イナスの６０％を超えているというふうな状況であります。これを地域別に見ますと、大

島支所管内では５千３７３人が昭和４５年であります。平成２７年では１千５３３人、３

千８４０人の減少、小島支所管内では３千６２７人が１千３７２人、２千２５５人の減少。

本町地区であります、本町地区で８千２０５人が４千２７人、４千１７８人の減少であり

ます。大沢支所管内が１千４１５人、１千４１９人から４０５人というふうな数字で減少

している地域って言いますと、大沢支所管内で７１．５％の減少、そして小島支所管内も

同じく７１．５％、大島、失礼しました、大島支所管内であります、大島支所管内も７１．

５％、それから小島支所管内が６２．２％が減少しているっていう状況であります。ちな

みに本町地区におきましては５０．９％が減少しているというふうなことであります。以

上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 数字的に見て町長の言われるとおりなんですけども、地域を見ます

と、私が一番感じている地区は月島なんです。月島の空家は行ってる人わかる、軒並みで

す。軒並みって言った表現が正しいのか、正しくないのかはわかりませんけど、前の副町

長の岡本副町長さんから浜側ほとんどないかな、山側も吉田さんから山側の方は何軒かで

すよね。ですから、過疎になるっていうことは、それぐらい恐ろしいことなんですよ。そ

して、建物は空気が入ってないから朽ち果てていく、塩害で倒壊していく。そうすっと今

度はその後始末、処分が大変になってくる。そんなことを考えていくと、やはり理解があ

って、あるＡさんはもう松前にいないからっていうことで建物を解体して処分している、

そういう人もいます。しかし、ほとんどは解体できないでそのままでした。

そんなことで町内を見回すと、いっぱいそういう現象が現れてきたんで、皆さんも一度

見ていただきたい。

次に、各産業の後継者の現況について。松前町の産業の力強さ、それと将来絶対松前町

が生き残る、暮らしができるんだというたくましいエネルギー、やはり後継者に他なんな

いなと思ってるんです。今現在いる人達は、何年後かになれば従事できなくなってくわけ

です。それよりも、３０年も４０年もそこに従事できる若者が後継者としている産業は力

強いなと思ってるもんですから、そこのところ、松前町の産業、漁業も農林畜産もそうで

しょうし、商工もそうでしょうし、あらゆるところで、おさえれる範囲内でいいです、は

っきり言って。おさえれる範囲内で、参考例でもいいですから、ちょっと教えてください、

例えでもいいです。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 各産業の後継者についてのお尋ねがございました。まず、商業と水

産と、それと水産加工業、スルメ加工業でお話をさせていただき、それと漁業後継者につ

きましてお話をさせていただきます。
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まず、現状であります。商工会の加盟事業者をモデルにさせていただきまして、調査を

させていただきました。商工会員２２５名、これは４月、３０年の４月１日現在でありま

す。うち、後継者のいる方が５７名、全体の２５．３％であります。その内で６０未満の

事業者が３３名、それで合計として９０名が後継者がいるというふうに考えていただけれ

ばというふうに思います。それは、大体率にして４０％だろうというふうに思っておりま

す。後継者がいない高齢の会員につきましては、大体全体の６０％になるというふうにお

さえているところであります。

次に、水産の関係であります。漁業後継者につきましては、正組合員は現在２７０名、

これも年々減少の傾向にあります。やっぱり高齢化が進んでいるところであります。この

内で後継者がいる、漁業後継者がいる漁船を持っている漁業者の方でありますけれども、

２５隻、これは親子で操業しているものであります。また、漁業後継者になるべく、鹿部

の研修所にも平成９年から２８年度まで、２０年で１２人が入所して、この内現在８名が

漁業後継者として、正組合員となり、漁業に従事している状況であります。

それから、スルメ加工であります。大変な厳しい状況が続いている中で、現在１２軒の

加工場がありますが、後継者がいる、または後継者として経営している加工場は９軒とな

っているところであります。

次に、畜産のお話もさせていただきたいというふうに思っております。畜産業につきま

しては、現在後継者の現状につきましては、後継者がいる農家が３軒、新規就農が１戸で、

現在７軒の農家は後継者がいない状況にあるというふうなことであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) こういう状況が、先程も何回も言ってますけど、悪いだけれども、

それを行政を担う町長を批判するっていう考え方は毛頭ございませんからね。はっきり言

って、したらどうするんだよっていうことなんです、私は。前向きに捉えてる人間なもん

ですから。だから、こうだからこうしましょうやと、こうだからこういう方法があるよと

いう考え方なんですよ。ですから、現状を１番目と２番目っていうの、そういう意味で現

状認識したかったのさ。そうすると施策が生まれてくるんですよ、担当するものが。だか

ら、言葉だけで済ませず具体的に見えるようにしていくと。そうすっと、ああ、ここのと

ころはこういうふうにしたら漁民者増えていく、加工屋、スルメ加工屋さんこういうふう

にしたら後継者が生まれるなというふうな課題を整理して、具体的な方策に向かって行く

んでないかなって考え方なんです。それでお尋ねしました。

３番目、基幹産業の抜本的な改革について。これは、今言った１番目、２番目の現状認

識して、やはりそうしたらどうしたらいいのかなあという考え方が、少しまとまってあれ

ば町長、お答え願いたいなと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 抜本的な改革というふうなご指摘でございます。各産業別に課題も

違いますし、表現も違うんでありますけども、１点ずつお話をさせていただきます。

まず、商工業につきましては、現在の商工業者の状況を見ますと、やはり持続可能な経

営の改善を目指しているというふうに思っております。人口減少に比例して町内の消費は

低下するために、やっぱり廃業等に歯止めをかけて、いかに経営を持続させるかが大きな

課題であるというふうに思っているところであります。商工業界を見ますと、理想とする

ところはやっぱり人口が増えること、更には雇用を生み出すこと、そして、生産性や需要

があることが大事だというふうに認識しているところであります。いずれに致しましても、

松前町の地理的環境を考慮すれば、本当に商工業者も大変厳しい状況にありますけども、
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まず持続可能な経営の改善を目指して取り組むべきだろうというふうに思っております。

それから、水産業であります。漁業後継者につきまして、やっぱり魅力のある環境づく

りが必要だというふうに思っております。本日、梶谷議員からもいろいろ漁業振興の関係

でご質問をお受け致しました。本当に環境づくり整えば、後継者が育つような要素も十分

ありますので、そこの部分は十分検討してまいりたいというふうに思っております。

それから、加工業者。原魚の確保、それから働く人の確保、大変な苦労をされているよ

うでありまして、原魚も相当高くなって、それに不漁であるというのが大きなネックにな

っているんだというふうに思っております。幸いにも後継者がいる加工屋さんがおります

ので、若い後継者の皆さんといろいろな相談しながら、新しい対策がとれる、抜本的な対

策とれるのか協議をしてまいりたいというふうに思っております。

それから、畜産農家。今まで築いてきた、皆さんで確立してきております黒毛の畜産業

の灯りを消さないような、そんな政策も進めていきたいというふうに思いますし、ただ、

現状ではなかなか新規就農者も現れてきませんけども、肉牛改良センターを機に少しでも

後継者が育つように、畜産の消さないような、そんな取り組みができればなというふうに

思っているところであります。

総じて、人口減少に伴う後継者不足っていうのは、これは否めない事実でありますので、

きちんとした、総合計画にも提言しておりますけども、きちんとした対応対策をとってま

いり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) それで、やはりここのところをするには、やはりうちの総合計画に

基づいて推進すると、私は思ってますよ。そして、緊急課題を総合計画ではクリアできな

い、できないなあという気持ちもあるんです、総合計画だけでは。ですから、それに対し

て財政企画課長中心にしたプロジェクトチームが大事かなという気はありますよ。

それと、やはりスルメ加工業は資源不足であり、原料の高騰で不透明感が漂うと思って

るんです。それと、農林畜産は資源の多くが私は眠っているように思うんです。反論あっ

たら反論してください。漁業は、マグロ漁の漁獲規制、漁業従事者の減少、それとホヤが

今年はあまりいい品物でないという。それとタコが、活ダコが生産量が少ないんだとか。

海にウニがあんまり見えないだとか、浜の人と直に。それとナマコを港に入れたけども見

えねえはとか、そういう素朴な話題が聞こえるんですよ。ですから、それどう解決するか

なんですよね、難しいことじゃないんです、どう伝えるか。

それで、資源管理はどうなっているのか、漁業者の意識は、僕は漁業者の意識は低いと

は思ってないんですよ。この間漁業者、どうにかしたいんだけどもっていう人がいました。

それと組合経営は大丈夫なのかっていう気持ちが、課題が多すぎる漁業をどのように再建

するのか見えない。

歴史を生かした、先程の町長の答弁でないですけど、歴史を生かした商店街づくりの整

備は着実に行われている。すごいもんだと思います。それで、しかし、日曜日になると、

祝日になると閉まってるもんですからね、振興をどのように、振興策をどのようにつくっ

てどのように進めるのか、ちょっと厳しいなと。それと資源が豊富と言われる観光、観光

客の入り込みが停滞しているように見える、今後の方向は見えない。今年も、まあ天候に

左右されたのかもしれないですけど、落ちてる。それで、何かこう筋が通るような、一体

感のある、それと新幹線、それと北斗市からこちらの連携したプランだとか、いろいろあ

ると思うんだよね、ちょっと見えなかった。

それと、６５．２％、２０４５年、６５．２％の高齢化人口に対しては高齢者の暮らし
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をどのように支え、移住させるのか。包括支援センター、社会福祉協議会に一つあるけど

も、大島、小島は必要でないかという気持ちがあるんです。そこに保健師さんを配置した

りして、そして包括支援を充実させていく。いろいろあると思いますけれども、何かどう

いうふうにさせるのかということ、その次は必要な人材の確保。知内や福島町のような大

胆な投資、そんなことをちょっとメモってみました。町長、受けた、聞いた中で一つでも

二つでも感じたところがあれば、答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目のスルメ加工業、からご指摘いただきました。資源の不足、

原魚の高騰、更には農林畜産業には資源がいっぱいあると。それからマグロ漁業の漁獲規

制、漁業者の減少、資源管理はどうなっているのか。漁業者の意識は、組合経営は大丈夫

なのかと。課題が多すぎる漁業をどのように再建するのか見えない。歴史を生かした商店

街づくりの整備は着実に行われている、振興はどのように進めるのかと。それから資源が

豊富と言われる観光、観光客の入り込みが停滞しているように見える、今後の方向が見え

ない、６５％の高齢化人口に対応した暮らしを、高齢者の暮らしをどのように支えるのか。

必要な人材の確保についてお尋ねがございました。決して真っ暗じゃないですよ、灯りが

ありますので、課題はありますけど、取り組んでまいります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 私は何度も言ってますけども、問題、課題があるから解決するため

に町長以下が動くんですから、それを期待してるんですよ。お互いがそういうことを認識

して、これ以外にいっぱい課題あるんであれば、それを付け足しして各課が課題としてい

く、まとめて進めればいいだけなんです。

それで、知内町と福島町、隣の町のこと嫌がるかもしれない、いいものはいいというこ

とで聞いてください。大胆な投資をしました。それで、私は頼まれたわけでないですけど

もね、歴まちの整備から残された食堂と旅館、一番目立つところにあるんですよ、松前の

顔としてね。それで、旅館がなくなったら松前の観光破滅、壊滅するかなと思うぐらいで

す。あすこは大体１００人ぐらい受け入れるんですか、食堂もものすごく入る方が多いん

です。それで、何かそこに手を差し伸べるような大胆な施策が必要でないかなと思ってま

した。

それで、４番目、限りある資本、資本っていうのは、三要素っていうことで、土地、資

本、労力、限りある資本をどのように生かそうとするのか。お金も含めてです、どのよう

に生かすのか。４番目です、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 限りある資本をどのように生かそうとするのかというふうなお尋ね

でございます。財源についてのお尋ねかと思います。松前町の財政構造は、ご承知のよう

に自主財源に乏しくて、１８％となっております。依存財源に８２％と大きく依存してい

る状況であります。国の地方交付税等に大きく左右される特徴を持っているところであり

ます。

昨年から話題になっております、地方の基金残額が２１兆円を超える状況。国は赤字国

債等を発行して地方に交付している状況を鑑みれば、地方は金持ちだというふうに捉えて

いるようでありまして、地方交付税の抑制に動く、働く動きは避けられない状況となって

いるところであります。総務省でも地方は災害など、将来への備えや公共施設の老朽化対

策、景気変動に伴う法人税等の減少の備えなどに向けていると。そのために基金を保有し

てますよということを、強く財務省の方に総務省としては説明をしているところだという
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ふうに聞いているところであります。松前町の基金につきましても、特定目的基金と別に

財政調整基金は、法に則って決算剰余金の２分の１以上を積み立てることとなっておりま

して、そのように対応しているところであります。また、基金の支消目標につきましても

条例で明確化されておりますので、条例どおり支消させていただいてるというふうなとこ

ろであります。この基金の支消については、当初予算等において年間予算を計画し、財源

不足を生じた際に支消対応しているところでありますけども、計上している予算は、今年

度計上している予算につきましては、特に無駄なものはないというふうに考えております

ことから、そこに手当てをしていかなければならないものと考えております。

また、公共施設などは、高度経済成長期に建てられたものが多くて、老朽など、ちょう

ど解体などの過渡期にも差し掛かっている状況であります。このような備えにも対応して

いかなければならないと考えているところであります。

人口減少対策として、転出超過にならないために、継続して各産業分野、生活環境への

支援をしていかなければならないと思っております。限られた財源の中で、職員が知恵を

出して新たなものにも取り組んでいかなければならないと感じているところであります。

ご理解いただければ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) 議長の配慮で休憩なしでさしてもらってますけども、いいですか。

そのような担当の考え方であり、町長の考え方であれば、現状の危機感っていうのは解

決するっていうのは厳しいかなあという感じはしますよ、私は。

それで、先日、また道新ですけれども、６月１５日、知内町に来春出店のコープさっぽ

ろ建設費７千万円補助、開店後も１億円を支援、固定資産税に相当する１千万円を支援す

る計画だ。授産施設を今年度完成、助成制度の利用好調、福島町の地元企業応援、福島町

がんばれ地元企業応援条例、福島町は条例までつくってます。だから、私が言いたいのは、

ここで言いたいのは、行政にはあったここまでという限界がもう、この過疎を食い止める

ためにはなくなったんだっていう意識なんですよ、私は。今まで、ここまで行政、ここか

らは企業団体、ここからは従事者っていうラインだったんですけど。この過疎を食い止め

るためにこれは必要だからっていう、そして少しでも、何かそういう感じはこの条例と知

内から感じたもんですから、それで、もうそういう行政の境界っていうのはなくなったん

でないかなっていう考え方です。それで、町長にもそのことでもどうでしょうかなという。

それともう一つ、やはり一貫した取り組み、目標、共通課題を据えて、そこに従事して

いる人も取り組む。これは条例化でないかなと思ってる、その時々の時限立法のように予

算化するっていうことなんだけれども。やはりやる意欲のある人は、やはりこれを活用し

て作業を充実させるんだ、町の、自分達の暮らす町を充実させるんだという考え方に行き

着くんでないかなと思うんだけども。まあ、感想をお聞かせください。

それと、町長がいっつも僕と話すると、いやあ、ゴロ、町長、使うべやと町長に言うん

だけども、いや、高橋知事さん、やはりゴロっていうのは、乙部の町長の関係もあるし、

あんまり喜ばねえんだよなって言うんだけども、この間、５月２９日の新聞に稚内サクラ

マス養殖道立総合研究機構栽培水産試験所、ここでこういうことをしてました。サクラマ

スの養殖をしてます、その餌、ホタテのウロ、担当課わかってると思うけどね。ホタテの

ウロの重金属を取り除いて、そしてサクラマスに、そして成果がわかったと。だから、そ

このところを町長、そういうこと、サクラマス。だから町長、やはり駄目だっていう時代

でなくなったんです。そこのところ頭に入れて。

まあ、ため息だとか吐息聞こえるけども、あまりあからさまにそういうことやらないで
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ください。あんた方、そこに何十人もいるかもしれんけども、僕一人で質問してるんだよ、

この準備するのに。ちょっと失礼でないかい、俺は、失礼だと思うけどな。まあ、それじ

ゃあ質問終わります。答弁いいです。いや、答弁いいです、ありがとうございます。

○議長(伊藤幸司君) 通告のあった一般質問を終わります。

◎議案第３１号 農業委員会委員の任命について

◎議案第３２号 農業委員会委員の任命について

◎議案第３３号 農業委員会委員の任命について

◎議案第３４号 農業委員会委員の任命について

◎議案第３５号 農業委員会委員の任命について

◎議案第３６号 農業委員会委員の任命について

◎議案第３７号 農業委員会委員の任命について

◎議案第３８号 農業委員会委員の任命について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第３１号、農業委員会委員の任命について、日程第

９、議案第３２号、農業委員会委員の任命について、日程第１０、議案第３３号、農業委

員会委員の任命について、日程第１１、議案第３４号、農業委員会委員の任命について、

日程第１２、議案第３５号、農業委員会委員の任命について、日程第１３、議案第３６号、

農業委員会委員の任命について、日程第１４、議案第３７号、農業委員会委員の任命につ

いて、日程第１５、議案第３８号、農業委員会委員の任命について、以上８件を一括議題

と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今一括議題となりました議案第３１号から第３８号までの農業

委員会委員の任命につきまして、その内容をご説明申し上げます。

旧法により選任されております７名の農業委員会委員が、６月３０日を任期満了となる

ことから、農業委員会委員を任命するものでございます。

今回提案する方々につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づく農業委員会委員の任命であります。同法律は、平成２８年４月１日から施行されてお

り、農業委員会委員の選出方法が選挙制と、市町村長の専任制の併用から、市町村議会の

同意を要件とする市町村長の任命制になったことから、委員の任命について、議会の同意

を求めようとするものでございます。

まず始めに、議案第３１号は、松前町字上川１５６番地５にお住まいの逢見一さんで、

昭和２７年７月１５日生まれの６５歳でございます。

次に、議案第３２号は、松前町字茂草６１番地にお住まいの堀川一寿さんで、昭和５４

年８月２１日生まれの３８歳でございます。

次に、議案第３３号は、松前町字江良４８８番地１にお住まいの石山幸子さんで、昭和

３５年１０月２７日生まれの５７歳でございます。

次に、議案第３４号は、松前町字二越１２７番地にお住まいの石井一雄さんで、昭和２

１年９月２７日生まれの７１歳でございます。

次に、議案第３５号は、松前町字上川６１３番地にお住まいの池戸満一さんで、昭和２

３年２月１３日生まれの７０歳でございます。

次に、議案第３６号は、松前町字大沢３４１番地にお住まいの小川陽一さんで、昭和１

９年４月９日生まれの７４歳でございます。
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次に、議案第３７号は、松前町字赤神２４８番地３にお住まいの堀川弘毅さんで、昭和

３１年１月１１日生まれの６２歳でございます。

次に、議案第３８号は、松前町字大磯８０番地にお住まいの鳥山美枝子さんで、昭和３

６年１１月６日生まれの５６歳でございます。

以上が議案第３１号から議案第３８号までの内容でございます。何卒議員の皆様方のご

同意をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより議案第３１号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３１号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３１号は提案に同意することに決定しました。

次に、議案第３２号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３２号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３２号は提案に同意することに決定しました。

次に、議案第３３号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３３号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３３号は提案に同意することに決定しました。

次に、議案第３４号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。
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(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３４号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３４号は提案に同意することに決定しました。

次に、議案第３５号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３５号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３５号は提案に同意することに決定しました。

次に、議案第３６号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３６号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３６号は提案に同意することに決定しました。

次に、議案第３７号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３７号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３７号は提案に同意することに決定しました。

次に、議案第３８号の質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第３８号について、提案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(伊藤幸司君) 起立全員であります。

よって、議案第３８号は提案に同意することに決定しました。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ２時３８分)

(再開 午後 ２時５８分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎諸般の報告

○議長(伊藤幸司君) 議会に関する諸報告はお手元に配布のとおりでありますので、ご了

承願います。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを

議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議事日程第１号の追加のとおり日程に追加し、直ちにこれを議題とすることに

決定致しました。

◎議案第２９号 平成３０年度松前町一般会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、議案第２９号、平成３０年度松前町一般会計補正予算

（第１回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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２９号、平成３０

年度松前町一般会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の一般会計補正予算(第１回)は、次に定めるところによろうとする

ものです。

第１条、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２億

８千７５９万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億１千３１９

万７千円に致そうとするものでございます。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の

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

歳出予算補正」によろうとするものです。
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第２条、地方債の補正です。既定の地方債の補正は、「第２表地方債補正」によろうと

するものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１３ページをお開き願います。

３．歳出です。２款１項１目一般管理費で、３７７万７千円の増額計上です。１３節行

政情報システム改修業務委託料として、３７３万２千円の計上です。これは、障害者福祉

サービスの報酬改定において、処遇改善に関わる加算拡充が行われるためのシステム改修

費用分及び第４次ＬＧＷＡＮの国の更新に伴う接続方式の変更に対応するための費用、更

にマイナンバーカードや住民票等に婚姻前の旧姓の記載をするための改修費用の計上分で

ございます。次に、１４節行政情報システム利用料として、４万５千円の計上です。これ

は、第４次ＬＧＷＡＮの更新による接続方式の変更に伴う８ヶ月分のルーター機器の借上

利用料の使用計上分です。３目財産管理費で、１億５８８万８千円の増額計上です。１７

節公共用地購入費として、１億５８８万８千円の計上です。これは、最近の集中豪雨や台

風などが頻繁に発生しており、地震や津波なども想定した場合、東日本大震災のような大

規模な災害時の被災者などの対応のため、高台である当該用地に仮設住宅用地等として取

得を致そうとするもので、その費用の計上分でございます。なお、購入予定地は、参考資

料２３ページに掲げておりますのでご参照願います。４目支所費で、１９万８千円の増額

計上です。１１節修繕料として、１９万８千円の計上です。これは、大沢支所の屋根が老

朽化により海側片面の腐食が激しいことから、屋根葺き替え補修のための費用計上分でご

ざいます。５目地域振興費で、３５１万円の増額計上です。１１節パートナーシップラン

ド管理修繕料として、９９万７千円の計上です。これは、主にパートナーシップランドの

駐車場に設置されているマンホールのフタに損傷があり、その補修費用や、食のアトリエ

映像情報プラザの室外空調設備が経年劣化により故障が起きていることから、早急に補修

を要することからその費用の計上分でございます。１３節松前町公式ホームページ補修委

託料として、１万３千円の計上です。これは、３０年度の補修運営において、旧ドメイン

を廃止しましたが、他者による悪用防止のため、セキュリティ強化上、引き続き町におい

て管理するため、その費用の計上分でございます。１９節一般コミュニティ助成事業補助

金、コミュニティ活用備品整備分として、２５０万円の計上です。これは、大沢町内会の

イベント用ガーデンセットアルミテーブル２４台、アルミイス１２０脚の購入に関わる費

用助成分として、各種イベント時にも利用できるよう、効率的な連携を図ることとし、自

治総合センターの宝くじコミュニティ助成事業の該当となったことからの計上分でござい

ます。

１４ページでございます。４款２項１目清掃総務費で、４万６千円の減額計上です。１

９節渡島西部広域事務組合負担金（衛生部門）として、４万６千円の減額計上です。これ

は、事務局費の減額によるもので、広域事務組合の減額補正に伴う計上分でございます。

１５ページでございます。６款１項３目畜産業費で、４５万８千円の増額計上です。１

１節牧場管理修繕料として、４５万８千円の計上です。これは、５月にたい肥散布を行っ

ていた際に、老朽化していたトラクターのＰＴＯクラッチ部分に異常が見られたことから、

その修繕費用の計上分でございます。

１６ページでございます。３項１目水産業振興費で、１千２３１万円の増額計上です。

１３節海岸漂着物等処理、海岸漂着物等処理委託料として、７０万円の計上です。これは、

町内沿岸に朝鮮半島などの漂着物や一般の漂流漂着物を処理するため、その費用の計上分

でございます。１９節松前町水産加工振興協議会補助金として、２６０万円の計上です。

これは、原料となるイカの不漁により、加工料の減少のため、加工場からのイカゴロ排出
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量も大きく低下しており、本年３月のイカゴロ運搬費の増額が経営に大きく影響を与えて

いることから、新たに生ずるイカゴロ運搬費の一部に対して補助を致そうとするもので、

その費用の負担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２４ペー

ジに掲げておりますのでご参照願います。次に、松前製氷冷蔵庫整備事業補助金として、

７１１万円の計上です。これは、松前さくら漁業協同組合に対し補助するもので、製氷冷

蔵庫内の高圧動力変圧器が、過負荷運転となっており、容量を１５０キロボルトアンペア

から４００キロボルトアンペア設備に交換するための費用負担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２５ページに掲げておりますのでご参照願います。

次に、漁業支援総合補助金ナマコ増殖試験事業分として、１９０万円の計上です。これは、

当初６地区に６万個のナマコ種苗購入を予定しておりましたが、漁業者の所得向上対策の

一環として、１２地区全てに１２万個を購入致そうとするもので、その費用の計上分でご

ざいます。

１７ページでございます。７款１項３目温泉休養センター費で、１千９１２万７千円の

増額計上です。１５節温泉休養センターボイラー等改修工事請負費として、１千９１２万

７千円の計上です。これは、平成１９年にボイラーの更新後、老朽化による故障などが発

生していることから、当初予算において実施設計業務委託の計上をしており、今回重油か

ら灯油のボイラーに変更し、対応致そうとするもので、その費用の計上分でございます。

なお、改修工事の概要につきましては、参考資料２６ページに掲げておりますのでご参照

願います。

１８ページでございます。８款５項１目住宅管理費で、１万１千円の増額計上です。１

２節町営住宅管理火災保険料として、１万１千円の計上です。これは、豊岡第６団地Ｂ棟

の１２月から３月分の４ヶ月分の掛け金の使用計上分でございます。２目住宅建設費で、

１億３千９９７万５千円の計上です。１３節町営住宅建設工事管理業務委託料として、３

９７万５千円の計上です。また、１５節町営住宅建設工事請負費として、９千９９３万５

千円の計上です。これは、町営住宅建設事業として、松前町公営住宅等長寿命化計画によ

る建替事業のため、豊岡第６団地Ｂ棟吉田商店前の１棟４戸の建設に関わる費用の計上分

でございます。なお、事業概要につきましては、参考資料の２７ページに掲げております

のでご参照願います。また、町営住宅整備長寿命化改善工事請負費として、３千５６４万

円の計上です。これは、豊岡第４団地旧林務所跡地を登った場所になりますけれども、こ

の箇所の３棟６戸の外壁全面張り替えなどの工事に関わる費用計上分でございます。なお、

事業概要については、参考資料２８ページに掲げておりますのでご参照願います。２２節

町営住宅建設町営住宅建替事業移転補償費として、４２万５千円の計上です。これは、豊

岡第６団地建設に関わり移転補償費用の計上分となってございます。

１９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、５万４千円の減額

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、５万４千円の減額計

上です。これは、事務局費の減と新採用職員の消防学校入学に伴う通勤手当の減額による

もので、広域事務組合の減額補正に伴う計上分でございます。２目災害対策費で、２９万

５千円の増額計上です。１２節防災行政無線管理火災保険料として、２１万６千円の計上

です。これは、防災行政無線整備工事が年度内に完了し、引き渡しが予定されていること

から、デジタル設備に関わる保険費用の計上分でございます。１４節防災行政無線管理電

波利用料として、７万９千円の計上です。これは、３０年度に実施するデジタル設備整備

に伴う電波利用料と既存部分の電波利用料の値上げ分の費用計上分となってございます。

２０ページでございます。１０款４項５目文化財費で、１０７万３千円の増額計上です。
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１１節文化財公開活用印刷製本費として、２８万１千円の計上です。これは、松前神楽の

国重要無形文化財指定記念に作成したＰＲカードが、さくらまつり期間中に全て配布とな

ったことから、新たに４種類５千枚の増刷費用の計上分となってございます。１９節江良

八幡神社杵振舞保存会公開公演補助金として、７９万２千円の計上です。これは、姉妹都

市の福島県伊達市より町指定無形民俗文化財である江良杵振舞公演依頼があり、福島県の

だてな太鼓まつりに合わせて行うもので、その参加費用に対して補助を致そうとするもの

でございます。

２１ページでございます。５項１目保健体育総務費で、１０７万５千円の増額計上です。

１８節備品購入費として、１７万５千円の計上です。これは、町民がスポーツに親しむ場

を提供するため、学校開放により対応するもので、ニーズの多いバドミントンやソフトバ

レー用の支柱とネットをそれぞれ二組購入するため、その費用の計上分でございます。９

節渡島西部４町スポーツ合宿誘致推進事業補助金として、９０万円の計上です。これは、

西部４町で取り組むもので、合宿を通じて文化、スポーツの交流人口の拡大を図るため、

今年度はモデル事業として８月に高校野球合宿の受け入れを実施し、専門家による選手へ

の実技指導なども実施するもので、事業参加者に対し、４町同条件により町内宿泊施設を

利用した場合に宿泊費の一部を補助するため、その費用の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。７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、６千９９５万２千円の増額

計上です。財源調整による歳出財源に対応のための計上分でございます。

８ページでございます。１３款２項１目総務費国庫補助金１節総務管理費補助金で、社

会保障税番号制度システム整備費補助金として、１８４万６千円の増額計上です。これは、

歳出で計上しておりますマイナンバーカードや住民票等に婚姻前の旧姓の記載をするため

にシステム改修に関わる国庫補助金の計上分でございます。２目民生費国庫補助金１節社

会福祉費補助金で、障害者総合支援事業費補助金として、４３万２千円の増額計上です。

これは、障害者福祉サービスの報酬改定に伴い、処遇改善等の加算拡充に関わるシステム

改修事業に対する国庫補助金の計上でございます。４目土木費国庫補助金２節住宅費補助

金で、社会資本整備総合交付金町営住宅建設分として、４千６９７万円の増額計上です。

これは、歳出で計上しております町営住宅建設事業豊岡第６団地Ｂ棟に対します国庫補助

金の計上分でございます。また、町営住宅整備長寿命化改善分として、１千６０３万８千

円の増額計上です。これは、歳出で計上しております町営住宅豊岡第４団地に対する国庫

補助金の計上分でございます。

９ページでございます。１４款２項４目農林水産業費道補助金３節水産業費補助金で、

地域づくり総合交付金松前製氷冷蔵庫整備事業補助金分として、４５０万円の増額計上で

す。また、海岸漂着物等地域対策推進事業補助金として、５６万円の増額計上です。これ

は、いずれも歳出で計上しております事業に対する道補助金の計上分でございます。

１０ページでございます。１８款１項１目繰越金１節繰越金で、前年度繰越金として、

６千４９９万９千円の計上です。これは、行政報告にもありましたように、平成２９年度

一般会計決算剰余金実質収支額が、１億３千２７万９千４２３円となり、このうち財政調

整基金に６千５２７万９千４２３円を積み立てし、残りを３０年度へ繰り越しして使用す

るため、６千４９９万９千円を計上致そうとするものでございます。

１１ページでございます。１９款５項６目雑入１節雑入で、北海道市町村振興協会助成

金地域づくりセミナー開催支援金分として、３０万円の計上です。これは、昨日開催され

た笑顔づくりセミナーに関わる助成金で、助成内定されたことに伴い計上したものでござ
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います。次に、コミュニティ助成事業助成金コミュニティ活動備品整備分として、２５０

万円の計上です。これは、歳出で計上してございます大沢町内会のイベント用ガーデンセ

ット購入費用の助成金でございます。

１２ページでございます。２０款１項４目農林水産業債３節水産業債から６目土木債２

節住宅債まで、全体で７千９５０万円の計上でございます。これは、各事業に対し、起債

充当見込み額を計上したものでございます。

以上が歳入でございます。２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入です。歳入合計が、補正前の額５２億２千５６０万円、

これに２億８千７５９万７千円を増額補正致しまして、補正後の額を５５億１千３１９万

７千円に致そうとするものでございます。

３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２億８千７５９万７千円を増額補正致しまして、補正後の額を５５億１千３１９万７千

円に致そうとするものでございます。

４ページでございます。第２表地方債補正でございます。(１)追加の分として、町営住

宅整備長寿命化改善事業について、記載のとおり限度額等を追加を致そうとするものでご

ざいます。(２)変更の分として、公営住宅建設事業他１件につきまして、記載のとおり限

度額をそれぞれ補正後の金額に変更致そうとするものでございます。

以上が議案第２９号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(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。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) ２、３点、伺いたいと思います。まず第１点はですね、１２ページ、

起債の金額なんですけども、当初予算の予算委員会で今年度の発行予定はどの程度かと確

認したら、あなたは１０億程度でないかと、こういう答弁しております。既に８億７千万

発行してますけども、大丈夫でしょうか。ご答弁をお願いしたいと思います。

それから、次はですね、１３ページ、公共用地購入費で、今の説明では大規模災害に対

応するためにも、どうしても必要な土地なんだという説明がありました。私は、この土地

は風力発電会社がこの土地の所有者に売ってくれ、貸してくれとかなりしつこくささって

いたようにも聞いております。ですから、災害用にこの用地を確保するっていうことは、

私は大賛成なんですが、大規模災害の他にどんな用途に使おうとしてるのか。これをもう

少し教えてほしいと思います。

３点目は温泉休養センターなんですが、１７ページですね、これはＡ重油から灯油に替

えると、ボイラーを替えるってことは聞いてますけども、タンクをやって、参考資料を見

ますとちょっと意味不明なんですよね。９５０型２基、建てる２基って書いててステンレ

ス製防油堤共っていうんですか、これ、この意味、反対にすれば共堤だしさ、よく意味通

じないんですよ。この説明をお願いして、更には重油から灯油に替えることによっての熱

効率、この点についても説明求めたいと思います。以上３点、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) まず、１２ページの起債の関係でございます。当初予算で、

当初の段階でおおむね、本年度１０億程度の起債の借り入れを計画しているというような

お話をさせていただいておりまして、それを一つの目安にして残り約６ヶ月ちょっとあり

ますけども、もう少しありますけども、そういう形で計画を立てた形の中で対応してまい

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思います。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、総務課長。
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○総務課長(尾坂一範君) 公共用地の購入費の関係でお答え申し上げます。斉藤議員おっ

しゃってましたとおり、地権者には、やはり風力の業者が相当行ってると、売ってくれ、

貸してくれというふうな話も我々もちょっと耳にしまして、地権者の方とお会いしまして、

いろいろ、私どもも災害に備えていろいろなことをやりたいからということをお話しまし

て、ある程度は理解もらっているところであります。そのようなことがありまして、町と

してもやっぱり急いで購入するというふうなことが必要でないかというふうなことで、予

算計上した次第であります。

具体的に大規模な災害発生時に備えということで、具体的には仮設住宅の建設、警察、

消防、自衛隊などの救援部隊の活動の拠点、自衛隊による食事の提供、入浴、資機材置き

場などの生活支援や応援復旧支援部隊の活動拠点、電気、水道事業者などが復旧活動をす

るための資機材置き場などのライフラインの復旧用地と。それと最後に災害廃棄物の仮置

き場などの活用を想定しているところであります。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ３点目の温泉休養センターのボイラー等改修工事のＡ重油

の、まずはＡ重油のからみの２６ページの参考資料の図の説明をさせていただきます。新

設灯油タンクの設置、これ９５０リットル型２基、これもステンレス製でございます。そ

して、その下にこの灯油タンクからこぼれた油を止めるための防油堤もステンレス製で共

につけるということで、防油堤共（ぼうゆていとも）という書き方の表示でございまして、

まぎらわしくて申し訳ございません。

熱効率の話でございます。Ａ重油から灯油に替えることによりまして、熱効率が上がり

まして、燃費が向上するということになってございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) １点目ですけどね、３ヶ月ばかり過ぎて、大分１０億に近付いてる

んですよね。起債の発行ですから、必要、どうしても必要だという場合はやむを得ないと

思いますけども、起債の管理は徹底していただきたい。こう要望しておきたいと思います。

第２点の土地の関係ですよね。今、総務課長も答弁してましたけども、私はあすこに風

力発電連立すれば、美観上も町民の生活上も非常に困るというふうな思いを持っていたも

んですから、いいなあと思います。それで、今日も大阪で地震があって、何人か亡くなっ

て、７０人近くが怪我したっていう話もあります。今にも津波が起きる可能性はあります

よね。道の発表した津波マップでも、ほぼ全域のように津波の被害を受けるという実態な

ってますので、この点についても、十分配慮しながら管理をしていただきたいということ

も要望しておきたいと思います。

３点目は、了解しました。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 起債の関係につきましては、やはり後年度に借金として残る

ものでございますんで、十分管理に慎重に対応してまいりたいというふうに思いますので、

よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

５番。

○５番(工藤松子君) １３ページのさっき斉藤議員からも質問ありました、建石地区の用

地購入についてなんですけども、なんで今なのっていう、ちょうど大阪のあれが合致して、

何で今なのに対してまた返事が一つ出てきたのかなとは思うんですけども、図面によりま

すと町有地があるんですよね、結構館浜寄りですけども。それから、いろんな被災した市
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町村の事後の対応っていうんですか、そういうのが別に事前に場所をここって設定してて

仮設住宅つくったり、それからいろんな警察や自衛隊の動きがあったりっちゅうことじゃ

なくって、突発的なものに対して十分、そういうふうな現時点の場所でそれぞれに分けて

対応していた、そういうふうに記憶しております。それで、なぜ今１億出してまで土地を

おさえておかなきゃなんないのか。その部分で何で今っていう感じがするんです。そんな

に潤沢な財政でもないのに、何か無理してんでないかなっちゅう気がするんで、一つお願

いします。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 先程の斉藤議員の方からのお話もありましたが、今すぐ、今す

ぐって言うか、大阪で地震があったからとか、そういうことでなくて、昨年の２月に北海

道が発表しました日本海沿岸の津波浸水想定、これ各地域におきましてハザードマップを

つくりまして、説明会を開いたところであります。それで、町の沿岸部のほとんどが津波

の浸水想定区域に入ってるというふうなことで、高台にある程度の大規模な用地を確保し

ておかないと、万が一の大規模な災害にあったときは、東日本大震災のときもそうだった

んですが、例えば仮の廃棄物の置き場だとか、そういうのがなくてかなり困ってるってい

うのも現状にあります。支援部隊の場所の確保だとか、そういうのには大変苦労したとい

うふうなことも伺っておりますので、そういうのを踏まえまして、内閣府の方でもある程

度大規模な用地は確保しておく必要があるんでないかというふうな考え方も持ってますの

で、それに合わせた形で今回予算を計上しまして、用地を購入しようとするものでありま

す。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) あすこは地目は何になってますか。原野ですか、雑種地。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 全部で１０筆あります。雑種地もあれば宅地もあり、原野もあ

るというふうな形で、大きく分けて三つくらいあります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) どういう経緯でっちゅう部分がよくわかんないんですけども、風力

発電の方から地権者の方にやいやい行っていたっていう部分がさっきの説明でわかるんで

すけども、何とか離したいんであれば、こっちの買う方でも何とかもうちょっと圧縮する

とか、そういう交渉は本当に十分にあったのかなって、そういう市街地とか、畑地とか、

そういう農地とかね、そういう部分であれば結構な金額なるんだろうと思うんですけども、

何とかなんなかったのか、どの程度の反応でそういう取り決めなっちゃったのかな、そう

いう部分でお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(工藤松子君) 予算的な話であります。地権者の方ともお話何回かこの間して

いるところであります。やはり風力会社の提示した金額も若干聞いております。ただ、今

の地権者につきましては、松前町には住んでないんですけども、松前町が今後この用地を

活用して使ってもらえるんであれば、若干風力から提示された金額よりもっていうふうな、

少しでも何て言うんですか、協力してもらえるというふうな話も伺っております。それで

今回の予算を計上したところであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番。

○３番(福原英夫君) ３点ばかり。１３ページの今の公共用地、その次に温泉休養センタ
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ーボイラー、ちょっとだけ知りたいところがあります。それと２１ページの合宿、この３

点。

まず、公共用地、一般財源を１億５千８８８万円、それと、１億でしょ、１億５８８万

８千円。それで本当に今の総務課長がおっしゃるような使用目的で必要なのかっていうこ

とですよ。松前に学校施設が閉校して、あれだけ高台にある学校施設があるのに、緊急避

難のときに、みんなが身近なところにいくのに、あえて風の強い、暴風雪に見舞われるこ

ういう建石野にみんなが集まるかい。避難場所として、僕は十分に活用できるのかってい

う疑問が一つあったんだわ。それと、このために一般財源をこれだけ使う。このこともち

ょっと疑問に思って、説明して、ね。

その次に、温泉なんですけど、やはり老朽化が著しいなあっていうことなんです。それ

で、これからも改修が結構あるのかなあという気持ちしてて、このボイラーを改修するこ

とによってコストダウンは図れるのかどうかっていうことなの。何もコストダウン図れな

いけれども維持管理はしやすくなるよとか、そういうことでちょっとわからない部分があ

るもんだから答弁願います。

それと３点目、２１ページ、町長が前に新聞に出てて、合宿、いよいよ４町で合宿の誘

致に動くんだなあということ。それで、今年もそうだけども今後も含めてね、この合宿の

誘致っていうのはどういうふうに進めるのかっていうのが、やはり大きい、松前町とって

の資源なもんだから、活用できるもんだから、ちょっと考え方があれば、この３点お願い

します。

○議長(伊藤幸司君) １点目、総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) １３ページの公共用地の購入の関係であります。福原さん言わ

れますとおり、各廃校だとか、そういうふうな利用だと思います。何か災害があった場合

には、当然一番近い避難路を使って高台に避難していただくと。これがまず基本的になり

ます。その後の災害終わってある程度一段落した後の、そういうふうな拠点になるための、

防災の拠点となるための、そういうふうな用地を大規模に確保していきたいというふうな

考えで、今の建石地区に用地を購入しようとしているところでありますので、ご理解をお

願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) それでは、温泉休養センターのボイラーの改修でコストダ

ウンが図られるのかというご質問でございますが、先程ご説明しましたが、Ａ重油から灯

油に替わることによって、燃焼率がかなり良くなります。それで燃費が上がるということ

で、我々もあとは単価の問題かなと思ってたんですが、今現在の契約単価が、灯油税込み

９７円、Ａ重油税込み９６円ということで、１円しか差がないんですんですね。それでい

くと、今回灯油に替わることの燃焼率の、燃費が良くなることの方がコストが良くなると。

かけるコストは、ちょっと申し訳ないんですけども、ランニングコスト的には下がるんじ

ゃないかという予想をしてございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(堀川昭彦君) ２１ページの渡島西部４町スポーツ合宿誘致推進補助

金についてですけれども、これは基本的には北海道創生総合戦略事業の中に位置付けられ

ております、新幹線を活用した人口、交流人口の拡大というものとタイアップしてる事業

でございます。それで、渡島西部４町で、平成２９年の６月に４町スポーツ合宿誘致協議

会というものが設立されてございます。会長は、会の会長は渡島振興局の城田副局長、そ

して４町の副町長が会員となってこれらの協議を進めてきたところでございます。
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それで、具体的にこの中では、今後４町でスポーツ合宿、文化、スポーツ合宿を大きな

もので取り入れていこうと。ただし、それぞれの地域で、例えば宿泊先の場所ですとか、

施設ですとか、そういう課題がそれぞれであると。そうしたときに１町では受けきれない

事業があった場合に、４町で協力してこれを受け入れていきましょうというような協議が

なされてきました。それで、今回モデル事業として、８月の高校野球合宿をまず実際にや

ってみましょうということで、これを４町で受け入れていって、これをまず検証して今後

の課題、それからもっと改良していくような制度をつくるとかっていうことで、今年度そ

の事業、モデル事業をまず実践していこうというような形での部分の、各、これは宿泊料

に関する補助金を計上さしてもらってるというような状況です。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 総務課長の言わんとしていることはわかるけれども、万が一インフ

ラが寸断、昔の昭和４０年代かな、後半、インフラが寸断された、橋が落ちた、朝日の橋、

そうした中に拠点化を置いて、それを購入したからそこを拠点化で、そしてそこに給食で

あり、寝具でありを持って行く。それで一般財源なもんだから、そこに投資するよりは、

土地に投資するよりは、万が一の災害のために備蓄でありね、それに伴う備品の方にこの

一般財源を私は活用した方がいいんでないかなと思ったもんだから、それで尋ねたわけ。

だから、少ない額でないわけさね、大きい額です。それで、きっともって私は先程総務課

長が言ったように、松前の人でないということで、ああ、あの方だなあと思いますけれど

も、やはり眠らしておく施設になるんでないかなと危惧したもんだから、こういう質問し

ました。答弁願います。

それと、次、温泉休養センター、わかりました。それで、ただ、これからの整備、生ま

れてくるんでないかなと思うわけさね、俺、私は。随分あすこは温泉の質がいいから、早

く老朽化していくもんだからね、水槽でも管でも。そんなことでのコストが相当かかるな

あと思ってたもんだから、見通しがもし立ってれば、お願いします。

それと合宿なんだけれども、アメ玉をいっぱい出して合宿を誘致するっていう方法論、

これもやはり長続きしないなあと思ったもんですからね。そうでなく、どういうふうにす

ればこの合宿が、町長が考えているように、協議の中で入っていろいろ議論したように、

どうして、すれば長いスパンでこの合宿誘致っていうのがまちづくりに貢献できるかとい

う視点が大事だと思うんだけれど、私はね。だから宿泊費出すよと、アメ玉なわけさね、

私。まあ、表現が不適切かもしれんけど、長く続かないように思う。やはり受益者負担で

ね、そしてアクセスの分で、広域で４町でやるんであれば、その車を確保したりする程度

で、やはり考え方っていうのは、いろいろ協議して整理して、合宿の誘致を励んでもらい

たいなと思ってましたので、答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) １３ページの公共用地の購入の関係であります。福原議員おっ

しゃいますとおり、１億程度の一般財源を使うというふうなことで、備蓄品の方に移行し

たらいいんでないかというふうなお話もありました。備蓄品については、毎年計画的にこ

れを予算に計上しましてやっております。備蓄品は備蓄品としてやっております。それで、

万が一無駄になったら困るみたいな形で福原議員おっしゃいましたけども、あくまでも大

災害に備えた用地をあらかじめ確保しておくというふうなことなので、何も使わなければ

逆に災害が来ないというふうなことにもなりますので、そのための用地の確保しておくと

いうふうな気持ちでやっておりますので、何とか理解の方、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、商工観光課長。
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○商工観光課長(佐藤隆信君) 古くなった温泉休養センターを心配していただいてありが

たいと思うんですが、現状、温泉できたのが６１年です、そして大規模なボイラーだとか、

配管の改修したのが平成１９年で、２０年後にやりました。今回はボイラーが１０年、１

１年ですか、経ってやったもんですから、今後、毎年ですね、うちはメンテナンスをかけ

て小さいところをちょこちょこちょこちょこ直していってるもんですから、大規模な改修

はすぐに来ないと思いますが、現状で行くと１１年でボイラーきましたので、配管もあと

は５、６年後には一回くるのかもしれません。そういう状況でありますが、古いながらも

メンテナンスを十分に配して、なるべく大きなお金がかからないような状況をつくってい

きたいと考えてますので、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ３点目、文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(堀川昭彦君) 福原議員のご質問の考え方、私も賛成だと思います。

基本的には財源を伴わないで実施していくというのが、一番望ましいスタイルを目指すべ

きだというふうに思ってます。それで、今回の事業につきましては、実は、先程言ったよ

うに松前町のみだけではなくて、松前から木古内町の４町で同じルールをつくって、同じ

環境でモデル事業を実施していってみようというようなものが基本となってございます。

それで、今回は実は既に知内町で毎年春夏、高校野球のそういう合宿を受け入れやって

まして、そちらで今回私どもが提案した部分の、そういう制度でもってやってると。それ

を他３町も共有して、どの規模まで呼べるのかと。例えば、今回は高校野球をターゲット

にしたというのも、これも今回モデルとしてやるものですから、選択肢はこれからたくさ

ん出るんですけれども、今のところ２０チーム以上をこの４町に招入れて、それぞれに施

設、知内であれば知内球場、それから高校のグラウンド、それと木古内球場、それから松

前町の野球場、これらの四つを利用して、そうすると約２０チーム、仮に２０チームとし

てでも、この時期は部員４０名くらいおりますので８００人という児童生徒がこの４町に

入ってくると。今のところ、目標とすれば道外、道内、道外ほぼ同じくらいずつの校数を

目標にして、新幹線でやってくるところ等々というようなものをターゲットにして実施し

てみようと。課題はたくさんあるんだろうと思います。課題はたくさんありますけれど、

まずやってみるということから検証しようということで、今回の事業に参画して取り組ん

でいくというような形のものです。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今の合宿については、まず頑張って、いい結果を残してください。

それと温泉休養センター、喜ばれてますんでね、入浴してる人達には。ただ、だんだん人

口減がしてきますんでね、町内のお客様でなく外部からのお客様をどう呼び込むかってい

うテーマでないかなと思ってましたんでね。そんな意味でも設備の更新っていうのは大事

だなと。まあ、きちっと計画立て、整備なさってください。これも答弁入りません。

それで、公共用地なんだけども、総務課長の言うこと、何て言ったらいいのかな、あん

まりストンと落ちてないんです、私はね。いや、町民はどうかわかんないよ、町民も僕と

同じかもしれないと思う。なぜか、自分達の目先の地域での一番緊急避難場所にいくもん

だから。そこで自分達が焚きだしだとか、布団だとかいろんなことをやるもんだからね。

それは阪神大震災のときにはっきり、それと東北大震災のときもそうだったように。だか

ら、そういうものの必要性があんまり感じない。それとここの町っていうのは、相当そう

いう背面地の高台ってのは、もういっぱいあるもんだからね、あえて必要性があるのかな

っていう疑問が残る。やはり一般財源なんだよね。それでなくても、先程斉藤議員もね、

起債の関係、大丈夫かよというふうなことで、今度どうしても一般財源が今度基金を切り
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崩したり、基金がだんだん減少してく、今繰り替え運用している、そして起債が増えてい

く、１０億の予定が１１億になって１２億になるかもしれない、今年度は。

だから、そんなことを考えるとやはり、事業をやるなっていうことではないけれども、

もう少しきちっとした考え方と見通しっていうのは必要でないかなという気がしないでは

ないよ。まあ、担当課長がやると、やりたいという町長の意を汲んでするんだから、それ

は否定はしないけれども、やはりそこのところをやはり整理なさったらいいと思う。僕も

やはり住民にはこういうことで、こうすることになったよというふうに伝えなければなら

ないし、その根拠はって言われたときに、やっぱりちょっと弱いんだよな。まあ、答弁、

その根拠に対して答弁できるような答弁をお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) 繰り返しの答弁になろうかと思います。あくまでも、今回買う

ものはですね、万が一の災害に備えてというふうなことで、具体的には仮設住宅の建設だ

とか、自衛隊、消防、警察などの拠点になる、そういうふうなある程度の大きめの場所を

確保しておくというふうな目的を持って購入しようとしているものであります。確かに福

原議員おっしゃいますとおり、１億の一般財源を使います。大規模な災害が来なければ、

これは来ないに越したことはないんですが、ただ購入しっぱなしというふうな形にはなろ

うかと思いますけども、私どもはいつ災害が来るかわからないというふうな状況の中、ま

た昨年２月に道が発表した津波浸水想定で沿岸部のほとんどが津波の浸水想定に入ってる

というふうなことを考えれば、今のうちからやっぱり準備しておくというふうなことが必

要であろうというふうに考えた結果、このようなことで建石の高台に用地を購入しようと

いうふうなことで進めてきたところであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) それぞれ見方、考え方あるもんですね。私も２、３点お尋ねします

が、やっぱり公共用地のね、購入の考え方が、どうも計画性がないような気がする。結果

的に説明は理解するんです。何かあったときにあすこが仮設住宅の用地であり、そういう

災害に関係のある人方が集約する、集まる、そういう場所を、非常にいい場所だと思いま

す。ただね、ちょっとこううがった考えするとね、いい場所だから、どっかに買われる前

に今だから買おうやというような感覚でね、今まで計画的に進めてきた中身でないような

気がするんですよ。そういう考え方だったらね、他にもあるでしょう。３番議員も言って

ました、遊んでる施設もあれば土地もある、むしろあすこよりいい高台もあるかもしれん。

そういうものを検討した結果、どうしても建石ですよっていう話であればわかるの。だけ

れども、今の対応の仕方であればね、需要が見えてきて、あすこに買いにささる人がいる

から、そういう人方にいい場所取られちゃ困るから買いましょうっていう発想も見え隠れ

してるわけさ。

ですからね、本当に今おっしゃる説明どおりの計画であればね、私は何も言うことはな

いけれど、そういう適地は他にもなかったのか。そんな考え方だったら他に金をかけなく

ても、まあ、金は全くゼロではないにしてもね、１億という金を出さなくても求める土地

ってのはあったんでないのかなって気はするんですよ。

例えばですよ、これは現実的にね、話が進めれるかどうかわかりませんけども、ちょう

どあの上に焼却施設があります、古い施設がね。あれ依然としてあのままだ、あれをもし

整理したら、あの高台は素晴らしい土地になる、いつやりますか。これもなかなか見通し

つかない、確かあの施設を除去するための補助制度もできてるはずなんだけれども、それ
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だって全く今の次元ではね、時点では話にも出てこないし、今の１億かけて購入する土地

が、その土地と比べてどうなのかっていう検討がね、されてのこういう結果であればね、

私は納得しますよ。むしろね、私はこんな考え方で見たの。確かにいい場所だから、将来

松前町の役場庁舎が移るための用地にも考えているのかなっていう気もして見てたんだけ

ど、それはないですか。その辺、一つお尋ね致します。

それから、もう一つはね、１６ページのね、漁業支援総合補助金なんです。水産課長、

聞こえますか。あのね、このナマコの増殖試験事業の補助金１９０万、私の認識ではね、

今の水産センターを中心にしながら、各実行組合でナマコに取り組んでる人方の技術も向

上したし、十分対応できる体制ができてるんじゃないかなっていう認識してるんですけど

も、試験事業進める、１９０万もかけて試験事業進めていかなければ、このナマコ事業っ

てのは、まだまだ未知の段階なんですか。私の認識間違ってますか、説明してください。

この２点。

○議長(伊藤幸司君) １点目、副町長。

○副町長(若佐智弘君) 私の方から答弁させていただきます。実は、私総務課の主幹で防

災の方を担当している頃からよく言われてたんですけど、やはりその頃から津波のお話は

ございまして。ただ、今回北海道から示されたものが想定を遥かに超える高さであって、

従前のものと比較にならないということで。ただ、その頃からやはり高台にそういう災害

時用の土地を町として手に入れなきゃならないという話はしてたんですけれど、ただ、そ

のとき、その後いろいろ話をしていくときに、それぞれ警察、あるいは消防等ともお話し

たときに、やはりそういう官庁関係が同じような区域にあるのが一番いいよねというよう

なお話も、連絡がとりやすい。そして、またあすこが国道沿いででして、今回購入予定の

ところが８万１千４００平米、約２万４千６００坪という広大な土地でございます。その

隣にまた松前町の、別に今土捨て場に使ってますけれど、あすこももう大分いっぱいにな

ってきて、平らないい土地ができると思うんですけど、それと合体した形になって十分な

広さがとれると。確かに様々な場所があるんですけれど、例えば焼却施設とかになると、

確かに余所から比べると大きそうなんですけど、そんな、大きさ的にはそれ程大きくない

ところでございまして、やはり集中してそういう仮設住宅のときとかは、健康だとかそう

いう安全を考えたときに使える場所ということで、できれば集約したところがいいなあと

いうことで。

確かに一つのきっかけとなった風力のお話もございます。土地の所有者が売る気がある

んだということも一つのきっかけ、前々からいい場所だということは、私どももお話はし

ておりました。

そして、最後に庁舎建てるのかというような、建てるんでないかなというお話もありま

したけど、私どもとしましては、町民の必要性、声をきちんと聞きながら、本来目的を損

なわないように、そういう様々な活用方法は町民の声を聞きながら、これから検討してい

かなきゃならない部分も出てくると。そういう場合も想定はしております。以上でござい

ます。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ナマコ種苗放流の方からご質問でございます。午前中の一般質

問の中でも町長の方からお話した部分ありまして、ナマコ種苗の関係につきましては、三

本立てで現在取り組んでおります。一つは今般また補正させていただこうとする北海道栽

培公社からの種苗購入。これは１センチメートルサイズ、１センチ種苗でございまして、

これがある程度放流しましたら生産率等とも、簡易採苗やってるものよりはいいのかなと
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いうことで捉えておりまして。二つ目が水産センターでやってる採苗分ということで、こ

れ水槽の関係で中間育成できないものですから、ある程度玉ねぎ袋に沈着させた状況で各

港の漁港の海底部分で中間育成して、自然と放流するというような部分。もう一つは、自

らが取り組んでいこうという部分で、各荷捌き所の漁業者と一体となった簡易採苗事業と

いうことで、これも水産センターでナマコ採苗する方法と同じでありまして、産卵させま

して、浮遊幼生を玉ねぎ袋に沈着させまして、それを漁港内に戻すといったようなことで

三本立てでやっておりまして、その簡易採苗なり、水産センターだけの採苗、種苗ではと

ても不足してるというような状況がありまして、この北海道の栽培漁業公社からのナマコ

種苗購入といったことを、重ね蒔き放流的な意味合いで継続していく必要があるだろうと。

もう一つ、今年の放流ナマコが１千万円を超えております。各漁港の分。昨年が５００

万ぐらいと、一昨年が１７０万ぐらいということで、放流効果が顕著に出てきているとい

ったようなこともありますので、各浜の漁業者の方々からは、やっぱりどんどん放流継続

していく必要があるだろうというようなことも話もしておりますし、そういった部分での

予算補正させていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 副町長、議案を提出するためにはね、やっぱりきちっと理解させる

ような説明をね、しなければいけないです。ただ、私が質問してるのはね、ここに到達す

るまでに、あちらも検討しました、こちらも検討しました、トータルでやった結果ここが

一番いいんだっていう話であれば、私理解するの。だけれども、この話のやりとり聞いて

ると、需要が起きて、いい場所が誰かに取られてしまう、慌てて、したらこういう理屈つ

けて、あすこ高い金出して購入しようという考え方が感じられるから言うのさ。津波が来

る、高台が必要、そこにスペースが必要、消防との関連だとか、警察の関連考えれば、少

し距離あるかもしれんけど、松前小学校なんて素晴らしい場所あるでしょう。検討しまし

たか。

だから、そういうことを全部検討したけれども、やっぱり何と言っても建石のこの用地

を購入することが、松前の現状、そして将来に一番いいんだっていう説明できたらね、質

問ないですよ、そう思いませんか。議案出す以上は、やっぱりみんなが納得するような説

明きちっと持ってやらなければね、聞かれればこうですよ、聞かれればああですよって説

明はね、やっぱりいただけないね。もう一回頼みます。

それから、ナマコのこの試験事業１９０万ね、前段で言いましたように、私の認識では

センター長、よく私お邪魔して、あなた方取り組んでいる姿を見せてもらって、そのとき

いお話を聞いた限りでは、センターでも技術は十分に確立してるし、それから実際、ナマ

コに取り組んでる人方も、自分達で卵を採る技術もできているんだよっていうこと聞いて

るんだ。だから、これからのナマコ進めるためには、もういい形ができているのかなとい

う認識でいたんだけども、こういう形で試験事業ですよ、１９０万って出てくると、そう

すっと今までの私の認識ってのは何だったんだろうなと思って質問してんですよ。ですか

ら、その説明もう一回お願いします。

どうも水産課長、ちょっと口早くて聞こえねえんだよな。

○議長(伊藤幸司君) １点目、副町長。

○副町長(若佐智弘君) 再度答弁させていただきます。

全くもって梶谷議員のおっしゃる点につきましては、私どもも議論はしたところでござ

います。ただ、私、たまたま先程警察とかっていうお話もしましたけど、消防も含めて、

自衛隊も含めてのお話でして、そういうときにやはり一つだけ孤立するような形は、あま
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り好ましくないのかという部分がありまして、そしてやはり国道沿いのやはり使いやすい

場所であると。また、様々な利点を考えたときに、あすこがやはり一番相応しい場所だと

いうのは、常々考えておった場所ではございます。

ただ、広さだけでは確かにいろんな場所にありますが、所有者もまたたくさんおりまし

て、そういう購入のときの、やはりいろんな課題も出てくる分野も考えますと、１、２名

の土地の所有者の場所でああいう場所がありまして、そして今回相手にも町であれば手放

すことも考えるというようなお話があったのも確かでございまして、そういうことを考え

ると、私は最高の場所だと。決して、買ってくださいって来たから買いますっていう話で

はございません、常々からいい場所だということで議論をしていたところでございますの

で、この点、十分今度から気をつけて提案さしていただきますので、よろしくお願い致し

ます。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、渡辺参事。

○水産課参事(渡辺孝行君) すみません、ナマコについてご答弁申し上げます。ナマコは

従来、大体もう試験は終わってるんでないか、ある程度が確立された技術でないんですか

という話だったんですけども、確かにそうです。従来まではナマコを卵から孵化させて本

当のナマコにするまで、こういう技術がまだ不確定で、いろいろ試行錯誤の結果、何とか

ナマコにする、安定的にする技術ってのが大体確立されております。

それと、あともう一つは、そのナマコを漁場に放して、漁場に放したナマコがお金にち

ゃんと変わるんだろうかと。こういうものもあったんですけども、少しずつもうそれが、

放流効果っていうのが大体見えてきております。それで当町のナマコは、まず一つは種苗、

アワビの種苗だとか、それと同じく種苗を漁場にまく、今は港の中に放流してるんですけ

ども、これを進めてまいりました。ただ、財源の関係だとかありまして、１２実行組合あ

る中で、今までは３年に１回の放流だとか、そういうような状況で各漁港で、その効果を

検証してきたわけでございますけども、大体生産に結びついていくということで、このナ

マコの種苗を少し安定的に多くして、各実行組合がせめて２年に１回とか、できれば１年

に１回放流できるような体制でいかなければならないということで、今公社から買ってき

て、ナマコを各実行組合の漁場に放流してます。

それと、実行組合からは、もっと放してほしいと、何とかできないかということで、こ

れは財源の関係あるんだけども、自分達でつくれますよと、自分達がやる気さえあればつ

くれますよということで、各、今やろうとしてるところが、今年江良も増えますけども７

地区で、自分達自ら配布される種苗プラスアルファという部分でやっております。

そして、自分達がやりたいんだけども、例えば荷捌き所にそういう設備がないとか、そ

ういう部分について、そういう部分を補完する意味で、センターでそういう部分にも種苗

を供出しているというような形で、今ナマコの事業は取り組んでいると。昔みたいに全然

右も左もよくわからない中で進んでるということでなくて、確かに少しずつ生産が見えて

きていると。そういう意味で大体こう技術が確立されつつあるというように、今まで、こ

の前も説明してるような状況でございます。ということで、ご理解をよろしくお願い致し

ます。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) まあ、いろいろなことがあったんでしょう。ですけども、今言った

ようにね、大きなお金をかけてやる事業ですから、むしろかけないでやれる要素が、あの

土地は例えば１番だとしますかね、その後に金をかけないでやれる町有地が、例えばね、

松前小みたいなところが、条件的には２番だけども財政的にはどうなんだろう、トータル
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で考えたらどうなんだろう、将来的にはどんなんだっていうような話がね、きちっと整理

されていればさ、さっきも松前町の役場の庁舎が将来的にはあすこにも行く考え方もある

んですよみたいなものもね、中にあるとすればね、もう何も言うことないですよね。です

から、苦言ですけども、やっぱり議案提出するときにはね、変な質問が出ないようにきち

っと説得力のある説明を携えて、議案提出していただきたいなと。わかりましたから。

それから、ナマコの話ね、決して私は１９０万かけてやる事業に反対してるんじゃない

んですよ。私の認識ではね、前段で言いましたように、もう人の手を借りなくたってセン

ターと、あるいは実行組合の組合員とね、それぞれの立場でこれからのナマコ増殖には向

かっていけるんだ、取り組んでいけるんだっていう認識をしていたもんだから、何でここ

で試験事業なのっていう疑問が出てくる、それを確認したかったわけ。今回のこの１９０

万ってのは、ナマコの卵って言うんですか、そうしたものをどれぐらいやってどの地域で

どうのこうのってのは、全部整理されてますか。それも説明してください。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長、渡辺参事。

○水産課参事(渡辺孝行君) 今ですね、ナマコの１９０万、この部分については６地区で

す。そして、当初予算で６地区で見てたんですけども、新たに全地区やりましょうという

話になって、その上乗せ分で６地区で１９０万を追加させていただきました。以上でござ

います。

○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。

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２９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２９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３０号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、議案第３０号、平成３０年度松前町国民健康保険特別

会計補正予算(第１回)を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今議題となりました議案第３０号、平成３０年度松前町国

民健康保険特別会計補正予算(第１回)について、その内容をご説明致します。

平成３０年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算(第１回)は、次に定めるところに

よろうとするものであります。

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１４０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億１

千４４０万円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正

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

入歳出予算補正」によろうとするものであります。
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今回の補正につきましては、歳出において、退職被保険者等高額療養費において、当初

見込みより高額な医療費が発生したことに伴いまして、年度末に支払いに不足を生じます

ことから、追加計上するものであります。なお、この医療費の増加分については、北海道

から全額保険給付費等交付金として交付されます。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。一番後ろ７ページをお開き願い

ます。

３．歳出であります。２款２項２目退職被保険者等高額療養費で、１４０万円の追加計

上です。これは、当初予算の算定時には、過去３年の推移や退職被保険者の減少を見込み

まして、年間１２０万円を見込んでおりました。このたび、４月、５月の請求時点でがん

の手術等によりまして、高額な医療費７０万円を超える医療費が発生しましたことから、

年度末までの支払いを推計をし、追加補正するものであります。

これに対応致します歳入でございます。前のページ、６ページをご覧願います。

２．歳入であります。２款１項１目保険給付費等交付金で、１４０万円の追加計上です。

これは、歳出の補正額に対応するため、北海道から交付される普通交付金であります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページをお戻り願います。

２．歳入であります。すみません、第１表歳入歳出予算補正(事業勘定)の歳入でござい

ます。第１表、歳入合計、補正前の額１３億１千３００万円に、１３億１千３００万円に

今回１４０万円を追加し、補正後の額を１３億１千４４０万円に致そうとするものありま

す。

次に３ページであります。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１３億１千４４

０万円に致そうとするものであります。

以上が議案第３０号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算(第１回)の内

容でございます。よろしくご審議の程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。

失礼しました、９番。

○９番(梶谷康介君) 説明をいただきました。高額療養対象の方が出たということで、当

初予算の１２０万で対応できないなから補正ということなんですけどもね、これは件数は

１件ですか。病種はなんですか、説明ください。

○議長(伊藤幸司君) 福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) この関係、高額な医療費については、１件ががんの、細胞のが

んの方が退職者被保険者で出まして、その請求が高額になったものですから、それに対し

て、退職者被保険者につきましては、制度自体もう廃止になってるんですけども、２７年

３月で廃止になりましたけども、これまで退職者被保険者の方については、６５歳に到達

する都度被保険者が減少していくということで、最終的には退職者被保険者がいなくなる

形になるんですけども、今、４月段階で１４名の退職者被保険者がおります。その中で過

去の経緯を見て年間１２０万円ということで計上してきましたけども、このたび、１件で

細胞のがんによる手術が発生しまして、それで今後の支払いに不足を生ずるということで、

これからの退職者被保険者の人数も推計をしながら、今回１４０万円を追加したという内

容でございます。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 件数とがんの種類を尋ねたんですけれども、がんの種類は説明いた
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だけなかったんだけどもね。当初予算の１２０万と今回の補正の１４０万で今年度始まっ

たばかりなんだよね、６月でしょ、まだね。先を見越してっていう話も説明の中にあった

けども、こういう額で大丈夫なの。やってみねばわかんねえやね。説明ください。

○議長(伊藤幸司君) 福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) 議員おっしゃるとおり、これがんについては、今細胞のがんと

いうことでありまして、具体的には大腸がんもあります、大腸がんであります。その部分

で高額な部分で出てきました。ただ、この方についても、今後６５歳に到達して、退職者

被保険者から一般被保険者に移っていくということで、４月段階で１４名退職者被保険者

いましたけども。

そういうことで大腸がんという病名で１件、そういうのが出てきたということでありま

す。これについては、先程言いましたとおり、被保険者が１４名から年度末には２名程度

という形で、被保険者が減っていきますので、その分も加味して、今１４０万、合計２６

０万という予算の範囲で、何とか足りるんでないかということで今回計上しました。以上

です。

○議長(伊藤幸司君) 質疑ありますか。

(「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。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３９号 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例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１８、議案第３９号、松前町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題

と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、ただ今議題となりました議案第３９号、松前町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

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。今回の条例の一部改正に係

る新旧対照表であります。改正理由でありますが、下段の説明欄をご覧願います。

今回の改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（平成２９年法律第２５号）、いわゆる第７次一括法

による就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な堤共の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）の一部改正に生ずる条項ずれに対応するため、この条項を引用してい

る当該条例を改正するものであります。
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改選案の内容ですが、表の左側が現行条例、右側が改正案で、下線が改正部分となって

おります。第１５条は、特定教育、保育の取り扱い方針の規定であります。左側の現行、

第１５条第１項第２号中の下線部分、「同条第９項」とありますものを右側改正案では、

「同条第１１項」に改めようとするものであります。

次に、附則であります。この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。

以上が、議案第３９号、松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての内容です。よろしくご審議の

ほどお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第３９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３９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４０号 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例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１９、議案第４０号、松前町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、議題となりました議案第４０号、松前町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例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。

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。当該条例の一部改正に係る

の新旧対照表であります。改正理由ですが、下段の説明欄をご覧願います。

今回の改正については、平成３０年３月３０日に放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第４６号）が交付され、

放課後児童支援員の基礎資格について、共有資格の規定を明確にするとともに、高校を卒

業していないものも放課後児童支援員になることができるよう、要件を拡大する改正がさ

れたことに伴い、この基準省令を当該条例で定めていることから、同様に改正するもので

あります。

改正案の内容です。第１０条は、職員の規定であります。左側の現行の第１０条第３項

第４号の下線部分を右側改正案のとおり、「教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号

第４条）に規定する免許証を有するもの」に改め、同条第３項第９号の次に１号を加え、

同条第３項第１０号とし、５年以上、放課後児童健全育成事業に従事したものであって、

町長が適当と認めたものとするものであります。

次に、附則であります。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。
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以上が、議案第４０号、松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い

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４０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４０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４１号 議決の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、議案第４１号、議決の変更についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。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４１号、議決の変

更について、その内容をご説明申し上げます。

本議案は、平成２８年５月３０日に議決されました、小島辺地第２次変更に関わる公共

的総合整備計画を次のとおり変更致そうとするものでございます。

次のページをお開き願います。小島辺地に関わる公共的総合整備計画(変更)をご覧下さ

い。変更前の２．公共的施設の整備を必要とする事情について、変更後のとおり「・経営

近代化施設」を追加し、「肉牛改良センター設置による繁殖生産基盤を確保することによ

り、繁殖経営の拠点として位置づけし、畜産農家と町が一体となった体制を構築すること

で、畜産振興を図るものでございます。また、高齢による廃業や後継者不足が深刻な問題

であり、新規就農者対策として研修生を受け入れ、繁殖経営に必要な知識と技術を習得さ

せ、就農支援を行い新規就農者の確保及び畜産業の衰退を防ぐため、本事業を実施するも

のであります。」を加えようとするものでございます。

次に、変更前の３の公共的施設の整備計画、平成２７年度から平成３１年度までの５年

間の表にあるように、変更後のとおり、施設名欄の「経営近代化施設（肉牛改良センター

事業）」、事業主体名で「松前町」、事業費及び財源内訳の一般財源が「２億５千２０４

万８千円」に、更に一般財源のうち辺地対策事業債の予定額「２億４千９２０万円」を追

加変更致そうとするものでございます。これに伴い、変更前の事業費合計と財源内訳の一

般財源合計「４億５千５３３万８千円」が、変更後の事業費合計及び財源内訳の一般財源

合計が「７億７３８万６千円」に、更に変更前の一般財源のうち辺地対策事業債の予定額

合計「３億３千１２０万円」が、変更後「５億８千４０万円」に変更致そうとするもので

ございます。次のページに参考資料と致しまして、追加となる事業を掲載したところでご

ざいます。

今回の辺地総合整備計画の変更につきましては、経営近代化施設肉牛改良センターの追

加に伴う事業費の追加による変更となってございます。いずれも辺地対策事業債により財
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源を確保しようとするものでございます。辺地対策事業債は、地方交付税の算定に用いて

おります基準財政需要額に元利償還金の８０％が算入されることとなってございます。過

疎対策事業債の７０％算入より有利な地方債となってございます。

なお、今回の辺地計画の変更につきましては、事業追加等を含め、法第３条第８項の規

定に基づきまして、北海道知事との事前協議が必要となってございます。この事前協議が

５月、本年５月２１日付けで終了しておりますことから、議決の提案を致そうとするもの

でございます。

以上が、議案第４１号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４１号について、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４１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４２号 契約の締結について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２１、議案第４２号、契約の締結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４２号、契約の締結について、

その内容をご説明申し上げます。

本議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定に基づき議会の議決を求めようとするものであります。

去る６月１５日に指名競争入札を執行致しました平成３０年度防災行政無線整備工事の

締結でございます。契約の金額は２億８千６８４万８千円、契約の相手方は、橋本・森・

阿部・真友特定建設工事共同企業体、代表者は札幌市東区北１９条東１０丁目３番７号に

住所を有します橋本電気工事株式会社代表取締役社長土岐田昇でございます。なお、入札

結果表、予定工期等につきましては、参考資料として添付しておりますのでご参照願いま

す。

以上が、議案第４２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４２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４２号は原案のとおり可決されました。

◎決議案第１号 高レベル放射性廃棄物の最終処分場の受け入れを拒否する

決議について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２２、決議案第１号、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の

受け入れを拒否する決議についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。１１番西村健一君。

○１１番(西村健一君) 決議案第１号、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の受け入れを

拒否する決議について、提案説明を致します。提出者並びに賛成者については、記載のと

おりです。

決議の内容ですが、高レベル放射性廃棄物の最終処分場は、地下３００メートルより深

い地層に埋める「地層処分」により行うとしているが、複数の巨大プレートがある地震多

発国の日本において、「１０万年間の監視が必要な核廃棄物を安全に保管できるのか」と

いう疑問が解消されないまま進められている。

北海道は、幌延町の深地層研究センターを誘致するにあたり、「特定放射性廃棄物の持

ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難い」と宣言した「北海道における特定放射

性廃棄物に関する条例」（以下「北海道核抜き条例」という。）を制定し、北海道、幌延

町及び日本原子力研究開発機構（旧核燃料サイクル開発機構）の三者は、「研究のみ」と

して、「放射性廃棄物を持ち込まないし、使用しない」、「研究終了後は埋め戻す」、

「将来とも最終処分としない」との協定を締結している。

こうした中において、政府は、平成２９年７月２８日、高レベル放射性廃棄物の最終処

分場に適した地域を示す「科学的特性マップ」を公表した。火山や活断層が周囲になく、

海岸線から近い、処分場の候補地となり得る「最適地（輸送面でも好ましい地域）」は、

北海道において８６市町村に及び、このうち渡島、檜山管内では松前町のほか１２市町が

該当している。

最終処分場候補地となれば、風評被害による松前町の漁業、畜産業等の産業や観光等に

係る経済への影響が計り知れないものがある。

処分方法に不安を抱える現状、松前町議会においては、「北海道核抜き条例」に基づき、

高レベル放射性廃棄物の最終処分場は受け入れないことを決議する。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。

決議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、決議案第１号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２３、意見書案第２号、地方財政の充実・強化を求める意見

書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務経済常任委員会委員長西川敏郎君。

○総務経済常任委員会委員長(西川敏郎君) 意見書案第２号、地方財政の充実・強化を求

める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提

出するものであります。意見書の内容については記載のとおりであります。ご審議のほど

よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第３号 「これからの高校づくりに関する指針」を見直し、機械的な

高校統廃合を行わないことを求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２４、意見書案第３号、「これからの高校づくりに関する指

針」を見直し、機械的な高校統廃合を行わないこと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３号、これからの高校づくりに関す

る指針を見直し、機械的な高校統廃合を行わないことを求める意見書について、別紙のと

おり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであり、意見書の内

容については記載のとおりであります。ご審議のほどよろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第４号 平成２９年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２５、意見書案第４号、「国の責任による３５人以下学級の

前進」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４号、「国の責任による３５人以下

学級の前進」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４号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。

◎所管事務調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２６、所管事務調査報告についてを議題と致します。

総務経済常任委員会から所管事務調査報告書の提出がありましたので、報告を求めます。

総務経済常任委員会委員長西川敏郎君。

○総務経済常任委員会委員長(西川敏郎君) 所管事務調査報告について。

本委員会は、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所管

事務調査、「畜産及び農業振興について」を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の

規定により、所管事務調査報告書を提出致します。所管事務調査年月日、調査の概要及び

視察調査の概要については記載のとおりでございます。

所見。

現在、松前町の畜産業については、農家１１戸で約３２０頭の黒毛和種繁殖牛を飼育し、

その生産された子牛については家畜市場において高い評価を得ております。更に一層の所

得の向上と経営の安定化を図るため、規模拡大を目指しているが、繁殖牛の高齢化による

更新に係る費用や飼料費、資材費及び繁殖素牛の高騰により苦慮している。また、農家１

１戸のうち５戸が６０歳以上で後継者がおらず、将来的に高齢化による廃業の可能性があ

り、畜産業の衰退が懸念されているところであります。

その中において、今後の松前町における畜産業の将来的な発展のため、新たに取り組み
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として松前町肉牛改良センター（以下「改良センター」と言います。）、賃貸型牛舎及び

研究施設等を整備することにより、研修生の受け入れが可能となり、繁殖経営に必要な知

識と技術の習得を行って新規就農者の確保を図るとともに、当該就農者が経営開始時に牛

舎建設等の初期投資が経済的負担となるため、その軽減について支援を図っていく必要が

あると思います。

事業の実施にあたっては、改良センターの飼養及び施設管理並びに研修生への指導が重

要となるため、その中核を担うセンター長の採用については、経験豊かな人材を早期に確

保し、その内容等について今後の計画等も含め十分協議できるよう取り組んでいく必要が

あると思います。

また、農業系大学とは、学生の研究や受精卵の作出等で連携した中で質的兼備の和牛生

産を確立させ、改良センターで生産される子牛や受精卵を農家に販売し、所得の向上と規

模拡大を推進して、経営の安定化と新規就農者の増加を図り、更には、松前畜産改良組合

等と連携し、畜産業の将来を見据えた事業展開ができることを多いに期待するところであ

ります。以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済みと致します。

◎閉会中の所管事務調査の申し出について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２７、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

総務経済常任委員会委員長から水産行政とその他所管関する事項について、調査が終了

するまで閉会中の所管事務調査したい旨の申し出がありました。更に、議会運営委員会委

員長から議会運営及び議長の諮問事項に関する事項について、閉会中所管事務調査をした

い旨の申し出がありましたが、各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、各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２８、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
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すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は６月１９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３０年度松前町議会第２回定

例会は、これをもって閉会することに決定致しました。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) これをもって平成３０年松前町議会第２回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ４時３８分)
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