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- 6 -

（開会 午前 ９時５９分）

◎議長あいさつ

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

一言、ご挨拶申し上げます。

本日、平成３０年松前町議会第４回定例会が招集されましたところ、皆様には何かとご

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

◎開会宣告・開議宣告

○議長(伊藤幸司君) ただ今から平成３０年松前町議会第４回定例会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

に配布の通りであります。

なお、去る１０月２６日、斉藤勝議員と梶谷康介議員に対し、議員在職３５年以上の総

務大臣感謝状が贈呈されておりますので、ご報告致します。誠におめでとうございます。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、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) １２月１０日開催されました議会運営委員会におい

て、本定例会の会期は本日から１２月１３日までの２日間と致しまして、議事日程につき

ましては、お手元に配布のとおり進めることに決定致しました。以上です。

○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１２月１３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）
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○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定致しました。

◎行政報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、町長の行政報告を議題と致します。

町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。町長。

○町長(石山英雄君) おはようございます。

平成３０年松前町議会第４回定例会の開催にあたりまして行政報告を申し上げます。

福山城天守整備の方向性について。

福山城天守整備の方向性については、史跡福山城保存整備審議会の答申に基づき、住民

意見交換会やアンケートを実施したところであり、財政状況的に可能であるならば、木造

復元という意見が多く、現時点で推計できる史実資料に基づいた使用木材の把握による事

業費算定が大きな課題となっていたところです。

特に、天守復元につきましては古建築物に詳しい専門家に相談と指導を受けながら、事

業費推計把握に取り組んできたところであり、現段階における整備の方向性を判断できる

状況が整いました。

概ねの事業費推計ですが、天守整備事業として３０億円、現在の松前城資料館に替わる

文化財展示施設整備事業として６億円が見込まれるところです。また、整備期間は最短で

１６年を要すると見込んでおり、社会情勢や経済情勢により事業費も変動するものと考え

ております。

これらの事業費と当町の財政推計を踏まえ、国の補助金などの財源的条件が不可欠とは

なるものの、木造復元による天守整備を進めることと致します。

また、展示施設につきましては、史跡福山城保存整備審議会の答申や厚生文教常任委員

会における所管事務調査報告書に述べられているように、本丸表御殿整備による文化財展

示を目指し、取り組んでまいります。

木造復元による天守整備等につきましては、文化庁の文化審議会の審査、承認を受けな

ければ事業実施ができない状況にあり、承認された場合には、国の史跡指定地内で文化庁

が認めた初の木造天守の復元整備ということにもなります。今後は、整備基本構想、年次

計画の策定、史実根拠の調査等を行いながら文化庁との協議を進めるとともに、詳細な事

業費把握、北海道に対する支援要請など、財源確保に取り組んでまいります。

議員の皆様、並びに町民の皆様のご理解とご協力をいただきたくご報告申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済と致します。

◎意見書案第９号 太平洋クロマグロの第５管理期間における小型魚及び大型魚

の漁獲配分枠策定にあたって地域の特性を考慮のうえ沿岸漁

業者の生活に配慮した対応を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、意見書案第９号、太平洋クロマグロの第５管理期間にお

ける小型魚及び大型魚の漁獲配分枠策定にあたって地域の特性を考慮のうえ沿岸漁業者の

生活に配慮した対応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。１１番西村健一君。

○１１番(西村健一君) 意見書案第９号、太平洋クロマグロの第５管理期間における小型
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魚及び大型魚の漁獲配分枠策定にあたって地域の特性を考慮のうえ沿岸漁業者の生活に配

慮した対応を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第１項

及び第２項の規定により提出するものであり、意見書の内容については記載のとおりであ

ります。

ご審議のほど、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

意見書案第９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９号は原案のとおり可決されました。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第６、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

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。

３ヶ月に１回、１時間という貴重な時間をいただいております。大切にして、今日の一

般質問を行いたいと思います。

松前町のまちづくりの基本になる総合計画の中に、重要事業という、重要産業という位

置付けをされております水産加工業についての質問でございます。この業界を取り巻く現

状、そしてこれからを考えたときに、極めて厳しい状況だという認識をしております。一

自治体松前町でどうにもならない、根本的な要素ももちろんありますけれども、しかしな

がら、町の重要産業であるならば、やはり関係者一同知恵を出し合い、汗をかき、そして

その持続を守っていかなければいけない、このように考えております。

こういう状況に対しまして、昨年、２９年度は労働力の確保、更には事業者の立場に立

てば、正に労働力の確保ですけれども、また働く人方の立場からすれば、自分達の収入源

の大事な要素になっている雇用保険の受給資格を得るための、行政としての厚い手当だっ

たと、私はそう認識しております。

その２９年度の決算審査特別委員会において、この事業に対する慎重な審議の結果、審

査意見書にも、関係者並びにそういう立場の人方との話し合いを持ちながら、何としても

守っていくべきだという審査意見書が提出されております。この３０年度においても、こ

ういう状態は、私は想定内だというような感覚で、この１年推移を見てきたところでござ

いますけれども、案に違わず厳しい形が現在続いております。町長、こういう状況に対し

てね、松前町として、大事な産業だという位置付けをしているわけですけれども、これを

将来とも守っていくという考えの下に立ったときに、この状況を町長はどのように認識さ

れておりますか。まず、第１点お伺い致します。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 梶谷議員から、水産加工業についての一般質問、お尋ねがございま

した。本当に重い一般質問を通告されたと認識しているところであります。議員おっしゃ

るように、水産加工の現場、大変厳しい状況にあるわけであります。しかしながら総合計

画にもあるように、基幹産業の中でも多くの雇用者を抱えている水産加工業につきまして、

本当に重要な、大事な産業だというふうな認識をしているところでありますし、ぜひ水産

加工業にも元気になっていただきまして、従前のような活動ができるような、そんな加工

の現場になっていただきたいというふうに思っているところであります。

いろいろこう現状、いろんな原因があるような気もしております。何としてもこの産業

は、水産加工業は守っていきたいなというふうに思ってますし、いろんな意見を聞きなが

ら、情報をもらいながら対応してまいりたいと。総体的に、議員、質問者とは同じ思いで

私答弁させていただいてるというふうに認識しております。大事な産業でありますので、

何としても守っ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) 決算委員会の審査意見書にもありますようにね、やはり町長１人で

解決できる問題でもないし、業界の状況をつぶさに認識しながら、力を合わせていかなけ

ればいけないということを考えればね、町長、事業者なりね、加工業者関係の方々とどん

な話をされてね、どういう課題があると。そのためには、どうしなければいけないみたい

な話し合いってのはされているんですか。それについて、まずお尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員冒頭の質問にもございましたように、この状況を少しでも打開

致したく、業界の皆様方とは話し合いをさせていただいておりまして、平成２９年には、

議員の今ご質問がありましたように、スルメ加工雇用確保の緊急奨励金の対策、更には、

３０年には今年度におきましては、イカゴロの排出運搬料に対する助成も考えて、してき

ているところであります。一方では、商工サイドにおきましては、中小企業の従事者に対

しましても支援対策をしておりまして、水産加工業界の皆さんには、２８年、平成２８年

には６件、更には２９年には２件、３０年には２件というふうなことで支援を行ってきて

いるところであります。

業界の皆さんとは、常に意見交換をするべきだと思うんでありますが、今年度におきま

しては、実際のところはなかなかこう将来が見えて来ないような状況もありまして、水産

課の担当の職員は、現場の方で話をさせていただいておりますけども、私が直接出向いて

の話はされておりません。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、あのね、私ね、この状況を把握するために、加工事業主だと

か、あるいは働いている人方とのお話は何度か自分的にはしているんですよ。ただ、その

人方の話の中に出てくる言葉はね、こういう厳しい状況にありながら、町長はじめ役場担

当者の話し合いってのは、一度も持たれていないっていう話なんだけど、その辺はどうな

んですか。全く関心がないんですか、事業者任せなんですか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産課の職員はですね、お邪魔しておりまして、意見を聞いてきた

り、状況を把握している、把握しております。残念ながら、いろいろ水産課の職員のお話

を聞く状況におきましては、いろいろと水産部担当の職員もですね、いろんなこう、例え

ば今水産、イカを魚種としてますけども、違う魚種にもし切り替えるとしたら、どんな問
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題があるのか、課題があるのかとかですね、その辺の話は水産課の職員はしております。

私はその都度報告をいただいているところであります。

いずれに致しましても、今の状況を少しでも打破したい思いは一緒でありますので、今

後とも事業者の皆さんと意見を聞きながら進めてまいりたいというふうに思っています。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 問題課題がね、何かあるかってのは、どんなものがあるかってのは

大体想像つきますよね。イカの状態から、状態ってのは生産量ですね、生産量の状態から

価格の状態から、ずっと眺めてみますと、今現在稼働してる事業所だって、おそらく仕事

したりしなかったりの繰り返しでやりくりしてると。現実に、この２９年度でも既存の業

者二つがね、廃業してますよね。その原因っては何なのかっていう話になります。更に続

けている事業主にしても、大きな問題を抱えてるでしょう。経営的にも、これからの先行

きを考えたときには進めるべきか、退くべきかと、重大な判断をせざるを得ない時点にき

ているんじゃないかと思います。

ですから、そういう話がね、本当に行政と事業主、あるいは関係者との話の中でされて

いるならば、やはり行政として何か手打たないといけないでしょう。この２９年度の時限

立法って言いますか、雇用の保険受給資格を得るための手当はね、私は、決算委員会、審

査特別委員会でも議論された過程なんかを見ると、効果あったと思いますよ。決して効果

なかったとは言いません、あったと思います。今年はそれ以上に厳しいんです。同じこと

を繰り返すなんて私は考え方は持っておりませんけれども、こういう状況に対して、どう

考えてるんですか。黙って推移を見てるんですか。

おそらく、現在働いている人の、数字的には私は把握はしてませんけれどもね、半分以

上の方々は該当ならないっしょ、失業保険の。これは、働いてる人方の収入に大きな打撃

を与えることもさることながら、松前町経済に及ぼす影響ってのは極めて大きい。しかも

それが原因でね、これからの加工業界が継続していけないような状態があるとするならば、

松前町がまちづくりの大事な重要産業として位置づけてる水産加工業、何なんだってこと

なりますよ、どうしますかって話。

今年は全く考えないんですか、策は。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) 大変厳しい状況の中だというふうに思っております。先が見通せな

い状況であります。しかしながら、今留まるということではなくて、この厳しい状況下の

中でどんな支援ができるのか、再度何ができるのか、もう一回検討してみたいなというふ

うに思っております。いずれに致しましても、貴重な、大事な産業でありますので、何と

しても見守っていきたいというふうな思いであります。本当にこう妙案があればというふ

うな、苦しい立場の答弁なるんでありますけども、業界は支援はきちんとしていきたいな

というふうに思っております。検討してみ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) あまり前へ進んだ答弁いただけないんですけれどもね、やっぱり事

業者、あるいは関係者との話し合いの中からね、町長、先程お話の中にありましたように、

問題、課題がなんであるのかっていうことをきっちりおさえていればね、ならどうするっ

て話になりませんか。私は、くどい話になりますけれどもね、今年度に限ってはね、全く

手打ってない。私の思い過ごしですか。もし、こういうことをやりましたって、あるいは

考えてますっていうことがあるんであればね、披瀝していただきたいなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) ３０年度におきましては、冒頭でも答弁させていただきましたけど

も、イカゴロの排出運搬料に対する助成支援というふうな形で、協議会の方に２６０万円

の補助を出しているところでございます。他には、商工サイドの中小企業の支援もされて

いるというふうな状況であります。しかしながら、２９年度で対応したような雇用対策と

いうふうな部分につきましては、今年度は実施していない状況だと思っております。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) たまたまイカゴロ処理のね、手当の話がありましたけれども、この

状況だって変わってきてますよね。おそらく、現在それを運搬してる、特定の名前挙げる

といけないですから、業者も来年度は手引くそうですよね。そういう状況も見えてきてお

ります。だから、先を見たときにね、全く現状が回復されるって要素がないわけですよね。

だから、それに対してどうあるべきかっていう話になりませんか。

例えばね、原魚確保するのに、大分量的には少ないかもしれません、少なくなったのか

もしれませんけれどもね、金を出せば何とか手に入る状況なんだそうですね、業界の方々

のお話を聞くと。しかし、その金が極めて高くなってると。いわゆる高騰してるっていう

ことですよね。その原因は中国なり韓国なりが国ぐるみで価格競争に勝つための体制をと

ってんですよ、らしいんです。ところが日本の場合はね、そうしたものも特別我々の目に

映るような政策はないし、だとすれば、国策をしている中国、韓国と競争するのに、事業

者、あるいは業界が闘って勝てますか。だから、そうしたものに対する、手を差し伸べて

るのは、例えば函館では１億円の予算組みましたよね。福島でもそういう体制は組んでん

ですよ。松前は、首を傾げる、何かあるかなと。そんな状況ですのでね、やっぱり町長そ

ういうものもね、他がやってるから松前もやらなければいけないっていうこと、そういう

理論ではないんですけれども、少なくとも政策の中にね、そういう対応ってものは、自分

達はただ金を出せばいいってことじゃない、こういうことも考えてるっていうものがある

んであればね、私はそれはそれで評価しますけども、例としてイカの処理、もとい、イカ

ゴロの処理量に対する手当はしてるったって、それだってほんの全体的なものの見方した

らね、焼け石に水でしょ。やっぱりこの産業を支えていくための力にどれほどなるのかな

と。もっと関係者との話し合いってのは、私はするべきだと。

まあ、同じような話を繰り返してますけどね、するべきだと思うんですよ。だから、そ

れがなぜ町長自ら、あるいは担当者が足を運んで事業者なり、労働者なりとの話にならな

いのかなというのはね、こんな行政進めてると信頼失いますよ、行政に対する信頼、まち

づくりの基本に、きちっと産業の柱に据えておきながら、町長、この２７年、平成２７年

の松前町の創生総合戦略の中にね、この７ページにね、将来の松前の姿っていう形が表現

されてます。産業の柱、将来的に松前町の産業の柱は大きく下記の５点を想定してます、

計画立ててますよ。そのトップに町の経済を支える水産加工業とあります。これだけ重要

産業明示していながらね、取り組んでいる姿がそこに出て来ないってのはおかしいと思い

ませんか。ですから、しつこいようだけども具体的にどう、何やってるんだっていう話、

せざるを得ないんですよ。

町長、同じような質問で恐縮ですけども、また同じような答弁しか帰って来ないんです

か。お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員のご質問にありました、スルメが、つくっても国内のスルメが

売れないという状況であります。これは、正しく議員がご指摘のとおりであります。その

要因は、やっぱり中国産のスルメなんだそうであります。中国産のスルメが１０キロ２万



- 12 -

５千円で売れてるようでありまして、しかしながら、日本で生産するスルメは３万円とい

うふうなことで、ここに値段の差が出てきてるということで、業界の方はやっぱり安い方

がいいわけですので、中国産の方に手が伸びるというふうな状況が大きな要因だというふ

うに聞いているところであります。

いずれに致しましても、いろいろ配慮もちまして、してですね、取り組んできているつ

もりでありますけども、今日は厳しいご指摘いただきましたので、業界の皆さんと、本当

に大事な産業でありますから、いろいろ意見交換を進めてまいりたい。この産業はきちん

と守れるように対応とってまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解いただき

たいというふうに思っています。

函館市も福島も、いろんな手法、施策をとっておりますけども、松前町と比較して、同

じにならないような環境もあるということも、ぜひ理解をお願いしたいなというふうに思

っております。例えば、加工業界の組織の関係もありますし、いろんな部分で函館市の皆

さんとは、うちとは違う条件はあるというふうなことで、ぜひご理解いただきたいなあと

いうふうに思っております。本当に大事な産業です。いろんな意見を聞きながら、政策に

反映できるものは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) なかなかいいお答えをいただけないし、また、簡単にできることで

もないという認識は私してるんですよ。してるんですけれども、何にも、言い過ぎかもし

れません、何にも手を打たないってことは、行政としてどうなのかな。あるいは我々議会

としてもね、こういう状況で何も議論しないなんて話ならないでしょう。何のために行政

があって、議会があってということありませんか。だから、再三申し上げているとおり、

自分達の力でどうにもならない分野もあります。スルメの生産、どんどんどんどん上がっ

てくればね、状況も変わってくると思いますけれども、これだって我々の力ではどうにも

なりませんよね、はっきり言って。

それから、価格競争だってね、中国、韓国を相手に松前の加工業者、あるいは自治体が

ね、向かっていって解決できることでもない。そういうことは私も認識してんですよ、本

当に厳しい状態だって。だけれども、本当にね、いい方向、いいものを生み出すことは難

しいかもしらんけどもね、少なくとも状況を苦慮しながらね、何とかしなければいけない、

こういう取り組みをしてるんだってものは、やっぱりなければいけないでしょう、ね。

松前の場合は、加工業っていうとスルメ一筋ですよね。２９年度の決算で課長、こうい

う答弁してますよね、やっぱりスルメだけでは生きていけないと。だとすれば、何か別な

ものを加工っていうことも考えなければいけない、しかしながら現実は、イカに代わるも

のがない。何かの方向に別なものを加工しようとしても、その加工の対象になる現物が松

前にはない。更には、そういう原料を手に入れることができても、今の施設設備ではでき

ないとするならば、新しい投資もしなければいけない。極めて厳しい状態でありますとい

う答弁、課長されてますよね。議会だよりのこれね、ナンバー１０３にね、決算委員会の

中身が書いてあります。ですから、口では簡単にね、スルメ一本でなくて別なものに向か

い、これだって今のような話でね、現実味がないんです。だとすれば今のままで生きてい

く道を探るしかない。金を出しますか、あるいは国に、これ国政の段階でもね、やっぱり

取り組んでもらわなければいけないんですから、町長１人の力ではどうにもならない、や

っぱり関係者一同国に対しても、あるいは国会に対しても力を借りながら、この面に関し

てはね、この面に関してはそういう形は重ねていかなければいけないんでないかなと思い

ます。
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この件に関しても国への要請だとかね、そういう形ってのは、去年でしたっけ、一度行

動を起こしたことがありますけれども、その後はどうですか、町長、やってます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 国への要請の関係であります。一昨年につきましては、国の方は輸

入枠を拡大した経緯があるわけであります。しかしながら、輸入枠の拡大をするものの、

スルメの価格自体がそういう状況で中国、韓国産のものが安いというふうなことで、国産

で輸入枠のスルメを製品にしても売れないっていう悪循環の中なんだそうであります。で

すから、業界の皆さんも、輸入枠のスルメを生産しても売れないというふうな状況であり

ますので、なかなか進んで行かない状況だというふうに聞いております。

いずれに致しましても、今の水産、函館含めまして道南の水産加工、檜山も含めまして、

大変な厳しい状況であることは、これから国の方に機会があれば、北海道はもとより、お

話をしていきたいなというふうに思っております。

去年は輸入枠の拡大されたというふうなことでありますけども、結果として、やっぱり

国産のスルメが売れないというふうな状況からは脱し切れてないというふうな状況であり

ます。引き続き、国の方には。北海道の方にも要請は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) なかなか、私も一般質問の通告の段階でね、この問題を取り上げる

ときには苦慮しましたよ。議論していいものが見つけ出せるのかどうかと。結果的には町

長と議論を重ねて、前へ進めることができないので終わってしまうのでないかなという心

配はしました。しかし、これだけのね、状況を行政も議会も全く議論もしないでっていう

形にはならないし、やっぱりこの問題、課題をね、十分にあぶり出してさ、そして関係者

との話し合いを進めながら、問題、課題をきっちりおさえてね、ならどうするって話は本

当に大変なことだけれどもしなければいけないでしょう。願望だけでね、事業者の努力だ

けでまちづくりはできないでしょう。少なくとも重要産業、トップに掲げてる水産加工業

がこういう状態にあるならば、どうしなければいけないかっていう、やっぱり取り組みは

きちっとしないといけないの。成り行き任せってわけにはいかないと思います。

町長どうですか、私ね、本当にこんな話を繰り返してね、ここにすとんといい形を見出

すっていうことは、不可能だと思っていながらこんな話してんですよ。本当に私も質問し

ていながら、おめえ、何質問してんだろうと、話してるだけで終わってしまうんじゃねえ

かっていう、ある種のジレンマ感じてますよ。やっぱり、最終的にはね、町長、あなた一

人で頭悩ましてもできることでないんですから。業者だって泣いてますよ、はっきり言っ

て、話してると。もう去年も駄目、一昨年も駄目、今年はもっと輪かけて駄目だと、来年

どうしようと。おそらく業界は、また淘汰されていくでしょうと。残っていく人達だけで

自分達ができる限り頑張るけれども、どこまでやれるのかな、そういう心配してます。

さっき言ったように、行政に今まで手打ってきたイカゴロの処理の状況だってね、業者

もゴロ自体がまとまらないもんだからね、商売にならないから手を引くっていう話なって

ますよね。それに対して、福島町はどうするとか、函館はどうするとかという対策してま

すよ。松前の業者だってね、行政にどういう相談持ちかけたかわかりませんけれどもね、

自分達で、この処理の今対策してますよ。例えば２００トンから３００トンぐらいまでは

ゴロは冷蔵庫に預かってもらうと。最終的には、それは何かの餌に回るというふうなこと

になれば、ある種のゴロ処理のね、形は一時的には解決されると。しかも、それはあくま

でもゴロの２００トンなり、３００トンなりっていう限界がありますから、もしいい形で、
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これはその量を超えるっていうことは、業者にとってはいい形なんですよね、イカがいっ

ぱい上がるってことはいい形なんですけども、そういう形になったらどうしようっていう

ことまで、業者の人方は自らの事業を守っていくために取り組んでるんですよ。そういう

形だって、町長はおそらく知ってると思いますよ。知らないとは思いませんけどね、知っ

てると思いますけども、そういう実情考えたらね、やっぱりもっともっと業界の人方と町

づくりのためにね、力を借りたいとするならば、重要産業という位置付けをしているんな

らばね、行政としてやるべき姿ってのは、やっぱり形として表さないといけないんでない

ですか。

同じことの繰り返しになりますから、ほどほどにして切り上げますけども、やっぱり再

度言わせてもらうとね、願望だけではできない。願望だけでは、業者の皆さん頑張ってく

ださいよ、影ながら応援してますよっていう話だけでは、これは解決できないんですから、

もっと腹わって話し合って、関係者とね、話し合って、問題、課題ってのはきっちりとあ

ぶり出して、なら事業者が自らやれるのはどこまでなのか。行政が力を出せるのはどこま

でなのか、そうしたものをまとめてみる必要、私はあると思いますよ。今年だけで終わる

事業じゃないんですから。１０年計画のまちづくりの、総合計画のまちづくりの計画の中

にも、これはきちっと謳ってることですから、状況が悪いからまちづくりの柱から削りま

すか。そういうことにはならないでしょう。

町長、厳しい質問してますけどね、もう一回、ね、気持ちを新たにして、この問題にこ

ういう形で取り組みたいっていう考え方を示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) 函館市は、原料の確保で１億円、そして福島町は福島町で外人の皆

さんの支援とか、外国人の支援、更には上ノ国町ではゴロの処理を支援してるというふう

なことであります。今日の、今の一般質問、大変重い質問だというふうに冒頭から言わせ

ていただきました。重い質問だというふうに受けております。今後、きちんと業界の皆さ

んと話して、もう一回スタートに戻りながら、お話を聞きながら、どんな支援ができるの

か、どんな制度設計ができるのか、もう一回検討させていただきたいというふうに思って

います。

いずれに致しましても、大変こう先の見えない状況で答弁をさせていただいているとこ

ろでありますけども、本当に重い指摘、質問だというふうに認識しております。早速、職

員と取り組んでみたいなというふうに思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 決して、町長誤解しないでください、私、あなたをいじめてるんじ

ゃないですから、あなたを心配してる。今のような取り組みをしているとすれば、私は信

頼を失うんじゃないかなっていう気がするからね、やっぱり決してあなた方のことを忘れ

ていません、松前町の柱としてはきちっと認識もしてるし、十分話し合いながら、話し合

いをしながら、これからに対して対応していくんだという考え方を持ってるんだっていう

ことをね、こういう場でも示さなければ、あなた示す場所ないでしょう。本当に何やって

るんだっていう批判がもし沸いてくるとすればね、信頼を失うんでないかなという心配を

しております。

まあ、厳しい話でね、町長も苦渋に、顔に表れてるのも、わかりますよ、私。本当に苦

しい答弁だなという気はしますけどもね、見過ごすことのできない大きな課題だっていう

ことだけは認識して、これからに対して向かう決意を改めて聞かせてください。それで私

終わりますんで。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に大事な基幹産業でありますので、多くの皆さんの雇用の場も

ありますので、きちんと守れる、守っていける、それに対応する検討なり、協会との、協

議会との情報交換含めまして、話し合いを早速してまいりたいというふうに思っておりま

す。本当に重く受け止めております。早速対応させていただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１番飯田幸仁君。

○１番(飯田幸仁君) おはようございます。

移住定住の推進の取り組みっていうことについて、一般質問させていただきます。今朝

ほどの行政報告で松前城のお話をされてまして、少しでも観光に携わるものとしては、非

常に明るい話だなあと。いずれ、将来的に完成した際には、松前城を媒体としまして、い

ずれその松前城を活用して働き口が一つでも二つでも増えてもらえれば、歴史と観光両方

合わせた部分で、移住定住もする人が増えてくるのかなと、そのように思っておりました。

昭和３０年代ピークにしまして、人口がずっと減っておりまして、私が松前に戻ってき

たのが今から２８年前の平成５年、失礼しました、２５年前ですね、平成５年でございま

した、失礼しました、２８年前、平成２年ですね。そのときの人口が大体１万２千から３

千あったんですけども、その頃は一町民でもありましたし、目先の仕事でいろいろと働い

てた部分なので、人口のことはあまり考えてなかったんですけども、観光の方をちょっと

お手伝いするようになりましてから、現実的に町の様子とか、町並みとかを見ますと、帰

ってきたときよりも、やはり商店街歩いてる人が減ったりだとか、いろいろと目に見えて

人が少なくなってきたなあっていう経験をしました。これは、皆さんも同じかと思います。

この後、町がどうなってるのかと思って、じゃあ、どういうところで増えてて、どういう

ところで減ってるのかなあというのを調べますと、やはり出生と転勤者の転入だけが若干

増えてて、死亡者と転出者、それと高校生を含め、学生の就職による転出ということで大

いに、大いにっていう言い方おかしいですね、がたっと減ってるわけでございます。ここ

でですね、それを対応するべく、移住定住をすることが人口を増やす、ようは転入をさせ

るという意味で、非常に重要なポジションになると思ってまして、それで数年前からです

ね、町としてもいろいろな活動をされてることだと思います。それは私達もやはり見てお

りまして、非常に重要なことだなというふうに感じてました。

ここで、今日はですね、一般質問は、主に大きな項目四つ用意してまして、この四つに

従って質問をしていきたいと思っております。

まず、総合計画の中に基本構想６(２５)移住定住推進の取り組みという欄がありまして、

そこでいろいろな対策をしてるんですけども、この移住定住推進の取り組み、過去から現

在に至るまでの実際の移住定住の取り組みとですね、移住定住推進に限った中での人の出

入りを教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 冒頭、飯田議員さんにおきましては、移住定住推進のための暮らし

サポーターに登録していただいておりまして、協力いただいておりますことに対しまして、

この席から御礼を申し上げたいというふうに思います。

今、移住定住の取り組みについてのお尋ねがございました。今までの経緯につきまして

説明させていただきたいというふうに思っております。

移住定住の取り組みにつきましては、平成２７年の１２月に策定致しました松前町創生

総合戦略に今議員からご指摘のあった四つの重点戦略を掲げておりまして、その中で交流

人口の拡大を図るための取り組みを上げているところであります。年に２０人以上を数値
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目標に掲げているところでありまして、また、総合計画では策定時において、ちょっと暮

らし、交流人口を５年後の２０２２年度に目標値を５０人に設定してきたところでありま

す。

それで、過去の移住定住の推移を申し上げますと、平成２８年度におきましては、先進

事例ということで、道内の浦河町のですね、浦河町を勉強させていただきました。それか

ら、移住体験住宅の改修ということで、清部地区に町営住宅を改修致しまして、体験住宅

を用意したところであります。また、２９年度につきましては、松前ファミリーって言い

ますか、移住定住の協議会の加入者に１千５９２人が登録していただいているところであ

ります。実績と致しましては、７月の１０日から３０日まで、奈良県の方が２人、清部の

住宅で体験をしてございます。それから、８月の２日から１５日まで、大阪から２人、そ

してテレワークとして１人、合計５名の方が清部の住宅を利用しているところであります。

そういうところで、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 平成２９年で約５名ということでございました。これ、ちょっと暮

らしの移住者数の増が２０２２年で５０名を目標としてるんですが、平成２９年が５名だ

と、掛ける４年だと２５名ぐらいなので、目標の半分ぐらいにしかならないんでないかな

あと思うんですね。実は清部の場所につきましては、私どもも視察に行かせていただきま

した。非常に、こぢんまりとはしておりましたが、設備の整ったいい場所だなと思いまし

て、テレワークもできるということなので、非常にいい感じだったなというふうに感じて

おりましたが、これ、例えばこの時期なんですけど、冬場というのは、今実際にここの住

宅に住んでらっしゃる方はいますでしょうか。教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 大変失礼しました、３０年の実績もお答えさせていただきたいとい

うふうに思っております。この３０年の４月から１２月までの実績でありまして、函館か

ら３名、京都から２名、大阪から２名、更に大阪から２名、東京から２名、ニセコから１

名、そしてテレワークということで２名、それから旅館を利用された方が、清部の住宅が

空きがなくてですね、旅館を利用された方が２名おりまして、３０年につきましては１６

人の方が体験しているところであります。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 冬期間の利用がどうなってるかというふうなお尋ねでござい

ます。今現在、清部のちょっと暮らし住宅の方には、１棟２戸に、２戸とも埋まってるよ

うな状況でございまして、１２月いっぱいまでは、１人の方は一応年内で終わる予定では

いますけども、まだこの方もできれば１月も使うというようなことも、ちょっとあやふや

な状況で今推移してると。もう１名の方は、これテレワークで利用しておりますんで、来

年の３月まで、これは利用される形になっております。冬期間については、今そういう状

況でございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 先程の質問で、平成３０年の分が平成２９年より増えてるというこ

となので、平成２２年の目標５０というのは、多分達成できるだろうなと、私も今ちょっ

と思いました。

そこで、もう一つ質問したいんですが、テレワークの方は仕事で在住なので、非常にい

いと思うんですが、ちょっと暮らしの方っていうのは、実際に住んでみて、そのときの感

想などがもしわかるようであったら教えてほしいんですけども。
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○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 実際に、こちらに見えた方々の感想というお尋ねでございま

す。できる限り、我々もいらした方々とのコミュニケーションをとらせていただくような

努力をさせていただいておりまして、期間が来た段階ではアンケートもとらせていただい

ているというようなことでございます。そういう中では、もう既にこの１２月の始めから

来年度からの募集も行っておりまして、今既に７名の方から、この何日間の中では申し込

みをいただいているような状況にございます。

中には、昨年来た方で、また来たいというようなリピーターの方もございます。ニーズ

は、やはり多種多様でございます。我々の意図する、例えば体験的なものを、松前町の例

えば松前漬けづくり体験であるとか、あるいは文化や歴史に興味を持っている方々もおら

れるだろうということで、そういうサポーターの方々もお願いをしているわけなんですけ

れども、現実にお話をすると、さっき言ったように多種多様なニーズがあって、サポータ

ーの方を使わないような形のものも結構多くて、むしろ、あまり、せっかくこういう田舎

に来たんだから、あまりそういうのに関わりたくないという方も結構多いというふうなこ

とも認識しております。

いずれに致しましても、松前町の良いところをＰＲさせていただきながら、そしてまた

あまり深入りしないようにして、少しでも多くの方に来ていただけるような、そういうＰ

Ｒ活動をさせていただいてるっていうのが現実でございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 人数とか活動とか、大分よくわかりました、ありがとうございます。

それとですね、ちょっと気になるのは、ちょい暮らしの方は多分半分旅行気分でいらっ

しゃってるのかなという、ちょっとイメージがありまして。というのは、そこに住民票を

松前に移してるのか、移してないかっていうのは、移住定住の問題のラインとしては非常

に重要な問題だと思うんですね。今いらっしゃってる平成２９年、３０年の方で、実際に

住民票移されてる方いますか。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 今、平成２９年度から３０年度で見えた方で、実際に住民票

を移した方は、今現在１人おりまして、この方は今住んでる方です。たまたまですね、こ

の方はもう松前町に定住したいということで、ただ、今清部のちょっと暮らし住宅に入っ

てはいるんですけれども、私どもの方で空家をいろいろ探したりなんだりしておるんです

けれども、本人の気に入るところがとりあえず見つからない状況で、今ちょっと暮らし住

宅をそのまま利用してるというところでございまして、委員おっしゃるように、確かにこ

の方は１人で来た方でございまして、ほとんどシニアの２人で来るパターンが非常に多い

んですけれども、この方々は、やはりちょっと暮らしをしながら、状況を聞きますと、や

っぱり定住っていうのは、かなり厳しいんだというふうに思います。ある部分では、旅行

気分とまではいかないんですけれども、北海道の何十町村かを歩いてみたいという方も実

際におります。

ただ、このちょっと暮らしによっての経済効果っていうのは、結構やっぱり高いんです

よね。今、３０年度の方々の集計はまだ出してませんけれども、２９年度の５組の方のう

ちの２組はちょっと暮らしですんで、この方々は２週間くらいいるんですけれども、２週

間くらいの間に町内で使っているそういうものっていうのは、概ね１５万円前後のお金を

使ってくれてると。これ、あくまでも町内での消費の部分だけです。ですから、そういう

ことを考えますと、やはり来ていただいて、いろいろと住んでいただいた中での、もちろ



- 18 -

ん定住に繋がることが我々の目的ではありますけれども、ちょっと暮らしをすることによ

る経済効果含めて、これはもうやってですね、その一つのとっかかりとして取り組んでい

きたいなというふうな思いでいるというのが状況でございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 着地点のきっかけが、その清部の施設ですね、２世帯分なんですけ

ども、その他に例えば今空家を探してるお話をされたんですけど、この空家を実際に探し

てて、その場所と光回線のエリアの場所と重複してて、移住定住されたい人に対しての満

足度っていうんですかね、そういった場所の調査っていうのは実際にされてるんですが、

その状況を教えてください。空家を提供する際に、実際の空家がどのぐらいあるのかって

いうのがわかりましたら教えてほしいんですけど。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 定住移住がらみの空家部分につきましては、以前の総務経済

常任委員会の所管事務調査の中でもいろいろ議論させていただきましたけれども、基本的

に広報等でですね、松前町の広報等で貸し出しのできる空家等についての申し込みを我々

承って、それが可能であれば登録をしていただくというふうな流れで、うちがおさえてる

部分です。松前町内不動産屋さんございませんので、そういうとっかかりがないというこ

ともあって、松前町出身の函館の不動産屋さんと協定を組みながら、そういうところとの

情報を共有しながら、私達の持っている情報を、先程言ったような方々が住みたいという

ふうなことであれば提供しているというのが実態でございます。

当然広報で流した結果としては、今現在持っている物件というのは、私どもの方で持っ

ている物件っていうのは、３、４件しかありません。つまり、町内の空家持っている方、

空家って言いますか、住める住宅を持っている方で提供していただいてるのは、３、４件

しか今のところないんですよね。ですから、そこをご紹介するような形にはなっています。

申し込みと言いますか、問合せは結構あるんですけども、全く住めないような住宅の提

供とかが多いもんですから、実際にはほとんど手かからずに住める住宅っていうは、先程

言いました３件か４件程度しかないというのが、実態でございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 空家が、実際に住める状態のものが少ないということなんですけど

も、例えば豊岡のですね、古い住宅ありますよね、平屋建てのブロック建てで、築５０年

ぐらい過ぎてるもんなんですが、あれ４世帯あるので、ちょっと不便かなと思うんですけ

ど、ぶち抜いて２世帯とか１世帯とか、大きなものを一つどーんと用意して、これでどう

ですかっていうようなアピールをすると、新築の町営住宅を数千万かけるよりは、ちょっ

と改装費なんとかならないのかなっていう、ちょっと気もしたものですけども、今そうい

う計画はここ１、２年はないと思うんですが、将来的にはそういう計画っていうのは、立

ててもいいと思ってるのかどうか、ちょっと教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ちょっと暮らしの住宅につきましては、今現在清部に１棟２

戸の住宅をもって、これをもって今対応しているというのが実態でございます。私どもの

考えとしてはですね、皆さんご承知のとおり、ちょっと暮らし住宅っていうのは、どこの

町村も今同じような形で移住住宅建てて、移住者を呼び込みするという動きを、活動をし

ているというのが実態でございます。ですから、我々も２９年度から、実際に手を打って

やってみましたけれども、本当に来てくれるのかどうか、実は手探りの状況から始まって

おります。そういう中で、３０年度には１６名の方々においでいただいたという実績も踏
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まえておりますけれども、この状況を鑑みまして、やはり建物に相当なお金もかかります

んで、そういう状況を踏まえた中で、もう１棟なり必要であれば、これは計画をしていか

なければならないだろうと、こんなふうに思っております。

ただ、今、先程言いました清部の住宅で、例えばかち合って、日程的にかち合って入れ

ないというふうな状況が生まれた場合においても、町内の空いている住宅などにも声がけ

をしながら、極力そういうものが使えるんであれば使いたいというふうな気持ちをもちな

がら、計画については検討してまいりたいというふうに思っているところでございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) やはり、何て言うんですか、実際に松前に来ていただいて、暮らし

ていただいて、松前に非常に興味を持ってもらった。でも、松前側としては、やはり最終

的にはちょっと住民票移してもらわないと、何となく安心できない部分ありますよね。い

ずれ去って行ってしまうんではないかと。その短期間の間の経済効果は大きいと思うんで

すが、実は松前で亡くなる、１人亡くなると最低１年間使うお金１００万ずつ減るので、

１年間に１００人以上亡くなってるってことは、１億円ずつの経済損益があるわけですよ

ね。そのスピードと、今回の移住定住の取り組みのスピードが、ちょっと差がありますぎ

るのではないかと。もうちょっと喫緊の課題として、いかにして住民票を移していただく

かっていう、活動自体を何か積極的にやっていただきたいと考えるのであれば、清部の棟

が１棟だけっていうのは、ちょっと寂しいような気もします。

確かに、町営住宅が古くなりましてですね、建て替えの工事も実際に行われております

が、それはそれで必要だとは思うんですが、なるべく修理という形で今の平屋の古いもの

は、ブロックは多分丈夫で、中身を改装すれば何とかなるものもあるのではないかと思う

んですが、そちらの方を広く使っていただいて、もう少し永年住んでいただく、あるいは

住民票移そうかなっていう気持ちにしていただくっていうことも必要だと思います。

もう一つ質問したいのがですね、実は、観光に携わってますと、大体１００人中ほぼ全

員と言ってもいいんですけども、自然豊かだねえと。交通の部分は別として、自然豊かで

非常に素晴らしいというふうな言い方をしていただいておりまして、大変ありがたいとこ

ろなんですけども、この自然というものが、一つの移住定住の武器にならないか、ようは

観光っていうか、都会の人がただ田舎に憧れるだけではなくって、例えば、ちょっと気管

とか呼吸器系統で、ちょっと弱いお子様方が都市部に住んでて非常に苦しいような場合に、

こういった場所にサナトリウム代わりにですね、例えば使っていただけるような方法、保

障はないとは、こういう原因でこうですからこうですっていう確固たる訴えがないとして

も、自然の豊かなっていうこの場所については、非常にアドバンテージがあると思われる

ので、これのサイドからの移住定住の推進っていうものに対して、今まで多分取り組みが

なかったと思うんですが、これからもしそういった部分のことについて、これから計画を

立てるのであれば、例えばどういった計画を立てて進めていくのか、ちょっと教えていた

だきたいなと思います。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 自然の豊かさをＰＲするような取り組みも必要ではないかと。

その前段には、町営住宅の改修をしながら呼び込みも考えてはいかがなものかというよう

なことでございます。町営住宅の改修の部分につきましては、まずは、こられた方々のニ

ーズ、あるいは実際に先進地事例なんかも鑑みますと、やはり多くの方々は一戸建ての住

宅って言いますかね、そういうところにニーズがあるような気がしています。うちの場合

は、１棟２戸の住宅でやらしていただいてますけれども、だから町営住宅の改修が駄目と
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いうことではなくて、その辺はニーズ調査をしながら、やはり検討していかなきゃならな

いのかなと。

もう一方では、非常に今来られる方の中にはペット、ペットを一緒に連れてきたいとい

うような方々も来られますので、そういうことを鑑みますと、どうしても今言った様な共

同住宅ではなくて、一戸建ての住宅というような考え方に繋がってるのかなあというふう

に思っております。その辺については、先程申し上げましたように、全体の計画の中で検

討していければなというふうに思っております。

それから、自然豊かな形の部分でのＰＲのことでございますけれども、２８年度に、こ

の移住定住のリーフレット作成をしております。このリーフレットの更新時に合わせた形

で、松前町の夕日の夜景であるとか、そういう自然の部分についても、できれば入れてＰ

Ｒをしていきたいというふうな思いを持っています。

今、力、ＰＲの部分で力を入れさせていただいているのは、ラジオ番組って言いますか、

ラジオ番組を通しまして、特に関西方面に強くＰＲをさせていただいております。従いま

して、先程リピーターの方、もちろん来ている方々のところを見ますと、関西方面がやっ

ぱり７割から８割きておられるというのは、そこに大きな、何て言いますか、効果がある

のかなあというふうな思いを持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) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に議員と同じ思いでありまして、最終的に住民票をというふう

なことになってほしいんでありますけども、今現在試行錯誤の中で進めている事業であり

まして、本当に松前に住みたいという方がおられるんであれば、本当に相手の身になりま

して、横断的に、誠意を持って対応することが大事だというふうなことを思っておりまし

て、職員にはその指示をしてるところであります。結果として住民票変えたいというふう

に繋がればいいなと思っております。本当にいろいろ課題あります。悩みながら、何とか

いい方向に行けるように進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ぜひご理解

いただきたいなというふう思いますので、ご協力一つよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 実は、そのラジオは出演さしていただいたことがありまして、松前

のＰＲをさしていただいたんですが、それだけ効果出てるとは、全く思ってませんでした

ので、ちょっと嬉しい話でしたけども、町長やっぱりおっしゃるようにですね、住民票ち

ょっと移してもらうのが一番ベストかなと思ってました。

実は、移住定住推進の中と、その松前にあるいろんな職業のこともそうなんですけど、

松前には実はない職業もあって、それが町の中で成り立たないから多分その職業がないの

ではないかなとは思うんですが、案外移住定住、ちょっと暮らしの人達で、実は松前にな

い職業をもってる人がいたりして、その人方にちょっと活動してもらって、それがもし営

業レベル、あるいは生活できるレベルまで例えば売り上げが上がったとかってなると、そ

れはその人方はひょっとしたら、そのまま住み着いてくれるんでないかなという、ちょっ

と考え方も今思ってました。

過去にですね、地域おこし協力隊の方々なんですが、この方こそ移住定住の推進の中で

はですね、住民票を移してくれるし、３年間暮らしてくれるしっていう意味で、そういう

意味では、移住定住の方のサイドから見るとうってつけな人材だったのではないかなと、

そのように思ってます。なので、今でもそういった協力隊を呼んで、お願いしてですね、

３年間暮らしてもらえるのであれば、その方々の四つの制約があるんですけども、例えば
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協力隊が入った町のＰＲをしなきゃならないだとか、地場産品について勉強しなきゃなら

ないだとかいろいろな制約があるんですけども、その制約に則ってやってくれたら、それ

こそ松前のＰＲにもなるんではないかなと、そのように考えておりますが、地域おこし協

力隊のことについて、町長の方から、今後また採用する予定があるのか教えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 地域おこし協力隊についてのお尋ねがございました。確かに、議員

おっしゃるようにいろんな条件がありまして、町の地域おこしのためには必要だなという

ふうに思っておりまして、過去にも地域おこし協力隊、松前においでいただきまして、苦

労をかけたところであります。

今後につきましては、まず人材的にも町の職員の数も減ってきておりますので、いろん

な意味で必要があれば、地域おこし協力隊のことにつきましても、常日頃から職員とはい

ろんな教育の現場、そして町長部局含めまして、いろんな話し合いを持っているところで

あります。状況によりまして、地域おこし協力隊に力をというふうに求めていく可能性も

ありますので、十分検討してまいりたいと思ってます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) 最後の質問になりますけども、私普段からしてそうなんですけども、

やはり、こう何だろう、２４時間３６５日人口のことばっかりとか考えてて、いろんな職

業のこととか何とかならんかな、何とかならんかなばっかり考えてたんですけども、実際

にやっぱり人と会ってですね、話をすることと、自分の知り合いとかそういう人方に、松

前でちょっと暮らしやってるから、ちょっと暮らさないかい、までは言わないですけど、

そういう人と会うたび、ようは町外の人と会うたびにちょっと暮らしやってるよ、ちょっ

と暮らしやってるよっていうことをずっと言って歩いてます。

なので、そういった松前でちょっと暮らしをやってますよっていうことが、案外町民に

も伝わってるようで、ちょっと伝わってない部分もあるんじゃないかなと思うんですね。

なので、町長の方から、例えば広報まつまえあたりには載せてるんですけど、実際に見て

ない人が多いとかっていう場合に、何か別な発信方法でですね、町の人みんなが、親戚が

町外にいたら、その親戚の人に松前でちょっと暮らしやってっからさ、あんたの友達か誰

かで何かそういう興味ある人いたら、何かちょっと声かけてみてくれないかいっていうよ

うな口コミが多分一番広がりやすいのかなあと。私は、インターネットでいろいろと発信

はしてるんですが、発信はあくまでも発信であって、見る人次第なんですね。なので、最

終的にはやっぱり口コミで人伝えに伝えていくのが一番確実だし、わりと親戚がらみの人

が紹介してくれるってなると、やっぱりそこに信頼感も得られると思うので、そういった

部分で何か発信してもらえればなというふうに思っておりますが、そのことについて、最

後に一言お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) やっぱり町民の皆さんが、状況を周知してもらうっていうのは大事

なことだろうというふうに思っております。広報等でお知らせはしてますけども、いっそ

こう町民の皆さんにも情報提供できるような方法を検討してみたいなというふうに思って

おります。

○議長(伊藤幸司君) １５分間休憩します。

(休憩 午前１１時１８分)

(再開 午前１１時３３分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開します。

次に、３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) どうもご苦労様です。３０分で終われるか、終われるように頑張り

ますんで。

今回の質問するのは、平成２７年の第３回にも一回やったんです。それで、何で今回ま

た改めてやるのかっていうことなんです。町の基本中の基本は、この人口減少、過疎化で

崩れてきてしまったなと。それは、地域の婦人会、そこに松前町婦人団体協議会が活動停

止したり、老人クラブが活動してる町内会もあったりと、こういろんな意味で、町を支え

ていた機能が失われてきてしまったなあという危機感があるんです。それで、やはりこれ

はもう一回、一番の町の基本をつくらなければならないんじゃないかな、それ命のことな

んです。

それで、先日血液センターに行ってきたんですよ。血液センター行ったら、あなたはも

う７０なりますねと、来年７０なんですね。そうすっと血液、献血っていうのは７０で終

わりなんです、誕生日前に。そうすっと僕はあと２回やれるかどうか、今度は血液センタ

ー廃止なりました。あと２回やれるかどうかなあと。この間、スマホ見てたら５８歳の人

がドラム缶１本、約４００回献血したよっていう方もおりました。僕はまあ近いですけれ

ども、それぐらいの数字でございます。しかし、そのときに感じたのが、終活の言葉がや

はり浮かびました。終活で、就職の就でないですけども、終わりの活、いやあ、俺もそう

いう年齢になったのかなあというふうに感じたんです。

それで、この間からずっと町の中で起きてる現象、松前で人生を終えようとしていた人

達が、住み慣れた町を離れて行くんですよね。それで、先日私も、皆さんの先輩ですけど

も、私も大変お世話になった方が孤立死しました。そして、その方の娘さんが朝と晩にお

電話入れてます、確認行為をしたそうです。しかし、その後に亡くなられたようでござい

ます。もう一人は、私の身近にいたんですけども、妹さんが毎日のように通ってたそうで

す、様子を見に。そうしたら、亡くなってた。その亡くなり方が、ものすごく厳しい状況

だったそうです。それで私は、どうにかして人生の終わり方っていうのを考えてみなけれ

ばならないなあと。それと、松前小の裏で骸となって見つかった方がおりました。私は、

これも２７年のときにこう質したわけです。おい、どうにかならないかと、どうすればこ

ういう不幸な出来事が発生するんだよと。

それともう一つです。大変私も、松前町もお世話になった方々が、自宅を置いたまま松

前町から去りました。それと、この方々は、方、１人の方が大変松前町に貢献なった方が

なくなりました。それと、松前町で人生を終えようといった人が、またご夫婦ですけども

松前を去る。それが隣近所で発生しているわけです。これも、松前で安心して暮らせるっ

ていう、そういう体制、基盤づくりができないものかなと。

それで町長は、今年の新年号ですか、生活満足度の高いまちづくりを目指したいという

ふうに書いてあったもので。それとまた、よく町長は安心安全な町を目指したいと。そう

すると、この二つのフレーズっていうのは、どうなのかなと、どうなのかなあと。それで

平成７年度のときの、２７年度のときの町広報の議会だよりを見てみましたけども、少し

は変わってるかなあというふうなことで思ってますけども、まず一つ目、気軽に悩みを相

談できる窓口は整っているのかなあというふうなことで、ちょっと町長、そこのところを

まず答弁していください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。
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○町長(石山英雄君) 平成２７年の第３回定例議会におきまして、一般質問をいただいた

ところであります。重複する答弁もあろうかと思いますし、少しは状況変わっている部分

もありますので、答弁をさせていただきたいなというふうに思っております。

まず、一人暮らしの高齢者の現状について、お話させていただきたいというふうに思っ

ております。

松前町におけます３０年度当初、これは４月１日現在でありますが、６５歳以上の高齢

者数は、総人口の７千３９４人に対しまして、３千５２２人となっておりまして、６５歳

以上の高齢化率は４７．６３％となっているところであります。このうち、お尋ねの一人

暮らしの高齢者数は、７７７人であります。６５歳以上の人口に対しまして、２２．１％

を占めているところであります。一人暮らしの高齢者の把握につきましては、身近な地域

の相談役であります民生委員の皆様のご協力をいただきながら、地域住民の聞き取りや福

祉パトロールなどによりまして、現状を把握しているところであります。全国的にも地域

社会から孤立した方が、医師や家族などの周囲の誰にも看取られずに死亡する、いわゆる

孤独死につきましては、核家族化の進展に伴い、これは正しく人口減少だというふうに思

っております。核家族化の進展に伴いまして増加しております。これが、全国的に大きな

社会問題となっているところであります。

松前町と致しましても、同様の事例が発生しております。今、議員のご指摘のとおりで

ございます。一人暮らしの高齢者につきましては、今後増加することが予想されているた

めに、高齢者孤独死について、大きな問題だというふうに捉えているところであります。

こうした状況下の中で、松前町における孤独死をさせないための施策としては、やっぱり

地域での見守りが大変重要であるというふうに認識しているところであります。

窓口のお話がございました。やっぱり地域包括ケアの関係と、社会福祉協議会とか民生

委員の方の力を借りまして、やっぱり役場の中で大きく窓口と言いますか、そういう展開

はしてきているところであります。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 現状についても、まあ、そのとおりだなあと思いますけれども、こ

の気軽に相談できる窓口、相談体制。町内を歩いたり、皆さんと違って僕はジョギングし

たり、自転車で町内走り回ってる人間なもんですからね、そこでの情報っていうのでしょ

うか、問い掛けっていうのはすごく多いんです。それで、老人世帯の人達は、そんなに大

きい望みはないんです。美味しいものも食べたい、新しい服をほしいだとか、暖房も最低

限だろうし、そんなに望みはないんです。何望みがあるかというと、気軽に相談できる場

所、何かあったときに。そのとき、日常普段お話したいんだそうです、お話したいんだそ

うです。たった二つでした。

まあ、今は私は雪かきも頼まれて行ってますけどもね、そういう素朴な、素朴なことな

んです。これが町をつくる一番の土台なんですよね。だから、昔であれば、おお、わかっ

たでゃ、俺雪かきに行ってくるでゃとか、話相手のためにお茶飲みに行ってくるでゃとか、

そういう感覚で物事がされてたんでないかなと。それと、先日会った方が、いやあ、今大

磯の行って親戚の家の雪かいてきたでゃっていうことなの。そういう繋がりが以前はあり

ました。今はどうでしょうか、なくなったんです、ないんです。相談したくても、あれ、

役場のしたらどこに電話せべいいだべゃと、どこに電話すればいいの。福原さん、教えて

くださいよって来るんです。役場であれば、町民課でも福祉課でも健康、介護の、どこで

もいいですよっていうんですけど、普段してないもんですから、慣れないもんですから、

その確認ができないんです。電話するっていう、受話器を持てないんだそうです。ですか
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ら、そういう窓口体制をどうつくるかということなんです、気軽に。そうすっと誰がそれ

をサポートするかっていうことなの。町長、もう一回、そこのところ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、今議員ご指摘のように、やっぱり気軽に相談できる窓口は

必要だろうと思いますし、その気軽に話せる環境がですね、今高齢者の方が求めているこ

とにつきましても、十分理解はできるところであります。今現在、先程も申しましたけど

も、地域包括支援センターを中心に致しまして、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要

な支援などを幅広く把握して、相談を受け、地域における適切な保健医療、福祉サービス

機関との連携などによりまして、制度の利用に繋げるなどの支援を行っているところであ

ります。新たに地域住民が主体となって行われております生活支援のサービス活動に対し

ましても、本年１０月から補助制度を設けたところでありまして、いろんな部分で町内会

の皆さんも一生懸命サロンを提供したり、そんな取り組みをしているところであります。

いずれに致しましても、議員ご指摘のように、安心して気軽に相談できる窓口は必要だ

ろうなというふうに思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 必要だろうなとは言っていただきましたけれども、どうそれでは具

体的にやるかっていうのは、町長ではなく、いつも言ってますけども担当職員です。担当

課だと私は思ってます。それで、その仕掛けをつくるのが担当課だと言いたいんです。そ

れで、私はこう思うんですけれども、昔、私が勤めた頃の保健師さんは、松前町に２人だ

ったと思ってますよね。約２万人の人口に２人でした。そして、１人は本庁におり、１人

は江良地区におりました。そして、その人達が積極的に地域を回ったりしてました。それ

で、支所、三つの支所に保健師さんが巡回していったり、または非常勤職員でいいですか

ら相談員を、地域包括支援の相談員を委託したり、それと民生委員、日赤のお母さん方、

いっぱいいるんですよ。そういうふうな人達との連携、まず支所に力を持たせる機能を考

えてはどうかなっていう気持ちがあるんです。それで、そこのところは巡回方式です。１

ヶ月に３回だとか４回だとか。

それで、ここに書いてるの、１ヶ月に１回電話連絡して、去年、２７年度のときには１

ヶ月に１回、訪問であり電話連絡をして安否を確認しますよと、議会だよりの町長の答弁

には書いてましたから、もうそういうラインではなく、支所できちっと窓口を、支所であ

れば気軽に相談できるっていうことなんですよ。だから、そんなこと、正職員も配置して

おりますのでね、そこのところも考えていただいて、まず町長、いかがでしょうか、その

ような考え方の支所に置くっていうことの考え方。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 支所のある地域の住民の方につきましては、やっぱり支所の存在は

大きいものだというふうに思っております。私もかつて支所勤務しております。やっぱり

少し配慮した対応はできるというふうに思っております。現状の中で、きちんと対応でき

るような体制をとっていきたいなというふうに思っているところであります。

それから、平成２７年度の一般質問の際に、当時は見守りの体制づくりのネットワーク

化をしたいというふうに答弁をさせていただきました。現状では、松前町高齢者等見守り

ネットワーク事業を推進しておりまして、さりげない見守りというふうなことから、高齢

者の異変に気がついたときなどに、役場に連絡してもらえるような組織体制づくりを今現

在しているところでありまして、現在町内の事業、協力事業者が６社おります。それから

ネットワークに登録申請されている方が１２件ございまして、１８事業所の中でこのネッ
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トワーク事業を展開しております。これにつきましては、今年の６月の町広報にも載せて

いるところであります。多くの事業協力者をいただけるように、登録申請を引き続きお願

いしているところでありますので、ご理解いただきたいというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今見守りの関係の組織なんですけども、なかなか活動部隊としてま

だまだ、やはり弱いかなあっていうふうに思ってました。それはその次の項目でご質問し

ますけれども、やはり先程言ったように地域の方々のデータをつくってもらいたいなとい

うふうに思ってるんです。そのデータというのは、独居老人、老人世帯、それと今度はそ

の老人世帯であり、そういう人達がこういう病気を持ってるよと、こういう環境だよとい

うふうなことは大事でないかなと。それで、地域の人達がそこの中で声かけをしたり、そ

して、会ったときに訪問してくれたり、そういうことがそこの中でインプットされてるも

んですから、ああ、この人今ちょっと調子悪いなあっていったときに、すぐ役場に電話入

れる。そういう体制が大事かなと。

それと、昨日のテレビでしょうか、民生委員が積極的に町内のそういう老人世帯であり、

独居老人を歩いている。私達の町の民生委員も歩いてるはずです。そこのところ、民生委

員だけでは負担になってきますんでね、地域の形、地域の協力力っていうのを充実しなけ

ればならないなと。それで、次の地域の支える体制は十分かっていうことなんです。

この間、うちらの町でこういうことがあり、地区で、地域のほんの一角のコミュニティ

が崩れてしまったんです。それは、そこの老人のグループが４人でした。しかし、１人の

お母さんが、娘さんが心配でお母さんを横浜に呼んでしまったんです、その人が核だった

んですよ。そしたら地域、その小さい地域コミュニティが壊れて、そして亡くなったんで

す、１人。いつも声かけして、そしてもう１人はどうしたかというと、町内の息子さんが

いるから、そっち行った。もう１人はどうしてるかというと、自分で動けないもんだから、

どうして暮らしたらいいか、どうして雪かきをしたらいいかというふうに、デイサービス

を受けてますよ、草刈りどうしたらいいかとか。そうすっと、体力があってまだ若いつも

りの僕であり、何人かが歩いてるっていうことなんです。

ですから、そういう地域には町内会婦人部、老人クラブ、町内会のスタッフ、消防団、

いろいろあるもんですからね、役場職員がそこに１人張り付いて、昔これは平田課長がや

った方法論ですけども、そういう組織を立ち上げるような形ができないかなあと思った。

やはりそうすると、１人が１回行けばいいし、１ヶ月にね、そういう巡回方式なんですよ、

地域を支えるっていうのは。それで、この頃よく会うのが、更年期障害で外に足を一歩踏

み出せなかったけども、ようやく足を踏み入れると。そういう人達も発見してくれるんで

すよね。ですから、そういうグループ化をしたり、一つ一つが見えてくる。それが町の基

本だということなんですよ、つくるためには。だから、そこのところ、大変なんです、こ

れやると。僕も十分わかってます。でも、役場職員ならできるなあと。それと、仕掛けは

役場職員がやって、動くのは町民、町民主導だということなんです、住民主導、地域主導

なんです。そうでないと、役場が何もかにもっていう時代ではないですね。

そんなことで、この組織体制を今の形から一歩踏み出してね、町民課が町内会連合会担

当ですから、そこと話し合いをしながら、福祉と話し合いをしながらね、そういう組織運

営ができないかなという、どうでしょうか、町長、そこのところ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １０日の日に民生委員協議会の全体会議がございまして、本当に民

生委員の皆さん、大変苦労されているなあということ実感したところであります。地域で
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支えるのが、本当に大事なことだろうなと思うんでありますが、やっぱり今の現状考えま

すと個人情報があるっていうふうなことなると、踏み込んでいけない部分もあるんだそう

であります、民生委員の現場の皆さん行くとですね。ですから、厳しい状況になります。

今議員おっしゃるように、地域で町内会も参画して、民生委員も連携しながらっていう、

本当にそれができればいいんですけども、なかなか受け入れる方ってのは、生活弱者の皆

さんが受け入れてくれない部分もあるんだそうです。かなり個人情報っていう部分では厳

しいなあっていうふうな一つの障害がありまして、踏み込んでいけない状況もあるようで

あります。

本当に一生懸命やっていただいております、本当に苦労されてますけども、やっぱり個

人情報を守らなきゃならないっていう立場もありますので、なかなか行政主導っていう考

え方もわかりますけども、行政は行政として出せる情報しか出せませんので、ですから難

しい部分があるんでありますけど、いずれに致しましても、家族の人が側にいて見守るこ

とが最善だと思うんですけども、家族の人がいない場合もおりますので、その方はやっぱ

り民生委員の力を借り、更には社会福祉協議会の力を借りながら、やっぱり役場が窓口と

なりまして、高齢者の方を見守っていきたいというふうに思っているところでありますの

で、ご理解いただきたいなというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 昼食のため休憩致します。

再開は午後１時と致します。

(休憩 午前１１時５７分)

(再開 午後 ０時５９分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

３番。

○３番(福原英夫君) さっき個人情報の関係あったんですけども、個人情報をクリアする

ために、どうしたらいいかなあっていう考え方持ってたんです。それで、先程うちの同僚

議員が、個人情報あるから、なかなか踏み込めねえよと、こうアドバイスいただいたんで

す。それ、町長と言われたとおりの話で、それで、考えの一つとしては、行政が個人情報

を守って執行する、許せる範囲内はどこまでなのかっていうことなんですね、行政として。

今度は地域として許せる範囲内と。それと個々人の繋がりで許せる範囲内の情報、個人情

報っていうのは、それと家族であり、こういうふうに分析していくと、地域の絆であり、

地域コミュニティっての、いかに大事かっていうことなんです。それで行政が入っていけ

ないけども、地域の隣人であれば入っていけるよというふうに個人情報の壁っての一つ一

つ取り除けるんでないかなと。

それで、ここのところをクリアするために、町内の人達も汗水たらすけれども、行政の

担ってる担当者も仕掛けはできるんでないかな、仕掛け。こういうふうにしませんか、こ

ういうふうなことで、こういう形でデータがありますけどどうですかという、そういうと

ころまで掘り下げていかないとならない。

それで、今、お年寄りの方々が転出していく率が高くなってると思うんですよ。自分の

上川もそうですし、朝日町内会のある部分のおばあちゃんも、どんどん知らないうちに出

て行ってるんですよ。これが過疎の現象の著しい現れだなと思ってるもんですからね。こ

ういう支える仕組み、支え合う仕組みっていうのが、僕は町内会が基盤でないかなと思っ

てるの、行政は、そこに仕掛けだけ。町内会がそこの運営、隣人が運営するっていう。先



- 27 -

程言ったように、小さい４件のコミュニティが崩れた原因っていうのは、たった１人の一

生懸命その地域を支えてたお母さんが、娘さんが心配で横浜に呼んだ、それが崩壊してい

ったんです、たった１人のお母さんが。だから、それができるのは地域の連携かなあと思

ってるもんですからね、町長、そこのところの仕組みづくりって言うんでしょうかね、そ

れをちょっと担当者が動けるような仕組みを町長がつくってあげたらどうかなと、そうい

う問い掛けですよね。どうでしょうか、そこのところ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 正しく地域のコミュニティが大変重要になるんだろうなというふう

に思っております。そういう思いもありまして、今年度、１０月から議会の皆さんにお願

い致しまして、住民主体生活支援サービスっていう事業を展開してきているわけでありま

す。正しく、地域でどういうふうに高齢者の方と、一人暮らしの方と向き合うかっていう

ふうなことがですね、ここの部分で少しでも力になれればっていうふうな思いで、この事

業を進めていきているところであります。

本当に、先程も申しましたけども、個人情報、それからプライバシー、これも大きいん

ですね。プライバシーの侵害にならないように民生委員も苦労してますし、社会福祉協議

会の皆さんも苦労してます。そういう意味では、地域で支えるのが大事だろうなというふ

うに思ってますし、そのためにも役場、包括支援センターが主体となった取り組みが大事

だろうなというふうに思っております。町長として仕掛けていくお話でありますけど、職

員も考えてやっていただいておりますので、もう少し時間かけてやっていきたいなという

ふうに思ってます。

それから、今回地域でいろんなサロンもやってくれる町内会も多くなってきております

ので、これは正しくコミュニティだなというふうに思っているところであります。

それから、社会福祉協議会さんの方で毎年この時期に高齢者の方にケーキを提供してお

りまして、大変喜ばれているようであります。これにつきましては、民生委員の皆さんの

力を借りてやっているようでありますけども、今回、松前高校の生徒会の１年、２年なん

だと思います。ボランティアで民生委員の方と一緒にケーキの配布のお手伝いをいただい

たそうでありまして、民生委員の方も大変喜んでおりました。それから、ケーキをもらっ

た高齢者の方も大変喜んでくれてるっていうふうなお話もいただきました。本当に素晴ら

しいなというふうに思っております。高校生がそういうボランティアで体験してくれるこ

と、本当に定着してくれればなというふうに思っているところであります。

そんな形で、支援センターが中心となってこれからも社会福祉協議会、民生委員の皆さ

ん、地域で支えていきたいなというふうに思ってますので、よろしくご理解いただきたい

なというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今、ケーキのこと、福祉協議会やってるよっていうことをお話され

ましたけども、町長も青春時代だと思いますけども、うちの斉藤議員もそうですけども、

このスタートラインが昭和４７年でしょうか、町民体育館ができたときに餅つきをして、

全戸のお年寄りの方々にお餅を配ったのがスタートでございました。ですから、それが脈

々と続いて、松青協の崩壊した後でも福祉協議会が継続して、そして今日に至る。ですか

ら、継続するっていうことがいかに大変かと。そして、それによって感謝される人達のい

かに多いかなと。それで、今ひな壇に管理職として座られていた方々もそれは十分ご経験

ある方々でございますんでね、そういう理念は忘れてはいないだろうし、そういうことの

効果って言うんでしょうかね、おわかりだと思います。それで、私、地域を支える体制づ
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くりっていうのは、役場の担当者が旗振ってやれっていうことではなく、役場の担当者が

仕掛けをした後に、全て地域、地域が主体性を担うんだということなんです。今の町内会

も、町民課が窓口で事務局をやってます、全て町内会単位で。それと同じ理屈です。です

から、少しの時間かかるでしょうけども、先程町長言ったように、十分に検討して、地域

のコミュニティをもう一回、失われたものを復活さしてもらいたいなと。そして、もう一

回地域コミュニティの、地域の協力をそこで回復さしてほしいというふうに思ってたもん

ですから、質問致しました。

最後でございますけども、巡回相談体制っていうことなんです。先程、言いましたけれ

ども、お年寄りの中に病気を持っている方もいるし、健康な方もいるんですよ。その病気

が痴呆なのか、足腰悪いのか、それと更年期で精神の心身症に陥っている方もいっぱいい

るわけでございます。そういう人のデータをつくって、そうして保健師さんがその役割を

今やってるんです、今やってんですけども、月に１回、２回でなくて３回、４回、こう巡

回方式でね、その人は１回でもいいんですけど、２回でも、そういうシステムをつくれな

いかなと。そういう核をつくっての指導体制、それは先程言ったように各支所でこうやる、

本町で保健師さん方を、今募集もしておりますけれども、ソーシャルワーカーも募集して

おりますでしょうから、そういうふうな方々と一体になってそういうことができないもの

かと、もう一歩踏み込んでできないものかなと。

この間、亡くなった方々は、孤独死で亡くなった方は、病気があった、持ってたんです

よ、２人とも、持ってたもんですから、これがその役割を担えるの保健師さんよりできな

いです、お医者さんの次は保健婦なんです。聴診器もあてれるし、注射も打てる、医師の

指導の下に、カルテの下にできるんですけども。ですから、そんな意味で、対象者に応じ

てそういうプログラミングをつくってあげるということが、そんなに何回も行かなくても

いい、電話でも確認できる。そういう体制づくりは、ちょっともう一回、一歩踏み込んで

できないものかなあと。今のままでもいいんですけど、しかし、ちょっと不十分だなあと。

この間、亡くなられた方々も、病気を持ってたけれどもまさかと。しかし、自然に、年齢

ですから、亡くなっていく年齢に入っていたかもしれないですけど、極力それを回避でき

ないかなあというのが私の考え方なんですよ。答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご指摘のように機動力って言いますか、保健師の確保が大変大

事だなというふうに思っております。残念ながら、昨年も募集しましたけども応募がない

というふうな状況であります。現状、はっきり言いまして、保健師の人数が充足している

かって言うと、ちょっと疑問を持ってるところでありまして、１日も早く保健師の確保を

したいなというふうに思っているところであります。男性の保健師を採用している自治体

もあるようでありますので、いろんな情報を聞きながら、早く保健師を採用して、正しく

議員おっしゃるような、高齢者の一人暮らしの皆さんの安否確認含めまして対応できれば

なというふうに思っておりますし、まずもって保健師の確保に全力であたりたいなという

ふうに思っております。

正しく、本当に個人情報、更にはプライバシーに配慮しなければ進まない部分もありま

すので、今ネットワーク化をしております事業者の皆様方と連携とりながら、高齢者を地

域から守っていきたいなというふうに思っております。本当に議員ご指摘のように、住み

慣れた地域で安心して生活できるような体制づくりに、そんな環境づくりに努力をしてい

きたいな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) ３番。
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○３番(福原英夫君) この巡回指導っていうのは、いい部分があるんですよね。私もお年

寄りの方々に道を歩いていて、僕は自分から声をかける人ですから、挨拶運動を兼ねて声

をかけるんですけども、そこのところで会話されることが、私は更年期で苦しんで、よう

やく一歩足を外に踏み出せれるようになったとか、私、今こういう病気を抱えてるけども、

もう少し快適に過ごしたいなとか、いろいろあるんです。それで、僕はこの巡回相談体制

はお話をしたい方々がほとんどなんです、本当お話したいんです。そして、そこのところ

で発散して、また明日への生きる元気、そしてもっと頑張ってみようっていうエネルギー

が沸いてくるもんなんですよ、人間というのは。そんなことで、この巡回って言うのは、

保健師さんだけでなく、職員でもどなたでもお話相手はできると思ってます。

それで、松前町にも町立病院に、年齢はいってますけどもね、保健師さんであり、助産

師さんであり、養護教諭の資格を持った優秀な方がおりますのでね、年齢的にいってます

けれども、当面やはりお願いして、そして、そのエキスパートのアドバイスを受けながら

ね、そして、再任用もございますし、退職した後、非常勤職員もございますでしょうから、

そうすっと７０までは十分に対応できますのでね、どうしても厳しい場合は、そういう素

晴らしい人材が松前におりますのでね、考えてもいいんでないかなと。

それで、私は、大きい投資はいらないと思ってる人ですから。町内会単位で物事をする

っていうのは、少ない投資で最大の効果を上げるっていうのが町民主導だと思ってます。

それで、町内会に５万円ずつやって１００万単位ぐらいで終わる程度、そして町内会も出

資する、お互いが出してて有償ボランティアを育てながら、そして、町内会としてのボラ

ンティア活動を運営する。これは、去年行ったところでの勉強したことでございますけど

も。やはり、それとスピード感。いつも町長が検討します、今、担当と話しますですとか

こう言いますけども、待っていられないはずです、スピード感で対応してもらいたいと。

そして、いい結果を残して、次へのステップへ町長もいかれたらいいんでないかなってい

う気持ちなんです。ですから、スピード感がなくて、対応が後手後手に回ればやはり厳し

い声がくるかもしれません。やはりスピード感だと思います。

そして、今日の新聞でしょうか、旭川市の窓口が委託するという大きい見出しで出てお

ります。私は、もうずっと考えてました。何を考えていたかというと、うちらの職員が人

口規模がこういうふうに減少していって、それでどこに集中して行政運営するか。どこを

削るのか、どこを減っていくのかと考えて、ずっとこれは考えてました、議員をやってか

ら。ああ、旭川もう入ったんだなあと、来年やりますよね。だから、皆さん方が動くよう

な、機動力を発揮できるような、そういう体制は町長であり、副町長であり、教育長であ

りが考えるべきでないかなと。やはり、人がいらなくなるんですよ、もう旭川がやったん

ですから。

それと、第二のラインが来てました、この間、１０月２８日に道新に、非正規職員、公

務員の、これが出てましたよね。ですから、先程尾坂課長と同一労働、同一賃金の関係、

一回進んでる段階で教えてくれよと。ここが今一番の大きい受け皿になってるんです、松

前町の。公務員ではないけれども、準公務員として。ここの処遇を上げてあげる、資格を

持った人はこれだけだとか、そういうふうなことは独自でもできるし、同一労働同一賃金

の方向性が出たときにもできるけれども、歯止めをかけるにはここのところもあるなあと

思ってたもんですから、まず町長、スピード感を持って対応できるように、みんなを叱咤

激励していただければなと思ってます。最後ですけど、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に議員心配されるように、人材の確保大変でございます。ちょ
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うど保健師の話もさせていただきましたけども、本当に役場の職員も定年という制度ある

中で、再任用って今スタートしてますけども、いろんな意味で人材確保のためにも、それ

は再任用の職員の力もこれから借りるような状況をつくっていかないと、町の体制つくれ

ないなというふうに思っているところでありまして、しっかりとした対応をしていきたい

なというふうに思っているところであります。本当に６０、本当に６５までもきちんと働

けるような環境をつくって、この町をみんなで守っていくというふうな方向づけて進めた

いというふうに思います。スピード感あるかどうかは、次の一般質問でお聞きしたいと思

います。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 次に、１０番斉藤勝君。

○１０番(斉藤勝君) 私の表題、難聴地区の解消、ラジオです。都会の人から言われたら、

まだこんな地域あるのかと、こういうふうに笑われるような通告をしました。

９月の胆振東部の地震で、松前町も長いところは２昼夜、私のところは１昼夜だけだっ

たんですけど、大規模な停電になって、ブラックアウトっていうふうに騒いでますけども、

私の家でも老夫婦２人でろうそくを灯して、たった一つの楽しみはラジオでした。１２月

の広報の中に、町民から質問がありましたね、ラジオが聞こえないところあると。それに

行政側は、ＮＨＫはほぼ全域を網羅していると、こういう答弁を書いてるんですけども、

本当に町内にＮＨＫが聞こえないところあるんだと承知しておりますけども、大体これは

川合課長、大体どの地域かなってのは、あなた自身調べてくれてると思うので、あなたか

ら答弁もらいます。

○議長(伊藤幸司君) 町民課長。

○町民課長(川合秀樹君) いきなりくるとは、ちょっとびっくりしました。

では、通知があった後、私、昼と夜とそれぞれ２回調べました。夜っていうのは、夕方

ですけど、もう今の時期は４時半ったら暗くなりますんで、全町調べまして、一応車のラ

ジオ、公用車のラジオですね、それと一緒に私個人で持ってる携帯のラジオありますんで、

これと一緒に持ちまして調査しました。その中で、本町地区については、大体沢の部分も

含めまして、ほぼ、多少電波の弱いところはありますが、ほぼ聞こえるかなと。小島地区

も大体そのような感じですね。小島地区も一部、茂草の林地区がですね、ちょっとやっぱ

り中に入ってますんで、若干電波は弱くなりますけど、道路歩いてる限りはほぼ聞こえる

というよう状況でございました。大島地区に入りまして、清部につきましても、まあ大体

受信状況がいいかなと。江良もほぼ受信状況が良いと。本町に比べるとやっぱり若干落ち

てしまいます。問題がですね、原口地区なんですけど、原口が、昼間は原口の高台もそう

ですし、下の部分もそうですけど、少し聞こえます。ところが夜になりまして、４時半過

ぎて暗くなると、これがもうほとんど聞こえないような状態でして、もう何て言うんです

か、電波が混線してしまってまして、これが非常に困ったところだなと。

ＮＨＫの場合、松前はご存じのように周波数が１千１６１キロヘルツとなってます。函

館放送局の管内ですから、函館の放送局と江差にもラジオ放送所があるんですけど、ここ

も同じ放送をしてるわけです。ですから、江差の方が７９２キロヘルツ、函館が６７５キ

ロヘルツということで、この２箇所も原口に関しましては、ちょっと試しに合わせてみた

んですけど、残念ながら１１６１の松前のヘルツと同じような状況でございました。とい

うことで、夜に関しましては、日が暮れてからっていうことからいうと、残念ながら原口

地区はほぼ全域が難聴地区、ＮＨＫに関しましてはですね、そのような一応調査した中で

は、そのような感想でございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番。
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○１０番(斉藤勝君) これ、ブラックアウトの時点で、私はろうそくを灯してって言いま

したけども、今はスマホでラジオを聞いたり、テレビを観たりということができるんだと

いうふうにも承知してます。ただ、それをつければスマホの電池がどんどんどんどんなく

なっていって、全く使えなくなるよという話も承知して、今質問してるわけですよ。

ＮＨＫ、特にＡＭですけど、ＦＭの話は私しませんけども、ＡＭだけはですね、どこに

いても誰でも聞けるように努力しなきゃならないのがまちづくりだと思うんですよ。これ

原則だと思うんです。ですから、これＮＨＫとですね、十分協議して、木古内地区を十分

調査してもらったうえで、どんな整備の仕方があるのかというところに目を向けていかな

ければ、携帯ラジオが、いわゆる電池式のラジオが聞こえないっていうことは、全く情報

が入らないってことになります、停電になりますと。ですから、それは町長として責任を

持って、ＮＨＫと話をしてですね、どんな解決方法あるのかということを考えていかなけ

れば、松前の人が世の中から遅れるってことになりますから、この辺、町長どう思います

か。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に９月６日、北海道で震度７という記録的な震災になったわけ

であります。この中でもブラックアウト、北海道が全道にまたがりまして停電になるとい

うふうなことで、大変不安な日々を住民の皆さんがしたわけであります。今、議員ご指摘

のように、情報とれる手段っていうのが携帯電話で今はできるんでありますけども、それ

も車から充電して、車のエンジンから、車から充電して携帯に充電するっていうふうな状

況を経て情報をもらえるというふうな状況であります。本当に電気の必要性、本当に痛感

に、実感されたところでありまして、まず情報をとる手段、携帯電話持ってる人は手段は

あると思うんですが、持ってない人がいますので、その人方にも配慮した対応をとってい

きたいなというふうに思っております。

ＮＨＫの方にはですね、早速お話をしていきたいなというふうに思っておりますし、ま

ず実態の、原口地区のですね、今課長から答弁しましたけども、その実態をＮＨＫの方に

きちんと掌握してもらいたいなというに思ってますので、その動きをこれからしていきた

いなというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) ＮＨＫとやっぱり接触してですね、どんな解決の方法あるのかと。

昼であれば大体入ると、さっき課長答弁ありましたけども本当に暗くなれば、ほとんど聞

き取れないとこたくさんあるんですよ、私も歩いてみました。彼は耳がいいから聞こえる

かもしらないけども、私のような年寄りになればなかなか聞き取れないというような電波

の状態ですよ、現実は。茂草の林の奥の方に行けば何とか聞ける、嘘です、聞こえません。

原口の神社の方に入っても聞こえます、嘘です、聞こえません。

ですから、やっぱり今はスマホでも携帯ラジオ聞けるわけですから、何とかしてやっぱ

り平等な扱いを受けるようにですね、ＮＨＫに強く働きかけるということが必要だと思い

ます。これは、町長確認しておきますけども、よろしく頼みますね。あと質問はしません。

それと、次は民放なんです。これも１２月の広報に載ってた行政側の答弁なんですけど

も、民放に関しては非常に困難ですと、こういうような返事をしてるわけですよ。これな

ぜ困難という言葉を使ったのか、答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町政に対する意見箱で、そのような答弁をさせていただきました。

現実的なことを申し上げますと、実は、ＳＴＶラジオで日高晤郎ショーがラジオで流され
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ておりまして、私も何回か晤郎ショーに出席させていただきました。その都度晤郎さんか

らは、松前町で公開録音できないかと、これも金もかかります、日高晤郎さんを呼んでく

ると。できないかっていうふうな話を受けるんでありますけども、その都度、そのたびに

ですね、晤郎さん、私、松前、残念ながらＳＴＶ入らないんですよって話はさせてもらっ

てます。町民の皆さんに聞いてもらいたいんですけど、ですけど、町民が聞けない放送を

晤郎さんに来てもらうってことになりませんので、ぜひその辺を、その実態をＳＴＶの担

当のディレクターにもお話をさせていただいております。

しかしながら、やっぱり先程のような答弁したってことは、今議員ご指摘のようにパソ

コンでｒａｄｉｋｏだとか、いろんな聞く手段あるわけであります。例えば、ＳＴＶが松

前にシフトしますとすると、１億５千万以上の金はかかるんだというふうに聞いてますけ

ども、補助制度もありますけども、しかしながら実態、施設を管理するっていうふうなこ

とを考えますと、ちょっと地団駄踏むような状況があるということがですね、あのような

お答えになっているところであります。

しかしながら、本当にＮＨＫも聞けて、民放、ＨＢＣもＳＴＶも聞ける状況が一番いい

わけでありますので、ＳＴＶの民放の方にもいろいろ相談はしていきたいなと思っており

ます。いずれに致しましても、民放サイドっていうのは、そういう状況下にあるというこ

とをぜひご理解いただきたいなというふうに思ってます。引き続き、要請はしてまいりた

いというふうに思っております。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) この北海道の民放ですね、ＨＢＣとＳＴＶが主だと思うんですけれ

ども、この５月のさくらまつりにＨＢＣの番組が来ましたね、ラジオのね、そしたら司会

の人が、私方いくらしゃべっても、ここはＨＢＣ入らないんですもんねと、みんなの前で

言われたんですよ。こんな馬鹿にされたと思ったことありませんよ、私。ですから、民放

に今、町長が１億５千万程度かかるっていうけども、本当に正式に見積してもらった額な

のかどうか。例えば、ＨＢＣで１億５千万、ＳＴＶで１億５千万というふうな意味なのか

どうか。更には、きっちりと民放に相談してはじき出した１億５千万なのかっていうこと

をまず答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １億５千万というお話はさせていただきましたけども、５年前にＳ

ＴＶさんから見積もりをいただきました。それで１億くらいという見積もりなんでありま

すけども、年数も経ってますので、１億５千万というふうなお話をさせていただきました

けども、この辺につきましては、もう一回ＨＢＣとＳＴＶにお願いしてみたいなというふ

うに思っております。

５年前の数字から１億５千万という、おおむねの数字を言わせていただきました。以上

です。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 町長ね、今の１億５千万にこだわるわけでないんだけども、やっぱ

りきちっと、どの程度の経費で、ＳＴＶはいくら、ＨＢＣはいくらっていうような一定の

見積もり程度のものを徴しなければならないと思うんですよ。

総務省に補助制度ありますね。難視聴地域は３分の２の補助制度ありますね。町長が言

う１億５千万かかるんであれば、１億円は助成するってことになるんじゃないですか。あ

とは起債だろうが何だろうがやらざるを得ないと。やっぱりね、今情報の時代ですから、

特に停電なんかになれば、このラジオが全てですよ。私らのようにスマホ持ってもわから
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ない人、スマホを持てない人もいるわけですから、そういう人のことに配慮しながら、Ｎ

ＨＫはもとより民放もきちんと見積もりをとってみて、調査してもらってとってみて、そ

の金額はどうなのかっていうことをおさえなければならないと思うんですけども。もし、

わからなければ、３月の議会でも同じ質問しますので、ご答弁ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、総務省の補助のお話をいただきました。正しくそのとおりであ

りまして、３分の２の補助制度がある、起債の対応も十分可能なんでありますが、やっぱ

り行政側として、そういう施設を整備するっていう、まずもって放送事業者が納得してい

ただかないと、これは民放のＨＢＣなりＳＴＶの放送事業者がですね、きちんとした理解

してもらわないと進まないんだろうというふうに思ってますので、その辺も含めまして検

討させていただきたい、対応させていただきたいなというふうに思ってます。３月の議会

でお願いします。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) ３月まで調べておいてください。質問しなくても、個人的にも課長

に確かめることができますので。

それと、広報に載ってた非常に困難って言葉は、財政面で困難だという意味なのかどう

かって、これ答弁されてませんので、多額の経費がかかりますっていうことを言わなけれ

ば、非常に困難っていうのは何の困難だかわからないっていうんですよ、これ。どういう

困難なのか意味わからない、町民が。非常に困難っていう言葉であれば、予算的なのかな、

あるいは電波なんぼ引っ張っても届かねえのかなと、そう思うわけですよ。ですから、こ

れ非常に困難っていうのは財政面で、予算面で大変だとこういうんであれば、課長からで

いいです、答弁してください。１５分経ちましたので、答弁したら終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町民課長。

○町民課長(川合秀樹君) 予算面、そうですね、予算面につきましては、ちょっとまだ何

て言うんですか、見積もりもきちんとしてませんし、財政の方にも相談してませんし、予

算面もそうなんですけど、やはり、何て言うんですかね、触れたら駄目なのかもしれませ

んけど、先程町長の答弁にもあったんですけど、やっぱりインターネットの関係で、民放

のラジオが、確かにスマートフォン持ってる人限定、パソコン持ってる人限定ってことに

なるんですけど、そういう形で無料で、北海道であればＨＢＣ、ＳＴＶがそういうスマー

トフォンとか、パソコンで無料で聞けると。それも何て言うんですか、非常にきれいな音

で聞けるというようなこともありまして、実は、民放の方もちょっとやっぱりエリア拡大

に関しては、ちょっとなかなか難しいっていうような話をされてるんですよ。ですから、

そういう意味も含めての困難という言葉を使わせていただきました。財政の面だけでなく

て、やはりそういうふうな、何て言うんですか、やっぱり民間の企業なもんですから、な

るべくエリアを広げないで、できれば聞いていただく方にそういうものを用意していただ

いて、聞いていただきたいなというような、何か表れのようなところもありまして、それ

で困難という言葉を使わせていただきました。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) そういう答弁聞けば止められなくなってしまうんだわな。いい、何

もあんたに発言求めてないから。

スマホなり、パソコンなりであればよく聞けるという答弁ですよね。今の８０歳を越え

る人方、あるいはスマホ持っててもパソコン持ってても、その操作すらわからないっての

が実態でないかなと思うんですよ。そういうことがあるので、民放側でもなかなか電波を
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広げたくないっていう意向だっていうふうにあんたの答弁では聞こえたわけ、今。そうで

あればおかしいなと思わざるを得ませんよ。

確かに私はパソコン持ってるけども、スマホは持ってません、まだガラケーですから。

ガラケーで、この間の地震のとき、ろうそく灯しながらやってみたら、すぐ電池なくなっ

て充電できないと。それからはたと気がついて、札幌行ったついで車で充電できる充電器

を買ってきました。ですから、そういうことをできる人方だばいいんですよ。一番末端に

いると言うか、電波の届かないところにいる人にどういうふうにしてやるかっていう発想

に立たなければ、行政としては成り立たないと思うんですよ。ですから、あんたはいいけ

ど俺は駄目っていうことになるわけだから、こういうことを十分認識しながら、３月に期

待しております。ちゃんと見積もりをしてもらって、どんな方法があるのかということを

課長に一般質問通告できませんのでね、予算委員会でも何でもやらしてもらいますので、

十分勉強してください。答弁入りません。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

◎議案第７６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長(伊藤幸司君) 日程第７、議案第７６号、固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長(石山英雄君) ただ今議題となりました議案第７６号、固定資産評価審査委員会委

員の選任につきまして、ご説明申し上げます。

固定資産評価審査委員会委員寺嶋貢也氏は、平成３０年１２月１９日をもって任期満了

となりますことから、引き続き同氏を委員として選任したいので、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。

寺嶋氏につきましては、松前町字朝日４３２番地１にお住まいで、昭和１３年７月１４

日生まれの８０歳でございます。また、委員歴でございますが、平成１５年１２月２０日

から委員をお願いし、現在５期目でございます。

以上が議案第７６号でございます。何卒議員の皆様方のご同意をお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

これより起立による採決を行います。

議案第７６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７６号は提案に同意することに決定しました。

◎議案第７７号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、議案第７７号、職員の給与に関する条例等の一部を改正
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する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第７７号、職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

説明資料として添付しております概要の１ページをお開き願います。

１、改正の趣旨であります。国家公務員に対する給与改定に関する人事院の勧告を踏ま

え、職員の給与改定及び特別職等の期末手当支給率の改定に係る規定を整理するため、関

連する条例を改正しようとするものであります。

２、改正の主な内容であります。(１)は職員の給与に関する条例の一部改正であります。

①は、給料月額で、平成３０年４月１日に遡及し、平成０．２％引き上げようとするもの

で、行政職給料表は１５ページ以降の別紙２をご参照願います。②は、期末勤勉手当であ

ります。アとしまして、再任用職員以外の職員は勤勉手当を０．０５ヶ月分引き上げ、期

末勤勉手当合計で年間４．４５ヶ月分に改めようとするもので、平成３０年度及び平成３

１年度以降の内訳は、それぞれ記載のとおりであります。イとしまして、再任用職員は、

勤勉手当を０．０５ヶ月分引き上げ、勤勉勤勉手当合計で年間２．３５ヶ月分に改めよう

とするもので、平成３０年度及び平成３１年度以降の内訳は、それぞれ記載のとおりであ

ります。③は、宿日直手当であります。勤務１回に係る支給額を現行４千２００円から４

千４００円に。退庁時から引き続いた勤務は、現行６千３００円から６千６００円にそれ

ぞれ改めようとするものであります。

２ページをお開き願います。次に、(２)一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一

部改正であります。①は、特定任期付職員の給料月額であります。平成３０年４月１日に

遡及し、１号棒から７号棒まで、それぞれ月額１千円引き上げ、それぞれ記載のとおり改

めようとするものであります。②は、期末勤勉手当であります。０．０５ヶ月分引き上げ、

年間３．３５ヶ月分に改めようとするもので、平成３０年度及び平成３１年度以降の内訳

は、それぞれ記載のとおりであります。

次に、(３)町長等の諸手当額並びにその支給条例から、(５)議会の議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例までの一部改正であります。それぞれ期末手当を０．０５ヶ月分

引き上げ、年間４．４５ヶ月分に改めようとするもので、平成３０年度及び平成３１年度

以降の内訳は、それぞれ記載のとおりであります。

次に、３、その他であります。(１)の新旧対照表は、別紙１として３ページから１４ペ

ージに。(２)の行政職給料表は、別紙２として１５ページから１８ページにそれぞれ添付

しておりますので、ご参照願います。

次に、附則でございます。１３ページをお開き願います。第１項と第２項は施行期日等

の規定、第３項は給与の内払いの規定。

１４ページをお開き願います。第４項は規則への委任の規定をそれぞれ記載のとおり定

めようとするものであります。今回の条例改正による給料表の改定、期末勤勉手当の制度

改正による影響額は、特別職などを含め、一般会計で３０４万６千円となります。

以上が議案第７７号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「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。

お諮り致します。

議案第７７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。

議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 １時４６分)

(再開 午後 ２時００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７１号 平成３０年度松前町一般会計補正予算(第５回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第７１号、平成３０年度松前町一般会計補正予算

（第５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７１号、平成３０

年度松前町一般会計補正予算（第５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５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７７

５万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億４千１７８万４千円

に致そうとするものでございます。２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分

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

正」によろうとするものでございます。

第２条、債務負担行為の補正です。既定の債務負担行為の補正は、「第２表債務負担行
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為補正」によろうするものです。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。１１ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目議会費で、１３万３千円の増額計上です。３節議員期末手

当として、１３万３千円の計上です。これは、国の人事院勧告に準じての対応による増額

分でございます。

１２ページでございます。２款１項１目一般管理費で、６０万円の増額計上です。９節

共通旅費として、６０万円の計上です。これは、主に９月６日に発生した北海道胆振東部

地震の災害派遣対応分等の特殊事情による増額分と、今後の決算見込みに対する増額の計

上分でございます。５目地域振興費で、２０６万円の増額計上です。１１節パートナーシ

ップランド管理燃料費として、５８万７千円の計上です。これは、前年実績などを基に計

上しておりましたが、今年春の使用が多かったこと、更に燃料費の高騰による増額計上で

ございます。次に、民放テレビ中継局管理修繕料として、３１万４千円の計上です。これ

は、民放テレビ中継局のＧＰＳアンテナ２基が９月の停電後の点検において異常を確認し

たことから、その補修を要する費用の計上分でございます。次に、ふるさと松前応援寄附

受入印刷製本費として、６９万２千円の計上です。これは、ふるさと松前応援寄附をされ

た方々に対し、松前応援町民章を交付しておりますが、その在庫が少なくなっていること

から、その補充分と、新規のＰＲ用リーフレットを策定するため、その費用の計上分でご

ざいます。１９節地域生活バス運行事業補助金として、４６万７千円の計上です。これは、

大漁くんバスの運行に関わる費用で、主に燃料費の高騰による運行経費の増額が主な要因

で、その費用の計上分でございます。

１３ページでございます。２項２目賦課徴収費で、１０万３千円の増額計上です。１１

節消耗品費として、４万２千円の計上です。これは、今後の確定申告等で利用するプリン

タートナーの購入費用の計上分でございます。１８節備品購入費として、６万１千円の計

上です。これは、現在使用中の確定申告用プリンターが、使用頻度も多く、故障などの不

具合が生じており、支障を来しているため、新たなプリンター３台分の購入費用の計上分

となってございます。

１４ページでございます。３項１目戸籍住民基本台帳費で、１６万２千円の増額計上で

す。１３節個人番号カード管理裏書き印字専用システム改修事業、失礼、改修業務委託料

として、１６万２千円の計上です。これは、個人番号カードの裏面印刷システムと、来年

５月に改定となる元号の変更に伴うシステム費用の計上分でございます。

１５ページでございます。３款１項１目社会福祉総務費で、３９万６千円の増額計上で

す。８節報償費から１４節使用料及び賃借料まで、行旅死病人取扱事業で、合わせて３９

万６千円の増額計上です。これは、去る１１月１３日に、松前沖で漂流遺体が発見された

ことに伴い、既存予算を支出したことから、今後同様の事故があった場合に対応のため、

２名分の計上分でございます。次に、３目老人福祉費で、１千１５２万２千円の減額計上

です。１９節北海道後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金として、１千３８３万３千

円の減額計上です。これは、前年度の療養給付費負担金の額の確定による減額計上分でご

ざいます。２８節介護保険特別会計に対する繰出金として、２３１万１千円の増額計上で

す。この主な要因は、保険事業勘定の介護予防サービス計画作成委託料の決算見込みによ

る増額分と、サービス事業勘定の人事院勧告に基づく人件費の増額によるもので、その計

上分でございます。

１６ページでございます。２項１目児童福祉総務費で、３００万８千円の増額計上です。

８節松前っ子誕生祝金として、２９０万円の計上です。これは、当初の出産見込みより対
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象児童の第２子と第３子のお子さんが多くなったため、その費用の計上分となってござい

ます。次に、１１節学童保育食糧費として、１０万８千円の計上です。これは、利用児童

のおやつ代としての対応で、当初２５人を見込んでおりましたが、現在３７名の利用とな

っており、今後の見込みを含めての増額計上分でございます。

１７ページでございます。４款１項２目母子保健費で、６０万１千円の増額計上です。

１３節妊婦健康診査業務委託料として、６０万１千円の計上です。これは、当初予算後に

おいて、健康診査項目の追加や単価の改正があり、更に出産対象者が見込みより増えてい

ることからの増額の計上分でございます。

１８ページでございます。２項１目清掃総務費で、１６万７千円の増額計上です。１９

節渡島廃棄物処理広域連合負担金として、５千円の計上です。これは、連合負担金の確定

が遅くなったため、前年実績を基に予算計上したところ、５千円の不足を生じたことから、

その費用の計上分でございます。次に、渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門)として、

１６万２千円の計上です。これは、標準報酬月額改定分と人事院勧告による松前町負担分

の増額の計上分でございます。

１９ページでございます。６款３項１目水産業振興費で、３２２万４千円の増額計上で

す。１３節海岸漂着物等処理、海岸漂着物等委託料として、２００万円の計上です。これ

は、１０月３０日に清部海岸に漂着した朝鮮半島からのものと思われる船の処理に既存予

算を消化したこと、更に、１１月１８日に弁天海岸と小浜に漂着した船体の処理に係る分

など、松前沿岸に漂着が想定されることから、今後の処理対応のための費用計上分でござ

います。次に、１９節漁業支援総合補助金、松前市場取水設備整備事業分として、１２２

万４千円の計上です。これは、松前港にある松前市場の取水施設が老朽化し、水量が弱く

なっていることから、新たな取水経路により整備するため、さくら漁業協同組合にその費

用の２分の１を補助し、対応致そうとするものでございます。なお、事業概要につきまし

ては、末尾の参考資料３７ページに掲げておりますので、ご参照願いたいと思います。

２０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、３１万５千円の減

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、３１万５千円の減額

計上です。これは、標準報酬月額改定分と人事院勧告による人件費の増などがありますが

減額の主な要因は、職員１名の退職による人件費の減によるもので、事務組合の補正によ

る減額計上分となってございます。

２１ページでございます。１０款２項１目学校管理費で、１１２万５千円の増額計上で

す。１１節学校管理燃料費として、１１２万５千円の計上です。これは、燃料費の単価の

高騰により、年度末までの決算見込みによる増額の計上分でございます。

２２ページでございます。３項１目学校管理費で、７１万６千円の増額計上です。１１

節学校管理燃料費として、７１万６千円の計上です。これも燃料費の単価の高騰により、

年度末までの決算見込みによる増額の計上分でございます。

２３ページでございます。４項３目図書館費で、２７万２千円の増額計上です。４節社

会保険料で、２７万２千円の計上です。これは、当初、臨時職員を社会保険対象の７時間

勤務２名と、社会保険対象外の４時間勤務３名を予定しておりましたが、公募の結果、７

時間勤務の社会保険対象者が３名と、４時間勤務１名での運営となったことから、社会保

険料対象者が増えたことによる増額分の計上でございます。４目社会教育施設管理費で、

５３万３千円の増額計上です。１１節町民総合センター管理燃料費として、３９万５千円

の計上です。これは、燃料費の単価の高騰により、年度末までの決算見込みによる増額計

上分でございます。１２節町民総合センター管理手数料として、１３万８千円の計上です。
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これは、総合センターの排水や汚水は全て浄化槽まで配水管を通して流れていきますが、

最近頻繁に配水管の詰まりが原因で流れが悪くなっていることから、詰まりを解消するた

め、バキュームによる吸い上げ清掃を実施するための費用の計上分でございます。５目文

化財費で、９万６千円の増額計上です。９節文化財保護管理費として、９万６千円の計上

です。これは、松前神楽が国の重要無形民俗文化財に指定されたことに伴い、今後も松前

神楽北海道連合保存会事務局である小樽市などへの出張が予定されているため、その費用

の計上分でございます。

２４ページでございます。５項３目学校給食費で、１６万３千円の増額計上です。１１

節燃料費として、１６万３千円の計上です。これは、燃料費の単価の高騰による増額計上

分でございます。

２５ページでございます。１２款１項１目元金で、１７万円の増額計上です。２３節長

期債償還元金として、１７万円の計上です。これは、当初予定の利率見直しにより、償還

元金の確定による増額計上分でございます。２目利子で、２４２万円の減額計上です。２

３節長期債償還利子として、２４２万円の減額計上です。これは、当初予定の利率見直し

による起債償還分の利率が下がったことによる計上分でございます。

２６ページでございます。１３款１項１目職員給与費で、８４８万６千円の増額計上で

す。２節給料から、２７ページの４節共済費まで、全体で８４８万６千円の計上です。こ

れは、国の人事院勧告による増額分と、決算見込みによる計上分でございます。

以上が歳出でございます。次に歳入でございます。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、４３４万７千円の増額計上

です。これは、歳出財源に対応するための計上分でございます。

８ページです。１４款１項１目民生費道負担金１節社会福祉費負担金で、行旅死病人取

扱負担金として、３９万６千円の増額計上です。歳出事業で計上しております行旅死病人

取扱に関わる道費負担金の計上分でございます。

９ページでございます。１６款１項２目総務費寄附金１節総務管理費寄附金で、北海道

胆振東部地震義援金として、３万円の計上です。これは、全国市町村水産業振興対策協議

会より、北海道胆振東部地震により被災され、災害救助法が適用された会員市町村に対し、

お見舞いとして義援金が送られてきたものでございます。

１０ページでございます。１９款５項６目雑入１節雑入で、学童保育食糧費保護者負担

金として、１７万８千円の計上です。これは、歳出事業で計上しております学童保育に関

わる食糧費の保護者負担分の計上でございます。次に、雇用保険料等個人負担金として、

１３万１千円の計上です。これは、図書館の臨時職員に関わる雇用保険の個人負担分の計

上分でございます。次に、渡島西部広域事務組合前年度決算剰余還付金として、２２１万

８千円の計上です。また、渡島・檜山地方地方税滞納整理機構負担金前年度決算剰余還付

金として、４５万３千円の計上です。更に、平成２９年度水産基盤整備事業負担金精算還

付金として、５千円の計上です。これは、いずれも平成２９年度確定決算における還付金

の計上分でございます。

以上が歳入でございます。２ページにお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正で、歳入でございます。歳入の合計が、補正前の額５７億３千

４０２万６千円、これに７７５万８千円を増額補正致しまして、補正後の額を５７億４千

１７８万４千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。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の額に７７５

万８千円を増額補正致しまして、５７億４千１７８万４千円に致そうとするものでござい
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ます。

４ページでございます。第２表債務負担行為補正です。追加の分として、行政情報シス

テム改修業務委託料について、記載のとおり限度額を補正致そうとするものでございます。

これは、来年５月１日に実施予定の元号の改正に伴うシステム改修分で、新元号が４月公

表と予定されているため、債務負担行為による改修費用の計上分でございます。

以上が議案第７１号です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

５番。

○５番(工藤松子君) １９ページの水産振興費１９節漁業支援総合補助金の部分で、参考

資料の方の図からですが、新規の取水箇所、ここのところが図面の上でも何か水が滞留す

る部分じゃないかなと思われます。それで、本当にここの場所でいいのかな。お金の方の

ことの質問ではないんですけども、水をとるところが、取水管に目詰まりしたり、何かお

きやすい場所じゃないかなと思われます。現状の場所は、まだ海流が流れる感じがするん

ですが、どうもここ滞るんじゃないかなと思うんです、滞留するんじゃないかなと思うん

です。それで、いかかなもんでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ただ今、取水設備の取水口の関係についてのご質問でございま

す。参考資料の部分でございまして、図面上で新規の取水箇所ということで、ちょうど角

地になっている部分でございますけども、経緯を申し上げますと、現状の取水経路につき

ましては、２０数年経ちまして、中の配管にイガイですとか、そういう付着物がついて、

今まで清掃してきたわけですけども、ちょうどメンテナンスがもう不可能になってきたと

いうふうな経緯がございまして、新たな取水経路を検討した結果、図面上の「○×」とい

う経路、ここは既存のマンホール的な大きな穴が空いておりまして、その中に取水管を通

して市場までの経路で取水できると。ご心配の角地でゴミが詰まりやすいんでないかとい

うようなことでございますけども、この大きなマンホールは確かに角地にありますけども、

その下に取水ポンプを海面下の方に降ろしまして、ポンプの取水口も当然ゴミが詰まらな

いような仕組みになってますので、そのようなことで、ゴミ詰まりの心配はないというよ

うなことで検討した結果でございますので、ご理解いただきたいと存じます。

○議長(伊藤幸司君) いいですか。

他に。

１１番。

○１１番(西村健一君) 今、５番議員と同じところなんですが、参考資料基に２点ほどお

聞きしたいと思います。

今の取水について、心配ないっちゅうことでわかりました。その他にですね、これ現状

私も当時現役の職員だったんですけど、何ミリ管入ってたか、ちょっと記憶薄れたもんで

すからね、現状の管が何ミリ管で、材質はスチールだったか、塩ビの管であったかその辺

もね、記憶が定かでなくなったんで、新しくする方はどんな材質の管をして何ミリ管でや

るのか。耐久年数は大体、おおよそ何年くらいを想定しての取り替えになるのか。その辺

だけお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時２２分)
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(再開 午後 ２時２３分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 大変申し訳ございません。現行の取水経路、別な場所なんでご

ざいますけども、交換で５０ミリの管が入っておりまして、新しい取水パイプについては、

ＶＰの６５ミリ、６５ミリで施工致そうとする内容でございます。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) ２点お尋ね致します。１点目はね、愚問ですけども、１６ページの

ね、松前っ子誕生祝金の２９０万円、どういうふうに解釈したらいいんだろう。今、松前

町のお祝金の制度があるからこういう状況が発生したのか、それども自然の成り行きだっ

たのか。その辺はどういう見解されてますか。

それから、１９ページ、今２人の議員から質問ありました。この荷捌所の取水の件なん

ですけどね、これ平成２７年度に大改修やった工事ですよね。３年でこういう状態おきる

んですか。その辺、私疑問に思うんですけども、何か特別な事情でもあるんですか。この

２点、お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) １点目、福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) ただ今、梶谷議員からご質問ありました１６ページの松前っ子

誕生祝金なんですけども、この制度自体は、２７年度から初めておりまして、今回２９０

万と、ちょっと額が大きくなっておりますけども、先程提案説明したとおり、当初予算で

は２５件の出産の予定人数を見ていたんですけども、１０月末現在の状況と、妊婦届とか

で年度末までの出産予定の方を見込みました結果、トータル年間３５件の出生件数が見込

まれるということで、それも第１子でなくて、２人目、３人目の方が増えたということも

あって、額的にも膨らんだという理由がありますので、よろしくご理解願います。以上で

す。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 市場の関係のご質問でございます。議員お尋ねのとおり、平成

２７年度に市場の大改修工事を実施しております。この際に取水と排水の部分も当然検討

しておりまして、実際としまして、取水設備の方はまだ大丈夫だよということで現状の傾

度でもって取水していこうと。排水経路の部分につきましては、改修工事と合わせて実施

しておりまして、それが３年ほど経過した中で、もうどうしようもなくなったというよう

な経過でございますので、ご理解いただきたいと存じます。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 課長、私１点目のね、質問は、この町長の政策によってこういう増

があったのかどうか。やっぱりね、政策が上手くいったっていうんであれば、私、そうい

う質問ですから。

それから、２点目のね、この水産課長の説明ですとね、２７年度に大改修をやっている

ときの私資料、ちょっと調べてみたらね、取水も排水も整備するって書いてるんだよね。

この目的の中にきちっと書いてる。しかも、予算対応が全然違うわけさ。この時点の事業

でればね、北海道が２分の１、町が４分の１、組合が４分の１っていうね、財政負担が違

うんだから、今回は町が半分、組合が半分でしょう、大きな違いがあるのに、できればね、

わずか３年しか経ってないのに、こういう事態がおきないような取り組みっていうのは必
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要であったのかなと。これは、クレームみたいになるけどもね、その辺はやらなかったの、

取水の部分はやらなかった、大丈夫だとみたんですか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) １点目、福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) 梶谷議員のご質問にお答えします。実際、２７年度からこの制

度は始まりましたけども、１年目、２年目はある程度、そんなに大きくは伸びなかったん

ですけども、今回のように特に２人目、３人目の出産があったということは、ある程度町

政の子育て支援の政策が結びついたと私は考えているし、そう思いたいと思いますので、

よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) 取水の関係でございます。議員おっしゃられるとおり、３年前

に大改修の際に取水、排水の部分も当然検討してきたわけでございますけども、現実とし

て、排水の方はやっぱり市場内も水が湧いてくるだとかっていう状況があって、大改修し

なきゃないといった部分で対応したと。ただ、取水については、結果としてまだ使えるだ

ろうということで、改修の手はかからなかったというふうな結果として、今となれば、見

通しの甘さというようなことも反省していかなきゃないだろうというようなことで認識は

致しておりますので、そういう経過があったということでございます。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) １点目はよくわかりました。２点目は、できればね、たった３年前

の話なんだから、こういう予測が私はついたんでないかなと思うんですよ。財源対応もね、

違うでしょう。今回半分ずつ町と組合が持たなければいけない。もし、３年間のこの事業

の中でやってればね、おそらく半額で済んだはずですよ。道が半分、あとの半分を２分の

１、２分の１だからね。そういう形で、これは苦言として終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７１号を原案について、可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７２号 平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、議案第７２号、平成３０年度松前町国民健康保険特別

会計補正予算（第３回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長(岩城広紀君) それでは、ただ今議題となりました議案第７２号、平成３０年

度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について、その内容をご説明致します。

平成３０年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算（第３回）は、次に定めるところ
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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５１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億３千

９１２万３千円に致そうとするものであります。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」によろうとするものであります。

今回の補正の内容につきましては、国民健康保険電算システムの改修等に係る委託料の

計上が主なものであります。

それでは、歳出の事項別明細よりご説明申し上げます。７ページをお開き願います。

７ページ、３．歳出です。１款１項総務管理費で１目一般管理費１３節国民健康保険シ

ステム改修委託料として、５１万円の計上です。これは、国民健康保険の都道府県単位化

に伴いまして導入致しました国民健康保険事業状況報告システムと、市町村事務処理標準

システムの改修等に係る委託料であります。

以上が、歳出の事項別明細でございます。これに対応致します歳入でございます。６ペ

ージをご覧願います。

２．歳入です。２款１項１目保険給付費等交付金２節特別交付金で、５１万円の追加計

上です。これは、歳出に対応する財源の追加計上であります。

以上が歳入の事項別明細でございます。２ページへお戻り願います。

２ページ、第１表歳入歳出予算補正、事業勘定の歳入です。歳入合計、補正前の額１３

億３千８６１万３千円に今回５１万円を追加し、補正後の額を１３億３千９１２万３千円

に致そうとするものであります。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様、補正後の額を１３億３千９１２万

３千円に致そうとするものであります。

以上が議案第７２号、平成３０年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）の

内容です。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７３号 平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第７３号、平成３０年度松前町介護保険特別会計

補正予算（第２回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。健康推進課長。

○健康推進課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました、議案第７３号、平成３０年度松
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前町介護保険特別会計補正予算（第２回）につきまして、その内容をご説明申し上げます。

平成３０年度松前町の介護保険特別会計補正予算（第２回）は、次に定めるところによ

ろうとするものです。

第１条、歳入歳出予算の補正です。第１項は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１９０万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

９億９千８５４万４千円に、既定のサービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４０万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千１７１万４千

円に致そうとするものです。第２項と致しまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

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

によろうとするものです。今回の補正予算につきましては、給与改定等に伴う人件費の支

出見込みによる補正及び介護予防サービス計画作成等委託料の支出見込額による補正とな

ります。

それでは、歳出の事項別明細書よりご説明申し上げます。７ページをお開き願います。

３．歳出です。４款１項１目介護予防日常生活支援総合事業費では、２節給料から４節

共済費まで、１５万９千円の増額計上です。主任ケアマネージャー１名分の給料及び職員

手当等の改定及び支出見込額による増額補正です。同じく２目包括的支援事業（任意事業

費）では、２節給料から８ページの１３節委託料まで、１７４万７千円の増額計上です。

２節給料から４節共済費までは、主任保健師１名、主任社会福祉士１名分の給料、職員手

当等の改定及び支出見込みによる増額補正であり、１３節委託料、介護予防サービス計画

作成等委託料増額の主な要因は、地域包括支援センターの臨時職員として雇用し、介護サ

ービス計画の作成を担当しておりましたケアマネージャーが３月に退職し、その後の補充

ができなかったことにより、要支援に係る介護予防サービス計画等の作成を居宅介護支援

事業所に委託する件数が増えたことによるものです。

以上が保険事業勘定、歳出の事項明細です。これに対応致します歳入です。６ページを

お開き願います。

２．歳入です。７款１項１目一般会計繰入金３節事務費繰入金で、１９０万６千円の増

額計上です。全額一般会計からの事務費繰入金で対応しようとするものです。

以上が保険事業勘定歳入の事項別明細です。２ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正（保険事業勘定）の歳入です。歳入合計、補正前の額９億９千

６６３万８千円に、１９０万６千円を追加し、補正後の額を９億９千８５４万４千円に致

そうとするものです。

次に、３ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を９億９千８５４万４

千円に致そうとするものです。

次に、サービス事業勘定、歳出の事項明細です。１４ページをお開き願います。

３．歳出です。１款１項１目一般管理費では、２節給料から４節共済費まで、４０万５

千円の増額計上です。これは、町の居宅介護支援事業所ケアマネージャー１名分の給料及

び職員手当等の改定及び支出見込みによる増額補正です。

以上がサービス事業勘定、歳出の事項明細です。これに対応致します歳入です。１３ペ

ージ、歳入です。２款１項１目一般会計繰入金で、４０万５千円の増額計上です。全額一

般会計からの繰入金で対応しようとするものです。

以上がサービス事業勘定、歳入の事項明細です。９ページへお戻り願います。

第１表歳入歳出予算補正（サービス事業勘定）の歳入です。歳入合計、補正前の額１千

１３０万９千円に、４０万５千円を追加し、補正後の額を１千１７１万４千円に致そうと
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するものです。

次に、１０ページです。歳出におきましても歳入同様に補正後の額を１千１７１万４千

円に致そうとするものです。なお、附表と致しまして、１５ページから１８ページまで、

給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

以上が議案第７３号、平成３０年度松前町介護保険特別会計補正予算（第２回）の内容

です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７４号 平成３０年度松前町水道事業会計補正予算(第１回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１２、議案第７４号、平成３０年度松前町水道事業会計補正

予算（第１回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。水道課長。

○水道課長(高橋光二君) ただ今議題となりました議案第７４号、平成３０年度松前町水

道事業会計補正予算（第１回）につきまして、その内容をご説明申し上げます。

このたびの補正予算は、平成３０年度の人事院勧告による給与改定に伴う給料、支給率

改定に伴う勤勉手当の補正及び４月の人事異動等による給料、手当、法定福利費の補正で

ございます。また、現在の水道課事務所の暖房設備、ストーブ２台のうち１台が使用不能

になっており、既に耐用年数が過ぎ、更には部品の供給も終わっていることから、修理不

能となっているため、これを更新し、合わせて浄水場のストーブについても同じような状

況になる可能性が高いことから、今回合わせて更新するために備品購入費を補正しようと

するものでございます。

それでは、予算書の１ページでございます。

第１条は、総則です。平成３０年度松前町水道事業会計の補正予算（第１回）は、次に

定めるところによろうとするものです。

第２条は、収益的収入及び支出です。平成３０年度松前町水道事業会計予算第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正致そうとするものです。支出で、第１

款事業費、既決予定額１億８千２９０万４千円から４８万２千円を減額し、補正後の予定

額を１億８千２４２万２千円に致そうとするものです。内訳と致しまして、第１項営業費

用で、既決予定額１億７千４０４万９千円から、４８万２千円を減額し、補正後の予定額

を１億７千３５６万７千円に致そうとするものであります。これは、事務職員３名分の人

件費に関わる補正ですが、今回の人事院勧告により、給与費は本来増額となるところです

が、４月の人事異動及び支給手当額の変更、福利厚生に係る負担率の確定等により、全体
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としては減額となったところであります。

次に、第３条は、資本的収入及び支出です。予算第４条本文の括弧書中、「不足する額

１億６６３万５千円」を「不足する額１億７３０万６千円」に、「過年度分損益勘定留保

資金６千７７３万７千円」を「過年度分損益勘定留保資金６千７６９万８千円」に、「当

年度分損益勘定留保資金３千２３６万６千円」を「当年度分損益勘定留保資金３千３０５

万３千円」に、「当年分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５５３万２千円」を「当

年分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５５５万５千円」に改め、同条に定めた資本

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものです。

支出で、第１款資本的支出既決予定額１億３千４３３万３千円に、６７万１千円を追加

し、補正後の予定額を１億３千５００万４千円に致そうとするものです。

内訳と致しまして、第１項建設改良費では、既決予定額１億１千５６９万７千円に、３

６万４千円を追加し、補正後の予定額を１億１千６０６万１千円に致そうとするものであ

ります。これは、人事院勧告に伴う給与改定に係る技術職員３名分の人件費の増額です。

また、第３項備品購入費では、新たに３０万７千円を追加し、補正後の予定額を３０万７

千円に致そうとするものです。これは、水道課事務所及び浄水場のストーブ２台分の更新

に係る経費であります。

２ページをお開き願います。次に、第４条は、議会の議決を経なければ流用することが

できない経費です。予算第７条に定めた経費の金額を次のように改めようとするもので、

第１号職員給与費で、既決予定額を４千９０９万１千円から、１１万８千円を減額し、補

正後の予定額を４千８９７万３千円に致そうとするものです。給料で３２万３千円の減額、

手当で２６万８千円の増額、法定福利費で６万３千円の減額、合計で１１万８千円を減額

しようとするものでございます。３ページ以降に予算の説明資料と致しまして、予算実施

計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表等を添付しておりま

すので、ご参照願います。

以上が議案第７４号、平成３０年度松前町水道事業会計補正予算（第１回）の内容です。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７４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７４号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７５号 平成３０年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第１３、議案第７５号、平成３０年度松前町病院事業会計補正

予算（第３回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。病院事務局長。
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○病院事務局長(白川義則君) ただ今議題となりました議案第７５号、平成３０年度松前

町病院事業会計補正予算（第３回）につきまして、その内容をご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入及び支出で、収入として入院収益単価の増が年

度末までに見込まれることから、入院収益の増額分を補正するものです。支出としては、

人事院勧告に基づいた給料表の改定及び制度改正による給与費の増額と、年度途中で採用

された職員、退職された職員など、年度末までの見込みによる給与費の増額分を補正する

ものです。また、燃油単価増による燃料費の増など、年度末の見込みによる経費の増、固

定資産除却に伴う資産減耗費の増額補正となっております。更に、資本的収入として、修

学資金貸付者退職に伴う貸付金返還金を増額補正するものです。

それでは、１ページよりご説明申し上げます。

第１条は総則です。平成３０年度松前町病院事業会計の補正予算（第３回）は、次に定

めるところによるものです。第２条は業務の予定量です。平成３０年度松前町病院事業会

計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するもの

です。第２号、年間取扱延べ患者数のうち、入院を２万７千３７５人から３６５人減じ、

２万７千１０人にするものです。また、第３号、１日平均患者数のうち、入院を７５人か

ら１人減じ、７４人にするものです。いずれも４月から１０月までの実績と、１１月から

３月までの見込みによるものとなっております。

第３条は、収益的収入及び支出です。平成３０年度松前町病院事業会計予算第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。収入です。第１款病院

事業収益は、既決予定額１２億９千３１８万２千円から今回２千４００万２千円を増額し、

補正後の予定額を１３億１千７１８万４千円にするものです。その内訳と致しまして第１

項医業収益で、既決予定額１０億３千６０４万９千円から今回２千４００万２千円を増額

し、補正後の予定額を１０億６千５万１千円にするもので、この主な要因は、入院患者の

１日あたりの収益単価の増によるものです。

２ページをお開き願います。次に、支出です。第１款病院事業費用は、既決予定額１３

億８８１万２千円から、今回３千９３２万９千円を増額し、補正後の予定額を１３億４千

８１４万１千円にするものです。その内訳と致しまして、第１項医業費用既決予定額１２

億９千２０６万２千円から、今回３千９３２万９千円を増額し、補正後の予定額を１３億

３千１３９万１千円にするものです。これは、人事院勧告に基づく給与費の見直しに伴う

分、年度途中で採用及び退職などの年度末までの見込みによる給与費の増額、燃料単価の

増による燃料費の増、医師確保に伴う旅費及び食糧費の増など、年度末までの見込みによ

る経費の増額及び固定資産除却に伴う資産減耗費の増によるものです。

第４条は、資本的収入及び支出です。平成３０年度松前町病院事業会計予算第４条本文

括弧書中「不足する額１千４２４万９千円」を「不足する額１千４００万４千円」に、

「過年度分損益勘定留保資金１千３２４万９千円」を「過年度分損益勘定留保資金１千３

００万４千円」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する

ものです。収入です。第１款資本的収入は、既決予定額５千３７７万２千円から、今回２

４万５千円を増額し、補正後の予定額を５千４０１万７千円にするものです。その内訳と

致しまして、第３項貸付金返還金として、修学資金貸付者退職に伴う修学資金貸付金返還

金２４万５千円を増額するものです。

第５条は、議会の議決を経なければ流用できない経費です。第１号、職員給与費の既決

予定額８億９４９万８千円から、今回１千９３７万５千円を増額し、８億２千８８７万３

千円にするものです。
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以上が、平成３０年度松前町病院事業会計補正予算（第３回）の内容です。予算実施計

画他、関係書類につきましては、３ページ以降に添付しておりますので、ご参照を願いま

す。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

(休憩 午後 ２時５６分)

(再開 午後 ３時１１分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎議案第７８号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安

定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税

法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１４、議案第７８号、社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定

財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) それでは、ただ今議題となりました議案第７８号について、

その内容をご説明申し上げます。

今回の改正につきましては、来年２０１９年１０月１日に消費税率８％から１０％への

引き上げに伴う改正でございます。中ほどにございます説明資料をお開き願いたいと存じ

ます。

説明資料に基づき、内容を説明させていただきたいと思います。１ページでございます。

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の概要でございます。
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１、改正の趣旨であります。社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を

行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）並びに社会保

障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法

の一部を改正する法律（平成２４年法律第６９号）による消費税率及び地方消費税率の引

き上げに伴い、使用料等を改定するため、条例を改正しようとするものでございます。

次に、２と致しまして、消費税及び地方消費税率でございます。現行の消費税６．３％、

地方消費税１．７％で現行８％となっております消費税を、改正後は消費税７．８％、地

方消費税を２．２％とし、１０％の消費税に改めようとするものでございます。

次に、３の改正する条例についてでございます。記載のとおり、(１)松前町公民館条例

(昭和２９年松前町条例第５７号)から(２０)の松前町病院事業使用料及び手数料条例（平

成２年松前町条例第２８号）の２０件の条例につきまして、改正をしようとするものでご

ざいます。ただし、今回、廃棄物処理手数料、ゴミ袋等代金につきましては、近隣町との

比較でも高い方でございまして、現行のまま消費税を転嫁しない対応としたところでござ

います。また、松前町ふれあい公園パークゴルフ場の利用料につきましても、近隣町との

比較でも高くなっていることから、現行のまま消費税を転嫁しない対応としたところでご

ざいます。更に、松前藩屋敷利用料及び松前温泉休養センター利用料については、指定管

理施設で条例により利用料を定めておりますが、指定管理者がその範囲内において定める

こととなっており、現行のまま消費税を転嫁しない対応としたところでございます。松前

城資料館についても、松前藩屋敷との共通利用料等を考慮し、現行のまま消費税を転嫁し

ない対応としたものでございます。他に、学校給食費については、軽減税率が適用となる

ことから、消費税には転嫁しないこととしたところでございます。

次に、４の新旧対照表の関係でございますけれども、消費税の転嫁の方法でございます

が、新旧対照表の３ページから３９ページの現行欄から改正案にあるように、使用料等の

うち、３ページのような料金表などにより額が定められているものにつきましては、現行

の８％の消費税が転嫁される前の額に１００分の１１０を乗じて得た額とし、１０円未満

の端数については切り捨てた額とするものでございます。また、９ページにありますけれ

ども、９ページのような、行政財産の使用料などの率により算出されるものにつきまして

は、消費税分１０％を含んだ率に改めようとするものでございます。

次に、税率改正の影響額についてでございますが、今回の条例改正分と致しまして、２

９年度の決算ベースでありますけれども、一般会計分で各種使用料等２２万３千円程度の

影響額になろうかと思います。多いものでは、家畜人工授精手数料で７万７千円程度、次

いで牧野使用料が３万９千円程度となっており、あとは概ね５００円から１万５千円前後

の影響額となっておるところでございます。また、公営企業分と致しまして、水道料につ

きましては、２９５万７千円程度の影響額となってございます。病院事業の使用料、手数

料については、５万１千円程度の影響額となっているところでございます。

次に、説明資料の２ページに戻っていただきまして、５の施行期日についてでございま

すけども、法律の規定による施行の日ということで、平成３１年１０月１日となってござ

います。

新旧対照表の４０ページをお開き願いたいと思います。４０ページの改正案にあるよう

に、附則と致しまして、施行期日でございます。１、この条例は社会保障の安定財源の確

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第１

条第２号の規定、並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第１条第３号の規定による施行
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の日から施行するとしたところでございます。これは、現在の法律上の施行日は平成３１

年の１０月１日でございますが、仮に施行日が国会等で延長された場合でも、法律施行日

を引用しているため、条例改正などが不要とあることからの対応でございます。

次に、経過措置でございます。２については、一般会計の各種使用料についての支払い

について定めたものでございます。また、３については、企業会計の水道事業について、

４については病院事業について、それぞれ納付支払いについて定めたものでございます。

２と致しまして、第１条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定から、４１ペー

ジの３行目になりますが、第１８条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置

及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日（以下「施行日」という。）以後の使

用等に関わる使用料等で、施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等

に関わる使用料等で施行日前、または施行日以後の納付するもの及び施行日以後の使用等

に関わる使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例によろうとするも

のでございます。

３と致しまして、第１９条の規定による改正後の松前町水道事業給水条例第２６条及び

第２９条の規定を適用する場合において、施行日前から継続して供給している水道の使用

で、施行日以後における最初の計量日により、料金の支払いを受ける権利が確定されるも

のに関わる料金については、なお従前の例によろうとするものでございます。

４と致しまして、第２０条の規定による改正後の松前町病院事業使用料及び手数料条例

の規定は、施行日以後に行う行為に対する使用料等で、施行日以後に納付するものについ

て適用し、施行日前に行った行為に対する使用料等で、施行日前、または施行日以後に納

付するものについては、なお従前の例によろうとするものでございます。いずれも消費税

率改正に伴う条例改正でございます。

以上が、議案第７８号でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○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。

質疑ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第７８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７９号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１５、議案第７９号、松前町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(三浦忠男君) ただ今議題となりました議案第７９号、松前町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例制定につきまして、その内容をご説明申し上げます。
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議案の３枚目、説明資料として添付しております松前町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の概要をお開き願います。まず、改正の趣旨でございます。現行の地方税施行

令に規定されている国民健康保険税の課税限度額に準ずるため、松前町国民健康保険税条

例の規定の整理を行おうとするものでございます。

次に、改正の内容でございます。中段の表をご覧ください。各年度の課税限度額を示し

ております。３列目、平成３０年度の欄をご覧願います。現在の松前町の課税限度額を示

しております。上段から医療給付費分５４万円、後期高齢者支援金分１９万円、介護納付

金分１６万円、合計限度額８９万円となってございます。また、それぞれ同じ欄の括弧内

の数値が法定限度額でございます。

次に、４列目の欄をご覧願います。平成３１年度改正案でございます。現行の法定限度

額と同額とするため、医療給付費分５８万円に、後期高齢者支援金分は１９万円、介護納

付金分は１６万円、合計限度額を９３万円にしようとするものであります。医療給付費分

を４万円増額するものでございます。この改正の施行期日等でありますが、平成３１年４

月１日から施行し、改正後の松前町国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例によろうとするものでございます。

今回の課税限度額改正による影響額でございます。平成３０年度の課税ベースで対象世

帯が２０世帯、８０万円の課税額の増が見込まれるところでございます。新旧対照表につ

きましては、２ページから別紙のとおり掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思

います。

以上が、議案第７９号、松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容でござ

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７９号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８０号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１６、議案第８０号、定住自立圏形成協定の一部を変更する

協定の締結について議題と致します。

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８０号、定住自立

圏形成協定の一部を変更する協定の締結について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の下段の説明欄をご覧いただきたいと思います。平成

２６年３月２７日に函館市との間において締結した定住自立圏形成協定に基づき、圏域首
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長が連携して推進する具体的な取組内容を明示するため策定した、南北海道定住自立圏共

生ビジョンが、平成３０年度をもって完了することから、新たに平成３１年度から５年間

の第２次南北海道定住自立圏共生ビジョンを策定するにあたり、圏域首長が新たに連携し

て推進する取り組みを変更、追加するため、当該協定の一部を変更するものでございます。

説明資料の１ページをご覧いただきたいと思います。現行欄の別表第１、下線部分のア

広域医療体制等の充実を、変更案のとおりアの医療に、また、現行欄の表の取組の内容の

ドクターヘリ導入を、変更案のとおり運航支援に改めようとするもので、追加として変更

案の医療従事者の確保、養成を新たに設け、取組の内容と甲、乙の役割を記載のとおり追

加しようとするものでございます。

２ページでございます。現行欄のイ広域観光の推進を、変更案のとおり産業振興に改め、

現行のプロモーション活動の実施を、変更案のとおり広域観光の推進に改め、現行の滞在

型観光促進に資する観光メニューの開発を、変更案のとおり滞在型観光の促進に改めよう

とするもので、追加と致しまして、変更案のとおり地場産業の育成を新たに設け、取組の

内容と甲、乙の役割を記載のとおり追加しようとするものでございます。

３ページでございます。現行欄の別表第２、イ基幹道路等ネットワーク整備の促進を変

更案のとおり、道路等の交通インフラの整備に改め、現行欄ウの国際化の推進を変更案の

とおり、地域内外の住民との交流移住促進に改めようとするものでございます。

４ページでございます。現行欄の別表第３、ア人材育成等の表の職員の合同研修等の実

施を、変更案のとおり職員等の合同研修等の実施に改めようとするものであります。定住

自立圏につきましては、中心市との連携による取組事業に対しまして、財政措置と致しま

して、中心市に８千５００万円、周辺市町村には１千５００万円の特別交付税措置が認め

られているところでございます。

なお、今回の変更協定の議決後において、中心市の函館市と変更協定書の締結を予定し

ており、中心市である函館市において、第２次南北海道定住自立圏共生ビジョンの公表に

つきましては、１月に予定をしているところでございます。

以上が、議案第８０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。

１１番。

○１１番(西村健一君) 説明資料４ページのですね、変更案のところで職員等の合同研修

等の実施とあります。等って、などっていんでうか、これ、どの範囲までのことかお願い

します。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 今までは、これ函館市の方で研修会なんかをやっておりまし

て、自治体職員だけを対象にしてやってたんですけれども、これからは、民間の方々もそ

の研修の中に入っていただけるような対応をしていきたいということで、職員等という言

葉が加わったというようなことでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

３番。

○３番(福原英夫君) ２６年３月２７日に協定書が発行されたんですけれども、自分は知

ってるのは広域救急医療、ドクターヘリのことがイメージにあったんですけど、あとどん

な進め方をしてたのかな、会議だとか、そして効果だとか、どういうふうに担当課長ね、

捉えているか、ちょっと教えて。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。
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○政策財政課長(佐藤久君) 協定の内容につきましては、当初はこの定住自立圏を結んだ

ときの大きな目的は、議員おっしゃるとおりドクターヘリを中心とした考え方がございま

した。その他に広域で、函館市と例えば松前町がやれるようなものということでは、例え

ば広域観光の推進でありますとか、あるいは道路、あるいは交通網の整備体系についての

要望活動一緒にできるとか、そういうようなことがございまして、今、３０年度でもって

ちょっとこの定住自立圏の事業として該当するであろうと言いますか、そういうものにつ

いてちょっとお話させてもらいますけれども、まずは、ドクターヘリについてはもう既に

運航しておりますので、これは運航費用の部分について、まずはこの定住自立圏の中でみ

ていただけることになろうかと思います。

その他に、先程申しました観光キャンペーンのプロモーション活動でありましたり、道

路関係の期成会の活動、こういうものもこの定住自立圏の中に該当してくると。また、松

前町の場合であれば、インバウンドの事業として、松前公園と、それから城下通りにつけ

ました観光Ｗｉ－Ｆｉ、こういうものも維持管理をするための費用としてみていただける。

それから。先程申し上げました職員研修。この研修については、今函館市を中心に管内か

ら職員を集めて年に２、３回の研修をしております。それを今度は民間の方々にも広げて

やっていきたいというようなことでございまして、そのような形のものが、この定住自立

圏の中の取り組みとして、やらさっているというふうに捉えていただければわかりやすい

かなというふうに思います。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 概略はわかってきました。それで、担当課としての窓口は佐藤課長

のところだと。それで、各課との連携プレーはもちろんしてるというふうに捉えていいで

すよね。一番興味があるのは、この産業振興のところ、この間も函館行って、五稜郭周辺

行くとものすごく中国系、東南アジア系の人達があふれるぐらい歩いてるわけですよね。

やはり、もっと松前にもこういうふうなものだよっていうふうなことでの連携プレーの中

でね、松前にも恩恵があるように、また新幹線でも動きがあるように、何かこうもっとこ

うこれを活用できないかなあとみてね、思ったもんですからね。それと今半島道路のこと

だとか、こうやって、それは見えてます、今動いてるの。ですから、もうちょっと活用の

方策って言うんでしょうかね、積極的にうちの担当課と連携プレーしながら、こういうふ

うなことで函館市の方からもこう引っ張ってきたり、函館市の人材を持ってきたりだとか、

何かそういうふうな将来方向って言うのかね、ビジョンがあれば、上手くこれが活用でき

るかなと、生かされるかなあと。ただ名前だけだったらね、苦しいなあと思ったりして、

今聞いてました。その辺どうでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 議員おっしゃるとおりだと思います。ただ、この協定書、定

住自立圏の本来の目的は中心市と周辺市町村との連携があって、事業が、取り組み事業に

対する支援があるということがございますんで、例えば函館市さんと松前町で海外にイン

バウンドのための観光プロモーションをするとか、そういう取り組みは、全てこの財政処

置の該当にもなってくるというふうなことでございます。ですから、今おっしゃったよう

に、この定住自立圏の中に上手く巻き込むって言いますか、包み込むような事業がお互い

にできれば、それはこういう形で対応していきたいと、このように思っておりますので、

ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今、佐藤課長言った、そこが一番、これの連携プレーのね、大きい
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価値でないかなあと僕は思うんですよ。ですから、うちらの町で、１町でできない部分を

函館圏っていう大きいくくりの中でね、取り組む。そうして、俺のところはこうだ、俺の

ところはこうだ、いいものがあるよと。それで、俺のところはこういうものを出せるよと

か、そういうふうな中で、町の、松前町の自立をね、模索していい材料なんですよね。も

っとこれを各課と話し合いながら、町長頭にしてね、進めてもらいたいな、いいものなん

でね、ちょっと答弁、町長に。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 定住自立圏でのご質問いただきました。実は、先月東京で函館が大

きく力を入れてます大型クルーズ船の誘致の関係でのプロモーションありまして、ぜひ松

前も参加してほしい、江差にも参加してほしいっていうふうなことで参加をさせていただ

きました。函館市、観光の分野で言いますと、やっぱり道南の観光は函館単独では無理だ

というふうな判断を市長はしてまして、江差、松前を抱かないと函館観光には結びつかな

いんだというふうな思いが強いようでありまして、その思いがありまして、今回参加させ

ていただきましたけども、もうやっぱり函館と一緒に取り組んでいくと。観光分野でお話

してます、本当に大事なことだと思ってますので、インバウンドの確保も含めまして、函

館市と共に行動をおこしていきたい。私どももやっぱり函館の元気をもらえるっていうの

が、この定住自立圏だというふうに思ってますので、積極的に参加をさせていきたいなと

いうふうに思ってます。

いろいろ、大型クルーズ船、一昨年も実はさくらまつりの期間に松前港沖に停泊、クル

ーズ船を停泊させる事業も組み込んだわけでありますけども、たまたま時化だったという

ふうなことであります。ぜひ、今年は年明けはもう相当、もう何十隻も来るような予定し

てるようでありますので、その中で少しでも松前に引っ張ってこれるような、そんな取り

組みを積極的に我々もしていきたいなと思ってますので、大事な連携事業だというふうに

思ってますので、ぜひご理解いただきたいと思います。

○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８０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８１号 指定管理者の指定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１７、議案第８１号、指定管理者の指定についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ただ今議題となりました、議案第８１号、指定管理者の指

定について、その内容についてご説明申し上げます。
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これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、下記のとおり、指定管理者の

指定について、議会の議決を求めようとするものでございます。

まずは、１、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、松前温泉休養セ

ンターでございます。

次に、２、指定管理者となる法人、その他の団体の名称でございます。指定管理者の候

補は、有限会社浦里でございます。候補者の選定根拠につきましては、松前町公の施設の

指定管理者の指定の手続き等に関する条例第２条において、指定管理者は、公募により選

定しなければならないとされておりますが、同条ただし書きに、その他規則で定める場合

は、公募によらず指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、申請を求めることがで

きるとされており、同条例施行規則第２条第２項第４号による、町長が公募によらないこ

とに相当な理由があると認めた場合の規定を適用したところであり、公募によらないこと

の相当な理由につきましては、有限会社浦里は、平成２１年度に松前温泉休養センターが

指定管理者制度を取り入れてから、本年度までの１０年間にわたり、当該施設の指定管理

者を務め、業務の履行状況も良好で、施設状況も熟知しており、何より入館者が年々減少

し、施設経営も厳しい状況の中、前向きな姿勢をもって施設管理に取り組み、当該業務の

継続にも意欲があり、その経験と実績から、引き続き有限会社浦里を指名することが、よ

り適当であると判断して、当該事業者を指名し、指定管理者指定申請書の提出を受け、内

容を審査のうえ、選定したところであります。

次に、３、指定の期間でございますが、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日

までとし、これまで同様５年間としたものでございます。

以上が、議案第８１号、指定管理者の指定についての内容でございます。ご審議のほど

よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第８１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第８２号 指定管理者の指定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１８、議案第８２号、指定管理者の指定についてを議題と致

します。

提出者の説明を求めます。商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) ただ今議題となりました、議案第８２号、指定管理者の指

定について、その内容についてご説明申し上げます。

これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、下記のとおり、指定管理者の
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指定について、議会の議決を求めようとするものでございます。

まずは、１、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、松前藩屋敷でご

ざいます。

次に、２、指定管理者となる法人、その他の団体の名称でございますが、指定管理者の

候補は、松前観光協会でございます。候補者の選定根拠は、先程も申し上げましたが、松

前町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第２条において、指定管理者は、

公募により選定しなければならないとされておりますが、同条ただし書きに、その他規則

で定める場合は、公募によらず指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、申請を求

めることができるとされており、同条例施行規則第２条第２項第４号による、町長が公募

によらないことに相当な理由があると認めた場合の規定を適用したところであり、公募に

よらないことの相当な理由につきましては、松前観光協会は、平成１６年度に松前藩屋敷

が指定管理者制度を取り入れてから、本年度までの１５年間の長きにわたり、当該施設の

指定管理者を務め、業務の履行状況も良好で、施設状況も熟知しており、当該施設は、松

前観光の拠点施設であり、観光協会の目指す観光振興策の継続と安定した経営に寄与でき

ることと、当該業務の継続に意欲を持っているため、引き続き松前観光協会を指名するこ

とが、より適当であると判断して、当該事業者を指名し、指定管理者指定申請書の提出を

受け、内容を審査のうえ、選定したところでございます。

次に、３、指定の期間でございますが、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日

までとし、これまで同様５年間としたところでございます。

以上が、議案第８２号、指定管理者の指定についての内容でございます。ご審議のほど

よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

３番。

○３番(福原英夫君) ８１、８２もそうなんですけども、説明を聞きますと年々利用客が

減ってきているということ伺いました。それで、この二つの施設をどう生かすかっていう

ことの基本の理念に立ってほしいなあと。それで、やはりここで働く人達のために、雇用

の場としてはやはり松前町のために大きい受け皿にはなっているんです。それで、そのた

めに入館者であり、入湯する人が少なくなると、どうしてもそれを補てんするために町が

出す。それと企業努力だけでは賄えない部分が、やはり多く見られるんですよ。それで、

どうすればこの指定管理者制度が生かせるかというふうなことを、今後考えて検討してい

ると思いますけれども、どういうふうにちょっとそこの部分を底上げするのか、何か打開

策を考えておられるんであれば、お聞きしたいと。指定管理するのは、何も私は反対しま

せん。ただ、今後大事な施設ですんでね、てこ入れしていかなければならないんでないか

なと思ってるんです。ちょっと、答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 福原議員から、今、松前藩屋敷の指定管理ですけど、温泉

も含めてという話で、温泉も含めての話をさせていただいてよろしいでしょうか。

まず、温泉につきましては、常日頃から私も申し上げてるとおり、温泉につきましては

町民の憩いの施設という状況がある中で、これは絶対になくしてはならないという認識を

持って温泉を運営していこうと考えてございまして、しかしながら、温泉、言葉に語弊あ

りますが、順調に入館者が下がってっております。これは、順調にって言ってしまったの

はですね、どうしてもうちの温泉っていうのは、今は若者にちょっと、若者世代にも温泉

に入ってきてほしいなっていう思いあるんですが、今のいつも来ていらっしゃる方は、や
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はりご高齢の方達が多いもんですから、やはり身体の調子を悪くしたり、そういうことで

常連の方が１人いなくなると、年間を通すと何百人ものやはり影響を受けるということで、

そういうことを踏まえると、やっぱり年数が経つつれに、どうしても高齢者の方と比較す

ると、年々減少に入ってしまうということでございます。ただ、しかしながら、温泉って

いうのは、やはり町民に対して、商工観光で持っている観光の振興ならず、その他の健康

の増進、そういうものを含めますと、なくてはならない施設ということで、打開策ってい

うのは、かなり厳しいんでございますが、何とか、町でやはり試算しても、町でやるより

は、指定管理で行った方が、やはり有効的な活用方法になりますし、金額もやはり指定管

理の方が低い、低いって言いますか、ちょっと言葉に語弊がありますが、低い額での合理

的なやり方でできるということで、温泉については、残念ながら打開策というような入浴

客を増やすと、極端に増やすということはできませんが、今考えているのは、指定管理者、

現指定管理者と打ち合わせしてるのは、もっともっと温泉を楽しんでもらうための、温泉

まつりみたいなイベントを今後企画していきましょうという話をして、もっともっと愛さ

れる施設を目指してるというのが温泉でございます。

松前藩屋敷につきましては、これも松前観光協会に指定管理を最初からお願いした当時

も、松前観光協会自体の経営状況が大変悪うございまして、何とかこれに藩屋敷の運営を

するおかげで入館料がその頃、ある程度潤沢にきてましたので、それでもって観光協会の

運営も助けていこうというような判断もございまして、指定管理をしたところでございま

す。

ところが、松前藩屋敷の方も、管理を受けてからちょっと足踏み状態って、観光客の足

踏み状態、ようするにどのような藩屋敷に魅力があったのかということになってしまいま

して、私が、自慢するわけじゃないんですけど、私が来てから早々に藩屋敷の塗装ですと

か、いろいろ修繕もさせてもらいまして、やはり魅力のある施設づくりを目指しつつ、こ

こを拠点に松前観光協会の観光振興策を盛り上げていきたいというのを考えてございまし

て、一昨年、ごめんなさい、昨年、平成２９年度は一昨年に１万６千人ほどまで落ちちゃ

ったんですが、３千人復活しまして、１万９千となってございます。ただ、今年度につき

ましては、天候不順の影響もありまして、お花見のときのちょうどいい三連休が雨等の影

響があって、減りはしましたが、ここにつきましては、本当に松前観光の一つとしてです

ね、来年の１０連休ですとか、そういうのを活用しつつ、まだまだ入館者を増やせる施設

だということで、松前観光協会の方でも増やす努力と言いますか、どのようなことやった

らいいのかとか、１年間でだらだらとやっても人は増えないので、集中して増やす方法を

考えなさいとか、いろいろ協議をして入館者を増やす打開策は検討してございます。

そういうことで、何とか町というよりも、民間の活力を貸していただいて、観光及び温

泉を盛り上げていきたいと考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 大変苦しいでしょうし、厳しいと思います。しかし、大事な松前町

の財産でございます。それを民間が今やってくれるからでなく、将来ね、もし民間はもう

手を出さないよと、松前町の町内の業者さんが。そうなったときを一番恐れるんです。そ

れで、温泉についてても、前は温泉まつりを町内のボランティアの方々でやっておりまし

たしね、年に２回か３回、そんな企画ですとか、町内の商店街に温泉、松前温泉に１００

円割引の券を配布したりだとか、いろいろ集客の方法があると思うんですよ。ただし、こ

れも皆さん方でね、民間の指定管理者が受けた方々が、やはり、観光協会でありその他が

知恵を出さない限りは、行動を起こさない限りは無理ですよね。ですから、どうしても民
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間の方々に寄り添っていることと、その有志を集めて企画するのと、行政が入ってトライ

アングルをつくって支えると。この財産を生かしてもらいたいんですよ、本音言うと、最

終的には。そのためにもっと知恵を出していただいて、協議をしていただきたいなという

ふうに思ってたもんですからね、答弁お願いします。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) おっしゃるとおりだと思いますので、そのように温泉及び

松前藩屋敷につきましては、頑張りたいという意思表示しかできないんですけども、そう

いう気持ちで臨みたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 力強い言葉、十分に受けましたので、まず健康に気をつけて頑張っ

ていただきたいということでございます。答弁は、町長、気持ちどうですか、今の。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今回２件の指定管理の議案を提出させていただきました。本当に管

理を委託する、指定する町長の立場からしますと、決して状況が良くない、好転しない中

で、快く受けていただいてるというふうなことでありますので、指定する団体の意見に、

声に耳を傾けながら、これからも進め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、町の財産でもありますし、基幹産業に繋がる部分、更には町民の健康管

理に繋がる部分もありますので、大事にして、いい環境を築きながら進めていきたいなと

思っております。以上です。

○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８２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、議案第８２号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第１０号 難病医療費助成制度の改善を求める意見書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１９、意見書案第１０号、難病医療費助成制度の改善を求め

る意見書についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。厚生文教常任委員会委員長油野篤君。

○厚生文教常任委員会委員長(油野篤君) 意見書案第１０号、難病医療費助成制度の改善

を求める意見書について、別紙のとおり、松前町議会会議規則第１４条第３項の規定によ

り提出するものであり、意見書の内容については記載のとおりであります。ご審議のほど

よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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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。

お諮り致します。

意見書案第１０号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、意見書案第１０号は原案のとおり可決されました。

◎所管事務視察調査報告について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２０、所管事務視察調査報告についてを議題と致します。

議会運営委員会から、所管事務視察調査報告書の提出がありましたので、報告を求めま

す。議会運営委員会委員長堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) 所管事務調査報告について。

本委員会は、閉会中の所管事務視察調査を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の

規定により、別紙のとおり、所管事務視察調査報告書を提出致します。

１の調査事項、調査年月日、視察先、視察参加者及び２の視察調査内容については、記

載のとおりです。

３、所見。

(１)議会運営について。

加賀市議会において、日本一の議会を目指して様々な議会改革に取り組んでおり、特に

毎年実施している議会報告会や懇談会開催による市民からの意見、要望等の拝聴を始め、

３年に１度市民からアンケートを実施することにより、議会への評価を確認している。ま

た、平成３０年度から議員が各小中学校に出向いて出前講座を開くなど、開かれた議会、

市民が参加する議会については特に積極的であった。

内灘町議会においても、議会基本条例を定めていないものの、現行の法制下で議会の活

性化に誠意取り組んでおり、両市町議会とも形は異なるが、問題、課題を的確に捉え、議

員個々の資質の向上や議会活動の推進に強い意欲を感じた。

大規模災害時での対応について、加賀市議会においては、災害時行動マニュアル等をあ

らかじめ定めており、内灘町議会においてもタブレット端末のカメラ機能等による情報共

有など、支援体制を確立している。近年、台風に豪雨、雪害などの被害が大きくなってい

ることを踏まえ、当町議会においても、議員の役割や具体的な対応など、検討が必要と考

える。

また、両市町議会ともタブレット端末を先進的に導入しており、経費削減や事務の効率

化等、効果は大きいと考える。当町議会においても導入について、検討する必要がある。

(２)議会だよりの編集について。

両市町議会においては、議会だより編集を専門の組織を設置して行い、いずれも当選回

数が若い議員で構成されており、内容については、要点は短くまとめ、住民にわかりやす

くしている。特に内灘町議会においては、議会だよりは議会と町民との情報の架け橋で、

相互信頼を補うツールであるとの考えから、町民の目線で中学生にも理解できる紙面づく

りを心がけ、見出しの写真説明に方言を用いたり、街角のインタビューや４コマ漫画を掲

載するなど、町民の関心が高まるような様々な工夫をしていた。また、議会だよりモニタ
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ーの設置により、内容の改善に向けた提言など、住民の声が反映できる体制が確立されて

いる。当町議会においても、両市町議会の取り組みを参考にしながら、町民の関心を抱く

紙面づくりや発行月、組織のあり方等々について検討していく必要がある。

以上であります。

○議長(伊藤幸司君) 以上で報告済と致します。

◎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２１、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題と致し

ます。

お諮り致します。

議会運営委員会委員長から議会運営及び議長の諮問に関する事項について、閉会中所管

事務調査したい旨の申し出がありましたが、委員長からの申し出のとおりこれを承認する

ことにご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を承認することに決定し

ました。

◎閉会中の正副議長、議員の出張承認について

○議長(伊藤幸司君) 日程第２２、閉会中の正副議長、議員の出張承認についてを議題と

致します。

お諮り致します。

閉会中、議会を代表して正副議長、議員が出席を要する諸行事、慶弔、会議、陳情等に

ついて、議会の承認を得て正副議長、議員を出張させたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、ただ今お諮りのとおり承認することに決定しました。

なお、出席議員については、その都度、議長において指名することに致したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

◎会期中閉会の議決

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

今期定例会の会期は１２月１３日までとなっておりますが、提出された全ての案件が議

了致しましたので、これをもって閉会致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。よって、平成３０年松前町議会第４回定例
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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４回定例会を閉会致します。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後 ４時０２分)
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