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（開会 午前１０時００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２８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２８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、６番堺繁光君、７番油野篤君、

以上２名を指名致します。

◎議会運営委員会報告

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営委員会委員長、堺繁光君。

○議会運営委員会委員長(堺繁光君) おはようございます。

６月２０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２２

日から６月２４日までの３日間と致します。議事日程についてはお手元に配布のとおり進

めることに決定致しました。以上です。

○議長(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２４日まで

の３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。
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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) どうもおはようございます。

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ます。

１．平成２７年度各会計の決算概要について。

平成２７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６１億２千９５８万４千９２６円、歳出

総額５７億２千６６５万８４９円で、歳入歳出差引残額が４億２９３万４千７７円となり、

平成２８年度への繰越明許費繰越財源分９千６２１万２千９８８円を除いた３億６７２万

１千８９円が実質収支となり、このうち１億５千３００万円につきましては翌年度へ繰り

越しし、残額の１億５千３７２万１千８９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１７億３千２８６万４千２円、歳出総

額１７億３千３７１万１千９９７円で、歳入歳出差引歳入不足額が８４万７千９９５円と

なり、全額平成２８年度歳入繰上充用金で補てんしております。

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９億６千８５４万

４千４１円、歳出総額９億３千７４８万９千７２５円で、歳入歳出差引残額が３千１０５

万４千３１６円、サービス事業勘定では、歳入総額１千５８０万２千２８９円、歳出総額

１千５３０万９千７７８円で、歳入歳出差引残額が４９万２千５１１円となり、それぞれ

平成２８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１億９３３万２千５１２円、

歳出総額１億８３１万４千７４１円で、歳入歳出差引残額が１０１万７千７７１円となり、

全額平成２８年度会計へ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２８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２億２１６万３千７９０円、収益的

支出は、消費税込みで１億８千１８３万５９１円となり、利益は２千３３万３千１９９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は３７０万８千８９５円と

なるため、当年度の純利益は、１千６６２万４千３０４円となります。また、資本的収入

は、消費税込みで１千１０６万円、資本的支出は消費税込みで８千３７５万５千７７４円

となり、差し引き７千２６９万５千７７４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３千９９６万９６２円、当年度

分損益勘定留保資金２千９３７万４９３円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額２３６万４千３１９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２８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１４億６２万８千７５６円、収益

的支出は、消費税込みで１２億９千６８０万８千１８２円となり、利益は、１億３０８万、

失礼しました、１億３８２万５７４円となるところですが、資本的収支勘定における消費

税の支出は４２万２千４３３円となるため、当年度の純利益は、１億３３９万８千１４１
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円となります。また、資本的収入は、消費税込みで８７５万円、資本的支出は、消費税込

みで６千６５５万５千７０９円となり、差し引き５千７８０万５千７０９円の不足を生じ

ましたが、この設置につきましては、全額か年度分損益勘定留保資金で補てんし、決算を

終了致しました。

平成２７年度各会計の事務、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６９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２９日から５月２０日までの２２日間の日程で開催されま

した。

桜については、昨年に引き続き開花が早まり、標準木の染井吉野が、平年より８日早く、

昨年より３日遅れでの開花となり、その後、気温の低下で足踏みがありましたが、大型連

休中には早咲き、中咲きが見頃をむかえ、４月下旬から５月中旬にかけて桜も順次咲き誇

り、昨年とは違う趣で、松前の特色である桜のリレー咲きが展開されました。

本年は、松前神社境内において、松前神楽北海道連合保存会合同公演の開催、新しい試

みである松前城プロジェクション・マッピングでは、２日間で延べ１千４００人が来場し、

天候の影響で急遽町民体育館で開催した移動動物園等の子ども達を対象とした催しでは、

家族連れで４００人を超える来場があるなど、町民の方々と一緒に楽しむことができまし

た。

また、クルーズ船にっぽん丸については、波浪と強風の影響を受けて松前港に寄港がで

きず、急遽函館港へ寄港となる残念な結果となりましたが、松前に大型バス３台、８０人

程度の乗客の皆様が観桜に訪れていただきました。

一方、さくらまつり期間中の入込数につきましては、１３万２千人と前年対比で１万１

千７００人の増加となりました。これは、大型連休前半に客足が伸び、北海道新幹線開業

による貸切バスの増加や外国人観光客の増加も目立ち、レンタカーにおける乗り入れも増

加傾向にありましたが、連休後半は、天候や強風の影響と札幌近郊における桜の開花が昨

年同様に早まったことで、入り込みが落ち込んだものと考えられます。

本年も桜の開花の早まりに合わせ、４月２３日から受入体制を整えたところであり、期

間前６日間の入込数は２万２千２００人を数え、さくらまつり期間と合わせますと１５万

４千２００人の入り込みとなっております。桜の開花状況等の詳細につきましては、参考

資料を添付しておりますのでご参照願います。

最後に、さくらまつりの開催にあたり、関係者はじめ地域の多くの皆様のご協力により

終了することができ、心から厚くお礼を申し上げますとともに、来年度は「第７０回松前

さくらまつり」と、記念すべき年となることから、町としても多いに盛り上げていきたい

と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上で行政報告済みと致します。

◎報告第３号 債権の放棄について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、報告第３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(松谷映彦君) おはようございます。

ただ今、議題となりました報告第３号、債権の放棄につきまして、その内容をご説明申

し上げます。
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本件につきましては、平成２７年度において松前町債権の管理に関する条例第１３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。最初に、放棄した債権の名称、件数、金額及び事由でございます。水道

料金１件１名、４千２６円、休栓料金１件１名、３千７８０円、合計で２件２名、７千８

０６円を松前町債権の管理に関する条例第１３条第４号に規定します債務者の所在不明に

より、債権を放棄したものであります。

次に、放棄した時期は、平成２８年３月３１日であります。

以上が、報告第３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４号 平成２７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４号、平成２７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。

ただ今議題となりました報告第４号、平成２７年度松前町一般会計繰越明許費繰越計算

書について、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２７年度松前町一般会計補正予算(第７回)により議決をいた

だいている繰越明許費でございますが、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２７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１０事業となっております。２款１項行政情報システム管理事業につ

いては、繰越明許費金額４千９９１万円と同額を繰り越ししておりますが、これは、２７

年度末において、マイナンバー制度に伴い、国の示す新たな自治体情報セキュリティ強化

対策のため、全市町村が実施をすることとなったことから、２７年度繰越事業としての対

応でございます。

次に、地域創生加速化対策移住定住推進事業など、平成２７年度国の補正予算で地域創

生加速化対策交付金が創設され、その充当事業として８事業の申請をしておりましたが、

国の求める先駆性や自立性、更には地域間連携などが認められず、当町では全ての事業が

交付金不採択となり、８事業の内、６款３項地域創生加速化対策漁業支援総合補助事業の

未収入特定財源の道補助金２００万円を除く事業費について、一般財源での繰越明許費対

応としたところでございます。

なお、７款１項地域創生加速化対策観光振興事業は、繰越明許費金額１千５１５万６千

円で、翌年度繰越額１千２８５万２千７２５円となっており、マグロまつり開催分を除く

さくらまつりに合わせたイベントなどを実施したところでございます。また、地域創生加

速化対策公園管理事業は、繰越明許費金額４１５万７千円で、翌年度繰越額が４１５万６

千２６３円となっており、公園内松城及び西館のトイレについて、洋式化等を実施したと

ころでございます。その他の地域創生加速化対策事業は、繰越明許費金額と同額が翌年度

繰越額となっているところでございます。

次に、１０款２項松城小学校改修事業については、繰越明許費金額９千７６万１千円と

同額を繰り越ししており、老朽化が進んでいる外壁の落下防止のため、松城小学校の校舎
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外壁の前面塗装等の大規模改修を実施するもので、２７年度学校施設環境改善交付金が内

定となっており、繰越明許費としての対応となったところでございます。

１０事業の合計で繰越明許費金額は２億４千１００万８千円で、この内、翌年度繰越額

は２億３千８７０万３千９８８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、未収入特定財源では１億４千２４９万１千円で、各事業とも内定している

国・道支出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、一般財源の合計９千６２１万２千９８８円につきましては、繰越明許費繰越財源と致

しまして、平成２８年度歳入へ繰り越しをしてございます。

以上が報告第４号の内容でございます。よろしくお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 以上をもって報告済と致します。

◎所信表明

○議長(伊藤幸司君) 日程第７ 町長より所信表明の申し出がありましたので、これを許

します。

町長。

○町長(石山英雄君) 所信表明。本年４月３日に執行されました松前町長選挙において、

町民の皆様に継続の道を選択していただき、町長に再選しました。

この４年間真摯に取り組んでまいりました施策に対し、町民の皆さんの賛同を得ること

ができたものと受け止めております。と同時に、改めて町民の声明と財産を先頭に立って

守っていかなければならない責任の重さを改めて痛感しております。これからも町民の負

託に応えられるよう誠心誠意努力してまいりますので、町議会議員並びに町民の皆様の一

層のご協力とご助言を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

ここに、今後４年間にわたって町政を推進するにあたり、私の所信を申し上げます。

昨年１２月、町内の若い世代３２名で構成された松前町創生総合戦略会議において「松

前町創生総合戦略」が策定されました。この創生総合戦略は、松前町総合計画の一部と位

置付けられており、次の４点を重点戦略としています。①働く場の維持・創出、②交流人

口の拡大、③安心して暮らせるまちに、④次世代の子ども達へ。以上の重点戦略を具現化

する施策を確実に推進することを今後４年間の基本方針とします。

はじめに、産業基盤の整備についてです。

漁業については、生活の根本となるべき安定収入を図ることが、後継者育成や漁業継続

のために必要不可欠なものと考えます。幸い、新たに取り組んだナマコ増養殖については

順調に推移しており、今後も「つくり育てる漁業」を更に進めるため、ノリなど海藻類を

含めた松前町に適した増養殖の調査研究に取り組んでまいります。

水産加工業については、従業員の高齢化と就業者不足が解消されておらず、更には前浜

でのスルメイカ漁の不振による原魚確保対策など、課題が深刻化しております。これらの

課題解消に向けて関係者との協議を継続し、安定経営が図られるよう取り組んでまいりま

す。

畜産業においては、仔牛価格が高値安定している現状を好機と捉えて、新規着業者を増

やすために、町営牧場の利活用と牛以外の事業展開についても調査研究を進めてまいりま

す。

当町は、広大な森林資源を有しております。森林のもつ多面的機能を充分に発揮させる

ため、間伐や皆伐を進めるとともに松前杉の公共施設や住宅への利用促進を継続してまい
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ります。

これまで漁船漁業支援、優良繁殖牛導入支援並びに地域材利用促進支援などに取り組ん

でまいりました。今後も関係団体との協議を重ね、各産業の将来像を見据えながら、行政

に求められている産業基盤支援事業を積極的に進めてまいります。

次に、商工観光の振興についてです。

北海道新幹線の開業で、観光客の動線が大きく変化するものであり、国内観光客のみな

らず、年々増加する海外からの観光客を誘致する絶好の機会でもあります。近隣市町と連

携を密にした広域観光に取り組むとともに、レンタカーなどの二次交通を活用した集客対

策、松前公園を主体としたＷｉ－Ｆｉ環境の整備による利便性の向上、更には主要観光施

設や公園整備の充実と魅力ある松前特有の観光資源の対外的なＰＲを強化し、交流人口の

拡大を図ってまいります。

また、来年は「さくらまつり」が７０回目を迎える記念すべき年でもあることから、観

光ＰＲビデオの制作や記念イベントなど、観光協会をはじめとする関係団体並びに町民一

体となった事業展開を目指します。

商工業は、町内における雇用確保の要であり、人口減少が続く中にあって、その安定的

経営を維持することが町民生活の利便の向上に繋がることから、商工会と連携し、今年度

から３ヶ年を事業期間として商工事業者経営改善等支援事業に取り組みします。これら産

業基盤の整備と合わせた定住・移住対策として、当町の豊富な地域資源を活用した短期間

の移住体験に取り組むため、各ふるさと松前会などを通じたＣＣＲＣの調査なども実施し

てまいります。

次に、教育・医療・福祉の充実についてです。

学校施設については、国の補助を活用した松前中学校グラウンド整備をはじめ、各小学

校についても、計画的な改修を進めて施設の長寿命化を図ってまいります。

また、書道教育の実践は対外的にも大いに誇れる事業であり、小中高一貫の書道教育を

継続してまいります。更には、ＩＣＴ教育の確実な前進に向け、関係機材の新たな導入や

更新に意を配してまいります。

子どもは将来の松前町を担う「まちのたから」であり、子育て支援は一番重要な未来へ

の投資であります。新たに学校給食費の保護者負担の軽減を実施するとともに、松前高校

存続支援のため、見学旅行費用補助制度の創設や、奨学資金貸付制度及び通学生交通費等

補助制度などの充実を図ってまいります。

史跡福山城は、松前町だけでなく北海道にとっても藩政時代の蝦夷地を代表する遺産で

あります。町民の皆様からいただいたアンケート調査の結果を踏まえ、保存整備の方向性

を今年度中に確立致します。

町立松前病院は、町民が健康で安心して生活するために欠かすことのできないものと強

く認識しております。医師並びに医療スタッフの確保に全力を尽くすとともに、医療サー

ビス向上のため、松前町に相応しいより良い病院改築のため邁進してまいります。

健康で長生きできることが何よりの幸せであると確信しております。一人でも多くの方

が特定健診やがん検診を受診されるよう、健康づくり推進員の協力を得ながら制度の周知、

広報活動に取り組んでまいります。

高齢者の方が安心して生活できる町づくりを構築するため、国の制度改正にも柔軟に対

応できるよう、松前町高齢者保険福祉計画や介護保険事業計画の着実な推進を目指します。

最後に、安心・安全・防災対策の充実についてです。

地震、津波、大雨など、想定をはるかに超える自然災害が世界的に発生しております。
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町民の生命と財産を守るため、防災行政無線の更新をはじめ、その対策に万全を期してま

いります。

町道に関しては、計画的な改良や維持補修を継続するとともに、老朽化した橋につきま

しても、長寿命化計画に基づき、確実な整備をしてまいります。

地域公共交通の維持、確保については、高齢者など交通弱者のため、町内を運行する大

漁くんバスの持続的な運行を図ってまいります。更に国の補助金減額がささやかれており

ます木古内線や函館までの松前号の運行につきましても、関係町などど連携を図り、持続

的な運行に支障がないよう、関係機関に要請してまいります。

道道松前港線改良工事は、唐津地区延伸が事業化されようとしております。一日も早い

着工と早期完成を目指して北海道に対する要望を継続し、地権者をはじめ、関係者の理解

を深められるよう、関係団体とともに誠意をもって対応してまいります。

松前半島道路につきましては、新たに設立された松前半島道路建設促進期成会を中心に

関係機関への早期着工を要望しており、今後は要望活動の一層の充実を図りながら、町内

における気運醸成にも取り組んでまいります。

結びになりますが、当町の財政基盤が一朝一夕で健全化するものではありません。町民

の皆様のご理解をいただきながら、身の丈にあった財政運営を心掛けなければ、負の財産

を子ども達に残す結果となってしまいます。決して緊縮財政を目指すものでなく、これま

でどおり町民と真摯に向き合い、力を合わせれば一歩一歩「確かな前進」をしていけるも

のと信じております。

姿勢としては、これまでの４年間と基本的な考えは大きく変わっておりません。「町民

の声を丁寧に聞き、町民にやさしい職場づくり」を継続して町民との信頼関係を築き、

「町民とともに、こころ豊かなまちづくり」と「安定した町政運営」を目指してまいりま

す。

課題は常にありますが、若い人達の英知が結集された「松前町創生総合戦略」を形の見

えるようにするため努力してまいります。

町議会議員並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、私の所

信表明と致します。

○議長(伊藤幸司君) これより所信表明に対する質疑を行います。

２番。

○２番(沼山雄平君) 安心・安全・防災対策の充実について、２点伺いたいと思います。

１点は、防災対策として町長が最優先で推進されたい事業計画は、どのようなものであ

るか。２点目に、地震、津波、大雨による洪水、または土砂災害、これまでに経験したこ

とのない災害が起きております。そういった意味で、自然の驚異になす術がない状況を目

の当たりにしているわけでございますが、それは、これまでの防災力、防災体制では、自

然の猛威の前では不十分という現実がありました。想定をはるかに超える自然災害に立ち

向かうための防災力、防災体制は、町長はどのようなことを考えているのか伺いたいと思

います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 今、沼山議員から防災に対するご質問がございました。基本的に町

民の生命、財産を守るためにこの防災対策につきましては、きちんと整理していかなけれ

ばならないと思っているところであります。今、ご指摘を踏まえまして、平成２８年度に

おきましては、まず、老朽化しております防災行政無線の各個別の受信機を入れ替える予

定をしております。これは、平成２８年度、今回の補正予算で提出しているところであり
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ます。設計委託と致しまして８６４万円を平成２８年度に、更には本体の工事を平成２９

年度、そして、平成３０年度で運用の開始をしていきたいというふうに思っております。

それから、自然災害に対するご質問がございました。本当に全国的に自然の災害が大き

く発生しているところであります。本日も熊本地方、九州地方で大雨で今被害が出ている

わけであります。当町におきましては、このような自然災害、あってはならないというふ

うに思っておりますけども、常日頃の備えが大切なものだというふうに思っております。

今年度は、土砂災害のハザードマップを作成致しまして、全戸に配布する予定をしてござ

います。この関連予算につきましては、今年度９月の補正予算で対応して、年度内に町民

の皆様方にハザードマップを作成して配布をする予定でございます。また、津波によるハ

ザードマップの作成も平成２５年度に作成したものもありますが、それを改定致しまして、

全戸配布する予定をしております。これは、平成２９年度に事業を予定しているところで

あります。６千部を印刷しまして、全世帯に配布をしたいというふうに思っているところ

であります。

それから、防災訓練、これも本当に大事なものであるというふうに思っております。毎

年度実施しております、この防災訓練も平成２８年度は、今年度は白神、荒谷地区を予定

しているところであります。いずれに致しましても、先程申しましたが、このような災害

はあってほしくない事例でありますけども、備えが肝心であります。町長と致しまして、

意をもって、町民の生命と財産を守っていく努力はさせていただきたいというふうに思っ

てます。

○議長(伊藤幸司君) いいですか。

他に。

６番。

○６番(堺繁光君) ２点程、ちょっとお聞きしたい点がございます。まず、１点目は畜産

業について、２点目は地域公共交通についてを聞きたいところであります。

１点目の畜産業におきましては、この中でもあれですね、町営牧場の利活用と牛以外の

事業展開についてということで述べられておりますけども、何をこれから進めていきたい

というのか、どういう、例えば牛やってますけども、羊かなんか、そういうものだと思う

んですけども。実は、何年か前に私、異業種事業の企業計画を志しまして、渡島支庁の方

に一回相談に行ったことがあります、それは、羊の蓄養ですね。ところが調べていく間に

ですね、ちょっと問題点がありました。ということは、肉はいいんですけども刈り取った

羊毛、これの処分に皆さん大変苦慮されてるっていうことなんですね。ということは、安

い羊毛が外国から入ってきてるもんですから、日本の高い羊毛はなかなか取り引きの中に

入ってこないっていう、そういう問題がおきました。そういうわけで、産業廃棄物として

処理されている部分が多いっていう、そういう大変な情報があったもんですから、町とし

てはそういうのをわきまえて、例えば羊なんかを飼う予定なのかなということを１点と。

それと、もう１点ですね、地域交通に対して。先だって、北海道新聞にも載ってました

けども、今、赤字路線の公共交通に対して今まで国が支援されておりましたけども、今回

はそれを減じるって言うんですか、減らすというような情報がチラッと新聞に載ってたの

をちょっと見ました。実際のところは一般質問でそれを出そうかなと思いましたけど、ま

だ確実な情報も入ってないということでしたんで、一般質問止めましたけども、今、町の

方に入っている、知っている限りの情報をお伝えしてほしいなと思います。ということは、

やっぱり大漁くんバスを結構皆さん利用している方がありますんで、これがなくなると大

変かなって、そんな気持ちで質問致しました。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の畜産の関係でございます。議員各位ご承知のように、畜産

が、すごい仔牛の値段が高く推移をしているところであります。今年の４月には、１頭当

たり税込みで１１６万２千円で取り引きされております。５月には１頭当たり９６万４千

４４０円、そして、この６月には１頭当たり１０７万６千７６０円というふうに近年にな

く高い値段で推移しているところでありまして、現在、畜産農家の方々につきましては、

大変頑張っているというふうに思っているところであります。松前の畜産、本当に強い畜

産に育ってきているというふうに思っているところであります。それで、執行方針、所信

表明にも書かせていただきました、畜産、牛以外にどんなものをというふうなご指摘でご

ざいます。堺議員さん、議員からは、サフォークの話だというふうに思います。私どもも

サフォークについて、いろいろ研究を、調査研究をさせていただいているところでありま

す。いろいろ各業界から情報いただきながら、議員ご指摘の部分も確かに承知しておりま

す。また、松前町にとってどのような、サフォークを対象にした場合にどのような事業展

開がいいのか、職員とも一緒に研究をさせていただいているところであります。これだけ

の土地がありますので、何としてもこの遊休の土地を利用して畜産、牛以外の道筋ができ

れば、それを模索しているところであります。私どもの情報が入りましたら、議員の皆様

にも情報をお伝えしながら、畜産業を更に強いものにしていきたいというふうに思ってお

りますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

それから、公共交通の関係で、補助金の減額のことであります。私どもも当初新聞報道

されまして、大変危惧していたところであります。しかしながら、いろんな情報を取った

場合に、もうそのような大きな影響のあるものではないというふうな情報もとっておると

ころであります。木古内線、それから函館までの松前線の運行部分につきましてがその対

象になるわけでありますけども、関係する町などと連携を図りながら、持続的に運行に支

障がないように、関係機関に要請してまいりたいというふうに思っているところでありま

す。

○議長(伊藤幸司君) ２点目につきまして、政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) 地域公共交通の関係でございます。まず、今般新聞等で報道

されております路線の赤字の補てんの関係でございますけれども、松前町の場合は２系統

路線、先程町長申し上げましたけれども、町外に出ているバスが対象になりますので、ま

ずは国鉄の代替線で走りました木古内線までの部分ですね。それから、函館まで直接行っ

ております松前号、この２系統が赤字路線の対象になりまして、これが国と道の補助金で

賄われているバス路線でございます。ここについての減額の報道等が出ておりますけれど

も、本年度の予算については、現状、私どもの方で持っている情報では減額はほとんどな

いというふうなことで回答いただいているところでございますので、松前町にとっての負

担というようなことは、取りあえず今のところないということでございます。

一方、大漁くんバスにつきましては、ご承知のとおり、これは町の単独事業でもってや

っているバス路線でございますので、ここにつきましては、国の別なフィーダー系の補助

金というものをいただいておりますが、このフィーダー系の補助金につきましてもですね、

ここ数年、非常に手を挙げる町村が多くなってございまして、予算枠は変わっておらない

んですけれども、手を挙げているところが増えたことによって減額が多少出てきていると

いう実態がございます。この辺についても運輸局さんの方に随時要請をして、補助金の維

持確保に努めていただいたところでございますので、ご理解お願いします。

○議長(伊藤幸司君) ６番。
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○６番(堺繁光君) まず、畜産業につきましては、羊、サフォーク、町の方でもサフォー

クを計画をしているようにお話理解しました。ただ、もしサフォークをやるようであった

ら、それなりの情報なりきちっとした対策を練ってですね、町民の方、その畜産を志す方

々に情報提供してほしいなと、そう思っております。

あと公共交通につきましては、まずはまあ一安心しました。ありがとうございます。

○議長(伊藤幸司君) 答弁は。

他に。

１番。

○１番(飯田幸仁君) 二つ程お伺い致します。まず最初に、２ページの商工観光振興なん

ですけども、第７０回の記念イベントの予定を組んでいるようなんですが、もし具体的に

何か計画がありましたら教えてください。

もう一つは、所信表明の中に、今の情報化社会の中において、光回線の普及について、

全く触れられていないので、４年間、光については町内で配線、全町をカバーするという

予定はないのでしょうか。この二つ、お願い致します。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の第７０回を数えるさくらまつりに、町はどんなことを考え

ているのかというふうなことであります。先般、無事に６９回目のさくらまつりが、盛会

裏に、事故もなく終わったところでありました、安堵しているところであります。観光協

会の役員の、会長さん、或いは役員の方、そして商工会の皆様方に、とにかくこう、みん

なで手作りの第７０回目のお祭りを企画してみたらどうだというふうなお話をさせていた

だいております。本当に町政と致しましては、きちんと支援をさせていきますし、町民の

参加できるようなまつりが開催できればなというふうに思っております。本当にこう、今、

これっていうふうなものもありませんけども、まず知恵を出してですね、いいものを、ま

つりを展開していきたいというふうに考えているところであります。議会の皆様方には、

知恵をいただければというふうに思います。

それから、光の関係につきましては、担当の課長の方から答弁させたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 政策財政課長。

○政策財政課長(佐藤久君) ２点目の光回線の関係でございます。この部分につきまして

は、もう委員ご承知のとおり、平成２４年に民間のＮＴＴさんが町内のおおよそ半分の地

域につきまして、民間で光回線を設置してございます。一方、未整備地区、町内であれば

白神、荒谷、それから館浜、茂草、原口と、この地区が未整備地区というような形になっ

てございまして、これは議会の中でも何度かお話されてございますけれども、今回、防災

行政無線の更新というお話が出ておりますけれども、この防災行政無線と上手く連携した

インターネット環境の整備ができないかということで協議を重ねてきてございます。２７

年度において、何件かの業者さんにもいろいろ相談をさせていただいておりますが、やは

り、ネックになるのは停電時の際の問題でございまして、インターネット環境を整備する

ということは、ＡＣ電気による整備ということになるもんですから、どうしても災害時に

停電等があった場合ですね、本家の防災行政無線が使えなくなるという問題が生じてまい

ります。そのために、この防災行政無線と光、或いはこの無線ＬＡＮによるインターネッ

ト環境の整備は、かなり厳しい状況になるだろうというような、現状では今そういう判断

をしているところでございまして。一方、独自に光を入れるとなりますと、これまた２億

３千万程度の概算ですけれども費用が掛かるという問題もございまして、私どもとしまし

ては、今回のこの防災行政無線の更新に合わせた整備がなかなかできないのであれば、別
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途この光回線とは別に無線ＬＡＮによる部分で、例えば今の携帯電話等でも既にパソコン

同様の情報を得る、そういうことができるわけですので、例えば、一つの例と致しまして、

そういうスマホなどの買い取り、買った場合に補助をしてあげるとかですね、そういう一

つの方法論も今検討している最中でございまして、そういう形での手当もちょっと考えて

いきたいというふうに考えているところでございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 答弁もれがありましたので、町長。

○町長(石山英雄君) 答弁もれって言いますか、私の伝えたい部分につきまして、お答え

申し上げたいというふうに思います。松前観光協会であります、本年が設立７０周年の年

であります。しかし、来年のさくらまつりが７０回目を数えるというふうなこともありま

して、観光協会では７０周年の記念式典も予定しているようでありますので、町と致しま

しても支援をしてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) １番。

○１番(飯田幸仁君) まず、１番目の質問についてなんですけども、来年、１０年に１回

の大きいイベントを迎えるのに、今のこの前の年の６月においてで、これから観光協会と

いろいろなところを話を合わせてっていうのは、時期的にちょっと遅いのではないかと。

１０年に１回ってのはもう既にわかってることなので、本来でいけば２、３年前からスタ

ートしてもおかしくないのではないかと、私はそのようにまず思いました。これについて

は、回答はいりません。

それと、２番目についてなんですけども、せめて所信表明にはそういう光回線について

の、その町民に対してのその努力をしていくというところを１行だけでも入れてほしかっ

たと思います。なぜかというと、実際にまだ回線の通ってない若い漁師さんから、同じ税

金払ってるのに、何で片方光通って、おらほさ通ってないんだという、そういった話もち

ょっと聞いてますので、せめて所信表明には載せていただきたいなと、そのように思った

もんですから、質問させていただきました。回答はいりません、以上です。

○議長(伊藤幸司君) 答弁いらないんですか。

他に。

３番。

○３番(福原英夫君) 読まさせてもらいました。まず、１点目、漁業。松前町の漁業、従

来のこの２、３年やっている補助を機具を導入して生産性を上げる方法論が、やはりちょ

っと厳しいかなという気がしてました。それで、もっと具体的に４００人近くいる漁業者

が生産性が上げれるようなプランを考えているのかどうかということを１点お聞き致しま

す。

２点目、長年ずっと言ってきた３ページの松前高校存続支援のため、見学旅行費用補助

制度の創設や奨学資金貸付制度、条例の一部改正もありますけどもね、通学生交通費等補

助制度のね充実を図ってまいると。ようやく少しは進んだかなと思いますけども、この内

容をもう少し教えてください。

その次、３ページに一番下にちょっとだけ、医師並びに医療スタッフの確保に全力を尽

くすとこういうフレーズがありました。今、松前町で一番いろんな意味で課題として、町

長も悩み苦しんでいたんじゃないかなと。それは、どういうふうに考えてこういうふうな

フレーズを書いたのかなということ。

次、決して、５ページ目です、決して緊縮財政を目指すものではなくっていうふうなフ

レーズがありました。そうすると、今年の所信表明に書かれているこのための歳入をどの

ように考えているのかということなんです、財政を緊縮しないで。なぜかというと、松前
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町の歳入の１１％が税収、８９％が交付税であり起債を使ってであり、やはり補助だった

りという、この状況でございます。これが緊縮財政しないで従来と同じような考え方で運

営するっていうのは、ちょっと疑問に思います。どういうお考えなのか教えていただきた

いと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産について、ご質問がございました。漁船漁業の支援の部分だと

いうふうに理解しておるところであります。今年で３年目を迎えるわけであります。今年

の春の松前町の前浜、町を全体に賑わいまして、歴史に残るくらいのヤリイカの大漁であ

ります。本当に私も記憶にない程の大漁でありまして、漁業者の方々もそんなことを申し

ておりました。本当に基幹産業が元気になるっていうことは、町全体に活力が生まれると

いうふうに考えて、感じたところでありまして、久々に松前の前浜の海が豊かだというふ

うな思いをさせていただいたところであります。しかしながら、議員ご指摘のように、長

く漁船、水産業振興、蓄養殖、或いは蓄養関連含めまして、いろいろ支援してきましたけ

ども、なかなか結果が出てこない状況も常日頃の議会からもご指摘いただいているところ

でありまして、しかしながら、継続も力になるというふうに思っておりますので、今年の

ような前浜が賑やかで、お母さん方が顔に墨だらけで仕事をしている光景こそ、町に活力

が戻るというふうに思っております。水産業振興の振興を、これからも継続して続けてい

くことが力になるんだろうというふうに思っております。

それから、２点目の松前高校の見学旅行の関係で、につきましては、後で教育長の方か

ら答弁させますんで、よろしくお願いします。

それから、病院の関係でございます。現状、皆様方ご承知のように、私も所信表明にあ

たりまして、この部分の記載については本当に悩んだところでありまして、議員のご指摘

するとおりであります。どのような表現が適切なのか、本当に悩んだところであります。

現在、院長先生の辞表をお預かりしている状況の中で、どういうふうに記載するのが適切

か、本当に悩んだところであります。微妙な表現になったことにつきまして、どうぞ意を

汲んでいただければというふうに思っております。

それから、歳入の確保についてであります。決して緊縮財政っていうふうに表現させて

いただきました。前向きに運営を、町財政の運営もしていきたいというふうに思っており

ます。議員ご指摘のように税収が伸びない実態もあるわけであります。職員の知恵を借り

ながら、財源を産み出していくことも一つの手法だと思っておりますので、ぜひご理解い

ただきたいというふうに思います。積極財政ではありませんが、緊縮財政にもあらずとい

うふうなところで慎重に将来の財政を見極めながら、運営をしてまいりたいというふうに

思ってますので、ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、教育長。

○教育長(宮島武司君) 松前高校への更なる支援内容について、どうなのかというふうな

ご質問でございます。これまでも平成２６年度から松前高校に対しまして、いろんな支援

をしてまいりました。一つは進学サテライト講座の開設、更には公務員講習としての東京

アカデミー函館高校によります講習の開設費用など、これらの他に各種資格取得に対する、

合格者に対します検定費用の補助などを実施してまいりました。おかげをもって、より良

い学校へ、更にはより良い就職の他に、最近では公務員試験が４名合格というふうな実績

も出てまいりました。しかし、松前中学校から松前高校への進学者数を見た場合、平成２

３年度に一度二間口から一間口になった経緯がございますけれども、昨年まで二間口で経

緯してきました。しかしながら、２７年度、前年度でございますけれども、町内の中学校
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卒業者４０名の内２３名が松前高校への進学ということで一間口になった経緯がございま

す。そういう中で、この度４月２５日付で松前高校教育振興会、更には同窓会長、そして

ＰＴＡ会長、校長名の連名を持ってですね、この高校を存続するための魅力ある充実した

教育活動を推進するための、更なる支援策をしてほしいというふうな要望が出されたとこ

ろでございまして、町と致しましても独自支援の支援策を協議し、組織でございます松前

高等再編対策協議会へ提案をし、承認された中で今回補正予算を計上したところでござい

ます。一つは、見学旅行費用の補助金でございます。これは、松前高校に在学する生徒の

見学旅行、いわゆる修学旅行でございます。この費用の一部を補助することによりまして、

保護者負担の軽減と高等教育の充実を図ろうとする案でございます。一人あたり６万円の

補助を考えているところでございます。費用の２分の１、これで６万円を考えておりまし

て、補正予算で計上しているところでございます。

次に、就学資金でございます。これは、福原議員といろいろと議論してまいりました。

今回は、松前町町民で向上心のある、そして能力を充分発揮していただいて、ただし、経

済的な理由から就学困難な生徒に対しまして、今までも奨学資金の貸付をしているところ

でございます。この中で、松前高校独自策と致しまして、３年間の奨学資金借りた場合に

ついて、将来的に松前町に帰ってきた場合、３年間松前町にいることによって、その奨学

資金を免除しようとする内容でございます。他にも町外への学校の、学校でも対象として

いるところでございます。

更には、通学交通費の補助金でございます。これまでも下宿に対する補助がありました

けれども、今回は下宿、そしてアパートに対する補助限度額の引き上げ、更には通学に対

しましては、町外からの通学者については全額補助というふうな形で提案をしているとこ

ろでございます。

最後でございますけれども、資格取得の補助金につきましては、従来まで合格者のみの

補助でございましたけれども、今回は検定を受ける全員に対して補助致そうとするもので

ございます。以上、簡単でございますが、よろしく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) １点目の漁業、なかなか松前での養殖事業っていうのは定着しない

できてたっていうことはもう、担当した方々皆さんご存じなんですけども、定着している

ものも結構あるんですよ。それは、コンブであり、アワビもそうでしょうし、ウニのタン

ク養殖もそうでしょうし。しかし、拡大はしていかなかったんですよ、拡大はしていかな

かったんですよ。それで、その拡大方策を考えて今回は予算化していくのか、補正でも。

それと、もう１点目、漁港の活用が見えなかったんですよ。漁港をどう活用していくの

かって、これは何年も前から言われてたんだけども、漁港の活用が見えないかったもんだ

から、やはり具体的に担当課では考えていると思いますけども、町長と連携プレーしてる

と思いますのでね、そこのところをもう少し具体的に説明できるんであればしていただき

たいというふうに思います。

それと、高校の関係、随分頑張ったなあという感じは受けました。それで、自分として

はいろいろ注文を教育長と担当課長につけるんですけれども、どんなことを言ってるかと

いうと、この頃は、生活のある程度豊かって言うより、準備できる人達はいいけど、生活

にやはりギリギリだよというふうな人達は、子ども達が専門学校、大学に進学したときの

準備金なんです。それが４０万、５０万と、これは貸し付けでいいと思っていたもんです

からね、そういうものもこれから検討してみたらどうかなと。やはり、自分のところにご

相談にくるのは、そういうふうな方々なんですよ。もう一歩踏み込んで考えていただける
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ようなこと。

それと、医師、３点目の医師並びに医療スタッフ、後で一般質問しますのでね、そこの

流れで町長といろいろ議論深めたいなあと思っておりますので、それはこの程度にしたい

なと思います。

それと、うちらの町が財政の基盤が弱いです、歳入の。それで、自分がいっつも気にな

ってるの、どういうふうに歳入がそんなに恵まれてないのに、どういうふうにこの歳入を

確保して運用しているのかなというふうなことを常に思ってるんです。ですから、これを

緊縮財政を積極的に、昔みたいに自分達が給料カットされたり、やるべきことをやらない

でずっと１０年以上進んだ、そういう時代が長かったもんですから、負の財産を残したく

ないというふうに町長が言ってた、書いてるもんですからね、そんなことから言って、歳

入をどういうふうに確保してるのかなあというふうに思ったの。それと、３月の補正のと

きに地方創生、結果は補助金が付かなかったけれども、議会を通ってますから、そうすっ

とその８千万の補助をあてにしたものが一般財源で補てんしなければならない、どういう

ふうにしたのかなと。そんなことを疑問に思ったもんですから、やはり、僕はそのときに

は担当と指令前着工でないのと、厳しい言い方をしました。やはり、俗に言う行政で掟破

りですねと言ったんです。いや、そんなことはない、説明しましたと。まあ、これは私と

財政課長とのやりとりですから、それはまたいずれやればいいかなと思ってますけども、

まあ、そんなことで財源の確保、どういうふうに今後とも考えていくのか、そこのところ

を４項目目でしていただければなと、よろしく。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産の関係でございます。ここいろいろ増養殖事業を展開してきて

いるところであります。所信表明でも述べさせていただきました、ナマコにつきまして、

堅調な伸びを示している実態がありますので、松前の強さだというふうに思っております。

ナマコにつきましては、積極的に拡大をしていきたいというふうに思っておりますし、漁

業者の方々からも要請の強いところであります。２８年度は１２万個のナマコの放流を考

えておりまして、これからも漁業者の意見聞きながら、組合と連携しながら拡大を図って

いきたいというふうに思っております。それから、コンブの養殖事業であります。手間の

係る仕事でありますけども、確実に生産が見込める産業だというふうに思っておるところ

であります。残念ながら低気圧によりまして、施設の被害あったところであります。その

被害に対しましての支援を考えているところであります。本当に結果の出ている産業につ

きましては、攻めの展開を考えていきたいというふうに思っております。

それから、漁港の利活用につきまして、議員おっしゃるとおりであります。漁港内の静

穏域をどう使うのかというふうなことがですね、直接漁業者の生産所得に繋がることだと

思っておりますので、漁業者の深い理解をいただきながら、きちんと漁港の利用した生産

向上に向けての取り組みをさせていただきたいというふうに思います。

それから、財政の関係であります。ご指摘のように松前町財政基盤、大変ぜい弱であり

まして、歳入の確保が大変努力、苦労しているところであります。しかしながら、平成２

７年の決算、先程決算概要を説明させていただきました。やっぱり歳入は過少に見るとい

うふうなことが行政運営の鉄則だというふうに思っております。歳入を過大見積もりする

ことなく、職員の知恵を借りながら適切な財政運営をしていきたいというふうに思ってお

ります。

それから、総合戦略の部分のご指摘もございました。梶谷議員からも強いご指摘を受け

たところでありました。私も、本当に残念に思っているところであります。しかしながら、
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積極的に取り組んできた結果は、結果として理解していただきたいと思いますし、その財

政に係る補てん分につきましても、きちんと職員の皆さんの知恵を借りながら、結果とし

て３億余りの決算剰余金が発生したということをですね、ぜひ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) ２点目、教育長。

○教育長(宮島武司君) 就学資金の関係で、準備資金というふうな案はどうかというふう

なお話がございました。私も今回いろんな支援策を提案するにあたりまして、松前高校、

更には道高校教育振興会といろいろと協議してまいりました。その中には確かに今、福原

議員おっしゃる案もございました。今回は、第１段階として４本、５本の支援策を提案さ

せてもらっているところでございます。今後におきましても、学校、更には振興協議会と

連携を図りながら、次の一手が必要なのか、これを含めて協議してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長が先程言われたように、積極的にしてきたことは何も悪いとい

うことではないです、評価してます。ただ、ある方とも話したんですけども、そういう補

助でもいいけれど、育てる補助、育てる補助。だから、新規事業をやるよと、やりたいよ

と、そういう人達はお金がないし、投資資金もないんですよ。それと、生活資金もないん

ですね。だから、そういうふうな部分に、こっちの方の現状を守るために６だったら、こ

っちに４をかけてくれよと、３でもいいよと。だから、ある地区の人は松前でワカメをや

って販売したいよという人もいる、しかし、町は出さないよと、出せないよと、今の現状

ではね、ルールがないから。そうではなく、やはりそういうものを想定して、町の活力、

活性化、そして新しい意味でもエネルギーをそこに注入して、その人を中心にしたグルー

プ化ができて、そこからいずれ出荷してものを出せばいい。今日の新聞に水産加工会社が

漁船を買って、そして、中古漁船を買って漁師、イカ釣り漁をするというふうなこと、将

来は５隻も１０隻も購入したいよと。そして、原料を確保したいよという、そういう時代

に入ったんです。ですから、現状を守るだけ、２回目言いますけども、育てるものにもう

少し町長、今年鋭意努力してほしい、僕は。そのまま、このままでいったらやはり厳しい

現状がくる。最後の答弁して終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 水産業の関係でありまして、新規に着業する方への支援のことだろ

うというふうに思っております。奇しくも今、ワカメのお話をされました。先般、私ども

の、町長室の方に、ワカメやってみたいというふうな漁業者がおりました。いろいろお話

を聞かせていただきました。本人は、三陸の方までワカメの状況を視察に行ってるようで

ありますので、私は大歓迎するというふうに言っております。支援できるものは積極的に

支援していきたいというふうに思いますし、新規着業に係るいろんな費用もあるでしょう

から、それはきちんと漁業組合と協議しながら支援はしてまいりたいというふうに思って

おります。新たにワカメに着目されているようでありますので、積極的にお話も聞きます

し、支援も考えていきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 暫時休憩致します。

(休憩 午前１１時１２分)

(再開 午前１１時２８分)
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○議長(伊藤幸司君) 再開します。

他に質疑ございませんか。

９番。

○９番(梶谷康介君) この度の選挙で、町民の大きな信頼、支持をいただいて、４年間の

松前町のリーダーとして大きな責任と、更に思い荷物を背負うことになろうかと思います。

町長、くれぐれも身体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。

所信表明の中にありましたように、松前町に問題、課題山積しております。前段で各議

員からもそれぞれの観点で質問され、町長のお考えを聞かせていただきました。私も各般

にわたってと思いましたけれども、そういう話になるとね、時間がいっぱいかかりますん

で、考え方だけを聞かせていただきます。

やはり、松前町の将来を見据えた地方創生会議で、総合計画に準ずるようなきちっとし

た計画が作られました、３２名の若い人方の叡智を集めて、これからの松前町、こうある

べきだという話が見えたわけでございます。計画を作ることは、私は大事だし、或いは容

易だとは言いませんけれども、これは作ることは可能なんですよね。ただ、それを町長お

っしゃるように形の見えるようにするってことなんですよね。結局、具現化しないと絵に

描いた餅になってしまいます。この所信表明の中にも随所に、随所って言うか２箇所かな、

例えばね、松前町に相応しいとか、或いは身の丈に合ったとか、そういう言葉が言われて

おります。私は大事なことだと思います。やっぱり、これからのまちづくりにそうした考

え方がきちっと整理されていなければ、計画の具現化もなかなか難しいなと、こう思いま

す。ですから、お尋ねの一つはね、今言ったような次の世代を担う若い人方３２人が、叡

智を絞って集めて作った経緯は尊重しながら、これからの具現化に対しては、この人方は

どんな形で関わるんですか、計画作りっぱなしですか。やはり、考え方を聞かせていただ

いた以上はね、一緒に参画していただくっていう形は、私はいいんでないかなと、このよ

うに思います。

今の松前町に相応しい、或いは身の丈に合った、この見極めをね、これ、どうやるの。

私は大事だと思いますよ。まあ、各担当者が自分達の計画、更には町長が政策を指示する

ときにやっぱり松前町、身の丈に、或いは相応しい形でこうだっていうものをわきまえて

おかないとね、いい加減って言うと言いすぎになるけども、中途半端なものができてしま

うんでないかなと、こんな懸念があります。この２点、町長のお考えを聞かせていただき

たいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 昨年末に町内３２名の若手の方々とご委嘱を申し上げました、作り

上げました松前町総合戦略であります。本当に形の見えるものにしていくべきだというふ

うに思っておりました。これから４年間のまちづくりの方向だというふうに捉えていると

ころであります。３２名の方々から、いろんな知恵をいただいてできた戦略であります。

今後の考え方について、述べさせていただきます。

この戦略につきましては、平成２７年から３１年までの計画期間としているところであ

りまして、人口減少対策を目的に、その目指す方向性やまちづくりの理念を明確にするた

めに策定をしていただいたものであります。重点戦略と致しましては、４項目を挙げてお

りまして、本当に着実に推進をしていきたいというふうに考えております。今般、委員の

皆様は、産・学・観・金・労・原の方々を委員として計画に携わっていただきました。委

員２年間の任期であります。今年は５月に会議を開催しておりまして、戦略プランについ

て説明をさせていただきました。来年２月にも事業の進捗状況の検証やその改善について
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も意見をもらうことになっているところであります。連携をとりながら、総合戦略の形の

見えるような方法に進めていきたいというふうに思っております。委員の皆様方からの貴

重なご助言も多いにもらいたいというふうに思っているところであります。

２点目の身の丈に合った相応しい、この町に相応しいというふうなことであります。私、

常日頃から職員の皆さんにはいろんな知恵をお借りしているところであります。町長と致

しまして、施策の展開をしてきてるわけであります。まず松前町に相応しい、或いは身の

丈に合ったというようなことにつきましては、人口の推移もあります、それから財政の規

模のこともあるだろうというふうに思います。町民の皆様方の意見を聞きながら、前向き

に進んでいくべきというふうに思っているところであります。町長一人で展開できるもの

とは思っておりませんし、職員の皆様のお知恵を借り、そして議員の皆様方のご理解を賜

りながら、この総合戦略、本当に松前町の将来を見据えた、２０年、３０年後の将来を見

据えた、きちんとした総合戦略を形の見えるようにしていきたいというふうに思っている

ところであります。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 正に、町長、いいですか、今のね、創生会議の委員の方々の、もち

ろん任期もあることでしょうけれども、これからのまちづくり計画を進める場合にはね、

やはり、そういう人方の考え方を聞かせてもらいながらこんな政策、或いは施策、そうし

たものを作りましたよと、こんな形でいかがですかって言うか、或いは皆さんの考えてい

るような方向に進んでいるかどうかというような確認だって、場合によってはしていかな

ければいけないことだと思うんですよ。ですから、計画作りました、お役御免ですよじゃ

なくって、これからもそういう人方の力をどんな形でいただけれるかなと、そういうこと

も一つ念頭に置きながらことを進めていただければなと。その辺のお考えをお尋ねしたつ

もりなんですけれどもね。

それから、もう一つね、松前町に相応しい、或いは身の丈に合ったという言葉は私も大

事だと最初に言いましたよね、大事なことですから、ぜひやってものを進めていただくわ

けですけれども、そうしたもののね、まあ、町長一人ではもちろんなかなか見極めも厳し

いと思いますんで、やっぱり場合によっては、まあ、チームを作る程でないかもしれませ

んけれども、そんな知恵を出し合うようなね、形も庁内に作るのか、庁内ってのは役場内

って意味の庁内ですね、そういうものも、例えばプロジェクトチームみたなものを作ると

か、或いは議会のうるさい人方の話もちょっとは聞くとかさ、そういうことも考えの中に

入れておいた方がね、これからのいろんな施策を議論するにおいては、一つの目安なり、

基準になるんでないかなという考え方を持っておりますんで、できればね、その辺も町長、

お聞かせください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) １点目の総合戦略につきまして、所信表明の中でＣＣＲＣ、これは

所信表明にはありませんが、総合戦略の検証をするためのＰＤＣＡサイクルという手法が

あります。それによりまして、きちんと検証をしていただくことにしております。任期が

切れたから終わりじゃなくって、引き続き意見を聞けるような体制づくりが最も必要であ

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。

また、議員から提言がありました、プロジェクトチームのようなものの提言があったわ

けでありますが、本当にこう管理職の会議でもいろいろ議論をしておりますし、必要があ

れば、議会の皆様方の意見も聞く機会を作ることも検討させていただきたいというふうに

思っております。いずれに致しましても、人口減、いろいろな将来を見据えると課題があ
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りますので、皆さんと方向性を、同じ方向に向いたまちづくりを進めてまいりたいという

ふうに思っておりますので、これからもご助言ひと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) ９番。

○９番(梶谷康介君) この場できちっとした形を作るってことは大変なことですから、こ

の程度に留めますけれども、町長、大きな支援を得てね、４年間任されたんですから、身

体に気をつけて、確かな前進が、みんなにわかるような形になることを努力していただき

たいと思います。終わります。

○議長(伊藤幸司君) 答弁は。

他に。

１０番。

○１０番(斉藤勝君) 今、９番議員への答弁で、町長が人口の減少という答弁をされまし

た。大変なここは、これは問題だというふうに私も受け止めております。町の広報の最終

ページを見ます、「やすらかに」「しあわせに」「すこやかに」と三つがあるんですね。

やすらかにが２０人から３０人いるんですよ、すこやかにが２人か３人という現状があり

ます。それは、産まれてくる子どもが２人か３人、亡くなる方が２０人も３０人もいると

いう受け止め方をしておりますけれども、正にこの人口減少問題は待ったなしの状態だと

思うんですね。この広報に見るように１０分の１程度の出生率ですから、２０４０年問題

では消滅都市、消滅地域と、こういうことまで報道されているわけです、この松前町はで

すね。やはり、何よりも大事なのは若い人、出産可能な年齢の人口を増やさなければどう

にもならない、こういうもう切羽詰まった状況に松前町がきていると思うんです。恐らく、

この議場にいる人の中でも、せいぜい出産可能年齢の人はうちの事務局の大地君だけです

よ。ですから、先程教育長の答弁にもありました、松前高校に対する支援、地方公務員の

試験、今年４人受かったそうです。高校に何度も足を運んで、できるだけレベルアップを

して試験に受かるように、養成をしながらですね、学力アップをしてほしい。

更に、松前町に残りたいという、１２月に意向調査をしてもらいましたね、政策財政課

に。合計で２４人残りたいと。更には卒業後、進学、就職しても最終的には松前に帰って

きたいという人が８３人です。全生徒１５１人の内の３分の２が松前町に居住したいとい

うことを言ってるわけです。ですから、松前高校を卒業した生徒は、ぜひ松前町に残って

くれと、２４名の方が希望してますからね、この人を全部残ってくれというくらいの体制

をとらなければならない、いうふうに思うんです。この１５０人の内の３年生は１２名で

すけどね、１年生、２年生含めて２４名ということですけども、ぜひ高等学校へ行って、

学力を向上さして、松前町なり消防なり、或いは松前町の事業所と十分協議しながら、で

きるだけ松前に残るように、残ってほしい、そういう行動を町長に要請をするわけですけ

ども、いかがでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 人口減少に関連致しまして、現役の高校生を、それから、卒業した

高校生を町に残すための努力をしていただきたいというふうなお話に聞いたわけでありま

す。率直にそう思うところであります。本当に若者が定住する、定着する環境を作るのが

私どもの仕事だと思っております。２６年度から実施しております高校に対する支援につ

きましても、この２８年の４月の１日におきまして、現役の高校生が松前町役場に１人、

それから消防署に１人、そして北海道庁の方に２人の就職が内定したというふうに聞いて

おります。本当に現役での挑戦、すごい関門が高いわけで、関門って言うか、レベルが高
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いって言うか、ハードルが高いというふうに聞いておりますけれども、それをくぐって４

名の方が、現役の高校生が公務員試験に合格しているという結果が見えてきております。

必ずしも２６年から実施したこの講座とかですね、それが効果があるかっていうことにつ

きましては、まだ検証はしておりませんけども、松前高等学校の校長先生からは大変な感

謝の言葉をいただいているところであります。本当に町に残したい、残りたい人が２４名

いると、本当に残れる環境を作っていきたいと思いますし、やっぱり地元の人間が、地元

の住民が、地元で働くというところに意味があるというふうに思っておりますので、高校

と十分連携とりながら、子ども達の意識を松前町に残していただけるように、一回松前町

を離れても残って、戻ってこれるようなことも我々は考えていきたいというふうに思いま

す。そのためにも、町内での働く場所の確保が重要だというふうに思っております。町内

の業界、各事業所の皆さんといろいろ協議をさせていただきたいというふうに思っており

ます。地元の人間を地元で支えると、その職員が将来松前を支えていくというふうな、い

い環境、循環を作ってまいりたいというふうに思いますので、努力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) １０番。

○１０番(斉藤勝君) この２４人の松前に住み続けたいという高校生の一番の理由は、松

前が好きだからです、更には家族から離れたくないから。離れたくないっていうか離れら

れないという人、生徒もいると聞いてます。まあ、親一人子一人だとか、そういうことで

聞いておりますけれども、私はね、何人、松前町なり、消防署なり、或いは漁組なり、ど

こでも就職する人がいるかわかりませんけれども、少なくとも松前町を希望して受験した

人、入った人は当然採用になるんでしょうけども、落ちた人でもですね、松前町として臨

時職員で採用して、一定の試験研究機関にやってですよ、水産でも農業でも何でも、畜産

でもいいんです、試験研究機関に臨時職員として採用して、一定の資格を取ったら松前町

で採用すると、こういうぐらいの発想が必要だと思うんですよ。そうでなければ松前町は

報道されるような消滅都市になってしまいます。もう一回町長のご答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 例えば、町内の今、元気のある畜産業しかりだというふうに思いま

す。我々は新規着業を希望するわけでありますけども、なかなか若手の方が着業するとい

うふうな意欲が沸いてきていない状況であります。その環境をいくらでも打破してまいり

たいというふうに思っております。議員ご指摘のような方法もあるかというふうに思いま

すし、皆さんの知恵を借りながら、町の強い産業を、強い産業に陽を当てて、そして、町

に残る、町に残っていただける若手の、若い人方を町で育てていけるような環境を作るよ

うに努力をさせていただきたいというふうに思います。ご指摘十分ご理解致しました、あ

りがとうございます。

○議長(伊藤幸司君) １０番。

○１０番(斉藤勝君) 役場やね、消防だけじゃなくて、たくさんの事業所があるんだと思

うんですよ。１人でも２人でも採用するという事業所は。それらともですね、十分商工会

なり通じて議論しながら、何とか残してほしい、残ってほしいという運動を続けてほしい

というふうに思います。答弁はいりません、終わります。

○議長(伊藤幸司君) 他にございませんか。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 以上で、所信表明に対する質疑を終わります。

昼食のため休憩します。
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(休憩 午前１１時４９分)

(再開 午後 １時００分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

◎一般質問

○議長(伊藤幸司君) 日程第８、一般質問を行います。

既に通告がありますので、通告順に発言を許します。

２番沼山雄平君。

○２番(沼山雄平君) 今回初めての質問となります。質問の機会いただきましたこと、感

謝申し上げます。

私からは、町民の健康と命を守るがん対策について、質問をさせていただきます。

日本人の２人に１人ががんになり、３人に１人ががんで亡くなると推計され、日本は世

界一のがん大国とも言われております。中でも北海道では、昨年までがんの死亡率が都道

府県の中で３年連続して２番目に高く、死亡者数の３割程の人ががんで亡くなっている状

況にあります。健康推進課によると、松前町においてもがんによる死因が一番多いとのこ

とでございます。国はがん検診受診率５０％を目標としていることもあり、社会全体とし

てがん検診に対する関心は高くなってきていると言われております。しかし、松前町にお

いては受診率は低水準に留まっているのが現状で、早期発見、早期治療に繋がっていない

のではないかと思われます。部位や症状、環境によっても異なりますが、がんに罹患する

と多くの場合は生活の質が低下します。精神的ダメージ、長引く治療、働く世代にあって

は長期休暇、そのため離職をされたり、経済的に逼迫するなど、子育ての最中にある方は

子どもの教育にも影響を及ぼすこともあります。町長は、町民生活を守るという意味にお

いて、がん対策を前進させる必要があると思います。先程も申し上げましたが、松前町も

３年連続して死亡原因の第１位ががんとのことでございます。痛ましく、大変申し上げに

くいことでありますが、平成２４年から平成２６年の３年間で１２８名の方ががんで亡く

なっています。がんの中で一番多いのが肺がん、次に胃がん、そして大腸がんです。今後、

いや増して予防、早期発見、早期治療への意識を大きく高めなければならないという感を

強く致します。こうした状況、こうした松前町の状況を町長はどのような認識を持たれて

るか、始めに伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 町民の健康と命を守るがん対策というふうなことで、一般質問の通

告をいただきました。町長の認識についてのお尋ねでございます、答弁させていただきた

いというふうに思います。

松前町の死因の直近のデータの推移を見ますと、がんによる死亡者の割合は、減ってき

ているものの、平成２６年度で２６．１％、４０人ががんで亡くなっているところであり

まして、沼山議員ご指摘のとおりだというふうに思っておるところであります。そのがん

の中でも肺がんが一番多くて、１２人の方が亡くなっております。２番目は胃がんで７人

となっております。がんによる死亡者の割合は減っていますのは、高齢化が進みまして、

ここ数年老衰により亡くなられる方も含め、肺炎などを発症するなど、その他の死因で亡

くなっている方の割合が多くなっている、多くなってきているためでありまして、しかし
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ながら、決してがん自体が減っている状況ではないというふうに認識しているところであ

ります。また、がんと診断された人の割合、現在治療中の方、罹患率につきましても決し

て減っている状況にはないと考えておりまして、議員ご指摘のように、大きな課題だろう

というふうに認識をしているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 昨年１２月、厚生労働省はがん対策加速化プランを公表しました。

具体的には、死亡率減少に繋がる予防、治療研究、そして共生を柱に、次の基本計画策定

までの間に集中的に実行すべき具体策を示しています。ここでは、がんの予防対策として、

避けられるがんを防ぐということでございます。そこで伺いたいのは、胃がんの予防に関

してです。近年、予防できるがん、避けられるがんとして広く知られているのが胃がんで

す。この胃がん発症の原因の一つがヘリコバクター・ピロリ菌と言われております。北海

道大学浅香正博特任教授による「胃がん撲滅計画、我が国から胃がんを撲滅するための具

体的戦略」を提唱し、日本医師会医学賞を受賞されております。このピロリ菌を除菌する

ことにより、胃がんは撲滅できるとのことに対し、大きな反響がありました。また、ＷＨ

Ｏ（世界保健機構）の専門組織「国際がん研究機関」は、１９９４年、ピロリ菌が胃がん

の原因であるという報告をされておりますが、２０年後の２０１４年９月、更に具体的な

報告をされております。それは、全世界の胃がんの８割がヘリコバクター・ピロリ菌の感

染が原因であるとの報告書を発表しました。正に、具体的数字を上げて国際機関が断定し

たわけでございます。更に、国立がんセンターによると、ヘリコバクター・ピロリ菌と胃

がんの関係について、研究班で日本人を対象としたヘリコバクター・ピロリ菌、胃がんの

１９の研究に基づき、ヘリコバクター・ピロリ菌と、ピロリ菌が胃がんのリスクを上げる

ことは確実と評価しております。そして、政府は２０１３年２月、ピロリ菌除菌に保険適

用を拡大しました。日本人成人者、平均すると７割以上がピロリ菌を持っていると言われ

ております。このピロリ菌を発見し、除菌することこそが胃がんの予防に繋がることは疑

いのないものと思います。予防できることは徹底して予防し、避けられるがんは避けるべ

き。今日、私が強く申し上げたいことは、ピロリ菌を持っているかどうかを明らかにする

ことです。

既に多くの自治体がピロリ菌無料検診や、一部助成検診に動き出しております。松前町

においても、町民の健康と命を守るという観点から、ピロリ菌検診を一刻も早く実施すべ

きです。そして、持っている方は除菌し、胃がんへのリスクを減らすことに動き出さなけ

ればなりません。この検診と除菌を両輪とすれば、国は既にピロリ菌除菌に保険適用とい

う片方の車輪が回転しています。もう一つの車輪は、地方自治体の町が検診という車輪を

回さなければなりません。その両輪で松前町の将来にわたって胃がんの劇的な減少に向け

て取り組むべきではないかと考えますが、町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ピロリ菌についてのご質問が、お尋ねがございました。胃がんの発

症とピロリ菌につきましては、近年、その関係が注目をされているところであります。ピ

ロリ菌については、概ね３歳までに感染し、それ以上の年齢では免疫力の高まりによりま

して感染しないと言われているため、３歳までの幼児期に、家族の中でピロリ菌に感染し

た人がいると子どもに感染する危険があると言われているところであります。従いまして、

胃がんの予防のためのピロリ菌の検査、除菌の治療、除菌治療の他に今後ピロリ菌感染を

減らすためには、幼児に接触する家族などの除菌治療が重要となると考えているところで

あります。以前から見ますと、虫歯予防も含めまして、幼児に対するピロリ菌感染の予防
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については母子への指導も定着しておりまして、例えば親から口移しでの食事などによる

感染などが減少しているため、若年層の感染者はかなり減少していると言われています。

しかしながら、井戸水等も感染の原因となっていることから、６０歳以上の方がと７０％

以上の確率で感染しているとも言われているところであります。このようにピロリ菌対策

は、単に胃がん予防のためではなくて、産まれてくる子どもの将来のためにも重要なこと

だと考えております。

また、一度除菌治療をすると大人はもう感染しないと考えられていることから、将来的

にはほぼ、議員ご指摘のように１００％に近いピロリ菌の除菌も可能ではないかとも考え

ているところであります。例えば、町立松前病院では、昨年度は年間５００件程の胃カメ

ラ検査を実施しておりまして、異常が認められた場合はピロリ菌検査、除菌治療を指導し、

実施していると聞いております。また、３年前からは松前町の中学２年生について、渡島

医師会の協力のもと、希望者にはピロリ菌検査を実施しておりまして、結果として、感染

者は少ないものの、対象者については除菌治療も行われているようであります。現在、渡

島医師会の会長さんは、吉岡の小笠原先生でありまして、小笠原先生におきましては、こ

のピロリ菌に対して、大胆に考えておりまして、私どもの方にもいろんな情報をいただい

ておって、助けられているところでもあります。今後は、胃がん検診等合わせ、ピロリ菌

検査についても情報発信に努めまして、少しでも感染者の除菌治療や幼児への感染予防が

図られるよう、努めるとともに、町立松前病院や胃がん検診を委託しております対がん協

会とも協議した中で、更に有効な取り組みについて、検討させていただきたいというふう

に思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) ぜひ、一刻も早いピロリ菌の検診をお願いをしたいと思います。

次に、がん検診に関して伺います。早期発見、早期治療には検診が最も有効であること

は言うまでもありません。しかし、松前町の受診率は極めて低い状況にあります。健康推

進課としても、広報、或いは防災無線等で啓発を行い、受診率向上に取り組まれているこ

とは十分理解しておりますが、なかなか思うように向上していないのが現状ではないかと

思います。北海道保健福祉部地域保健課では、平成２５年度の全道１７９市町村のがん検

診受診率を公表しております。これには、職場の検診や個人で受けた検診に関しては、こ

の中でカウントされていないので、その分の誤差はあると思いますが、それはどこの町で

もあることですので、そのまま信用して良いかと思います。その中で、胃がんの受診率の

最も高い町が増毛町の４９．４％、肺がんの受診率が最も高い町は壮瞥町の６９．１％、

非常に高い受診率です。では、松前町ではどうかと申しますと、松前町では胃がんの受診

率２．９％、肺がんの受診率が４％、全道１７９市町村の中で受診率順位で見ますと胃が

ん、肺がんともに１７８位です。町単位で見ますと最下位です。非常に驚きました。また、

１７９位が室蘭市でした。また、２６年度では、松前町胃がん６％、肺がんが７．５％ま

で上がりましたが、全国的に関心が高まっている状況の中ではまだまだ低いと言わざるを

得ません。

そこで伺いたいと思います。松前町の、この驚異的受診率の低さはどのような要因があ

るのか。また、松前町特有の要因もまたあるのか。この点に関して伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前町の受診率の低さについてのお尋ねがございました。確かに、

平成２５年度の調査におきましては、松前町が最下位になっているところであります。こ

の私どもの分析している受診率の低さの要因につきましては、担当の健康推進課長の方か
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ら答弁させたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ただ今の検診の受診率が低い原因は何かとのご質問に対し

まして、お答えさせていただきます。

私ども健康推進課としましても、少しでも多くの人達に検診を受けていただくために、

個別に連絡をするなど、いろいろと啓発を行っているところであります。その中で受診率

が低い理由、特にがん検診の、がん検診を受けない方の特徴的な考え方として私どもが把

握しておりますのは、次の５点程あると考えております。１点目は、現在の生活に特に問

題はないと感じているため、がん検診を受けることが生活の中、また仕事の関係上、検診

が優先順位が低く見られているというか、低く考えている方。２点目としましては、自分

の健康に自信がありまして、検診の必要を感じていない方。このような方の中には、自分

は酒もタバコもやらないから大丈夫だとか、また最近、或いは日頃から病院に行ってです

ね、いろいろと受診しておりますので大丈夫だと思われている方も含まれていると思いま

す。３点目としましては、検診によってがんと言われることが恐い、恐怖心から受診をな

かなかできない方。４点目としましては、元々健康に関心がないと言いますか、健康診断

に関する興味が元々ない方。最後に５点目としましては、やはり時間とお金の問題がある

と考えております。がん検診は一部無料化を進めておりますが、そのＰＲがまだまだ必要

だと考えております。検診後の再検査や治療などを考え、経済的な面を心配されて受診を

控える方や、時間的に余裕がない方などもいると思っております。特に、時間がないとい

う方にはですね、今、ご指摘ありましたとおり、がん検診の重要性、定期的な検診によっ

て早期発見、早期治療することによってがんは治せるんだということを理解していただき

まして、生活の中で検診に対する優先順位を高めていただきまして、少しの時間を検診に

使っていただくよう、理解を求めていかなければならないと考えております。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 確かにそのとおりだと思います。やはり、要因をおさえ、そして分

析し、次なる検討と対策を講じることは必要だと思います。また、受診率の高い町、或い

は低いところの情報も入れてみて、参考にしてみてはどうかなというふうに思います。ま

た、その上で年度ごとの目標を定めて取り組んでみるのも、またいいのかなという気、致

します。いずれにしましても、低い受診率からの挑戦であります。あとは高くなる一方と

捉えまして、町民の健康のため、健康推進委員らとともに連携を進めながら、啓発喚起に

続けていっていただきたいと思います。ちなみに、２５年度の胃がん検診最下位の室蘭市

はですね、本年２月室蘭がん対策協議会、別名室蘭がんフォーラムとして発足しておりま

す。また、市の助成によるピロリ菌検査も既に実施しておりまして、新聞報道を見ますと、

ピロリ菌の検査の受診が驚異的な伸びを見せているということでございます。

ともあれ、現状は住民のがん予防に対する意識の低さがそのまま表れていると思います。

がんは、早期発見が鍵と言われます。男性のがんの約５５％、女性のがんの約３０％は、

予防可能な要因が関わるようだとも言われております。早い段階でがんを発見し、自覚症

状が出るまでに見つけた早期がんの９割は治すことができると言われております。その意

味では、当然のことでありますけれども、検診の重要、検診が非常に重要だと考えなけれ

ばなりません。そこで、町長は、町民の関心と意識を高めていく必要があると思います。

どのような対策で啓発喚起を行っていくのかを伺いたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に町民への関心、意識を高めるための対策はというふうなお尋
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ねでございます。ずっとこの受診率向上するための施策はいろいろとってきているのが現

状でありますが、なかなか受診率が上がらない状況もあるわけであります。私どもの方で

今後とも一生懸命取り組むことを今進めているわけでありますけども、今の現状につきま

して、取り組んでいる現状、これからの課題につきまして、担当の課長の方から答弁させ

ていただきます。

○議長(伊藤幸司君) 健康推進課長。

○健康推進課長(高橋光二君) ただ今のご質問に対しまして、健康推進課としての今後の

考え方を答えさせていただきます。健康推進課では、引き続き受診対象者全員へのハガキ

での勧奨や地区の健康づくり推進員の協力を得まして、各地区でチラシ配布するなど、Ｐ

Ｒに努めていきたいと考えております。また、先程、受診を希望されない方の特徴を述べ

させていただきましたが、その特徴に合わせて個別に電話や訪問による保健指導などでそ

の方に合わせた動機付けを心掛けていきたいと考えております。

更には、先日厚生労働省からインセンティブと言いますか、きっかけづくりだとか特典

の取り組みについてのガイドラインも示されております。これらも参考に致しまして、各

種検診に少しでも町民の皆さんが興味を持っていただけるよう、工夫をしてまいしたいと

考えております。いずれにしましても、ご指摘のとおり、松前町として受診率が高いとは

決して思っておりませんので、引き続き受診対象者への直接のＰＲに力を入れまして、受

診率の向上を目指していきたいと考えております。何よりもがんの早期発見、早期治療の

重要性、定期的な検診の重要性をいろいろなアプローチの仕方で取り組んでいかなければ

ならないと考えております。沼山議員ご指摘のとおり、現在データの上では松前町が全道

最低の受診率ということで、これ以上下がることはありませんので、少しでも上げられま

すように頑張っていきたいと思います。健康推進課一同、健康づくり推進員のご協力も得

ながら、とにかく頑張りたいと思いますので、ご協力よろしくお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) やはり、様々な機会を通じて、町民の全体の関心を押し上げていく

ということが非常に大事かなというふうに思います。また、その際ですね、一人の人間が

多方面からの関わりを持つということも大事かと思います。例えば、今課長から言われた

とおり、健康推進課から案内が届いて、それでも動かなければ地域の推進課から声を掛け

られて動く場合もありますだろうし、また、そこで動かなくて、また更に家族、兄弟、子

どもから言われて初めてまた動くケース。それでも駄目で、職場の同僚や先輩、後輩から

言われて初めてまた動くケース。それでも駄目で、友人等から誘われて初めて動くケース

もあるということを考えますと、ありとあらゆる人間との関わりの中で、がんへの関心を

押し上げていくということが最も大事かなというふうに思います。非常に前向きな答弁を

いただきました、ありがとうございます。

次に、がん教育に関して伺いたいと思います。

生涯２人に１人ががんになると言われながらも、がんのことを習う機会が極めて少ない。

世代によってはほとんどないと言っても過言ではないと思います。がん予防や早期発見は

わずかな知識の有無が左右するとも言われます。文部科学省は、５月２２日、がんを正し

く知り、命の大切さへの理解を深めるがん教育を効果的に行うための教材をホームページ

で公表しました。このがん教育は、子ども達が健康の大切さを学び、病気の人に対する偏

見や差別をなくする重要な機会になるとして、モデル校優先から、今後全国の学校でも行

われようとしております。教育長に伺います、松前町の小中高校におけるがん教育の現状

を伺いたいと思います。
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○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) ただ今、沼山議員の方から松前町の小中高校におけるがん教育の

現状はどうなっているのかと、ご質問いただきました。現在、学校で行っておりますガン

教育につきましては、文部科学省の方で作成しております、全国のどの地域でも教育を受

けるときでも一定の水準の教育を受けるように、学校教育法に基づきまして文部科学省で

作成しております学習指導要領に基づきまして、実施しているところでございます。松前

町のおきましても、この学習指導要領の中でがん教育を実施しておりまして、各小学校、

中学校、高校におきまして実施してるところでございます。小学校では、５年、６年生に

ついて、体育科の保健学習としてがん教育に触れる授業を年間でございますけれども、３

時間程度学習しているところでございます。具体的な中身は、病気の予防や喫煙、飲酒、

薬物乱用の害などについて学習しているところでございます。また、中学校におきまして

は、３年生で取り扱います保健体育の保健分野の中でがんについての学習を行っておりま

して、こちらも年間３時間程度ございますけれども、健康な生活と病気の予防や禁煙、飲

酒、薬物乱用と健康について学習をしているところでございます。また、道立松前高校で

は、１、２年生の保健体育の保健分野の中でがんについて学習を行っております。こちら

も２時間から３時間程度学習しておりまして、生活習慣病の予防や禁煙、更には飲酒と健

康、そして地域の保健の検診の必要性などを学習しているところでございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) がん対策推進基本計画、これは平成２４年６月の閣議決定の抜粋で

ありますけれども、健康については、子どもの頃から教育することが重要であり、学校で

も健康の保持、増進と疾病の予防といった観点から、がんそのものやがん患者に対する理

解を深める教育は不十分であると指摘されているという文言ございます。そうした状況を

聞いてますと、ただ今、教育長の答弁を聞いておりますと、松前町は限られた時間の中で

大変工夫をして取り組まれている様子窺えました。ただ、全国的には不十分と指摘がある

ことも受け止めつつ、子ども達の心に届き、子ども達の心を動かし、そして理解していた

だけるような、より良いがん教育の取り組みが定着できればというふうに思います。

東京大学医学部付属病院放射線科准教授中川恵一氏、氏は、文部科学省がん教育に関す

る検討委員会の委員でありますけれども、氏は、氏曰く、がん教育、がん対策の遅れとい

う潮流を変えるには、学校でがんを学ぶ体制が必要だと考え、７年以上前から全国６０箇

所以上の学校で３千人以上の生徒を対象にがん教育を実践してきたというのであります。

がん教育の実例としてご紹介致しますが、授業受けた中学生１千１００人を対象に受講の

前後、更に半年後にもアンケート調査を行ったところ、受講前はがんは生活習慣が原因の

一つと考えられる病気と答えた生徒は３１％だったのが、受講後は８６％まで上昇し、６

ヶ月後では６５％と、かなりの割合で認識され続けていて、同様に受講前はがんは予防で

きる病気と答えた生徒は２３％から、受講後には８４％と上昇し、６ヶ月後でも６４％と

定着している。正に、がん教育はがんに対する生徒のイメージを大きく変えることになり、

また更に注目すべきは、受講後には８９％が家族にがん検診を受けるように勧めると回答

し、６ヶ月後、実際に４８％の生徒が家族にがん検診を受けるように勧めたと答えており

ます。そういう意味で申しますと、子どもから親への逆世代教育も期待できるとされてお

ります。その意味で、単に子ども達へのがん教育に留まることでもなく、町民全体への予

防、検診の必要性の意識を高めることにも繋がると思います。松前町においても、がん教

育の更なる充実に期待したいと思います。

文部科学省もがん教育の実施に向けて、大きく動き出しております。来年度からは、全
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国の小中高校で保健体育を中心に、道徳や総合学習などの時間も使ったがん教育が始まろ

うとしております。また、外部講師を招いてのがん教育、ガイドラインも文部科学省より

公表されております。益々教育委員会の役割も大きくなろうとしておりますが、教育長の

所見を伺います。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) がん教育の大切さについて、お話をいただきました。今、生涯の

内、国民の２人の内１人ががんにかかると推測される時代でございます。がんは極めて重

要な課題であるというふうに捉まえているところでございます。健康に関する国民の基本

的な教養として、小中高校の中で学習の必要性を感じているところでございます。沼山議

員おっしゃるとおり、私どもも同様の考え方を持っているところでございます。児童生徒

が自身、自分自身の健康を大切、健康の大切さを学ぶとともに、がんに対する正しい知識、

そして、がん患者に対する正しい知識を持つことが大切であろうというふうに考えている

ところでございます。また、がんと禁煙との関係などから治療方法、更には検診の重要に

ついて学ぶ必要があると考えているところでございます。がんという病気から、健康問題

や医療現状、更には命の大切さなどを小中高のときから学べる体制が重要であるとも考え

ておるところでございます。今後におきましても、文部科学省の動向を聞きながら、学校

におけるがん教育の推進を図り、更に学校保健会と連携しながらがんについての正しい理

解と、健康と命の大切さを学ぶ機会を設けていきたいと、そういうふうに考えているとこ

ろでございます。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) 教育長の方から、今後の展望を伺いました。今後も更にですね、学

校保健会などと連携をして、積極的に取り組まれてはどうかと思います。未来を担う子ど

も達に、がん教育を通じ、命の大切さ、思いやりを育む機会ができればと願っています。

最後になりますが、何度も申し上げていることでありますが、日本人において、２人に

１人ががんになり、３人に１人ががんで亡くなるとは、決して離れたところにあるのでは

なく、目の前にあることと認めざるを得ない事実です。国にあること町にあり、町です、

町にあり、町にあること地域にあり、地域にあること家族にあったり、或いは身近な人で

あったり、または明日は我が身の上かもしれません。それを現実のことと受け止め、一人

でも多くの町民をがんから守るという強い気持ちで予防、検診、早期発見、早期治療に戦

略的計画を立て、地域も町行政も医療機関も一体となって取り組むべきではないかと思い

ますが、町長の考えを伺います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本日の沼山議員の一般質問の中で明らかになったというふうに思い

ます。正しく、町長部局におきましても、また教育の現場におきましても、各分野が連携

して取り組むことが重要だというふうに考えているところであります。住民のがん予防に

対する意識を高め、がんに対する正しい知識を知っていただくためには、町としては保健

指導、健康づくりのための各種事業だけでなく、町立松前病院を始めとした各医療関係者

との連携、大人も子どもも含め、がんに対する教育も重要ですので、教育委員会や教育現

場との連携、更には民間で働く事業主さんなどにも受診する、受診への取り組みなど、そ

れぞれの立場で、一つの目標に向かって取り組むことが必要だというふうに考えておりま

す。それらの考え方をまとめ、計画的、戦略的に進めることも必要なことだというふうに

思っております。私自身も平成２４年に胃がんを発症致しまして、約３分の２を摘出手術

を受けておりました。健康の尊さを十分実感しているところであります。いずれに致しま
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しても、胃がんを含め、がんは早期発見、早期治療により決して不治の病ではなくなって

きていることから、町民の命を守る上で、がん対策は大変重要なもんだというふうに考え

ております。更には、健康で元気な方が増えることは、医療費や介護負担の削減にも繋が

るものと考えられますので、将来の町の財政健全化のためにも、町として各種がん検診の

ＰＲ、受診率向上に向けた取り組みを引き続き、より効果的に進めるように努力をしたい

というふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ２番。

○２番(沼山雄平君) がん対策を進めること、充実を図ることは、それはそのまま町民の

健康と命を守ることにも繋がっていくものと思います。松前町のがん対策が一歩二歩、確

実に前進することを切望し、質問を終わります。ありがとうございました。

○議長(伊藤幸司君) 次に、３番福原英夫君。

○３番(福原英夫君) 沼山議員の流れるような質問、私が一期目で当選したときに、一般

質問をしたときにはイエローカードが出ました。今日は、二重丸、三重丸の旗が挙がるん

でないかなと、それぐらい素晴らしい一般質問でございました。

それと、先程所信表明のときに、町長に当選のお祝いを、言葉を述べるのをちょっと逸

してしまいました。本当におめでとうございました。

まず、私は、今一番おっきい課題、町立松前病院のこと。本当は、町長にはこのことで

一般質問するんではなく、別な角度で、やはり松前の産業であり、人材育成であり、いろ

いろな分野で質問したかったわけでございますけれども、長く、ここの表題に書いてます

けども、５年間の漂流、このままで地域医療は守れるのかというふうな表題で今回一般質

問をするわけでございます。それで、内容については、作文してありますので、順序はち

ょっと入れ替えがありますけれども、町長に答弁していただきたいなと思います。

まず、最初に、町長がこの頃よく松前町に相応しい病院についてと、きっともってこの

考え方と構想があるんではないかなと思いますけれど、まず、そのことをお聞かせくださ

い。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程の所信表明の中でもお話させていただきました。梶谷議員の質

問だというふうに思います。松前に相応しい、きちんとこう２０年後、３０年後の町の構

想を描く中でですね、そういう松前に相応しい病院を作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。皆様方の、町民の皆様方のお声、意見を聞きながらきちんとそう

いう目標に向かって、町民一丸となって進んでいくべきだろうというふうに思っておりま

して、そのことが松前に相応しい病院づくりになるというふうに思っているところであり

ます。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 確認ですけれども、そうしますと、具体的な構想は町民と、またス

タッフと、ラインと、病院と協議をしながらその構想を具体化するというおさえでよろし

いですね。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 医療の現場の意見を聞きながら進めることが、大変大事なことだろ

う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) それじゃあ、ちょっと方向を変えます。２０１３年１２月、第３回、

第４回定例議会のときに町長の意向で補正予算が組まれました。この補正予算は、１４年
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の２月に九州、川崎町へ独立行政法人として全国で、町村では初めてやられたかなあと思

いますけど、そこへの視察。それと２０１５年、北海道より２名の職員の派遣依頼をし、

着任した。これも、今確認します。２０１５年１１月、議会として伊藤議長を中心に、ま

た委員長としては副議長の西村さんがその任にあたり、地域医療の今後のあり方に関する

調査特別委員会を立ち上げた。この４項目、いかがでしょうか、確認させてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 確認というご指摘でございます。そのとおりだったというふうに思

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) そのとおりであったということは、取り組んだというふうに考えて

いいですね。

それで、２０１３年１２月９日、新聞報道にあるんですけれども、病院側は、方向が定

まっているが、町長の決断、行動が伴っていないことが今日の混乱を招いているというふ

うに私も思っておりましたし、新聞も何かそのようなこと書いてました。それと、過疎、

高齢化、遠隔地のハンデを克服し、地域医療を守るためには、地域の実態に合わせた医療

が提供できる医師の確保が大変大事なことです。今回のことで、町民になぜ５年間も病院

の課題を解決できなかったのかと先日問われました。町長と議員の責任は重いよというふ

うに言われました。そのとき、私は、そのときの答えは、勉強不足でしたと答えました。

しかし、それだけではすまないと思います。やはり、謝罪と約束の履行の方向を確認し、

実行することが必要です。

また、木村院長は、松前に着任したときに、町長及び議員は少しでも長くいてください

と依頼したそうです。院長からは１０年以上、それ以上１年でも長くいたいと答えたそう

です。まあ、ここは質問でございませんので聞いてください。着任した当時は慢性的な赤

字続き、不良債権が発生した最大６億円の一時借り入れをしながら運営していた。きっと

地域医療の崩壊を危惧していたと思います。その課題解決のために、医師として人生を賭

けて病院の改革と医療の質の向上と経営の健全化のために果敢にチャレンジしてきたので

す。まだやるべきことは山積していると思いますが、素晴らしい病院になりました。その

実績を評価することなく、課題解決のための話し合いをしないまま、無駄な時間を過ごし

てしまったのではないでしょうか。なにゆえ院長の考え方と行動を理解することができな

かったんでしょうか。今でも疑問に思います。２０１３年には、院長はきっと大きな気持

ちで受け止め、再出発したと思います。木村院長先生を全面的に支援する約束をしたと私

はとっておりますけれども、しかし、その後の今日まで、町長はお詫び、反省、約束をし

たにも関わらず同じことを繰り返しました。私は、取り返しのつかない対応をしてきたの

ではないか、ここが私の聞きたいところです。取り返しのつかない対応をしてきたのでは

ないか。そして、この３年間、どのような対応と考え方で進めてきたのか、この２行でご

ざいます、聞きたいのは、答えてください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 縷々ご指摘いただきました。ちょっと一般質問の内容とずれている

部分がありまして、答弁できるかどうか、全部答弁できるかどうかわかりませんが、まず

お答えする前に、一言述べさせていただきたいというふうに思います。病院のことが大き

な争点の今回の町長選挙でありました。大変厳しい選挙戦でありました。私は、３月定例

会におきまして、町民の審判を受ける旨の表明を致しました。経営形態の見直しや病院改

築の考え方を、私の考え方を選挙戦で訴えてきたところであります。独立行政法人化に向
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けて、病院の職員の理解がなければできないというふうに思っているところであります。

また、非公務員型を目指すことになるので、職員の身分が変わることもありますので、ま

ず職員の意向調査をして、合意形成を目指すんだということを訴えてきたところでありま

す。更には、議会、町民の皆さんに丁寧に説明することもこの選挙戦で訴えてきました。

改築につきましても、町民の意見を聞いて、２０年、３０年後を見据えた、松前に相応し

い病院づくりを公約として訴えてきました。結果として、町政の継続という審判をいただ

きました。今回の意向調査につきましては、決して独法化を否定するものではなくて、２

９年４月１日スタートに向け、前進するための環境づくりだと説明をしましたけども、残

念ながら受け入れてもらえなかったものであります。

私は、病院の設置者であり、町民の審判を受けた一人の政治家として、この思いを伝え

ましたけども、理解が得られなかったというふうなことを、まず述べさせていただきたい

というふうに思います。今まで、病院の方向性、独法化、或いは改築につきましては、院

長と協議を重ね、その方向で進んできているんではないでしょうか。福原議員、そう思い

ませんか。議会議員として、議会議員として、特別委員会も設けて進めてきているんじゃ

ないでしょうか。私は、誠心誠意、その努力をさせていただいているというふうに認識し

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) まあ、はっきり言って、町長の気持ちは痛い程わかるんです。そう

いうふうに自分で進めてきたと自負してることもわかります。ただ、自分は聞きたかった

のは、前段というのは自分のことの文章の中での説明を加えながら、経過経緯をお聞きし

ただけです。最後に聞きたかったのは２行と言いましたね、私は、２行なんですよ、この

今の。それは、町長、お詫び、反省し、約束したのを、したにも関わらずまた同じことを

繰り返しましたね。それで、前段でなんでこの町長っていう、１３年の１２月の第４回定

例で補正上げて取り組む姿勢を見せたのかと、そのことを前段で言いましたね。だから、

まず確認だけさせてくださいと。そして、最後に今、町長の今、思いを言ったことを最後

に聞きますから。

まず、それじゃあ、続けます。ここにも書いてありますけども、松前方式が崩壊、これ

は木村院長が立てたプランですよね、松前方式って言うのは。それで、町長は、松前、木

村院長が進めてきた松前方式というのはご存じですか、ちょっとお答えください、どうい

うふうな内容か。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 詳しくは承知しておりませんが、院長先頭になりまして、研修医の

教育等々、いろいろ努力して結果も出ていることは十二分に承知し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) はっきり言いまして、私もわからなかったんです。なぜわかったか

と言うと、議会の特別、調査特別委員会での資料を見て。それと確認として病院の事務担

当と話をして、ようやくわかってきたんです。やはり、まあ、それがこれですよね、これ

です。これが病院の今取り組んでいる、今まで取り組んできたのを説明した文章です。そ

れで、ちょっと木村院長の方式って言うのは、あまりにも膨大でした。ちょっとだけ、ま

あ、僕、時間いっぱいありますから。

まず、全科診療の導入、２４時間対応救急病院、医師ができないとできないそうです。

人工透析、老人施設への訪問診療、７箇所あるそうですね、２００人以上。江良診療所の
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運営、それと在宅の訪問診療、応援医師体制の確立、また外部委託していた特定健診の受

託、各種検診の事務活動と拡充と充実。それと、次に初期研修の地域研修受け入れ、今年

度は８０名に達するそうです。そして、今まで来ていた医大、札幌医大以外に慶応大学か

らも来たいですよという声が掛かってるそうです。もう全国ネットワークになっていてび

っくりしました。実態を知って、初めてああ、そうだったのかなあというふうに思いまし

た。インターネットを活用した地域の総合学習とプライマリーケアレクチャーシリーズと、

インターネット、インターネットカバランス、これは、各地を結んでへき地医療を担う医

師を始めとする現場で働く医師の医療の資質の向上の貢献、週２回、３０分、１１０箇所

から全国、毎回３００人前後。なぜ、学生を受け入れるか、地域医療を、学生に地域医療

知ること、地域の良さを知ること、将来地域に従事する医師が出ることを願っている取り

組み。町のコミュニティの拠点を担う医師の資質の向上と安定的に医師の確保に繋がる、

その願いで今までこういうことをしてきました。隣接地を含めた地域医療構想、包括ケア

システムですね。このことだけでも僕はびっくりしました、これだったら、今７人体制で

すよね、前は１０人いました、本当にできるのかなと。それで、黒字化。一番皆さん方が

いろいろ、ある議員も言ってましたけども、公立病院の運営は国等の交付税や医業収益に

よって賄われます。しかし、松前病院は何十年も赤字を続けてきた、その上に一般会計よ

りその都度繰り入れてきた。平成２１年度で不良債権解消、特に平成１３年度から６年間

赤字補てんなし。その間、過去最大６億円の銀行借り入れを返済、発生した不良債務解消、

立替分の病院特例債を平成２７年度で完済した。平成２０年度から８年間黒字決算、一般

会計から赤字補てんが２１年度からなし、一時借り入れがあったものは２８年度に現金６

億円を繰り越し、１２億円完済された。

もう一つ、やはり人に、人に医師は来るんですよ、惚れて。僕らもそうです、石山町長

好きだと、若佐副町長好きだと、そういうふうなことで支えたり、支援したり、何かあっ

たら応援するんですよ。やはり、木村院長のすごさって言うのは、全国のプライマリーケ

ア、全科診療方式導入は官民問わず、全ての学生を理解している。全道、全国で活躍して

いる医師からの信頼は揺るぎない、事実です。このことは、プライマリーケア北海道支部

長、日本プライマリーケア連合会の副理事長、札幌医大臨床教授と、まだ公称ございます。

松前町ではいろいろ問題、課題は投げ掛けましたけども、これだけの人材だっていうのは

行って初めてわかったということを了承してください。

それと、更に院長は透析の導入。これは、うちの議員がお願いして導入したそうでござ

いますけども、自ら透析の患者に対応する資格を取得するために、出掛けて行って資格を

取ったそうです。町民の生活とニーズに即した医療に取り組み、実施してきたことからも

わかると思います、院長に対する評価というのは。私のいとこの京都にいる医者、福島県

の医学長になってますけど、「おじさん、お医者さんなんて、あなたが言うように簡単に

来るもんでないですよ」、そして、「優秀な人材、そして、その同じ志を持ったお医者さ

んなんて、あなた簡単に来るわけでないよ」と、こうこの間言われました。私もそうだと

思います。それで、このプランの計画と、まあ、木村方式ですよね、木村方式の実行の成

果に繋がるには地道な積み重ねがなければなりません。このことは、私も誰でもができる

と思いません。歴代の院長ができなかったこと、真実に、できなかったことを解決したこ

とを如実に表しているんですよ。なにゆえこれだけの実績を上げてきた木村院長を信頼し、

病院経営をお願いする判断ができないで今日に至ったのか、まずこの１項目だけです、答

えてください。いいですか、なにゆえ、これだけの実績を上げてきた木村院長を信頼し、

病院経営をお願いする判断ができないできたのか。
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○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ご指摘いただきました。私は、基本的に、木村院長には本当に経営

にも頑張っていただいておりますし、今まで福原議員が言ったことにつきましては、敬服

をしているところでありまして、決して否定したつもりは一回もございません。病院の経

営に対しましても、一言も言ったこともございませんし、人事につきましても、ほとんど

院長の要望どおりに人事配置をさせていただいていると思っております。従いまして、院

長を否定していることは一個もございませんので、まずご理解いただきたいと思います。

いろいろこう一般質問を通告いただきまして、自分なりに答弁要旨を考えてきたんであ

りますけども、ちょっと質問と答弁が噛み合わない部分ありますので、できましたら、通

告に従って質問していただければなと思うんですが、その辺いかがでしょう。

○議長(伊藤幸司君) ちょっとお待ちください。

暫時休憩します。

(休憩 午後 １時５９分)

(再開 午後 ２時１４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開します。

３番。

○３番(福原英夫君) まず、最初に訂正とお詫び。自分の言葉の中に不適切な言葉、含ま

れていたように自分も思いました。それと、町長を批判しているわけではございません。

町長も町立病院をどのように残すかという視点に立って、今まで病院長と協議してきたと

いうことも十分わかります。しかし、その過程で行き違いがあったんでないかと、その行

き違いを修正していただいて、松前の町立病院が独立行政法人が方向がいいというふうな

ことで取り組んでる、きた今までの姿勢をもう一度どこが詰まってしまったのか考えてい

ただければなと思いました。

それで、質問です。ここにも書いてありますけども、全国の自治体のモデルとして期待

され、脚光浴びてきたと聞くが、これが、先日城西大学の教授が松前に来てたんです、２

泊３日で。そして、そのときに教授は、松前の今取り組んでる病院ってのは素晴らしいね

と、そうしていたんですけれども、ちょっといろいろ資料調べたら、もう少し理解と支援

があればいいなあと。そして、１１月に今その本を出したいよと。それで、自分はここに

注目したのは、全国医療関係の雑誌として載るもんですから、松前が脚光が浴びるって言

うより町長の決断、実行したことに脚光浴びるんでないかなというふうに思ったものです

から、私はそのようなことを頭に置いたもんですから、石山町長、この全国にアピールす

るせっかくのチャンス、活かしていただく考えはないでしょうか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) プライマリーケア含めまして、全国に発信している木村院長の存在

は十分承知しておりますし、今までバックアップはさせていただいた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) 理解しているというところから、自分としてはだよ、もう一歩ね、

突っ込んで支えてあげれば良かったのになあと、この場においてね。この間もまた辞職願

い出したもんですからね、なかなかそれは解決できないかなあと思ってる気持ちがあるも

んですからね、どうにかして、上手く話し合いがまとまればいいなあと思ってたもんです
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から。

それで、ここにも書いてありますけれども、２０１３年に辞職願いを撤回した折に独立

行政法人の検討を進めることを約束した。先程前段で述べたのはこのことなんです。町長

は取り組んできたことは確かですね。それで話し合いはどうですか、どれぐらい深まって、

課題を解決できるだけの話をしてきたのかなと。そこは一番私は注目してるんですよ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 通告にある質問いただきまして、ありがとうございます。

まず、独法化、地方独立行政法人に関わる経営形態に向けまして、今までどういうふう

な話し合いをされたのかというふうなことだろうというふうに思います。独立行政法人化

に係る経営形態の調査の実施、これは議員ご指摘のように補正予算をもって福岡県の川崎

町の町立病院の視察をさせていただきました。また、総務省への経営形態調査の実施など

の他に昨年６月には、病院からの強い要請がありまして、北海道の職員２名の派遣を受け

入れまして、行政改革室を新たに設置し、設置移行行政改革室と病院事務局で計１６回の

打ち合わせを実施しました。その他に、副町長と病院との打ち合わせが７回、これ院長と

６回、副管理者と１回、私と木村院長とは先日の辞意を表明された面談を合わせて３回の

打ち合わせを実施させていただき、協議をしてきたところであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長、この間、新聞をちょっと調べていたんですよ。どういう経過

経緯かなと思ってね。そしたら、例の１２月の２０日、函館新聞に、地域医療の崩壊を回

避ということで函館新聞に載ってました。このときに一連のやりとりを見舞った前田一男

衆議員は、信頼関係の部分を置き、全部適用で曖昧な部分を独立行政法人化した方が良い

としたうえで、同院長に対して、他の医師の慰留を要望、同町は同日午後、防災無線で町

民に詫びたと。町長も、このときにはやはりいろんな意味で前向きに捉えて、そして検討

するというふうなことで私もおさえてるんですよ。ですから、何でそのときにこのことが

話されたのに、こういう事態に陥ったのかなと。それは、話し合いが上手く進まなかった、

話し合いの回数が少なかったと。それと、それは後でやります、そういう問題、課題があ

ったんでないかなと。それ、ちょっとどうですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私は、議会でも特別委員会でも言っております。この独立行政法人

化につきましては否定したこともありませんし、松前ならではの独法化のスタイルがある

はずだと、みんなで勉強してその方向に向かいましょうという話は、議会の中でも特別委

員会の中でも話をさせていただいております。決して、協力的じゃないと言われましたけ

ども、そのつもりはないです。この実現のために今日まで進めてきたと思っております。

私は、病院の設置者なんであります。そのことを十分ご理解いただきたいというふうに思

います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 今、町長が病院の私は設置者だということを言いました。私もその

とおりだと思います。木村院長は事業の全適の管理者です。町長は、提案したり決定する

権限があります、これ、はっきりしてるんですよ。ここを間違って捉えれば、ただ、その

進め方ね、進め方でどこかが狂ったんでないかな。それで、町長にはここにも書いてます

けども、なぜ町長は病院職員の協力と理解にこだわったのかということなんですよ、僕は。

始終そのことを言いました。それと、６月１６日に木村院長との、まあ、最後の話し合い

ですよね、そのときに町長はアンケート用紙を、アンケートにこだわったというふうなこ
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とでした。持参したようですが、やはり、職員の理解と協力はアンケート以外で調査する

手法はなかったという考え方だったのか。それで、ちょっとそこのところ。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 議員ご承知のとおり、議案の提案は町長がするわけであります。そ

の町長がですね、議会に議案を提案するにあたって、この先程申しましたけども、病院の

地方独立行政法人化に伴う大きな変化に、変化があるわけでありますので、職員の皆さん

が非公務員化や独自の人事、給与、制度の導入が挙げられているところであります。これ

は、特別委員会の中でも議論なっているところであります。このことは、現在病院で働い

ている職員にとって、大きな変化になるわけでありますので、独立行政法人移行後も引き

続き松前病院を運営していくためには、多くの職員の協力は不可欠、理解は不可欠である

わけであります。私が、本当に簡単なアンケートなんでありますけども、職員の意向を確

認した上で、それを確認して議会に提案をしたいというふうなお話をさせていただいたと

ころであります。本当に、選挙戦の中でもですね、話を訴えてきたんでありますが、町民

の皆さん、議会の皆さん、職員の皆さんに丁寧な説明をしながら、大きな分岐点だと思う

んですよ、松前の病院がどうなるのか。その辺を十分町民の皆さんに説明しながら進めて

いくべきだろうというふうなことで、まず、職員の理解がなければ進まない部分あります

ので、私はその職員の意向を大事に考えたところでありますので、ご理解いただきたい。

決して否定するつもりはないんであります。院長のやっていることもですね、職員の皆様

方は評価していると思いますので、議会に提案するための一つの判断材料というふうな考

えでお示しをしたわけであります。ご理解いただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長のそこの部分、わかるんです、わかるんですよ。アンケートと

いう手法を取ることによってそして、職員の理解を数字で確認する。これ、よく自分達も

とるんですよ。それで、ちょっとこういうふうに視点を変えてみたらどうかなと思ったの。

それはね、院長と事務局が積み重ねてきた信頼を、やはり信用できなかったのかなあとい

う、病院のスタッフはそこで失望してると。また、まあ、そんなにあちこちあれしないで。

また、現在までの病院事務局が行ってきた説明会や、職員の自主的なアンケート、組合も

そうですよね、６３人か４人よりいない組合ですよね。毎日の経営企画会議、また６月１

３日に行われた、まあ、デスク言って聞いたんです、１００人以上の職員が、１００人ぐ

らいの職員が集会に参加したそうです。涙ながらに院長に慰留をお願いしたそうです。事

務局としては、町長以下にも、どうぞ、こういう場面を作ります、ありますので出てくれ

ませんかと言ったそうですが、仕事の都合で出れなかったのは事務局としては残念だった

と。いかがでしょうか、手法としては、そういう積み重ねは日常、普段でしている方の信

頼するか、アンケートで信頼するか、私、両天秤にかけてたんですよ。どちらも良しなん

ですよ、はっきり言うと、どっちも良しなんです。しかし、これも私が言う、町長の判断

です。町長がどちらの判断を優先するかだったんですよ。病院側は今までの日常普段の業

務、それと去年も今年も１００人ぐらい集まってる、その他に何回もやってる。こういう

もので病院長は判断して、最後は１６日だったと。これをどう捉えるかなんですよ。だか

ら、アンケートは何も間違いだと思いませんよ。しかし、やるんであれば、もっと早くな

んでやんなかったと、そこだけなんです、このアンケートについては。それは、先程町長

が言ったけれども、町長が提案する、議決は議員だけど、町長が提案権があるわけさ。そ

の判断材料として、町長は説明として不十分だと、ね、この病院側の積み重ね方式がね、

不十分だというふうに考えるんであればそうですかというふうになります。しかし、検討
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に値するよと、これからのね、検討に値するよと。そうして病院事務局とちょっと話して、

本当どうだったのかと、そういう調整をなさったらいいんでないかなという気持ちがある

もんですから、このアンケートをするのか、積み重ね方式とするのか、これちょっと答弁

願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員から、アンケートともう一つの手法の話されました。私は

提案者と致しまして、アンケートを選びました。なぜ早い時期にやらないのかというご指

摘でありますけども、いろいろ、いろんな話を聞いている中で、公平に、公正にやる方法

ないだろうかと、しかも、短期間にやれる方法と。ですから、６月の今期定例会、この定

例会の条件が整うんであれば、最終日には追加議案も出しましょうと。それがもし間に合

わないんであれば、７月の上旬に臨時議会を議会にお願いして、病院の定款について提案

していきたいというふうなことは、説明をさせていただきました。決して４月、来年の４

月１日の独法化のスタートに否定するものでもありませんし、ギリギリ間に合うタイムス

ケジュールを作成して、職員と今まで進んできたところであります。手法としてアンケー

ト、本当に簡単な丸書くような簡単なアンケートなんですが、それで私は議会に提案する

一つの判断材料になるというふうに判断しましたので、お願いしたんでありますけども、

残念ながら引き受け、理解していただけないというふうなことであります。

今でも議案の提案は、私、町長にあるわけでありますので、私は、その部分につきまし

てはぜひ理解をいただきたいんでありますけども、理解していただけないというふうな状

況であります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 町長が、そこまでアンケートにこだわって、突っぱねてるんであれ

ば、結果はわかりますけどもね。質問の内容を変えます。

それと、ここにも書いてるんですけども、通告どおりにしないさいって言うから、通告

どおりいきます。町民や職員の不安と不信、経済、悪評への影響をどのように受け止めて

いるのか。どうでしょう、どのように受け止めてるんでしょうか。もし、病院の院長が松

前を去る、そして、何人かの医師が去っていく、そういう日がですね。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員、私ども一生懸命慰留に努めている中でですね、大変にデ

リケートな問題でありますので、院長がいなくなった場合、或いは先生がいなくなった場

合、他の先生がいなくなった場合というのは、今の段階で議論する必要はないだろうなと

いうふうに思っております。

また、町民の命と健康を守るのが町長の責任でありますので、どんな状況になりまして

もですね、引き続き松前病院を守るために努力はさせていただきたいというふうに思って

おりますので、ご理解と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) 町長ね、なぜ先程所信表明のところで質問したかって言うと、この

３ページの下段ね、そういう微妙なときだったもんだから、きちっと文書化してあげたら

良かったんでないかなという気がしたもんですから、質問したんですよ。

それで、４月２６日に副町長が院長に来年３月の第１回の定例で提案したいと。やはり

これから進めていくうえにおいては、定款を通す、その他条例を準備するので副町長はお

話しに行ったと思うんですよ。院長とすれば、その気持ちはどうだったのかなあと思いま

すけども。まあ、そこのところ、十分に町の方としては、この、今の、今ですよ、これか
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ら違う分野でいきますけども、今の段階で病院のことが重要課題だと、十分に協議してい

たのかと。十分に町長以下、担当課と、それと病院と十分にこのことですり合わせして進

む方向はこうだよと、やっていたのかということを答弁してください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 私、３月の定例議会において、この定款の提案にあたっては、きち

んと町民の審判を受けた中で、責任のある対応をとりたいというふうなことを訴えてきた

つもりであります。その結果、この６月の定例会に定款をかけるというのは、本当に努力

をして、職員共々打ち合わせしながら進めてきたところであります。しかしながら、最終

的に町長の判断として、アンケート、職員の意向調査は、この先の大変大きなウエイトに

なる労働組合もありますし、そのことを考えると議会に提案できるギリギリまで意向調査

して、それをもって正々堂々と議会に提案していきたいというふうな旨を説明した、示し

たんですけども、理解していただけないというふうなことなんであります。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) やはり、どうしても町長は部分的にこだわっていたと、それと、こ

ういうことは、ついては十分にスタッフとラインと協議していたよと捉えていいんですか。

本当にいいんですか。わかりました、町長のシグナル、キャッチをしました。

それで、先程言ったんですけども、町民や職員の不安と不信、経済、町への悪評の影響

をどのように受け止めるかと聞いたら、今、進めてるんでね、現在進行形だから、それを

言うのはちょっとはばかると。まあ、それはいいんでないですか、それは当然ね、町長と

しては当然です。自分としては、病院機能の縮小、医師の流出、ボディブローのように効

いてくるなあと。なぜかというと、前にも、木村院長方式というのはすごいものだったよ

という評価。そして、町長のこだわっているアンケート、それと、経済へ。なぜそういう

ことか、町民への影響、第１、透析患者、次に２００名以上、７箇所の老人介護施設の訪

問診療、２４時間体制の救急医療、訪問医療、江良診療所の医療行為、応援医師の打ち切

り。また、体力に自信がない、移動手段がない、経済的な負担が厳しいよと懸念している

町民。これが、その他がありますけども、町民への影響でないかと自分は思ってました。

それと、職員への影響。万が一、万が一ですよ、これは全部クイッションですから。職

員の雇用不安、そして、この若い人達は人口の流失になる。特に臨時職員５９人、委託職

員２３人、まあ、何人か欠けるかなあというふうに思いますけれども。

それと、経済への影響。これは、自分なりの分析ですから、聞き流してください。計り

知れない。再度赤字病院への恐れ、所得税等の税収の減少、町内の消費減。そして、働く

場の確保が本当にできるのか。

それと、町への悪評。町の課題や新しいことに挑戦する人材を受け入れない風土、町民

の気質。私は、松前の町民は人柄がいいし、世話好きだし、多くの長所を有していると思

ってます。

その他、滞在型の交流人口を既に病院ではやってます。なぜかというと、研修医、実習

医が８０人。昨日でしょうか、釧路が１４７人の長期の滞在型の交流人口が多くなってき

たと。

それと、このことは道の意向に沿った独立行政法人への移行もあると思う。道からの２

名の職員派遣。道も２０１７年度の病院管理制度を導入。今後あらゆる面での道の支援が

停滞するのではないかと、私は恐れております。総務省も支援しているようです。

このような懸念は、当たらないでほしいと思ってるんです、今の時点で。こういうよう

な影響は当たらないでほしいと念じております。いかがでしょうか、今のいったようなこ
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とは予測、私は分析の中で予測したんですけど、今聞いて、町長どうですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程も答弁致しました。現在、私が辞表を預かっている状況であり

ます。想定した質問に答えるのは、ちょっとと思っておりますので、理解していただきた

いというふうに思います。デリケートな問題だというふうに思ってますので、ご理解いた

だきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) それもわかります、はっきり言って。いい方向に向かってほしいな

と思います。

それで、私、ここの中で言ったのは普通の車を持ってる人、ある程度の所得を持ってこ

うしてる人達はいいんだけれども、年齢がいって、本当に町立病院に行くのも厳しい人達

が多いんですよ。それと今度透析、どこに移るのかなあと思ってね。もし、そういうこと

がね、私は懸念してますので、町長は解決の糸口を見出していただきたいというふうに思

ってます。

そして、最後です。今、町民が安心して医療を受ける環境を脅かす事態に陥った。責任

を誰がとるのかというふうなことを言ってますけれども、私は書いてますけども、現在進

行形だと、調整してるというふうなことではわかりますけれども、やはり、自分としては

取り返しのつかない財産を失うのではないかと思ってます。病院っていうステーションを

通してコミニティづくりができるんです。あすこに、今いろんな人達が行ってます。そし

て、絵を飾ったり、それと自分達の憶えた歌であり、民謡であり、踊りを披露したり、コ

ミニティの拠点化になってきてるんですよ。そして、今度新しく作ろうとする病院構想も、

そういうものに合致したものとなってくると思うんですよ。やはり、簡単に病院っていう

ものを作れるわけでないですから。そんな意味では、やはりこの失うものは大きいなとい

うことは。それと副産物としていろんなことが発生しております。少子もそうです。そし

て、まちづくりに確実に担える高い資質を有してる院長に委ねることの糸口を、突破口を

町長はつかんで、そして、副管理者であり、町長、管理者であり、事務局の白川さんなり、

内藤さんなりと調整しながら、やはり道を開いてほしいと。今回、なぜ私がここまでしつ

こいかと言うと、医療っていうことは軽々に語られないものですから。そして医療を失う

っていうことは、松前町の地盤沈下に拍車をかけるというふうに自分は思ってる人なもん

だから。余所の人よりその強い思いがあるもんだから、町長にはそういうことをしてもら

いたくないし、町長のトップダウンの決断で物事が済むんであれば、有志一同はこの間新

聞に載ったように、応援できる態勢は作ってますから、そんなことで決断のできる環境が

整ったかどうか、言葉を一つ、一つ答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 本当に、長きにわたって町民の命と健康を守るために献身的にご努

力をいただいている木村院長には、松前町民の命と健康を守っていただくためにも、引き

続き病院で医療に携わっていただきたく、慰留に努めているところであります。

町長は、私は病院の設置者でありまして、町民の命や健康を守る、町民の健康保持に必

要な医療を提供をする責任があると考えております。病院を守るために、引き続き全力で

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) ３番。

○３番(福原英夫君) 最後ですけども、先日ラジオ聴いてました。そしたら、戦争を美化

した時代、第２次対戦、日清戦争、その時代はそういう空気に支配されたそうですよ。い
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いと、私達は死んでもいいんだと。しかし、この間、広島にオバマさんが来たときに、謝

罪はいらないよという空気でした、長崎もそうでした。一部の人は謝罪しなさいよと言っ

てましたけど、空気なんです。空気に世の中は左右されます。そして、先日ＮＨＫの朝の

ラジオ番組「社会の見方」、私好きなもんですから聴いておりまして、このときに先日三

菱自動車の燃費改善の問題出てました。このときに間違った判断及び道を進もうとしたと

き、それを早く指摘し、訂正、修正すること。なかなかこれもできないことですけどもね、

しかし、このような決断をするタイミングがもうギリギリきたかなと。それで、最後に言

いたいのは、町長、先程も言いましたけど、スタッフとね、副町長、総務課長、議会事務

局長、議会事務局、議長とも話し合いながら、最後はどうするかという話し合いの場をや

はりもっていただきたいなというふうに思っておりますので、最後に力強い答弁をお願い

して、私は終わります。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 繰り返しになります。今、本当にこうデリケートな時間であります

ので、踏み込んだ答弁できないのがありますこと、ぜひ理解していただきたいというふう

に思います。病院を守るのは町長の責任でありますので、責務でありますので、全力で取

り組ま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) 次に、５番工藤松子君。

○５番(工藤松子君) こんにちわ。大分もう、皆さん、長い間お疲れ様でした。

まず、石山町長、３月議会の質問のときに、町長、あなたはまたそこへ座っている可能

性があるんで話しますってんで、一般質問を行いました。町長、本当に大変なことなりま

したね。院長が、町立松前病院の管理者である木村院長が辞表出しました。町民は、特に

私の後ろにいる人方は、非常に悩んでおります、どうしたら自分の一生を安心な気持ちで

全うできるか。町長、あなたは松前町のこの地域の全町民、暮らしている高齢者や病人に

対し、健康と命を保障することができますか。今回は、そのことについて質問していきた

いと思ってます。

石山町長は、前田前町長からのバトンを引き継いでから４年３ヶ月、松前病院に対し、

どのようなイニシアチブをとってきたのですか。お答えください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 平成２４年の４月に町長就任以来、多くの課題が山積する中での町

政運営でありまして、愛する松前町のために活力のある、心豊かなまちづくり、そして、

住んでいて良かったと実感できるまちづくりを目指しまして、職員共々全力を挙げて取り

組んできたところであります。しかしながら、そのまちづくり、決して私一人でできるも

のではなくて、町議会の皆様、そして、何よりも町民の皆様の理解と支援がある中で、こ

れが必要不可欠なものであります。これらの皆様方のご理解とご支援をいただきながら、

町政の運営をしてきたところであります。町民の医療を全面的に担っている町立松前病院、

本当に大事な病院であります。町民の健康が、町民が健康で安心して生活するために欠か

すことのできないものと強く認識しております。他の政策と同様に、議会の皆さん、町民

の皆さんと真摯に向き合いながら、力を合わせて一歩一歩前進してきたつもりでもありま

す。力不足の点もあったかもしれません、それはご理解いただきたいというふうに思いま

す。この度の町長選挙におきまして、１期４年の審判を町民の方からいただきました。結

果と致しまして、この４年間、病院を含む松前町の運営を任されたものだというふうに思

っておりまして、町民はそういうふうに理解しているというふうに思っているところであ

ります。
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○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 本当に石山町長は心優しく、よく人の、周りの意見を聞いて、本当

に心根の優しい方だ、それは兼ねてから私は十分にわかってるつもりです。それでです。

１期目の石山町政は、失礼ですが、皆さんに押し上げていただいて、町長職にいさえすれ

ば職員が支えてくれる、町民が支えてくれる、昔から役場の中で行われてきたことをずっ

とその流れでやっていけばみんな上手くいく、みんなが一番いいと言う方向に行きさえす

ればと考えておられたんじゃないですか。町長の考える「みんな」とは、いったいどんな

人方だったんでしょう。昔からの松前町の役場内、その流れに沿った旧態依然としたレー

ルにはまってきたんではないんでしょうか。ですから、次々と病院の改革を打ち出す木村

院長が、町長にはどんなふうに映ったんでしょう。いかがですか、町長。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 福原議員のご質問にお答えしました。決して、木村院長を否定する

わけでもありませんし、大変な功績を残している方だというふうに思っているところであ

ります。本当に協力的に、いろいろご指摘受けてますけども、同じ方向に向かった病院の

改革を進めてきているところであります。ただ、ちょっとこう私の手続き手順がちょっと

合わなかった部分があるんだかもしれません。しかしながら、私は議会を相手にする、工

藤議員を相手にする議案の提案者なんですよ。ですから、そこはですね、私の意も十分汲

んでほしいなというふうに思ってます。町民の皆さんの意見の代弁者である議員の皆さん

と、一緒に病院の将来について、真摯に向かい合っていきたいと思ってますので、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) ５番。

○５番(工藤松子君) 松前町立病院のような小さな自治体病院が生き残るためには、何を

なすべきか。院長、副院長、事務局長は、前田町長時代からプライマリーケア、地域医療

の研究の方向に進んできていました。松前病院の玄関に松前地域医療教育センターの看板

があるのはご存じでしょう。若い医師は病院に魅力があれば、地方の病院にでも勤務する

のです。果たして、これからの町立松前病院、院長がいなくなってしまったら、他の医師

は勤務したいと思うでしょうか。今の松前病院を、この機能を失わずあり続けられるので

しょうか。町長は、いかがお考えですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) ちょっと、工藤議員が心配される部分が多々あるんだろうと思いま

す。この時期でありますので、本当にデリケートな話になると思いますので、避けたいと

いうふうに思います。ただ、松前町にマイナスにならないようなことも十分配慮しながら

考えていきたいというふうに思ってます。今、この時期でありますので、この程度の答弁

で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) ５番。

○５番(工藤松子君) ３年前からのいろいろな流れを見ておりますと、町長は、本当にこ

れだけいろんなことが起きてるんだから、ちょっと待ってくれ。院長の希望どおり進めら

れなかった、それはこうだから、ああだから、そうおっしゃってるように私には見えるん

です。気持ちが一緒であっても、例え同じことを考えていても、町長は自治体の長です、

強い権限があるのが日本の自治体の特徴です。本当に、それを十分活用して、議員さん達

がだとか、誰々がとか、もうそういう言葉は本当は聞きたくないんです。よく町長の気持

ちとか、人柄とかはわかってるので、十分そういうお答えはわかるんですが、なぜ一歩進

められなかったんですか。私は言いたいです。答弁いりません。
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次、町長は、木村院長が辞表を出したのは、どんな理由があったからだとお考えですか。

根本原因、わかるように、明快にお答えください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) どんな理由で辞表を出したのかっていうふうなことだと思います。

ご存じのように、木村院長は将来の松前病院のために地方独立行政法人化と改築を成し遂

げることが強い使命感だというふうに常々おっしゃっております。本当に身を削りながら

取り組まれてきたところだというふうに思っております。今回、定款の提案にあたり、先

程も申しましたけども、設置者である私から職員の意向を確認させていただきたいとお願

いしたところ、疲れました、次のステップに進みたいと発言されて、退職願いを提出され

たところであります。私としては、先程も申しましたように、本当に職員の身分が変わる

ような大事なことでありますので、職員の意向をきちんと確認して、独立行政法人化へ移

行後も引き続き職員の協力、理解の下で松前病院の運営が可能と判断できれば、議会に提

案しますよというふうなこともお伝えしたんでありますけども、ご理解いただけず、残念

に思っているところであります。４月１日の、１日のスタートに向けての環境整備なんだ

と、環境づくりなんですというふうな話もさせていただいたんですけども、次の、疲れま

した、次のステップに進みたい、強い意志を表明しているところであります。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) そこなんですよ、町長。手続き上、書類上、そういう部分がちょっ

と鼻についてたんでないかしら。実は、信頼関係っちゅうのはハートなんですよ。一度約

束され、そして、可能性のあるようなお互いに話をされたら、それを実行に移す。それか

ら、１回行ったからとかね、月に１回、月２回、月３回なんて数えてるんじゃなくて、ハ

ートでこの２５年１２月の約束もハートでぶつかって。そりゃあ、町長は胃をとられてる

し、飲もうっちゅう誘いかけはできないかもしれませんよ。だけど、何となくいろんな、

日常的な話でも持っていって、ハートでぶつかることを続けておられたら、こんな結果に

はならなかったんでないかと思います。

決まり切ったこと、それから、こっちで決まったから持ってって通告するみたいな、そ

んな接点を持つんじゃなくて、本当に人間としての気持ちを町長のハートを持っていった

ら、院長もハートで応えてくれたはずです。私はそう思うんです。コミュニケーション不

足だと思います。だから、町長が当選されたときに、そんなに何ヶ月も置いてからじゃな

くて、何日か、何週間後に病院頼むなってもし言ってたら、また違ってたと思うんですよ。

私は、そういうものがちょっと不足だったんでないかと思うんです。

独立行政法人の手続きっていうのは、書類で押していったら１年半あれば可能なんです。

それが２年半経っても遅々としている。そういう気持ちが向こうにはあったんじゃないで

しょうか。あれがあったから、これがあったから、本当に町長忙しいのはわかります。だ

けど、本当に心でぶつかっていったら、何とかなったんじゃないかと、私は思ってるんで

す。本当に、約束は私に対しても、一般質問すればいい答えが返ってきてました。わーっ

と喜んだもんです、ですが、教えて。ところが、約束はいい言葉で返してくれる、ああ、

約束できた。ところが、実行はなかなか伴っていませんでした。優しいからですよ。だか

ら、院長と話し合いしたとき、最近の話じゃなくて。話し合いしたときに、ああ、賛成し

てくれたなって院長は思ったと思います。進めてくれるなって感じてたと思います。とこ

ろが、待てど暮らせど進まない、院長はそう思ったんじゃないんでしょうか。町の首長が

本当に信頼してくれない町に、ずっと残って頑張ってもらえると思いますか。口ではね、

思ってるから言えます。ところが、言葉っちゅうのは実際に行動で示してもらわないと通
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じません。私も、こんないいこと言ってるんですけども、本当に自分のバックを思うから、

こうやって頑張らなきゃないんですよ。本当に院長に町長の気持ち、熱意、真心が伝わる

かどうか、私も保障できません。だけど、やるべきことは言葉だけでなくて、どうぞ実行

に移してください。断られたから終わり、もう帰れって言われたから帰ってくる、それで

は伝わりません。

９月議会に、昨年の第３回定例会で、私の一般質問に対し、町長は、松前町の医療の存

亡、病院の存続の危機を乗り越えるためには、木村院長に運営を任せることが最も重要で

あると判断したと、そう答えてくれました。権限を含め、仕事のしやすい良い環境を作り

たい、これは自治体病院に対して、自治体のとるべき行動そのものです。２５年１２月１

９日に病院で院長、それから全町長である前田代議士、それから町長、それから私達見守

る会としてその場に参加させていただきました。覚書の履行、管理者権限の尊重、運営に

対する全面的協力、それを約束されました。覚書の最後のところは、住民の福祉の向上の

ため、誠意を持って協議を行う。これは、院長も町長も両方の話し合いを持とうと、道庁

が入ってそういう約束をしました。ところが、その後、町長は具体的にどういう誠意が示

されたんでしょうね。いろんなことがありました、次々と。時間的にも大変だったと思い

ます、身体の方も大変だったと思います。でも、心の傷っていうのは、与えた方が気がつ

かなくても、受けた方はなかなか治りません。３月議会に期待をして、選挙の前だからっ

ちゅうことで、それからまた、６月議会に期待をして、６月議会に期待をして、あの７日、

１４日があったんじゃないでしょうか。７日、１４日の場面だけでそうなったとは思わな

いんです。ずっと前からのいろんないきさつ上、行きがかり上、ずっとずるずるになって

しまったこの時間が、こういう大変な問題になったんじゃないかと思うんです。へき地医

療の核としての自治体病院、本当に松前の地理的なことから考えると、松前が中心になっ

て西南渡島、南檜山支えなければならない位置なんです。昔の松前の殿様のいたところで

す。プライマリーケアの一人者、第一人者を抱えていながら、本当にそのやろうとするこ

とに気がついて、町長が協力してくれなかった、木村院長は、そうとってるんだと思いま

す。今まで１０年間、医者探しの苦労もしなかった。当然のようにお医者さんが増えてい

った。そして、松前病院の果たす役割も拡大されていった。人は、みんな今ある姿がいつ

までも続くと思うんです。ところが、まあ、これに対して町長は答えられないと思います

が、みんなそのことが心配なんです。木村院長の退職は他の先生方、退職にも繋がるんじ

ゃないか、町民はそれを心配しています。医師不足が、院長がいなくなったその瞬間から

次々と発生するでしょう。残された先生方で、今までの活動を行うっていうのは、非常に

重労働、過労、ストレス、大変なものがあると思います。どんな方法で医師不足、医師確

保可能だと町長は考えておられますか。答弁願います。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 医師確保につきましては、道立病院から町立に移管して、その段階

から大変であることは十分認識しておりますし、職員もそれは了解、理解しているものだ

というふうに思います。しかしながら、今、現状、慰留をさせていただいている中でです

ね、そのことについても、ちょっとデリケートな部分ありますので、この段階での答弁は

控えさせていただきますけども、医師対策、医師確保については、大変な苦労することは

十分認識しているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) 次に、町長が町長選でおっしゃってた、松前病院は任せてください、

あの言葉は何を意味していたでしょうか。多分、木村院長はずっといてくれる、そう信じ
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ておっしゃった言葉ではないかと思います。しかし、こういう事態になりました。新聞記

者に語った、松前に合った独立法人化された松前病院とは、町長はどんなことをイメージ

しておられたのか、具体的に施策をお話ください。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 松前に相応しい病院の話をしていただきました。先程も申しました、

本当にこう２０年、３０年後を見据えた病院づくりが今必要だろうというふうに思ってい

るところであります。従いまして、町民の皆さんの意見を聞きながら、そして、将来の財

政負担も考えながらですね、バランスのいい政策として病院は作り上げていくべきだとい

うふうに思ってますし、それを議会の皆さんの意見を聞きながら、その方向に進めるのは

私の責任だというふうに思っております。みんな、町民手作りの病院が必要になるだろう

というふうに思ってますので、いろんな皆さんのご意見が参考になるだろうというふうに

思っているところであります。

○議長(伊藤幸司君) ５番。

○５番(工藤松子君) それは、福原議員にもそういうお答えがありましたので。町長、一

昨年でしたか、松前町主催の医療関係の後援会の夕べってのがセンターでありましたね。

その挨拶の中で、本当に町長は松前病院のことをよくわかってて、そして、やってるんだ

なっちゅう、そういう気持ちで拝聴致しました。吉岡の小笠原先生も松前病院に期待を寄

せているっちゅうお話を、ご挨拶をなさいました。地域にとって、本当に松前病院はすご

い役割を果たしている。そして、そこを核として松前町のみならず、この西部の道南一帯

を何とか盛り上げていこうっていう野心は木村院長にあったと思います。現在の松前病院

の機能維持しつつ、更に今後必要となる地域包括医療、そういうものも含め、町民の将来

の医療、介護に向け、中心となってくれる病院であり続ける、そういう松前病院にするた

め、町長の考えは単なる一病院としてではなく、失礼ですが、この部分、議会時報の伊関

友伸先生の「へき地医療の核としての自治体病院のあり方」っちゅう部分を、これは、私

の９月の一般質問のとき使った資料だったんで、町長にお読みになりましたかったら、見

てないっていうことで、本当に、これからこういうへき地にある小さい病院が、どういう

形に進んでいかなければいけないかってことが書いてあります。まだまだ足りない部分、

たった４ページしかないので、もっと深く先生からのお話も聞いて、木村院長からのお話

も聞いて、これから松前町の進むべき姿、それを研究していただきたいと思います。ご答

弁はいりません。

町長、あなたも６０の年を聞きました。娘はいつもゆきの父さん、いじめんな、そう言

ってます。だけど、本当に私のバックにいる人方のことを考え、いじめるわけじゃなくて、

町長に頑張ってほしいんです。松前町民の命と健康をどのようにして守るのか、自治体病

院を守り、もって、町民の命を守るのが町の首長の責任と考えるのが町長の気持ちだと思

います。この事態、木村院長の辞職と病院の今後について、地域説明会を細かく行ってい

ただきたいと思うんです。７月中に開催することをぜひお約束ください。いかがですか。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 十二分に検討させていただきたいというふうに思っております。先

程から申し上げておりますように、今回の町長選挙、まさしく病院が争点の選挙だったと

いうふうに思ってます。大変厳しい選挙戦でありました。いろいろご指摘受けております

けども、私ども、病院をなくすると、そんな思いは一切ございません。町民みんな、この

病院を大事にしているものだというふうに思っておりますので、病院の存続のためにこれ

からも町長として、工藤議員おっしゃるように、町民の健康と命を守るのは町長の責任で
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ありますので、きちんと真摯に取り組ませて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) ５番。

○５番(工藤松子君) 町長を応援した人方も、みんな松前病院は町長が守ってくれるもの

と思って信じているんです。ぜひ、１箇所、２箇所ではなくて、各地域に入ってやってく

ださい。１箇所でも、まず７月中にお願いします。答弁求めます。

○議長(伊藤幸司君) 町長。

○町長(石山英雄君) 先程も申しました、検討させていただきたいというふうに思います。

しかしながら、厳しい選挙戦戦ってきたこともですね、どんな町でどんな選挙だったと思

います、工藤議員、ちゃんと確認していただきたいというふうに思います。私にも後援者

がおりますので、きちんと相談させていただきたいというふうに思います。

○議長(伊藤幸司君) 以上で通告のあった一般質問を終わります。

議事日程協議のため、議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩致します。

(休憩 午後 ３時２２分)

(再開 午後 ３時４０分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) 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４０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、議案第４０号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました、議案第４０号、特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、その内容

をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。下段の説明欄です。

労働安全衛生法の改正が行われ、５０人以上の事業所では、当該事業所が常時使用する労

働者に対して、心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）の実施が

義務付けられたところであります。ストレスチェックの実施については、産業医を通じた

中で行うこととなり、現行の産業医に対しては、報酬の規定を設けておりませんが、今後

はストレスチェックの受験結果に基づく面接指導等を行うなど、業務量が増加することか

ら、産業医の報酬の規定を設けるため、条例の一部を改正しようとするものであります。
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改正案の内容でございます。別表３の改正であります。改正案の下線部分のとおり、区

分として「産業医」、報酬の額として「年額 １２万円」を加えようとするものでありま

す。

附則としまして、この条例は平成２８年７月１日から施行致そうとするものであります。

以上が議案第４０号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第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 松前町奨学資金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１０、議案第４１号、松前町奨学資金条例の一部を改正する

条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) ただ今議題となりました議案第４１号、松前町奨学資金条例

の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表、下の説明欄をご覧願います。３ページ

目でございます。本条例の改正は、奨学資金貸付額を明確にし、申請者の利用促進を図り、

申請者の利用推進を図り、高校等在学時に貸し付けを受けた奨学生が卒業及び終了後に町

内に居住した場合の奨学資金の償還債務の免除を設け、更に松前高等学校の入学者確保と

存続を支援するため、条例を改正しようとするものでございます。

その内容でございますが、新旧対照表１ページにお戻り願います。現行欄の第２条に改

正案のとおり、学校教育法に関する法律を加えるものです。

次に、第５条を改め、見出しを「(奨学資金の額等)」とし、奨学資金の貸し付けを行う

ことができる学校と月額の区分を第１項第１号高等学校、高等専門学校又は専修学校（高

等課程）の奨学生に対しては、月額２万円以内、第２号専修学校（専門課程）又は大学の

奨学生に対しては、月額３万円以内と明確にしております。

次に、第６条は、見出しに「及び償還猶予」を付け加え、第３項として、奨学資金の貸

付を受けた者に対し、各号に該当するときは必要と認める期間、奨学金の償還を猶予する

ことができるように追加するものでございます。第１号災害又は疾病により償還が困難と

なったとき。第２号法に定める学校に在学しているとき。第３号松前町に住所を有し、引

き続き居住するとき。第４号その他町長が特別の事由により認めたとき。なお、第１号、

第２号及び第４号は要綱で定めておりましたが、条例に規定し、第３号は新たに規定する

奨学資金の償還債務の免除の関係から、町内に住所を有し、引き続き居住する場合に償還
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猶予を行うことができるように致そうとするものでございます。

次に、２ページでございます。第８条は、奨学金の償還猶予について、虚偽の申請をし

たときの取り消しでございます。

次に、第１１条は、奨学金の償還債務の免除でございます。第１項は、奨学資金の貸付

を受けた者が学校を卒業及び終了後に松前町に各号のとおり居住した場合に、奨学金の未

償還分の債務を全部免除しようとするものでございます。ただし、奨学金を滞納している

場合は対象と致しません。第１号は、松前高校に入学した奨学生が、貸し付けを受けた期

間と同等期間を居住した場合。第２号は、松前高校以外の高等学校、高等専門学校及び専

修学校（高等課程）に入学した奨学生が、貸し付けを受けた期間の二倍に相当する期間を

居住した場合でございます。第２項は、居住期間の月数に応じての免除について規定して

ございます。

次に、第１２条は、奨学金の償還債務の免除について、虚偽の申請をしたときの取り消

しでございます。

次に、３ページでございます。第１３条は、規則への委任でございます。

附則として、施行期日は、１、この条例は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日

から適用する。経過措置でございます。２、この条例による改正後の第５条、第６条第３

項第３号、第８条、第１１条及び第１２条の規定は、平成２８年度以後に奨学資金の貸付

を開始した者について適用し、平成２８年３月３１日までに奨学資金を貸付した者につい

ては、なお、従前の例によるでございます。

以上が、議案第４１号、松前町奨学資金条例の一部を改正する条例制定についてでござ

います。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長(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) ちょっと、対照、新旧対照表１ページ、この奨学金の額というのは

どっかこう参考にして作ったのかなあと思って。全道的にはどうなのかなあと思ってまし

た。

その次に、奨学金の償還及び償還の猶予、(４)その他町長が特別の事由により認めたと

きというと、これどういうふうなものなのか。

それと三つ目、奨学金の償還債務の免除、受けた者の居住期間、こう書いてます。松前

町にいた場合、まあ、勤めた場合ですよね。これ松前町に勤めがない場合は、奨学金は償

還しなければならないんですね、どうしてもね。それで、給付型の導入は検討してみなか

ったんでしょうか。以上４点。

○議長(伊藤幸司君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 奨学資金の貸付額について、検討した結果でございますが、

松前町の奨学資金条例第５条によりまして、予算の範囲内となっておりますので、これは

貸付申請者によって違いますが、今のところ概ね高校は月額１万２千円、大学については

月額１万５千円を想定しておりました。改正にする段階におきましては、渡島檜山管内の

各町の事情を調査したところ、高校におきましては１万円から２万９千円、平均すると２

万円、また、大学におきましては１万９千円から５万７千円と、平均しますと３万円とい

うところでございました。

そうして、条例第６条のところでですね、第３項の第４号その他町長が特別の事由に認

めるときという、その理由とはってことでございますが、第１号から第３号まで該当しな

い場合を想定しております。
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次に、松前町に勤めた場合は奨学金の免除の対象にするのかということでございました

が、これについては居住した場合というふうなことでございますので、例えば、両親の面

倒をみるために帰ってきた場合、仕事がしてない場合も想定しまして、居住した場合とい

うふうに考えてございました。

それと、給付型の奨学資金についてでございます。これについては、情報によりますと、

現在全国レベルで奨学資金の貸し付けを行っております日本学生支援機構の利用者の方が

年々増え続けておりますが、就職しても低賃金などで返済に苦労してるということで、約

３２万人の奨学生が貸し付けを滞納してるというふうな状況でございます。そのことを踏

まえまして、国の方では給付型の奨学資金について検討しているところでございますが、

結果はまだ出てないというところでございます。もし、国の方の給付型奨学資金が決定さ

れた場合には、条例改正も必要であれば、そのように検討していくというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) 奨学金の償還債務の免除、何かこう借りたは借りたと、そして、松

前に居住地があればいいと。何かちょっと大雑把に、そして、結構ゆるいなあというふう

に思ったもんですから質問したわけです。それで、もっとちょっと整理したらいいかなあ

と、厳しくてもいいかなあという気持ちにはなりました。なぜかって言うと、やはり松前

でやはり勤めて、職を求めて、そして勤めていただいて居住するということ原則にしたら

いいんでないかなあという気がしたものですから、答弁をお願いしたんです。

それと、その他、１ページのその他町長が特別な事由により認めたときって言うのは、

この(１)、２、３、これを除いたものという判断でいいね。それじゃあ、１点目だけ。

○議長(伊藤幸司君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 償還債務の免除についてのご質問でございます。当初、就業

した場合というふうに考えていたわけなんですが、松前町も高齢化が進んでございますの

で、やはり両親の、先程申し上げましたように、子どもが面倒みるために帰ってくるとい

うことを想定して、「就業」でなく、「居住」というふうに考えてございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

９番。

○９番(梶谷康介君) 本来、この奨学資金の性格って言うのは、向学心に燃えている人の

進学を助けてあげるっていうのが趣旨かなあと、私はそういうふうに理解してますけども、

今回のこの条例改正の意図っていうのはね、どこにあるのかなと。まあ、私なりに解釈す

る中では、松前町に住んでほしいとか、そういう願いも含まれているような気もしますけ

れども、そのとおりですか。そして、更にその効果ってのはどう考えてるんですか。お尋

ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 教育長。

○教育長(宮島武司君) 今回の奨学金の改正条例案の上程の趣旨はどうかというふうなこ

とでございます。前段、改正趣旨についてご説明申し上げましたけれども、今梶谷議員お

っしゃるようにですね、先程斉藤議員からもお話がありました、高校生がどう考えている

のかというふうなアンケート調査の結果にもありますように、将来的には松前町に帰って

きたい、松前町に住みたいって方がかなりな数がおられます。そういうふうな観点から、

もう１点は、高校支援、松高に対する支援、それから定住促進を図っていきたい。松高に

在学する生徒については、松高でもって奨学資金を受けた同期間において、同じ期間松前
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町に住んだ時点で全額免除。そして、もう一つ、松前町、松前の高校に特化したわけでは

なくて、他の高校に進学した場合においてですね、２倍になりますけども、３年間であれ

ば６年間松前町に住んでる段階でもって免除するというふうな、三つの目的をもって今回

は条例改正案を提案したところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。

今回でございますけれど、申し訳ございません、これからですね、本年からスタートす

るわけでございまして、この免除的なものにつきましては、現在先程も高校支援の関係で

ございましたけれども、松前高校に上がっていただきたいというふうな提案も一つござい

ます。実は、先程もお話しましたけれども、２３年度に一間口になって、そして、現在、

去年まで二間口でございましたけれども、今年は一間口というふうな状況でございます。

更に、詳しくお話しますと、来年度、中学校が５１人の卒業生がおりますけれども、その

内に第１、第２希望を含めて今松高への進学を考えている子どもさんが４１人から４３人

いるというふうな状況もございますので、松高への進学率を高めるというふうなことも考

えているところでございます。更には、将来的には、この免除制度によって、松前に定住

してくれる高校生が出てくるのかなあというふうなことも考えているところでございます

ので、ご理解いただきたいと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) 趣旨はわかりました。金額も提示してあります、予算の取り方とし

ては何人分とか、今年はこれぐらい、そういう想定はされてますか。お尋ね致します。

○議長(伊藤幸司君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) ただ今、４月に当初予算で計上して確定しておりますのが、

高校生の分として１万２千円月額５人分を年間という形で考えています。これに、今回補

正予算に計上しております、補正は月額２万円に上げた場合、そして、更に大学生の方の

方が申し込みきた場合という形で、今回７２万円の当初予算から３２万円増やしまして、

１０４万円を考えてございます。人数は、当初５人考えておりましたが、人数は変わらず

高校生が３人、大学生が２人というふうに考えております。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

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３９号 平成２８年度松前町一般会計補正予算(第２回)

○議長(伊藤幸司君) 日程第１１、議案第３９号、平成２８年度松前町一般会計補正予算

（第２回）を議題と致します。

提出者の説明を求めます。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３９号、平成２８
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年度松前町一般会計補正予算(第２回)について、その内容をご説明申し上げます。

平成２８年度松前町の一般会計補正予算(第２回)は、次に定めるところによろうとする

ものでございます。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億

１千９７９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億４千９２５

万８千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、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を申し上げます。１４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、５５４万円の計上です。１節産業医報酬１

人分として９万円の計上です。また、１３節職員ストレスチェック検査業務委託料として、

１７万９千円の計上です。これは、先程議決をいただきました労働安全衛生法の一部改正

により、５０人以上の事業所では労働者に対し、医師、保健師による心理的な負担の程度

を把握するストレスチェックが義務付けられたことから、その検査業務と面接指導実施す

るため、その費用の計上分でございます。次に、社会保障税番号システム改修業務委託料

として、５２７万１千円の計上です。これは、マイナンバー制度運用に伴い、国が行政情

報システムの整備改修に平成２６年度から２８年度までの３年間において、総務省の管轄

分と厚生労働省管轄分の情報システムの構築整備を行うこととなっており、今回２８年度

最終年度構築分の計上分でございます。３目財産管理費で、２１３万９千円の計上です。

１５節福山地区職員住宅屋根葺き替え工事請負費として、２１３万９千円の計上です。当

該住宅は、昭和６２年建築で、２９年経過しており、屋根の老朽化による雨漏りもあるこ

とから屋根の葺き替え費用の計上分でございます。なお、事業概要は参考資料４１ページ

に掲げておりますのでご参照願います。５目地域振興費で、３５８万１千円の計上です。

１２節ふれあい交流センター管理手数料として、７万６千円の計上です。これは、ふれあ

い交流センターのし尿汲み取り手数料の計上分でございます。１５節街なみ環境整備案内

板設置工事請負費として、１００万５千円の計上です。これは、街なみの景観形成のため、

案内板を２基設置しようとするものでございます。なお、事業概要は参考資料４０ページ

に掲げておりますのでご参照願います。１９節一般コミュニティ助成事業補助金、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、博多町内会のイベント用ガ

ーデンセットをアルミテーブル２４台、アルミ椅子１２０脚の購入に関わる費用助成分と

して、観光協会や商工会の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。

１５ページです。３款１項１目社会福祉総務費で、１千６７０万８千円の計上です。４

節共済費から１６ページの１９節負担金補助及び交付金まで、臨時福祉給付金に関わる費

用の計上です。これは、平成２６年４月から消費税が８％に引き上げられたことに伴い、

低所得者に対し、臨時的な措置として１人当たり３千円を臨時福祉給付金として支給しよ

うとするもので、臨時職員を５ヶ月間雇用し、その対応にあたることとしており、予定対

象者と致しましては、３千人を見込んだところでございます。また、１９節年金生活者等

支援臨時福祉給付金として、４５０万円の計上です。これは、臨時福祉給付金対象者のう

ち、障害年金、遺族基礎年金支給対象者に対し、１人当たり３万円を支給致そうとするも
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ので、約１５０人分を見込んでの計上分でございます。なお、事業概要は参考資料４２ペ

ージに掲げておりますのでご参照願います。２目社会福祉施設費で、５１万９千円の計上

です。１３節館浜生活改善センターアスベスト調査業務委託料で１９万５千円、及び旧館

浜小学校アスベスト調査業務委託料として３２万４千円の計上です。これは、本年度解体

予定の旧館浜小学校のアスベスト調査を実施し、アスベストの飛散防止対策等、人体への

影響に配慮するためで、館浜生活改善センターについても同時に実施を致そうとするもの

でございます。３目老人福祉費で、１８８万３千円の計上です。１５節静浦老人憩いの家

屋根葺き替え工事請負費で、１８８万３千円の計上です。これは、昭和５２年建設のため、

既に建築後３９年が経過し、老朽化がひどく、一部雨漏りもあるため、早急に葺き替えを

要することから、その費用の計上分です。なお、事業概要は参考資料４１ページに掲げて

おりますのでご参照願います。

１７ページです。４款１項２目母子保健費で、１５９万６千円の計上です。１９節妊産

婦安心出産支援補助金として、１５９万６千円の計上です。これは、今年度より北海道の

補助内容が変更となったことにより、町内の妊産婦が町外の産科医療機関において出産の

ための健康診査を受けた者に対し、交通費及び出産のための宿泊費を補助致そうとするも

のでございます。なお、事業概要は参考資料４３ページに掲げておりますのでご参照を願

います。

１８ページです。６款１項３目畜産業費で、１０８万２千円の計上です。１３節家畜人

工授精業務委託料として、６０万３千円の計上です。これは、今まで人工授精業務を職員

２名体制で実施しており、欠員によりこれが１名となることから、人工授精業務に支障が

生じるため、家畜人工授精師の資格を有するものと委託契約を締結し、対応を致そうとす

るもので、その費用の計上分でございます。１７節牧場及び採草用地購入費として、４７

万９千円の計上です。これは、現在賃貸契約をしている牧場用地について、大阪府在住の

土地所有者から売り払いの申し出でがあり、牧場拠点を札前、館浜に集約していることか

ら、その購入費用の計上分です。なお、事業概要は参考資料４４ページに掲げております

のでご参照願います。

１９ページです。３項１目水産業振興費で、５千３５２万５千円の計上です。９節増養

殖試験施設等調査費用弁償として、１３万３千円の計上です。これは、北海道大学水産学

部の協力を得て、ノリ等海藻類増殖対策の研修会及びノリの成育追跡調査を実施するもの

で、その費用の計上分でございます。１５節唐津地区海岸護岸工事請負費として、８９２

万１千円の計上です。これは、唐津地区の道の駅下の護岸が、永年の荒波などによる浸食

で一部大きく削られており、その修復費用の計上分です。なお、事業概要につきましては

参考資料４５ページに掲げておりますのでご参照願います。１９節水産基盤整備事業負担

金（漁港分）として、３千１２５万円の計上です。これは、清部漁港他６漁港について、

機能保全を図るため、生産基盤整備負担金としての費用計上分です。なお、事業概要は参

考資料４６ページに掲げておりますのでご参照願います。次に、漁業支援総合補助金とし

て４８３万４千円の計上です。これは、４月１７日夜半から１８日の未明にかけて、日本

海を北上した低気圧によるコンブ養殖施設が大きな被害を受けたもので、その復旧費用に

係る計上分でございます。なお、事業概要は参考資料４７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、８３８万７千円の計上です。

製氷冷蔵庫は、既に２０年経過しており、老朽化によりここ数年一部修繕などで対応して

おりましたが、部品などの調達もできない状況となっていることから、新たに入替更新整

備をし、海水氷の不足部分の鮮度保持が図られることから、その費用の計上分でございま
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す。なお、事業概要につきましては参考資料４８ページに掲げておりますのでご参照願い

ます。２目漁港管理費では、３３万９千円の計上です。これは、北海道海岸漂着物等地域

対策推進事業補助金の活用による漁港内の漁網などの漂着物に関わるゴミ袋の消耗品や、

ゴミ処理手数料の計上分でございます。３目漁民センター費で、５４万７千円の計上です。

１１節修繕料として、５４万７千円の計上です。これは、老朽化に伴い、屋根の破風が永

年の風雨により腐蝕しており、修繕を要することからその費用の計上分でございます。

２０ページです。７款１項１目商工振興費で、４千万円の計上です。１９節商工事業者

経営改善等支援補助金として、４千万円の計上です。これは、町内における商工事業者の

経営の安定化を図るため、店舗、工場の改修や設備の更新、更には商品の開発や販路開拓

などに関わる事業費に対し、その一部を補助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参考資料４９ページに掲げておりますのでご参照を願います。２目観

光振興費で、２３５万円の計上です。１９節松前グルメ観光ＰＲ事業負担金、松前城下マ

グロまつり分として、２３０万円の計上です。これは、２７年度補正予算で地域創生加速

化対策事業の不採択に伴い、町負担となることから、財源確保のため、市町村振興協会助

成申請を行うため、今回補正計上を致そうとするものでございます。次に、北前船寄港地

フォーラムｉｎ江差実行委員会負担金として、５万円の計上です。これは、江戸中期から

明治中期にかけて活躍した北前船の寄港地が連携し、広域にわたる地域の活性化を図り、

交流を深めるため、本年１１月の１１日から１２日にかけて江差町で開催のため、その一

部負担金の計上分でございます。４目公園費で、３７８万円の計上です。１３節公園管理

用地測量委託料として、３７８万円の計上です。これは、松前公園整備計画に基づき、桜

の保護・育成計画ゾーンとなっている民有地を購入予定のため、確定測量に関わる費用計

上分でございます。６目北前船記念公園費で、２１６万円の計上です。１３節総合管理施

設パノラマ展望テラス調査設計業務委託料として、２１６万円の計上です。これは、道の

駅海岸側にパノラマ展望テラスの建設を計画していることから、その地質調査及び実施設

計についての費用計上分でございます。

２１ページです。８款２項２目道路新設改良費で、６４１万６千円の計上です。１３節

町道改良用地測量委託料として、１０８万円の計上です。これは、二越地区の町道整備に

あたり、私有地が道路敷地となっている可能性があることから、用地確定のため、測量費

用の計上分でございます。次に、道道松前港線改良用地測量委託料として、５３３万６千

円の計上です。これは、道道松前港線改良事業唐津地区延伸に伴う用地測量で、調査箇所

７６筆を予定しての計上分でございます。なお、事業概要は参考資料５０ページに掲げて

おりますのでご参照願います。３目橋りょう新設改良費で、９０８万３千円の計上です。

１５節原口１号橋改良工事請負費として、９０８万３千円の計上です。これは、長寿命化

計画に基づき、老朽化に伴い橋りょうの劣化が激しいため、架替工事費用の計上でござい

ます。なお、事業概要は参考資料５１ページに掲げておりますのでご参照願います。

２２ページです。５項１目住宅管理費で、１１９万３千円の計上です。１１節町営住宅

管理修繕料として、１１９万３千円の計上です。これは、平成１５年と１６年に建設した

豊岡第１団地６棟１２戸について、トイレ洗浄便座の取替修繕費用の計上分でございます。

２目住宅建設費で、９千２０３万９千円の計上です。９節旅費から２２節保障・補てん及

び賠償金まで、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３団地Ｃ棟

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、事業概要は参考資料５２ペー

ジに掲げておりますのでご参照願います。

２３ページです。９款１項２目災害対策費で、８６４万円の計上です。１３節防災行政
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無線整備電波伝搬調査設計業務委託料として、８６４万円の計上です。これは、老朽化し

た防災行政無線のデジタル化を図るため、来年度、防災行政無線の更新を予定しているこ

とから、町内全域のデジタル化の伝搬調査及び設計委託費用の計上分でございます。

２４ページです。１０款１項３目教育振興費で、４５４万２千円の計上です。８節報償

費から９節旅費まで、教育支援包括連携で１１万４千円の計上です。これは、函館大谷短

期大学との包括連携協定による２回の公園を予定しており、１２月にいじめ防止予防セミ

ナーの開催、更に２回目はスマホ・携帯電話利用ルールづくりセミナーを開催予定のため、

その費用の計上分でございます。１２節松前高等学校支援手数料で、４千円の計上です。

これは、高校支援事業等の周知用ＰＲのための折り込み手数料の計上分でございます。１

９節松前町対外活動選手等派遣補助金として、２９万１千円の計上です。これは、松前町

を代表して全道や全国規模の大会に出場する選手を派遣する場合に、その経費を助成する

もので、宿泊費等の高騰により、職員の旅費規程に準じて補助要綱改正にしたことによる

追加費用の計上です。次に、松前高等学校通学生交通費等補助金として、９０万円の計上

です。これは、町外から松前高校に入学する生徒に対し、下宿費の補助を行うもので、補

助要綱の改正により、限度額を月額２万５千円から５万円に引き上げたため、２名分の対

象者に関わるその費用の計上分でございます。次に、松前高等学校生各種資格取得費補助

金として、２１万３千円の計上です。これは、要綱の改正により、珠算、簿記、漢字、英

語検定等、従来資格検定合格者に対し助成しておりましたが、資格取得に挑戦する意欲の

あるものに対し、検定等の全受講者に助成を致そうとするもので、追加費用の計上分です。

次に、松前高等学校生見学旅行費用補助金として、２７０万円の計上です。これは、生徒

の見学旅行に要する費用の一部を助成することにより、保護者の負担軽減を図り、参加し

やすい環境を整えるため、その費用の計上分でございます。２１節奨学資金貸付金で、３

２万円の計上です。これは、奨学金の償還債務の免除を設けるとともに、松前高等学校の

入学者確保と存続を支援するため、松前町奨学資金条例の改正に伴い、貸付額の増額変更

による費用の計上分でございます。なお、教育支援事業の概要につきましては、参考資料

３７ページから３８ページに掲げておりますのでご参照願います。

２５ページです。２項１目学校管理費で、１千９４３万３千円の計上です。１３節松城

小学校給排水暖房設備等調査業務委託料として、１０３万６千円の計上です。これは、今

年１月２５日に給食準備室床下の暖房給水管が腐蝕により漏水したことから校舎全体の暖

房設備の劣化状況を把握し、今後の改修に必要なため、その費用の計上分でございます。

１４節ＩＣＴ教育推進情報通信機器借上料として、２８１万８千円の計上です。これは、

平成２２年に導入した児童用パソコンが５年以上経過し、機器の故障や不具合が増加して

おり、更に導入時のサーバー機及びＯＳのサポートが終了しているため、新たに長期契約

によりタブレット端末を借り上げ、小学校５、６年生に割り当て、一人一人の能力や特性

に合わせた個別学習や、子ども達が教え合う共同学習を深めるため、その費用の計上分で

ございます。１８節ＩＣＴ教育推進備品購入費として、１千５５７万９千円の計上です。

これは、公務用パソコン４１台分と、教育支援ソフト等の購入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３９ページに掲げておりますのでご参照願います。

２６ページです。３項１目学校管理費で、１千２５７万３千円の計上です。４節共済費

から７節賃金まで、特別支援教育支援員事業として、１３７万４千円の計上です。これは、

平成２８年度に特別支援教育を必要とする障害のある生徒が１０名となったことにより、

学習や生活の支援を行うため、支援員２名を配置し、その費用の計上分でございます。１

８節ＩＣＴ教育推進備品購入費で、１千１１９万９千円の計上です。これは、平成２２年
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に導入した公務用パソコンが５年以上経過し、ＯＳのサポートが終了しているため、新た

に松前中学校校務用パソコン２３台分と教育支援ソフト等の購入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３９ページに掲げておりますのでご参照願い

ます。

２７ページです。４項２目公民館費で、３７万２千円の計上です。７節賃金から１４節

使用料及び賃借料まで、姉妹都市交流事業として、３７万２千円の計上です。これは、福

島県伊達市の梁川中学校と松前中学校の生徒会の交流事業で、今年８月１日から３日まで

の予定で梁川中学校生徒６名と引率者４名が来訪し、交流を図るため、その費用の計上分

でございます。なお、事業概要は参考資料５３ページに掲げておりますのでご参照願いま

す。

２８ページです。４目社会教育施設管理費で、８０８万４千円の計上です。４節から７

節町民総合センター管理事業で、総合センター体育館等の管理及び周辺環境整備のため、

臨時職員１名分の雇用に係る費用の計上分でございます。１５節町民総合センター外壁等

塗装工事請負費として、６０８万１千円の計上です。これは、町民総合センターの裏側の

外壁が劣化により開口部などコーキング前面塗装が必要なことから、その費用の計上分で

ございます。なお、事業概要は参考資料４１ページに掲げておりますのでご参照を願いま

す。５目文化財費で、１４３万５千円の計上です。１３節旧小島中学校アスベスト調査業

務委託料として、１４３万５千円の計上です。これは、旧小島中学校の老朽化に伴い、解

体を予定していることから、建築物解体に関わる作業員や周辺環境への影響を配慮し、ア

スベストの飛散防止対策のため、調査費用の計上分でございます。６目史跡保存整備費で、

６２万９千円の計上です。１１節史跡保存整備修繕料として、６２万９千円の計上です。

これは、神明石切場の土砂崩落沈殿地周辺に設置した土のうが劣化し、土のう袋が破損し

ており、土のうの撤去とコンクリート崩壊ブロックの設置費用の計上分でございます。

２９ページです。５項１目保健体育総務費で、４２万円の計上です。１１節消耗品費と

して、３１万１千円の計上です。これは、奨学生と一般成人の健康維持を図るため、誰で

も気軽にできる縄跳びを普及させるため、町民縄跳び大会を実施するもので、デジタルカ

ウンター付き縄跳び及びゼッケン番号の購入費用の計上分です。１８節備品購入費として、

１０万９千円の計上です。これは、縄跳び大会等に使うスポーツカウンターとスポーツカ

ウンター用スタンドの購入費用の計上分でございます。２目体育施設費で、１千８１９万

円の計上です。１１節町民野球場管理修繕料として、２７万９千円の計上です。これは、

町民野球場照明機器の故障により、分電盤の修理や電球の取替等に係る費用の計上分でご

ざいます。１５節江良町民体育館屋根葺き替え工事請負費として、１千５８７万６千円の

計上です。これは、社会教育や地域活動の場として施設機能の確保を図るため、既に建設

後４０年以上経過し、屋根の老朽化が著しいため、屋根の葺き替え工事費用の計上分でご

ざいます。１８節町民野球場管理備品購入費として、２０３万５千円の計上です。これは、

野球場管理のための乗用芝刈り機ガーデントラクターと付属品の購入費用の計上分でござ

います。なお、事業概要は参考資料５４ページに掲げておりますのでご参照願います。３

目学校給食費で、財源更正でございます。

３０ページです。１３款１項１目職員給与費で、１００万円の計上です。３節時間外勤

務手当として、１００万円の計上です。これは、今年も臨時福祉給付金が実施され、その

事務に関わる職員の時間外勤務手当として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、１千３２万６千円の計上で
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す。財政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、３７０万円の計上です。これは、歳出で計上して

おりますマイナンバー制度システム改修に関わる国庫補助金の計上です。また、社会資本

整備総合交付金街なみ環境整備分として５０万円の計上です。歳出で計上しています街な

み環境整備案内板設置に対する国庫補助金の計上分です。２目民生費国庫補助金１節社会

福祉費補助金で、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金として、４５０万円の

計上です。また、臨時福祉給付金給付事業補助金として、１千３１０万円の計上です。こ

れは、いずれも歳出で計上しております臨時福祉給付金事業に対する国庫補助金の計上で

ございます。５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、４千３８１万７千円の計上です。これは、歳出で計上しております町営

住宅建設事業に対する国庫補助金の計上です。

９ページです。１４款２項２目民生費道補助金１節社会福祉費補助金で、妊産婦安心出

産支援事業費補助金として、５３万２千円の計上です。歳出で計上しています妊産婦安心

出産支援事業に対する道費負担金の計上分でございます。３目農林水産業費道補助金３節

水産業費補助金で、地域づくり総合交付金松前製氷冷蔵庫整備事業分として、５３０万円

の計上です。また、漁業支援総合補助事業分として、２５０万円の計上です。更に、海岸

漂着物等地域対策推進事業補助金として、６３万４千円の計上です。いずれも歳出で計上

しています事業に対する道補助金の計上分でございます。

１０ページです。１５款２項２目物品売払収入１節物品売払収入で、車両売払代金とし

て、１００万円の計上です。これは、新たな給食センターの設置に伴い、２台体制で運搬

していたものが１台で可能となったことにより、１台分の給食運搬車を売り払いするもの

で、売払車両は平成２１年車で、走行距離が１３万キロとなっているものでございます。

１１ページです。１８款１項１目繰越金１節繰越金で、前年度繰越金として、１億５千

２９９万９千円の計上です。これは、行政報告にもありましたように、平成２７年度一般

会計決算剰余金実質収支額が３億６７２万１千８９円となり、このうち財政調整基金に１

億５千３７２万１千８９円を積み立てし、残りを２８年度へ繰り越しして使用するため、

１億５千２９９万９千円を計上致そうとするものでございます。

１２ページです。１９款５項５目学校給食収入１節学校給食収入で、学校給食代金現年

度分として、４７８万４千円の減額計上です。これは、保護者の経済的負担を軽減するた

め、給食費の２分の１を軽減するもので、本年７月から実施を致そうとするものでござい

ます。なお、事業概要は参考資料３７ページに掲げておりますので願います。６目雑入１

節雑入で、雇用保険料等個人負担分として、３３万７千円の計上です。これは、歳出で計

上しています臨時福祉給付金事業などに係わる雇用保険料の計上分です。次に、北海道市

町村振興協会助成金移住・定住推進事業分として、２３万７千円の計上です。これは、本

年１０月に移住・定住セミナーを開催することから、その助成金となってございます。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、歳出で計上しています博多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。

１３ページです。２０款１項３目農林水産業債２節水産業債で、水産基盤整備事業負担

債（漁港分）として、２千５９０万円の計上です。次に、４目土木債１節道路橋りょう債

で、橋りょう整備事業債として、９００万円の計上です。また、２節住宅債で公営住宅建

設事業債として、４千７７０万円の計上です。これは、それぞれの事業に対し、起債充当
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見込額を計上したところでございます。

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４７億２千９４６万円、

これに３億１千９７９万８千円を増額補正致しまして、補正後の額を５０億４千９２５万

８千円に致そうとするものでございます。

３ページです。歳出です。歳出につきましても歳入同様、補正前の額に３億１千９７９

万８千円を増額補正致しまして、補正後の額を５０億４千９２５万８千円に致そうとする

ものでございます。

４ページです。第２表地方債補正です。(１)追加の分として、水産基盤整備事業負担金

(漁港分)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、橋りょう整備事業他１件について、記載のとおり限度額をそれぞれ補正

後の金額に変更を致そうとするものでございます。

以上が議案第３９号です。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○議長(伊藤幸司君) 説明が終わりました。

◎延会宣告

○議長(伊藤幸司君) お諮り致します。

本日の会議はこの程度に留め、延会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(「異議なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定致します。

本日は、これをもって延会致します。

なお、明日の会議時間は午前１０時とし、議事日程は当日配布致します。

どうもご苦労様でした。

(延会 午後 ４時３２分)
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（開会 午前１０時００分）

◎開議宣告

○議長(伊藤幸司君) おはようございます。

直ちに本日の会議を開きます。

◎諸般の報告・議事日程

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

の通りです。

◎会議録署名議員の指名

○議長(伊藤幸司君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、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。

◎議案第３９号 平成２８年度一般会会計補正予算（第２回）

○議長(伊藤幸司君) 日程第２、議案第３９号、平成２８年度一般会会計補正予算（第２

回）を議題と致します。

既に提出者の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

５番。

○５番(工藤松子君) この補正予算の部分ですが、この議案もって見えた副町長からもお

話はお聞きしてたんですが、その給食費の補助の部分ですが、給食費値上げしなきゃない

っちゅうその部分はわかっておりました、もう、いろんな状況もありまして。ところが、

最初に給食費ゼロって出して、それで値上げした部分を入れて、そして半分にするっちゅ

う、そういう案だったんですが。予算書によると２９ページ、それから、概要の説明の部

分が３７ページです。その保護者の経済的な負担軽減っていう部分ではよくわかるんです

けども、それに町長の公約でもあるっていう部分があると思うんですが、どうもばらまき

的に思うんですよ。値上げした分を削減するって言うか、そこを補助にするっちゅうのは

私的には補助してもいいなあとは思うんですが、こういうやり方はちょっといかがなもの

かなと思ってます。

それから、次ですが、松高生の見学旅行費用補助金っていうんですか、これは２４ペー

ジ、それから資料の方は３８ページで、これも今まで修学旅行のときに補助してたってい

う経緯がないもんですから、これも町長の公約の部分かなと思いますが、これも何かサー

ビスだなっちゅう気がするんですよ。

それから、松高生の交通費補助金の部分ですが、これ、町外からの入学生確保のために、

町外から来た人方に全額交通費補助っちゅう部分で、これは実際どのぐらい松高に来てる

町外の人方が、生徒がいるのかな、こう思いまして、これはもしいるんであれば、余所か

ら人を呼び込むっていうことではいいかなあとは思うんですが、どうもその全額補助っち
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ゅう部分で、これも引っ掛かっておりました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) ただ今、工藤議員から質問ありました給食費の値上げと減額

についてということで、ご質問ありました。これにつきましては、平成２５年度あたりか

らですね、この値上げについては必要ということで、教育委員会及び学校給食運営委員会

の中で議論してきた経緯があります。そして、値上げの額等につきましては、新しい給食

センターが稼働し、米飯給食が行われ、そして、献立が変更になるということで値上げの

額を決定してきたところでございます。その中で、この値上げすることによって、保護者

の経済的負担が増すということの観点から、この給食、学校給食運営委員会、教育委員会

におきまして、値上げを決定するのに合わせまして、政策的支援、そして負担軽減のため

にですね、町長の方に要望書が提出され、今回２分の１ということの軽減をですね、提案

しているところでございます。これによりまして、保護者の経済的負担、そして、家庭の

生活環境、そして、安心して子どもが産み育てる町の環境づくりを進めたいということで

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、見学旅行の件につきまして、交通費の補助につきましても、高校の教育振興会

及びＰＴＡ、それから校長の方から要望書が提出され、町長と協議し、そして、松前高校

再編対策協議会の方に提案し、そして高校を支援していくという観点から、この見学旅行

の半額、６万円を限度に補助する。そして、入学者を確保するために交通費を、町外から

の生徒を確保するために交通費を補助していくと、そういうことで高校を支援していくと

いうことでございます。

現在、町外からの高校生はおりません。今回、補正出しておりますのは、町外から下宿、

２人が松前高校に町外から来ておりまして、この下宿を２人の子どもが行ってるんで、こ

の下宿費の補助ということで、今回は提案させていただきました。そういうことで、高校

の支援ということでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) よろしいですか。

他に。

３番。

○３番(福原英夫君) ６ページ、歳出予算の支出の方の明細書、この中で、６ページのこ

の一般財源の補正後の財源の内訳の総括をこういつも気にしてみてるんですけれども、一

般財源の比率が、国庫地方債、その他合わせて７５％の比率なんですよ。どういう考えと

手法を使ってるのかということで、やはりどうしても歳入の財源が低いものですからね、

どういうやりくりをしてるのかなといつも思ってたもんですから、この機会にどういうふ

うにしているのか教えてください

その次に、２０ページです。商工振興費、この内容もう少しちょっと教えていただきた

いなあと。なんか、この間商工関係の説明に行ったときに聞いた人が、いやあ、嬉しいん

だけどもやりにくいなあと。手続き手順がちょっと難しいなあと、複雑だなあということ

を聞いたもんですから、僕はその内容は行ってませんのでね、わからないもんだから、ど

うせやるんであれば、やはり利用しやすい、昨日も言ったように育てることを考えてやっ

てるんであれば、現状維持のためじゃなくて、育てることを考えてやるんであれば、もっ

とそこのところを丁寧に説明する義務があるんでないかなと思ったもんですから、それで

そこの１点目。

その次に、３月も、昨日も言ったんです、地方創生で補助金がつかなくて８千万円を一

般財源に使った、一般財源からもってきたもんですからね。やはり、４千万というのが一
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般財源大きいんですよ、どう考えても。３月の補正の８千万も大きいですけども、それに

続いて４千万っていうのは大きいもんですからね。先程の６ページと関連して、やはり、

一般財源の運用方法を、大丈夫かなあという気持ちがしたもんですから、ちょっと説明し

ていただきたいなと。

次に、北前船記念公園費、パノラマ展望テラス調査設計業務委託料。内容と、それと規

模、予算規模をどういうふうに考えてるのか。僕は、これは何も悪いと思ってない、いい

なあと。いつもあすこね、通る度に、ジョギングしてても本当、朝早く車で行ったら朝日

は綺麗だし、夕日は綺麗だし、津軽海峡は竜飛も見えてね、すごくいいところなんでね、

どういうふうに構想練ってるのかなあと思って興味がありましたんでね、内容と最終予算

規模を教えてください。

その次に２４ページ、興味あったんです、前もプサンソンの関係が例のテロで、ちょっ

と教育長に聞いたら、教育長、プサンソン、例のフランステロでどうするんだよっていう

ふうに聞いたら、アンケート調査をとったら、やはり今回は中止するということだったん

もんですから、これをどういうふうにそうしたら展開するのかというふうに興味があった

もんですからね。やはり、いい方向にね、使っていただけるんであれば、そういう練りに

練ったプランでないかなと思うもんですから、この点をお聞かせください。

○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、６ページの財源の関係でございますけれども、ちょっ

と、議員のおっしゃる意味がちょっとわからない部分もちょっとあるので、回答になるか

どうかわかりませんけれども、歳出の全体の流れと、またその財源の確保の関係というよ

うなお話かと思います。議員もご承知のとおり、松前町の財源につきましては、自主財源

というのはおおよその１８％程度、残りの８２％程度が、これは地方交付税であったり、

国や道の補助金で賄われております依存財源というような流れになってございます。これ

は、従来から変わるものではないのかなあと。従いまして、非常に歳入の部分につきまし

ては、町長の方からも昨日お話ありましたけれども、我々予算を組む、組み方の傾向と致

しましては、やはり入ってくるものはある程度過少に見積もりするということを念頭に置

きながら、その対応をしていくという考え方でございます。

また、議員が、ここでちょっと疑問に思っているのは、一般財源が３７億９千４００万

という位置付けになっていて、私が当初、今申し上げました率的にはちょっと乖離がある

んでないかというお尋ねなのかなというふうに思います。この地方交付税の部分について

がですね、現状では一般財源に入ってるというふうにお考えください。これが一番わかり

やすいのかなと思います。そのことによって、一般財源の比率がすごく高くなっていると

いうことでご理解いただければよろしいかなと思います。

それから、２０ページの町の単独事業の４千万円は、非常に大きいんでないかというふ

うなお話でございます。政策的な町長の予算の中でですね、もちろん様々な国の補助金や

道の補助金のあるものは、これは、我々も費用対効果を考えながら、現課の担当者の方も

そういうもので使えるものは使っていくという考え方になるんですけども、ないものにつ

いてはですね、これはやはり町の単独予算の中で実施をせざるを得ないということでござ

いますので、そこについてはご理解をいただきたいと思います。以上です。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、３点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) それでは、２点目の商工事業者経営改善等支援補助金の手

続き手順が面倒であるようなお話を聞いてきたということでのお話でございますが、事業

の概要については参考資料の４９ページに掲げてございますけども、うちどもとしまして
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は、手続き手順をなるべく事業者がわずらわせないようにするために、商工会にこの補助

の実施を委任しているところでございます。なので、ご本人が商工会の方にご相談してい

ただけると、何も難しい私は手続きにはならないんじゃないかな、逆に懇切丁寧にきめ細

やかな教え方をしていただいてやれるということで、商工会の方に委任させての補助の実

施をしてるところでございます。これをまともに町がやることになりますと、結構なもの

をつけたり、いろんなものがあったりですね、いろいろ聞きづらいとかっていうこともあ

るんでしょうけども、この商工会に預けてるっていうことがですね、かなり手続き手順は

スムーズにいくものと我々は考えておりましたが、そういうお話があるっていうことがあ

るのであれば、商工会の方にもお知らせしておきたいなとは思います。

続いて、３番目のパノラマ展望テラスの調査設計業務委託料の関係でございますが、予

算規模をお尋ねしたいというお話でございます。まず、どのようなものを造るかと言うと

ですね、今の道の駅北前船のあすこの今も見晴らしはよろしいんですが、なお、あの海を

みんなに近くで見てもらおうということで、道の駅の前の方に展望テラスを今出そうとい

う計画をしてございます。そして、予算規模なんですが、この調査設計業務の中である程

度の予算を決めるための設計なもんですから、こちらの方でいくらいくらっていうのは今、

これに基づきまして、これで予算が出てきますので、概算で言うと大きいお金はかけれな

いかもしれませんが、２千万から３千万程度の間で何とかしたいなと思ってるんですが、

我々もまだその構造の考え方がどこまでの予算規模に膨れ上がるのかなとか、今、いろい

ろ東京オリンピック等の資材の高騰等もあるので、その辺で収まるかっていうのがまだ定

かでございませんが、そういう状況で今進めようとしている事業でございますので、ご理

解をお願い致します。

○議長(伊藤幸司君) ４点目、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 松前高校生の生徒の海外研修派遣事業について、ご質問があ

りました。松前高校では、国際教育を進めるためにですね、平成２２年度からパリ、ブザ

ンソン市の方に生徒を研修のため派遣ということで、町もそれに伴いまして支援している

ところでございます。

昨年、帰国後、１１月１３日にパリで同時多発テロが発生しましたことから、松前高校

と教育委員会の方で何度も協議しながら、フランス国の安全状況の推移を見守ってきまし

た。松前高校では、今年度、平成２８年度の生徒海外研修派遣について、保護者にアンケ

ートを実施しております。その結果、研修を見送る、参加させたくない、検討中などの回

答が７２％にのぼったことから、松前高校教育振興会及び松前高校の校長の方から、平成

２８年度は生徒海外研修の自粛について、文書をいただいたところでございます。なお、

研修は自粛するものの、外国から日本に留学している生徒に松前町に来ていただき、全生

徒と交流し、他国の文化や考え方を学ばせることにより、国際教育を継続していきたいと

いうことも申し出ありました。このことから、町と致しましても平成２８年度は、生徒を

海外研修派遣は実施せずに、このような松前高校生と留学生の交流が実現できるように、

支援していきたいというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いしま

す。

○議長(伊藤幸司君) ３番。

○３番(福原英夫君) １点目の関係なんですけども、質問した根拠があるんです。それは、

議員の方に毎回出納の検査報告書がまいりますけども、前回来たときに、法的には何も問

題ないですけれども、繰り替え運用が繰り返されてて、この間来たときには１５億いくら

かのものが１２億繰り替え運用してたと。だから、入ってくるものをあてにして基金を使
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ってるなあと思うんだけれども、それは、止まってしまうと、やはり基金を支消していか

ざるを得なくなるんでないかなと。良かれと思ったことが、善がやはりいろんな意味でと

どのつまりは大変なことになるなあと。それで、夕張のようなことにならなければいいな

あといつもこう頭にあるもんですから、それで、この繰り替え運用の、やはりある程度絞

っていただきながら、金利は安いけれども、やはり入ってくるものが入って来なくなる、

それとこの間の公共バスの関係でね、補助が出なくなる、減額されるっていうことがこれ

からどんどんどんどん出てきますのでね、あてにしたものが入ってこなくなるようなこと

もありますのでね。財政担当課長は、そこのところをね、十分に見極めて町長とお話して

いただき、運用していただきたいなと、一つもらいますけど。

それと、２点目のこの経営改善の財源のことは今言ったもんですからね、いいとして、

でも、やはり商工会に事務をお願いしたということは僕も大賛成ですから、いろんな意味

でやりやすいですから。それで、商工会、そういう苦情が何人かから挙がるということは、

商工会の事務のところでちょっと詰まりがあるんでないかなという懸念したんですよ。そ

れで、あるんであれば、すぐ修正していただくという思いがあったもんですから、そこの

ところはちょっと厳しく言うのではなく、お互いがいい方向に向かっていくために協議す

るということで、担当課長考えてください。

それと、パノラマ展望台、興味あります。多いにやってもらいたですけども、そうすっ

とこれは、高々水産の方も受益者負担があるんですか、ないんですか、町が全てその財源

を賄うということでいいですか。補助があって、起債があってというふうになるんでしょ

うか。少しでも一般財源を食いたくないっていうのが担当するもの、財政運営するものの

気持ちだと思いますが、私もそんなことで松前町の財政は厳しい状況に陥ることを懸念す

るもんですから、そこのところ、お答えください。学校の方はいいです。

○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、１点目の繰り替え運用の関係でございます。議員ご承

知のとおりですね、当初の予算、当初予算の中で一時借入金の限度額というのを皆様方に

ご承認をいただいております。これ、今１２億円だったと思います。要するに、資産を運

用していくと言いますか、歳入がどうしても年度末に大きなお金が入ってくる関係が、財

政を預かっておりますと、そういう流れがございます。これは、決まった、例えば毎月の

ように人件費の給料を職員に払う分であるとかですね、こういう決まった資金繰りをして

いくためには、やはりそこにお金がなければならないわけです。そのお金がいい具合に歳

入でどんどんこう入ってくれれば問題ないんですけれども、やはり先程言いましたように

年度末に集中して入ってくるという経緯がございますので、お金がなければ、これは銀行

さんからお金を借りなきゃならない。しかしながらですね、今、松前町には財政調整基金、

おおよそ１５億円の基金がございます。これを取り崩して今運用しているというのが、こ

の繰り替え運用という仕組みになっておりまして、自分のお金を上手く使って、これを一

時借り入れすることなく回していく、運用していく、このことによっていらない利息と言

いますか、そういうものも必要がなくなるわけでございますので、財政的な運用方法とい

うことの中ではですね、これが最善の方法だと私は考えておりますし、そういう形の中で

運用をしていきたいというふうに考えているところでございます。

それから、ちょっと最後の質問の中で、道の駅の受益者負担の関係の話がありましたけ

れども、この部分につきましてもですね、現課ともいろいろお話をさせていただきたまし

たけれども、この資産の部分について受益者を負担をかけるということになりますと、後

々これは町の財産になる施設になる可能性があるものですから、私どもとしましては、こ
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れは１００％ですね、町の単費の中で賄っていくべきだというふうな判断をしているとこ

ろでございます。以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) そういうお話ですので、商工会の方ともまた協議をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。商工会の方で詰まってるというお

話だとすればですね、その辺は私どもの方でまた打ち合わせをしにいきたいと考えますの

で、よろしくお願いします。

３点目につきましては、政策財政課長もおっしゃいましたが、受益者負担を考えて、今

現課の方でもおりません。あれは、町の施設として整備すべきものと考えておりますので、

今後うちの事業のみならず、他の課でもこういう投資的事業につきましては、補助金、よ

り良い補助金、そしてより良い起債というものを、特定財源をあてにしながら考えてござ

いますので、我々も何とかそういう道を探していきながら、町の財政運営の一般財源に負

担かけないような努力をしてまいり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) ３番。

○３番(福原英夫君) 最後ですんでね、財政担当の佐藤課長の言うことは、はっきり言っ

て十分理解してます。ただ、一般企業では、そういう手法っていうのは、やはりよく皆さ

ん言いますけど、一般企業はできないよと。特に今問題なってる粉飾に近い方法論なんで

すよね。これね、自治法、ちょっと、笑わなくてもいいんだって、あんまりね、一喜一憂

するなって、ほんと、お前達もまあまあまあ、ちょっと一喜一憂しないでよ。

なぜ、そういうことを言うかと言うと、どうしても単年度事業ってのは、こううちら繰

越明許だとかいろいろ事業展開できる、次年度に予算繰り越してできるけども、やはり民

間企業っていうのは、そういうルールがあって、入らないものを入ったようにして物事を

してた、そして、とどのつまりがああいうオリンパスでありね、東芝でありがいったもん

ですから、うちらはそういうことにはならないけれども、財政の歳入の低いところってい

うのは、適切に運用してもらいたいっていうのが願いだから言ったわけです。何も否定は

してませんよ。私は、どんどんどんどんそういうことはやっていいと思ってますけども、

規律のないところは大変なことになるなあということで警告を発してるわけです。

それと、商工観光課長、何て言うのかな、町民っていうのは、素朴なことで問題、課題

にするっていうことなんですよ。私達が行政担当だった商工観光の事務局だとかが意識し

ているようなレベルでなく、もっと素朴な感覚で物事を考えるよと。それに対応するよう

に事務局と話してくださいよということを言ってるわけですから、そこのところは理解で

きないのであればあれですけど、理解していただいたというふうに私思いますのでね、今

後そのようなことで、この大きい基金を大胆に運用していただきたいと思います。最後、

答弁お願いします。

○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) 議員ご指摘の粉飾決算などのないように、適切な対応をして

まいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

○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) 商工会の方ともきめ細やかサービスをしていただきたいと

いう話はしてございますので、わかりやすくやっていただけるような努力をしていきたい

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) 他に。

９番。
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○９番(梶谷康介君) できるだけ、重複しないようにお尋ねしたいと思います。５点ばか

りあります。

１点目は、５番議員とちょっと関わりありますけど、給食費の問題です。歳入の１２ペ

ージの方にありますよね、この４７８万４千円の減額予算になってます。説明ですと、保

護者の負担軽減という大きな目標を持って取り組んだ事業かなと、私は受け止めました。

それは、そのとおり私もあっていい形だとは理解します。ただ、給食費の現状を見たとき

にね、やはり、今までの負の形が残っているんですよ。そうしたものがどのように整理さ

れているのか。更には、こういう形をとったときに、そういう、いわゆる未収金ですね、

そういう形が生ずる心配はないのかと。納入の方法だとか、徴収の方法だとか、どんな形

で議論されてこの形に移ったのか、その辺をご説明いただきたいなと思います。

２点目は、１９ページの唐津地区の護岸工事、予算は８９２万１千円です。参考資料を

見た限りでは、私、あの辺を歩いてみて、非常に危険だなという箇所でないかなという確

認をまずしたいと思います。もし、私が担当課長にその状況を説明したところと同じであ

れば、あすこの海岸の管理者はどなたかなと。その管理者によっては、この財源の負担の

中身っていうのは変わってくるんでないかなと。その辺の管理者の中身と財源負担がどの

ようになるのかなという質問を致します。

３点目は、同じく１９ページにね、コンブの養殖施設の関係がございます。４８３万４

千円、この関係は今回の低気圧で被害を受けた分に関わるものなのか、更に新しくこれか

らやろうとするものなのか、更には従来あった施設の老朽化の対策なのか、その辺の中身

がちょっとわからないもんですから、お尋ね致します。

４点目は、２０ページの松前グルメ、観光のＰＲ費ですね、いわゆる城下マグロまつり

の２３０万、これに関わる中身をもう少し具体的に知りたい。と言いますのはね、このＰ

Ｒ活動ってのは今に始まったことでないし、更にこれからも続けていくとすれば、このマ

グロに関する情報をどう捉えて、いわゆる３０キロ未満の未成魚漁獲制限という形をね、

どのように捉えて、松前はこのマグロをＰＲしていくのか。その点をお尋ね致します。

５点目は、２８ページになりますか、史跡保存整備修繕料６２万９千円。説明ですと石

切場の土のうの関わりの工事だと聞いておりますけれども、確か、これは、正に史跡とい

う指定を受けておる場所ですから、今後この場所に対して、どういうこの活かし方、或い

は保存の仕方するのかお尋ね致します。以上、５点。

○議長(伊藤幸司君) １点目、給食に関する、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) 給食の部分についての、未納に対するご質問でございます。

滞納額ということでございますが、平成２７年度、当初は平成６年からございまして、５

７１万２千７５円、３４世帯でありましたが、平成２７年度末では現年度分、滞繰り分合

わせまして５７７万６千１２５円、３５世帯となり、６万４千５０円、１世帯増となって

しましました。現在、徴収に努力し、家庭訪問を実施しており、３世帯から２万４５０円

を徴収し、残り５７５万５千６７５円の未納となっております。この他、家庭訪問により

１３万５千３００円の未納について、分割での納付誓約を提出していただくことで進めて

おります。これによりまして、平成２４年度から平成２７年度までは、の４年間では未納

は今のところ１世帯の７千５００円の見込みとなるところでございまして、更に全力で徴

収し、今後未納の、今年度以降未納の発生を全力で防いでいきたいというふうに考えてご

ざいます。

徴収、納付の方法につきましては、実施後、これにつきましては給食費の負担軽減の要

件ということで考えておりますが、保護者の納付が基本と考えておりますが、今回の軽減
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につきましては、給食費の増額による負担軽減策ということでございますので、７月から

の給食費について、軽減を実施していきたいというふうに考えてございます。なお、負担

軽減を実施後に未納が発生した場合、これが過年度と繰り越しとなった場合は、負担軽減

の対象外ということに考えております。また、未納を、その未納を完納し、また、納付誓

約書を提出した場合は負担軽減を行って、公平性を保っていきたいと考えております。ま

た、保護者の方にはですね、学校等に集まったおりに、機会をみつけまして軽減後の未納

はないようにお願いをしてまいりたいと考えております。なお、徴収方法、納付方法につ

きましては、今現在行っている方法で行っていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) ２点目、３点目、水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) それでは、まず２点目、１９ページの護岸改良工事の関係につ

きまして、ご説明申し上げます。この護岸につきましては、昭和５３年に国道改良工事に

伴いまして整備していただいた護岸でございまして、管理者は誰かということで、この場

所は港湾区域内というようなことで、松前町が管理者というようなことになります。今回、

単費で行うわけでございますけども、港湾区域内のそういう構造物を改良する場合、２億

円以上だったと思うんですけども、それ以上の事業費になりますと助成制度あるんですけ

ども、そこまで到達しないというようなことで、町の管理の護岸というようなことなもの

ですから、町単独事業費で行うというような考え方でございますので、ご理解をいただき

たいと思います。

３点目のコンブ養殖施設復旧事業費の関係でございます。今回、実施しようとする内容

につきましては、４月１７日から１８日にかけて、低気圧被害で受けました、その被害施

設を復旧しようとするものでございます。ブロックが転倒したりというようなことで、そ

の転倒したブロックを台船を用いて別の場所に持っていって、吊り管ももげているといっ

た状況もありますので、比較検討した結果、その５個については新規で製作して設置した

方が安上がりというようなことと、あと固定管１２個の製作というふうにありますけども、

これも既存の使ってるブロックから吊り管の部分がですね、負荷が掛かりまして抜けてし

まったというようなことで、この新旧のブロック５個と固定管１２個、これはダイバー施

工になりますけども、道の方へも対象事業となるブロックと固定管の部分を、地域づくり

交付金の助成をいただきながら復旧しようとするものでございまして、参考までですけど

も、コンブ製品なる予定のコンブも流失されまして、約、被害額として３千万程ございま

した。それは、漁業共済かけて、極一部ですけども、漁業共済という中で補てんしていた

だくというようなことになりまして、現在、残った３割程度製品残っておりますので、そ

れ今、漁業者の方々は養殖管理をしていきながら、来月以降に向けて残っている部分を製

品化していこうというようなことで頑張ってやっております。この被害復旧につきまして

は、お盆以降、９月頃までに完了したいということで、次年度に向けての種付けが１１月

頃また始まりますので、それまでには間に合わせて復旧をしたいというようことで考えて

おります。とりあえず、以上でございます。

○議長(伊藤幸司君) ４点目、商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) 松前グルメ観光ＰＲ事業負担金の松前城下マグロまつり分

の、２３０万の件についてのお答えをさせていただきます。内容につきましてということ

で、マグロのＰＲを今後続けていくのかという話と、去年あたりから３０キロ未満の漁獲

規制とかが入ってきた中で、どう続けていくのかというお話だったと思います。漁獲規制

の方につきましては、後程水産課長の方からお答えさせていただきます。
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まず、マグロまつりにつきましては、実は去年初めて松前城下楽市楽座とマグロまつり

を合体しまして、城下通りにおいて「松前城下マグロまつり」銘打ちまして実施させてい

ただきました。梶谷議員おっしゃるとおり、これにつきましては、松前の物産の代表格で

ある松前本マグロの認知度を上げるためにお安く、皆さんに提供し、マグロを食べていた

だくということをＰＲするためのお祭りというのが根底にございますが、その他に楽市楽

座ということで、各物産の販売ですとか、そんなものを町の商工事業の物産も盛り上げよ

うというのがテーマで開催してるお祭りでございます。

去年は、ちょっと１日目雨で、若干来場が少なかったんですけども、二日通して８千人、

ただ雨が降らなければ１万人を超える来場が見込まれた祭でございますし、今後も我々と

しては、マグロまつりをやはり継続的なものとして立ち上げていきたいと考えております

し、マグロの漁獲の部分につきましても心配はございますけども、通常であれば約１．２

トン前後を確保して、このマグロのＰＲをしていきたいと考えておりますので、その確保

について、今後どうなるかという話はございますが、その辺の中身につきましては水産課

長の方からお願いし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) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) クロマグロの３０キロ未満規制のお話がございましたので、若

干ご説明をさせていただきます。昨年度から国際規制の中で太平洋クロマグロの資源管理

について、資源が大分、世界的にも減少してるといった中で、日本国がリードした形の中

で３０キロ未満の部分は漁獲規制を設けて、国際的な決めの中で資源保護していきましょ

うと。ゆくゆく、５年後、１０年後に資源を増やしていきましょうというふうな基本的な

考え方がございます。日本の割り当てが２００２年から２００４年までの３ヶ年平均の部

分で、全体で４千７トンと。そのうち巻き網業界が２千トン、その他の沿岸漁業の業種が

２千７トンというような中で、その２千７トンの中で、日本を六つのブロックに分けてお

ります。松前町が所属する分は能登半島から稚内までの北部日本海というような部分で、

そこで６２５トンの割り当てがございます。石川県からずっと新潟、青森県、北海道まで

ありまして、北海道の割り当ての中で、その中でも松前さくら組合、福島吉岡組合の割り

当てが約２８トンというふうな割り当ての中できています。これは、あくまでも３０トン

未満の捕る量が、それを超えたら自主禁漁するなり、そういう形にしてくださいうよとい

うようなことで、去年走ってまいりました。結果的に、昨年不漁でございまして、それは

さくら組合の割り当て入る２７トンのうち、実績が１３トンと、あくまでも３０トン未満

ですけども、３０キロ未満の漁獲が２７トンの割り当てに対しまして１３トンと、約半分

で推移したというようなことで、枠は超えなかったわけですけども、それにしましても、

過去５ヶ年の平均でいきますと、全体で１１０トンくらいありまして、そのうち４割くら

いが３０キロ未満のマグロの品質でございまして、いずれにしても全体的なマグロの水揚

げが少なかったというようなことの中で、枠は超えなかったというようなことで。いずれ

にしましても、３０キロ未満のマグロを捕れないというようなことではありませんので、

マグロまつりに使っていく部分については、それらの中の枠の範囲内で１トン程の原魚を

使うというようなことのようでございますけども、直接的には、マグロまつりを実施する

イベントに原魚供給が支障でるといったようなことは、まあ、心配はないというふうなこ

とで考えております。

○議長(伊藤幸司君) ５点目、文化社会教育課長。

○文化社会教育課長(堀川昭彦君) 文化社会教育課長の堀川です。課長就任後、初の定例

会出席と、初の答弁となりますことをご了承いただき、今後もよろしくお願いしたいと思
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います。

先程、梶谷議員からご質問のございました史跡整備の保存修繕料ということに関わりま

して、石切場の今後の位置付けというお話、ご質問でございました。史跡整備につきまし

ては、ちょうど、ただ今、今年平成２８年より第３次保存整備管理活用計画を現在策定中

でございます。今のところ、第３回、６月で第３回を開催致しまして、正しくこれらの石

切場の位置付け、その他史跡の要件等を有識者を含めた保存審議会の中で検討中で、今後

更に２回開催予定をしてございまして、その中でこの石切場の位置付けについてもきちん

とした計画で立てていくというような予定になってございますので、よろしくお願いした

いと思います。

○議長(伊藤幸司君) ９番。

○９番(梶谷康介君) ９番議員の梶谷でございます。再度、お尋ね致します。

給食費の関係ね、結果的には値上げに対する対応だというふうに理解致します。ただ、

５番議員もおっしゃってましたけども、値上げに対する対応であればね、もう少しやり方

ってのは、形が変わるんでないのかな。まあ、目的がね、保護者の負担軽減ですから、考

え方もやり方もいろいろあると思いますけれども、値上げすることによって、更に安くな

ると。これからの負担が安くなるという軽減の仕方ってのは、説明にある値上げに対する

対応というストレートな理解はちょっと難しいんでないかな。まあ、その辺はね、計画立

てた方々の考え方と、私の考え方との食い違いはあるかもしれませんけれども、やはり、

きちっとした考え方であるとすれば、説明の段階でも議論を生ずるなと。いわゆる増額分

に対する補助であればね、上がった分だけ補助したらいいんじゃねえかなっていう気もな

いわけでもない。そういうことは、まず１点疑問としておきますんで、お話、説明してい

ただきたいと思います。

それから、未収金に対するね、現状をどうするかっていうお話も十分されて、それなり

の対応をしてきた努力も説明していただいたんで、理解はできるんですけども、これから

のね、部分でそうしたことが今のような納入方法、例えば銀行振替だとか、そういう形で

やっていたんでは同じことを繰り返すんでないかなという気はするんですよ。だから、か

つてはそれぞれＰＴＡの関係の人方が手分けしながら、まあ、集金っていうと表現悪いん

ですけれども、納入をお願いしてきたという経緯だとか、或いは担当の方々がそういう未

収にならないような自らの努力で、できるだけ少ない額で抑えるような形だとか、そうい

うことも十分考えた上でのね、今回の対応であったのかどうかっていうお尋ねもしたつも

りなんですよ。心配はね、同じような繰り返しするんでないかなっていうことでね。

唐津地区の護岸工事、結果的にはこれは町の管理なんですね、最終的には。ですから、

町単でやるんだという捉え方でいいですね。もし、それでよければ私、了解致します。

それから、３番目のコンブ養殖の形ですけれども、一番の根本は低気圧で受けた被害の、

被害に対する対応ということで、全く従来の施設が古くなって、計画的に対応してきた例

のフックだとか、そういうことの取り替えとは違いますと。そういう受け止め方でいいで

すか。それは別だね、これとは。それも確認したいと思います。

更に、城下マグロまつりの説明ですと、私心配してるのはね、このイベント用の原魚を

確保することができないんでないかという心配はしないんですよ。そんな大きな量でない

ですからね。ただ、松前の現状みたとき、３０キロ未満の未成魚マグロがこういう状態に

ありながら、対外的にこのＰＲを目的とする事業だとするならば、いささか疑問がおきま

すよと。なぜならば、マグロの将来はそこには非常に不安定な形であるだけに、慎重にや

らなければいけないんでないかという考え方です。再度、ご答弁願います。
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それから、史跡の話は、今後の会議だとか、そうしたものの推移みながら、再度お尋ね

します、９番議員ですから、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) １点目、学校教育課長。

○学校教育課長(阿部猛君) いろいろと給食費の値上げと軽減について、説明不足であり

ました。申し訳ありませんでした。この値上げにつきましては、教育委員会、それから給

食運営委員会の中でいくらが適切であるかということで、値上げの額を審議していただき、

決定してきたところでございます。更に、この値上げに伴いまして、保護者負担が増える

ことから、これにつきましては町長の方に要望を提出し、町長の判断をいただいたところ

でございます。

なお、値上げのことに伴いまして、軽減につきましては、いくらが適切であるか、いく

らがいいのかということは、これは何度も議論してきました。まず、何町かでやっており

ます無料化、これも議論してきました。これでは、教育委員会の中でも話し合われたんで

すが、やはり親としての責任がですね、やはり無料であれば、何ですか、子ども、大事に

育てるというところからいきまして、これは無料化でなく一部軽減という方向になりまし

た。そこで、２分の１にするのか３分の１にするのか、値上げした額にしていいのかとい

うことにも議論しましたが、やはり、２分の１で軽減ということになりましたので、ご了

解願いたいと思います。

また、これにつきましてはですね、決まりましたら、決定になりましたら、学校の保護

者に給食費がいくらいくらに値上げになりますけど、軽減はされていくらになりますとい

うことは、これはチラシなどを作って丁寧に説明して、了解していただくということを考

えております。また、この給食費の納付方法でございますが、現在振替で行ってるのは松

城小学校ということで、それ以外は地区の担当者が集金に回っていただいて、努力してい

ただいてるということでございまして、なるべく未納のないようにこちらの方でも全力で

保護者の方にお願いをしていきたいなと思ってますので、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) １点目の給食費に関しましては、やはりいろんな議論を重ねた結果

だと思います。私も、補助額だとか、そういう面に関しては、いろんな立場、いろんな人

の考え方で何が適正かっていう判断は難しいと思います。ただ、一般町民から見てね、や

はり公平感がね、こう特別かけ離れたような感覚を受けるようなやり方は、決してベター

ではないし、今までの経緯を聞かせていただきますと、そうしたことも十分考慮されてい

るみたいですから、まあ、願わくは、今までの未収だとか、そういう形がこれからまた出

てくるようなことのないような形で取り組んでいただければなと。これは、お願い、或い

は願いと、気持ちって言うかね、そういう形で、この件は答弁いりません。

２点目の唐津の護岸に関してはわかりました。それから、３点目のコンブに関してもわ

かりました。それから、４点目のマグロまつりの件もね、やはり、私はこのイベント用の

対応は決して心配するものでないけれども、将来に向かってマグロの状況を考えたときに、

これが楽市楽座とマグロまつりをドッキングされることによって、イベントそのものが盛

り上がるっていう考え方での取り組みであれば、私は特別これ以上言うつもりはないです

けども、松前のマグロを外に売り込むための形だとすればね、現状を考えれば、いささか

疑問が生ずるなということで、もう一度ご答弁をいただきたいと思います。５点目はそう

いうことで、わかりました。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 商工観光課長。

○商工観光課長(佐藤隆信君) マグロまつりの件でございますけども、基本はやはり楽市
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楽座とマグロまつりを合体して、今の整備されてる城下通りで、秋の産業まつり的に盛り

上げようというのが第一義的な考え方でございます。そして、売る、まあ、最終的には売

れれば一番いいんですが、うちどもとしては、産業まつりとマグロの認知度を高めたいと

いう意味でのお祭りの主眼的実施でございますので、今後ともマグロのブランド力を下げ

ないためにも、私どもとしましては、何とかこのまつりは一緒に続けていきたいと考えて

いるところでございます。

水産課長も一言言いたいって言ってますので、よろしくお願いします。

○議長(伊藤幸司君) 水産課長。

○水産課長(佐藤祐二君) ということで、一言だけお話させてもらいます。

ご心配されてますマグロの国際規制の関係ですけども、本当に現状、そういう国際取り

決めの約束の中で、特に小さいマグロにつきましては制限されていくというようなことが

継続していくんだと思います。そういった中で、やっぱりどうしても松前のマグロ、そう

いうイベントを通じながら、知名度を高めていって、単価アップをしていきたいというふ

うな、そういう目的も一方ではあるのかなというふうに思っております。ちなみに、クロ

マグロ、マグロの王様と言われていますけども、日本人が全世界で捕れるクロマグロの８

割以上を食べているということで、日本人はマグロ好き、クロマグロ好きというようなこ

とが言えるのかなというふうに思っております。いずれにしましても、単価アップ、松前

クロマグロのＰＲというような側面で、そういう部分とタイアップしながら取り組んでい

くというふうな考え方と認識を致しております。以上です。

○議長(伊藤幸司君) 他に質疑ございませんか。

(「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 午前１１時００分)

(再開 午前１１時１４分)

○議長(伊藤幸司君) 再開致します。

◎議事日程の追加の議決

○議長(伊藤幸司君) この際議事日程第２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。
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よって、議事日程第２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４２号 町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例等の一部を改正

する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第３、議案第４２号、町長等の給料額及び旅費額並びにその支

給条例等の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今議題となりました議案第４２号、町長等の給料額及び旅

費額並びにその支給条例等の一部を改正する条例制定について、その内容をご説明申し上

げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表５ページをお開き願います。下段の説明

欄です。宿泊料が比較的高い地域に宿泊する場合、現行で規定している宿泊料の額では対

応できない場合が生じてきていることから、国家公務員の宿泊料の額に準じて、甲地方及

び乙地方の区分を設け、宿泊料の額の見直しを行うため、関係条例の一部を改正しようと

するものであります。甲地方は、さいたま市、千葉市、東京都特別区など記載の地域で、

乙地方は甲地方以外の地域にしようとするものであります。

次に、それぞれの一部改正条例の内容でございます。説明資料の１ページへお戻り願い

ます。第１条による改正は、町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例別表第１の一

部改正でございます。宿泊料を甲地方と乙地方に区分し、町長は、甲地方を３千円増の１

万４千８００円に、乙地方を現行と同額の１万１千８００円に。副町長と教育長は、甲地

方を２千６００円増の１万３千１００円に、乙地方を現行と同額の１万５００円にそれぞ

れ改め、備考として、甲地方と乙地方の根拠規定を追加しようとするものであります。

２ページから５ページまでの第２条から第５条による改正についても同様の考え方で、

職員、証人等、病院事業運営協議会委員は、甲地方を２千６００円増の１万３千１００円

に、乙地方を現行と同額の１万５００円に、議会議員は、甲地方を３千円増の１万４千８

００円に、乙地方を現行と同額の１万１千８００円に、それぞれ改めようとするものであ

ります。

５ページをお開き願います。附則としまして、この条例は、平成２８年７月１日から施

行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち

同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する

分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例によろうとするものであります。

今回の改正による影響額は、平成２０年度決算ベースで一般会計１６万９千円、病院事業

会計７万３千２００円、合計２４万２千２００円の増加でありますが、既定予算内で対応

し、不足が生じる見込みとなった場合は、別途補正予算を提案したいと考えております。

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。

１１番。

○１１番(西村健一君) これ、５ページのね、説明欄のところに甲地方、括弧書きの中の

東京都特別区っての、これ、説明願います。どういう、わからなかったものですから。

○議長(伊藤幸司君) 総務課長。
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○総務課長(尾坂一範君) 東京都特別区っていうのは、２３区ありまして、例えば港区と

か、そういうふうな区のことです。その他に東京都の場合は何々市っていうのもあります

けども、あくまでも甲地方にするのは、特別区のみというふうな考えで、今回提案してお

ります。

○議長(伊藤幸司君) 他に。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

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。

◎議案第４３号 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に

関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長(伊藤幸司君) 日程第４、議案第４３号、松前町特定滞納者等に対する行政サービ

ス等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題と致します。

提出者の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(松谷映彦君) ただ今議題となりました議案第４３号、松前町特定滞納者等に

対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定について、その

内容をご説明致します。

本条例は、町税等の特定滞納者等に対し、行政サービス等の制限を実施することにより、

町税等の納付義務に対する意識の高揚及び公平性の確保を図ることを目的として設置され

たものでありますが、先程、議案第３９号、平成２８年度松前町一般会計補正予算（第２

回）において議決をいただき、新たに商工事業者経営改善等支援補助金が予算措置された

ところであり、当該補助金を制限対象項目に追加するため、本条例の一部を改正しようと

するものであります。

それでは、議案の末尾に添付しております説明資料、松前町特定滞納者等に対する行政

サービス等の制限措置に関する条例の一部改正に係る新旧対照表の右欄、改正案をご覧願

います。別表区分、補助金の交付欄の事務事業名に「商工事業者経営改善等支援補助金の

交付」を加えようとするものであります。

また、附則と致しまして、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。

以上が、議案第４３号、松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関す

る条例の一部を改正する条例制定についての内容でございます。何卒よろしくご審議賜り

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４３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４３号は原案のとおり可決されました。

◎議案第４４号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

◎議案第４５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

◎議案第４６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

○議長(伊藤幸司君) 日程第５、議案第４４号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について、日程第６、議案第４５号、北海道町村議会職員公務災害補償等組合規約の変

更について、日程第７、議案第４６号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

以上３件を一括議題と致します。

提出者の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(尾坂一範君) ただ今一括議題となりました、議案第４４号、北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更について、議案第４５号 北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更について、議案第４６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

その内容をご説明申し上げます。

本議案は、それぞれの組合に加入したいた北空知学校給食組合が解散し、脱退したこと

による規約の変更でございます。

始めに、議案第４４号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、その内容

をご説明申し上げます。末尾に添付しております説明資料の新旧対照表５ページをお開き

願います。下段の説明欄です。前段で申し上げましたとおり、北空知学校給食組合が解散

し、脱退したことによる別表の変更及び文言の整理のため、組合規約の変更について協議

があったので、議会の議決を求めるものであります。

説明資料１ページへお戻り願います。変更となる主なものをご説明申し上げます。第１

条、第３条、第５条の改正は、文言の整理で、それぞれ現行の下線部分を変更案のとおり

改めようとするものであります。

２ページをお開き願います。別表の改正であります。別表の題名を現行下線部分「及び

市町村の一部事務組合名」を「一部事務組合及び広域連合」に改め、別表の全体的な体裁

を(１)として「市町村」、(２)として「一部事務組合及び広域連合」に区分し、市町村名

と市町村名の間を空欄、スペース１文字としていたものを読点に改めようとするものであ

ります。

３ページをお開き願います。中段の変更案の石狩管内に北海道市町村総合事務組合から

石狩西部広域水道企業団までを新たに加えようとするもので、これは、５ページ現行の札

幌に区分されていたものを削り、石狩管内に加えようとするものであります。

４ページをお開き願います。現行の空知に区分されております北空知学校給食組合を脱

退により、削ろうとするものであります。

５ページです。附則としまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものであります。
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続きまして、議案第４５号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て、その内容をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。下段の説明欄です。

議案第４４号と同様に、北空知学校給食組合が解散し、脱退したため、組合規約の変更に

ついて協議があったので、議会の議決を求めるものであります。

別表第１の改正であります。北空知学校給食組合を脱退により削ろうとするものであり

ます。

附則としまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１

項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものであります。

続きまして、議案第４６号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、その内容

をご説明申し上げます。

末尾に添付しております説明資料の新旧対照表をお開き願います。下段の説明欄です。

議案第４４号、議案第４５号と同様に、北空知学校給食組合が解散し、脱退したため、組

合規約の変更について協議があったので、議会の議決を求めるものであります。

別表第１の改正であります。空知総合振興局の現行下線部分「（３４）」を「（３

３）」に改め、北空知学校給食組合を脱退により削ろうとするものであります。括弧内の

数値の改正につきましては、北空知学校給食組合が脱退したことによる構成団体数が減少

したことによる改正であります。

次に、別表第２の改正であります。別表第１の改正と同様に、北空知学校給食組合を削

ろうとするものであります。

附則としまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１

項の規定による総務大臣の許可の日から施行致そうとするものであります。

以上が、議案第４４号、議案第４５号、議案第４６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。

始めに議案第４４号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、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４４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４４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４５号、北海道町村議会職員公務災害補償等組合規約の変更について、質

疑を行います。

(「なし」という声あり)

○議長(伊藤幸司君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。

(「なし」という声あり)
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○議長(伊藤幸司君) 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮り致します。

議案第４５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４５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４６号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、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４６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４６号は原案のとおり可決されました。

◎意見書案第２号 平成２８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８、意見書案第２号、平成２８年度北海道最低賃金改正等に

関する意見書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。８番西川敏郎君。

○８番(西川敏郎君) 意見書案第５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。

ご審議の程、よろしくお願いします。

失礼しました。

意見書案第２号、平成２８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について、別紙の

とおり松前町議会会議規則第１４号第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。

ご審議の程、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。
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◎意見書案第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子ど

もの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実「３

０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見

書について

○議長(伊藤幸司君) 日程第９、意見書案第３号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

１／２への復元、子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実「３０人以

下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。７番油野篤君。

○７番(油野篤君) 意見書案第３号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復

元、子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実「３０人以下学級」の実

現をめざす教職員定数改善に向けた意見書について、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。

ご審議の程、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。

(「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 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべて

の子どもに豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書

について

○議長(伊藤幸司君) 日程第１０、意見書案第４号、道教委「新たな高校教育に関する指

針」の見直しとすべての子どもに豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書を議題と

致します。

提出者の説明を求めます。７番油野篤君。

○７番(油野篤君) 意見書案第４号、道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと

すべての子どもに豊かな学びを保障する高校教育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。

ご審議の程、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)
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○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。

◎意見書案第５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１１、意見書案第５号、地方財政の充実・強化を求める意見

書を議題と致します。

提出者の説明を求めます。８番西川敏郎君。

○８番(西川敏郎君) 再び、意見書案第５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５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５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１２、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、委員長の報告

を求めます。総務経済常任委員会委員長西川敏郎君。

○８番(西川敏郎君) 所管事務調査報告について。本委員会は、平成２７年９月１１日、

松前町議会第３回定例会において承認を受けた所管事務調査、水産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及び調査の概要については、記載のとおりであります。

所見。

松前町の漁業は、後継者不足による組合員の減少など、漁業を取り巻く環境は依然とし

て厳しい状況が続いています。水産加工業は、近年のマイカ漁の不振で原料の確保が大変
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難しい状況になっている。それに伴って、原料高による経営が圧迫されるなど、背景には

マイカ漁が道南周辺で不漁であり、道東付近に集中している傾向が続いているところであ

ります。その影響で原料が不足し、道東から輸送費のコストも経営を圧迫しているところ

であります。マイカ加工向けの原料確保のため、外来漁船の誘致対策などを進め、原魚の

安定確保に努めるべきものであると思います。

国や北海道も漁港を利用した増養殖事業の展開にシフトしています。漁船数が減少して

いること、静穏域を利用した生産に結び付けていく流れとなっており、当町では、アワビ

養殖などに取り組んでいるところであります。

磯焼け対策は、北海道の各地や当町でもいろいろな方法で取り組んできた経緯がありま

すが、結果として、広い大海の中で部分的な対策では、自然の力に勝てないということで

成果がなかなか見えてきていない現状にあります。

ブランド化に向けた取り組みとして、「松前本マグロ」は、船上での血抜きから冷却ま

で一貫して行うなど品質の向上に努めているところであります。海水氷を使っての鮮度向

上や急速冷凍設備の導入などを行ってきたところであります。

１、水産加工場設備の老朽化について。

水産加工場設備の老朽化、更新、衛生管理対策、就労環境などの向上が課題となってい

ます。食の安心、安全に伴って、消費者が食について敏感になっており、異物の混入など

に対し問屋からも設備を徹底するよう要請され、対応すべく改修等を進めていますが、経

営状況が厳しい中で１００％にない状況になっている現状であります。水産加工場設備の

老朽化に対する支援を重点的に実施するべきであると考えます。

２、水産加工場従業員の確保について。

人口減少や従業員の高齢化による人員の確保が課題となっている現状であります。町民

の就業可能な従業員の募集、外国人研修制度の活用などを図るべきであると考えます。

３、水産加工場の製造コストについて。

電気料金や原油の高騰、トラックの輸送費等も上がっており、これは、社会情勢の動向

に左右されるけれども、支援はない状況なので、考慮すべきであると考えます。

４、水産加工場の廃棄物処理負担料について。

イカゴロの円滑な処理等を目的に組織された水産加工振興協議会の運営は、平成７年ま

では運賃のみの負担であったが、平成８年からは処理料が発生し、負担が大きくなってい

る現状であります。廃棄物の問題は、法に触れる部分もあるので最善の策を図られたい。

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１３、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総合戦略を踏まえた過疎対策について、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。更には、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、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)
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○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１４、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。

◎閉会宣告

○議長(伊藤幸司君) 以上をもちまして、今期定例会に付議されました案件は全て議了致

しました。これをもって、平成２８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 午前１１時４２分)
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