
                                             － 1 － 

平成２４年第１回浦幌町議会定例会（第２号） 

 

平成２４年３月９日（金曜日） 

開議 午前１０時００分 

延会 午後 ２時４６分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 一般質問 

 日程第 ３ 議案第３１号 平成２４年度浦幌町一般会計予算 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    ５番  二  瓶     隆     ６番  福  原  仁  子 

        ７番  森     秀  幸     ８番  杉  江     博 

    ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 

   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 

１３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   上  村  健  二 

     まちづくり政策課長   鈴  木  宏  昌 

          町 民 課 長      大  山  則  幸 

     保健福祉課長   横  田  孝  志 

          産 業 課 長      亀  山     昇 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌（ＡＭ欠席 １３時００分～出席） 

     会計管理者   前  田  治  紀（ＡＭ欠席 １３時００分～出席） 



                                             － 2 － 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

     議 事 係 長   中  田     進 



                                             － 3 － 

開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 第１回浦幌町議会定例会の運営について６日午後、議会運営委員会を開催し、本日９日

以降の運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 委員会では、理事者より追加議案２件の申し出があり、説明を受け、協議をいたしまし

た。本日の日程は、一般質問に引き続き、議案第31号 平成24年度浦幌町一般会計予算の

審議であります。また、12日月曜日は、初めての試みとしてナイター議会を実施すること

となっておりますので、引き続き一般会計予算の審議をお願いいたします。13日以降も一

般会計予算審議に続き、議案第32号から議案第39号までの各特別会計予算の審議でありま

す。なお、追加議案については、最終日の審議日程といたしたいと思います。 

 本日の一般質問は、通告順に安藤忠司議員、二瓶隆議員、差間正樹議員、杉江博議員の

４名より６項目についての通告がなされております。質問順につきましては通告順に指名

されるよう議長に申し入れておりますので、よろしくお願いいたします。また、質問者は

通告内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけていただきますようお願い申し上げますとと

もに、活発なる議論を期待いたしまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、３番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 安藤議員の質問は、項目ごとに行う旨申し出がありますので、これを許します。 

 初めに、１項目めの質問を許します。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、通告に従いまして、項目ごとに一般質問をさせていただきます。 

 １項目、このたびの第５期老人福祉計画・介護保険事業計画が策定され、65歳以上の高

齢者の割合が31.87％に達しており、交通弱者の足の確保が今後の課題となっております。
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北栄地区は生活必需品の店舗がなく、市街地に買い物に来るにも徒歩で歩いてきている方

もおり、また光南地区、南町、北町地区などでも町内の各施設、病院、駅、役場、保健セ

ンター、スポーツセンター、パークゴルフ場などを利用するにも大変ご苦労されておりま

す。そこで、昨年第１回定例会において同僚議員が行った帯広釧路間を運行していた都市

間バスの運行廃止に伴うその対策についての一般質問に対して、ＪＲ駅への接続に向けた

交通体系のあり方について既存の患者輸送バス、本別浦幌生活維持路線バス、留真温泉送

迎バスの活用をも含め、町内における望ましい公共交通のあり方とコミュニティバスの導

入を総合的に検討する庁内組織を23年度内に設置し、調査研究を進めたいとの答弁がされ

ておりますが、その進捗状況について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えします。 

 コミュニティバスの導入についてですが、コミュニティバス導入などにより地域公共交

通体系を充実させることは、町民生活の利便性を向上させ、定住促進や高齢者を初め町民

の満足度向上に直接かかわる重要な施策だと認識しています。本町においては、路線バス

や都市間特急バスの運行廃止に伴い、ＪＲ駅や診療所、商業施設、公共施設などへのアク

セスの確保、公共交通不便地域の解消、高齢者などの交通弱者に対する地域内移動の支援

など、検討すべき課題を抱えています。このため、第３期まちづくり計画の定住対策推進

のための重点プロジェクトにおいてコミュニティバス運行の実証試験の検討を明記し、現

在検討を進めています。本年度は、昨年の第１回町議会定例会において答弁いたしました

庁内における検討組織の設置には至りませんでしたが、コミュニティバス導入の先進事例

である千歳市、当別町の取り組みに関して研修視察を行ったほか、本町が関与する公共交

通の運行状況、運行実績などに関する実態調査を行ってきたところであります。 

 今後の検討の進め方については、患者輸送バス、スクールバス、留真温泉送迎バスなど

の公共交通を所管している関係課が連携し、平成24年度には北海道運輸局帯広運輸支局、

北海道、関係する交通事業者、町民の代表者、町職員などで構成する、仮称でありますが、

浦幌町地域公共交通活性化協議会の設置に向けた準備を行い、設置後、同協議会において

本町における望ましい公共交通について検討を進めてまいりたいと考えています。また、

協議会での審議状況に応じて柔軟に対応しますが、平成24年度に国の地域公共交通確保維

持改善事業費補助金の交付要望を行い、平成25年度に公共交通体系の現状分析、利用実態

やニーズ調査、コミュニティバスの実証試験運行を実施し、地域の公共交通の確保、維持

改善に係る浦幌町生活交通ネットワーク計画の策定に取り組みたいと考えています。本町

の抱える課題を解決する手段としては、コミュニティバスに限らず、乗り合いタクシーや

ディマンド型交通、あるいは民間事業者のタクシー利用に対する助成などさまざまなもの

がありますが、本町の実態に即した長期的で持続可能な交通システムの構築を目指してま

いります。 
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 以上、安藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇安藤議員 それでは、再質問をしたいと思います。 

 北栄地区においても光南地区においても、昭和40年代に浦幌町があっせんした団地でご

ざいます。今は住宅地として住宅が張りついて団地形成してきておりますけれども、高齢

化が大変目立ってきております。公共交通がない状態でこれからの生活にも支障が出てく

ると思われます。また、タクシーにしても、予約していればよいのですが、頼んでもすぐ

に来てくれないということもあるようです。今の答弁で25年度にこれから調査研究という

ことでございますけれども、昨年、23年度に調査研究すると言って、今度は25年度という

ことでは計画があってないように思えます。町で造成した団地だとか、そういうことであ

れば一日も早く方策を練っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問にかかわりまして、私のほうから説明させ

ていただきたいと思います。 

 先ほどの町長からの答弁のとおりでございますけれども、コミュニティバスの運行にか

かわってはいろいろなプロセスがございまして、実証試験、そして運行にかかわる計画策

定、そしてその前段には、浦幌町だけではありませんで、北海道の運輸局、北海道、また

は交通事業者、そして町民の代表者、町職員などで構成する公共交通活性化協議会という

のが設立を見ないとこの補助についても対象にならないといった要件がございますので、

そういったことも加味しながら、また先進地の視察等の研究も重ねながら、そういった方

向性で進めたいというふうに至った内容でございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇安藤議員 一日でも早く試験的に運行をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁はよろしいですね。 

〇安藤議員 はい。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

〇安藤議員 次に、２項目めの質問をさせていただきます。 

 高齢者の生きがい対策として、閉じこもりの防止、健康で生き生きと生活するために高

齢者に対し、各施設の使用料の減免についてぜひ検討をしていただきたい。夏はパークゴ

ルフ、冬はスポーツセンターでフロアカーリングや昨年より室内パークゴルフなど、一年

じゅうプレーができるが、健康のため毎日プレーをするには使用料の負担が多く、年金生

活の高齢者にとっては大変な負担となり、使用料の割引や減免した各施設の安価な通年利

用券などの発行の要望が多く、今後老人クラブやパークゴルフ協会などの実態を調査をし

ていただき、減免できないか、また留真温泉に対しても入浴料の高齢者に対しての減免の



                                             － 6 － 

考え方についてもあわせてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えします。 

 高齢者の生きがい対策としましては、高齢者が健康で生き生きと生活するためには保健

福祉サービスの提供とともに生きがいのある生活が重要な要素であり、介護予防の観点か

らも生きがい対策は閉じこもりの防止等に非常に大きな効果が期待できます。本町におき

ましては、高齢者の生きがい対策として老人クラブの加入及び活動の促進を図るとともに、

指導者の育成や活動の拠点の確保に努めてまいります。また、高齢者によるボランティア

活動の推進、高齢者に対する生涯学習の推進、高齢者の持つ技能、知識を活用する場の提

供、高齢者の就業機会の拡大及び高齢者に対する技能習得機会の支援に努めてまいります。

町政執行方針で述べましたとおり、地域包括支援センターでの高齢者の健康と生活の様子

や地域の支援の実態を把握する中で、地域資源としての老人クラブ活動状況、パークゴル

フ場及びゲートボール場の利用状況や社会教育施設、留真温泉等の利用状況等もあわせて

聞き取りし、社会参加状況を把握してまいりたいと考えております。 

 ご質問の高齢者に対する各施設の使用料の減免についてでありますが、各施設につきま

しては使用していない人も維持管理費を負担しているとの声が多数寄せられる中で、公平

性の観点から利用者負担の原則で有料化を図ってきた経緯があります。現在は、各施設に

おける利用者について年齢層での把握はされていないため、今後は利用状況やニーズを含

めて実態調査を行いながら、他町村の動向もあわせて検討してまいります。 

 以上、安藤議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇安藤議員 再質問をしたいと思います。 

 今の夏のパークゴルフ場のシーズン券を１日の利用料に換算すると、5,000円券で使用が

180日としたときに１日約28円でございます。スポーツセンターの回数券12枚つづりで１枚

当たり167円ということで、回数券は高いほうになります。冬のスポーツとして社会体育の

ほうでフロアカーリング、室内パークゴルフなど取り入れて講習会を開いて、無料でその

ときだけは実施しているということでございます。ぜひこの競技が普及するように、冬の

スポーツセンターのシーズン券をお考えいただきたいと思います。 

 それから、留真温泉について、高齢者に月１枚、年間12枚ぐらい半額券ぐらいを配って、

指定管理者の負担にならないようにできないか伺いたいと思います。少しでも町内の方が

利用しやすく、バスの利用もふえてくるのでないかと思われます。そういうところで、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ご質問の各施設によります利用状況等については、先ほど申し上げましたと
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おり調査研究をさせていただきたいということであります。ただ、パークゴルフ場も含め

て有料化につきましては、平成16年に町の財政事情が大変よくないということから、いろ

んな皆さんに検討いただきながら有料化を図ってまいりました。これもそれぞれ施設を使

う人が公平性の原則ということで、受益者負担をいただくということから有料化を今まで

図ってきたわけであります。ただ、16年以降年月がたっておりますから、町の財政状況も

だんだん変わってきているということも事実でありますけれども、私は今完全に財政再建

になったというふうな認識はしてありません。今大変国の財政事情も、ご存じのとおり新

規国債発行が税収より多いという中で、さらに特別会計からの持ち出しをせざるを得ない

というような厳しい財政事情にあります。そういう中で、地方交付税に対するご意見も最

近だんだん高まっておりまして、私としてはまさに三位一体改革のときの状況にだんだん

似てきているのでないかというふうに大変危機感を今抱いているところであります。そう

いう意味では、財政の健全化というのはこれからも旗をおろすことなく進めていかなけれ

ば、町民の皆さんに多大なご迷惑をかけることが出てくるというふうに認識をしていると

ころであります。そういう意味では、お年寄り、高齢化の皆さんの活性化ということも含

めて今後実態調査を行いながら進め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。 

 パークゴルフ場の5,000円のお話も今ありました。これも当初は200円ということで、シ

ーズン券5,000円にしました。これは、週に１回使っていただければ200円でちょうどその

ぐらいになるということでありました。そういうことでは、多く利用される方に対しては

このシーズン券の活用が十分されているのかなというふうに思っています。今スポーツセ

ンターでのシーズン券はどうだろうというお話がございました。また、留真温泉の半額券

を配付してはどうだろうというようないろんなご提案をいただきましたけれども、これも

指定管理者と相談をしなければならない部分もありますし、実際にお年寄りの利用状況が

どういうふうになっているかということは現在年齢層での利用状況は把握しておりません

ので、これについても十分把握しながら判断してかなければならないのではないかという

ふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇安藤議員 質問ではないのですが、一日も早く実態調査していただきまして、高齢者が

生き生きとプレーできるようにお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問を終わります。 

 次に、５番、二瓶隆議員の質問を許します。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私は、本定例会において通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 ひとり暮らし世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる施策についてを伺います。町長は、

24年度町政執行方針において、第３期まちづくり計画の定住対策重点プロジェクト、子ど
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もを産み育てる環境の整備における各種施策の継続実施、また小学生の農林漁家民泊体験

など本町の子どもたちを核としたふるさとづくりであるうらほろスタイル推進事業を引き

続き進め、交流人口拡大の取り組みを行う旨の方針を述べられました。次代を担う子ども

たちへの施策は重要であり、子どもを育てる環境づくりは私たち大人の責務であることは

認識を同じくするものでございます。それと同様に、社会の発展にご苦労されてきた高齢

者の方々、そのご苦労によって今がある中で、いたわりを持って高齢者の方々への福祉対

策を進めるのも私たちの大きな責務であると思うものであります。地域包括支援センター

において高齢者の健康と生活の様子や地域支援の実態把握を民生委員協議会等関係機関と

の連携、協力のもとに全町的に実施し、速やかに対応できる体制づくりを行いますと執行

方針で述べられておりますが、次の３点について伺います。 

 実態把握の実施期間。 

 ２つ目として、実態把握の調査項目はどのような内容を考えておられるのか。 

 ３つ目として、実態把握を踏まえ、どのような高齢者対策に対する体制を整備していく

のか。 

 以上の３点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員のご質問にお答えします。 

 ひとり暮らし世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる施策についてでありますが、本町で

は平成24年度から平成26年度の３カ年間を１期とする第５期浦幌町老人福祉計画・浦幌町

介護保険事業計画を策定し、この計画に基づき各種介護保険施策及び高齢者福祉施策につ

いて推進し、介護を要する高齢者に対して必要とするサービスを提供するとともに、介護

を要する状態に陥ることを効果的に予防し、できる限り住みなれた地域で自立した生活が

できるように、必要なサービスを提供できる体制整備を図ってまいります。平成24年２月

10日現在における65歳以上の高齢者のいる世帯は1,309世帯で、65歳以上の高齢者は

1,831名であり、65歳以上の高齢者のみの世帯は594世帯、934名、そのうちひとり暮らし高

齢者は258名といった状況にあります。町政執行方針で述べましたとおり、より一層の介護

予防対策に努め、介護サービスの充実に努めてまいります。そのため、地域包括支援セン

ターでは、高齢者の健康と生活の様子や地域の支援の実態を民生委員協議会等関係機関と

の連携、協力のもと全町的に実施し、速やかに対応できる体制づくりを行いますとともに、

高齢者及び地域のニーズの把握を行い、要介護状態に陥っても住みなれた地域で安心して

暮らせる環境づくりに努めてまいります。 

 １点目の実態把握の実施期間についてでありますが、65歳以上の高齢者世帯の全数につ

いて基本的に地域包括支援センターの職員が訪問し、面接調査させていただくことから、

平成24年度中はかかるものと考えております。 

 ２点目の実態把握の調査項目についてでありますが、お一人お一人の健康状況、地域と



                                             － 9 － 

のかかわりの状況や社会的支援の状況などについて聞き取りを行ってまいります。その際

にすぐに支援が必要と判断された場合には、在宅福祉サービス、介護予防サービス、介護

保険サービス等必要なサービスの提供を行ってまいりたいと考えております。 

 ３点目の実態調査を踏まえ、どのような高齢者対策に対する体制を整備するかについて

でありますが、実態調査の結果を踏まえ、高齢者お一人お一人のより適切な支援の方法の

検討を行うとともに、地域との結びつきを図り、見守り体制の構築を図ってまいりたいと

考えております。 

 以上、二瓶議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇二瓶議員 ただいま答弁をいただいたわけでございますけれども、私ども町民の一人と

して、また地域にいる者として、一人で住んでおられる方々、高齢の方々にとられても町

長がよく言われる本当に住んでよかった町というのは、やっぱり安心して暮らせる生活が

第一かなと、このように思うわけでございます。そういった中で、実を申し上げますと北

海道のホームページ上で掲載されている高齢者世帯等向けのリーフレットというものを入

手することができまして、その中で６点ほど世帯向けのことが書いてあるわけですが、例

えば孤立サインを見逃さない、あるいはまた気配り、見守りをきめ細かに、地域の体制で

温かく見守る、ふだんから声をかけ合う、気軽に相談や連絡ができる、このような取り組

みに係るキーポイント的なものが示されておりました。また、事例といたしましては、こ

ういった形の中でいろいろ書かれている中で、例えば事例として出されているのが水道安

否確認サービスだとか、高齢者助け隊、それからまた見守り隊の結成とか、そういったこ

とをやられている行政もございます。そんな中にあって、本町としてやはり特徴のあるサ

ービスもあってもいいのではないかなというふうに思うわけでもございます。それで、先

ほど包括支援センター、あるいはまた民生委員の方々の協力をいただいて進めると言いな

がらも、結構時間かかるもの、これはこれで結構だと思うのです。今事例等も申し上げた

ように、例えば浦幌においては、ちょっとぐあいが悪くなった、そんなときにタオルの１

本でも窓から出していたときに、ちょっと気を使って連絡をするとか、そうした小さなこ

とからでもまずは早急に進めるというようなお考えがあるのかないのか、ちょっと伺って

おきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問におきましては、私のほうからお答えさせていた

だきます。 

 まず、町といたしまして、ひとり暮らしの高齢者の皆様を対象としまして緊急通報シス

テム設置事業を実施しておりますが、今後とも包括支援センターの取り組みと民生委員各

位並びに各事業所のケアマネジャー各位に設置の呼びかけのご協力をいただいた中で設置

の推進を図ってまいりたいと考えております。また、社会福祉協議会のホームヘルパーの
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友愛訪問による安否確認を実施しているところでございますが、さらにご協力をいただい

て進めてまいりたいと考えております。 

 地域包括支援センターでこれから行います高齢者の皆さんの生活の様子、生活実態を把

握する調査におきましては、地域でひとり暮らしでお住まいの方がどのように地域とのか

かわりを持って生活されているのか、あるいは生活の自立度、そして日常的に家庭の中で

行われる生活動作、あるいは既往歴、うちの中で自分が行わなければならない家事、そう

いったことも含めて地域と地域住民の皆様と、あるいはひとり暮らしで生活されていると

いうことのかかわり、そしてひとり暮らしであるといいながらも、ご家族がいらっしゃれ

ばそのご家族とのかかわり含めて調べさせていただいて、把握をさせていただいて、その

方がまだまだ元気で一人でお暮らしできる方もいらっしゃるかと思いますけれども、すぐ

にでも手を携えていろんな福祉のサービスに結びつけていかなければならないという方も

いらっしゃるかもしれませんので、そういった生活実態の調査に入っていきたいと思って

おります。 

 また、具体的な安否確認の方法といいますか、緊急時の合図の方法といいますか、そう

いった方策についてはご自宅でお一人のとき、何か体に異変を感じたときに隣近所にその

異変がわかるように、ＳＯＳサインといいますか、そういった合図を出せば隣近所の方が

それに気づいて駆けつけていただけるという方法もあるかと思いますけれども、あらかじ

めそういった隣近所での約束事、朝起きてカーテンがあいていなかったら、おかしいなと

気づいてもらえる、気遣うという、あるいは冬場であれば、人のうちよりも早起きをして

除雪をしているおじいちゃん、おばあちゃんなのにきょうは足跡もついていないとか、そ

ういった隣近所のおつき合いの中でまずは、いろんな機械、装置、そういったものをつけ

るということもありますけれども、すぐにでもできる方策となれば、やはり隣近所の結び

つき、つながりを持った中身で隣同士が気遣っていただける、支え合える、そういった地

域とのつながりを目指していきたいと思っております。今回の調査では、１戸１戸訪問し、

それぞれの高齢者の皆さんの実態を把握するということで聞き取りを行っていきます。意

外と時間はかかると思います。そういった中身で、隣近所の結びつき、そして声のかけ合

いで安否を気遣えるような、そして災害時でも生かされるような地域住民の皆様のご協力

をいただいた中で支え合いで見守りをできるネットワークづくりに取り組んでまいりたい

と考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇二瓶議員 ただいま大変親切丁寧に、ちょっと長いかなと思うぐらい説明をいただいた

のですけれども、最後の言葉の中にＳＯＳ的な対応といいますか、それらがいち早く進め

られるのかなというふうに感じまして、早急にそのような安否確認ができるような体制、

それをもって地域総ぐるみでやっていけるような方向づけができたらということを期待し

て、質問を終わります。 
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〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 次に、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 差間議員の質問は、項目ごとに行う旨申し出がありますので、これを許します。 

 ２番、差間議員。 

 初めに、１項目めの質問を許します。 

〇差間議員 質問に先立ちまして、さきに私が一般質問いたしましたが、ＴＰＰ参加反対

の町内啓発ということで、早速町内広報に１ページ丸々割いて広告を出していただきまし

た。やはり浦幌町全体でＴＰＰ参加反対していくということは非常に大切なことだと思い

ます。ありがとうございます。 

 それでは、通告に従い、質問いたします。 

 防災対策について。東日本大震災から１年がたとうとしております。町政執行方針でも

触れられておりますが、東北を含めて大地震、津波被害の経験を踏まえ、地域の防災対策

を確立することが急務であると思われます。町内の主要公共建物の耐震診断、耐震化を急

ぐことはもちろんですが、避難路の確保、避難の際には高齢者、要援護者、子どもたちな

ど、だれが、どのように避難させるのか、医療に関して要治療の人は医療を受けられるの

か、これらの情報を町民に明らかにしていくことが、自主防災組織の構築も含めて地域住

民とどうかかわり、どう一緒に考え、行動していくかが大事なことだと思われますが、町

長の考えをお伺いいたします。 

 緊急防災・減災事業は、東日本大震災を教訓として、被災地に限らず全国の自治体が必

要性の高い防災、減災事業を進めるもので、浦幌町も平成24年度の予算に取り入れており

ますが、防災拠点施設、備蓄施設、非常用電源、津波避難タワー、避難路、防災行政無線

のデジタル化、消防無線のデジタル化、公共施設の耐震化など対象は多岐にわたっており

ますが、今後のこの整備方針についてお伺いいたします。 

 地域の皆さんもこの問題には大変敏感になっております。町長の町政執行方針にも触れ

られており、早速６月にも厚内地区において防災避難訓練が計画されておりますが、どの

ように避難訓練を実施しようとしているのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員の質問にお答えします。 

 防災対策についてでありますが、昨年３月11日に発生しました東日本大震災から間もな

く１年が経過します。東日本大震災後、本町におきましては特に津波に対する防災対策が

急務であることから、避難所における備蓄品の整備、一時避難場所の指定及び整備、防災

行政無線電波伝搬調査の実施、防災図上訓練の実施など防災対策に取り組んできたところ

でありますが、平成24年度におきましても安心して暮らせる防災対策の充実が緊急かつ重

要と考えております。 

 ご質問の要援護者の対策ということでありますが、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの
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世帯、要介護認定を受けている方及び身体障がい者等の個人別台帳で要援護者を把握して

おります。災害時に自力で避難できない要援護者に対し、ご本人の同意を得た上で、消防

署、警察署等の関係機関、町より行政区単位の組織化についてお願いしております自主防

災組織に対し要援護者の情報を提供し、地区民生委員にもご協力をいただき、速やかな避

難誘導や安否確認がされるよう努めてまいります。また、子どもたちの安全確保につきま

しては、幼稚園及び学校と連携して進めてまいります。自主防災組織の組織化につきまし

ては、現在まで行政区で新たに組織化されてはおりませんが、今後とも引き続き組織化に

ついて働きかけを行ってまいります。 

 緊急防災・減災事業につきましては、平成23年度、国の第３次補正予算にかかわり東日

本大震災を教訓として新たに設けられたものであり、全国的に緊急に実施する必要性が高

く、即効性のある防災、減災等の事業を対象としています。具体的には、ご質問にありま

すように防災拠点施設、防災資機材等備蓄施設、非常用電源、津波避難タワー、避難路、

公共施設の耐震化、防災行政無線のデジタル化、消防救急無線のデジタル化等の各施設等

整備、改修等の事業に伴う地方債の借り入れに対する充当率及び地方債償還に対する交付

税措置の拡大の内容となっております。本町におきましては、さきの平成24年度町政執行

方針で述べさせていただきましたが、平成24年度につきましては一時避難場所の造成、避

難路等整備及び豊北地区防災無線改修を計画しているところであります。また、平成25年

度につきましては、平成24年度の継続事業として十勝太、厚内地区等の海岸線地域防災無

線改修を計画してまいりたいと考えております。 

 防災避難訓練につきましては、６月22日、厚内地区において実施していきたいと考えて

おりますが、平成24年度予算にもかかわりますが、昨年地域関係者の皆様とのご協議によ

り指定し、今後造成等を予定しております一時避難場所に実際に避難をしていただく避難

訓練、また津波警報等発令に伴う避難勧告の伝達訓練等を予定しておりますが、詳細につ

きましては現在検討中でございますので、概要等がお示しできる段階には厚内地区行政区

長並びに関係機関と協議してまいります。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 それでは、再質問いたします。 

 特に津波に関してですが、地域の皆さんとお話をしていて、避難階段が避難所に向かっ

てあそこにあるのはわかるのだけれども、やはり目の前に欲しいという声が聞かれます。

津波から逃げるには高台まで急いで行きたい、そういう思い、この心情はそのとおりだと

思います。すべての声にこたえるわけには、これはなかなか難しいとは思いますが、特に

川を挟んで向こう側に避難所がある場合は、これは地域住民の心情を察すると、やはり行

政として考えなければいけない、そういうことがあると思います。地区の事情を細かに調

べることは、もちろんこれは町として当然のことではありますが、加えて地域の要望にこ

たえることも含めて防災避難訓練をしてほしいと思います。やはり私たちが行った議会報
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告会においても一部そういう声が聞かれましたが、これはなかなか難しい問題もはらんで

いて、特にこの場では答える必要はありませんが、そういう要望があるということを考え

て、それで防災避難訓練をしてほしいと思います。 

 これでこの件についての質問を終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 避難路等の整備というのは24年度に実施してまいりますが、一部厚内５

区地区の浜の関係は浜厚内生活館のほうが避難場所になっています。そこに一刻も早く避

難するためには、その裏山に当時北海道の治山事業で一部何カ所かやられております。階

段ができています。それらについて現在上は町有地になっていまして、昨年何カ所か崩れ

てきたことがありまして、今治山事業の中でかさ上げのお願いをしております。その中で、

そこにある階段についても直していただきたいという要望を出しております。その結果に

ついてはまだ来ておりませんので、それらについてはご了解賜りたいと思います。また、

その後24年度につきましては、厚内の一時避難所ということで、予算にもかかわりますけ

れども、階段等を含めて民有地のほうに避難できるような体制の整備を24年度中に行って

まいりたいというふうに思っています。また、６月22日には、それを含めた一時避難所に

実際に行ってもらって、そういう訓練等、また備蓄品の確認等も含めた中で実施してまい

りたいというふうに思っていますので、地域の皆さんとともにこの防災対策について進め

てまいりたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問ありませんか。 

〇差間議員 ありません。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 再生可能エネルギーと浦幌町の活性化について質問いたします。 

 急激に進む地球温暖化を防止するための対策が世界じゅうで検討されている状況も踏ま

え、この浦幌町においても第３期まちづくり計画でエネルギー自立型社会の形成の必要性

を掲げ、新エネルギー普及事業の推進、地域の賦存するローカルエネルギーの開発、利用

検討などが提起されました。しかし、昨年の３月11日に起きた東日本大震災による福島原

発事故を契機に、日本のエネルギー政策の根本的な見直しを求める声が全国的に広まり、

浦幌町においても昨年９月議会で原子力発電からの脱却と自然エネルギーの推進を求める

意見書が全会一致で採択された背景などを踏まえると、町としても本格的にこの課題に取

り組むべきではないでしょうか。国の電力対策がいまだに明確に示されない中で、財政的

な裏づけという大きな課題が存在している現実は否定できません。しかし、そうした条件

の中でも全国のさまざまな自治体が必ず自然エネルギーが主流になるという長期的な視点

に立ち、その実現に向けて歩み出しています。 
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 例えばこの十勝でも、足寄町ではバイオマス構想の具体化が着実に進められています。

道内を見ても寿都町の風力発電所、沼田町の雪氷熱エネルギーの活用など、見るべきもの

があります。既に苫前町、壮瞥町などはエネルギー自給率100％を超えており、さらには岩

手県葛巻町では風力、太陽光、地熱、小水力、ペレットなどさまざまな自然エネルギーを

重層的に活用することによって自給率を160％にまで高めています。これらの先進例に学び

ながら、浦幌町もその推進速度を速める必要があると考えます。そのためには、必ず浦幌

町の再生可能エネルギーのポテンシャルをしっかりと調査し、専門家や有識者をパネリス

トとしたシンポジウムを開催するなど、町民の再生可能エネルギーに対する認識を高める

取り組みが重要です。さらに、昨年の通常国会で成立した再生可能エネルギー固定化買取

法や平成23年度の３次補正で計上された地熱資源開発調査事業、小水力発電導入促進モデ

ル事業など、国や行政の発信する諸施策に機敏に対応できる組織づくりも喫緊の課題と考

えます。 

 私は、議員としてこれまで多くの町民の方々からさまざまな意見や要望をお聞きしまし

たが、ほとんどの皆さんが求めるのは浦幌町の活性化です。私がこれまで提起してきた自

然エネルギー施策の実現に一歩踏み出すことは、エネルギーを生み出すばかりでなく、新

たな産業と雇用を長期にわたって生み出す力強いエネルギーとなり、浦幌町の活性化につ

ながると確信するものです。そこで、このことに関して町長のご所見をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 再生可能エネルギーと浦幌町の活性化についてでありますが、第３期まちづくり計画の

基本目標の中で、すぐれた自然をいつまでも誇れる町として環境施策の総合的な推進、エ

ネルギー自立型社会の形成、公園、緑地、水辺の整備と大きく３本の柱としており、再生

可能エネルギーとして森林バイオマスの積極的な活用やその他のクリーンエネルギーの創

出など推進しているところであります。具体的な施策といたしましては、平成15年度に策

定した新エネルギービジョンに基づき、本町における日照時間の長い地理的好条件を生か

し、昨年度改築いたしました浦幌中学校校舎屋上に19.7キロワットの太陽光発電システム

の導入を行い、今年度新築いたしました移住体験住宅の屋根には3.08キロワットの太陽光

発電システムを導入したところです。また、町単独事業により太陽光発電システム導入事

業補助金制度を設け、当初計画では５件分の予算措置をしておりましたが、本定例会で補

正予算を可決していただき、５件分を追加し、全部で10件の申請を受理しているところで

あります。また、森林資源の活用として木質ペレットストーブ導入支援事業補助金の創設

を行い、昨年度２台と本年度３台の合わせて５台の導入実績となっています。これら太陽

光発電システム導入事業補助金と木質ペレットストーブ導入支援事業補助金については、

今年度からより多くの町民に対して制度の活用を図っていただくため、事業所、店舗、農

林漁業施設なども補助対象として拡大しているところであります。今後とも、これらの事
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業が再生可能エネルギーの利用促進とＣＯ２削減につながることから、町民に対して町広

報紙やホームページで普及啓蒙を積極的に行ってまいります。このほか、留真温泉におい

ては、間伐材を有効活用する木質チップボイラーを導入し、経済産業省などが事業主体と

なって実施している国内クレジット制度によりＣＯ２排出削減計画を作成し、昨年７月に

認証を受け、本年度、排出削減量として昨年４月から11月末までで180トンを削減したとい

う実績をもとにクレジットの支払いが行われる予定となっております。 

 また、自然エネルギー施策を実現させることによって新たな産業と雇用を長期にわたっ

て生み出すことにつながり、本町の活性化につながるというご指摘ですが、町が単独での

施設を建設し、運営などを行うことは非常に難しいことであると認識しているところです

が、企業などが設置する再生可能エネルギー活用関連施設などの整備を実施することが具

体化していく段階で、町としても支援策を協議していきたいと考えています。また、道内

外の企業等の誘致などの活動についても重要となってくると認識しておりますので、引き

続き関係機関と連携を図る中で、本町の地理的、自然的条件等について積極的に情報発信

を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、差間議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 また先ほど言及しました議会報告会の内容ですが、いろいろな意見が寄せら

れましたが、皆様方の思いはやはりただ１つ、浦幌町の活性化、これに尽きる内容でござ

いました。元気な町を目指して頑張ってほしい、この声が圧倒的でした。私たちも行政に

かかわる人間として、住民の一人として頑張っていきます。町長を初め浦幌町行政の皆さ

んには、私も含めてですが、このことをお願いして、この質問を終わります。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇差間議員 はい。 

〇田村議長 これで差間正樹議員の一般質問を終わります。 

 次に、８番、杉江博議員の質問を許します。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 行財政改革プラン2011の検証ということで質問させていただきます。平成23年策定され

た行財政改革プランは、浦幌町第３期まちづくり計画の推進のための行政内部からの大き

な支援事項になると考えますが、51項目の具体的なアクションプランにおける内容におい

て、既に実施されている事項、新年度の執行方針に盛り込まれた事項、今後取り込む事項、

検討を重ねていく事項がある中で、どのような具体策にて取り組むのか、項目別に伺いた

いと思います。 

 １つ目は、給与の見直し項目における適正な見直しとは。 

 ２点目、時間外勤務、手当の縮減の年次別縮減割合は実現可能か。 

 ３点目、定員適正化の推進での技術職等の確保計画は。 
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 ４点目、公用自転車の積極的な活用は、時間ロスが多く、実効性が薄いのではないか。 

 ５点目、組織機構の見直しは、本年度行政事務改善委員会にて検証し、具申となってお

りますが、26年度見直しとなっており、必要事項となれば一年でも早いほうがよいのでは

ないか。 

 以上５項目についてお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 

 行財政改革プラン2011の検証についてですが、本プランは町民の皆さんが満足する行政

サービスをよりよく、より効率的に提供していくことや町民協働を推進していくため、昨

年11月に策定いたしました。プランでは、町民を含む多様な主体が行政と協働する経営、

新しい公共の実現を本町が進める行財政改革の目標に掲げ、施策体系ごとの考え方を定め

ています。また、改革の実行計画となるアクションプランでは、何をいつまでにどのよう

に行うかを明確に示すため、具体的な取り組み項目や内容、年度別計画、計画期間内での

到達目標や成果指標等を設定しています。 

 ご質問の各取り組み項目の具体策についてですが、１点目の給与等の見直しは、本町職

員の給与は人事院勧告に準拠した見直しを実施するとともに、独自削減の取り組み等によ

り適正な水準が確保されてきているところであります。国においては、人事院勧告の廃止

や自律的労使関係制度の協議がされており、協議の中ではそれぞれの地域における給与水

準の見直しや能力、実績重視の人事評価制度の導入も求められております。引き続き、納

得性のある適正な給与水準を確保していくため、国、道及び他の自治体の状況を把握し、

見直しを実施していくとともに、人事評価制度の導入に向け検討を行ってまいりたいと考

えております。 

 ２点目の時間外勤務、手当の縮減は、町民ニーズの多様化や高度化から業務量が増加し

ている中、行財政改革により人員が削減され、職員１人当たりの負担がさらに増加してお

り、長時間の超過勤務が職員の健康及び福祉に与える影響を考慮するとともに、能率的な

職務の遂行を確保し、仕事と家庭の両立や経費削減の観点から、時間外勤務についてその

適正な運用及び縮減を図る必要があります。ご質問の年次別縮減割合は実現可能かという

点につきましては、本町において毎週水曜日を早期退庁促進のための定時退庁日に設定し、

庁内電子メールの呼びかけにより意識啓発を行っているところですが、引き続き全庁的な

定時退庁を確実に実施するとともに、各所属の時間外勤務状況を分析、類型化し、職員の

適正配置の推進や各所属における時間外勤務の管理等を徹底することにより実現が可能と

なるよう努めてまいります。 

 ３点目の定員適正化の推進は、平成17年に策定した定員管理適正化計画の期間が終了し

ていることから、新たな計画を策定するとともに、技術職等職種別の適正な職員数の把握

や計画的な採用や配置が必要となっております。ご質問の技術職等の確保計画については、
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各職場の業務量の把握を行い、公共サービスの質を維持向上させるため、適正な職員数を

見きわめるとともに、職種別の方針等を定め、技術職等の確保計画を含めた定員管理適正

化計画の策定に向け、検討を行ってまいりたいと考えております。 

 ４点目の公用自転車の積極的な活用は、ガソリン価格の高騰に伴い、その対応策として、

４月から11月における市街地内の移動に際してはできるだけ公用車のかわりに公用自転車

を使用することとして、平成20年８月より実施しているものです。現在職員の不用自転車

など４台を活用しており、利用実績については平成20年度77件、平成21年度54件、平成22年

度49件、平成23年度134件となっております。ご質問の時間ロスが多くて実効性が薄いので

はという点については、公用自転車の使用できる範囲は庁舎を中心に半径２キロ以内程度

としており、市街地が対象となることから、自動車での移動と自転車での移動では時間的

にほとんど差がなく、時間的ロスが生じていないと認識しており、今後も燃料費の縮減と

環境への配慮を進めるため、積極的な活用を図ってまいりたいと考えておりますので、ご

理解願います。 

 ５点目の組織機構の見直しは、職員数の減少、社会情勢の変化、権限移譲に伴う事務量

の増加、高度化、多様化する住民ニーズへ迅速かつ柔軟に対応するため、現行の組織体系

について平成24年度中に行政事務改善委員会において検証、具申をいただき、平成25年度

中に組織機構の見直しを検討し、平成26年度に実施することとしています。ご質問の必要

事項となれば一年でも早いほうがよいのではないかという点につきましては、平成24年度

中の検証等において早急に対応すべきものがあった場合は、そのものだけでも25年度より

見直しを図るなど臨機応変に対応し、行政サービスの向上に努めてまいります。 

 なお、行財政改革プランは、計画、実行、評価、改善のＰＤＣＡサイクルに基づき、社

会経済情勢の変化についてプランの考え方や方向性、施策内容への反映、進捗状況に応じ

て各施策の修正及び追加など時点修正等を行っていくこととしています。町民の皆さんが

将来にわたって安心して暮らせる町の構築を目指し、効率的で効果的な行政経営への改革

を着実に推進してまいりたいと考えております。 

 以上、杉江議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇杉江議員 再質問させていただきます。 

 この行財政改革プランの巻頭の文の中で、行政経営あるいは行政経営の新たな視点とい

う経営という言葉を使っております。また、プランの基本的事項でも地域経営の視点とい

う、この経営という言葉が私はちょっと気になっておりますが、経営とは通常第一義的に、

営利的な事業を継続的に利益を上げるように運営することということが一義的な解釈でな

いかなというふうに私は思っています。そういう面では、人員削減、賃金カット、経営的

感覚でいえばそういうことが重要視されてくる、そういう意味合いでの文言なのかなとい

うふうに思っているのですが、厳しい現状をとらえて、そういう決意のあらわれかなと思

いますが、私は行政は経営ではなくて運営という言葉のほうがしっくりするなというふう
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にこの改革プランの文言を見ております。 

 そういう中で、ただいま答弁ありましたが、給与の見直し項目についてですが、人事評

価制度の導入も求められていると、この改革案の中にも書かれております。５年間とも計

画の中では、他の自治体の状況把握、適正な見直し、給与等の見直し状況を含む情報の公

表、これ同じ項目５年間分書いてあるのです。単なる努力目標といいますか、形骸化した

項目になってしまわないかなというふうに心配をしております。 

 次に、２点目ですが、時間外勤務、手当の縮減項目です。財政効果として、この冊子に

は５年間で846万5,000円と書いてありますが、多分４年間のことだろうと私は理解してい

るのですが、４年間で846万5,000円の財政効果となっています。22年対比で時間にして

12.5％削減するということも載っておりますが、このことが先ほども答弁の中でありまし

たが、本当に大丈夫なのかなと、財源を地方に移譲するという中で財政規模が、財源が移

譲になっても補助金等なくなれば財政規模は小さくなっていきますが、そういう中で現状

をどれだけ縮減できるのかなというふうに心配をしております。 

 また、３点目の定員適正化に関してですが、今も申し上げましたが、財政規模が小さく

なる中で避けては通れない問題だと思います。現在の定数は、町長事務部局130人含めて、

各部署合わせて条例では152名となっております。これは、後でもちょっと申し上げようと

思いますが、全国平均は1,000人単位の職員規模として15.8人が全国平均であります。それ

から、長野県の下條村、これが8.9人と言っております。９人ぐらいです、1,000人単位の

職員数。浦幌町は多分、計算したらわかりますが、36人ぐらいになる。非常に多いのです

が、ただ財政規模、それから産業形態、いろいろあって、補助事業が多いとかそういうこ

とで一概に比較はできないのですが、しかしさすがに全国平均の倍以上の1,000人規模職員

数だということもわかって対応しなければならないだろうなというふうに思います。 

 それから、公用自転車の問題ですが、ＣＯ２対応とか理念はわかるのですが、先ほど実

績も報告ありました。しかし、経済効果はたしかこの表記によりますと４年間で１万円ほ

どの表記であります。本当にそこまで無理する必要があるのかなというふうに疑問を持っ

ています。 

 ５点目、組織機構の見直しということで、行政サービスの向上、それから地域担当職員

制度、これは検討するというふうになっていますが、空回りしないようにしてほしいなと。

特に、この地域担当職員制度は八木町長時代も掲げられていました。この制度といいます

か、この体制は合併協議、あるいは財政状況の緊急状態の中から実現しないで終わった事

項であります。職員数を減らしたり見直したりするという機構改革も含めた中でここまで

手が伸びるのかなということで、私はこの計画案に対して非常に危惧して見ているところ

でありますが、これらの点について再度答弁をいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 私のほうからただいまのご質問にかかわりまして２点ほど説
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明をさせていただきたいと思います。 

 最初に、冒頭の中でご質問がございました行財政改革2011アクションプランの中の関係

でございますけれども、その中での先ほどの町長の答弁がございました。町民を含む多様

な主体が行政と協働する経営、新しい公共の実現を目指すの目標に掲げてございます。こ

の中で、いわゆる経営という言葉の定義的な部分としてご質問があったかと思います。こ

のことにつきましては、確かに公会計上でいいますと歳入歳出予算の中のいわゆる総計予

算主義の中では利潤を追求するものではございませんので、経営という言葉についてはご

指摘のとおりだと思います。ただし、一点的には特別なこととして特殊な中では公営企業

会計ございますけれども、通常一般会計においてはご指摘の部分として成り立っているも

のでございます。ただし、今回の行財政改革にかかわりましては、職員の中でのいろんな

討議の中で時代に即した対応をすべき観点から、やはり行政も経営感覚を持った行財政改

革を職員一人一人がその意識を持った中で進めていくべきだというような協議がございま

したので、言葉足らずの部分ございますけれども、そういった経営感覚を意識として持っ

ていこうという一つのあらわれでございます。 

 また、もう一点、先ほどの地域担当職員制度の関係でございますけれども、このことに

つきましてはアクションプランを受けた中で町民参加条例の中でのアクションプランにも

特に取り上げている中でございます。このことについては今後の検討ということで、現実

的な中で検討していきたいということについては、これも職員の中での検討委員会の中か

ら自発的な意見として出てきたものでございます。ただ、そうはいいましても、やはり地

域担当という中ではどのようなかかわりが持てるかと、広範な範囲にわたっていきますと

相当な負担にもなるだろうといったこともございますので、これは今後行政区とのやりと

りの中でも含めて、どんな形で対応、かかわりが持てるかということについては検討して

まいりたいということになってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 私から何点か、給与関係からちょっと説明させていただきます。 

 給与の見直し関係につきましては、ご存じのとおり人事院勧告に準じて実施しているわ

けでございますが、そういった中で過去の独自削減、２年間の定昇ストップ、今日も依然

と続いている中身がございます。そういったことを含めて、国、道の状況含めた中でそれ

ぞれ適正な給与体系をしていきたいというふうに思っています。また、その中で人事評価

制度につきましては、昨年管理職でこの勉強会をさせていただきました。すぐ人事評価が

人件費削減につながるという観点ではなくて、自分たちの能力がどうなのか、その能力向

上のための人事評価という形で今勉強をさせていただいております。また、管内状況を踏

まえた中で、そういったものを職員研修を含めた中で人事評価制度についての勉強会を行

って、それぞれ人事評価制度が導入できるかどうかも含めて調査研究をしてまいりたいと

いうふうに思っています。 

 また、時間外でございますが、時間外の関係につきましては町の監査委員からもこの時
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間外について決算審査で必ずと言っていいほど私どもに指摘をいただいております。時間

数が相当オーバーする。恒常的にやっている方がいるのではないか。そういうことも含め

て、いろいろ私どもも職場等チェックをしながら進めてまいっております。また、水曜の

ノー残業デーを中心に各職場においての取り組みについて実施をしてまいっているところ

でございますが、この体制というのは時間外というのはやっぱり人事異動に伴って一時的

にふえる場合もあります。それらについても含めた中で、恒常的な時間外が発生しないよ

う、今後とも努めてまいりたいというふうに思っています。 

 また、定員の適正化、先ほど杉江議員からご指摘ありましたように、私ども5,000人規模

の人口の中の類似団体としての定員については浦幌町は非常に多い状況になっています。

これは、要因がありまして、私どもの職場には町立診療所、各施設、保育園、幼稚園等出

先機関かなりあります。庁内の定員については類似団体とはそう変わっておりませんが、

出先機関によって大幅な定員管理が進まないというふうに思っています。いずれにいたし

ましても、それらを含めて今後定員管理の関係の策定を進めてまいりたいというふうに思

っています。 

 公用車については、単なる燃料費の削減ということではなくて、職員も自転車で行くこ

とによってリフレッシュにもなると、環境に配慮した形の行動をしているということで、

時間的なロスは私もないというふうに町長お答えになっているとおり思っておりますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 また、組織機構の見直しにつきましては、町長のほうからお答えしたように、26年度組

織機構の見直しでなくて本年度中に行政事務改善委員会において検証、具申をした中で、

組織機構の見直しを早急に行わなければならないものについては町長のお答えのとおり

25年度から早急に実施してまいり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。 

 以上で私からの説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇杉江議員 ご丁寧な説明をいただきました。このプランを無理やり進めるということで

なくて、ここに書いてありますようにそれぞれ調査研究しながら、できる範囲のものを町

民も議会も一体となって実現できるということが理想だろうと思っております。今回行財

政改革の一部の中でこの５項目を選んで質問させていただきました。先ほども申し上げま

したが、行政の経営という言葉がありましたので、ちょっと申し上げたいと思いますが、

ご承知のように経営の神様と言われた松下幸之助さん、もう亡くなりましたが、この方は

繁栄による平和と幸福ということで、ご承知のようにＰＨＰという雑誌を、昭和21年、Ｐ

ＨＰ研究所を設立しまして、今もベストセラーとして売れている本であります。ＰＨＰで

すから、ピース・アンド・ハピネスです。プロスペリティー、ＰＨＰの頭文字で繁栄とい

う文字を入れて雑誌となっておりますが、私も四十数年ずっと、時々思い出して読んでお

ります。その理念でいきますと、これは話飛びますが、民主党政権、経済対策、さほど力
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入れないで税と社会保障の一体改革を唱えて、きのう予算案が衆議院を通過したというこ

とでありまして、私もいささか納得はできない部分があります。 

 そういう中で、行政の運営という面で２つの例をご紹介したいと思います。町長や行政

マンの皆さん十分ご承知だと思うのですけれども、長野県の川上村、村長、藤原忠彦さん

と言われたと思うのですが、非常に有名な村長さんです。ここは本当に農山村で、高原野

菜で有名になりました。まちの再生をかけてレタス王国というものをつくり上げて、野菜

を輸出するまでにつくり上げた村長さんであります。農業粗生産額155億と言っておりま

す。この村は、野菜の村ですから、夏場に大量のアルバイトさん来るのです。都会から来

る女性が農家の若者と次々と結婚する。このまちの出生率、全国トップクラスです。そし

て、もう一つ、医療費が１人当たりの負担が全国最低だと言っています。村長いわく、現

代のまちの生活に疲れた人たちに農山村は屋根のない学校、屋根のない病院だと言ってお

ります。これが私が言いたいまちの再生、経済力によって再生した例です。 

 もう一点、これも長野県ですけれども、これはご承知の下條村です。伊藤喜平村長、中

小企業の経営者でありましたけれども、思うところあって議員に出ました。３期目で議長

をやりました。しかし、どうも思わしくないなということで、村長選に出まして、今村長

21年目、６期目であります。ご承知のように、この人は村長になってすぐ職員をホームセ

ンターの研修にグループで全員出したのです。意識改革だと。コスト計算しながら行政執

行できる、そういう体制をつくらなければだめだということでやりました。この伊藤村長、

我がまちには仕事がない、周りで働いてきて下條村で住んでくださいということで、定住

策、いまや35年ぶりに4,200人を突破したといって全国で有名になっておりますが、この村

は借金７億円しかない。水道の普及率99.5％だそうです。下水道をさあやろう、試算した

ら45億かかると言われたのです。下水道やめて、全部個別排水でやりました。個別排水で

７億で終わったそうです。まちの負担２億5,000万。本当に指導力あるというか、リーダー

シップあるというか、そこでまちの借金は７億しかないのです。基金は20億あるそうです。

ですから、非常にスリム化した、先ほど紹介しましたけれども、このまちが1,000人当たり

の職員の数が8.9人、こういうスリムな行政運営をしているまち、有名な２つをご紹介しま

したけれども、最後に町長に、昨年作成されました第３期まちづくり計画、10カ年計画、

そしてこの行財政改革プラン、これも始まって２年目、ともに町長の肝いりだと思うので

すが、この両プランの実施に向けて、実現に向けて町長に決意のほど、先ほど執行方針、

初日にやったばかりでありますが、改めて決意のほどを聞いて、私の質問を終わらせてい

ただきたいと思います。 

 お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員から貴重なご意見を賜りました。下條村、私もいろんな情報を見さ

せていただいています。本当に先進的な村づくり、まちづくりを行っている町村はたくさ
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んございます。私もそういうところを見習いながら浦幌町の行政改革を進めていきたいな

というふうに思っています。また、第３期まちづくり計画が始まって今年でもう２年目と

いうことになります。そういう意味では、10年計画でありますけれども、５年、５年の前

記、後期に分けて、それぞれ財政計画も含めて浦幌町の健全なる行政ということで進めて

まいりたいというふうに思いますし、そのためには町行政はもちろんでありますけれども、

町民の幸せというのがその下敷きになければならないというふうに考えています。究極の

目的は町民が本当に住んでよかったまちづくりということが一番の基本だろうというふう

に思います。そのためにいろんな計画を今行政としてつくっていっているという状況であ

ります。第３期まちづくり、また町民参加条例も含めて、町民と一緒に新たな浦幌町をつ

くってまいりたいというふうに考えているところであります。そのためにも、やはり効率

的な、また効果的な財政運営、町政執行、これを行う必要があるだろうというふうに思っ

て、常にそのことに心を砕いているつもりであります。そういう意味では、議員の皆さん

にもいろんな面でご指摘、またご意見を賜りながら一緒に浦幌町の住みやすいまちづくり

に努めてまいりたいというふうに思っていますし、これからもどうぞご意見賜りますよう

お願いを申し上げながら、私からの決意といいますか、これからまちづくりをしていくの

だという気持ちをお伝えをして、終わりたいというふうに思います。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩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」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２９分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第３ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第３、議案第31号 平成24年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成24年度の新年度予算をご審議をいただきますけれども、国の予算編成に

当たりましては、日本再生元年予算と位置づけられまして、総額90兆3,339億円が今通常国

会に提案をされています。地方交付税につきましては、地方財政計画どおりに編成される

かどうか大変不安な部分もありましたけれども、閣議決定されております財政運営戦略に
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のっとり、平成23年度並みの17兆4,500億円が予算計上されているところであります。しか

しながら、大変厳しい経済情勢の中で３年連続して税収より新規国債発行高が上回る。さ

らに、不足分を特別会計の積立金で賄うという大変厳しい予算編成を余儀なくされている

ところであります。この予算案につきましては、昨日衆議院を通過をいたしましたけれど

も、年度内の自然成立ができる３月２日までに予算案が通らなかったということから、赤

字国債発行に必要な特別公債法の審議もありますので、暫定予算がまさに視野に入ってき

たのかなというふうに思っているところであります。 

 浦幌町の平成24年度の予算につきましては、このような状況下にありますけれども、第

３期まちづくり計画の中の子育て環境の充実、雇用機会の創出、また住環境の整備と地域

産業の活性化といった重点プロジェクトの項目を中心に予算計上をさせていただきまし

た。一般会計につきましては55億6,950万円、前年の当初比ではプラス8.5％増であります

けれども、昨年はご存じのとおり骨格予算でありましたため、政策予算を計上しました６

月補正後対比では１億8,440万4,000円増のプラス3.4％。８特別会計を合わせた予算総額に

つきましては83億8,875万8,000円で、前年当初比プラス6.2％、６月補正後の比較では２億

3,587万8,000円増のプラス2.9％ということになりました。歳入におきましては、町税の増

額は見込むことができませんので、町税収入を５億313万円、前年当初比の2,747万円減の

マイナス5.1％と見込ませていただきました。歳入の大半を占める地方交付税につきまして

は、さきに申し上げましたようにねじれ国会の中で不確定要素が多く、余談は全く許され

ないわけでありますけれども、国の予算案に即しまして前年同程度の予算計上とさせてい

ただきました。普通交付税につきましては30億3,000万円で前年当初比5,000万円増のプラ

ス1.7％、臨時財政対策債につきましては２億1,000万円で前年当初比3,872万円減のマイナ

ス15.6％を見込んでいるところであります。合わせて実質的な普通交付税は32億4,000万

円、前年当初比1,128万円増のプラス0.3％を計上させていただきました。 

 国の財政運営戦略につきましては平成26年までとなっているところでありますけれど

も、世界的に日本経済、日本財政の立て直しを求められておりますので、大変厳しい国の

財政事情と政治情勢の中で、次年度以降の地方交付税について財政運営戦略どおりに執行

されるということは保証がないわけでありまして、引き続き効率的、効果的な財政運営に

努めるとともに、財政の健全化を図りながら町民の安全、安心の生活と夢の持てる住んで

よかった、住みやすいまちづくりを進めるため、第３期まちづくり計画のみんなの知恵、

世代を超えて創る町実現に向けてまいりたいと考えているところでありますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 それぞれの細部につきましては、副町長及び担当課長から説明させていただきますので、

よろしくご審議をお願いいたします。 

〇田村議長 続いて、平成24年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 それでは、24年度予算説明書附表を説明させていただきます。 
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 お手元の黄色い表紙の表をごらんいただきたいと思います。最初に、１ページの左側の

表でございますが、各会計予算比較表でございます。平成24年度予算額、一般会計55億

6,950万円、町有林野特別会計など８特別会計を含む総計で83億8,875万8,000円でございま

す。比較増減でありますが、一般会計につきましては前年度当初比４億3,600万円、8.5％

の増となっております。昨年度は骨格予算でありましたので、下の表の前年度６月補正後

予算比で１億8,440万4,000円、3.4％の増となっております。上の段に戻っていただきまし

て、町有林野特別会計は、前年度当初比517万6,000円、6.5％の増となっております。国保

事業会計、前年度当初比1,110万1,000円、1.2％の減。後期高齢者会計、前年度当初比539万

4,000円、7.6％の増。介護保険会計は、2,151万6,000円、3.8％の増。町立診療所会計につ

いては、419万7,000円、1.7％の減となっております。公共下水道会計、28万1,000円、0.1％

の増であります。個別排水会計は、124万3,000円、2.4％の増であります。簡易水道会計は、

3,394万4,000円、7.8％の増であります。総計で、前年度当初比４億8,825万6,000円の6.2％

の増となっております。 

 なお、各会計の比較増減の内訳につきましては、10ページから13ページの各会計別・節

別集計比較表に記載しておりますので、ごらんおき願います。 

 次に、１ページの右の表、歳入歳出予算の総計表及び純計表についてご説明いたします。

一般会計から他会計への繰出金でございますが、町有林野会計など８特別会計に７億332万

4,000円を繰り出しております。総計から重複計を引いた純計は76億8,543万2,000円で、前

年度と比較しますと５億3,842万5,000円の増となっております。 

 次に、２ページをごらん願います。一般会計歳入歳出総括表については説明を省略し、

３ページからの款別比較表で前年度と比較し、増減の主なものを説明いたします。 

 まず、歳入、１款町税2,746万7,000円の減、個人町民税、固定資産税が減の主なもので

あります。固定資産税につきましては、評価替えによるものでございます。なお、町たば

こ税につきましては、1,004万2,000円の増となっております。次に、２款地方譲与税500万

円の減、これにつきましては自動車重量譲与税500万円が減でございますが、昨日国におき

ましても税制の改正法案が通過いたしました。重量税につきましては、政府が定めた基準

を満たした車種などを対象に車検時の重量税を減免というような内容がございますので、

それに合わせて減ということでございます。次に、飛びまして７款自動車取得税交付金

500万円の減、これにつきましても税制改正法案によりまして自動車の取得税にかかわりま

してエコカー減税が継続されて減免になるというようなことを含めまして、500万円の減で

見ております。次に、９款地方交付税5,000万円の増、普通交付税5,000万円、1.7％の増を

見込んでおります。 

 次に、飛びまして、４ページをごらんいただきたいと思います。13款の国庫支出金でご

ざいますが、１億2,280万6,000円の増でございます。主に社会資本整備総合交付金１億

5,332万4,000円の増が要因でございますが、公営住宅の整備事業、公営住宅水洗化事業、

除雪機械整備事業、役場耐震化診断事業など新規事業に対する交付金の増が主なものでご
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ざいます。 

 飛びまして、５ページの17款繰入金102万1,000円の減、これにつきましては繰入金でご

ざいますが、まちづくり計画重点プロジェクトのうち新規就農者営農促進事業、雇用促進

事業、住宅建設等補助、転入者ハマナス商品券贈呈、地域産業活性化補助金、これらの５

つの事業に充てるために地域振興基金から2,625万円の繰り入れ及び住民生活に光をそそ

ぐ基金の繰り入れ並びに、ここにはちょっと記載しておりませんが、酪農ヘルパー対策事

業基金から180万円を繰り入れまして、この内容になっております。次に、19款諸収入

1,691万5,000円の減、これの主な減の要因といたしましては、釧路産炭地域基盤整備事業

補助金、この補助金が前年度をもって終了いたしましたので、それによるものが主な減の

内容であります。次に、20款町債２億8,687万8,000円の増、臨時財政対策債につきまして

は前年度当初比3,872万2,000円、15.6％の減、それと過疎対策事業債につきましては過疎

ソフト事業10事業の実施によるものが主な増の内容でございます。公営住宅建設事業債に

つきましては、公営住宅の整備事業によるものでございます。緊急防災・減災事業債につ

きましては、防災行政無線整備、厚内地区避難所等整備、浜厚内地区避難所等造成事業、

これらにかかわる事業の増の内容でございます。 

 次に、６ページからの歳出でありますが、これにつきましては先ほど町長からお話あり

ましたように、第３期まちづくり計画のうち重点プロジェクトの事業を中心に予算計上し

ております。また、今年度の大型事業の主なものといたしまして、公営住宅整備事業、防

災対策の強化として防災無線のデジタル化、避難場所の造成など計上して予算編成を行っ

ております。歳出については、先ほどの歳入での説明と重複する部分がありますのと、後

ほど各説明員から各会計歳入歳出予算書の説明において前年度と比較し、大きな増減につ

いてはその内容の説明がありますので、ここでは説明を省略させていただきます。 

 次に、10ページから13ページ、会計別・節別集計比較表についても、これについても説

明を省略させていただきます。 

 それでは、14ページをごらん願います。各会計予算性質別一覧表でございます。まず、

上段の一般会計について増減で説明をさせていただきます。人件費につきましては、前年

度比2,102万5,000円の減、物件費、維持補修費につきましては5,677万2,000円の増、扶助

費、補助費等につきましては5,948万3,000円の減、普通建設事業費、災害復旧事業費５億

3,186万7,000円の増、公債費2,415万7,000円の減、出資金・貸付金については増減がござ

いません。繰出金5,016万9,000円の減、その他219万5,000円の増でございます。 

 次に、15ページの下段の合計欄について説明をさせていただきます。一般会計、特別会

計含めての合計でございますが、これも増減で説明をさせていただきます。人件費につき

ましては1,140万2,000円の減、物件費、維持補修費につきましては6,894万5,000円の増、

扶助費、補助費等4,459万6,000円の減、普通建設事業費、災害復旧事業費５億6,742万

2,000円の増、公債費4,398万9,000円の減、出資金・貸付金、増減はありません。繰出金

5,016万9,000円の減、その他204万5,000円の増でございます。 
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 なお、投資的経費の内訳につきましては、18ページから28ページに掲載しております全

会計主な事業費調べのうち米印がついている欄がございますが、それらが投資的経費の主

な対象事業でございます。 

 それでは、16ページ、17ページをごらんいただきたいと思います。一般会計債務負担行

為総括表についてでございますが、平成24年度の予算額の合計が２億2,037万6,000円、う

ち一般財源につきましては１億9,531万円でございます。平成25年度以降支出予定額につき

ましては、合計が３億8,676万5,000円で、一般財源につきましては３億4,421万3,000円と

なっております。 

 次に、18ページから28ページにかけまして、全会計主な事業費調べにつきましては説明

を省略させていただきます。 

 それでは、28ページまでお開きいただきまして、次に給与費明細表について説明をさせ

ていただきます。給与費明細書の１ページをごらんいただきたいと思います。給与費明細

書、特別職全体で前年度対比、一番下の右側の合計欄になりますが、939万7,000円の減と

なっております。これにつきましては、議員共済会納付費負担金の減、それとその他の特

別職の報酬の減が主な内容であります。その他特別職の減、68名の人員減となっておりま

すが、平成24年度につきましては選挙が海区以外にはございませんので、選挙に係る予算

計上につきましては海区以外にのせておりません。したがいまして、投票、そして開票立

会人などのこういった報酬にかかわる減が主な内容でございます。 

 次に、２ページをごらんいただきたいと思います。一般会計に係ります一般職につきま

しては、職員数107人で前年度比１名の増であります。給与費、共済費の合計で前年度比

5,333万3,000円の減となっております。 

 次に、特別会計に係る給与費明細書の関係につきましては説明を省略させていただきま

すが、72ページまでの特別会計を含む９会計全体で一般職の職員につきましては全体で

126人でございます。前年度比、職員数につきましては１名の増でございます。また、９会

計全体で一般職の給与費、共済費の総合計につきましては10億743万3,000円で、前年度対

比、給与費2,051万8,000円の減、共済費3,087万2,000円の減で、合計5,139万円の減となっ

ております。今私がお話しした関係については記載されておりませんけれども、全体でそ

ういう数字となっておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 以上で平成24年度予算説明書附表の説明を終わります。 

〇田村議長 次に、議事の進行上、第２表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第31号 平成24年度浦幌町一般会計予算。 

 平成24年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ55億6,950万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ
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る。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当並びに共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 次に、７ページをお開きください。第２表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度

額１億8,630万円、内訳、高等学校等就学費補助事業420万円、葬斎場設備補修事業420万円、

乳幼児等医療費助成事業1,380万円、保育施設環境改善事業220万円、介護事業運営補助事

業1,160万円、患者輸送業務委託事業640万円、観光施設環境改善事業150万円、町道維持補

修事業2,000万円、学校教育施設環境改善事業360万円、体育施設環境改善事業420万円、中

浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業1,030万円、林道上厚内線開設事業900万円、住

吉０号通道路整備事業3,010万円、通学通道路整備事業1,840万円、共栄統太線道路整備事

業3,570万円、除雪機械購入事業債1,110万円。次のページをお開きください。公営住宅建

設事業債7,170万円。緊急防災・減災事業債１億8,500万円、内訳、防災行政無線整備事業

債１億2,200万円、厚内地区避難所等整備事業債5,300万円、浜厚内地区避難路等造成事業

債1,000万円。臨時財政対策債２億1,000万円。計６億5,300万円。起債の方法、証書借入又

は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金又は金融

機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、

もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 次に、９ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括については説明を省略させてい

ただきます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行いたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行うことに決定をいたしました。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の審議は便宜上歳出から行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳入歳出予算事項別明細書の審議は、歳出から行うことに決定をいたしました。 

 次に、平成24年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、本会議での質疑を

３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成24年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、会議規則第55条

の規定を適用しないで審議することに決定をいたしました。 

 予算の説明は配付しております説明要領に従って行いますので、質疑及び答弁は簡潔か

つ的確にお願いをいたします。 

 それでは、１款１項１目議会費から２款１項７目企画費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇前田議会事務局長 予算書29ページをお開き願います。１款１項１目議会費、本年度予

算額7,410万7,000円、この科目につきましては議会の運営に係る経費であります。減額の

主なものは、４節共済費、議員共済会納付費負担金の減によるものでございます。その他

特に説明を加える事項はございません。 

〇上村総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額２億9,623万

5,000円、この科目につきましては総務所管事務に要する予算及び庁舎管理に要する予算を

計上している科目であります。主な増減額は、１節報酬で１万円の減額、４節共済費で共

済組合納付金で184万2,000円の増額、退職手当納付金で61万1,000円の増額、13節委託料で

390万6,000円の増額、15節工事請負費で410万円の増額の内容であります。なお、１節報酬、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費は、予算説明資料13ページに記載し

ております。 

 次に、32ページをお開きください。２目情報化推進管理費、本年度予算額8,233万6,000円、

この科目につきましては各種電算システム、総合行政ネットワークシステム、庁内ネット

ワークシステム等の維持管理に要する予算を計上している科目であります。主な増減額は、

12節役務費、通信運搬費で100万6,000円の減額、13節委託料で個別行政情報システム保守

業務委託料164万3,000円の減額、統合型ＧＩＳ構築委託料で5,000万円の増額の内容であり

ます。統合型ＧＩＳ構築委託料につきましては、本年上下水道業務データ、公有財産管理

データの作成を予定しております。なお、13節委託料、14節使用料及び賃借料は、予算説
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明資料13ページ、14ページに記載しております。 

〇鈴木まちづくり政策課長 続きまして、３目文書広報費でございますが、33ページから

34ページにかけてでございます。本年度予算額465万1,000円、この目につきましては広報

広聴事業に要する費用でございます。増減の主な内容につきましては、11節需用費の印刷

製本費において106万5,000円の減、これは町勢要覧の印刷費用減でございます。14節使用

料及び賃借料における行政情報メルマガ発信サーバー借り上げ30万2,000円は、本町議会定

例会におきましてご議決をいただきました浦幌町町民参加条例における協働のまちづくり

アクションプランの協働を目指すための具体方策の情報の共有化を進める施策であり、町

から行政情報を電子メールで定期的に配信するもので、新規事業として計上しているもの

でございます。 

〇新川施設課長 ４目自動車管理費、本年度予算額1,339万9,000円、この目につきまして

は施設課で集中管理している公用車41台分の維持管理費でございます。公用車の管理台数

につきましては、説明資料14、15ページに記載のとおりでございます。また、協働のまち

づくりの一環として公用車を行政区や町民団体などが行う公益的な活動の実施に際し、新

たに公用車の無償貸し出しの制度を導入し、今年度４月から貸し出しいたします。増額の

主なものは、燃料単価高騰による11節需用費の燃料費、車検台数が21台から32台にと増加

することにより修繕料、12節役務費の手数料及び自動車損害賠償責任保険料、27節、自動

車重量税がそれぞれ増額となっております。消耗品費の増額と備品購入費の減額は、タイ

ヤ購入費目の予算組みかえによるものでございます。 

〇上村総務課長 ５目財産管理費、本年度予算額871万9,000円、この科目につきましては

町有財産の管理に要する予算を計上している科目でございます。主な増額は、13節委託料

60万円、15節工事請負費で300万円の内容であります。なお、13節委託料、15節工事請負費

は、予算説明資料15ページに記載しております。 

 ６目財政調整等基金費、本年度予算額836万5,000円、この科目につきましては基金の積

み立てに要する予算を計上している科目であります。25節積立金で既存基金利息分として

536万5,000円、ふるさとづくり基金積立金として300万円の内容であります。 

〇鈴木まちづくり政策課長 次に、７目企画費でございますが、35ページから37ページに

かけてでございます。本年度予算額4,763万5,000円、この科目につきましては町民参加条

例における協働のまちづくりアクションプランの協働を目指すための具体的方策、第３期

まちづくり計画重点プロジェクトにおける補助金交付事業、企画振興及び町懸案事項、地

域情報通信基盤整備事業、地域づくり支援事業補助、移住体験事業に係る費用でございま

す。８節報償費において60万円の増となっておりますのは、実績見込みからふるさと寄附

記念品代の増額が主な内容であります。既に予約を受け付けております移住体験事業に関

しては、管理費として住宅環境整備に係る７節賃金、11節需用費の光熱水費、インターネ

ット環境を整えるところの12節役務費の通信運搬費及び手数料、14節使用料及び賃借料に

おけるテレビ受信料、合計で38万円、同じく移住体験事業における促進対策費として広く
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周知を図るため北海道移住促進協議会主催の北海道暮らしフェアへ参加するところの９節

旅費、パンフレットを製作するための11節需用費の印刷製本費、そして広告宣伝を図ると

ころの12節役務費の広告料等で合計125万2,000円を計上してございます。地域情報通信基

盤整備事業につきましては、管理に係る事業費合計で1,368万7,000円を見込んでおります

が、光ケーブルの貸付収入、厚内デジタルテレビ中継局整備費協力金等、合計で1,076万

8,000円の収入を見込み、差し引き291万9,000円の負担となる算定でございます。新規事業

として、協働のまちづくりアクションプランの具体的方策、町民ニーズの把握、意見、提

案等の受け付けにおける町民アンケートの実施を進めるため、13節委託料において調査分

析に係る委託料42万円を計上してございます。第３期まちづくり計画重点プロジェクトに

係り、19節負担金、補助及び交付金において地域産業活性化補助金500万円、住宅建設等補

助金1,700万円、いずれも継続で実施するものでございます。１節報酬、11節需用費の修繕

料、12節役務費の手数料、13節委託料、14節使用料及び賃借料の土地使用料、建物使用料、

15節工事請負費、19節の負担金、補助及び交付金の補助金につきましては、それぞれ説明

資料15ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 何点か質問をさせていただきたいと思いますが、まず１点目でございますが、

34ページの文書広報のメルマガです。これは、前から言われているように町民に対する情

報発信ということで、これは私も再三質問させていただきまして、大変重要なことであろ

うという認識をしておりまして、これは当初から言われている部分ですけれども、この内

容等について実際にいつからどういう形でという部分です。やっぱり一番肝心なものは内

容でしょうし、それを含めて、また町民にきちっと登録していただかなければならないと

思うのですけれども、ここら辺のまずこの部分１点お聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明させていただきま

す。 

 このことにつきましては、おっしゃるとおりでございまして、行政情報、携帯メルマガ

の発信事業ということで、現在その内容について精査をしているところでございますけれ

ども、このことにつきましては町から発信するメールサーバーの借り上げについては市場

調査の中で金額等も判明して予算を計上させていただいておりますけれども、ただ実際に

受信する側の負担というのはどういうことになるのかということにつきまして、携帯事業

者がちょっとまちまちな部分があるということなものですから、このことが明らかになり

次第早急に早い時期に周知をしながら登録の作業を進めたいなと思ってございますので、

いずれにいたしましても年度明け早々に何らかの形で周知を図ってまいりたいなというふ
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うに思ってございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言うようにまだいろいろと詰めなければならないところがあるということ

ですけれども、具体的に詰めていくのはいいのですけれども、４月１日にはできないわけ

ですから、要するにいつからきちっとした配信をしていくという、その前にいろいろ手続

がありますよね、きちっとした町の情報が町民に配信されるのはいつを目標にされている

のかと、ここをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 諸々の環境が整い次第作業に入りたいなというふうに思って

ございました。一点的にはご議決いただいた中でこの予算の中で執行してまいりたいなと

いうこと等含めまして、ただいま申し上げました受信側の負担の部分の各社の状況がいま

いちまだはっきりしない部分がございますので、いずれにいたしましても４月からその登

録の作業にかかってまいりたいなと、多少の時間のずれはあるかもしれませんけれども、

新年度早々にその対応を図ってまいりたいなというふうには考えているところでございま

す。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 具体的に５月だとか６月だとかという、今現状ではそういうきちっとしたこ

とが言えないのだなというふうに認識をいたしました。ただ、どちらにしても早く、早急

にということですし、メルマガもそうですけれども、きっとここの中には、ホームページ

等の部分での充実というものもここにいろいろ情報の部分については含まさっているもの

というふうに私も認識をしておりますので、このことにつきましては早急にきちっとした

対応をまず１点お願いをしたいというふうに思います。 

 もう一点お聞きをいたします。自動車管理費、これ町政執行方針でもありましたけれど

も、貸し出しをするということでございます。今までも例えばお祭りだとかいろんな部分

では、町のトラックだとかいろんな車両を使って物の運搬とかいろんなことしていました

ですよね。今後は、各団体のイベントだとか、そういったものから行政区単位へ枠を広げ

ていくのだということだと思うのです。ただ、そこら辺が公益性というような文言もあり

ますので、ここら辺がまだ町民にしても、今こういう予算通らないと町民に対してもきち

っとした広報もできないのでしょうし、４月からといってこれからどういう形になるのか

なと、その辺の貸し出し要綱的なものもこれから精査されるのか、ある程度こういった形

でやりたいということである程度の要綱がもう提示されているものなのか、決してこれは

悪いことだと思いませんけれども、いろいろな事故とか、そんなこともやっぱり考えられ

るので、そこら辺含めて、今現在決まっているところがあるのであれば、この詳細説明を

求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 施設課長。 

〇新川施設課長 今中尾議員のご質問の件なのですけれども、これは行政改革のアクショ

ンプランに基づいて、その要綱の中に掲げられたもので、取り組みで公用車の無償貸し出

しという制度を導入するのですが、執行方針でも述べさせていただきましたが、その中に

入れておきまして、結局これは行政区ですとか、あとＰＴＡ、ボランティア団体などが公

益的に活動を行うということに際して運搬車両の確保が難しいという状況がございまし

て、それで町が所有するトラック等につきまして有効活用を求められたということで、こ

れにこたえるということになってございます。今回これにつきましては、公用車の無償貸

し出しの要綱というのをつくりました。これにつきましては、議会のほうでご報告した後

に町民の方にこれから周知、広報ということになると思いますが、その中で目的というか、

どういうような目的の内容になっているかということをまずご説明したいと思います。 

 まず、これは、町民の自主的かつ自発的な地域活動等を支援して協働のまちづくりの推

進をすることが目的ということになってございます。次に、貸し出しの対象なのですが、

町内の自主的な公益的な活動を行う行政区及び地域住民活動団体、教育、福祉関係団体、

文化、スポーツ関係団体、交通安全及び防犯活動に伴う団体、あと老人クラブですとかボ

ランティア団体等というのを貸し出しの対象としてございます。用途につきましては、何

にでも活用していいということではなくて、公益的なという意味合いから、例えば道路、

河川、公園、学校、そういう公共施設の美化、清掃などに、そういう運搬するものに使う

ですとか、または各団体において研修活動、ＰＴＡ関係、そういう何か行事を催すものに

対して物を運ぶものに利用していただくと、そういうようなものになっています。 

 これにつきましては、区域なのですが、浦幌町内ということに限らせていただいており

ます。貸し出しにつきましては、ちょっと長くなって申しわけありませんが、土曜日と日

曜日と祝祭日ということで、通常公務に支障のない範囲でということで、公務に必要のな

い間で休みの間を利用して貸し出すということになってございます。それと、貸し出しに

ついては無料ということでございますので、燃料代は、町内に限って使うということにな

りますが、そんなにたくさんのすごいお金かかるということではございませんので、これ

に対して特別に新年度予算で予算確保ということではなく、今ある既定の予算の中で補う

というようなことにしてございます。あと事故等、これが心配あるということでございま

すので、これにつきましては町が加入している自動車保険で補てんされるものと、中には

されないものもございます。それにつきましては、今回スポット的なもの対象になるよう

に、それについても町のほうで両方、２台、車に関しては１トン車と２トン車ということ

で１台ずつなのですが、それに要する費用として１万6,000円がそれについてはかかってご

ざいます。その中で、自己責任を除いたものについては町のほうで補償するというような

形になってございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も行政が無駄なというか、余裕がある車がたくさんあるわけではないなと
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いう認識を持っていましたので、今の説明で要するに行政が休みの日、土日祭日というこ

とで、それも理解もできました。 

 それで、いろんなそういう団体で実際やってみた中で、また運用でいろんな諸問題が出

るのかもしれませんので、この辺は臨機応援に柔軟に、あくまでも町民に使っていただく

という部分が目的ですから、いろんな取り決めがそれの弊害になるのであれば、前にもち

ょっと同僚議員の質問もありましたけれども、やはりその辺は柔軟に対応していって、実

際に運用しないとわからない部分もあろうかと思います。それで、保険の部分についても

きちっとそういう管理がされるということですし、さほどお金はかからないので、確かに

新年度予算にないのです、それが。ですから、これも組み込まれるということでよろしい

と思います。 

 この質問の最後にですけれども、貸し出し、返却、ここの部分です。後になってから、

ちょっとここ傷があった、へこんでいたとかという、この部分というものの貸し出し、返

却、かぎのやると思うのです。要するに休みの日ということは、宿直の方ということにな

るのか、その辺も返ってくる時間帯とかいろんなことも含めてきちっとしたチェックがさ

れないと、後々責任問題となったときに問題が生じかねないと、後になってから、この傷

おたくではないのという話でも、これはやっぱりそういう話にもなってこないと思うので

す。その辺の貸し出し、返却、この辺の管理の部分、この質問、ちょっとそこを最後お聞

きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今言ったご質問の貸し出し、返却の関係なのですが、これも要綱を定め

まして、まず貸し出しに際しては申請いただいてということで、様式としては使用許可の

申請書兼誓約書ということで、それをいつ、どういう目的でどこで使うのだというのを出

していただきまして、これの中には貸し出し者も明確にするということで、運転者の免許

証などもつけさせていただくことになります。そこで責任がだれにあるということを明確

にするということです。貸し出しにつきましては、今中尾議員言われるように、休日とい

うことで職員が毎日ついているということになりませんので、規定の場所に置いて、それ

は貸し出しの方に前もって連絡しておいて、当直の方にかぎを渡すようなことになってい

ると。返却につきましても、基本的に一日の利用の時間、５時までということになってい

ますので、内ですので、返却は車を所定の場所に、当直の方に返していただくということ

なのですが、何かあった場合にはすぐ連絡をしていただくことになっておりますので、そ

ういうのがありましたらすぐ職員が対応するというようなことになってございます。返却

については、その場で職員受け取るということにはなってございませんが、その辺の対応

はやろうと思っております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私が心配なのは、何かがあって、ごめんなさい、ぶつけましたということで
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あれば心配ないというか、それは保険も入っていますからいいのですけれども、返却した

ときに気づかなかったものというのですか、後になってから担当、今までずっとふだん作

業で使っている方々があれ、貸し出す前まではここに傷がなかったけれども、傷ついてい

るけれども、これどうしたのだということになったときに、返ってきたときにきちっとチ

ェックがされないと、後になってから、返した人間もおれはそんなのつけていないよとか、

でも実際ついているとかと、ここら辺の問題。だから、やっぱり返ってきたときには最低

限のチェックをした上でかぎを引き取るとかというようなことをしないとならないのでな

いかなと。がちっとぶつけてしまったら、それは連絡が来て、保険なりなんなりで対応し

ていくというのでいいのですけれども、そこら辺の後々のチェック、だから貸し出しより

も返ってきたときですよね、傷がどうだった、ああだったとかという問題、ここだけがち

ょっと私は心配かなという気がするのですけれども、再度お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 事故以外の場合でそういう場合も出てくるかと思います。受け取りは、

必ず職員つくということになってございませんので、その辺のチェックはその都度すぐで

きないかもしれませんが、次の日朝に職員が点検して、もしそのようなことあれば、それ

は使用者責任ということで私たちのほうからそれは対応しますし、返却のとき必ず洗車を

していただくということになってございますので、見た形ではわかりやすいかなとは思っ

ております。いずれにしても、公用車ですので、その辺はきちっとした対応をしていきた

いと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そこら辺の運用について、せっかくいいことをしてもその辺をきちっとしな

いことによって後々トラブルがあるということにならないように、この辺はあわせてお願

いをしておきたいと思います。 

 それと、もう一点、財政調整基金のふるさとづくり基金の積立金300万円、昨年は百何ぼ

だったかですよね。これまた今回も300万円基金として積み立てるということですけれど

も、この辺の考え方、今後の考え方、前回もちょっと質問させていただいた経緯もあるの

ですけれども、積むだけでいいのかなという、前もそんなこともあるのですけれども、24年

度も積み立てるということで、貯金がふえることは悪いことではないのですけれども、本

当にそれだけでいいのかなという部分、この辺の考え方改めてお聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのふるさと寄附にかかわってのご質問についてご説

明をさせていただきたいと思います。 

 ご指摘のとおり過去から、平成20年度からですか、この寄附が始まって現在まで、２月

の末現在なのですけれども、666名の方が寄附をされまして、合計額としては約850万ほど
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いただいているという状況になってございます。特に平成23年度が例年に比べまして多か

ったものですから、予算についても増額という形で計上させていただきました。このこと

については、以前にもご指摘あったとおり、この使途についてどういう形で進めていくと

いういわゆる方針的なものでございますけれども、恐らくは24年度において1,000万を超え

ていくのかなと、この辺も一概には言えないのですけれども、23年度におきましては税制

の改正の関係でかなりふえたのだろうなと、5,000円、2,000円のいわゆる寄附控除の関係

でなってきたのだろうなというふうに思っております。その辺が落ちついた中で、最近は

特に落ちついて少なくなってきているのですけれども、いずれにいたしましても1,000万の

大台に乗っていく可能性が高くなってきたという部分がございます。その関係で、平成24年

度中にその方針について内部で協議をさせていただきたいなというふうに思ってございま

すので、いずれかの時期に方針についてご提示を申し上げればというふうに思っておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今の部分で、寄附が幾らになるか、たくさん、1,000万超えればいいですけれ

ども、確かにせっかくのそういう気持ちがそういう金額までなったという事実ですから、

今言われたように本年度中にはしっかりとした計画をして、25年度にはこの気持ちがしっ

かりとした形に見えるというようなお話でしたから、その辺は今後の部分についても期待

をしたいと思いますし、今の666名の方の気持ちというものが、貯金がふえただけではその

気持ちにこたえるということにはならないと思うのです。それがしっかりとした事業とし

て町に反映されないと、この気持ちというものが生かされてこないというふうに思ってい

ますので、ぜひその辺については、今25年度には事業化されるということですから、来年

の予算の審議のときにはこういう事業をやりますよというような提案がされるということ

でありますから、その辺はまたしっかりと私としてもチェックをしてまいりたいと思いま

す。 

 最後に、もう一点だけお願いしたいと思います。町民アンケートについて、これも前々

からいろんな町民の意向を見ながら行政の対応をしていくということであります。これに

ついても2,000名でしたか、という形の中でやるということですけれども、これもどういう

形でどういうふうにやるのかとか、そのアンケートの内容です。往々にして今までもそう

なのですが、アンケートとかとっても、回答率というのですか、低いのです、これがなか

なか。だから、この辺の部分も含めて、ただ、今までどおり出せばいいということになら

ないと思うのです、この辺も。だから、やっぱりそういった部分をきちっと踏まえて、回

答率も上げるというようなことで一ひねり、二ひねりしながらせっかくとるアンケートを

実施していかなければならないのではなかろうかというふうに思いますし、事業するので

あれば、後半になってからとったって意味がないですから、やっぱり早急にとらなければ

ならないということなのだろうというふうに思いますけれども、この辺のアンケートの詳

細の説明を求めたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明させていただきま

す。 

 確かにアンケートでなかなか回収がはかどらないというような実態は、過去にもござい

ました。今回と申しますか、これからのアンケート調査についてはどういう形で進めてい

こうかということにつきましては、アンケート項目、調査項目をある程度テーマを持ちな

がら進めていきたいなと、広範にわたってもなかなか回収率も高くはならないでしょうし、

いろんな部分としてある程度テーマを絞った中で調査を行いたいというふうに思ってござ

います。また、その調査の結果についても分析をしていきたい。このことにつきましては、

やはり専門の方々のお力をかりないとできない部分がございますので、委託という中で進

めたいなと、そしてその委託の業者さんにおきましても全国的、全道的にも調査を進めて

おられると思いますので、いろんな調査の仕方、それから調査の項目、また回収、分析の

仕方等々協議をしながら委託事業を行ってまいりたいなというふうに思ってございます。

いずれにいたしましても、アンケートの声を多くお聞きして町政に反映できる仕組みを協

議をしながら、そして具体的になり得るものとして進めてまいりたいなと思ってございま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 二、三点お伺いいたします。 

 まず、31ページの使用料及び賃借料の庁舎電話機借り上げ料139万9,000円、これ先日の

補正で137万9,000円というのがそっくり戻ってきていたのですが、新年度でまたつけたと

いうことで、これ説明をお伺いいたします。 

 それと、地下タンクの改修550万、これは防災用かと思いますが、どれぐらいの期間で改

修をなさって、コーティングというのですか、ＦＲＰ、これをやるのに、今まではやって

いなかったのをタンク内にするということなのでしょうか、この辺の説明を少し聞きたい

ということと。 

 それから、32ページ、13節の委託料の中の、昨年もちょっと質問いたしました。今年３

年目、2,500万の予算つけております。去年が2,000万、その前が1,558万円ということで、

もう約6,000万円ということで予算化されています。空間情報データ化ということで、電子

地図というのですか、こういったことを計画なされているようですが、これは年々予算が

上積みされているというか、ふえてきています。昨年聞いたときは５年間でというお話で

した。このまんまいくと１億は優に超えるかな、それ以上になるかなというふうな想像を

しているのですが、この空間情報データ化というのは一般町民は見れないのでしょうが、

完成はいつの年に、５年以内で終わるのか、それと予算もこのとおりのまんまで進行して

いるのか、この辺の進捗状況等をお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇上村総務課長 電話機の関係でございますが、昨年、今年の３月に切りかえをしました。

それで執行残ということで残しました。ただ、新しく新規契約をすることによりまして24年

度から契約するということで、機械が買い取りにならないということで、使用料の中でそ

れぞれ５年間リースで払っていくということになっております。庁内の100台を今回入れか

えをさせていただいた内容でございます。 

 また、役場の地下タンクの改修でございますが、これにつきましては耐震とは関係ござ

いませんで、危険物の規制に関する規則が平成23年に施行されたことによりまして、地下

タンクの腐食というおそれがあるということで、役場庁舎の地下タンクにつきましては設

置後41年経過しているということで、これらについての内面の腐食を防止するための措置

を25年１月31日までに行わなければならないという、この危険物の取り扱いに関する規則

等がなったことによりまして、それぞれ地下タンクにつきまして改修をするものでござい

ます。 

 それと、ＧＩＳ関係でございます。今回2,500万ということでございます。昨年もご答弁

させていただいたとおり、５年間で総額１億円以内ということで整備をさせていただきた

いということで今進めております。今回４年目になるわけです、24年度は。そして、現在

まで行政区域、地図系、それから航空写真、地番図、家型図、また固定資産管理、農地管

理、森林管理まで進みました。この後公有財産管理、今年下水道管理、2,500万の中で入れ

させていただきます。また、最終年ですが、道路管理、河川管理、すべて入れさせていた

だきながらすべて起動をさせていただいております。昨年からそれらについて職員同士で

研修会を重ねながら、機械を借り上げながら大会議室で研修を重ね、今自分の手元にある

それぞれの機械で地図情報を見れる状態になっております。そういったことを含め、26年

完成後におきましては、一部住民に共有できるものはホームページ上で公開して住民と共

有できるものはしていきたいというふうに昨年も答えていると思います。すべてが完成し

た。今内部の中では利用させていただいております。また、そういう中で福祉課と連携と

りながら、災害時の要支援者というものを福祉課の中でチェックをすると、そういう中で

地図上でも要支援者がわかるような台帳、これは公表しません。災害本部、または福祉課

の中でそういうものを地図にもとって緊急時の対応にさせていただきたいということで、

５年間の中で総額１億以内ということで進めさせている内容でございますので、ぜひとも

理解をしていただきたい。また、今年50万で使用料を予算化をしております。また職員研

修に励み、よりよい統合型ＧＩＳの構築に向けて進めてまいりたいというふうに思ってい

ますので、ご理解を賜ります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 電話機の件は了解いたしました。 

 地下タンクも25年の１月31日ということで、本当に長い期間改修ということで、その間
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に何事か起こらなければ幸いと思いますが、なるべく早い期間に改修を終わらせたほうが

いいのではないかなというふうに思っております。 

 それと、ＧＩＳの件ですが、先日も今年みたい雪がたくさん降ったときに道路の桝が見

えなくなって、凍っていたのです。それで、30メートルぐらいにわたって水がすごく車道

にあふれているというか、桝が見えないから流れていかなかったのです。それで、歩道は

除雪されていなくて、こんなに雪あったのですけれども、私たちがホームページか何かで

見れるのであれば、桝の場所が見つかったら、そこに穴をあけて、忙しい町の除雪機械を

わざわざお願いしなくても何とか処理できないかなと思ってちょっと見て回ったのですけ

れども、とてもできなかったのです。それは吉野地区だったのですが、それでやむを得な

く施設課に電話かけて、機械に来てもらって除雪してもらいながら、氷もよけてもらいな

がらやったのですが、そういう場所が事前にわかっているのであれば、私も今回初めてそ

ういう場所、ちょっと見てくれと言うものですから行ってみたのですけれども、非常にひ

どい状態だったのです。ＧＩＳというのですか、こういうものが一般町民でも見れるよう

な状態であれば、ボランティアというわけではないのですが、できる範囲で町民も協力し

たいなという気持ちは往々にしてあるということで、26年に完成ということで、まだ２年

ばかりありますけれども、なるべくでしたら情報を公開するという意味でもいろんな意味

でも、こういうものはなるべく早目に完成をさせていただきたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 道路管理の関係については、データ来年入れるようになっていますけれ

ども、ただこの道路管理というのは現在町が管理している道路をすべて地図上に落とすと

いう作業でございます。ただ、今質問あったものがこの地図情報で見れるということは、

必ずしも保証されないというふうに私は思っています。ただ、そういったことも含めて、

将来にわたりこのＧＩＳが有効に利用できることに対しては何ら変わりないと思いますの

で、それらについては十分将来にわたって研究させていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 定住住宅取得補助に関して伺います。先般の補正の予算審議のときも太陽光

発電の補助、それからリフォーム等の住宅に関する補助に関して、基準が少し住民が利用

しにくいような状況にあるということで指摘をさせていただきました。この定住住宅取得

補助も、見ますと一部やはり、例えばみずから居住するための所有住宅ということとか、

それから中古住宅の購入において３親等以内の親族から購入するとか、ちょっとどうなの

かなと思えるような内容の条項がございます。先般の補正のときも申し上げましたように、

横の連携といいますか、基準の統一したような協議をきちっと内部でして、各部署対象の

範囲が違うとか判断が違うとかいうことがないように協議していただきたいなというふう

に思うのです。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 定住対策という第３期まちづくり計画の重点プロジェクトに

かかわりまして、所管たるまちづくり政策課の観点から説明させていただきます。 

 ご指摘ございました定住住宅の取得補助、このことにつきましてはまちづくり政策課所

管でございますけれども、リフォームの案件、それから太陽光発電等々、このことにつき

ましてはご指摘ございました役場庁内の一貫した取り扱いという部分については今後精査

した中で整理をさせていただきたいなと思ってございますので、ご理解いただきたいと思

います。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 浦幌町弔慰規則の関係でちょっとお聞きしたいと思います。お葬式を挙げる関

係なのですけれども、弔辞を送ることができるという方、特に満65歳以上の町民の方なの

ですけれども、こういうケースもあるのです。65歳以上たちまして、長年浦幌に在住して

いまして、そして介護施設に入所ということになった場合、余儀なく住所も変更されると

いうこともあるのです。基本的には、例えばその方が亡くなった場合、住所が異動してい

ますから、町民ではないのですよね。例えば亡くなった方の家族の方が浦幌に残っていて、

お葬式を挙げる場合、この規定からいくと弔辞がなくなってしまうのです。この辺のこと

を家族のことを考えた場合考えていただけないのかなというように思いますけれども、こ

の辺どうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 浦幌町弔慰規則というものがございまして、その中で65歳以上の方に、

また町内にお住みの方に対して弔辞を出しているという事実でございます。ただ、本別町

で行う場合についてはもう経済地域ということで、上浦幌の方については町内と同じ扱い

の中で本別については弔辞を出させていただいております。それ以外につきましては、現

在65歳以上の方については町外で葬儀をする場合については弔文にかえさせていただいた

り、弔電にかえさせていただいております。ただ、今ご指摘の関係につきましては、やむ

を得ず浦幌町に本来住んでいたいお年寄りが施設に入った場合、そこでお亡くなりになっ

た場合、上の人が本別町で葬儀をする場合、それから他の帯広に入っていたり、どこでも

いいですが、浦幌町内にその方を連れてきてお葬儀をやる場合、これに限って今後弔辞を

出していきたいというふうに検討しております。また、実際過去にもそういう経過があり

ました。23年度で２件ほどありましたけれども、ご指摘をいただきながら、そういうよう

な一定程度の規定を持ってそういう対応をさせていただきたいというふうに決めましたの

で、今後そのような取り扱いをさせていただきたいというふうに思っていますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 企画の中の枠として聞かせていただいたたい。確認です。企画の15番、工事

請負費の中の300万円とありますよね、その中で説明資料の中で移住体験住宅植栽工事

200万となっているのですけれども、これどういう状況なのかなというのをちょっとお聞か

せを願いたいなと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 建設されております移住住宅の外構にかかわって、その整備を行いたいなという内容で

あります。このことにつきましては、植栽、それから暗渠、そしてちょうど南向きのベラ

ンダのおり口というのでしょうか、そこのところにコンクリート平板を36平米ほどですけ

れども、400枚ほど敷設と、そして舗装も一部というようなことの内容で外構的なことを整

備してまいりたいなという考えでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に２款１項14目地域活性化交付金事業費までの説

明を求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇小路谷上浦幌支所長 37ページをお開きください。８目支所費、本年度予算額1,746万

9,000円、この目につきましては上浦幌支所の業務に係る経費でございます。特に説明する

内容はございません。 

〇上村総務課長 38ページをお開きください。９目公平委員会費、本年度予算額１万

1,000円、この科目につきましては公平委員３名に要する予算計上している科目でありま

す。１節報酬は、予算説明資料15ページに記載しております。 

〇大山町民課長 10目生活安全推進費、本年度予算額1,486万5,000円、この目につきまし

ては交通安全推進事業、防犯推進事業及び消費者保護対策事業を通じ、町民の安全、安心

を確保するとともに、日常生活の安全を図る経費でございます。交通安全指導員12名、防

犯指導員13名による啓発、巡視活動、生活安全推進協議会における交通、防犯運動及び消

費者保護活動に対する支援を行うものでございます。また、全国的にも振り込め詐欺や悪

徳商法等の被害が後を絶たないことから、消費者相談業務を消費者協会に委託してござい

ます。また、消費者相談員を養成するため、研修会の参加についても委託事業として実施

してまいります。主な減額内容につきましては、平成21年度から３カ年の国の事業であり

ました消費者行政活性化事業の終了に伴いまして需用費が減額するものでございます。１

節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料15ページに記載のとおりでございます。 

〇山本教育次長 11目成人式費、本年度予算額26万円、この目につきましては平成25年浦

幌町成人式に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 
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〇上村総務課長 12目職員厚生費、本年度予算額1,137万4,000円、この科目につきまして

は職員の福利厚生、職員研修等に要する予算を計上している科目でございます。主な増額

は、15節工事請負費で100万円、19節負担金、補助及び交付金、定住自立圏に基づく広域職

員研修負担金15万2,000円の内容であります。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工

事請負費は、予算説明資料15ページ、16ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。40ページ、13目諸費、本年度予算額3,802万1,000円、こ

の科目につきましては行政区の振興、各種団体の活動推進、コミュニティ施設の管理、常

室簡易郵便局の維持管理に要する予算を計上している科目でございます。主な増額は、15節

工事請負費の200万円でございます。19節負担金、補助及び交付金で本別浦幌生活維持路線

バス運行補助負担金の750万の増でございます。なお、１節報酬、13節委託料、15節工事請

負費、19節負担金、補助及び交付金は、予算説明資料16ページに記載しております。 

〇鈴木まちづくり政策課長 42ページをごらんおき願います。14目地域活性化交付金（住

民生活に光をそそぐ交付金）事業費、本年度予算額434万8,000円，この目につきましては

平成22年度に国から交付された交付金を基金に積み立てて平成23、24年度の２カ年で執行

する計画の事業予算であり、本年度が最終年度でございます。学校図書と図書館との連携

事業を進め、学校図書の充実を図る内容であり、１節報酬、14節使用料及び賃借料、18節

備品購入費につきましては、説明資料16ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 42ページの地域活性化の中学校の図書240万、1,600冊、膨大な購入がなされ

ると。この関係でですけれども、報酬で、これの整理なのかあれですけれども、整理に151万

2,000円、またデータの使用料に９万円とかとあります。これきっといろんな部分でリンク

しているのではないかと思うのです。それで、当然玄関入ってすぐの図書のあの部分です

ね、中学校の、そことこちらの図書館との兼ね合いがきっと出てきますよね。同じ本があ

ってもしようがない話ですから、その辺もきちっと整理されているのだと思うのですけれ

ども、膨大な冊数ということもありますので、ここら辺の内容の詳細を説明を求めたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 この事業につきましては、23年度と24年度の２カ年事業ということで、まず浦幌中学校

の図書室の既存の生徒用図書の登録と、それと改めまして23年と24年、２カ年間で新規の

図書購入ということで、その図書のデータの入力とか、それからシステムの貸し出しとか

返却に係る業務について、嘱託員を１名配置しまして、その中で12カ月間雇用する中でそ

ういった指導とか、それから既存の図書の登録、新しい図書を購入した場合の登録という
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ことで進めてまいりたいというふうに考えております。今年度につきましては、既に執行

されているわけなのですけれども、23年度に関しましては23年度の中で図書購入で227冊購

入しまして、今の227冊というのは一般の浦幌中学校の中の図書購入で全体で227冊購入し

ておりますけれども、光をそそぐの関係でいきますと本年度改めて720冊購入しておりま

す。この中で、現在のところもともとの浦幌中学校の図書と合わせて、今年度登録したも

のを含めますとトータル的にいくと61％ぐらいの達成率となっています。改めまして、平

成24年度はこれに加えまして1,600冊の図書の購入ということで、これを購入して全体的な

図書の購入冊数の増加ということで考えております。 

 以上の内容でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われた嘱託職員というのは、23年、24年のために、このために新規で入

れた人で、これが終わるとその人は要らなくなるというのでしょうか、そういう形という

ことで間違いないですね、そうすると。 

 それと、これはあくまでも中学校の話ですけれども、こちらの図書館との兼ね合いとい

うものもしっかりとされているという、そちらでもこちらのデータがとれるというお話だ

ったのではないかなというふうに、そんなふうな認識しているのですけれども、そこら辺

のこのデータを打ち込むことによってのこっちの図書館との兼ね合いというものもちょっ

と詳細説明いただきたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 最終的にはこの２カ年間の中で、先ほどもご説明しましたけれども、も

ともとの既存の図書の入力、そして２カ年間で新しい図書を購入して、それぞれの登録が

終わった段階で図書館から浦幌中学校の在庫を確認できる、浦幌中学校からも町立図書館

の内容を確認できるということの検索を行うものでございます。ただ、貸し借りにつきま

しては、浦幌中学校で例えばまとまった場合は、ある程度期間的なこと、それから生徒の

希望冊数がまとまった段階で浦幌中学校から浦幌町立図書館の100冊分を借りるとか、何冊

分を借りるというのを検索した後まとめて、それのやりとりありますけれども、お互いに

そういったデータ上では確認できますけれども、物のやりとりにつきましてはまとまって

月何回とか、週１回とか、そんな形でやりとりをしてもらうというような内容でございま

す。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 41ページのうらほろスタイル推進事業負担金の300万について、昨年も同僚議

員のほうから質問があったかと思いますが、昨年度の実績をちょっと聞かせていただきた

いなというふうに思います。 

〇田村議長 説明願います。 

 産業課長。 



                                             － 43 － 

〇亀山産業課長 昨年度といいますか、現在進行中の今年度というふうなことでよろしい

でしょうか。 

（「はい」の声あり） 

〇亀山産業課長 それで、うらほろスタイル推進事業の負担金300万円についてですが、そ

れぞれ４本の柱をもって行っております。初めに、地域への愛着と誇りを育む教育事業と

いうことで、協議会ホームページ及び学校ブログによる情報発信、浦幌町教職員ふるさと

移動研修、まちづくり産業講演会、郷土の歴史を学ぶ町内見学ツアー、まちおこし企画発

表会、うらほろスタイル教育会議、事業コーディネーターの配置及び事業効果の調査と、

これが１点目の内容でございます。次に、２点目として、子どもの想い実現プロジェクト

事業ということで、情報発信事業、そして子どもの想いワークショップの開催、それとう

らほろスタイル見学会というのが２点目です。３点目として、農村つながり体験事業とい

うことで、少年リーダー養成講習会、農山漁家宿泊体験事業、町内小学生農山漁家宿泊体

験事業、農山漁家宿泊体験の事後学習、これが３点目でございます。次、４点目としまし

て、プロジェクト推進事業、こういう中では交流推進事業としてＤＶＤの作成、十勝農村

ホームステイＤＶＤの作成、町広報紙への掲載等々を行っております。今年度の収支決算

の見込みでございますが、町の予算としては300万円支出してございますが、最終的には道

からも補助金80万円が予定しております。ですから、町の負担としては実質的には220万円

ぐらいになるのかなというふうなことで考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 いずれにしても、子どもたちも含めて将来の子どものために一生懸命その事

業をやっていくことの内容につきましては十分理解はできるのですが、300万を予定しなが

ら、道からの補助金もある、そういった中でやるというのはこれまたいいのかなと思いま

すけれども、しっかりした計画の中で今後もまたこれらを続けようとされるのか、その辺

なのです。さっきもそんなような話があったと思いますけれども、これが継続的に補助金

をずっと予算化していくのかどうなのか、その辺をちょっと伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 うらほろスタイル推進事業につきましては、負担金をもって行っており

ますが、この事業につきましては今後とも事業継続をしていきたい。ただ、道の補助金に

ついては３年間というふうな形がございますので、平成24年度で終わると、あとは町単費

になるということになるかと思います。ただ、この事業については、いろいろな形の中で

行っている中で中学生によるまちおこし企画発表会だとか、そういう有意義な事業に取り

組んでおりますし、また子どもの想い実現プロジェクトというふうな形の中で中学生が提

案したもの、また小学生が発案したものを実際に実現させていっているというふうなこと

で、地域の大人として子どもが夢を語り、現実的にこんなのがあったらなというふうな思
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いで考えたものをぜひとも実現していくためにはやはりこの事業は続けていくべきものと

いうふうに考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に２款６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 42ページをお開き願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算

額3,078万1,000円、この目につきましては税務業務にかかわります職員の人件費と管理経

費及び固定資産評価審査委員会の運営に係る経費でございます。減額の主な内容につきま

しては、人件費の減額でございます。１節報酬につきましては、予算説明資料16ページに

記載のとおりでございます。 

 続きまして、２目賦課徴収費、本年度予算額1,083万4,000円、この目につきましては町

税の賦課徴収業務に係る事務的経費でございます。新規事業といたしまして、平成24年４

月から、社会環境の変化に伴い、町民の生活サイクルの多様化や生活エリアの分散化が進

んでいる状況の中、24時間365日支払い可能な利便性の高い納付手段としてコンビニ収納、

クレジット収納を導入し、納付環境の拡大を図っていくものでございます。このことによ

り、納付者へのサービスの提供と納期限内納付率の向上を図っていきたいというふうに考

えてございます。増減の主な内容でございますが、12節役務費でコンビニ、クレジット収

納に係る手数料296万8,000円の増、13節委託料で平成24年度固定資産評価替えに向けての

土地路線価等の評価業務委託料325万8,000円が終了したことに伴う減でございます。12節

役務費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料16ペー

ジ、17ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額1,497万4,000円、

この目につきましては戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費でございます。主な減額内容

につきましては、人件費及び平成23年10月より北海道より権限移譲を受けておりましたパ

スポートの発行業務に係ります備品購入等の初期経費に係る減額でございます。14節使用

料及び賃借料につきましては、予算説明資料17ページに記載のとおりでございます。 

〇上村総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額1,057万9,000円、こ

の科目につきましては選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員４名に要する予算を計上し

ている科目でございます。なお、１節報酬は、予算説明資料17ページに記載しております。 

 ２目海区漁業調整委員選挙費、本年度予算額106万1,000円、この科目につきましては本

年８月７日に任期満了により行われる海区漁業調整委員選挙に要する予算を計上している

科目でございます。 

 知事道議選挙費、町長町議選挙費、農業委員選挙費は、廃目整理であります。 

〇鈴木まちづくり政策課長 続きまして、５項統計調査費、１目統計調査総務費、本年度

予算額1,352万9,000円、この目につきましては統計調査に係る管理費で、人件費の内容で
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ございます。 

 ２目指定統計調査費、本年度予算額25万1,000円、この目につきましては法律に基づく指

定統計に係る事務費で、増減の主な内容は経済センサスにおいて本年度は事務処理に係っ

ての対応であり、実地調査はなく、調査指導員、調査員に係る１節報酬24万9,000円の減額

によるもので、説明資料17ページに記載のとおりでございます。 

〇前田議会事務局長 ６項１目監査委員費、本年度予算額252万8,000円、この科目につき

ましては監査の運営に係る経費であります。特に説明を加える事項はございません。 

 以上でこの目までの説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 コンビニ収納、これについて説明を求めたいと思いますけれども、24年４月

から、もうすぐですね、これからコンビニ収納が始まるということで、今こういう時代で

すから、そういった取り組みも他町でも行われていますよね。これに浦幌も取り組んでい

くということでございますけれども、説明資料にありますけれども、導入の手数料だとか

いろいろありますですよね、初期投資で67万2,000円とかありますけれども、要するにこれ

をすることによって、一番最初に今回も319万6,000円まずかかると、今後これを維持して

いくためには毎月の手数料ということになると一番下の66万3,000円が、これが毎月かかっ

ていくというような認識でよろしいのかなというふうに思いますけれども、ここら辺のこ

れは今回かかって、後々の維持経費的にはこういう形になっていくという部分の詳細説明

を求めたいのと、あと浦幌の納税の状況を見て、今回300万かけて、今後何十万かかかって

いく中で、その費用対効果というのですか、そこら辺の部分もどのような考え、試算をし

ておるのかどうなのかというところら辺もあわせて説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今議員のほうから質問がありましたけれども、説明資料の16ページの中

を見ていただきたいと思いますけれども、まずコンビニとクレジット、それぞれございま

す。コンビニ収納導入手数料が35万2,000円、クレジット収納の初期導入手数料が67万

2,000円ということです。これは、初年度のみという形になります。次のコンビニに係りま

す月額利用手数料、代理納付手数料、あと４段目にありますクレジットの同じく月額、代

納、これが毎年かかると、ランニングコストということになります。これも利用件数によ

って当然変わってまいります。１件当たり何ぼというふうに決まってございますので、ラ

ンニングコストにつきましては。ですから、うちのほうでは当初コンビニでいいますと24％

ぐらいの利用率を見込んでございます。と申しますのは、納付に当たっては口座振替があ

ります。そのほかの人は自主納付と言います。窓口へ来て払っていただくなりです。あと、

窓口のほかに金融機関に持っていって、毎月決まった納期に払うのでなくて、納付書来た

ときに金融機関へ持っていって納めていただく方とかいます。その中の自主納付をされて
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いる方に対しての24％ぐらいを今現在は見込んでいます。と申しますのは、他地域におい

て導入したときのいろいろなことを参考にさせていただいているのですが、その中でいい

ますとやっぱり初年度目については大体それぐらいの利用率というふうになるだろうとい

うことで試算はしてございます。また、費用対効果ということを今言われましたけれども、

うちのほうとしましてあくまで今回は納付者の方の利便性を向上させたいということの中

で考えてございます。これをやることによって特別収納率が上がるというふうには考えて

はございません、即にです。ただ、先ほど言いましたように24時間365日、どちらでも納め

ていただけるという収納環境を整備したいというのが主でございます。また、各納期があ

ると思うのですけれども、町道民税の納期限来ましたよとしたときに、通常うちのほうで

地方税法に基づいて督促状を発送します。大体それで５％から10％、１カ月後の納付率が

上がってございます。そのことに関しても、土日とか含めて納期限のときに納付する場所

を広く提供したいというふうにも考えてございます。ということで、先ほど申しましたよ

うに納期限内の納付率の向上も目指しているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、コンビニのこの部分、クレジットの部分で今回の予算でいう

と128万1,000円と66万何ぼですから、やや200万近い部分ですよね。今言われるように利用

状況によって金額が変わってくる。あくまでもこれは予算ですから、実績として来年どう

なるのかということですが、それでも今の目測としては毎年200万の経費をかけるけれど

も、収納がふえるとは考えていないのだと、あくまでも今言うように引き落とししている

人はいいのだけれども、納付書が来て、銀行に持っていって納める人が、銀行というのは

３時に終わったりとかそういうことがあるし、休みの日もやっていないので、それを365日

24時間いつでも好きなときにコンビニに行けば納められるという部分ですね、ここら辺の

考え方ですよね。ただ、時代の流れと言えばそれまでですし、納付、こういったところか

ら納税意識を高めていくということも含めるとこの200万という金額が高いのか安いのか

というような部分、この200万もわかりませんが、この辺の考え方ですよね。ただ、ちょっ

と実績がどうなるのかあれですけれども、ここで金額が私としては、こういうところまで

費用対効果を持ち出すのはどうなのかという気はするけれども、私としてはその200万とい

う部分が本当に200万の値があるのかなというとこら辺です。こういう流れというのは私も

理解していたのですが、実際にこういう経費というものが今回予算として出てきたときに、

この費用対効果というものについて、これはもう200万ぐらいはやむなしだと、納税意識を

高めたり納税の環境を与えるためにはやむなしという町長の判断の中で今回のこの予算計

上ということだと思うのですけれども、やっぱりその辺の費用対効果だとか。 

 例えばこれやりながら、景気とかも踏まえてですよ、何年かして、例えば２年、３年ぐ

らいして、やっぱりこれ余り効果ないというになったら、やめたりとかそういったことが

どうなのかだとか、例えば上浦幌の方々にするとコンビニといっても本別のコンビニとい
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うことになるのかと思うのですけれども、コンビニということは日本全国どこでも一切構

わないということだと思うのですけれども、だから今度コンビニでこういうことになると

いうことも今回予算が終わり次第早急に皆さん方にも情報提供もしていかなければならな

いですよね。ですから、今後のそういう状況を踏まえて続ける、やめるも含めて、今後の

考え方とか今後どういうような考え方を持って取り組んでいくのかという、これ最後ちょ

っとお聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 コンビニ収納、クレジット収納でございますけれども、まず１つは納税者の

皆さんの納付環境を整えてあげると、これは一つの行政のサービスだというふうに私は考

えています。未納される方については、納める時間がない、暇がないという理由で納めら

れていない方もいらっしゃいます。そういう方に対してそういう環境整備をすることによ

って、理由づけといいますか、そういう理由が１つは消えるわけですから、少しは収納率

も上がるというふうに、納期内完納ができるという環境もつくってあげるということが必

要だろうなというふうに思っています。そういう意味では、費用対効果と言われれば、200万

かけたら200万利益上がるかということになると、なかなかそういうわけにはいかないと思

いますけれども、私たちとしては一応未納の皆さんにそういう環境を整備してあげて、心

ならずも未納されている方については完納していただく環境づくりをしていきたいという

ふうに思っています。そういう意味では、これは一度始めると私はこういう環境づくりと

いうのはずっと続けていくべきだなというふうに思っていますので、日本全国で、例えば

浦幌の人でも帯広で働いている人が納税できないという環境をなくするための方策として

は続けてまいりたいというふうに考えています。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もその環境づくりということはいいのです。ただ、200万の経費をかける。

例えば今言う仕事で遅くなってしまうので、銀行があいている時間には帰れないから、コ

ンビニだったら仕事が終わってから６時でも７時でも８時でも納付できるのだと、こうい

うことだと思うのです。ただ、私が言いたいのは、200万経費をかけるのであれば、例えば

庁舎で夜間も納税できますよと、10時までいいですとか、支所にもそういう形で人を配置

して12時までいいですよとかと、同じ200万をここに手数料で払うのなら、地元でそういう

形をとって、そこに雇用が生まれるとかというようなこともあるのかなと、私はそんな考

えを持ったのです。ただ、時代の流れというものもありますから、今町長言われたように

浦幌の人だからといったって浦幌だけではないのです、帯広で働いている人、いろんなと

ころで働いている人いますから、やっぱり。ですから、そういったことも踏まえると、コ

ンビニであればどこにでもあるわけですから、だからここら辺を調査してみないとわから

ないのですけれども、私は何年かした後に実績を踏まえて、やっぱりこれは今後も続けて

いくべきだという判断になるのか、状況によっては、待てよと、これは今言ったように地
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元でやって雇用を生むという方法もあるのかなということでの見直しというものが途中か

らまた、２年たった、３年たったからやめましたということも可能なのかとか、ここら辺

の融通性がきくのかどうなのかと、ここら辺についてはいかがなものでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 融通性といいますか、それは町の判断だと思います。まさにこれが逆にサー

ビスに、私は環境整備ということでサービスにつながるというふうに考えていますけれど

も、町民の皆さんの大多数がそういうのでなくて違う方法がいいのではないのという話に

なれば、これは町として判断の中でやめるということになりますから、一回始めたから必

ずしないとならないというものでは決してないだろう。やはりそれは情勢見ながらやりた

いなというふうに思っています。ただ、この流れはきっと、うちは早いほうだと思います

けれども、きっと流れとしてはその方向にほかのまちもいきつつあるという状況でありま

すので、それについては今後中尾議員が言われるように、コンビニ納付については今ずっ

と必ずしないとならないとかいうことではなくて、そういう状況を見ながらこれはとりあ

えずといいますか、これは続けて、できるだけ続けてまいりたいなというふうに今は考え

ているところです。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ただいまのコンビニ収納の件なのですが、浦幌町の今の話だと税金対象だと

思うのですけれども、ほかの公共料金というのですか、そういったものの支払いはできる

ようになるのかならないのかを伺っておきたいと思います。例えば公民館使用料だとか、

それから何かいろいろなものありますよね、公共料金の支払い、そういったものの対応は

今後考えられるのかられないのか、伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 他の公共料金の関係でございますけれども、今回のコンビニ収納にかかわ

って、ほかの公共料金も一緒にできないのかということを含めていろいろ検討させてもら

いました。そういう中で、とりあえず今税金の関係についてまずやってみようと、そうい

う状況を見ながら、次に公共料金についても導入をさらに進めようかということでありま

して、今検討しているのは水道料金、それと下水道料金、あと住宅料ということで、それ

ぞれ初期投資の関係でシステムをいろいろ変えなければいけないというのがありまして、

特に住宅料についてはシステムが今ＴＫＣのシステムということでいろいろ町やっていま

すけれども、システムが違うということで初期投資にお金がかかりそうだと。だから、全

体の、先ほど費用対効果の話も出ていましたけれども、いろんなかかる経費を含めて、し

やすいものから順次検討していこうということでありますので、今検討中でございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 私のほうから先ほどの予算にかかわって、今の関連で説明漏
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れがございましたので、改めて説明させていただきます。 

 といいますのは、ただいまのご質問の中でほかの検討という部分がございましたので、

改めて説明させていただきます。説明資料15ページをごらんおき願います。企画費ですけ

れども、その中12節役務費、同じようにクレジット収納の初期と利用手数料ということで

合計５万円の計上をさせていただいております。これは何かと申しますと、ふるさと寄附

にかかわって、クレジットというふうになっておりますけれども、インターネット環境が

整っている方でインターネットからクレジットを利用してクレジット代行で寄附をしてい

ただくということで、道外、特に都会の方々が結構この利用が多いというふうにも聞いて

おりますので、これは期待を込めて寄附の部分についてもあり得るのかなと思ってござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 

    ◎休会・延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、

たいと思います。なお、明日から３月11日までの２日間休会とし、３月12日は午後６時に

本会議を開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とすることにし、明日から３月11日までの２日間休会

することに決定をいたしました。なお、３月12日は午後６時に本会議を開くことに決定を

いたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日はこれをもって延会いたします。 

延会 午後 ２時４６分 


