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開議 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○水沢議長 只今の出席議員は、16 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、配布しております日程表により進めますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○水沢議長 日程第 1、議会運営委員長報告を許します。 
 田村委員長。 
○田村議会運営委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。 
 去る 6 月 14 日午後から町議会第 2 回定例会 2 日目の運営について、正副議長の出席をい

ただき委員全員の出席のもと議会運営委員会を開催し、協議をいたしましたのでその内容

と経過についてご報告を申し上げます。 
 本日は、一般質問、質問者は、2 番、杉江博議員、14 番、島田辰彦議員、3 番、福原仁子

議員、4 番、差間勝男議員、9 番、高橋利一議員、10 番、田村寛邦議員の以上 6 名の議員

各位から 10 項目に渡っての一般質問の通告がなされております。質問者の質問方法につい

ては、項目ごととの申し出がされています。また質問順位につきましては、通告順に指名

下さいますように議長に申し入れを行っておりますのでよろしくお願いをいたします。 
 尚、本日は一般質問のみの日程となっておりますので議員各位の活発なる議論、ご審議

をいただきますようお願い申し上げます。 
 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご協賛・ご賛同

を賜りますようお願いを申し上げまして議会運営委員長報告といたします。 
○水沢議長 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 
○水沢議長 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、2 番、杉江博議員、杉江議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し出がありましたの

でこれを許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 私の質問は、2 項目ございますので 1 項目ずつ質問させていただきます。 
 まず初めに、模範牧場の今後の運営方針と対応について伺います。模範牧場は、町の基

幹産業である畜産の支援策として 28 年間経過しており、この間おおかたの年の決算は一般

会計からの繰り入れが続いておりましたが、当初の目的は十分に達成されながら経過して

いると考えます。過去 16 年間の実績をみましても、13 年間で 1 億 5,000 万円の持ち出し
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も平成 14 年、15 年とプラス決算になっており、また 16 年も好決算を期待できそうだとい

うことで、近年農家の経営規模拡大による預託頭数の増加と牧場の経営努力による成果と

判断をしているところです。財政再建中の我が町にとって、唯一虎の子の模範牧場特別会

計であります。経営状況については、議会産業建設常任委員会の所管事務調査において報

告なされたところですが、この報告と所見をふまえて、今後の方針と対応について伺いま

す。まず 1 点目ですが、平成 14 年度以降、受け入れ可能頭数を大きく上回る預託希望状況

のようですが、町外の冬季舎飼い希望も含め今後の予想をどのように見通しておられるの

か。2 点目ですが、飼料畑の不足も指摘されております。現在の対応と、今後の見通しにつ

いてお伺いします。3 点目、施設、作業機の老朽化と施設の分散状況に対して、どのように

対処していくのか。以上、3 点について伺います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 杉江議員のご質問にお答えいたします。 
 模範牧場の今後の運営方針と対応についてでありますが、1 点目の町外を含めた今後の預

託予想については、受入状況では現在夏期放牧の預託余裕は 50 頭程度で、冬期舎飼につい

ては収容施設の関係から余裕は無い状態です。また預託側の酪農家の状況としては、近年

の規模拡大・大型化に伴う 1 戸当りの飼養頭数の増加により、浦幌町内においても今後更

に預託希望頭数は増加するものと推測されます。 
 現在のところ町内預託希望は満度受け入れております。入牧待機しているものはありま

せん。さらに今年度より北海道・北海道草地協会の打診により十勝東部 4 町の公共牧場広

域利用の検討も始まり、この地域において冬期舎飼を行なっている当町模範牧場への哺育

を含めた冬期舎飼の希望が高まっているのが現状であります。これは 4 町共通して 1 戸当

たりの飼養頭数の増加と、搾乳に専念する経営方針から家畜育成作業の外部委託の傾向と

考えます。 
 2 点目の飼料畑の不足についてでありますが、16 年度は借地 22.3 ヘクタールと購入飼料

296 トンで、17 年度は借地 41.5 ヘクタールと購入飼料 200 トンで補う予定です。今後も、

可能な限り借地と購入飼料で補う予定です。 
 3 点目の施設、作業機の老朽化についてでありますが、機械については畑と同様に極力借

上げ等により対応する考えであります。施設については、所管事務調査でもご報告しまし

たように、施設の老朽化と乾草庫を牛舎へ転用したこと等により、施設の分散から作業性

が著しく低下しております。また、近い将来家畜の防疫上、入牧牛の検査待機舎が必要と

なることから、今後施設の根本的な見直しと整備が必要と考えております。 
 以上、杉江議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 財政再建元年、3 年から 5 年我慢してください、町長が常にそんな言葉が聞こ
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えてきそうであります。ここで牧場会計の剰余金の考え方、先の質問と関連しますのでお

聞きしたいと思いますが、最低限度の維持経費で余剰金を出してですね、もちろん地方財

政法上の処置はしてのことでありますが、一般会計繰り入れを優先するのか、また牧場へ

の投資を優先してですね、将来のための積み立てを重視していくのか、今の答弁をお聞き

しますと、4 町での共同牧場広域利用の話もあるやに伺いました。この辺の対応についても

ですね、私たちも初めて聞いたことでありましてどのような対応をしていくのか、非常に

財政難の中で先程申し上げましたように唯一黒字の特別会計であります。町長のこれこそ

政治姿勢と言いますか、基幹産業の畜産の支援策として非常に大きな役割を担っているわ

けですから、そのことを重要視すれば積極的な投資も一面では考えていただかなければな

らないかなと思うわけですけれども、この辺について伺いたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○中川産業課長 まず最初に、牧場会計の中で将来的に剰余金について一般会計の繰り入

れを優先するのか、また将来のための牧場の維持管理のために剰余金を積み立てていくの

かという点に関しましては、町長の答弁でも申し上げていますように今の牧場の状況です

と、機械の関係それから畜舎の関係含めまして非常に老朽化してきていると、それから将

来的な舎飼の関係についても増えてくる予想がされていますので、将来的には老朽化に備

えての畜舎等の維持管理に重点を置いていかないとならないだろうということで、私ども

の方としてはこの剰余金については将来に備えたいという考えで進みたいというふうに考

えております。それから町外の広域利用につきましては、先程も答弁で申し上げています

ようにまだ話が出たばかりでございまして、現在、検討が始まったばかりでございまして、

予想されることにつきましては、今後、他の町村では夏季放牧は行っておりますが、冬季

舎飼については、たぶん浦幌町の方に預託が増えてくるということが予想されております

し、そういう中で各町村との調整が必要になってくるというふうに考えております。参考

までに、今後、町内預託希望予測といたしましては、夏季、冬季を通しまして 200 頭強の

増加が予定されています。また哺育については 100 頭程度の増加が予想されております。

町外につきましては、先程も申し上げましたように夏季期間は、それぞれ公共牧場におい

て預託をしておりますが、舎飼では池田・幕別含めまして 200 頭位が予想されています。

それから豊頃町におきましては、200 から 300 頭位の舎飼の予定がされております。哺育

につきましては、池田・幕別で 100 頭、それから豊頃で 200 頭、合計しますと、夏季放牧

200 頭、それから冬季舎飼が 600 から 700 頭、哺育については 400 頭位が予想され、これ

らを受け入れる体制が今後十分それぞれの町村と協議をしながらやっていかなければなら

な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。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 只今、大変前向きな答弁をいただいたと思っております。剰余金もですね、
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将来に備えての積み立て等重視していくということですから大変結構なことだなと。また

今後の見通しについても非常に需要が多いと言いますか、そういう状況の中では牧場の運

営が非常に明るい見通しの中で進めれるということについては、期待を持っているわけで

すが、いかんせん先程からもお話していますように老朽化で投資が必要だという状況の中

で、確実に将来予測立ててですね、畜産農家への支援をきちっとやっていっていただきた

いと、牧場の運営委員会、農協、関係団体含めてですね、十分協議の上、期待に応えてほ

しいと思っております。ますます酪農家の規模拡大が進む中でですね、預託農家の増加も

踏まえて、今課長の方から答弁ありましたけれども、剰余金は積立金に回していくという

考え方の中で、再度町長にその辺の確認をしながら将来に向けての構想、せっかく良い話

も聞こえてきたということでありますから、将来に向けての構想を含めて町長に最後にお

答えいただきたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 只今、課長が説明したとおりの内容でございます。将来的に広域化というこ

とになると、この模範牧場の重要度合いを含めて、今の健全経営を踏まえると、重要にな

るのかなというふうに思いますけれども、まず第一に町内の酪農家の振興対策というもの

を第一に優先していかなければならないと、このように考えておりますし、これまでもそ

のように対応してきた、そのように考えております。そういう中で将来に備えた基金の積

み立てということの説明でありますけれども、それのみに係らずすでに一般会計にも繰り

入れた部分もございますので、その辺もご理解いただきながらやはり将来を見通した基金

の積立をしながら、またその段階で将来どういうものにどのようにする時には、どの位の

基金が必要になってくるのかと、またそれについては単費でやるのか、制度を利用をする

のかということも含めながらある程度目的を持ちながら進めていかなければならないのか

なと、ただ単に積むだけということにもならないのかなと、そういうことも含めながら十

分検討しながら酪農振興にあたっていきたいなと、このように考えております。 
○水沢議長 2 項目めの質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 それでは 2 項目めの質問をしたいと思います。 
 指定管理者制度の導入に伴う対応とその効果について伺います。 
 この制度は、すでに今議会で条例制定時に周知されているとおり、地方自治法 244 条の

一部改正によるもので、公の施設を幅広く団体や民間事業者、ＮＰＯ法人、ボランティア

団体などを公募し、管理運営を指定することとされており、民間の事業者の能力やノウハ

ウを活用することで住民サービスの向上と経費の削減を図る目的とされております。条例

の制定をしたばかりでありますが、財政再建中の本町にとって大変有効な制度として期待

をするもので、導入スケジュールによりますと、18 年 4 月以降とのことで細かな規則につ

いては検討はなされていない部分もあろうかと思います。しかし、あえて大まかな項目に
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ついて伺いたいと思います。 
 1 点目でありますが、管理者の選定基準は、条例で明文化されておりますが、入札と違い

数値で示されたものでありません。公平な選定が出来るのでしょうか。2 点目、現在ある施

設で 90 以上が対象になるようですが、当面の対応として来年度どのように取り組むつもり

なのでしょうか。3 点目、現在、委託管理を行っている施設、留真温泉はすでに運営委託の

形になっておりますし、管理委託だけのパークゴルフ場についても、新たな制度の対象と

していくのか。どの程度までを、この制度の対象としていくのでしょうか。4 点目は、制度

の導入によって、最大も目的である経費の削減効果はどれくらい見込まれているでしょう

か。以上 4 点お聞きしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 杉江議員の 2 項目目のご質問にお答えいたします。 
 公の施設における「指定管理者制度」は、平成 15 年 6 月 13 日に地方自治法第 244 条の

2 の一部改正により創設され、同年 9 月 2 日から施行されております。この新たな制度は、

公の施設の管理において、従前の管理委託制度に替えて設けられたものであり、民間事業

者等も施設管理者の対象に加えることにより、民間活力や知識・技能を公の施設の管理運

営に活かし、サービスの向上並びに経費の縮減などに寄与することが期待されているもの

であり、本町においても公の施設の効果的な運営のために、制度導入の検討を図っていか

なければならないものと考えております。 
 1 点目の公平な選定の実施についてでありますが、本定例会で議決をいただいた「浦幌町

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」の施行にあたっては、公正性や透

明性を高めるために、規則及び運用指針を定め、その確保に努めます。また、指定管理者

の決定においては、議会の議決をいただかなければならないものであり、決定後は、速や

かに公表して参りたいと考えております。 
 2 点目の現在ある施設の当面の対応についてですが、本町の公の施設のうち指定管理者制

度の対象となる施設は、学校教育法などの個別法令により指定管理者制度が導入できない

施設を除き、現在は 93 施設あります。それらの施設における管理状況は、直営方式が 92
施設で管理委託方式が 1 施設となっております。個々の施設の管理経費や使用料収入、利

用状況などの現況を調査し、今後の制度導入の検討を進めているところですが、環境の整

ったものから導入を図って参りたいと考えております。 
 3 点目の現在管理委託を行っている施設はこの制度の対象となるのかと言うご質問であ

りますが、従前の管理委託の方法には、全面的に管理運営を委託するものと部分的な業務

を委託するものがあります。今後においては、この全面的に管理運営を委託することは出

来なくなり、直営か指定管理者制度の選択をすることになります。また、部分的な業務を

委託しているもの、例えばパークゴルフ場や森林公園などは、指定管理者制度の対象施設

でもありますが、従前の通りの部分的な業務委託をすることも可能な施設であります。 
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 4 点目の制度の導入による経済効果についてでありますが、従前の委託料に相当する指定

管理者が管理を行うための必要な経費は、一つには全て利用料で賄う場合。二つには全て

設置者である町からの支出金で賄う場合。三つには一部を町からの支出金で、残りを利用

料で賄う場合の 3 通りがあります。制度の導入にあたっては、個々の施設設置目的を損な

うことのないよう留意し、町のメリットなどを十分に調査検討し、対応して参りたいと考

えております。いずれにいたしましても、個々の導入施設を検討中でありますので、現在

のところ、経済効果の見込みをお示しすることはできませんので、ご理解をお願いいたし

ます。 
 以上、杉江議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 先の条例の審議の中でもお答えがありましたが、選定の方法として職員が行

うというお答えがありました。このことについてお聞きしますと、民間の人も入っている

市町村もあるようです。その辺のことについてどのように考えておられるか、また私もま

だ分からないことばかりでございまして、質問ばかりになるわけですが、指定管理者の公

募申請、これは事業ごとに一度に行うのか何かの希望がある業者・団体、その他 1 年に 1
回申請しなさいという形で行っていくものなのか、よく予測がつかないのですがその辺の

ことについて伺いたいと思います。また見方によってはですね、全てが随意契約というよ

うな形になってしまうのかなという、このことが良いのか悪いのか、通常の業務の入札と

違うような対応になるのかなという感じがするわけですけれども、そのことの対応につい

てどのようにしていくのか、法の枠の中のこともあるのでしょうけれどもお聞かせいただ

きたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○山崎まちづくり政策課長 選定基準についてでありますが、実施にあたりましては、先

程町長の答弁にもありましたけれども、全くおおむねそのような基本の中で細部にあたり

ましては、規則や運用方針を定めその中で委員長に助役、委員に職員を 10 名程度今のとこ

ろ考えておりますが、選定委員会の設置をし、条例で定める選定基準に基づき審議をした

結果を町長に意見として報告することになります。町長は、それらの意見を参考に決定の

上、議会の議決を得ることになります。また審議にあたっては、評価基準を設けることも

検討していきたいと考えております。いずれにしても選定の内容については、これら決定

の経過で明らかになると思いますので公平の確保は出来るものと考えております。尚、選

定委員会に町職員以外の人もというご意見でございますが、現在、私どもが承知しており

ますのは道内で 1 町村、大学の教授がメンバーとして入っているところがございます。こ

れも日頃の町との係りですとか、理解が必要かなというふうに考えておりますので、この

制度も出来て実際に実例として動いているのも数少ないので、今後においてもこれらを十
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二分に参考にしながら今後検討していきたいというふうに考えております。 
 2 点目でありますが、指定管理者の公募の時期ということでございますけれども、これに

つきましては、それぞれの施設の目的、規模、運営等を勘案しながら相手方がいることで

ございますので、その辺の環境の次第、条例でいう目的を達せられるという判断の時期に

それぞれの施設ごとに行うことになるかと思います。それが結果として一度にそういう施

設を公募するということもあり得るというふうに考えております。それから随意契約にな

り兼ねないのではないかということでございますけれども、従来の業務管理、あるいは運

営においての係りの中で公募によらないで指定することの方が町にとってあるいは住民に

とってメリット性の高いもの、あるいは過去の運営状況において経験やそのノウハウが十

二分に発揮されたものがあれば場合によっては、それらも採用していくということがあり

得るというふうに考えております。以上です。よろしくお願いします。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 私たちもまだよく見えない、どんなふうになっていくのかなという段階であ

りますし、また町の方としても今言われましたように運用規則などによって細かくこれか

ら決めていくのだと思いますが、いずれにしてもですね、この制度の目的はやはり経費削

減のための新たな方式だと思っております。そういう面での効果が十分発揮出来るような

対応、スケジュールによりますと来年度から取り組めるような準備をするということでご

ざいますから、十分効果が出るような対応をしていっていただきたいと思います。その辺

の対応についてお答えがあれば伺いたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 助役。 
○安藤助役 今後、経費節減等につきましても慎重に協議しまして、少しでもその方向へ

向かえるようにということでやってまいりたいと思っております。よろしくお願いしたい

と思います。 
○水沢議長 これで杉江議員の一般質問を終わります。 
 次に、14 番、島田辰彦議員、島田議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し出がありました

のでこれを許します。 
 島田議員。 
○水沢議長 お諮りいたします。 
 暫時休憩いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 暫時休憩いたします。 
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午前１０時３７分 休憩 
午前１０時３８分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 島田議員。 
○島田議員 私は、今定例会におきまして町長に 2 点について質問いたします。 
 まず 1 点目には、介護保険の見直しについてでありますけれども、これについては現在

参議院の厚生労働委員会で法案が昨日採決される段階に来ております。しかし、その中身

はあまりに知らされておらず、ましてや自治体に対してもですね、法案そのものが骨子で

すから、柱だけですから、具体的な中身についてはもし成立しても来年の 3 月まで保険料

も含めて掛かって、はっきりするまでには時間が掛かります。それと同時に来年度から浦

幌町の介護保険制度並びに社会福祉制度ですか、このむこう 3 ヵ年の計画も組まれていく

と、そうした協議は町内においても進められているわけですが、私はこの介護保険制度見

直し、法案の中身の問題点について明らかにしてですね、出来れば町長と共通の認識の元

でですね、引き続き改善のために私どもも努力してまいりますけれども、町長もその方向

で是非行政の舵取りをお願いしたいと思うわけであります。それでは、質問に入ります。 
 今回の見直しは、介護サービスの利用者の現状の総括も、ホームヘルパーなど介護労働

者や介護支援専門員の劣悪な労働条件改善の展望もなされず、財政的のみに進められてい

るのが特徴であります。特に介護保険制度の導入時に、しきりに言われた家族介護者の負

担の軽減や介護の社会化と言った宣伝文句はまるでなかったかのように影をひそめ、介護

保険の給付費の増大をどう抑えるか、介護保険料の引き上げにつながる介護保険財政の膨

張をどう抑えるか、財政の論理のみが全面に出てきていることであります。結果的に、現

在の介護保険の様々な問題は解決の方向どころか、より深刻化する可能性が極めて高いと

言わざるを得ません。その内容について少し具体的にみたいと思いますけれども、まず新

予防給付の問題であります。そもそも家庭援助のホームヘルプサービスやデイサービスは、

要介護者の生活支援のために重要な役割を果たしているのにも係らず、要支援あるいは要

介護度 1 の人を、それらのサービス利用から排除し、新予防給付として筋力トレーニング

や歯磨きなどを強制しても、効果が上がるとは思われず、かえって引きこもりなどになり、

重度化が進む可能性の方が高く、さらには在宅が困難となり、施設入所せざるを得ない要

介護者も出てくることが考えられます。そもそも介護保険料は、要介護状態になった人に

対して、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係わる給付を行うと介護保険法第 1
条が述べている制度でありますけれども、従来の介護給付や予防給付に新予防給付を付加

するのならともかく、要支援者あるいは要介護度者に対して保険医療・福祉サービスの利

用を制限して、介護予防のみとする給付を行うこと、介護保険法に反するものであります。

そして、町が要介護認定の際、新予防給付の受給を決定するけれども十分な対応が出来る

のか疑問であります。また同給付の介護報酬が現行の給付等に比べて大幅に引き下げられ
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ることは確実であります。しかも利用者の 5 割が要支援者か要介護度 1 で占めていること

は、利用者のみならず事業者の経営にも深刻な影響を及ぼすと考えられますが、町長の考

え方と対応について伺いたいと思います。 
 次に、施設入所者への負担増の問題であります。介護保険法施行後、特別養護老人ホー

ムなど介護保険施設への入所希望者が激増し、施設志向が強まっております。昨年のわが

党の調査では、全国では 32 万人と言われております。これに対して、2003 年度の介護報

酬改定では、要介護度が低い人ほど引き下げ率が大きくなっているために施設側の経営を

考えますと、軽度の要介護者の入所は極めて困難になると思われます。更に、今回の見直

しでは、介護保険施設入所者全てから居住費、食費を徴収しようというものであります。

結局、低所得者や要介護度の低い要介護者にとって施設入所がさらに困難となり、在宅介

護に追いやられることになります。この問題についてどのようにお考えか伺います。 
 第三に介護労働者の労働条件の問題であります。ホームヘルパーなど介護サービスを担

う介護労働者の労働条件の悪化と低賃金・不安定雇用化が進み、人材不足に陥っていると

いう問題が起きておりますけれども、今回の見直しではこうした労働条件については、介

護報酬の引き上げなど、何ら具体的な方策は示されていません。介護保険施行後、ホーム

ヘルパーの大半がパートであります。また交通費も出ない直行直帰型、しかも労働内容も

過密となり、労働のマニュアル化はヘルパーのやる気を失わせ、加重と劣悪の中で働いて

おります。登録ヘルパーも労働基準法に基づき、移動や待機時間への賃金支払い、また労

働災害への適用、利用者都合のキャンセル時の賃金保障などは当然であります。また介護

事業者は低すぎる介護報酬のもとで経営に苦慮しており、労働者と同時に介護報酬の改善

が求められます。 
 最後に、介護保険料負担の問題であります。介護保険料の負担が特に年金生活や低所得

の高齢者にとって過酷なものとなっていますが、今回の見直しでは第 1 号被保険者の介護

保険料第 2 段階を細分化する程度の案が示されておりますけれども、これに加え遺族年金

や障害年金からの保険料天引きも提案されているようであります。第 1 号被保険者の場合、

その保険料は、所得段階別とはいえ、定額保険料を基本としているために逆進性が強く、

低所得者ほど負担が重くなっております。また無年金の高齢者からも保険料を徴収し、月

額 1 万 5,000 円以上の老齢年金者からも保険料を年金から天引きする仕組みであります。

さらに国の設定する 5 段階の所得段階が粗く、世帯単位の算出方法が導入されているため、

最高保険料額が最低保険料額の 3 倍にしかなっていないことにみられるように、年金生活

の高齢者の生活実態を無視したものであります。また第 1 号被保険者の介護保険料は、3 年

間の平均で介護保険事業計画に伴って 3 年ごとに改定されますけれども、先に述べたよう

に 2003 年度に保険料が引き上げられました。来年度において、町の介護保険料の見直しに

おいて、5 段階の定額保険料の設定ではなく、定率制は可能かどうかも含めて検討すべきで

ないでしょうか。町長の考えをお尋ねします。 
○水沢議長 答弁願います。 
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 町長。 
○八木町長  島田議員のご質問にお答えいたします。 
 平成 12 年 4 月からスタートしました介護保険制度でありますが、介護保険法施行時にお

きまして、介護保険法附則第 2 条に「この法律の施行後 5 年を目途としてその全般に関し

て検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとす

る。」とされており、現在、介護保険制度改革関連法案が国会において審議されている状況

にあります。 
 1 点目の新予防給付についてでありますが、新予防給付につきましては、介護保険法の基

本理念であります自立支援をより徹底する観点から、要支援者等軽度者に対する保険給付

について、現行の予防給付の対象者の範囲、サービス内容、マネジメント体制等を見直し

た新たな予防給付へと再編を行うとされております。具体的サービス内容につきましては、

既存サービスであります訪問介護・通所介護等について、生活機能の維持・向上の観点か

ら内容・提供方法・提供期間等の見直しが予定され、新たなサービスとしましては、筋力

向上トレーニング等の予防効果が明らかなサービスについて、モデル事業等の実施を踏ま

え導入することとされております。ご質問にありますこれまでのサービス利用の制限・新

たなサービスの利用等でありますが、これまでの国等からの情報によりますと、新予防給

付におきましても、単に生活機能を低下させるような家事代行型の訪問介護については原

則行わないとされておりますが、適正なケアマネジメントに基づいて独居高齢者や要介護

者同士の高齢者夫婦の利用者が行うことができない家事をホームヘルパーが行う家事援助

は、今まで通り利用できるものと考えておりますし、また、新予防給付サービスにおきま

しても、利用者の選択が基本であり、筋力向上を中心とするプランを本人が望まない場合

には、適正なケアマネジメントに基づきそれらのプログラムが含まれないサービスの利用

も可能と考えております。 
 次に、新予防給付に係ります対応でありますが、ケアマネジメントを担当する地域包括

支援センターの体制等が整わない市町村においては、平成 19 年度末までの 2 年間の間で、

条例で定める日から施行することができることとなっておりますが、町内各介護サービス

事業所のご意見、また、東十勝介護認定審査会構成町との調整、管内の実施状況等充分検

討し、施行時期について早急に検討してまいります。いずれにいたしましても、今回の介

護保険制度改革の中心となっております予防重視への転換に対応するため、理学療法士・

保健師を中心にこれまで実施しています転倒骨折予防教室・老人保健事業等各種保健福祉

事業につきましても、介護保険制度改革と合わせ事業内容等検討し、更に推進してまいり

ます。 
 2 点目の施設入所者への負担増についてのご質問でありますが、介護保険と年金給付の重

複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険施設に係る給付のあり

方を見直すこととして、低所得者に配慮しつつ居住費用や食費について、本年 10 月から保

険給付の対象外とする内容であります。今回の介護保険制度改正においては、低所得者に
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配慮して第 1 号被保険者の介護保険料の見直しをすることになり、年金収入がおおむね基

礎年金以下などの方を対象とした、新第 2 段階を創設し、保険料負担の軽減を図るととも

に、あわせて新第 2 段階の方の高額介護サービス費の利用者負担限度額の引き下げが行わ

れる予定であります。また、介護保険施設における居住費用や食費が保険給付の対象外と

なることから低所得者については、負担軽減を図る観点から新たな補足的給付を創設する

ことが予定されております。さらに介護保険法施行前に措置により特別養護老人ホームに

入所した方に対する利用者負担の経過措置がさらに 5 年間延長されることになりました。

このように、このたびの改正では、一定程度低所得者に対して配慮がなされた改正である

と考えております。 
 3 点目の介護労働者の労働条件についてでありますが、町内社会福祉法人を始めとする介

護サービス事業所におかれましては、介護保険制度施行以来、常に健全経営に努力され、

介護保険制度の推進にご尽力いただきましたことにつきまして敬意を表するものでありま

す。第 1 点目の新予防給付の項目でご質問のありました事業者の経営にも関連しますが、

介護労働者の労働条件につきましては、基本的には、事業主が介護報酬の中で実施してい

かなければならない事柄であると考えますが、良質な介護サービスを確保するためには、

介護労働者の適正な労働条件などの整備についても必要であると考えておりますので、今

後とも、実態に即した介護報酬となるよう町村会等を通じて国に対して働きかけてまいり

たいと考えております。 
 4 点目の介護保険料の負担についてのご質問でありますが、このたび予定されている改正

では、第 1 号被保険者保険料の見直しを図るため、一つ目として設定方法の見直しを行う

こととして、現行の保険料区分が第 2 段階のうち、年金収入がおおむね基礎年金以下など

の方を新第 2 段階として保険料負担の軽減を図ること、二つ目として徴収方法の見直しを

行うこととして、特別徴収の対象となる年金を死亡又は障害を支給事由とする年金給付を

追加すること、特別徴収の対象となる被保険者に係る年金保険者から市町村への通知を 2
ヵ月ごとに行うこととし、特別徴収の開始時期を複数回にしてより早期に特別徴収対象と

なるよう事務の見直しが行われること、普通徴収における生活保護からの代理納付が可能

になることなどがありますが、特別徴収の対象となる年金が拡大されることや早期に特別

徴収対象となること、また、普通徴収における生活保護からの代理納付が可能になること

により、第 1 号被保険者の利便性の向上に寄与するものと思われます。ご承知のとおり、

介護保険制度においては、介護保険事業計画により 3 年ごとに第 1 号被保険者にご負担い

ただく保険料を見直すこととされ、利用するサービス費用総額に柔軟に対応したものとな

っております。今後、低所得者の負担軽減を図るため、新第 2 段階の創設により 6 段階の

保険料区分となります。この定額制が堅持されることが、被保険者にとっては課税状況に

より相応の保険料負担と保険料区分が明確になり、分かりやすい制度でありますので、ご

理解をいただきたいと思います。 
 以上、島田議員の答弁といたします。 
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○水沢議長 再質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 町長の答弁は、法案が言っている内容にその域を出ないと言いますか、その

説明と同じように感じました。もう少しですね、具体的に何点か伺いたいと思いますけれ

ども、新予防給付、先程私筋力トレーニングあるいは歯磨き、こうしたこと悪いとは言い

ません。もちろん予防のためにそうしたことも考えられるかと思うのですが、果たして効

果の程があるのかどうかということですね。しかも今回この新予防給付が行うことによっ

て、従来の要支援、要介護度 1 のいわば必要な介護サービスを受けていた人達が程度によ

りますけれども、この外されるということはいわばこれまで例えば家庭型、家事援助と言

いますか、そうしたことが高齢者の生活機能の向上に機能していなかったと否定している

ようなことになり兼ねません。私は、介護度 1 の方々でもそれなりに必要な介護給付を受

けて、家事援助も含めてですけど、そのことによって生活機能が私は維持出来るというふ

うに思っております。そこへ持ってきて新しいものがつけば何でもいいのかと思うけれど

も、そうではなくて結局金が掛かりすぎるからいわば給付料がどんどん増えるものだから

国としても対応出来なくて結局予防に切り替えたんですけれども、あるところでは早速筋

力トレーニングという話をこぎつけて 70万くらいする高価な機械を売りつけている業者も

いるくらい、こうした問題も起きていますけれどもね、お年寄りがもちろん健康維持のた

めに筋力トレーニングいいんですけど、続くと思います。私は、その有効性があまり疑問

を持つものであります。それで町長は明確に答えておられないのですが、その要介護度 1
の方々が新予防給付に振り分けられる、これはもちろん審査通った中でそういうことにな

るのかと思いますけれども、後々、ヘルパーさんお願いしたいなという希望があっても原

則的にですよ、排除されるわけですからその辺の問題はどのようにクリアされるのか。そ

れからですね、町としてもと言いますか、法案の中でもですね、町村に包括支援センター

を設けるということなんですが、その進め方と言いますか、町としてどのようにやってい

かれるのか伺いたいんですが、現在の支援センターがあったりするんですが、包括的と言

うんですからそれらも全部ひっくるめて一つの体制を取るのか、何ヵ所かあるのをそれを

町として包括的にセンター的な役割を果たしていくものなのか、その辺の体制ですね、担

当の方になるかと思いますがお願いします。それから介護保険から外れた高齢者、町では

これまでお年寄りのかなりの割合で転倒して怪我をされると、骨折に及ぶケースもあるん

ですが、そうしたことを踏まえて町としては転倒予防教室だとか、各種の保健事業を行っ

ておりますけれども、いわば転倒予防の取組みとして理学療法士を中心に浦幌で取り組ま

れているわけですが、町長は引き続きこの事業の更新と言いますか、推進していくという

ふうに答えられているのですが、実績もう少し明確にしていただければと思います。それ

から施設の入所者の負担の問題ですが、中身は先程言いましたように居住費、いわば部屋

代、食費、相部屋だと個室の半額、これらが自己負担、先程家でもご飯食べるじゃないか

というよく一般的に言われています。だから不公平感を取り払う意味でという言い方なん
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だが、結局のところ金を国が出さない、そういう意味では入所者に負担をその分させると

いうことなんですが、そんな点で自己負担となるために年金を上回る負担になるケースも

出てきます。その人たちは施設に入っていれるでしょうか。そうした形でいわば入所者希

望所得の少ない人もちろんだけれども、施設からも排除されていくと、こういう問題点が

あります。なぜいわば今回ですね、見直しの中で自己負担にしたのか、初めから負担割合

は別にしても初めから不公平をなくすのだったら、なぜ初めからそうした負担のことが考

えられなかったのか、その辺でもし分かりましたら答弁願います。従事者の労働条件の問

題で現状をもう少し話したいのですが、先程、私が町長にお尋ねしたのは、これは全国的

な抱えている介護労働者の置かれている状況、特にホームヘルパーさんたちの置かれてい

る状況です。ちょっと具体的にお聞きしたいのですが、ケアマネージャーの作業量と言い

ますか、利用者の件数を聞く所によると一人で 50 件処理やっているんですよ。これですと、

果たしてケアプラン立てたその中身が十分な検証も出来ない、本当にこのプランがこの介

護者に有効なのか、そうしたことも検証がなかなか難しい、ですから 30 件くらいに減らす

と、ただケアマネージャーの 1 件につきプランが成立すると 8,500 円、これは事業所に入

りますよね。これは大きな収入です。だけどとてもじゃないですけど、まだこの報酬額は

少ないと思います。これは 1 万 5,000 円位まで持っていってもいいかと思うんですが、こ

れは町村でどうこう出来ませんけれどもね、そういう意味では診療報酬の大幅な引き上げ

をここの部分でも強く求めたいと思うんですけれども、常勤のヘルパーさん達がそれこそ

事業者にとってもですね、報酬が低い中でやはりかつかつのところでやっているものです

から、人手不足の状態も起きます。しかも事務的な仕事は、引継ぎも含めて勤務外がほと

んどです。手当はちょっとあるようですけれども、無いに等しい。そうした状況の中でも

ですね、皆さん頑張っておられる、やはりヘルパーさんも含めてですけど、介護労働者が

介護の質を高めていくという点でもですね、やはりこうした労働者の労働条件、昨年やっ

とヘルパーさんも労働者扱いになったんですよ。それまでは労働者扱いではなく、労基法

に違反しても問題なかった。昨年から労基法に基づいて、扱われるようになったので若干

改善はあるのですが、まだまだ問題があります。それからホームヘルパーについては、こ

れは浦幌では皆さん介護福祉士の資格を持っております。将来的にはヘルパーさん、義務

付けられるということですから、研修も受けなければならない、教材も掛るわ、仕事も休

むわ、収入が減るわという状態ですから、やはりそうした非常勤のヘルパーさんも含めて

考えていただきたいのですが、やはり必要な支援が求められるのではないかなというふう

に思います。以上、再質問ということで何点かについてお伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 私の方から只今再質問ございました点について、入所者の負担の居

住費、食料費年金を上回るのではないかという内容の答弁、その再答弁は町民課長の方か

ら答弁させていただきますが、その他の質問、再質問について私の方から答弁させていた
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だきたいというふうに思います。まず第 1 点目のご質問の介護 1 の方が要支援に回る問題

で、当然今まで受けていたホームヘルプサービス事業の一部受けれなくなる可能性があり

ます。先程、町長から答弁させていただいております家事代行型の訪問介護については、

原則行わないという法案になっております。そういうことも含めながら、ただ現在独居高

齢者や要介護者同士が高齢者夫婦の利用者が行うことの出来ない家事をホームヘルプが行

うことは家事援助の中で答弁のとおり行うことが出来るようになっています。ただ前段申

し上げたとおり、新予防給付費に回ると当然サービスの受ける割合、それから量がたぶん

変わってくるんだろうというふうに予想されます。現在、受けているサービスをどのよう

に維持するかというものは、今後私どもの課題だと捉えております。いずれにいたしまし

ても、1 の問題につきましては、住民がサービスの低下につながらない方策を取ってまいり

たいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。それから 2 点目の

地域包括支援センターのあり方の考え方でございますが、答弁をしておりますが、平成 19
年度末までの 2 年間の間にこの条例で定めて整備をしなければならない、現在、社会福祉

法人幸寿会の方に在宅支援センターの 24時間体制の中で 2 名のケアマネを置いております。

そういったことも含めて今度は 2 年間の間に包括的な支援センターということで、その中

で言われているのは、主任ケアマネージャー1 名、それから保健婦または看護婦 1 名を置か

なければならないということになっています。これらについては直営であるか、法人等に

委託するかについては、今後検討していかなければなりませんが、いずれにしても各町村 2
年以内にこの包括支援センターというものをそれぞれ専門職を置いて、住民にサービスを

提供していかなければならないということになっておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。それから現在行っています転倒予防教室の実績等でございますが、昨年の議会で

ご承認をいただきながら昨年より転倒予防教室、浦幌町独自に行わせていただいておりま

す。その実績につきましては、昨年度については前期で 18 名、後期で 18 名、17 年度につ

いては只今市街地区が前期で 19 名、昨年受けた人も一部入って 19 名でやっております。

それから 5 月から 7 月までに上浦幌地区 15 名を対象に 5 回ほど開催しております。そうい

ったことで実績として捉えております。それからその中で理学療法士を中心としてそれぞ

れの地域で活動しておりますが、理学療法士につきましてはその他に訪問リハビリという

ことで、現在 16 名の患者さんを抱えてご指導させていただいております。理学療法士は、

管内的に町村において浦幌のみでございます。ほとんど理学療法士というのは、医療機関

で置いております。私共は、4 年前から福祉政策の一環として介護保険法施行後、理学療法

士を採用して住民の福祉向上に努めているところでございます。それらも含めて今後保健

師含めてこれらの対応を進めてまいりたいというふうに再度思っておりますのでよろしく

お願いいたします。最後に、5 番目のホームヘルパーの労働条件の絡みでございますが、現

在、社会福祉協議会の方に正職 7 名、臨時 3 名ということでホームヘルパーを置いており

ます。そういった中で主任、ホームヘルパー並びにケアマネージャーということで兼ねて

おります。先程も再質問ございました 1 件当たりのケアマネージャーの計画プラン 50 件と
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いうことでございますが、国の定めた標準は 50 件が適当であろうと、大体一人が持つケア

をするための計画は 50 件ということで定められておりますが、現在私どもが持っているケ

アプランについても大体 50 件くらいでございます。確かに今再質問の中でありましたよう

に 1 件プランを立てますと 8,500 円でございますが、最近の新聞で値上げをする報道もご

ざいます。ただし、値上げをする中においては、ケアプランを立てるにあたっては、十分

その資格を発揮されサービスの提供に過剰サービスをしない一つの条件的なものが不備さ

れて値上げをしたいというような新聞報道もありますので、その辺よろしくお願いしたい

と思います。いずれにいたしましても、社会福祉協議会の方で委託をしながらホームヘル

プサービス事業を展開していただいておりますが、それらについての労働条件またはそれ

らの時間外労働含め、勤務条件等含めてそれらについては十分社会福祉協議会と協議しな

がら、また介護保険施行時より私ども町といたしましてそれぞれの事業所に対して介護保

険に見合う 2 ヵ月分の貸付金、それから事業執行に対する介護報酬の不足分の補助をさせ

ていただいております。それらも引き続きさせていただきながら、健全なサービス提供が

出来るよう今後とも努めたいと思いますし、また今回の介護保険制度の改正につきまして

は、今後、介護保険審議会等に図り最終的には来年 3 月に作らなければならないわけでご

ざいますが、それまでの間住民のサービスが低下しないよう住民の混乱を招かないよう逐

次広報等で状況等については、審議会に始まる前、こういうことはかけるというような内

容については、住民にお知らせをし、サービスの低下に繋がらないよう今後とも努力をさ

せていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上で

再質問の 4 点程の私の答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 町民課長。 
○亀山町民課長 只今の再質問の 4 点目についてお答えしたいと思いますが、今回の施設

入所者への負担増についてでありますが、先程、町長の方からも答弁しておりますように

介護保険等年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性ということが大きな

柱であります。それで今回の中で、介護保険 3 施設に入所されている方については、居住

費用と食費についてそれぞれ自己負担になりますという中で、特定入所者介護サービス費

というのが今回新たに設けられまして、その中で低所得者に対する給付が行われます。現

在、本町の町民の中で介護保険 3 施設に入所されている方は、6 月 1 日現在 73 名でござい

ます。段階別で申し上げますと、第一段階の方は 7 名、第二段階の方は 58 名、第三段階の

方は 5 名、第四段階の方は 3 名となっております。現在、国会において審議されている中

で本年 10 月から居住費用等、食費について保険給付の対象外となり影響を受ける方は、こ

れら 73 名の方になります。この内、新第三段階までの方、住民税非課税世帯で年金額が 80
万円から 266 万円までの方についての対象者となるのが 65 人でございますが、補足的給付

である特定入所者介護サービス費が申請に基づき給付されます。この特定入所者介護サー

ビス費のことで申し上げますと、今、国から伝わっているところで言いますと第一段階の

方で、これは例なんですけれども、大体の方が 6 割くらいが相部屋と言いますか、4 人部屋
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です。ということの中から試算してみますと、第一段階の方であると特定入所者介護サー

ビス費として 4 万 8,000 円を給付されて自己負担が 1 万円、そして新第二段階の方ですと、

3 万 6,000 円が特定入所者介護サービス費として給付されて 2 万 2,000 円、新第三段階の方

ですと、2万8,000円が特定入所者介護サービス費として2万8,000円が給付されますので、

3 万円がそれぞれ自己負担となるというふうになってございます。このように低所得者に対

しての給付が仮に新第三段階の方が 3 万円だとすると、年金の中でのもちろんこれとは別

にサービスを受けるための自己負担はありますが、この部分で言いますと低所得者層に対

して施設から出ていかなければならないというような状況は生まれないのではないかとい

うふうに考えております。それとなぜ自己負担について初めから自己負担を取り入れてな

いのかということにつきましては、今日のいわゆる介護認定者の問題も大きく増大してい

るということも関係があろうかと思います。このようなことで今回の改正においては、低

所得者に対する対応策も取られているということでの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。以上です。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 原則的には私が述べた方向だと思います。そういう一定の補助と言うか、施

設入所者に対してもそれはあるとは言えね、期限付きでなかったですか。だから小手先の

対応と言うか、大した負担じゃないんだよと見せるそういう方策は所々に見られます。法

律の枠組みとしては、全額自己負担ですからやはりこれはやるべきでないと、このように

私思います。それで町長ね、最後にお尋ねしますけれども、様々な問題点が私の方からも

指摘させていただきましたけれども、やはり介護保険制度本来 12 年度にスタートする時に

は、もっと夢のあるようなこと、口先であっても政府は導入をしたんですよね。在宅中心

の介護をしていくんだと、だから施設ももう足さない。でも要望は強いけれども、もう枠

がいっぱいだから建てないよと、そういう対応をしたり特に給付が思った以上に伸びたこ

とから、これは何とかしなければいけないと、給付の裏返しとして保険料にも跳ね返るん

ですけれども、やはり国が持ち出す分を地方と住民に転嫁をする、こうした今回の法改正

はやっぱり改めるべきだと、国会で通るかもしれませんけれども引き続きですね、町長の

方から浦幌の介護保険制度をより充実させて安心して誰もが使えるそうした介護保険制度

にする上でもですね、やはり常々国に対して強く改善のための要請をしていただきたい、

このように申し上げて、この問題について町長の考えを伺っておきます。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 今、島田議員からこの介護保険法の改正についての改善の要請をということ

のお話でございました。国で審議中の議案ということで、その中での審議中のものについ

ての質問ということで、説明出来る範囲内で説明させていただきました。この推移を見な

がら、私どもも取り組んでまいらなければならない、このように考えております。今の時
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点で明確に法が成立しない前に、どのような形で国へ要請することが出来るのかというこ

ともあろうかと思います。その点も含めて十分に検討していきたいなと、このように考え

ております。 
○水沢議長 町民課長。 
○亀山町民課長 島田議員からの再々質問の中で前段にありました特定入所者介護サービ

ス費の給付の期間の問題でございますが、これは奨励事項となっておりましてまだ奨励そ

のものは示されている、もちろん法が改正された訳ではないので奨励についても示されて

おりませんが、私たちの今知っている範囲内で申し上げますと、期間を定めているもので

はないと、ただ先程答弁の中でも申し上げましたが、特別養護老人ホームに入所されてい

る方で旧措置者の方について引き続き負担軽減の措置が取られることになったということ

については、平成 17 年の 4 月からさらに 5 年間延長しますということは、決まってござい

ます。いわゆる特定入所者介護サービス費の期間を限定したものでは、今知りうる範囲で

はないということで申し上げております。 
○水沢議長 島田議員の 2 項目めの質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 次に、障害者自立支援、これも只今国会で審議されている問題でありますけ

れども、障害者団体あるいは家族、そして自治体の関係者からも疑念の声が上がっており

ます。この法案では、これまで所得に応じた応能負担の福祉サービスの利用者負担に、1 割

の定率負担、応益負担が導入されるという大きな問題があります。このために厚生労働省

の試算でも平均的な負担増は、ホームヘルプサービスが約 1,000 円から 4,000 円と 4 倍に、

通所施設においては 1 割の自己負担に食費の自己負担が加わり、約 1,000 円から 1 万 9,000
円へと、19 倍に跳ね上がります。また心臓病や腎臓、透析患者などの障害の治療に欠かせ

ない公費負担医療制度も自己負担が増え、新たに入院時の食費も負担されます。うつ病な

どの精神通院費用の自己負担は 5％から 10％へと倍に上がります。障害者の多くが月 10 万

円未満の収入であり、障害があるがゆえの特別な出費も少なくありません。大幅な自己負

担は、生きていくうえで欠かせないサービスや医療を抑制する事態を招きかねません。し

かも 1 割の定率負担は、サービスの利用料に応じて負担が増えていく応益負担の導入であ

り、障害が重い人ほどサービスの利用負担が重くなります。そしてさらに法案は、障害者

本人が無収入でも、家族に収入があれば負担がある世帯所得の仕組みが導入されようとし

ています。このような悪法はとても許されるものではなく、撤回するよう町長は、政府に

強く要請すべきですが、町長の認識を伺いたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 島田議員の 2 項目めのご質問にお答えします。 
 障害者自立支援法については現在国会において審議中であり、細部についてはまだ判明

していない状況ではありますが、概要としては次のようにとらえております。障害者自立
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支援法による改革ポイントは、第 1 にサービス提供主体を市町村とし、障害の種別によら

ない共通のサービスは共通の制度として提供する。第 2 に障害者が企業等で働けられるよ

う福祉側からも支援をする。第 3 に市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、

身近なところでサービスの提供が受けられるよう規制緩和をする。第 4 に公平なサービス

利用のために手続きや基準の透明化、明確化を図る。第 5 に増大する福祉サービス等の費

用を皆で負担し合う仕組みとして利用したサービス量に応じた公平な負担と、国の財政責

任負担を明確化するものであります。法制定の背景には、支援費制度の実施による新たな

利用者の急増により費用が増大し、今後の制度維持が困難となること。全国共通の利用ル

ールが無く、地域におけるサービス提供体制が異なり市町村の財政力格差により地域格差

がある。障害種別ごとに大きなサービス格差があり、制度的にも様々な不整合がありかつ、

精神障害者は支援費制度に入っておりません。そして働く意欲のある障害者が必ずしも働

けていない状況がある等の課題があります。 
 障害者自立支援法は、これまでの障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されていた

福祉サービス、公費負担医療費等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを

創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービ

スの整備のための計画作成、費用負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法令

について改正し障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援するのが目的であります。ま

た、利用者負担につきましては、障害者間の公平を保つため、サービス量、医療費に応じ

た定率負担と、障害者自らも制度を支える仕組みとして所得に応じる負担が課せられます

が、低所得者の負担軽減措置として月額負担の上限設定が予定されております。 
 島田議員のご指摘のとおり利用者負担の増加となることから、障害者自立支援法につい

ては今後の推移を見ながら内容を精査し、各種機会を通して障害者の負担増にならないよ

う、国に対し要請してまいります。 
 以上、島田議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 これは本当に私事で恐縮ですが、障害を持っている者にとって十分な就労も

出来ない、そうした状況の中で所得自体も先程言ったように非常に少ない中で、切り詰め

ながら厳しい生活を強いられております。それで 1 点ですね、具体的にお聞きしたいので

すが、更生医療についてであります。更生医療というのは、心臓や腎臓病など長期に渡っ

て必要な処置を講じなければ生命の維持と言いますか、これが出来ないという人のケース

を言うのですが、それがどのように変わるのか伺いたいのですが、ただ自立支援と言いな

がら先程も言ったように負担だけを求める、これで何が自立支援なのか、従来は各自治体

において障害者への医療福祉担ってきたわけですけれども、基本的には事業者と個人が契

約を結ぶ形を取っております。そうした中でこうした国がですね、更に所得に応じた負担、

所得制限ありますからと言ってもやはり厳しい中での負担ですから先程言ったようにヘル
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パーさんなんかは、これは厚生省の調べですからね、4 倍に跳ね上がる、それから通所施設

においては 19 倍、これはとてもじゃないけどこんなこと認めるわけにいきませんよ。そう

言っても国会のことと言ったらそれまでなんですが、これが決まったらこれに基づいて町

村として対応するわけですから、やはり是非ですね、ただ決まったこととして受け止めな

いで、障害者がですね、地域で暮らせるそうしたまちづくりが誰が住んでも住みやすいま

ちづくりなのですよ。そこらへんの施策もですね、今後においては十分考えて必要な施策

を実行してほしいんですが、更生医療についてどのようになるのかお示し下さい。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 更生医療の関係ですが、これもモデル的にこういうふうになるだろ

うというふうな中身でございますので、ご了承を賜りたいなというふうに思いますが、現

行更生医療の場合、生活保護者については 0 円でございます。障害者自立支援法において

も負担額は 0 円でございます。住民税非課税世帯年収 80 万未満の方は、現在は 0 円でござ

います。障害者自立支援法に基づきますと、医療費の 1 割但しこれらの更生医療につきま

しては、上限がございまして上限 2,500 円ということになります。但しこの階層の方が入

院をした場合は、食費は別途払い、今食費については、現在の単価では 780 円というふう

に想定されておりますので、住民税非課税世帯については軽減措置があるので 500 円とい

う解釈をしております。1 ヵ月入院しますと、食費だけで 1 万 5,000 円だけの負担という解

釈をしております。次に、住民税非課税世帯の年収が 82 万以上の方につきましては、現在、

この方につきましても 0 円でございます。これが障害者自立支援法によりますと、これも

同 1 割の負担、但し更生医療の場合は、上限として 5,000 円が医療費として支払い、また

入院の際については、先程申し上げた食費が掛るというふうになっています。また住民税

課税世帯につきましては、更生医療の絡みは所得に応じてそれぞれ段階別な負担がありま

すが、全てこれらについては障害者自立支援法に基づいては 1 割の負担、但し今回更生医

療の部分のみでは、上限が 1 万円というふうになっております。但し、食料費は別途払い

と、先程申し上げた内容になっています。それから一定所得以上、所得税の年額が 30 万円

以上の方については、現行では 4 万 4,000 円から給付対象外の所得に応じてという率がご

ざいますが、これが同 3 割、しかし重度かつ継続的なものについては、当面 1 割で上限が 2
万円という形で障害者自立法では設定されております。また入院の場合の食費については、

別途支払いという形の更生医療の場合の支払いモデルケースが出ておりますので、よろし

くお願いをいたします。以上でございます。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 今回の法案は応能のみならず家族に収入があるとそれも含めて本人が無収入

でも課税されるんですよね。こんな無茶苦茶なやり方ないと思いますよ。だからこれは町

長ね、これも同様に国に対してやっぱり厳しく主張していただきたい事柄です。もう一つ

例えて言いますと、更生医療の関係で言うとね、何か白内障の眼内レンズ、大体 15～16 万
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くらい掛かりますよね。これがですね、いわばこうした法のもとで、対象外になると聞い

ています。残るのは、人口透析と心臓病だけです。これだけが更生医療として残るので、

あとはみんな対象から外れます。そうしたら言わずと知れていますね、それだけ負担が掛

るということですから、これはとてもじゃないけど、自立どころか健康を維持することす

らもですね、出来るものではないと、非常に私も全腎協と言いまして、腎臓に障害を持っ

ている方々の会があるんですが、全国、北海道、十勝と私も入ってますけど、国会要請を

やったり、署名やったり、ここ 2 年位やってきておりますけれども、やはりですね、もう

一つ弱いのは自治体からの突き上げなんですね。私も議会も含めて更にこのことでは改善

に向けて要請していきますけれども、町長の方としても町村会通じて何でもいいですから

とにかくまずは、この法案はね、撤回してくれとそういう立場で一つ厳しく抗議と要請を

していただきたいと、このように思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 1 回目の答弁で申し上げましたように、島田議員おっしゃるように障害者が住

みやすい町は誰が住んでも住みやすい町だとおっしゃっていました。私も全町民の福祉向

上を願って遂行する中において、高齢者ももちろんでありますけれども、やはり住みやす

いまちづくりというものが一番であります。そんな中でこの障害者自立支援法につきまし

ては、今後の推移を見ながら内容を十分に精査させていただきまして、各種機会を通して

先程おっしゃっております町村会等にも話をしながら障害者の負担増にならないようあら

ゆる機会を捉えて要請してまいりたいと考えておりますので、ご理解を願いたい思います。 
○水沢議長 これで島田議員の一般質問を終わります。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いた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） 
○水沢議長 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５７分 休憩 
午後 １時００分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、3 番、福原仁子議員の質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 昨年 9 月の一般質問で人工肛門の患者のオストメイト対応のトイレの一般質

問をさせていただきましたが、この程開発局から通達がありまして、国道 38 号線に設置さ

れることになりました。これも一重にご助言、指導の賜物と心から感謝申し上げます。あ
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りがとうございました。昨年の 12 月、今年の 3 月の議会にも一般質問をさせていただきま

したが、町の方針では統太の一般廃棄物処理センターへの持ち込みを中止し、新たに平成

18 年 4 月より十勝環境複合事務組合くりりんセンターへ、一般廃棄処分ごみの搬入をする

ようです。分別収集も定着し、資源リサイクル化も起動に乗り、現在に至ったのは、行政

の努力もさることながら、住民の協力があったからこそと思います。しかしながら、今後、

新たな負担を町民に掛けないために、減量化も図りながら、抜本的な見直しが必要ではな

いかと思います。新計画を策定する前に種々の要望も含めて、次の 5 点についてお伺いい

たします。 
 1 点目、資源ごみ・可燃ごみ・不燃ごみなど、家庭系ごみの分別方法で変わるところがあ

りますが、今までの収集を維持できるでしょうか。2 点目、従来のごみ袋またはごみシール

の使用は今後どのようになりますか。また事業系の処理はどのようになりますか。3 点目、

収集方法、料金体制など、町民への周知はどのように考慮していますか。4 点目、祝祭日、

ハッピーマンデーを含んだごみの収集や町内会などの清掃ボランティアのごみの扱い方法、

また身障者や家庭介護で出るごみへの減免制度は、どのように考えていますか。5 点目、厳

しい財政状況の中、新年度よりのごみの収集、または帯広までの搬入に掛かる費用増加と、

車両を含む設備投資をどの程度見込んでいますか。その中に新たに発生する町民負担はあ

るのでしょうか。以上 5 点をお伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 福原議員のご質問にお答えいたします。 
 第 1 点目の資源ごみ・一般家庭系ごみの分別方法で変わるところについてでありますが、

本町の最終処分場の容積が残り少なくなったため、平成 18 年 4 月から一般廃棄物について

は、十勝環境複合事務組合のくりりんセンターヘ搬入することとなります。 
 現在、本町の一般家庭ごみは、可燃・不燃の分別が無く混同で、一部地域を除き週 1 回

の収集を行なっております。来年度、帯広市へ搬入するにあたり一般家庭ごみの収集運搬

計画を策定中ですが、くりりんセンターに搬入する際、大きく変わるところは燃やせるご

みと燃やせないごみの分別であります。また、資源ごみについては、平成 14 年度策定の第

3 期浦幌町分別収集計画書に基づき、特定分別基準適合物及び容器包装リサイクル法の規定

で定めるものについて、11 品目の分別収集を行っております。 
 浦幌町の資源ごみの処理は、リサイクルセンターが開設して 5 年程しか経過しておらず、

補助金適正化法との関連や、リサイクルセンターにおける中間処理をすることによる搬出

回数の減とリサイクルプラザの処理手数料の削減を考えると、現行のリサイクルセンター

で中間処理をして効率的な運営を行うことが適当であり、指定法人日本容器包装リサイク

ル協会等を通じ再商品化して参ります。なお、資源ごみの分別で変わるところは、現在の

品目のほかに有害ごみ、更にごみ減量化を進めるため古着について検討して行きたいと考

えております。収集方法や運搬時間、さらに分別内容など様々な問題がありますが、一つ
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一つそれらを解決し、町民の皆様には現状の住民サービスを低下させないよう努めて参り

たいと思っております。 
 第 2 点目のごみ袋、シールの使用さらに事業系のごみの処理についてでありますが、ま

ず従来のごみ袋は 45 リットル・30 リットル・15 リットルの 3 種類であります。18 年 4 月

からは、可燃ごみ・不燃ごみの分別をしなければならないことから、それぞれ 2 種類のご

み袋を作成し、色別ができ結びやすく持ち運び易いもの、さらに、ごみ袋の大きさについ

ても考えていきたいと思っております。ごみ処理シールは、粗大ごみや料金の改正に伴う

在庫のごみ袋処理も考えると、当分の間は現状のまま残さなければならないと考えており

ます。また、事業系のごみについてでありますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 3
条で事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しな

ければならないと規定されています。この法律に基づき、現在、本町の事業者は、一般廃

棄物処理センターに自己搬入しておりますが、来年 4 月からは一般家庭系ごみ同様、帯広

市のくりりんセンターへ搬入しなければなりません。しかし、事業者が自ら搬入するには、

距離的・時間的な問題で事実上困難と思われますので、どの様な取扱いをすべきか、現在、

商工会とも協議しているところであります。また、6 月 23 日には事業所説明会を開催し、

今後の取組み等を協議して参りたいと考えております。 
 第 3 点目の収集方法、料金体制など町民への周知についてでありますが、現在、一般廃

棄物収集運搬体制は、ユーエムに委託し、パッカー車 1 台でリサイクル処理を含め 7 人の

体制で収集運搬しております。来年度くりりんセンターまで運搬するのに、往復 4 時間程

度を要することから、パッカー車 2 台で収集する体制をとり、人員についても現状の人数

を増員しない中で取り組んで参りたいと考えております。また、ごみ袋等の料金について

は、くりりんセンター搬入に伴い経費がかかるため住民負担は増えますが、管内の状況や

コスト削減など踏まえながら、自立推計の試算を極力下回るように料金の設定を行なって

参りたいと考えております。また、住民への周知につきましては、町議会第 3 回定例会に

おいて条例改正や計画説明承認後、10 月から 12 月を目途に収集方法、料金体制、資源ごみ

の取扱いについて町広報紙での周知するとともに、各地域住民と高齢者団体、女性団体等

への説明会を開催し、さらに 1 月から 3 月には、出前講座の要請に応じての説明と、あら

ゆる機会を通して幾重にも周知して町民の皆様のご理解とご協力を求めて参りたいと思っ

ております。 
 第 4 点目の祝祭日の収集及びボランティアごみの扱い方法、また、身障者や家庭介護で

出るごみの減免制度についてでありますが、まず祝祭日の収集については、現在祝祭日は

休日とし、ハッピーマンデーの場合は翌日に収集しております。くりりんセンターにおい

ては、祝祭日は休日でありますが、ハッピーマンデーの内、成人の日・海の日・敬老の日

は営業しておりますので、浦幌町においても同様の体制で行ないます。 
 次に、町内会などの清掃ボランティアごみの取扱い方法でありますが、汚れのひどい空

き缶などリサイクルに回すのが難しい状況は理解できますので、最低限可燃・不燃の分別
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をしていただき、今までどおり町が無料で回収を実施していきたいと考えております。ま

た、身障者や家族介護で出るごみの減免制度についてでありますが、近隣町では池田町が

処理にかかる手数料の免除に関する要綱を策定して、在宅要介護者に対して紙おむつ専用

のシールを支給している状況にあります。本町としても、低所得者層に配慮した中で助成

制度を考えて参りたいと思います。 
 第 5 点目の搬入にかかる費用と町民負担についてでありますが、搬入にかかる費用とし

て十勝環境複合事務組合一時負担金を除き、経常的にかかる大きな負担としては、くりり

んセンターに搬入したごみの量に応じた処理分担金と、先に述べたとおり収集運搬に時間

を要することに伴うパッカー車１台の購入費、さらに帯広市くりりんセンターまでの運搬

に伴う燃料費等であります。また、浦幌町の一般廃棄物処理センターにごみの持ち込みを

しないことにより削減される経費として、破砕機の運転中止に伴う電気料等の諸費用等が

あります。平成 16 年度の塵芥処理費決算額は約 5,677 万円で、事業系ごみ処理手数料も含

めて収入は約 838 万円、資源物売払収入は約 12 万円で、歳出に対する歳入の割合は 15％
に満たない金額となっている状況です。 
 ご質問のとおり本町の財政状況は大変厳しく、町民の負担が増大していることは認識し

ておりますが、ごみ処理に対する収入割合が少なく町財政が厳しいことから、ごみ処理料

金の値上げは止むを得ないものと判断しております。料金の設定につきましては、経費の

節減及び効率的な収集運搬計画を策定し、管内の状況も踏まえた上、慎重に検討して行き

たいと思いますし、また、町民の皆様の深いご理解とご協力を求めて参りたいと思います。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 まず 1 点目の資源ごみの分別で変わるところで、有害ごみ、これはどのよう

な内容のものであるか簡単に説明していただきたいと思います。それと排出方法、更にご

みの減量化を進めるための古着について検討していきたいと答弁の中にありましたが、こ

れはどのような状態で検討していくのか少し具体的に説明をお願いいたします。それと 3
点目の答弁の中のことになりますが、13 日の文教厚生常任委員会の所管事務調査資料によ

りますと、平成 16 年度の一般廃棄物の 1 年間の収集は、76 万 8,200 キログラムで、1 ヵ月

20 日収集で単純計算をしますと、1 日約 3,200 キログラム、3.2 トンになります。現在使用

のパッカー車の容量は 2.4 トンですが、人口減も考慮しながら町民に負担を掛けないように

パッカー車 1 台を今後購入するという答弁がありましたが、どれ位の金額を予定している

かお伺いしたいと思います。それとまたセンター処理料金、先日、施設見学してきました

時に先方では 10 キログラム 160 円の処理料金が掛ると聞いてきました。1 日約 3.2 トンを

掛けますと 5 万 1,200 円、1 年間に約 1,228 万円の処理料金が掛ると予想されます。全額町

民に負担を掛けるのでしょうか。またくりりんセンターまで搬送という作業が増えますが、

十分に注意し配慮されたいと思います。先日、地域の住民と話し合いをしまして、毎週ご
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みを出している主婦からの要望事項がありますので、発表させていただきます。7 点ばかり

あります。1 点目、現在使っている浦幌町のごみ袋は、こういう形体になっております。こ

れから新しく作るごみ袋は、取っ手付きで丈夫なもの、こういう形体にしていただきたい

と、この袋はすぐ破れますので、こちらの方が非常に丈夫に出来ていますので、こういう

丈夫な袋にしてほしいという要望が 1 点ありました。それとはっきりと不燃・可燃が分か

り易いような色で区別し、特に可燃ごみの袋は黄色のものでカラスの害から守れるように

してほしいという要望がありました。2 点目、サイズは、10 リッター、20 リッター、30 リ

ッター、40 リッターの 4 種類のものが使用しやすく、袋に 1 枚当たりの単価表示をこのよ

うに付けてほしいという要望がありました。3 点目、収集方法は、ごみステーション式は、

他からのごみが搬入される恐れがありますので、従来どおりの個別が望ましくサービスの

低下にならないよう十分注意をしていただきたいという要請がありました。4 点目、不法投

棄やルール違反のごみの扱いについての方法をきちっと町の方で検討をしていただきたい

ということでした。それから 5 点目、業者側、トレー等を出す側の指導を含めたごみの減

少を町民は望んでいるので、その方の配慮もお願いいたします。6 点目、全戸に配布するご

み分別パンフレットは、これから作ると思いますが、分かり易いものを作っていただきた

いと思います。7 点目、弱者対策として制度内容が決定した場合には減免の対象となる方に

つきましては、申請書を自宅の方に郵送して下さいという要望、以上 7 つの要望がありま

したのでよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 町民課長。 
○亀山町民課長 福原議員の再質問にお答えいたします。私も今書いておりましたが、聞

き漏らした点もあろうかと思いますので、ちょっとその辺は後程またご指摘いただきたい

と思います。初めに、有害ごみの説明をということでございましたが、有害ごみと言われ

るのは乾電池、水銀体温計、蛍光管などを指します。これの収集にあたりましては、市販

の透明袋に入れて処理シールを貼らずに不燃ごみの収集日に出していただいて、それを町

が回収し、町としてはある程度たまった段階で専門の処理業者に処理手数料を支払いなが

ら処理したいと考えています。次に、古着についてどのようなものをどのような方法で収

集するのかという点でございますが、古着というのはこれを資源ごみとして回収し、いわ

ゆる工業用雑巾、ウエスに加工する業者に引き渡します。そのことによって全ての古着と

いうわけにはいきませんが、材質的には木綿等のいわゆる肌着等が対象になるかと思われ

ます。これを資源ごみとして回収いたしますということでございます。それと現在、パッ

カー車の金額ということのご質問かと思いますが、現在ちょっと見積もりをいただいてい

る段階でありますが、その中では 1 台 1,200 万円程度というような状況でございます。そ

れとくりりんセンターにおける処理量が 10 キロあたり 160 円掛ると、これに対しての年間

1,228 万円程掛るがこれを全額町民負担でいくのかというご質問だったと思うのですが、こ

れについてはその分の処理手数料を全部負荷するということになりますと、町民負担も相

当なものになろうかと思います。これは全額を町民に負担していただくという形には当然
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なり得ない数字だと思っています。それとごみ袋の形態の変更ということですが、先程、

町長の答弁の中でもありましたように色別が出来て結びやすく持ち運びやすいものという

答弁をさせていただいておりますが、それが今まさに福原議員が後で見せていただいた袋

だというふうに思います。これがこのように変更していきたいというふうに思っています。

それと不燃、可燃のごみを袋を分かり易く印刷してほしいということについても、やはり

先程の答弁の中でそれぞれ 2 種類のごみ袋を作成しているということで、当然色分けをし

て不燃は何色、可燃は何色という形で目に見える形で作成してまいりたいというふうに思

います。それと今お話の中でございました可燃ごみについては、黄色の袋にしてほしいと

いうことでございますが、私もテレビ等で見ましたけれども、確かに黄色い袋でカラスが

中が見えないということから効果があると言われている袋がございます。ただあの袋につ

いて申し上げれば、特殊な塗料を塗布しております。ということは、コストもそれだけ掛

かります。ということで、その辺のご理解がいただけるものであれば、そういうふうには

したいと思いますが、これがまだはっきり値段的に今の段階では開発途上のものというこ

ともあって、一般には流通しておりません。ですからこの辺のことについては、来年の 4
月に向けてというよりも、その後の体制の中で一般的な流通をする中でコスト的にも下が

ってきましたというような状況になった時に変更していきたいというふうに思います。次

に、単価表示をということだと思いますが、この点につきましては、他町村でも例えば浦

幌町であれば浦幌町の収入証紙という形の中で袋に印刷することは可能かというふうに考

えておりますので、収入証紙方式という形での印刷は可能だと思いますので、それについ

てはそのように進めていきたいと思います。それと不法投棄に対する対策と、町としての

対策を講じなさいということだと思いますが、やはり今回料金改定も伴い、また分別方法

が不燃、可燃というふうな形になるということ含めますと、不法投棄が心配されます。た

だもちろん町民の方に対する説明の中で不法投棄は違法な行為ですと、法律に違反します

よということの啓蒙は十分してまいります。それと仮に不法投棄があって、そういうこと

で個人が特定されるようなことがありましたら、それについてはその方の所へ行って強く

指導を徹底してまいりたいというふうに考えております。それと商店などの容器包装を使

って販売している業者への指導ということでございますが、この点につきましては町とし

て容器包装紙を利用している商業者の方に商工行政とともに関係団体を通じて更に資源の

有効な利用促進と再商品化について、理解を深めていただくように要請してまいりたいと

思います。次に、説明会なり各家庭に配布するパンフレットを分かり易くということにつ

いてでございますが、これにつきましては本年 9 月の定例会後に作成にあたりますので、

ご意見を賜りましたことについて十分配慮しながら他町村との例等を参考にして、見やす

いもの、分かり易いものということで、重点的に考えて作成してまいりたいと思います。

弱者対策の中での申請書を自宅に郵送すべきでないかという点につきましては、この点に

つきましては、今想定される中で考えているところでは、対象者が把握出きるもの、これ

につきましては、申請書を郵送するということについては考えていきたいと思います。ま
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たもしその中で紙おむつを使っているか、使っていないかが判断出来ないような場合、こ

れについては、広報紙による広報でご理解をいただきたい。例えて言いますと、身体障害

者の 1 級の方が全員使っているかと言うとそれではないわけでして、それの障害の状況に

よって寝たきりになっている方もいようかと思いますので、その辺については広報した上

での本人からの申請ということを待ちたいと思います。実際の問題として、電話いただけ

ればそれはもちろん郵送いたしますし、その辺の配慮はしてまいりたいと思います。収集

方法についてでありますが、現在の収集方法を変えないということを大原則としてやって

おります。というのは、以前の発言の中でステーション方式ということも出ていたようで

すが、やはり町民にご負担を掛ける以上、現在の形を変えないという形の中でやっていく

のが行政としての進め方ではないかというふうに考えておりますので、従来どおりの現行

の個別収集という形の中で考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。袋

の関係でございますが、今 10 リットル刻みで 10 リットル、20 リットル、30 リットル、

40 リットルというふうな袋での対応が要望されているということの中身でございましたが、

現行 15 リットル、30 リットル、45 リットルという形で収集させていただいております。

この中でこの袋が全く切れるということはございません。もちろん家庭にもございますし、

販売しているお店にもあります。また役場にもありますから、そういう中で言うとこれを

有効に利用していくと、家庭でのストック等も考えると、現行の袋の体制は変えていかな

い方がよろしいのではないかということを考えております。それと先程の答弁の中でもち

ょっと触れておりますが、ごみ袋の大きさについても考えていきたいと思っておりますと

いう中では、今最低の一番小さい袋が 15 リットルでございますが、これを半分程度のもの

まで考えていきたいと、いわゆる 4 種類にはしていきたいというふうに考えております。

生ごみと単身者の中でごみの量が少ないという方のためにも毎週収集していく中で小さな

袋があった方がよいということも考えられます。また他町村の話を聞いていますと、確か

に 10 リットルという袋が最低だというふうに聞いております。ただし町民からは 5 リット

ルの袋を作ってくれという話になってきているそうです。ですからこれは町民の要望とし

てはある程度 10 リットルでもまだ大きいと、5 リットルくらいがほしいという要望もある

と聞いておりますので、それらにも対応するためには 15 リットルの半分程度まで引き下げ

た中で対応していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 いろいろと要望をいたしましたが、是非住民のサービス低下、混乱を招かな

いような配慮をお願いいたします。環境庁は、全国の市町村が全額負担をしている容器包

装廃棄物の収集保管費用は、年間約 3,000 億円に達していると、そして事業者は約 400 億

円の負担にとどまっており、市町村の財政負担は大変重いと述べていますが、最終的には

全ての消費者に負担が掛かってきていると思われます。そこで町長にお伺いいたしますが、

この町から全国規模の会合に出席できる方ですので、将来的にメーカーなど事業者に、一
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部負担をしてもらい、市町村の負担の軽減を図るべく十勝、道、国に是非進言していただ

きたいのですが、最後に町長のお考えをお聞きいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 非常に大きな問題だと思います。リサイクル法の中で取り上げられているも

のは数多くあるわけですけれども、もちろん容器、トレーも同じです。これは消費者が伴

うものでございますから、消費者の判断で減量も出来るということもまた一つの事実では

ないかなと思っております。今のスーパーでは不要な容器については、どうぞ置いていっ

て下さいという体制を取っているところもあります。それらを考えると消費者も賢い消費

者にならなければならないのかなと、こういうふうに考えております。もちろん制度とし

て国が取り組むべきものであるということを十分認識した上で、今後の政務活動に活かせ

るものは活かしていきたいなと、このように考えております。 
○水沢議長 これで福原議員の一般質問を終わります。 
 次に、4 番、差間勝男議員、差間議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し出がありましたの

で、これを許します。 
 差間議員。 
○差間議員 今定例会に 2 項目に渡って質問をしたいと思います。1 項目め、市町村合併新

法について町長にお聞きしたいと思います。 
 市町村合併特例法が改正され、本年 4 月 1 日より合併特例新法が施行され、これは 5 年

の時限立法で知事が総務省の作成した基本指針に基づいた合併推進構想をまとめ、必要が

あれば市町村に合併協議会設置の勧告が出来るとあります。町長は最後の希望をかけた豊

頃町との合併は残念に、町民に夢を与え、私個人的にも合併が出来ると、期待していた一

人でございます。本当に心から厚くご苦労さまと言いたいと思っております。またようや

く自立の道を歩み始めている浦幌町が合併特例新法により一からの出直しが考えられます

が、合併の必要がある小規模町村の目安を人口一万人未満としており、浦幌町も当然その

中に入ります。5 年の時限立法とはいえ今後知事が合併構想を出すと言われている現在、町

長の合併に対する新たな考えがあると思いますので、お聞きしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 差間議員のご質問にお答えします。 
 少子高齢化や情報化の進展といった多様化･高度化する広域的行政課題に対応しながら、

国・地方ともに厳しい財政状況下において、我が町の行政サービスの維持･向上を図ってい

くために、旧市町村合併特例法の期限内に基礎自治体を構築するという市町村合併が必要

との判断で、池田町・豊頃町･浦幌町の 3 町で、更に豊頃町･浦幌町の 2 町での合併協議を

進めてまいりました。しかし期待かなわずいずれも解散の結果となり、自立・合併の選択

の道が閉ざされたのは、ご承知のとおりだと思います。このことによって自立を目指して、
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昨年 12 月には内部において自立の財政推計を作成しながら、本年度の予算策定に至ってお

りますし、また、本年度中に浦幌町まちづくり後期 5 ヵ年計画及び自立財政５ヵ年計画を

策定すべく作業を進めているところであります。 
 このような状況の中、本年 4 月には新たな合併特例法が施行されるとともに、5 月に総務

省は｢自主的な市町村の合併を推進するための基本的な指針｣を定めた上、告示されました。

その内容は、自主的な市町村の合併の推進のために、都道府県に合併協議推進勧告等の措

置を講じるなどの役割が定められております。 
 これらに基づき北海道では、知事を本部長に副知事・部長職等で構成する市町村合併支

援本部会議において、「市町村合併構想の策定手順案及び策定方針案」を示されました。そ

れによりますと、一つといたしまして、審議会の意見を聞きながら平成 18 年度の早い時期

に合併推進構想を策定、公表する、二つ目として、審議会は平成 17 年第 2 回道議会に設置

条例を提案し、速やかに設置する、三つ目としまして、審議会は年 4 回程度開催する、四

つ目、地域説明会、地域懇談会を開催し、住民、市町村などの意見を広く聴取する、五つ

目、構想策定に係る庁内の意思決定は、合併支援本部会議において行うこととなっており

ます。 
 私は、今後これら北海道が行う検討の経過を見守り、町民や議会の意見をいただきなが

ら、適期に誤りない判断をしてまいりたいと考えておりますので、ご指導賜りたくお願い

申し上げます。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 本当に言う人に言わせたら一難去ってまた一難と、確かに町長の考え方大変

なことだと私も思っております。町民の一部は合併が終わったと、今後ないだろうという

判断もしております。しかし、まだまだこれからだと私も判断しておりますけれども、町

民の方々が合併構想が来年の 6 月にも出るということでございます。それでちょっとこの

合併問題について質問をしてみたいと思います。先の合併協議会の解散の結果を受けて、

自立を目指して財政推計を作成し、更に本年度まちづくり後期 5 ヵ年計画・自立財政 5 ヵ

年計画を策定する中で、知事が今後合併推進構想を示すとしても、合併せず本町としてや

っていけるのかどうかと、要するに今までの合併問題で町民がノーと言ったものか、イエ

スと言ったものか、分からないままにこのような状態になったわけでございます。また北

海道は推進構想の中で、どんな枠組みを示すか分かりませんが、これまで近隣町と合併の

協議を進めてきたが、破綻した結果からみて更に体制を整えるとしても非常に厳しい状態

が考えられると、私は思います北海道が同じような枠組みを示してきた場合、町長は同じ

枠組みでも合併を進める考えをどういうふうに持っているのか、また十勝管内においても

広域連携の動きがあります。合併も一つの手段であるが、町長として広域連携を模索する

考えはあるか。この 3 点について質問したいと思います。 
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○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 1 点目の差間議員のご質問にあります合併せずにいけるのかどうかというお

尋ねですけれども、非常に難しいことで、今答えることは非常に難しいと思っております。

というのは、財政的に大丈夫だから合併せずに自立していけるのかどうか、またその 1 万

人という中で示されているもの、また合併しなければ将来的にどのようなものがあるのか

とかいろんな要素、条件というものがあると思います。経済的なものだけで判断していい

のかどうかというものもあると思います。それらを踏まえながらこの新法の中でどのよう

な構想を出してくるのかということを見極めていかなければならないのではないかなと、

このように考えております。2 点目の枠組みのことについてのお尋ねだと思います。仮定の

話ではなかなかこういう仮定でと、仮想の中での話というのは難しいわけですけれども、

道がどのような構想を出すのかというのをやはり見極めていく必要があるんだろうなと思

っています。私個人としては、個人の考えということはないんでしょうけれども、私とし

ては合併を取り組んできた経緯を見れば国・道からの枠組みが示されたらやはり過去の経

緯は過去の経緯として前向きに検討していかなければならない、前向きに取り組んでいか

なければならないのではないかと、このように考えております。それから広域連携、連合

自治体、いろんな形で今町村としても話し合いながら町村会としてもどこまで広域連携で

取り組みながらそれぞれの町村の経費の負担を経費削減していけるのかということ、また

広域連携のメリットを追及していきたいということで協議はしてます。今 4 項目について

それぞれ検討を重ねているところですけれども、そのものがやはり経費の削減、ランニン

グコストに影響するということであれば、取り組んでいきたいなと思っておりますし、ま

た取り組めるものは取り組んでなんとか経費の節減に結び付けたいという二つの方面から

の考え方を持っているということで、よろしいでしょうか。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 町長、非常に私は立場を理解して質問しているわけですけれども、質問する

方も非常にいろいろ考えながら質問しているわけでございます。最後にですね、町長の公

約の中で本当に言っては失礼ですけれども、まもなく合併新法の枠組み等が出てこえば、4
年間というのは合併だけで一生懸命頑張ってきた町長だと、確かに公約に合併するか、し

ないかどっちにしても全力を尽くすと、そういうふうに出ておりました。今朝、確認して

きたので間違いありません。しかし、この合併は我が浦幌町の財政難という中で避けて通

ることが絶対出来ない、これはまた前の議会でも私言ってますけれども、合併に対しては

町長に対しては寝ないでやってくれと、そういうことも言った経過がございます。そうい

う中身で再度これに対する町長の腹を一つお聞きしておきたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
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○八木町長 今までの繰り返しになるわけですけれども、現行法、新法が出たという中で

はありますけれども、当初から合併協議というのは大事なことですよと、合併協議を抜き

にして行政というのは通り過ぎることは出来ませんよと思っております。十勝の中でもそ

れぞれ何らかの形で合併協議に取り組んだというふうに思っております。出来れば合併な

のか、自立なのか、町民の判断をしていただくところまで持っていきたかったというのは、

本当に本音で進めてきたわけですけれども、本当に差間議員のおっしゃるように今になっ

ては町民が合併を望んでいたのか、自立を望んでいたのかという態勢の判断というのは、

それぞれの胸の中で判断するよりないという状況にあると思います。これからの中でもこ

の道の構想というものがどのような形で出るのかということを見極めながら、また議会と

も相談をしながら町民に説明をしていきたいと、このように考えております。 
○水沢議長 2 項目めの質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 それでは 2 項目めについて質問をしたいと思います。 
 公共施設等の委託業務についてお尋ねをしたいと思います。一つとして、現在町内の公

共施設管理等の業務については、町内業者に委託して行われていますが、この委託業務の

契約について次の点をお聞きします。①として、業者の指名選定について、②、委託期間

の設定について、③、業務によって入札、ずい契等契約の方法が違うがなぜか、④、業者

の選定・委託期間等今後、現在の委託業務の契約方法を見直す考えはあるのか。また指定

管理者制度を活用する考えはあるのか。二つ目、これは関連しておりますので、一括質問

をしたいと思います。スクールバス、患者輸送バス等の最低落札価格の決定はどのように

行われたのでしょうか。またその際、陸運が出しているバス会社の料金の基準はどのよう

に反映されているのでしょうか。また前年度行われた落札価格との差についてもお聞きし

たいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 差間議員の 2 項目めのご質問にお答えいたします。 
 公共施設等の管理及び業務委託につきましては、平成 17 年度において、24 業務を第三セ

クターを含む 4 事業者に委託しているところであります。 
 第 1 点目の委託業務契約についてでありますが、業者の選定につきましては、平成 15 年

度の指名競争入札の結果及び実績等を踏まえ、既に管理及び業務委託を行っている町内の 4
事業者を選定したところです。委託期間の設定につきましては、単年度ごとに契約を締結

しておりますが、民間事業者における雇用の創出と、そこに従事する方の就業機会の確保

を図る観点から、平成 15 年度の入札の際に 5 年間という期間を設定し、以後、平成 16 年

度からは、随意契約により行っているところであります。契約方法の違いについてであり

ますが、本年度は全ての業務について随意契約を行なっております。このことにつきまし

ては、平成 15 年度に清掃、管理及び季節雇用の業務を指名競争入札で執行し、その結果 2
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事業者については、以後、毎年、随意契約を締結しているところであります。また、第 3
セクター及び 1 事業者の管理業務委託については、従前、個人委託していた業務を第 3 セ

クター及び事業者に移譲することにより個人の身分保障を考慮したものであり、毎年随意

契約としております。今後の契約方法等についてでありますが、地方自治法の一部改正に

伴い、公の施設の管理運営については、指定管理者制度が導入されることになったことか

ら、それらを含め充分に協議検討をして参りたいと考えております。 
 第 2 点目のスクールバス、患者輸送バス等の最低落札価格の決定についてでありますが、

執行に当たっては、本社又は営業所が本町に所在している 2 社を指名し、入札を行ってい

るところであります。昨今、バス業界での過当競争が激しく、利潤を度外視した低価格設

定により、本来の安全運転が履行されず、人件費の削減などの悪影響を及ぼし、安全なバ

ス運転業務に支障を来たすことが懸念されたため、他の競争入札と比べ慎重を期さなけれ

ばならないと判断し、地方自治法及び浦幌町財務規則の規定に基づき、昨年度及び今年度

の入札に際し、最低制限価格を設けたところであります。価格の決定についてであります

が、キロ当たりの運行料金はバス会社が帯広陸運支局に申請し、承認されたものが料金表

として設定されており、本来の申請価格を維持するのが基本でありますが、競争原理によ

りそれを大幅に下回ることを防ぐため、帯広陸運支局から許可された料金の許容範囲で最

低制限価格を設定したところであります。従いまして、帯広陸運支局が出しているバス会

社の料金の基準も反映しているものと認識しております。また、本町の指名競争入札は、

透明性を図る上から予定価格の事前公表を実施しておりますが、最低制限価格は公表の対

象にはしておりません。最低制限価格と落札金額の差につきましては、今後の入札執行に

支障を来たしますので差し控えさせていただきますが、最低制限価格の設定により契約内

容に適合した履行の確保が図られ、利用する児童・生徒及び住民の皆さんが安心して安全

なバスを利用していただけるものと考えております。今後、最低制限価格の設定が入札に

どのように影響するか総合的に検証をしてまいりたいと思いますが、いずれにしましても、

指名競争入札により決定して参りたいと考えております。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 町長の答弁、この中で 2 点ばかり確認をしておきたいと思います。昨今、バ

ス業界での過当競争が激しく、利潤を度外視した低価格設定により、本来の安全運転が大

事だ、利潤を度外視した低価格設定によりですよ、逆に言っていけば過当競争があると、

これ町長、実はですね、昨年のスクールバス、患者輸送の予算書を見せてもらったんです

けれども、ちょっと金額が違うわけなんです。私に言わせると、後から付けた文章のよう

な気がして他ならない。何故かと言うと、いわゆる陸運が出しているバス料金、そして地

元の二社あるバス会社、昨年どおりの価格であればこれに対して何も言いませんけれども

ね、そこでこれは背景には財源不足があるのかもしれませんけれども、私は完全に 80 万も
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100 万も減らした入札をしているんでないかなと私は思って、これはやはり地元のはっきり

言いまして、一つの地元の業者、それから事業所があるもう一つの業者、この二社が入札

した場合ですね、やはり他の委託業務の中では随契の形を取っていると、それはやはりい

ろんな権利関係、免許関係、いろんなものを含んだ中で、当然そう簡単に人がいないため

に委託業務の中に継続してやるために、そういうような制度があって当然だと思うんです。

随契が悪いという意味ではないんですけれども、このたった二つのいわゆるバス業者が今

回の入札で一個も取れなかったと、これはやはり前年度の最低価格そのものを見ると、か

なり金額の開きがあったのではないかと思うんです。そうしたらその業者は、昨年バスを 3
台用意してはりきってやっていたんですけれども、最終的にこのバスを売却しなければな

らなかったと、これは当然ですよ。これは企業努力が足りないからか分かりませんけれど

も、やはり行政というのはそこで一つ気の通った、あまりこういう言葉使いたくないんで

すけれども、そこで何とか継続していけるような態勢をとってやれなかったのかなと、ま

してバス 3 台売り払ってまたせっかく昨年町外から頼んだ運転手についても解雇したと、

これはまもなくせっかく新規企業を町長は協力してあげたいという考えがあっても、一つ

この入札をやることによってその業者も参ってしまうと。私、決してこの業者に対して何

ら関係はございませんけれども、やはりそこでせっかくやる気になっている業者がね、行

政の協力なしでこういうようなスタイルになってしまったと、そうしたらやはりそこで二

つのバス会社ですからね、相談すれということは言いませんけれども、せめていきなりポ

ーンと入札によって地元の業者が吹っ飛んでしまって、この会社がおそらく長く続くか、

続かないかはこれはもう企業努力ということで分かりませんけれども、何とかそこで行政

の温情身があっても良かったのではないかなと、その点どうでしょうか。 
○水沢議長 施設課長。 
○松田施設課長 スクールバスの関係については、施設課の方で対応しておりますので、

私の方から若干答弁させていただきますけれども、只今、差間議員が言われた中身につき

まして、それなりに気持ちは分かるんですけれども、実際問題、一社ならばそれなりの随

契等は可能かと思います。こういう二社とある中身でどちらか一社に決めなければならな

いとなると、やはり入札しかないというようなことでございます。継続的に一社を引き続

きやるということになると、逆に相手の他の一社がいろんな不平、不満、申し立てという

ことも考えられますし、こういうバス業界が先程町長の答弁のとおり、非常に過当競争激

しい中身で最低制限価格を設けなければ大幅なダンピングをして、相手の会社を潰すよう

な形で取り掛かってくる雰囲気の中身で一社だけ随契で引き続きやるということは、町と

しては非常に今の二社のバス業界がある中身においては、不可能であるということで、従

業員の関係、バスの維持管理等を考えると非常にいろいろその辺の問題もありますけれど

も、現行の中身では今の方法しかないということで、ご理解を願いたいと思います。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 差間議員。 
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○差間議員 課長ね、これ以上私言えということは、談合すれということになりますから

これはこれで言いませんけれども、やはりそこでせっかく同じ町民ですから片方の運送業

者というのは、我々の仲間ですよ、同じ町民ですから。そういう方と言うのはね、やはり

一つの企業を起こして頑張っている若い方がただ入札 1 本で片方は何十台ある会社、片方

は 2～3 台ですよ。それすらもね、行政は確かに今言ったようにこれ以上言えば談合すれと

いう意味に取られ兼ねませんから言いませんけれども、やはりそこで何とかね、行政が話

し合いをすれというのはこれは最低価格で出る訳ですからね、そんなことにもならないの

ではないかなと思うんですよ。要するに、仕事が無くなったということなんですよ。そう

して事業所が浦幌ですから、本社は帯広ですよ。どこに税金入るのですか。それは私ね、

あまり強く言いたくはないんですけれども、やはりよそから引越して運転手の方に、家族

も引越しして、そして一町民になった者をですよ、1 年間限りでそうせざるを得ないと、こ

れは課長に言っても仕方がないことですから、課長はね、法的なものがあるんですからそ

の通りやって当然ですけれども、私はそういうものばっかりをね、追及するのであればい

ろんな問題がこれから出てきますよ。例えば、いろんな 40 もあるいろんな施設のね、これ

を管理委託どうのこうのとなってきた場合、全然足りない訳ですからね、今の三つや四つ

の業者であれば、これは数いくらやるか分かりませんけれども、そういう問題も絡んでく

ると思うんですよ。ですから将来的にやはりよそからの管理業者も入ってくる機会もある

でしょうし、これは大いに受け入れなければね、そういう仕事の関係上そういうことにな

るかと思いますけれども、しかし今後ですね、そういうことが中心の考えであればせっか

く来た業者も良い業者も入札負けたらいかなければならないと、そうしたら一時的なもの

で仕事こないですよ、そういう業者はね。そういうことをちょっと心配しているわけでご

ざいます。いらないことをちょっと言ってますけれどもね、やはり行政のバックアップが

無ければこういう業者というのはね、一般の方はバス頼むなんて 1 年に 1 回ですから、そ

れ以外は行政のスクールバスとか路線バスとかね、そういうものがかなり大事なものにな

ってくると思いますし、大きい業者というのは地元の業者潰しますよ。バスの台数から言

ったって。どんどん値下げして、仕事を取ってしまえばいいんですから、潰れちゃったら

自分達がやれるわけですから、そういうことをね、私は心配しているので最後に町長、こ

れの答弁をお願いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 なかなか答弁が難しい質問ということになるのかなと思っております。私ど

もといたしましては、やはり予算の執行にあたっては、適切な予算の執行、入札の執行に

あたっても適切な入札の執行というものを公平な入札というものを心掛けていかなければ

ならないと、このように考えております。そういう中で、予定価格と最低価格を設けてい

ると、予定価格は公表しますけれども、最低価格は公表しておりませんということであり

ます。差間議員もよくご存知のことと思いますけれども、ある入札では浦幌町ではありま
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せん。最低価格が何社も並んでくじ引きで決めたということが報道されていたのもご存知

だと思います。浦幌町は、予算の執行については、その最低価格ぎりぎりという入札価格

ではありませんでした。それを考えていくと、まだまだその私たちの設定の仕方というも

のもあるかと思いますけれども、やはり自由な競争というものを認めていかなければなら

ない状況にもあると、そういうふうに私どもは捉えているところであります。そういうこ

とで最低価格についてもやはり過当競争にならないようにということを考えながら、設定

をしているということでございます。どうか一ついろいろとそれぞれ地元ということでの

意味も込めながらの質問ではありますけれども、行政の立場として今のような形でまた予

算執行していかなければならないということでございますので、ご理解をいただきたいと、

このように考えております。一つよろしくお願いします。 
○水沢議長 これで差間議員の一般質問を終わります。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いた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） 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時１３分 休憩 
午後 ２時３０分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、9 番、高橋利一議員、高橋議員の質問は 1 項目ずつ行う旨申し出がありましたので、

これを許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 私は、今定例会において 2 項目の質問をいたします。 
 1 項目、期待する職員像についてから、合併協議が破綻した時点において、自立を選択せ

ざるを得ない状況となった今、厳しい財政環境の中自立の道を歩むにあたっては、今後２

年間をどう乗り切るか重大な危機的局面を迎えていることも自立財政推計において説明さ

れているとおりであります。町長は町の代表者として町を統括、また町行政の実務執行に

おいては職員に対して指揮監督をし最少経費で最大効果を上げ、もって住民の福祉の増進

を図ることが最大の責務であると思います。自立の町政を執行するにあたり、町長と職員

とが同じ思いを持ち更に一丸となってこそ、その職務を果たし町民の付託に応えるもので

あると思います。そこで町長にお伺いいたします。 
 町政を執行するにあたり、職員に対してどのような期待像を持っておられるのか。2 点目、

また、その思いをどのように伝えてきたのか。そして今後も更に期待度を深めるためにど

のように伝えていくのか。以上 2 点について答弁をお願いいたします。 
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○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 高橋議員のご質問にお答えします。 
 ご質問の内容にあるとおり、二度の合併協議の枠組みが破綻となり、自立の道を選択す

ることになりましたが、町民ニーズに対応した行政運営を行うことが私の責務であり、行

政改革の一層の推進が求められる中、当面する行政課題に対応し、効率的な行政組織の構

築と事務の効率化を図るため努力しているところであります。 
 ご質問の「職員に対しての期待像」につきましては、私が期待すると言うよりも町民に

期待される職員であることが大切だと考えております。全ての職員が町民全体の奉仕者で

あることを自覚し、職員それぞれに蓄積された知識や知恵を職員間で共有し、公共の利益

のため職務を遂行することであると考えております。 
 全体の奉仕者とは、常に町民の立場に立って行政を考え、公平公正のもとで職務を遂行

することにあると考えており、町民の皆様のご期待に沿うよう、日々精進を怠ることなく、

努力していかなければならないと思います。このことは、年度始めの職員への挨拶や定例

管理職員会議など、機会あるごとに話をし、更に庁内行政イントラを活用しながら、全職

員に周知しているところであり、今後においても私自身が職員と共に考え、共に行動して

まいりたいと考えております。 
 町政の最大の目標は、町民の福祉の向上であり、この難局を乗り切るためには、職員が

一丸となって、それぞれの持っている知識を共有し合い、互いに創意工夫をする中で行政

事務を遂行し、「共に実践し、夢と希望のもてるまちづくり」をしていくことが必要である

と認識しており、私自身が職員の先頭に立って、何事にも強い意志を持ち、行政執行を進

めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 以上、高橋議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 助役にお伺いいたします。 
 今年 4 月に行われた機構改革により、町長部局 6 課、教育部局 1 部局の大課制となり職

員 136 名、準職員 42 名、合計 178 名という状況化の中で、助役は町政を補助する立場のト

ップとして、また職員に対して事務の監督を行うものと思いますが、本年、職員の処罰問

題が発生し町民の信頼回復を図ることは急務であり、かつ重要な対応問題であると考えま

す。そこでお伺いいたします。 
 町長の職員に対する期待像について、どのように職員への周知を図り理解を促している

のか、が 1 点目でございます。2 点目、また「職員は全体の奉仕者」として「職員に課せら

れた義務」の遂行がありますが、これら法的なことについて、どのように職員への周知を

図り理解を促しているのか。以上、2 点についてお願いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
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 助役。 
○安藤助役 高橋議員の再質問にお答えしたいと思います。1 点目の質問につきましては、

町長も今答弁いたしましたけれども、毎月、管理職会議、課長会議などが行われておりま

す。その中でいろいろと職員に対しまして町長よりお話があり、各課その都度、打ち合わ

せを行いながら職員に周知をし、理解を促しているところでございます。2 番目の質問につ

きましては、毎年職員研修委員会を開催しまして、その年の研修計画を立てながら研修を

実施しております。その職員研修規程の中の目的には、町民全体の奉仕者としてふさわし

い識見や技能を育成することにより職員の資質の向上を図るという目的がございます。平

成 16 年度の職員研修の中では、独自研修としまして 3 回実施しております。その中身でご

ざいますが、個人情報保護条例、メンタルヘルスの研修、自立推計に関する研修を実施し、

延べ 167 名が参加しております。それから派遣研修としまして、札幌にあります自治研修

センターへ派遣をしております。その中で、税務研修、社会福祉研修、人材育成研修、管

理能力研修など研修をしております。また十勝町村会主催の新規採用基礎研修や十勝地区

法務研修、初級職員基礎研修などの研修に、本町から 15 名の職員が研修に参加していると

ころでございます。この研修を通しまして、職員に幅広い知識を習得してもらいながら、

町民全体の奉仕者として職員に課せられた義務を遂行していきたいと思っています。私自

身も今回の機構改革によりまして、町長部局 6 課、教育委員会 1 部局の大課制になりまし

たので、各課を回りながら職員とのコミュニケーションを図りながら、町長と職員のパイ

プ役となり未曾有の厳しい時代を職員と一丸となり町政の運営にあたっていきたいと思っ

ております。どうかよろしくお願いしたいと思います。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 只今、助役の方からこと細かくですね、私は研修云々だけやらせてはこと済

まないと思って耳を立てて聞いておりましたが、各町長部局 8 課あったのが 6 課、そして

教育部局が 2 課あったのが 1 課と、そしてそこに勤める総勢 178 名という職員が本当に町

民のために頑張るんだという気持ちをですね、一つに表さなければ今の時代この 2 期折り

返しの八木丸の関係はやってかれないと、常にそう思っているわけでございます。しかし

ながら、今、ここにおります管理職の皆さん含めて、そういう一つの気持ちを大事にしな

がらこのまちづくりをするんだと、町民の福祉の増進のために努めるんだという、そうい

う気持ちの中で私はこれから皆の力、横の連携を取りながらやっていくことを期待してい

るわけでございます。そんな意味からですね、町長、助役に一言ずつ頑張るという気持ち

の表れがありましたら一言いただきたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 助役。 
○安藤助役 私、答弁いたしましたけれども、これを糧にして今後とも職員に対しまして

もコミュニケーションを図りながらやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願
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いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 期待される職員像ということでございますが、私が期待するというよりも先

程申し上げたように町民に期待される職員というもの、その自覚を持って職務を遂行して

いただきたいなと、こう思っております。私自身も言ってみれば町長である以上、町民や

職員に期待される町長像と言いますか、その努力というものを続け、努力しなければなら

ないと、そのように考えております。やはりそれぞれの職員が人格、識見共にそれぞれ優

れたものを持っていると思いますし、自分の本分としての職務に精励していると、このよ

うに感じております。そんな中でそれぞれの得意な部分をお互いに協力し合って、知識を

共有し合って更に町政に役立てて欲しいなと思っておりますし、この前のお話の中では職

員の輪というものを申し上げたんですけれども、職員の輪というものもいろんな捉え方あ

るものですから、これから砕いて話をしていかなければならないと思うんですが、やはり

職員同士が先程言ったように知識等を共有し合ってそれぞれの得意分野あるわけですから、

それを大事に生かして欲しいなと、このように考えております。それから私も人事等含め

て適材適所、それぞれの得意分野を生かした適材適所というものも大事だと思いますけれ

ども、やはり職員は長い間町民の奉仕者として勤務するわけですから、その長い期間の中

でどのような経験をするかということもまたこれからの職員に求められる大事なところで

はないかなと、このように感じているところでございます。業務について幅広い知識が得

られるように考えながら人事も行っていきたいなと、このように考えております。一つよ

ろしくお願いしたいと思います。 
○水沢議長 2 項目めの質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 次に、2 項目、行政評価について質問いたします。 
 町長は、就任後 2 年を経過し、本年度、町政執行にあたっての折り返し点を迎え、行政

評価を実施するとのことですが、2 年間の執行実績についての評価を行い、その評価成果を

今後の執行に反映し、効率的、合理的な町政を進めるために行うことと思います。行政評

価については本町のみならず、近年、各自治体においても積極的に取り組んでおり、すで

に実施されているところもあり、管内においても新聞報道がされているとおりで、ますま

す行政評価が重要な取組みであると思うところであります。自立計画である浦幌町第 2 期

まちづくり計画の後期財政計画及び年度別事業実施計画を本年度策定するとされています

が、策定するこれら計画には当然行政評価を反映するものと思います。そこで町長に行政

評価についてお伺いいたします。1 点、何を評価対象に、2 点、いつ評価するのか、3 点、

どのように評価するのか、4 点、その評価成果を何にどのように反映するのか、5 点、最終

的に誰が評価するのか、6 点、これらについて実施する際、どのような関連を持った体系を

作り進めていくのか、以上 6 点について答弁をお願いいたします。 
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○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 高橋議員の 2 項目めのご質問にお答えします。 
 只今のご質問の内容につきましては、私が町長に就任いたしました平成 15 年の 6 月及び

12 月定例会において、河内議員から政策評価システムの導入、そして政策評価についての

一般質問がございました。その際に、効果的で効率的な行財政運営を進めるためにも、「政

策評価制度の導入に向けて努力したい。」と答弁をさせていただいた経過がございますが、

その事の係わりの中での質問かと思います。その制度導入の検討間もなく、先程差間議員

のご質問にもありました町村合併の取り組みについて、時間的なこともあり、課題優先を

したために、その実現には現在も至っておりません。国においては、歳出削減のために市

町村合併と補助金削減・地方交付税改革及び税源移譲の三位一体改革が強力に進められる

一方、住民税等自主財源が限られ不安定な歳入環境下にありますが、多様化する住民要望

に応えていくためには、予算や職員等の資源を効率的に配分することが大切であり、また、

これらを明らかにすることが求められると認識しております。最近では、他の自治体でも

内容や方法がそれぞれではありますが、ご指摘のように導入されていることは承知してお

ります。 
 本町においても、｢行政の透明性の確保と住民への説明責任・事務事業の見直し及び職員

の意識改革｣を目的に、我が町に適した方法・内容について、引き続き充分な検討をして参

りたいと考えております。また、6 点についての個々の答弁につきましては、以上述べまし

たことでご理解を賜りたいとお願い申し上げます。 
 なお、本年度は、町づくり後期 5 ヵ年計画及び財政 5 ヵ年計画策定の年でもあり、その

策定にあたっては、町づくり計画の定める基本目標実現のために、財政状況の大変厳しい

環境にありますので、一層の行財政運営の効率化と健全化に努めてまいりたいと考えてお

ります。 
 以上、高橋議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 行政評価の実現については、回答の「当面する行政課題への対応」にあたり、

町長の理念の推進に沿うものと思いますが、現在、検討されている中から行政評価方針に

ついて、どのような方針か、お伺いいたします。 
○水沢議長 まちづくり政策課長。 
○山崎まちづくり政策課長 先程、町長の答弁において、行政評価は実現に至っていない

とありましたが、現状について説明させていただきます。本町では、現在行政事務の電算

化が進められております中、従来の予算付けは予算書にありますように科目別要求で、そ

れに紙ベースの積算書から成り立っておりました。しかし、目にする予算書は従来どおり

でありますが、平成 16 年度予算から電算に財務会計システムが導入されております。その
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ことによって事務事業ベースに予算が管理出来るような仕組みになりましたので、手では

従来困難であった事務事業別支出状況の把握が容易に出来るようになりました。従って、

平成 18 年度予算査定から効率的な予算編成に有効な手段と考えております。従いまして、

これらを有効に活用したシステム作りを考えたいと思います。いずれにいたしましても、

この作業には時間と費用が要することから今後十分検討してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。以上です。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 行政評価に係っては、期間をもって行政内部で充分な検討がなされ、本年は

その実施年としてその対応を図るため新たな組織機構づくりがなされたことは、実現に際

しての町長の意欲の表れと捉えております。そこで再々質問をさせていただきます。行政

評価について、浦幌町第 2 期まちづくり計画の後期財政計画及び年度別事業実施計画に反

映させる評価の実施にあたるのかどうかお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
町長。 
○八木町長 それぞれの町で、それぞれの考えを持って行政評価ということになるわけで

すけれども、私たちの町でどのようなことを評価していったらいいのかということもある

と思います。また時間的なもの、費用的なものということもございます。それらを考えな

がら、その内容についても十分検討していきたいなと、このように考えておりますし、そ

れが今後のまちづくり計画、また住民の福祉の向上に繋がるものでなければならないとい

うふうに考えております。十分検討をしながらどのようなものがどのような形で取り入れ

れるのか、または次の機会ということになっていくのか、それらを検討させていただきた

いなと、このように考えておりますのでご理解を願いたいと思います。 
○水沢議長 これで高橋議員の一般質問を終わります。 
 次に、10 番、田村寛邦議員の質問を許します。 
○田村議員 最後ということでございますので、それぞれ大変皆さんお疲れのところでご

ざいますので、簡単に一般質問をさせていただきたいと思っています。 
 私は、本定例会において、第三セクターの経営の問題について 2 点質問をいたします。

地域振興の切り札として、各自治体で多くの第三セクターが設立されております中で、経

営難に落ち込んだ実状がマスコミ等で報道されることが少なくない昨今でございます。本

町においても資本金の 66.7％を出資している、浦幌乳業と 52.5％を出資しているユーエム

社を設立しているところでありますが、経営上の問題についてお尋ねをしたいと思います。

まず第 1 点としまして、第 3 セクターの経営上について、町長はどのように指示をしてい

るか、といった点であります。浦幌乳業会社、ユーエム社、共に町長、助役が取締役とし

て、経営、運営について参画している訳でありますので、日頃から経営状況の内容は把握

することは容易でもあるでしょうが、取締役と申し上げましても立場上の問題もあり責任
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上は同等でありましても、経営上については一線があると思いますので、取締役会等で町

長として経営上の問題について、どのように指導、指示されておられるか、お伺いをした

いと思います。 
 次に、第 2 点は、損失補償の件でございます。浦幌乳業会社、ユーエム社、共に金融機

関から融資を受けるに際し、町が保証しているものはないと思っておりますが、現況社会

全体が大変厳しい時代であり、何時、どんな状況になるか明日の保証もない時であります

が、表現が好ましくないかも知れませんけれども、経営が破綻した場合、町の受ける財政

的影響は甚大なるものがあると考えます。もしそのような事態が起きた折、損失を補償す

るような事態になることは考えられないのか。あるいは多少でもそのような心配があると

するなら、町長としてどのような対策を講じておられるのか、以上 2 点についてお伺いを

したいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 田村議員のご質問にお答えします。 
 第三セクターの経営指導ということで、第三セクターの運営に対する町の関わりについ

てでありますが、第 1 点目の経営に対し、問題点、改善点等について、どのような指導、

指示をしているのかと言うことでありますが、第三セクターの事業運営における効率性、

機能性の確保という観点から、日常的な業務運営については第三セクターに委ねておりま

す。しかしながら、財政的支援を行っていると言う第三セクターの性格に応じ、また、町

の責任体制を明確にし、町民に対する信頼を高めるという観点から適切な関与が必要であ

るため、私のほか助役、総務課長が会社の役員に就任し、健全経営と維持管理費等の節約

に努めるよう指導、助言を行ない、経営の見通しや事業存続の検討等について意見を反映

させるべく経営に関与しているところであります。また、第三セクターに対し毎年、事業

計画・実績及び予算・決算等の経営状況等に関する説明書類を提出いただき、議会におい

ても報告をさせていただいているところであります。 
 2 点目の貸付金、保証等に関する損失補償の対策についてでありますが、平成 14 年度か

ら平成 18 年度までの 5 ヵ年間、毎年 1,500 万円を貸付することとしております。これはユ

ーエムでございます。この貸付金については毎年返済をいただいているところであり、保

証等に関しては既に完了しております。町が貸し借入金の保証をしているものがあるかと

いうことでございますが、これについては無いということでお答えをさせていただきたい

と思います。また経営が破綻した場合の損失補償があるのかということでございますが、

破綻に至る状況、原因というものを充分に精査してみなければ、その責任の度合いという

ものは図れないというふうに考えております。場合によっては、町が責任を持つ部分も出

るかもしれません。しかし、その破綻に至る状況というものを充分精査させていただきな

がら、対応させていただかなければならないと、このように考えております。 
○水沢議長 再質問を許します。 
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 田村議員。 
○田村議員 町長、答弁いただきまして、経営上の問題について、再度お伺いをしたいと

思います。町長の答弁の中で、それぞれ運営等についてはご指導申し上げているというこ

とでございますし、またそれぞれ状況について先般も業務内容については、報告を賜った

ところでございますけれども、その中で特にユーエムの留真温泉の関係についてお伺いを

したいわけでございますけれども、運営上の中で先般の報告の中で、留真温泉の冬期間の

休業というようなことでございますけれども、これは報告の中で私ども経済上の問題から

休業するというふうに伺ったことに大変なる憤りを感ずるわけでございます。何故かと言

うと、留真温泉、浦幌町で唯一ある大事な資源だと、その資源を経済的な問題から休業し

て果たして浦幌の唯一の資源ということでうたい文句にしていられるかどうか、そんな中

で温泉自体も老朽化をし、耐用年数も過ぎた温泉を休業することは、皆さんご承知のとお

りああいう母屋を空き家にするということは、3 倍、5 倍の痛みを生ずるというふうに私ど

も伺っているわけでございますけれども、もしそういうような状況になり、特に浴場なん

かということになれば、冬期間の休業となればおそらくタイルなんかが全部浮いて駄目に

なるだろうと私は思うわけでありますが、経営上で取締役でございますので、町長、助役

がそういうことで協議をされていることは十分承知しておりますけれども、そういうこと

も十分加味しているのかなというふうに思ってございますけれども、経済上で今休業する

ということは、もし休業して来年の夏場だけ営業してマイナスが出たという時には、閉鎖

するというふうに判断してもよいのかどうか、聞きたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 このことにつきましては、私の方から答弁させていただきたいと思います。

留真温泉の冬期間休業ということでございますけれども、現在、留真温泉運営という意味

では、大きな赤字を出しています。そんな中で、このことについては、町から損失補填は

しないということになっております。そうするとユーエム自体の経営が非常に厳しくなる

という内容のものであります。そういう中でユーエムが健全な会社として維持していくた

めには、いろんな方法を取りながら、町民にまた議会に理解していただけるような方法を

取っていかなければ、ただこれを見ていってこのまま営業を続けていって赤字が嵩んで本

体が破綻というようなことになっては大変なことになるというふうに私どもは捉えており

ます。また大変大切な資源ではありますけれども、冬期間の入場者が極端にと言いますか、

少なくなると、風呂に入りに来る方も少なくなるというのも現実でありますし、施設が施

設ですから沸かし湯で沸かさなければならないということもあって、冬期間の燃料代も非

常に嵩むというものがあります。そういうのを考えるとやはりユーエム本体への影響とい

うものを考え、いろんな方法を取っていかなければならない状況にあるというふうに考え、

冬期間休業という形でその建て直しが出来るのかどうかということを考えているところで

ございます。もちろんユーエムといたしましては、新しい施設であればという想いと言い
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ますか、出来ることなら休まないで運営が出来るのであればという想いもありますけれど

も、やはり損失補填は出来ないということの中では、ユーエムの考え方というものを出し

ていかなければならないというふうに考えておりますし、私どももそのことについては容

認をしていくということでございます。老朽化している建物でございますから、冬期間休

むことによって非常に傷んでしまうということを私ども心配しております。もしかしたら

春に使える状態で残っていないのではないかという心配までしております。しかしながら、

そうであってもと言いますか、出来るだけそのようなことがないように除雪等もしたいと

思いますけれども、やはり先程心配される本体の破綻があった時の本町の責任というもの

を考えながら、何とかユーエム本体の健全な運営、経営というものを図っていきたいと、

このように考えているところでございます。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 田村議員。 
○田村議員 質問回数が制限されてございますので、只今、町長の答弁については私はユ

ーエムの運営が大事で、浦幌町の唯一の大切な資源は、第 2 だというふうに判断をさせて

いただきたいと、そういうような理事者の判断で浦幌一、日本一と言われているこの霊泉

をこの資源を町長はユーエム、第三セクターの方が大事で、そのことの考え方には今まで

の考え方と逆行している考え方を町長が持っていたというふうに判断をさせていただきた

いと思います。そんな中で、今度財政の方でお伺いをしたいんでございますけれども、先

程、町長の方から町が保証している債務はないということで、これは本当に結構なことだ

なというふうに思ってございますけれども、町長の言われるとおりもし破綻した場合には、

おそらく保証はしていなくても町として大変な責任を負わなければならないという実態は、

免れることは出来ないのかなというふうに思っておりますけれども、その中でユーエムに

貸付している 1,500 万の件に関し、このことについては毎年償還されていますという表現

をされましたけれども、毎年償還されて、毎年貸付をしているというのが実態なのかなと

思っておりますけれども、これは 18 年度までの話であって 18 年度には 1,500 万を返して

もらわなければ、今度貸し付けることは出来ないわけでございますけれども、その辺のこ

とを私は一番心配をしたわけでございますけれども、実際的に先程言われたようにユーエ

ム社に管理受託した留真温泉の中で、受託してから年々赤字は増えていっているという中

では、これは果たして経営上報告事項の中で、見通し上は、温泉を休まれて、そして温泉

はちょんちょんにいきますよと、そしてユーエムの経営自体も黒字会計でいきますよとい

っておりますから、これは 17 年度の計画で 500 万程の黒字が出ますよと言ってますけれど

も、18 年度で黒字が出ても 1,000 万ですね、足しても。それを 1,500 万も借金を返すとユ

ーエムは 500 万の赤字を背負うと、そして留真温泉でもし赤字が出るとしたらそれにまだ

負担が掛かってユーエムの行方はどうなるのか、これを案ずるわけでございますけれども、

この 1,500 万円の償還方法については、これ言葉上、年々償還しているということではな

く 18 年度を見通した中での町長のご見解を聞いて、質問を終わりたいと思います。 
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○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 先程の私の答弁に対して、田村議員が留真温泉が大切な資源ではないと認識

してるんでないかと決めつけていられるようでございますけれども、その考えについては

是非改めていただきたいなと、このように考えています。それからもう一つ大事な留真温

泉でありますけれども、やはり大事であればある程町民に利用していただかなければなら

ないというふうに考えております。外部からくるだけじゃなくて、町民の人達にいかにそ

れを利用しながら、またボランティアをしながら、何とかこれを維持していけるのかとい

うことも大事ではないのかなと、そのように考えておりますので一つ是非ともご利用お願

いしたいなと、このように考えております。今年も温泉ボランティアということで、先日

新聞に出ておりましたし、昨年も温泉ボランティア、また議員の皆さんにもボランティア

をいただいて年々整備をされているところでございます。本当に心から感謝を申し上げた

いと思います。そういうことでございますので、この資源をどのように活かすかというこ

とはやはり一つユーエムだけじゃなくて、町民の手に掛かっているということを一つご理

解いただきながら、ご利用をお願いしたいと思います。次に、財政の 1,500 万の関係です

けれども、18 年度まで貸付になっているということで、次はどのような体制になるんだと

いうことでございますけれども、このことについては十分協議をしていきたいなと、ユー

エムと十分協議をしながら考えていかなければならない問題ではないかなと、このように

考えております。田村議員ご存知のようにユーエムが留真温泉を引き受けざるを得なくな

った経過というものは、私がここで申し上げるまでもなく、田村議員十分ご存知のことと

思います。いろんな経過を背負って現在の留真温泉があるということを一つご認識をいた

だきたいなと、このように感じているところでございます。またユーエムの本年、大きな

赤字を抱えたわけですけれども、ユーエム自身の財務内容というのは、決して悪いわけで

はありません。どうしてもということであれば、この留真温泉の赤字さえなければこの

1,500 万を返すことは決して難しい問題ではないと、そのように捉えながら財務内容を見て

おります。そういう中があるからこそ、この一昨年、昨年と赤字でも持ちこたえていれる

ということでございます。ただ将来については、非常に心配があるということでございま

すので、一つの試みとして冬期間休んでみようということでありますので、是非、ご理解

をいただきたいと思います。 
○水沢議長 これで田村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。 
 
     ◎休会の議決 
○水沢議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
 お諮りいたします。 
 明日から 6 月 19 日までの 2 日間、議事の都合により休会いたしたいと思いますが、これ
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にご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、明日から 6 月 19 日までの 2 日間、休会することに決定いたしました。 
 尚、6 月 20 日は、午前 10 時から本会議を開きます。 
 
     ◎散会の宣告 
○水沢議長 本日はこれをもって散会いたします。 

散会 午後 ３時１９分 


