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開議 午前 ９時００分 
      ◎行財政改革プラン２０１１の進捗状況 
 
○福原委員長 皆さんおはようございます。 
 毎日暑い日が続いております。今日も大変暑いので、上着を脱ぎながら進行していきた

いと思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。 
 小麦等の作物の収穫も順調に進みまして、ほかの農産物の出来秋が大変楽しみな状況の

ようです。あわせて一次産業の漁業、林業の方も今後の動向に期待をよせていきたいもの

です。 
 本日の総務文教厚生常任委員会所管事務調査は、庁舎耐震工事中のため議事堂での開催

となりました。町理事者初め説明員の皆様のご出席をいただきまして、ありがとうござい

ます。またモニターの方の傍聴もいただきまして、大変ありがとうございます。 
 それでは、ただいまから開催いたしますのでよろしくどうぞお願いいたします。 
 ただいまの出席委員は、５名です。定足数に達しておりますので、ただいまより総務文

教厚生常任委員会を開催いたします。 
 本日の付議事件、浦幌町行財政改革プラン２０１１についてを議題といたします。 
 改革の柱Ⅰ、町民満足度を重視し、町民とともに進める行政運営 19 項目、改革の柱Ⅱ、

持続可能な財政基盤の確立と効率的・効果的な行政運営 32 項目、あわせて 51 項目にわた

り平成 23 年度から平成 25 年度の３年間の進捗状況を調査事件として取り扱い、調査いた

します。 
 最初に、町長からごあいさつをいただいたあと、順次説明を項目ごとに受けてから始め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 町長。 
○水澤町長 皆さんおはようございます。 
 今日は、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査ということで、浦幌町の行政改革プラ

ン 2011 の進捗状況ということで調査をいただくことになりました。できるだけ詳細な説

明をさせていただきたいというふうに思いますし、議員の皆様には事前にお渡しをして勉

強会も開催をしていただいているということでありますので、今日はできるだけ皆さんの

質問を受けながら説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと

思います。 
 なお、詳細については、担当の方から説明させますので、よろしくお願いいたします。 
○福原委員長 それでは説明をお願いいたします。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 それでは説明に入る前に、私の方から若干のご説明をさせて

いただきます。浦幌町行財政改革プラン 2011 は、平成 23 年度から 27 年度までの５カ年

間における 51 項目のアクションプランに、年度ごと、取り組みの具体的な内容と達成目
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標を設定した実施計画を作成し、改革に取り組んでいるところでございます。 
 到達度評価につきましては、毎年７月は各職場における自己評価、９月には推進本部に

おける内部評価、10 月には住民による推進委員会の外部評価を実施して、行政運営に活か

すものでございます。 
 しかしながら、昨年度平成 25 年度における平成 24 年度分の評価が各職場における自己

評価で終わり、内部評価及び外部評価が実施されていない状況にありました。このことは、

昨年度まちづくり政策課における新規事業の事務の輻輳化に端を発しておりますが、どの

ような理由があっても、やらなければならないことであり、町民の皆様に大変申しわけな

くお詫びを申し上げる次第でございます。 
 今後、このようなことが二度と起きないよう、十分留意してまいります。申しわけござ

いませんでした。 
 つきましては、今回提出させていただいている実績報告書は、平成 25 年度までの計画

について、内部評価の推進本部会議を前倒ししまして、先月済ませておりますが、外部評

価の推進会議が今後 10 月までに開催され、最終評価が決定していくものでございます。 
 本日は、その中途における所管事務調査となりますので、ご了承方よろしくお願いいた

します。以後、個別の説明につきましては、担当係長の方から説明をさせますので、よろ

しくどうぞお願いいたします。 
○福原委員長 それでは、担当のまちづくり推進係長お願いいたします。 
○辻まちづくり推進係長 初めに、浦幌町行財政改革プラン 2011 の策定経過などについ

て、説明をいたします。 
 本町の行財政改革の取り組みは、平成８年に策定した第一次行政改革大綱を初期に、平

成 14 年に第二次、平成 18 年に第三次、現在の行財政改革プランは第四次のプランとなり

ます。 
 第一次から第三次までの行財政改革は、経費削減、人員削減、無駄の削減など、直面す

る財源不足の解消を主眼とした行財政改革が主な内容でしたが、第四次のプランは本来行

政が直接実施しなければならないサービスは何かということを基本に、公共サービスの実

施主体の対応化を推進することにより、行政組織のスリム化を目指しております。 
 またサービスの受け手である町民が行政と対等な立場で地域課題に取り組み、地域経営

という視点で行財政改革を推進していくこととし、本日配布しております資料の表紙にも

記載がありますが、行財政改革の目標を町民を含む多様な主体が行政と協働する経営とい

うことで、設定をしております。 
 本日、配付しておりますこちらの取組実績報告書（案）の２ページをごらんいただきた

いと思います。 
 第３アクションプランの取組状況、２の改革の柱・改革の視点ごとの取組状況一覧表を

ごらんください。先ほど述べました行財政改革の目標を達成するために、改革に取り組む

基本的方向性として、二つの改革の柱を設定しています。一つ目は、（１）の改革の柱Ⅰ町
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民満足度を重視し、町民とともに進める行政運営として、第一次から第三次までの行財政

改革では、取り組みが行われていない項目となります。 
 二つ目は、（２）の改革の柱Ⅱ持続可能な財政基盤の確立と効率的・効果的な行政運営と

して、従前の行財政改革の考えを継続して行う項目となっております。この改革の柱には、

それぞれ改革の視点を設けていまして、改革の柱Ⅰには、協働の推進、町民満足度の向上

と利便性等の向上、町民とのコミュニケーションの充実の３つの改革の視点、改革の柱Ⅱ

には、効果的で信頼される行政運営の確立から組織機構・人事管理の適正化と能力・意欲

を持った人材の育成までの７つの改革の視点があります。 
 本日は、この改革の視点単位でご説明し、ご質疑を受けるというふうに進めていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 
 ページ戻りまして、１ページ第１ アクションプラン、実施計画の策定と推進について、

ごらんいただきたいと思います。プランの体系を表で表しております。浦幌町行財政改革

プラン 2011、計画期間は 23 年度から 27 年度までの５年間となっており、先ほど説明い

たしました二つの改革の柱と改革の柱ごとに重点的に取り組むべき 10の視点があります。

プラン 2011 の下にアクションプランがあります。 
 アクションプランは、51 項目策定をしております。アクションプランは、改革の具体的

な施策について、何を、いつまでに、どのように行うかを明確に示した実行計画となって

おります。具体的な取り組み項目や内容、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。その下に、単年度の実施計画があるというような体系図になっております。 
 第２ 成果の評価・公表と取り組みへの反映については、先ほどまちづくり政策課長から

説明しておりますので、省略をいたします。 
 続きまして２ページの第３ アクションプランの取組状況、目標達成度の区分をごらんく

ださい。プランでは、アクションプランの各取組の進捗管理をするため、当該年度終了後

に実施計画における単年度の目標の到達度について評価を行っています。 
 その評価の区分を表にしております。Ｓは計画以上に取り組みが達成・検討できたもの、

Ａは計画のとおり取り組みが達成・検討できたもの、Ｂは計画にやや遅延しているもの、

Ｃは計画に遅延しているもの、Ｄは各担当課のみの調査研究で、取組実績の記載を省略し

てございます。Ｅは実施すべき取り組みがあるのに未実施だったもの、Ｆは後年次に取り

組みを実施するなど当該年度に実施する取り組みがない項目としております。 
 ２ 改革の柱・改革の視点ごとの取組状況一覧表は、個別で行った評価の集計表ですので、

説明の方を省略いたします。７ページまでお進みください。 
 初めに、表の見方について説明を行います。№、担当課、区分、取組項目、年度別計画、

成果指標までの二重線よりも上に記載されている事項は、平成 23 年度に策定したアクシ

ョンプランに記載している内容となっております。二重線より下の部分が取組実績などを

記載している部分です。 
 下の効果額と目標到達度は、平成 25 年度の取り組みに関する効果額と評価となってお
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ります。この評価は、あくまで単年度の計画に対して評価を行っております。過去からの

経過を踏まえた効果額であったり、評価とはなっておりませんのでよろしくお願いいたし

ます。また過去の年度の目標到達度は、当該年度の取組及び実績を記載している欄の右下

に括弧書きで記載していますので、ご確認をお願いいたします。 
 本日の説明は、すべての年度の実績を報告しますと、かなりの時間を要しますので、内

部評価を終えました 25 年度の取組及び実績についてのみ説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。 
 それでは、個別の説明に入ります。７ページ、自治基本条例の検討、この取り組みは、

自治体運営の基本理念や基本原則を定めた自治基本条例の策定に向けた検討を行うもので

す。計画では、25 年度に町民を含めた検討組織を立ち上げ、意見交換等を実施となってお

ります。25 年度の実績としては、自治基本条例の策定に関する取組方針を以下のとおり決

定した。以下とは、欄外に記載しているものです。行政区や各種団体をはじめ、多くの町

民との情報共有を図るべくまちづくり出張説明会や先進地視察を行い、自治基本条例の策

定前、策定後における課題等について学んだとなっております。目標到達度はＣです。 
 計画よりも遅延している理由と年度別計画変更の理由は、自治基本条例は、自治体の基

本理念や方針の位置付けはもとより、行政・議会・町民等のそれぞれの役割の明確化、あ

るいは住民の意思を問う手法として住民投票も定められる場合があるなど、これらの分権

社会に対応する上で必要性の高い条例ととらえている。本町としても、制定に向けた検討

が必要と考えているが、理念や目的が先行し、町民や行政区、各種団体やＮＰＯ、サーク

ルなど多様な主体による参加が伴わなければ、自治基本条例も絵に描いた餅になってしま

う。 
 そのため、町としては、町民参加条例を柱に協働によるまちづくりへの町民理解を進め

ることが重要であると位置づけ、まちづくり出張説明会を通じ行政区や各種団体をはじめ、

多くの町民と情報共有を図りながら、本町の課題に対してみずからのアイデアを持ってチ

ャレンジしようとする、まちづくりへの参加意欲を高めるような手法がないか、また自治

基本条例策定に向けての意識の醸成をどのように進めるかなど、他の自治体の事例の調

査・研究を進める庁内検討組織を平成 26 年度に立ち上げるというふうにしております。 
 ８ページ、町民と行政の協働指針の策定、この取り組みは町民全体がまちづくりに参加

するための方法や情報共有手段をルール化した町民参加条例を制定することとしておりま

す。計画では、条例基本方針に基づく取り組みの実施、実績は浦幌町町民参加条例・協働

のまちづくりアクションプランに基づく政策を実施というふうになっております。 
 目標到達度はＡです。10 ページ、協働事業の推進、この取り組みは、先ほどの取り組み

で制定した町民参加条例を柱とし、本町の主要な事務事業について町民の方との協働によ

る事業実施をできないか検討を進めていくものです。 
 計画では、25 年度に町民参加条例及び基本方針に基づき事業の分類化、実績としまして

は、協働の推進を図るため笑顔輝く地域づくり支援事業や地域産業活性化補助金等の支援
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制度を設け、みずからのアイデアや意欲を地域活性化へ寄与する組織や団体等について支

援を実施した。第３期まちづくり計画実施計画に記載している事務事業のうち、町民と協

働で進められる事務事業の分類化を行った。目標到達度はＡです。 
 11 ページ、地域担当職員制度の導入の検討、この取り組みは、町民と行政の協働のまち

づくりを推進するため、地域住民と町の職員が一緒になり、地域の課題解決や地域づくり

に考える地域担当職員制度の導入に向けた検討を行うものです。計画では、25 年度に庁内

検討組織による地域担当職員制度の制度設計、実績としましては、先進自治体の事例調査

及び研究の結果により、浦幌町地域担当職員制度実施要項（素案）を作成し、制度設計を

実施したというふうになっております。目標到達度はＢです。 
 計画よりも遅延している理由としましては、成果指標である地域担当職員制度の制度設

計は行いましたが、計画のとおり庁内の検討組織において制度設計を行わなかったため、

評価がＢとなっております。 
 それから年度別計画の表記の所で、25 年度の所なのですけれども、取り消し線が引かれ

ております。これは 23年度に策定した計画時からの変更を表したものとなっております。

括弧書きで H25 修正とあるのは、平成 25 年度の実績により変更したことがわかるように

表記をしております。 
 この表記につきましては、削除することなく、最後まで修正や削除、追加した項目がわ

かるように表記を続けていきます。 
 続きまして 12 ページ、町民提案（参加）型予算制度の制度設計、この取り組みは、町

民提案（参加）型予算制度について検討を行うものです。計画では、25 年度に町民提案型

予算制度の制度設計、25 年度の実績としまして、先進自治体の事例調査及び研究結果によ

り仮称 浦幌町町民提案事業実施要項（素案）を作成し、制度設計を行ったというふうにな

っております。目標到達度はＡです。 
 13 ページ、地域内分権のあり方の検討、この取り組みは地域内分権の制度について具体

的な内容の検討を行うものです。計画では 25 年度に庁内検討組織を立ち上げ、検討を行

う。25 年度実績として、地域内分権の検討を行った。目標到達度はＣとなっております。 
 計画よりも遅延している理由及び年度別計画変更の理由としまして、取組項目の自治基

本条例の検討や町民参加条例の検討及び見直しとともに、議論すべき事項ということで判

断し、自治基本条例で設置される庁内検討組織において検討を行うこととしたためという

ふうになっております。 
 14 ページ、アダプトプログラムの検討、この取り組みは、地域住民・事業者と行政がお

互いに役割分担を定め、両者のパートナーシップのもとで町の美化を進める事業、アダプ

トプログラムについて検討を行うものです。計画では、25 年度に環境美化イベントの実

施・検討となっております。25 年度実績としては、既存で実施している制度により地域の

社会活動を推進させ、アダプトプラグラム導入に向けた気運の醸成を図った。目標到達度

はＢです。 
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 計画より遅延している理由としまして、環境美化に関するイベント実施案がまとまらず

予算要求・確保ができなかったためというふうになっております。 
 以上で、改革の視点、協働の推進の項目の説明を終わりますので、ご審議をお願いいた

します。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 ７項目にわたりまして、協働（パートナーシップ）の推進ということで、説明を受けま

した。委員の皆様、ご質問をお受けいたしますので、よろしくどうぞお願いいたします。 
 差間委員。 
○差間委員 質問いたします。自治基本条例の検討、それから地域担当職員制度の導入の

検討、自治体が町民とともに協働に向かって進んでいく、そのためにいろいろな準備をし

たり、庁内で検討組織をつくって立ち上げてですね、進めていく、この考え方としてはで

すね、23 年度の行財政改革プラン 2011、これが発足した当時の中にも書かれております

けれども、まったく同感するような内容が書かれております。 
 本条例の考え方の本質は、制定が目的ではなく、その過程の町民参加が重要だ、多くの

住民が関わりをもつことで、条例の実行性が増す、まさにこのとおりだと思います。 
 なかなかこういう町の思いは別としてですね、町民の方で一体どう考えているのか、町

民の方からどういう働きかけがあるのか、その点について少し質問いたします。 
 最初に、自治基本条例の検討、これ町民参加条例をつくって進んできているようです。

その後ですね、町民の方からは一体どういう動きがこの町民参加条例に対してあるのか、

また自治体としてですね、どういったことを期待して町民に向かっていくのか、もう少し

一番説明いただきたいと思います。 
○福原委員長 説明願います。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 自治基本条例の検討のご質問でございますけれども、本町で

制定されました町民参加条例、これにつきましては平成 24 年度から施行されまして、そ

の後各種協働事業につきまして推進をしているところでございますけれども、協働のまち

という定義につきまして、なかなか町民の皆さんと町側の考え方というのがまだいま一つ

一致はしていないのではないかと考えています。 
 参加条例におきましては、情報の共有、協働ということで、やはり根本にあるのは情報

をとにかく提供してですね、感覚的に役場職員と同じような意識を持ってもらって、町民

に行政に参加してもらうことが行政の活性化につながるという判断のもと、条例が制定さ

れておりますので、そういう意味では町民の皆さんにですね、そういう意識を少しでも持

っていただいて、町の行政に積極的に参加していただくという方向に持っていくべきとこ

ろだとは思いますけれども、なかなかその辺のところがですね、従来の方向から脱しきれ

ないという状況下にあると思います。 
 現在、まちづくり出張説明会等で町民の皆さんとお話をさせていただいておりますけれ
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ども、なかなか町の説明は聞いていただけるんですけれども、町民の方々の方から直接提

案というのはなかなか出てこないという状況下にはあります。 
 そういう意味でも積極的にですね、町民の皆さんの方からこれはどうなっている、あれ

はどうなっている、こういうことしたらいいんじゃないかなというような提案があってで

すね、行政もそれについてはこういう考え方を持っていますというな、話のコミュニケー

ションのかみ合いがですね、うまくいけば行政もうまくいくと思っておりますけれども、

その辺を何とか今町民との情報交換をいろいろと工夫しながらですね、その辺を模索して

いるところでございます。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 やっぱりですね、町民の参加を巻き込んでいくということは、大変なことだ

と思うのですけれども、それでもやはりですね、自治体としてこれから自治体がどういう

形で、この地方に存在していけるのか、いろいろな問題が起きてきていることは、町民も

感づいてきていると思います。マスコミを通じてですね、2040 年ぐらいになったら、自治

体そのものが今ある限界集落のようになってしまうんじゃないかと、いろいろなことが言

われてきておりますので、その中ででもですね、私たちが浦幌町として住民とどういうふ

うに進んでいけばいいのか、こういったことがこの行財政改革プラン 2011 の最初の方の

パートナーシップの推進、この大きなテーマであると思いますので、少ない職員体制の中

では、これは大変なことも私たちもそうだろうとは思っておりますけれども、やっぱり町

民の意識を巻き起こしていく、そういったことは一番大事なことだと思いますので、今後

ともひとつ町長ですね、こういったことに関して住民にどういうふうに町長として訴えて

いくか、一言お願いいたします。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 自治基本条例につきましては、町民参加条例制定後、町民参加条例をまず浸

透していくということがまず大事であろうということで、町民の皆さんには本当にまちづ

くり出張説明会等々で繰り返し説明をさせていただいております。 
 そういう面では、急に浸透するというのは、なかなかお互いの試行錯誤の中で難しいと

いうふうに思いますけれども、ただやはりある程度話し合いを進めていくことによって、

浸透していくということがあるのだろうというふうに思っていまして、そういう面では参

加条例をまず起爆剤にして、町民とのコミュニケーションを図れる、そういう関係づくり

をしていきたいというふうに願って今進めています。 
 それが最終的には自治基本条例の方に結びつくということにつながるのだろうというふ

うに思っていまして、そういう面ではこれからもさらに町民の皆さんとできるだけコミュ

ニケーションを図りながら、お互いに相互の会話ができる、そういう関係づくりをしてい

きたいなというふうに思っているところであります。 
 それが今後、自治基本条例の制定に向けてのステップになるだろうというふうに思って
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いますので、そういうつもりでこれからも進めてまいりたいというふうに思っています。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 地域担当職員制度の導入の検討、この点について質問いたします。やっぱり

この取り組み項目の名前自体がですね、地域にとりまして職員がその地域に張り付いてく

れるのかなという意識がこの表題を見ると思うと思うのですよ。それでですね、実際に今

地域で行われてきたことは、公民館から職員が撤退していく、やっぱり地域にとっても非

常に寂しいような状態に進んでいった、これまでの状況だと思います。 
 そういった、その状況とこの地域担当職員制度のこの制度の意味ですね、私たちがこれ

について思う、職員が地域から撤退してしまうんじゃないかという恐れとこの題名、この

町の考えというんですか、この点についてどう違うのか、町民の方が勘違いしているのか、

またそうではあっても、その上でですね、違った形で職員がその地域の活動に張りついて

くれるのか、こういった説明をちょっとお願いいたします。 
○福原委員長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 地域担当職員制度の導入の検討でございますが、これにつき

ましては、ただいま差間委員がおっしゃったとおり、厚内公民館に元職員がいたけれども、

職員がいなくなったと、地域としてはなかなか町の職員とかかわる機会が少なくなった、

難しくなったという状況も当然ある中で、やはり地域における町内活動というものがやっ

ぱり活発的に動かなければ、まちづくりというものはなかなか進んでいかないというふう

に判断しております。 
 そういう中で、役場の職員が地域に入っていろいろなご質問、すべてのご質問に答えら

れるかどうかわかりませんけれども、適当な回答ができるような職員を配置しまして、地

域の各行政区の何らかのアドバイスが、あるいは支援ができればいいという発想のもと、

この制度を検討しているところでございます。 
 したがいまして、なかなか今現在、まちづくり出張説明会におきましてもですね、今年

はちょっと本腰を入れまして、各行政区の皆さんにご意見をいただいたりしまして、実際

本当にどのようなニーズがあるのかということを今調べさせていただいているところでご

ざいまして、当初は単純に役場の職員が各行政区の集まりに参加すれば、何らかの形で助

言はできるんじゃないかなという形で当初考えられたものだと思いますけれども、なかな

か具体的に、役場の職員が各行政区に入った時に、行政区におきましてどうでしょうかね

というお話をしますと、従来あまり必要としていないというお話もありますし、いてくれ

ればいてくれたことに越したことはないというお話も聞きます。 
 そういう中で、本来効果的な職員の配置というものがどういう形が適正なのかなという

ところをですね、これから検討しているところでございまして、具体的にこういうふうに

するということは、まだ決まっていないと。ただ、ニーズ調査につきましては、本年度、

ちょっと本当に真剣にやっていきたいというふうに考えているところでございます。 
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○福原委員長 ほかの委員の方、何かご質問。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今、地域ということ言われたんですけれども、偶発というか、わざとと言い

ますか、その辺わからない、事情はあまり詳しくできない、今回、上浦幌の方に教育委員

会の絡みと聞いておりますけれども、その中で職員の方が常駐していただけるとなった状

況の中で、私はそうとっているのですけれども、すごく地域としてはいい方向に動いてい

るなと、私感じております。これをやっぱりある程度参考にしていただいてですね、差間

委員の言われたようなことが行われるということは、私は推奨させていただきたいなと、

私の意見として伺います。 
○福原委員長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 人事の関係の絡みということで、今お話がありまして、地域の問題と絡ん

での常駐というお話でして、このアクションプランにおける地域担当職員制度導入につい

てはですね、先ほど課長が答弁しましたように、まだ地域の方々とお話をしながら、どう

いう形がいいのか模索中ということでありますけれども、基本的には地域の課題解決や地

域づくりについて一緒に考えるということですので、それぞれ地域におけるコミュニティ

の形をどういうふうにしていくのかということがやっぱり大きな課題かなというふうに思

っていますので、どういう形がいいのかという分については、今後に向けて検討中という

ことであります。すべて常駐という問題についてはですね、今回一部地域における問題等

含めてですね、あったということでございますので、すべて今後もそういうふうになると

いうことではないということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今、偶発的だったと言ってしまったんですけれども、やっぱりこういうこと

を機会にですね、検討の一部にはなるのかなと私は感じいたしますので、副町長からそう

いうお答えをいただいたということは、今後また進めやすいのではないかと考えておりま

すので、参考にしていただければと思います。 
○福原委員長 あとほかの委員の皆さん、野村委員。 
○野村委員 同じような質問ばかりで申しわけありませんけれども、今言ったように、私

はこの地域担当職員というのは、今回の問題、行政からの広聴、それから町民ニーズの取

り上げ、政策的、また町の発展たるには、大きな一番の要素だと思うのですよ。それで検

討する、前向きという話ですけれども、これは既に計画されていることですしね、それで

今言ったように、たまたま事例として職員が配置になったので、非常に地域として期待し

ているという、それだけでやっぱり町民というのは、もっと行政と接点ができるなと思っ

ているんですよ。 
 いろいろお話聞くと、これから進めるので今そんな結果を先に話すことはおかしいです
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けれども、これだけの立派な組織を考えてすばらしいと思います。でもまず先に、そこま

でいくまでに時間がかかったりするのであるならば、担当課、まち政なのか総務なのか、

ちょっとその辺はよくわかりませんけど、やっぱり通報というのか、各連合区長さん、各

行政区長さんに、こういう形で進めているから、何かあればお互いに双方向でとりあえず

連絡し合って、先ほどの話じゃないけれども、いったら地域は問題ないと言っているけれ

ども、それが密にならない限りはですね、なかなか一方的なんです。行政のこういうこと

やっていますよ、制度はこうですよ、これに変わりますよだけではね、本来の担当職員に

ならないと思うのです。 
 やっぱり何回も顔を出す、例えば、連合区長会、もっともっとその下の各単位の行政区

との何か今回行事ありますか、どんなことで皆さん集まりますかという、そういうことか

ら始めていかないと、行政が高圧的にというか、こういうことです、こういうことが決ま

りました、こういうこと周知お願いしますということではね、例え制度ができてもなかな

かうまくいかないのではないかなと、私は気がしてしようがないんですよ。 
 だから、これを私はすばらしいことだと思う。これから先のいろいろな説明の中にもね、

広報広聴、アンケート、いろいろなこと出ています。何となく相対的に見ると、こんな言

い方失礼ですけど、行政が上から目線と言ったらおかしいですけれども、こうやっていま

す、周知してください、こういうことですので何か意見ありましたらって、このことにつ

いてどう思いますかという形ではね、例えこの制度ができて実際に担当が割り振りになっ

たとしても、なかなか気持ち的な問題としてスムーズにいくのかなという懸念があるんで

すよ。 
 だから、まずすばらしい制度、すばらしい人員配置を考えておられますけど、もう少し

もっと前段でもっとやはり担当行政区なり、一番いいのは区長さんでしょう。常時こうい

うことを考えていますから、何か会合あったら出向きますよ、そのためにフレックスタイ

ムというのを設けたわけですから、職員としては十分派遣なり出れるわけですから、そう

いうことをもっとやれば、この問題は私はほとんど 100％いきませんけど、六、七十ある

いはすべてクリアするのではないかと考えているんですけど、もう少し進捗状況を早めた

り、そのステップとして制度ができて、さあスタートじゃなくて、まず細い線から進んで、

だんだん太くして、制度で進めていくという、段階的な進め方というのか、すばらしい制

度なので早くやってほしいと、私は思っています。 
 だからそういう形でステップ・バイ・ステップじゃないですけど、何かもう少し検討制

度を発足させるまでにすばらしいことですので、もう少し早く進める方法を検討できない

かなと思うんですけど、その辺はどうでしょうかね。考え方として、今すぐ私の提案をす

ぐ呑めと言っておりませんけれども。 
○福原委員長 説明願います。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 協働のまちを進める上におきましては、先ほども出ておりま
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したけれども、自治基本条例、上位の条例としてありますけれども、ただいま野村委員が

おっしゃられたとおりコミュニケーションをする機会を多く持つのが適切ではないかとい

うお話だと思いますけれども、先ほど町長もおっしゃっておられましたけれども、やはり

協働のまちをつくる上におきましては、コミュニケーション、ディスカッションですね、

町民と行政がですね、話す機会を多く持つ、あるいは会議を招集しても一人、二人しかこ

なくても、会議は開催する、そのような積み重ねがですね、地域自治につながるというよ

うな認識のもと、やはりそういうコミュニケーションの機会、いろいろな機会をですね、

今後多く取り入れるためには、どのような方法があるかというところがやっぱり一番のネ

ックだと思います。 
 そういう意味では、少しでもそういう機会が持てるような方向で今後検討していきたい

というふうに考えております。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 そのとおりでひとつ進めていただきたいと思います。 
 たまたま蛇足でありますけれども、昔私議員の時に道外研修で岩手県だったか、町長も

たしか同行したと思うのですけれども、もう既にその時には地域担当職員制度というのが

ね、もう進めてて、そのメリットというのは何かというと、今言ったように、コミュニケ

ーション、地域と行政が担当の職員が配置されて、担当職員もやはり自分の住んでいる部

落、部落という言い方失礼ですね。行政区だ、地域だという考え方で本当に片方は行政マ

ンでありながら、片方は地域の人間としていろいろな行事に参加して、非常に地域の活性

化になっていると、今、少子高齢化で大変ですし、首長さんも生徒や児童のですね、青空

広場をつくって、いろいろな意見聞いたりしますけど、もう既に我が町をこれだけ気づい

て、歴史のある我が町をね、基礎から支えてきた人たちはいっぱいいるわけですよ。 
 そういう知恵なり、いろいろなことをお話する中で、ある意味では政策的に、あるいは

老人福祉の医療対策、また健康増進も含めて、またいろいろな発想が出てくると思うので

す。 
 今言ったようにね、積極的にやるというのですから期待しておりますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 
○福原委員長 ほかの委員の方で質問ございませんでしょうか。 
 なければ次の（２）町民の満足度の向上と利便性等の向上についてを説明をお願いいた

します。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは 15 ページをごらんいただきたいと思います。 
 町民満足度の把握と活用、この取り組みは、第３期まちづくり計画の実施計画に定める

施策を調査項目として、各施策の満足度や重要度に関する町民意識調査を実施するもので

す。計画では、25 年度にアンケート調査を実施、実績としまして本町に住民登録されてい

る町民の方で 18 歳以上 84 歳以下の方、2,000 人を無作為に抽出しまして、アンケート調
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査を実施しております。目標到達度はＡです。 
 17 ページをお開きください。窓口サービスの向上、この取り組みは、窓口サービスアン

ケートを実施して内容を検証することにより改善すべき点を明確にしていくことと、接遇

研修等を実施し、職員の接遇能力の向上を図るものです。計画では、25 年度にアンケート

の実施、検証、接遇研修等の実施、実績では、全職員を対象とした接遇研修会の実施、管

内接遇研修に職員を派遣し、住民対応の重要性や接遇マナーの向上を図った。また積極的

に接遇に取り組むために、接遇ハンドブックを作成した。目標到達度はＢです。 
 計画より遅延している理由としましては、窓口サービスのアンケートの実施方法、設問

項目等の調整作業が遅れ、アンケートが実施できなかったためとなっております。 
 18 ページ、窓口サービスの充実、この取り組みは、町民課を中心とした窓口業務の開設

時間延長やコンビニ交付などの検討を行うものです。24 年度にこの取り組みについては、

完了をしております。この取り組みの結果としましては、19 ページの方をごらんいただき

たいと思います。まず①の窓口業務の時間外開設実施の可否については、町民アンケート

の結果、約７割の方が今まででよいというふうに回答しております。また現在、開庁時間

中に来られない利用者の方については、連絡を受けまして担当の係が時間外に対応してお

りますが、そういった事例については、年数件ということになっております。このため、

現状のまま利用者の方から希望がある場合のみ、時間外対応をすることとしております。 
 続きまして、②の住民票等のコンビニ交付等の導入の可否についてなのですが、こちら

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が成立したこ

とに伴いまして、今後、住民基本台帳カードの制度が廃止されることになります。このこ

とによりまして、コンビニ交付にかかるシステムの変更も予想されますので、平成 29 年

度の番号法の整備、終了時期を目途に再度導入の可否について検討を進めるというふうに

考えております。 
 続きまして、20 ページ、図書館の開館時間延長、この取り組みは、開館時間延長に関す

る利用者ニーズの把握を行い、実施時期や職員の勤務体制について検討を行うものです。

計画では 25 年度に開館時間延長の試験的実施、実績としましては、開館時間延長を試験

的に実施、毎週水曜日閉館時間を２時間延長し、午前 10 時から午後８時まで開館をいた

しました。目標到達度はＡというふうになっております。 
 続きまして、22 ページ、防災情報提供システムの構築、この取り組みは、町民の方に必

要な情報を低コストで提供できるように、災害時における情報提供のあり方を多角的に検

討するとともに、防災行政無線システム等の整備方針を策定するものです。計画では、25
年度の取り組み項目はありません。 
 23 ページ、コンビニ・クレジット収納サービスの導入、この取り組みは、税金等の納付

方法に関して、新たなサービスの導入により町民の方の納付環境の充実を図るものです。

計画では、25 年度にサービス提供科目数の拡大協議となっております。実績としましてで

すね、拡大の協議、検討いたしましたが、提供科目の追加はなかったというふうになって
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おります。目標到達度はＡです。 
 24 ページ、公用車の無償貸出制度の導入、この取り組みは、町の所有する公用車を公務

に支障のない範囲において社会福祉活動やボランティア活動等の地域社会活動を行う団体

等に貸し出すことについて、必要な事項を定めた要綱を策定し、地域の活動を支援すると

ともに、町民と行政の協働のまちづくりを推進するものです。 
 計画では、25 年度に策定しました要綱に基づく公用車の貸し出しの実施、実績としまし

ては、要綱に基づき公用車の貸し出しを実施した、目標到達度はＡです。 
 25 ページ、庁舎のあり方検討、この取り組みは、ほかの既存施設の利活用等も含め、町

民の方の利便性向上やワンストップサービスの導入等、町民ニーズに適合した庁舎として

の機能の強化、充実を図っていくよう検討を行うものです。計画では 25 年度に庁舎のあ

り方について検討、実績としましては、平成 24 年度の耐震診断の結果、耐震性に問題あ

りと判定されたため、役場庁舎は災害時に災害対策本部を設置する防災拠点となることか

ら、耐震防災改修について緊急防災・減災事業債を利用しまして、平成 25 年度より予算

措置を行い、実施設計を実施、平成 26 年度に改修工事を実施しております。 
 計画より遅延している理由と年度別計画変更の理由につきましては、オフィスレイアウ

トの変更や町民の方の利便性やサービス向上を図るような改修等については、自己財源で

実施しなければならないということから、検討を行わなかったためというふうになってお

ります。今後は、職員側の対応方法により住民サービスの向上が図られるような方策につ

いて、検討を行っていきます。 
 26 ページ、地域通貨制度の導入に向けた調査・検討、この取り組みは、地域通貨制度に

ついて先進事例の状況把握などを行い、町内及ぶメリット・デメリットなどを総合的に検

証し、地域通貨制度の導入の可能性と期待できる効果等について検討を行うものです。 
 計画では、25 年度に調査・関係機関との協議、実績として関係機関、浦幌町商工会事務

局と協議を実施した。目標到達度はＡとなっております。 
 年度別計画変更の理由につきましては、地域通貨制度に関する方針の決定は行わず、今

後も動向を見ながら判断することとしたためとなっております。ここまでで改革の視点、

町民満足度の向上と利便性等の向上の項目の説明を終わりますので、ご審議をお願いいた

します。 
○福原委員長 町民の満足度の向上と利便性等の向上の９項目の説明を受けました。質問

のある方は、挙手をお願いいたします。 
 野村委員。 
○野村委員 確認したかったのですけれども、窓口サービスの向上ということで、町民と

の接点の一番大きな部署なのですけれども、そこでちょっとお伺いしたい。 
 過去にアンケート調査して現状のままで、それは町民が求めているのなら無理して無駄

な人件費、無駄な経費かけて開ける必要ないと思うのですけれども、たまたま説明資料、

24 年度の実績の中で事例が数件あると、大体想像はつくのですけれども、そして結果的に
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現状のままで利用の希望があるのに時間外対応をする、それでよろしいのかなと思うので

すけれども、フレックスタイムの導入でこの辺は時間外という扱いなのかは別にしまして

ね、ところで確認なのですけれども、例えばその担当者が時間外で町民から時間外にしか

行けないからよろしくお願いしますといった時に、職員が対応するだけで管理者、その後

の責任の度合いとかって、そういうことに対してはどのような対応されているのか、単な

る事務的な文書の受け渡しぐらいなら問題ないだろうけど、そこで担当者判断して、それ

が責任が担当課長なり、最終的には首長になるのですけれども、そういうことの危険性と

いうのは、どのような担保されているのかなと、そういう事例はなかったのかだけ確認し

たかったのですけれども。 
 それが前の窓口の接遇ハンドブックにまで記載されているのかどうか、そういうことま

でちゃんと規定されているのかどうか、ちょっとあわせてお伺いしたいのですけれども。 
○福原委員長 説明願います。 
 町民課長。 
○泉町民課長 今のご質問でございますけれども、ここに記載のとおりですね、年に数件、

時間的に言いますと、５時半から大体６時くらいという、大体５時 15 分で終了なのです

けれども、その時間帯ぐらいにですね、来られる方がおるということで、職員はまだ在中

しておりますので、その部分についてはそういう対応をしていると。 
 本当に７時や８時という部分については、ほとんど今のところないというふうに聞いて

おります。ただ、お話がありますとおり、本当に住民票、例えば諸証明の発行等々という

部分が窓口、私の所の諸業務で言いますとそういうものが出てまいりますので、そういう

部分においては、何ら通常であれば何ら支障のない業務体系になろうかなというふうに思

います。 
 ただ、責任の度合いの問題でありますけれども、通常時間外等をしている場合において、

管理職、私もそうですけれども、そこに常駐しているということで、今のところはござい

ません。 
 ただ、今言われるような懸念という部分においてはですね、今後ちょっと考えていかな

ければいけないものであろうというふうに考えております。今の状況においては、何ら支

障的な部分は出ていないという現状でありますので、それ以上のものをどうこうしようと

いう今の考え方はございませんけれども、町民の満足度という部分においては、やはり幅

広い視野を持ちながらそれを開いていくということは、これはやぶさかではないだろうと

いうふうに考えております。 
○福原委員長 ほかの委員の方で質問、差間委員。 
○差間委員 図書館の開館時間延長について質問いたします。 
 図書館の開館時間内にですね、子どもさんたちが学校終わってから帰るまで、親の来る

のを待って時間を過ごしている子どもたちが結構いるようなんですね。それでロビーの方

でいろいろな準備をしているようなのですけれども、図書館の蔵書室、一般に読書してい
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る方ですね、そっちの方まで子どもたちをいっそのこと連れて行って、その中で時間を過

ごさせる、騒ぐ子どもについては読書のスタイル、子どもたちそういった面で教育もいっ

その事そこでやれるようにという、こういった試みはどうなんでしょうか。 
○福原委員長 説明願います。 
 教育次長。 
○山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。現状でいきますと、図書館の部

分とそれから図書館の手前のロビーの部分ありますけれども、そちらの方で子どもたちが

一旦帰宅してからだとございますけれども、その後校下事業ということで自分たちで来て

ですね、そこに集まってゲームをしたりとか、それから本を読んだり、また図書館の中で

もですね、本を読んだりとかですね、図書館司書がですね、対応した中で折り紙をしたり

とか、そういったことをやっているのは実態としてございます。 
 ただ、それぞれ冬場と夏場、帰宅時間学校でも決まってますけれども、冬場であれば４

時、それから夏場でありますと５時ということで、ちょうど役場の方からチャイム鳴りま

すけれども、そのぐらいまでは子どもさんたちがそれぞれ学校の規則というか、決まりど

おりにですね、図書館なり、それからロビーを利用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。 
○福原委員長 ほかの委員で質問、河内委員。 
○河内委員 私はですね、地域通貨制度の導入に向けた調査・検討ということで、このこ

とについて、平成 23 年度、平成 25 年度の調査内容を精査し、導入した場合の運用やハマ

ナス商店会が発行するポイントカードなどの関連など、課題に対して一定程度の方向性を

出さなければ導入が難しいというような指摘をここでされているわけですけれども、先般、

私一般質問で特定健診の受診率の向上の取り組みということで質問させていただきました。 
 町長の方からはマイレージの導入をしてもですね、すぐに成果が出るかどうかはわから

ないということで、データベースを活用して健康への増進に努めたいというような答えを

いただいたのですけれども、こういった事業というのは、やはり柔軟な発想というんです

かね、あまり固定的な発想ですべてくくってしまうと、なかなかできないですよ。 
 ですから、健康の増進、福祉、そして地域の活性化、こういったものがですね、プール

した形でできる方向に発想を柔軟に持ってですね、私は一定程度の判断をすべきでないか

なと思ってますけど、この点についていかがでしょうか。 
○福原委員長 説明願います。 
 産業課長。 
○大山産業課長 今の河内委員の方からご質問がありましたことについて、説明をいたし

ます。23 年から 25 年までいろいろ調査・研究を進めてまいりました。その中で、最終的

にはうちの産業課ということの中で、商工サイド含めた中で検討した中では、今現在やっ

ているハマナス商店会なり、ポイントなりいろいろな部分ではまだすぐには難しいだろう
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ということで、今後も調査・研究は必要になってくるということで、今回の実績にもあり

ますけども、26 年度、27 年度においても調査・研究をするということにしております。 
 いまご質問がありましたように、今後ともですね、その辺のことがすぐ対応できるかど

うかは別としまして、26、27 も引き続きですね、調査・研究させていただきたいと考えて

ございますのでよろしくお願いいたします。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 何度も言うようですけれども、柔軟な発想ということでひとつあまり固く考

えないということで、柔軟に対応して今後も進めていただきたいなと思っております。以

上です。 
○福原委員長 ほかに、差間委員。 
○差間委員 庁舎のあり方の検討で質問いたします。 
 行財政改革プラン、この 2011 最初の説明でもですね、ワンストップサービスとか障が

い者対策、町民の利便性ということでね、庁舎のあり方を検討していく、これは大変重要

なこと、このとおりだと思います。 
 それで現在の緊急防災減災事業債で行われている庁舎の改修、この点についてはですね、

やはり大変な予算を伴うハードの改修ですね、大事なことだと思います。 
 それでですね、庁舎がどういうふうに町民の前にあるべきか、やっぱり職員の対応で変

えていけること、またはいろいろなソフトですね、サービス部門をいろいろ手を加えなけ

ればならないこと、または今言及しましたように、この庁舎の改修のような、やっぱりこ

んな大変な工事ですね、いろいろな面でやっぱり町民に、これはひとつ町民の利便性を考

えて、これ行われていくことだと思います。 
 それでですね、この説明の中にもこの緊急防災・減災事業債の対象とはならないとは言

え、障がい者の方たちに対するサービスのためにも、もう少し早く庁舎の改修に踏み切る

べきだと思います。 
 エレベーターも含めてですね、それから各階の移動手段ですね、こういったことも含め

てもう少し早く取り組むべきだとは思うのですけれども、この点についてどのようにお考

えでしょうか。 
○福原委員長 説明願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 ただいまの差間委員のご質問について、ご説明させていただきます。 
 庁舎のあり方の検討の項目の中で、ハードの要素としてはですね、いわゆる躯体建築物

の耐用がどのようなものが望ましいかというご質問の中で、障がい者にも配慮した建築物

の耐用がいるのではないかという意味合いだと思います。 
 ただ、このことにつきましては、耐震防災改修にかかわりましてですね、特別委員会も

設置していただきまして、この改修のあり方についてそれぞれご理論いただいた中でです

ね、財政的なことを考慮して、財政運営を重視した中でですね、今回につきましては、緊
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急防災・減災事業債という新たな国が創出した起債をもちまして、財源充当図れるという

ことの中で、緊急防災事業の開始を行っていきたい、その根拠には耐震診断によるいわゆ

る防災拠点となりうる庁舎が診断によって、やはりＮＧという結果が出たということを踏

まえて、やはり耐震性の補強が最優先の課題となるべき、また財源措置も先ほど申し上げ

ました起債措置がとられるということでございましたので、これを最優先させていただい

たということでございます。 
 ただ、そのほかにつきましては、やはり財政的には非常に厳しいものございますので、

今後の課題になるのかなというあり方になるのかなと思っております。ただ、このことに

ついても特別委員会でもお話させていただきましたとおり、今回の改修につきましては、

この対応をもってはかりたいと、また本行財政改革アクションプランにおきましても、今

後の実績を踏まえた中で、取り組みとしては職員側の対応方法によってですね、住民サー

ビスの向上を図られるようなことについて、検討してまいりたいと、いわゆるソフト面を

充実させていただきたいなと。 
 このことは、窓口業務、接遇等々一貫した中でですね、職員の研修も含めましてソフト

面での向上を図ってまいりたいという考えで思ってございますので、ご理解をいただきた

いと思います。 
○福原委員長 よろしいですか。ほかの委員の方で、質問ございませんでしょうか。なけ

れば、ここで暫時休憩いたします。 
 

午前１０時０３分 休憩 
午前１０時１５分 再開 

 
○福原委員長 それでは休憩を解きまして、委員会を続けます。 
 次に、町民とのコミュニケーションの充実、説明をお願いいたします。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは、27 ページをごらんください。 
 新たな情報発信手段の検討、この取り組みは、既存の広報、情報提供事業の見直しや新

たな情報発信手段、メール配信サービス、ツイッター、フェイスブックなどの検討を行い、

より費用対効果の高い広報、情報提供を行うものです。計画では、25 年度に新たに情報発

信手段の調査・研究、順次実施、実績としましては、電子メール配信サービスより町の各

種事業情報の配信を行った。目標到達度はＡです。 
 28 ページ、説明責任の徹底・向上、この取り組みは、パブリックコメント制度の周知徹

底を図ること、新たな意見公募方法の検討も含め、手続き方法等の検証を行い、必要な見

直しを行うものです。計画では、25 年度に新たな意見公募方法に関する方針の決定、25
年度実績として新たな意見公募の調査・研究を行い、町民アンケートを実施した。目標到

達度はＣ。計画よりも遅延している理由について、パブリックコメント制度を検証するた
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めの体制整備ができず、取り組みができなかった。早期に検証会議を開催し、制度を検証

するとともに、その体制下で新たな意見公募方法の調査・研究を行うとなっております。 
 29 ページをごらんください。広聴活動の充実、この取り組みは、利用が低調である制度

等の見直しや再編を行い、新たな町民の意見を把握するための制度を検討・実施するもの

です。計画では、25 年度に広聴活動の実施、実績としましては、まちづくり出張説明会に

おいて、各地域の意見聴取を行った。広聴事業の一端である町民の声について、取り扱い

基準を策定し、同事業にかかる町側の対応についてのルールを定めた。目標到達度はＣ。

計画より遅延している理由として、要望等全体にかかる要綱の策定は実施できなかった。

取り組み項目、地域担当職員制度の導入の検討とあわせ、行政区・各種団体等からの要望

等にかかる様式の統一化などを定めた要綱の策定に向け、各自治体の状況と調査・研究を

実施していくとなっております。 
 以上で、改革の視点、町民とのコミュニケーションの充実の項目の説明を終わりますの

で、ご審議をお願いいたします。 
○福原委員長 町民とのコミュニケーションの充実ということで３項目にわたり説明を受

けました。質問のある方は、挙手をお願いいたします。 
 差間委員。 
○差間委員 広報活動の充実、③の３、それから説明責任の徹底・向上、これは係長周知・

徹底と読まれたんですけれども、まさしくそのとおりでですね、町民に対して町のこれか

らの方針と言うんですか、町民との協働によるまちづくりをめざすということに関しては、

説明責任の徹底・向上のパブリックコメント制度、これはまさしく町側からの努力の結果

ですね、町民がこういうふうに町に対して応えてくれるというふうに私は思っているので

す。 
 広報活動の充実に関してもですね、町民との間でいろいろな話し合いを経て、それで要

望等に関する要綱の策定、こういったことに向かっていくことになるだろうと思うのです

けれども、そうするとですね、パブリックコメントが過去 23 年の行財政改革プラン 2011
を策定した段階では、実施された項目全てで意見提出ゼロ件であったというふうに書いて

あるのですけれどもね、現在、今 26 年においてですね、このゼロ件というのは、どうい

うふうに変わったのか、これちょっとお聞きいたします。 
○福原委員長 説明願います。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 パブリックコメントの意見の件数の関係でございますけれど

も、23 年度におきましては、浦幌町障がい者計画、浦幌町障がい福祉計画のパブリックコ

メントにおきまして、意見が１件ございました。 
 24、25 年度につきましては、ございませんでした。以上でございます。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 やっぱり住民の間にですね、まちの方針、住民と協働でまちづくりをしてい
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くという、この考え方がもっと住民の間に周知されるように、そのことをもっと徹底する

には、どういうふうにしたらいいかもう少し考えるべきだと思います。 
 いろいろ努力はしているんですけれども、その結果としてですね、町民の間からそうい

う動きが出てくるように、こういったことでこの行財政改革プラン 2011 が成功例のうち

に終わるように、もう少し今後ともですね、住民との間に入っていくためには、担当課と

しては一体どういうふうに考えているのか、ちょっとくどいのですけれども、もう一言よ

ろしくお願いいたします。 
○福原委員等 説明をお願いいたします。 
 町長。 
○水澤町長 パブリックコメント制度についてですけれども、本当にこれはパブリックコ

メント制度自体は、国もやってますし、各自治体それぞれこの制度に則ってやっていると

いうのが当然でありますけれども、ただそれに対する各有権者からの答えというのが、本

当にどこの国においても、各町村においても、ないというのが現実です。 
 それでパブリックコメントに対するそういうご意見をいただくという方法があるのかど

うかということについても、本当に真剣に我々として考えてまいりたいなというふうに思

っていますけれども、ただこれを、じゃあどういうふうにして、意見を求めていくのかと

いうのは、これはまさに難題だなというふうに考えています。 
 先ほど申し上げましたとおり、23 年に１件ありましたけれども、24 年、25 年にはご意

見がないというのも浦幌町の現実でありまして、これは浦幌町だけではなくて、ほかの町

村のこと言っても仕方がありませんけれども、現実に本当にご意見がないというのが各町

の悩みと言いますか、実態であります。 
 そういう面では、それぞれパブリックコメントを出して、それに対するご意見を吸い上

げるという方法が本当にないのかどうかというのは、私どもとしてはちょっと集中的に各

取り組んで、体制の中で１回集中的に取り組んでみたいなというふうに思っていますので、

その中で答えが出るかどうかというのは有効な答えが出るかどうかというのは、本当に自

信がないところでありますけれども、とにかく集中的に取り組んでまいりたいなというふ

うに思っているところであります。 
 ただ、このパブリックコメント自体は、こういう制度でありますから、町民の皆さんに

町のいろいろな方針を伝えるという、こういう制度自体は有意義なものであるというふう

に思っていますけれども、それに対して町民からの意見がないということは、無関心とい

うふうには思っておりませんけれども、本当にそういう意見がもらえる制度で、なかなか

難しいなというふうに思っているところであります。 
○福原委員長 ほかの委員の皆さんの中で、質問ありませんか。 
 なければ、次に進みます。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは、30 ページをごらんください。 
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 外部評価制度の導入、この取り組みは、事務事業の必要性・有効性・効率性等、外部の

視点を活用して点検する手法を調査・検討し、試行と効果の検証を行うものです。 
 計画では、25 年度に外部評価実施要領に基づき試行と結果の検証、外部評価の試行と結

果の検証、検証結果に基づき外部評価に関する方針決定、25 年度の実績として、浦幌町総

合振興計画審議会専門部会の中で施策ごとの成果指標と現時点での進捗を示した基本計

画・施策別実績シートを作成し、外部評価を実施した。目標到達度はＣ。計画より遅延し

ている理由として、外部評価実施要領を作成せず、既存組織を活用し外部評価を実施した

ため。 
 31 ページ、町立幼稚園・保育園の再編等、この取り組みは、幼児教育施設、保育施設の

適正配置や幼保の一体的な施設のあり方について調査・研究を行い、第３期まちづくり計

画の後期実施計画において、具現化をしていくものです。25 年度の取り組みは、調査研究

のみとなっておりますので、記載をしておりません。 
 32 ページ、公共施設の適正管理及び評価、この取り組みは、施設や運営状況、利用実態、

トータルコストの分析を行うことと、時代の変化や町民ニーズに的確に対応したサービス

を最小の経費で提供する施設とするため、公共施設評価の実施や中長期的な統合、廃止計

画の立案について検討を行うものです。 
 計画では、25 年度にコスト等の分析と公表の実施、25 年度の実績としては、調査・検

討を行った。目標到達度はＣです。計画よりも遅延している理由と年度別計画変更の理由

については、公共施設にかかる現状と課題を分析した上で、効率的かつ効果的な維持、修

繕の実施による長寿命化や施設保有の最適化など、保有する公共施設を資産として最適に

維持管理し、有効活用を図る取り組みの進め方について検討したが、検討にあたっては専

門的な知識を有する組織、人材の活用が必要と思われ、有効な手法が見い出せなかった。 
 今後、民間のコンサルティング会社の活用も含め、検討していくというふうになってお

ります。 
 次に、33 ページ、行政区の再編、この取り組みは、現在までの戸数による画一的な再編

は行わず、多様な形態を認めつつ、町が求める機能や役割を実践できる体制に再編を行う

ものです。計画では、25 年度に関係各課との協議、25 年度の実績として前年度に行った

行政区のアンケート調査により、行政区の合併に関し必要性を感じている行政区が少ない

ことから、本町が指導し、全町的な再編を示すような行政区の再編を行わず、行政区から

の合併意向に基づき個別に行政区の再編を進める方針を決定した。目標到達度はＡとなっ

ております。 
 年度別計画変更の理由につきましては、行政区基本指針の策定から行政区の再編に係る

対応方針の決定と文言等を変更したことによる整理となっております。 
 34 ページ、庁内会議の見直し、この取り組みは、各種庁内会議の必要性や既存会議のあ

り方等の検討、あわせて開催目的に応じた効率的な会議手法や所要時間短縮の対策を検討

し、会議の設置、運用方法等の改善を行うものです。 
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 計画では 25 年度に会議の見直しについて検討、会議運営ルールの作成、25 年度の実績

として会議の見直しについて検討した。目標到達度はＣと、計画よりも遅延している理由

と年度別計画の変更の理由としては、現在、庁内会議は規定、要綱等により 23 設けられ

ていますが、当初の現状及び課題にあるように、それほど個々の負担が大きいと言える状

況ではなくなってきていることから、会議の見直しについて行わず、委員の人選方法や効

率的な会議手法等について検討することとしたためとなっております。 
 以上で、効率的で信頼される行政運営の確立の項目の説明を終わりますので、ご審議の

ほどお願いいたします。 
○福原委員長 効率的で信頼される行政運営の確立、５項目にわたって説明を受けました。

質問がありましたら、お願いいたします。よろしいですか。 
 次に進んでよろしいですか。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは、35 ページ、財政指標の目標管理、この取り組みは、

実質公債費比率、将来負担比率、財政力指数、経常収支比率の４つの財政指標の目標値を

定め、進捗状況の公表とその目標達成に向けた取り組みを行うものです。 
 計画では、25 年度に目標達成に向けた取り組み、指標の進捗状況の公表、実績として計

上的な支出や地方債借り入れの抑制、事業の選択と集中に積極的に取り組み、各指標の改

善に取り組んだ。目標到達度はＡ。右のページにですね、36 ページに各指標の一覧を記載

しています。平成 25 年度の実質公債費比率、将来負担比率の数値が現在まだ確定してお

りませんので、記載していないということをご了解いただきたいと思います。 
 続きまして 37 ページ、地方債残高の逓減、この取り組みは、まちづくり計画に基づき、

計画的な新規事業への取り組みと適正な起債管理を進め、地方債残高の縮減を図るもので

す。 
 計画では 25 年度に地方債残高２億円以上の逓減、実績としまして地方債の借り入れと

償還のバランスを考慮し、新規に発行する地方債の抑制に努めた。目標到達度はＣです。

計画よりも遅延している理由としまして、東日本大震災の教訓を踏まえ、計画策定時には

想定していなかった防災関連事業の実施に対し、緊急防災・減災事業債等の発行が増えた

ことから、目標としている逓減値に到達しませんでした。 
 38 ページ、予算編成方法の見直し、この取り組みは、現課による予算案作成から査定ま

でのルール化、要求内容や査定内容など情報共有の方法、まちづくり計画と予算要求の位

置づけなど、現行の予算編成方針に追加できる項目について検討を行うものです。 
 計画では、25 年度に予算編成事務のルールに基づく予算編成、実績として課長会議で予

算編成事務のルールを検討し、そのルールに基づいて予算編成を行った。目標到達度はＡ

です。 
 以上で、改革の視点、持続可能な財政運営の確立の項目の説明を終わりますので、ご審

議をお願いいたします。 
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○福原委員長 持続可能な財政運営の確立として３項目にわたり説明を受けました。質問

があればお願いいたします。 
 河内委員。 
○河内委員 予算編成の方法の見直しということで各年度の取り組みについてここに記載

があるわけですけれども、23 年度の取り組み及び実績ということで、ここにるる説明があ

ります。 
 予算編成時に担当課において、まちづくり計画との整合性を強化する取り組みを試験的

に実施したが、素案の作成検討までは至らなかったというようなことから始まっているわ

けですけれども、実際のここでの評価というのは、Ｂ23 年度、24 年度Ａということにな

っているわけですけれども、この予算編成というのは、大変従来からいろいろな取り組み

が試行錯誤されている中で、大変事務事業の評価にしても、過去にやろうとした経過があ

ったけれども、大変な労力があるということで断念したいきさつもある中で、この予算編

成の見直しということで言えば、わかりやすく言えば、ここにいろいろ書いてあるけれど

も、従来的な予算編成ということに計画では変えるつもりだったけど、戻したっていう考

え方でいいのですか。 
○福原委員長 説明願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 ただいまの予算編成にかかわる、予算編成方法の見直しについてのご質

問について説明させていただきます。ご指摘ございました、当初ですね、従前の対応とか

かわってですね、第３期まちづくり計画、いわゆる総合計画の推進の観点からその事業そ

のもの、それぞれ事務事業が数千ございますけれども、特にまちづくり計画におけるいわ

ゆる投資的事業についての推進にかかわってはですね、やはり事業の推進を重点に予算の

設定ということに対応したいなという考えで、実施をした経過がございます。 
 ただ、そこの中でですね、まちづくり計画の事務事業の扱いについてもですね、審議会

また最終的には予算に絡みますので、議会の議決ということの、そういった経過・過程の

中が踏まえて進めていきますので、予算編成の中で大きくそのことで特化してという形で

もなかなか整合性、大きくは変わらないなという部分もとらえてありましたので、あまり

大きなふくそう的な事務を進めることにいきませんので、今のところはこの形の中では、

大きく左右するものではないなというふうにとらえております。 
 ただ、そういってもですね、観点的にはまちづくり計画をやはり重視してですね、その

とおりできる限り進めていきたいという部分の予算の編成査定といった中で進めたいと考

えております。以上です。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかの委員の方で質問あったらお願いいたします。なければ、次に進みたいと思います。 
 説明お願いいたします。 
 まちづくり推進係長。 
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○辻まちづくり推進係長 それでは 39 ページ、普通財産等のインターネット活用による

公売の実施、この取り組みは、インターネット公売に関する手法等の方針を整備する、ま

たインターネット公売にかかる財産についてリスト化を行い、積極的に公売を進めていく

ものです。 
 計画では 25 年度、普通財産の公売、実績としましては、町民の方への公売によりイン

ターネット公売を実施する物件等がなく実施しておりません。目標到達度はＡです。 
 40 ページ、有料広告掲載事業の導入、この取り組みは、町の行政資産を広告媒体として

有効活用するため、民間企業等の有料広告を掲載する制度を構築するものです。計画では、

25 年度に制度の運用開始、25 年度の実績として前年度に策定した要綱に基づき、浦幌町

ホームページ広告取扱要領を作成し、町内事業者に対し、広告主の募集を行った。目標到

達度はＡです。 
 41 ページ、未収金の収納率向上及び収納対策の強化、この取り組みは、収納率の向上を

目指す取り組みと債権管理条例、規則、要綱などの整備を図るため、調査・研究を行うも

のです。また町の複数の債権を滞納する滞納者の徴収事務の効率化を図るため、専任組織

の設置について検討を行うものです。 
 計画では、25 年度に私債権管理条例の制定、収納率目標数値達成に向けた取り組みとな

っております。25 年度の実績として、債権管理条例の必要性を確認し、条項の検討を進め

てきたが、制定までは至らなかったとなっております。目標到達度はＢです。 
 計画よりも遅延している理由として、債権管理条例の制定に当たり、町が有する債権の

洗いだしや、根拠法令等の検証に時間を要していることとなっています。平成 26 年度中

には、町議会への提案を予定しております。 
 次に 43 ページ、受益者負担の適正化、この取り組みは、施設の分類等に応じた受益者

負担の割合の検討や使用料等の見直しに取り組んでいくものです。計画では、25 年度に庁

内検討組織を立ち上げ、検討を行う。25 年度の実績としては、受益者負担の適正化につい

て検討した。目標到達度はＣとなっております。 
 計画よりも遅延している理由と年度別計画変更の理由としては、検討は行っているが、

庁内の検討組織による検討を行っていないため。また現時点においては、使用料等に関す

る基本指針の策定は行わず、消費税率の改正等の状況により検討を進めるというふうにし

たためとなっております。 
 44 ページ、減免制度の統一的な基準の策定、この取り組みは、公の施設の使用料等に関

する減免制度の統一的な基準を定め、減免制度の見直しに取り組んでいくものです。計画

では、25 年度に庁内検討組織を立ち上げ、検討を行う。25 年度の実績として、浦幌町高

齢者等の公共施設免除利用に関する要綱の制定にかかわり、減免基準等を見直し統一化を

図った。目標到達度はＢです。 
 計画よりも遅延している理由と年度別計画変更の理由については、庁内検討組織による

検討を行っていないため、また減免制度の統一的な基準の策定には至ってはおりませんが、
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減免基準等の見直しを実施したためとなっております。 
 続きまして、45 ページ、公共施設への自動販売機設置の公募、この取り組みは、公共施

設への自動販売機設置について、公募制度の導入について検討を行うものです。 
 25 年度の取り組みについては、調査・研究のみとなっておりますので、実績の方を記載

しておりません。 
 以上で、改革の視点、自主財源の確保の項目の説明を終わりますので、ご審議をお願い

いたします。 
○福原委員長 自主財源の確保ということで６項目にわたり説明を受けました。 
 質問がありましたら、お願いいたします。なければ、次に進めたいと思いますが、よろ

しいですか。 
 歳出の最適化ということで説明をお願いいたします。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは 46 ページ、行政評価システムの充実、この取り組み

は、他の自治体の事例等の調査を行い、その効果や具体的な手法について研究を深め、客

観性・透明性の高い評価を行っていくものです。計画では、25 年度に事務事業評価の実施、

評価結果を反映した見直しとなっています。実績としましては、浦幌町総合振興計画審議

会、専門部会の中で基本計画・施策別実績シートを作成し、外部評価を実施したとなって

おります。目標到達度はＡです。 
 47 ページ、旅費の見直し、この取り組みは、旅費の定額支給方式、実費精算方式のメリ

ットやデメリット、日当の支給範囲について検証を行い、実態に即した見直しを行います。

また、事務処理コストの削減を行うため、旅費事務等に関して民間の旅行会社への外部委

託について費用対効果等の検証を行っていくものです。 
 計画では、25 年度に庁内の検討組織を立ち上げ検討、実績としましては実態把握及び調

査の結果を協議し、調査結果の報告及び総務課の見解を課長会議において検証した結果、

今後も定期的な検証は必要としつつも、既に現行の旅費支給が項目によっては減額、廃止

を実施していることから、支給基準の変更による経費節減は見込めず、財政的なメリット

はないことから、当面は現行のままとする結果となっております。目標到達度はＡです。 
 48 ページ、補助金の適正化、この取り組みについては、補助金の整理、見直しを行うと

ともに、補助事業の適正な執行を図っていくものです。計画では、25 年度に庁内検討組織

を立ち上げ、検討を行う。実績については、補助金の適正化について検討した。目標到達

度はＣです。 
 計画よりも遅延している理由及び年度別計画変更の理由については、検討は行っている

が、庁内の検討組織による検討は行っていないため、補助金の適正化に関する指針の策定

は行わず、今後も調査・研究を進めることとしたためとなっております。 
 49 ページ、子育て支援策の充実・見直し、この取り組みは、現制度について検証を行う

とともに、地域経済の活性化等につながるなど、広範囲に効果がある支援策について調査・
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研究を行うものです。計画では、25 年度に子育て支援策に関する方針の決定、方針に基づ

く取り組みの実施となっています。実績としましては、アンケート調査を実施したという

ふうになっています。目標到達度はＢです。 
 計画よりも遅延している理由と年度別計画変更の理由については、平成 24 年８月に成

立した子ども・子育て関連３法により、市町村は平成 27 年度から施行する子ども・子育

て支援事業計画を策定することとなったため、この計画策定と合わせて、本取り組みを進

めていくこととしたためとなっております。 
 50 ページ、行政委員報酬の見直し、この取り組みは、行政委員の活動実態の把握と管内

市町村の委員報酬等の情報を収集し、報酬の適正化を図るものです。計画では、25 年度に

適正に向けた検討ということで、実績としまして適正化に向けた検討を行った。目標到達

度はＡです。 
 年度別計画変更の理由としまして、内部検討を行った結果、条例改正を前提とした検討

を行わないためということで 27 年度の計画を変更しております。 
 51 ページ、公用自転車の積極的な活用、この取り組みは、公用自転車を管理する必要と

なる管理規定策定と利用の促進に向けた取り組みを行っていくものです。計画では、25 年

度に利用促進に向けた取り組み、実績としまして利用促進に向けた周知活動を行った。目

標到達度はＡです。以上で改革の視点、歳出の最適化の項目の説明を終わりますので、ご

審議をお願いします。 
○福原委員長 歳出の最適化ということで、６項目にわたりまして説明を受けました。質

問がありましたら、お願いいたします。 
 なければ次に進みたいと思います。よろしいですか。 
 次に、民間事業者の活用等と第三セクターの適正管理ということで、説明をお願いいた

します。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは、52 ページ、民間委託等の推進、この取り組みは、民

間委託が可能な業務を洗い出し、順次その業務を民間委託化していくものです。 
 計画では、25 年度に外部委託の方針に基づいた委託化の推進、実績としましては民間委

託に関する職員研修会、包括委託制度についての検討を行った。目標到達度はＣです。 
 計画よりも遅延している理由について、外部委託を実施する事務事業の特定作業が遅れ

ている。早急に特定作業を進め、外部委託に関する方針の策定を目指すとなっております。 
 次に 53 ページ、指定管理者制度の効率的・効果的な運用、この取り組みは、指定管理

者制度の運用指針の見直しを行い、指定管理者制度の導入に関する際の基本的な考え方や

事務全般に関する統一的な基準等を定めた運用に関する指針の策定とともに、新たな導入

可能施設について検討を行うものです。 
 計画では、25 年度に導入施設の拡大、25 年度の実績として検討は行ったが、新たに指

定管理者制度を導入する施設はなかった。目標到達度はＡです。 
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 54 ページ、第三セクターの情報公開及び点検評価制度の導入、この取り組みは、現在、

ホームページに公開している情報が情報公開としての必要な情報を満たしているのか、町

が現在確認できている内容で、適正な運営か否かをチェックできているかなど、現状を把

握し、改善点について検討を行うものです。 
 計画では、担当課による改善点及び策定事項の検討となっております。25 年度、情報公

開及び点検評価方法について検討した。目標到達度はＡとなっております。 
 以上で、④改革の視点、民間事業者の活用等と第三セクターの適正管理の項目の説明を

終わりますので、ご審議をお願いいたします。 
○福原委員長 民間事業者の活用等と第三セクターの適正管理ということで、３項目にわ

たり説明を受けました。質問がありましたら、お願いいたします。 
 ありませんか。なければ、次に進みたいと思います。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは 55 ページ、給与等の見直し、この取り組みは、国・

道、他の自治体の状況を把握し、適正な見直しを実施するとともに、人事評価制度の導入

に向け検討を行っていくものです。 
 また給与等の見直し状況を含む情報の公表に努めることとなっています。計画では、25
年度に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、25
年度の実績として、平成 25 年人事院勧告並びに管内市町村の状況を踏まえ実施した。目

標到達度はＡです。 
 56 ページ、各種手当の適正化、この取り組みは、他の自治体の状況把握、調査を行い、

各団体との均衡を考慮しながら手当制度の見直しを実施するものです。25 年度の取り組み

は、調査・研究のみとなっております。 
 次に、57 ページ、時間外勤務・手当の縮減、この取り組みは、各所属の時間外勤務状況

を分析・類型化し、職員の適正配置を推進するとともに、時間外勤務削減方針を策定し、

時間外勤務の縮減につなげる取り組みとなっております。計画では、25 年度に時間数 7.5％
縮減、手当額同じく 7.5％縮減、25 年度の実績として、時間外勤務の削減方針に基づき、

その適正な運用及び縮減に努めた。目標到達度はＡとなっております。 
 58 ページ、時差出勤制度の導入、この取り組みは、住民説明会や住民健診など、夜間及

び早朝の勤務について、勤務時間を変更することにより、業務能率の向上と職員の健康管

理を図る取り組みとなっております。 
 計画では、25 年度に制度内容の検討となっております。25 年度の実績として、８月か

ら 12 月までの５カ月間にわたり試行を行い、本格導入の可否を含めて検証を実施した。

目標到達度はＡです。 
 以上で、給与制度・勤務条件等の適正化の項目の説明を終わりますので、ご審議をお願

いします。 
○福原委員長 給与制度・勤務条件等の適正化ということで、４項目にわたり説明を受け
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ました。何か質問はございませんでしょうか。 
 ありませんか。なかったら、次の項目に移りたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 それでは 59 ページ、組織・機構の見直し、この取り組みは、

行政事務改善委員会において、各課の業務内容及び業務量を精査した上で、関連する業務

の再編、統合等、組織・機構の見直しを図るものです。計画では、25 年度に組織見直しの

検討、実績としまして行政事務改善委員会より具申書の提出、具申内容のとおり組織・機

構について一部見直しを行い、行政組織規則等の改正を実施した。目標到達度はＡです。 
 60 ページ、定員適正化の推進、この取り組みは、各職場の業務量の把握を行い、適正な

職員数を見極めるとともに、職種別の方針等を定めた定員管理適正化計画の策定を行うも

のです。計画では、25 年度に定員管理適正化計画の策定、実績としまして各職場の業務量

を把握したが、管理職の勤務状況の調査等を実施できなかったため、全職場の業務量の把

握ができず、検討までには至らなかった。目標到達度はＣとなっております。 
 計画よりも遅延している理由として、管理職の業務量を把握するための有効な手法が見

い出せず、全職場の業務量は把握できなかった。また、年金の支給年齢引き上げに伴う再

任用制度や定年延長等により今後の見通しが難しい状況であるためとなっております。 
 61 ページ、人材育成基本方針の策定、この取り組みは、浦幌町が目指す職員像を明確に

し、職員の育成に関する基本的な方針と具体的な方策を示した基本方針を策定するもので

す。25 年度の取り組みは、調査・研究のみとなっております。 
 62 ページ、職員提案制度の導入、この取り組みは、職員の職場にとらわれない柔軟な発

想を引きだし、行政運営の改善やまちづくりに生かす職員提案制度を構築するものです。

計画では、25 年度に制度の運用開始、提案の募集となっています。実績として、25 年度、

制度の確立に向けた議論のスタート地点となる浦幌町職員提案制度実施要領（素案）を作

成した。目標到達度はＢです。 
 計画よりも遅延している理由と年度別計画変更の理由としましては、個別案件でそれぞ

れ職員提案を実施しているが、要綱等による制度の確立にまでは至っていない。 
 本町においては、過去同様の規程があったが、規程を廃止した経過がある。このような

経過もあるので、今後の個別案件について、試行的に職員提案を実施しながら、制度化に

よるメリット・デメリットを検証し、制度化に関する検討を進めるというふうになってお

ります。 
 63 ページ、希望降任制度の検討、この取り組みは、職員が病気、その他の理由により、

その職責を果たすことが困難である場合に、降任を申し出る機会を与える制度を検討する

ものです。検討の結果につきましては、地方公務員法の改正によりまして、今後、採用、

昇任、降任、転任といった任用の各種類の定義が明確されることになりましたので、それ

らと合わせて一緒に検討するというふうになっております。 
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 以上で、改革の視点、組織機構・人事管理の適正化と能力・意欲を持った人材の育成の

項目の説明を終わりますので、ご審議をお願いいたします。 
○福原委員長 組織機構・人事管理の適正化と能力・意欲を持った人材の育成ということ

で、５項目にわたり説明を受けました。 
 何か質問がございましたら、お願いいたします。野村委員。 
○野村委員 １点お伺いしたいのですけれども、先ほどの説明とちょっとかぶるんですけ

ど、組織機構の見直しの中でこの参考資料、説明の中で行政事務改善委員会の具申という

形で具体的に変更したことは、今年の４月から機構改革をされてよく細かく把握してわか

るのですけれども、先ほど質問が私しなかったんですけど、前のページの 51 ページの指

定管理の効果的な運営、ここの中にもですね、問題・課題の欄で行政事務改善委員会、先

ほど報告ありましたように、ここでも意見、具申、指定管理について一部あるよというさ

れて、だけど 25 年度の結果では検討したが、施設はなかったと。検討されたのかなとい

うことで、こういう結果になると思うんだけれども、あと庁舎内の事務のことについては、

すぐ改善し、新たに進んでいるんですけど、こちらの方になってくると、結果見て、実績

見て、施設はなかったと。だけど、行政事務改善委員会より一部検討すべきだという報告

がありながら、なかったということはどういうことなのか、その辺のことを詳しく説明で

きないのかなと思いますけれども。 
○福原委員長 説明願います。 
 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 行政事務改善委員会より具申書の提出がありましたのが、25 年

11 月というふうになっております。指定管理者制度の導入にあたってはですね、予算措置

前にですね、どういった施設を導入するかということが検討していかなければなりません

ので、この具申をですね、提出される前に検討を行いまして、26 年度に導入する施設につ

いてはないといった検討結果となっております。具申を受けたものにつきましては、26 年

度においてですね、指定管理者制度を導入するかどうかも含めて、検討を進めていきたい

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。 
○福原委員長 ほかの委員の方で質問ありませんでしょうか。 
 ありませんか。なければ総体的にこれだけはどうしても聞いておきたいということがあ

りましたら、質問をお願いいたします。 
 ありませんか。ないようですので、これで総務文教厚生常任委員会、行財政改革プラン

2011 の調査を終わりたいと思います。説明員の皆様、大変ありがとうございました。ご苦

労様でした。 
 暫時休憩といたします。 
 

午前１０時５８分 休憩 
午前１１時１０分 再開 
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○福原委員長 休憩を解き、会議を開きます。 
 今回の所管事務調査「行財政改革プラン２０１１」の進捗状況について、委員会として

報告書作成につき皆さんの意見をお伺いいたします。 
 どのような方法でまとめていったらいいか、非常に頭を悩ませているところでございま

す。差間委員。 
○差間委員 協働のまちづくりに関してですね、各項目見てきたんですけれども、やはり

町としてはですね、協働のまちづくりを進めるために、自治基本条例の制定に向かう、そ

れから地域担当職員制度の導入も検討する、町民提案型予算制度もやっぱり審議会を通じ

てですね、町民の意見を取り入れながら、進めているようです。 
 ですから、町としては私の見るところですけどね、協働を進めるための努力は十分して

いると。ですから、それがどうして町民の間から各行政の推進に関して意見が出てこない

のか、その一点にやっぱり問題が集約されると思います。これは言いかえればですね、町

がやる努力はもちろんこれからも続けていくべきことではありますけれども、かなりの程

度で十分行われているのではないか、そうすると、今後、町から町民から意見を吸い上げ

る方法にですね、何とか努力を集中して行うことによって、よりよい協働の形の町が形成

されていくのではないか。 
 かと言って、じゃあ何をすればいいのかというのは、ちょっと思いつかないんですけれ

ども、その一点ですね、協働のまちづくりのために町はかなりの部分で必要な努力を行っ

ているというふうに私はこの行財政改革プラン 2011 を通じて感じました。以上です。 
○福原委員長 差間委員の方から、協働のまちづくりに対しての町民の意見を出るような

方法に努力をするべきだというか、した方がいいというか、そういうご意見をいただきま

した。 
 具体的にどのような方法でと言うか、提言していってあげた方がいいのかなと、私も思

いながら聞いていたのですが。 
 差間委員。 
○差間委員 具体的な方法としてはですね、地域担当職員制度ですね。それから予算編成

にかかわる総合振興計画審議会ですね、それから庁舎にあってはですね、職員みずからい

ろいろな給料システム、そういったことに関して努力していると、これをもう少し町民の

方にアピールできればということも思いました。今回の調査通じてですけれども。以上で

す。 
○福原委員長 本当に町民にアピールをしていくというか、ＰＲをするという形をとって

いると町では思っていると思います。興味を持ってもらうというか、どのような方法で興

味を持っていただいたら、町民の方がまちづくりに対しての意見とか、希望とか、実際に

意見を吸い上げられるような方法が具体的にあれば一番いいのですが、そうでもないよう

な感じがします。 



- 32 - 
 

 それで現在もアンケート調査していますよね。まち政の方からアンケート用紙が配られ

ています。2,000 人の町民に対して。その意見を吸い上げた段階で、その後の広報にも町

民アンケートの結果、そういった希望の言葉が掲載されております。これの例えばですね、

ごみ料金をもっと安くしてほしい、それからプールの施設がせっかくいいのに、幼児は大

人と一緒にプールに入らなければ危なくて利用できないということで、幼児は無料かもし

れませんが、大人が料金がかかる、この辺にもう少し何かやさしい行政として何かできな

いかとか、それからいろいろと高齢化についての孤独死なんか、生じないような対策はで

きているのかとかというふうなアンケートの結果がいろいろと出ております。 
 これをどのような形で生かしているのかなというふうに、私は思って読んでいたのです

が、なかなか即答が、広報には掲載されていませんが、少しずつでもまちづくりに生かさ

れていっているのではないかなというふうに思っているのですが、皆さんはどのようにお

感じになっていますでしょうか。 
 この間の 25 年７月の広報に出ていたことなのですが、一次産業が主な浦幌町で高齢者

でも働けるようないきがいの場があればいいなとかということも載ってますし、そのよう

ないろいろと希望が出ていても、それを吸い上げて何か目に見えた行政を実施していくと

いうことがなかなか目に見えないので、ちょっと私もせっかくまち政でアンケート調査等

しているのに、何とか目に見えた行政ができないかなというふうに考えています。 
 それと防災の関係もＣ評価でしたよね。自主防災ができないので、これも所管事務調査

の 25 年５月に実施しましたけど、この自主防災組織のやはり早期の設立を所管事務調査

の所見ということで申し述べておりますが、これもなかなか進展していかないということ

で、これなんかもここのＦ評価で防災の方のところもなっております。 
 こういうＦとかＤという評価の所は、やはり今後も努力をしていただきたいというふう

に思って聞いてはいたんですが、あと皆さんの方で何かこのことに関して、こういった所

見は必要でないかなということがありましたら、申し述べていただきたいと思います。 
 野村委員。 
○野村委員 いま、委員長言われたとおり、個々の問題については、先ほども各委員から

いろいろ出されたことでありますので、それはまた精査しながら必要なことは記載すべき

だと思いますけれども、基本的にこのようなすばらしいプランを作成しておきながら、こ

の言葉を記載するかは別にしましてですね、プラン・ドウ・チェック・アクション、今回

のスタートになった 25 年度は外部評価を受けていないということをまず一つとったにし

てもですね、やはり行政、それを執行し、これを進めていく職員の意識を改革してもらわ

ないと、せっかくいいプランをつくりながら、内部評価だけで終わらせてそれで良しとす

るような意識があるような気がしてしようがありません。 
 今回、この委員会がこのような形で途中でこの所管を取り上げたことは、我々委員にと

ってもすばらしい中間的な評価ができたことはすばらしいし、また逆に行政マンたちもこ

れだけチェック受けたことは、また次のステップ、また自分たちの反省も含めて、27 年度
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の事業の完成までにはもう少しすばらしく進んでいくのだろうという期待はしますけれど

も、せっかくの自己評価、内部評価、外部評価を受けて、そして町民に対するいろいろな

広聴活動まで予定を組んで段取りだとか、スケジュールを組みながら、どうも機能をして

いない、機能がしていないのはどこかなというと、それを執行する職員、このプランをき

ちっと遂行する意識が欠如しているのではないかなという認識を受けました。ちょっと辛

辣な意見ですけれども、これは私個人ばかりではなく、委員の皆さんだと思いますので、

今回の所管事務調査にどのように記載するかは、また討議していただきたいと思いますけ

れども、そのような反省点でしたので発表いたします。以上です。 
○福原委員長 今、野村委員の方から担当職員も含めて、職員の自覚がこの 2011 のプラ

ンに対しての自覚が足りないのではないかということが言われましたので、そういう柔ら

かい表現でいいのか、はっきり書いた方がいいのか、所見として皆さんのご意見も伺って

おきたいと思います。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今、あまり私、即発みたいなことじゃなくて、差間委員の言われたこと、野

村委員のことは、私はすべてだなと思っております。やはりこれから進めていく、これか

ら作業を進めるにあっても、もう少しシビアにやっていただきたいと思います。 
 やはり、新しく入られた職員の方もおられるので、ありますけども、その人たちも、そ

れから自分たちの姿勢を示すためにも、やはり今回の機会に一歩、忙しいというのではな

くて、やっぱりやっていかなきゃならないことが、せっかく出していただいたのに、やは

りそのことを真摯に受け止めていただいて、やはり今後のまちづくりのために活かせるよ

うにお願いをしたいと思います。以上です。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 私、行財政改革プランの前文からずっと読んできているんですけれど、野村

委員が言った職員のこのことに対する意識ですね、ここにプラン推進の体制ということが

載っているんですけど、町長を本部長、副町長を副本部長とした強力なリーダーシップの

もと町職員で構成する行財政改革推進本部が中心となり、全職員の強い自覚のもと、行財

政改革の取り組みを実行し、進捗管理を行うことで成果を上げていきますって、はっきり

うたっているんですね。ここのプラン推進体制の中に。 
 ですので、ここに書かれているこういう初期の意気込みというかな、それをやはりきち

っと今後も職員ともどもこういった自覚のもとに進めていただきたいなと希望いたします。 
○福原委員長 ほかに何かご意見ないでしょうか。大体集約された意見が出たような感じ

がいたします。 
 先ほど、自主防災のことで評価のことで私が触れましたが、Ｆ評価ということは、後年

時に取り組みを実施するなど、当該年度に実施する取り組みがない項目としてＦ評価とい

うことでしたので、私の発言がちょっと行き過ぎておりましたので、取り消しをさせてい

ただきたいというふうに思っております。 
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 あとほかのご意見ございませんでしょうか。野村委員、差間委員、阿部委員、河内委員

がおっしゃったような総体的なこととして、職員のプランに対する意識の高揚というか、

意気込み、それから初期の取り組みの状態を把握しながらプランを推進していってほしい

というようなお話でした。 
 プランは、本当にすべて途中で新たなものが入ってきて、新たなものに忙殺されながら

このプランも実施していかなければならないという行政の姿勢というか、わかりますが、

なかなかこのプランを元に 27 年度に向けて、また新たなアクションプランを設立するの

ではないかという期待を込めて、今回はこの程度で終わらせてよろしいですか。 
〔「はい」の声あり〕 

○福原委員長 この１番の根っこになることは、町民参画のまちづくりの推進と自立した

自治体行財政運営の推進ということが柱でございますので、本当にいろいろと多岐にわた

っての確立と言いましょうか、そういったものが求められております。 
 27 年度にどのような形でこのプランが見直されて、新たなものも加えながらいくのか期

待しながら、本委員会の調査を終了したいと思います。よろしいですか。 
 最後になりましたが、議長、この調査事件についてのご意見ありましたらどうぞよろし

くお願いいたします。 
○田村議長 大変すばらしい委員会の中での所管だと思いますけれども、お互いの我々も

同じ、職員も同じという中では、こういうことは大変すばらしいことであるので、厳しい

評価をしていただいて、お互いの緊張感を保つようにするべきであろうというふうに思い

ますので、その辺十分ご配慮いただけたらありがたいなと思っています。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 以上で、行財政改革プラン 2011 の進捗状況の調査を終わりにいたします。 
 ３番目のその他について入りますので、何か皆さんの方からご意見ございませんでしょ

うか。野村委員。 
○野村委員 その他ということは、調査事項のその他ですか。最終的な報告書の作成のそ

の辺の責任者というか、先に解決しないとまずい。 
○福原委員長 皆さんからいただきましたご意見を踏まえて、副委員長の阿部さんと委員

長の私で報告書を取りまとめていきたいと思いますので、８月 25 日に議運がありますの

で、その１週間前ぐらいには報告書を作成いたしまして、事務局の方から皆さんにファク

スにするか、集まっていただくか、つくりたいと思いますので、よろしいでしょうか。 
〔「はい、お願いします」の声あり〕 

○福原委員長 集まった方がよろしいでしょうか。 
○河内委員 一度ファクスいただいて、議運の日にちでもいいし、集まる機会、それを見

て集まったらいいんじゃないですかね。 
○福原委員長 内容によって集まって、また再度検討するということで。 
○河内委員 ほとんどね、８割、９割の点では、異論はないのですけれども、１割、多少
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ある可能性もありますので。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 今、河内委員が言われたとおり、正副委員長に報告書を一任したわけですか

ら、今言った方法で作成後、全委員に配布し、そこで問題点、その他字句の訂正その他が

各委員からのアピールがあった段階で、委員会の開催の必要性は正副委員長で協議して、

必要なければ各委員からの良しということで、何もなければそのまま提出ということで、

それが一任だと思いますので、よろしくお願いいたします。 
○福原委員長 よろしいですか。 

〔はい」の声あり〕 
○福原委員長 そういう形で一任をいただきましたあと、皆さんにファクスをして、まず

最初に委員長と副委員長で検討して、事務局に教えていただきやっていきたいと思います

ので、よろしくどうぞお願いいたします。 
 そういうことで、皆様のご意見をしっかりと報告書に掲載しながら、作成してまいりた

いと思いますので、所管事務調査については、以上で終わらせていただきます。 
 その他ということで、ほかに何かご意見がありましたらお願いいたします。 

〔「ありません」の声あり〕 
○福原委員長 ないようですので、これで総務文教厚生常任委員会を閉会したいと思いま

す。ありがとうございました。ご苦労様でした。 
閉議 午前１１時３４分 


