
                                             － 1 － 

令和元年第３回浦幌町議会定例会（第２号） 
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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11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。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 安藤委員長。 

〇安藤議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 令和元年第３回浦幌町議会定例会、本日６日の運営について、９月３日午後、議会運営

委員会を開催し、協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本日の議事は、一般質問及び平成30年度決算認定であります。一般質問は、通告順に沼

尾昌也議員、安藤忠司議員、伊藤光一議員、福原仁子議員の４名より６項目の通告がなさ

れております。質問順につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れておりま

す。質問者は通告内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけていただきますようお願い申し

上げますとともに、活発な議論を期待いたしまして議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問は、浦幌町議会会議規則第61条第５項の規定により、一問一答方式により行い

ます。また、同条第６項の規定により、質問時間については質問、答弁を含め45分以内と

し、発言残時間については場内掲示板に表示されます。なお、制限時間３分前には予鈴を

１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事者、説明員の皆様にはわか

りやすい質問及び答弁となるよう特段のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、１番、沼尾昌也議員の質問を許します。 

〇沼尾議員 浦幌町議会会議規則第61条第２項の規定により、項目ごとに一般質問します。 

 １、水道の今後の運営方針。昨今水道法の改正や総務省による公営企業会計の適用の推

進要請など、我が国の水道に関する基本方針は大きな転換点を迎えています。私たち町民

は、給水サービスを当たり前のように享受していますが、人口減少が続き、水道の維持管

理についても今後ますます厳しくなっていくと考えられます。これからも安定した給水サ

ービスを提供するために、町の水道事業の今後の運営方針について伺います。 

 １、第２回定例会の補正予算に挙げられている公営企業会計基本計画について、計画の
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内容の範囲と期限について伺います。 

 ２、給水サービスの受益者負担の見通しについてどのように考えているか伺います。 

 ３、これからも安定した給水サービスを供給するために、水道事業の基盤強化について

どのように行っていくのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 沼尾議員の１項目めの質問にお答えをいたします。 

 本町の水道事業は、昭和27年の創設以来67年の年月が経過し、給水区域の拡張や区域統

合などに取り組み、平成30年度末における普及率は92.8％であり、住民の皆様へ常に良質

で安全な水道水の安定供給に努めているところであります。 

 １点目の公営企業会計基本計画について計画の内容の範囲と期限についてであります

が、総務省では人口減少等による料金収入の減、保有する資産の老朽化による大量更新期

の到来による事業経営は今後困難が予想されることから、簡易水道事業並びに下水道事業

を重点事業と位置づけ、人口３万人以上の自治体に対し、平成27年度から平成31年度を集

中取り組み期間として地方公営企業法の適用を要請しています。また、人口３万人未満の

小規模自治体においても法適用が一層推進されるよう、本年１月、新たに令和元年度から

令和５年度を取り組み期間として要請されているところであり、本町においても公営企業

会計法適用基本計画策定委託業務について本年度中の計画策定に向け作業を進めていると

ころであります。本委託により策定する基本計画については、本町の水道、下水道事業に

かかわる会計方式を官庁会計方式から公営企業会計方式へ移行した際の会計システム導入

法式、会計における法適用範囲等の課題、その具体的な対応や法適用までの移行スケジュ

ール並びに移行に係る経費を算出し、基本計画として取りまとめるものであります。 

 ２点目の給水サービスの受益者負担の見通しについてですが、受益者負担となる水道料

金に関しては、自然的条件、地理的条件などに起因し、広大な給水面積へ供給している本

町においては大都市に比べ施設の整備費や維持管理費が高額となっており、運営経費を水

道料金により賄うことは受益者負担が大きくなるため、一般会計から繰り入れしている状

況であります。水道料金の改定については、現在審議会において協議をいただいておりま

すが、今後も３年から４年の適切な時期に協議をしてまいります。 

 ３点目の安定した水道事業の基盤強化についてですが、将来の人口減少に伴う水需要の

減少、施設の老朽化など、水道事業の直面する課題に対応した基盤強化が必要であると認

識しているところであり、平成30年12月の水道法改正においても水道の基盤強化を図るた

めの所要の措置を講ずることとされております。住民の生活に欠かすことのできないライ

フラインを確保し、維持するためには、経営の効率化、健全化を図り、老朽化した既存施

設の更新を簡易水道再編推進事業により行い、自然災害への対応など計画的に取り組んで

いるところであります。 

 今後も継続した取り組みによるさらなる水道の安定供給に努め、安全で安心した給水サ
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ービスと健全経営に向けた基盤強化を図ってまいりたいと考えているところであります。 

 以上、沼尾議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 再質問前に申し上げます。 

 場内大変暑くなってきているように感じますので、自由に上着を外して結構でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、１点目の公営企業会計の導入についての話でお伺いいたしますが、

公営企業会計の導入についてこちらの期日、いつまでに完成するのか、それをまずお聞き

します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 法適用の今回の基本計画の策定ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

〇早瀬施設課長 町長のほうからもお話ししたとおり、今回の基本計画の策定につきまし

ては本年度中の策定予定となっております。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 この基本計画の中には固定資産台帳の整備というのは含まれているでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの質問についてですけれども、固定資産台帳の整備についても

今回委託業務の中に検討項目としては挙がっております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今検討項目に入っているということでしたが、これは固定資産台帳が完成し

てくるということなのか、それとも固定資産台帳をつくるかつくらないかということを検

討するということなのか、どちらでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 今回の委託業務の中で固定資産管理台帳についても整備するということ

で考えております。済みません、訂正いたします。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、その固定資産台帳というのは、基本計画が完成した資料の中に固

定資産台帳が入っているという認識でよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇早瀬施設課長 ただいまの質問のお答えになるのですけれども、その部分につきまして

も資料を取りまとめた中で提出していただくというようになると思います。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 再度お聞きしますが、給水サービスというところで今質問しているわけです

が、給水サービス、当然特別会計ということで今やっていますけれども、独立採算と言わ

れる水道料金で基本的には賄っていくということになるとは思うのですが、これから人口

がどんどん、どんどん減少していく、そして人口の推計というのはかなり確率の高い推計

が今出ているわけで、そこから給水人口を割り出して、水需要というのはある程度割り出

していける、料金収入というのはある程度割り出していけるという中で、施設だったり水

道管をこれからどういうふうに整備をしていくか、どういうふうに維持していくかという

ところが私は非常に大切になってくるのだろうなというふうに思っておりますので、固定

資産台帳がしっかりと整備されるということは非常にこれから重要なことだと思っている

のです。この固定資産台帳が今回基本計画の中にしっかりと入ってくるのか、完成してく

るのかというところは非常に重要な点だと思いますので、もう一度お伺いいたしますが、

これは固定資産台帳はこの基本計画の中に入ってくるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

 現在施設についても維持管理をしながら計画的に更新していくような状況でありまし

て、人口についても減少傾向ではあるのですけれども、それを見据えた中で事業を進めて

いっているというようなことでありまして、台帳整備ということなのですけれども、固定

資産管理台帳の部分についてもこの業務でしっかりと整備させていただくということで回

答させていただきたいと思います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１６分  休憩 

午前１０時１９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 訂正してもう一度説明させていただきます。 

 今回の委託業務の中につきましては、成果品として基礎資料として固定資産の台帳のほ

うを提出していただいた後、令和２年度以降に整備をする中で台帳の作成をするための基

礎資料の提出をしていただくということとなっておりますので、あくまでも今年度中につ
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いては施設台帳の整備に伴う台帳整備を行って、それ以降については２年度以降の台帳整

備をさせていただくということになるということです。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、基本的な方針が今年度は出てくるというご答弁だったと思うので

すが、それでは固定資産台帳というのは令和２年度以降しっかりとつくっていくというこ

となのでしょうが、今のところいつまでにというお考えがあるかどうかお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 今回の公営企業会計法の適用に伴う移行スケジュールもありまして、そ

れにつきましては令和６年の開始に向けてスケジュールとして進んでおります。それに向

けて、移行するか否かについてもありますけれども、２年度以降に固定資産の部分につい

て台帳整備をしていくということになっておりまして、移行開始の前までに完成させて業

務を進めたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 先ほども述べたのですが、人口推計から料金収入というのをある程度予想す

るのは、比較的容易とは言いませんが、人口推計から割り出すということは料金収入につ

いてはできるのかなと。設備の維持管理というところは、しっかりと固定資産台帳という

ものを整備して、資産がどれだけあって、どれぐらいの年数使っていて、これから維持管

理にどれぐらいの額がかかるかというのはしっかりと調査しなければわからないことだろ

うなというふうに思っておりまして、料金収入は予想できる。そして、維持管理に係る費

用というのはしっかりこれから整えていっていただきたいなというふうに思います。 

 料金収入と維持管理費というのが正確に割り出せてこそ水道料金が適切なのは幾らなの

かというところが出てくるのかなというふうに思っておりますが、２点目、受益者負担の

ことについてなのですが、審議会で検討していくということでしたが、この審議会は次は

いつごろ開催される予定でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 審議会の時期につきましては、10月の上旬に予定をしております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 10月の上旬ということでしたが、内容について受益者負担の増額のことにつ

いて話し合われるということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇早瀬施設課長 今回の第２回目の協議会につきましては、今後どのような内容で水道料

金を見直したらいいのかということも含めた中で審議会の中で協議していきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、今の回答では水道料金を上げるか上げないかということを次の審

議会で議論するということではないということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 今後10月から消費税率が上がるということがありますので、それらを含

めた中でどのような方向性がいいかということについて、沼尾議員がおっしゃいました施

設の維持管理とか人口減少とかというような部分もありますので、それらの部分について

十分に委員の皆さんに説明をしていきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今の回答では、水道料金を10月の段階ですぐ上げるか上げないかという審議

をするわけではないというふうに認識をいたしました。しかし、一般会計の繰り入れとい

うものが今発生をしていると思いますが、基準内、基準外、法定内、法定外というものが

あると思いますが、一般会計からの繰り入れというところで法定外というものは今現在あ

るのかないのか教えていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 今現在浦幌町の特別会計のほうに法定内、法定外の繰り入れについては、

繰り入れをしているということであります。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 再度確認しますが、法定外も繰り入れしているということでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 言葉足らずで大変申しわけありません。法定内、法定外、両方とも繰り

入れしているということであります。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 わかりました。法定外の繰り入れ、水道事業を運営していく、給水事業を運

営していくのに一般会計からいわゆる税金を投入しているということになるとは思うので

すが、法定外のところについて法定外の繰り入れのお金というのは水道を運営していくど
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の費用、どの経費の部分に充てるものを繰り入れの対象にしているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 法定外の繰入金ということになるかと思いますけれども、それにつきま

しては法定内繰入金以外の町の一般会計からの繰り入れでありまして、それにつきまして

は当該年度に整備した建設工事費及び地方債の元金、利息の２分の１にかかわるものとな

っております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 最初に述べたように、基本的に給水事業というのは独立採算で水道料金収入

で賄っていくというのが通常だとは思うのですが、法定外ということで税金が繰り入れさ

れているという現状がある中で、今後料金の値上げなのか、それとも抜本的に改善、水道

事業の基盤を強化していくというところをしていかなければ安全、安心な水というのは供

給されていかないのかなというふうに思っております。今回昨年水道法改正をされて、そ

の中に広域化、また民間を使って官民連携をしてというような内容の趣旨の水道法改正で

したが、浦幌町において広域化、あとは民営化ということは今現在考えているのかお伺い

します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの議員の質問に対してお答えさせていただきます。 

 前回の第１回の水道審議会においても説明はしていたところだったのですけれども、国

からの要請等もありますけれども、審議会の中で広域化とか民間の部分についても説明は

させてもらっているところでありまして、今後についてもその部分について協議はしてい

くことにはなると思いますけれども、広域化ということについても、浦幌町自体が、土地

も広い中で事業が行われているということもありますので、その部分について委員さんの

方にも十分に説明をする中で、今後どのような内容で水道料金を検討していったらいいの

かについても協議していきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 広域連携の推進と官民連携の推進、それか今のまま浦幌町単独でしっかりと

水道料金も考えながら運営していくかどうかということが今重要なところなのかなという

ふうに思っておりますが、今すぐどういうふうに運営していくか決めろという話ではなく

て、これからどういうふうに運営していくか、さまざまな選択肢を考えた中でしっかりと

町民とともに一緒に決めていけるということが非常にいいのかなというふうに思っており

ます。 

 広域連携、官民連携について、私もどれだけメリットがあるのかとか、デメリットがど
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れだけあるのかというのは、町民もそうですけれども、専門的な分野については専門の方、

役場の方もそうなのかもしれないですけれども、しっかりと調べないとわからないという

ところがありますので、広域連携や民間と一緒に連携してどれぐらいの費用がかかるです

とか、どれぐらいのメリットがある、デメリットがあるというような見通しをしっかりと

計画していくのが必要だと私は思っています。そういう計画を立てていくということは今

なされているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 今回の一般質問の中、水道料金の関係なのですけれども、先ほどから施設

課長が答弁しているとおり、今回は公営企業会計の適用ということで、資産を含む経営状

況ということになります。先ほどから審議会の関係につきましても施設課長から説明させ

ていただいておりますけれども、まず第１回目の審議会については７月に行っておりまし

て、このときは現在の上下水道事業の現状ということで説明させていただいております。

そして、２点目に公営企業会計の適用についてということで情報提供させていただいてお

ります。こちらは、先ほどの町長の答弁にもございましたけれども、水道料金の見直しに

つきましては３年から４年の適切な時期にということで、今回は消費税が年度途中の10月

から上がるということで、10月からすぐ水道料金にはね返るということは想定をしており

ませんけれども、今申し上げました３年から４年が経過して消費税が新たに増税になると

いうことと、それから公営企業の適用について情報提供させていただいたということでご

ざいます。また、ただいまご質問のありました新たな制度に基づくものですから、いろい

ろな方々のご意見をいただきながら進めてまいりたいと思いますし、職員も他町村と連携

を図り、また道や国の関係機関からの資料、それから会議等にも出席しながら、いろいろ

情報を今は集めて、これから具体的なものがどうなっていくかということを慎重に詰めて

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 何度もお伺いして申しわけないのですけれども、広域連携と官民連携の話に

なりますが、これは広域にしたときにどうなるのか、民間に委託したときにはどうなるの

かというような見通しというのは、これから検討はしていかれるということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 水道事業につきましては、いろいろ答弁をさせていただいておりますけれど

も、ご存じのとおり浦幌町、最初に答弁させていただいたとおり大変広域な面積を有して、

費用対効果でいえば大変効率が悪い水道事業を今行っているというのが状況であります。

また、浦幌町財政危機のときに大幅に水道料金を上げさせていただいたという経緯もあり

まして、ただ最近は２回にわたり水道料金の低減化を図ってきた経緯があります。これも
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今公会計にする前に、固定資産台帳はありませんけれども、管理台帳の中でしっかり将来

見据えた中で水道料金を算出をし、その料金設定を今まで行ってまいりました。このたび

公会計に移行するに当たっての固定資産台帳についてはしっかり、公会計に移行した場合

については固定資産台帳は当然整理しないとならないということは、これは当たり前の話

でありまして、今後それに向けて行っていく段取りをこれから進めていかないとならない

だろうというふうに思っています。 

 また、ただいま申し上げましたとおり、広域連携という話でありますけれども、十勝管

内においても大変水道料金の差があります。これは、面積、また地形、それぞれに応じて

大変な差があるということでありまして、その中で一概に広域連携がいいのかどうかとい

うことについてはなかなかこれは難しい部分があるだろうなというふうに思っておりまし

て、これを試算するということはなかなか困難だろうというふうに思っています。 

 また、一方民間委託ということになりますと、これが民間であれば当然収益性の問題が

あります。収益性の問題がある中で民間で受けていただける業者があるのかどうかといえ

ば、今浦幌町としては一般会計の中から法定外の繰り入れも大きく行っている中で、民間

業者に受けていただけるような素地が今あるとは当然思えないというのが浦幌町の抱えて

いる問題だろうというふうに思っているところであります。そういう面では、将来何らか

の形で町営独自ではなくできるものであれば、それは望ましいものでありますけれども、

今の段階ではなかなか難しいだろうなというのが今考えているところであります。 

 いずれにしましても、水道料金については町民の皆様にしっかり理解を得られるような

設定をしていかなければならないというふうに思っておりますけれども、これも過去の例

におきましては水道料金の改定をずっとしていなかった。そのために15％、20％上げざる

を得なかった。大幅に上げたときは25％上げたという状況もありますから、そのようなこ

とのないように、できれば３年から４年の中で料金の改定を行っていきたいというふうに

考えておりまして、このたび消費税も10％に10月から変わるということにおいて、しっか

りした浦幌町の水道料金の適正な料金設定についていろいろ協議をしていただきたいとい

うふうに思っているところであります。 

 以上であります。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今町長からしっかりとした答弁をいただきましたので、最後に水道の広域化

について１点だけお聞きしたいのですが、技術面、技術的には広域化というのは可能なの

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの技術的な部分というのは、新たな機器の更新とか、水道の維

持管理をしていくための建設にかかわる技術の部分ということでよろしいでしょうか。 

（何事か声あり） 
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〇早瀬施設課長 ということであれば、今後職員の技術の…… 

（何事か声あり） 

〇早瀬施設課長 失礼しました。 

 広域化が技術的にはできるかということであれば、その部分は今後技術の部分について

十分に協議した中でやっていくということに…… 

（何事か声あり） 

〇早瀬施設課長 済みません。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 広域化は技術的に可能かどうかということに関しましては、私は技術的にわ

かるわけではありませんけれども、普通広域化となると当然システムの改修とか、いろん

な技術的なシステム的な問題がありますけれども、不可能ではないというふうに思います。

要するに施設の統合ですから、統合的なことができるかできないかといえば、当然まとめ

てやればいいわけですから、それは可能な範囲だろうと思います。ただ、それにかかわる

システムとか、そういう改修は当然必要でありますし、人的な配置、そういうものも含め

て不可能ではないというふうに思います。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 水道というのは、安心、安全な水道、給水サービスというのは本当に町民の

命にもかかわってくる話ですので、さまざまな選択肢、水道料金値上げだけではなくて、

広域化ですとか民営化も含めて全ての選択肢をしっかりと考えた上でこれからの水道を安

全、安心に給水していっていただければなというふうに思います。 

 それでは、２項目めに参ります。うらほろスタイルの周知及び効果。昨今地域おこしや

まちづくりといった言葉が社会的にも多く取り沙汰されています。我が町においても持続

可能な地域をつくるための中心的な計画としてうらほろスタイルを積極的に推進していま

す。その中で、町民から内容が不透明である、効果が出ているのかという声を聞くことも

あります。しかし、一方でうらほろスタイルが地域持続のために必要不可欠な取り組みで

あることも事実であり、町民の声にしっかり応えていくという形でうらほろスタイルが前

進していくことが非常に重要だと感じています。そこで、次の３点について伺います。 

 １、うらほろスタイルがどの程度町民に浸透しているか、どのように認識していますか。 

 ２、うらほろスタイルを町民に浸透させるために、まちづくり出張説明会等で説明する

考えはありますか。 

 ３、うらほろスタイルの効果等を検証していく考えはありますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 沼尾議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 本町のうらほろスタイル推進事業は、平成19年度にうらほろスタイル教育プロジェクト

会議が設立され、子どもたちに地域に対する愛着と誇りを育むことを目的とし、うらほろ
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スタイル教育がスタートしました。その後浦幌高校の閉校や少子高齢化など社会情勢の変

化に応じて、子どもの想い実現事業、農村つながり体験事業、若者のしごと創造事業、高

校生つながり事業など新しい事業が次々と展開されてきました。スタートから12年が経過

し、この間多くの小中学生や教職員の方々、また子どもの想い実現ワークショップのメン

バーや本町の基幹産業である第１次産業の方々など数多くの皆様にうらほろスタイルを通

じたかかわりをいただいているところであります。 

 １点目のうらほろスタイルがどの程度町民に浸透しているか、どのように認識している

かについてですが、うらほろスタイルは多くの方々のご協力によって成り立っている取り

組みであり、うらほろスタイルという名称は町内外に広く浸透されていますが、内容につ

いてご理解されるまでには至っていないと感じているところであり、より広く普及し、啓

発することが必要であるものと考えております。 

 ２点目のうらほろスタイルを推進するためにまちづくり出張説明会等で説明する考えが

あるかについてでありますが、現在町ではうらほろスタイルの活動を町民の皆様へ知って

いただくため、町広報紙に浦幌新聞や地域おこし協力隊による活動状況報告等を掲載して

いるほか、ＮＰＯうらほろスタイルホームページやフェイスブックでも活動を紹介してお

ります。また、各事業における実績や活動を通じて得られた成果を町内外にも広く知って

いただく機会として、実行委員会形式で年に１度、うらほろフォーラムを開催していると

ころでもあります。さらに、昨年12月にうらほろスタイル複合施設フタバがオープンし、

うらほろスタイル推進事業の新たな活動拠点として施設利用者を通じて活動への理解を深

めていただくことも期待するところであり、今後はまちづくり出張説明会等を利用し、う

らほろスタイルの目的や意義を広く町内へ浸透させていくため、実施に向けて検討してま

いります。 

 ３点目のうらほろスタイルの効果等を検証していく考えはないかについてであります

が、この取り組みを今後も継続して進めていくことは大変重要であると位置づけておりま

す。現在うらほろスタイル教育推進会議、町、教育委員会及びＮＰＯ法人うらほろスタイ

ルサポートで構成するうらほろスタイル推進連携会議を中心として、柱となる各事業の進

捗管理を行っていることから、事業の成果及び課題の把握に努めてまいります。 

 以上、沼尾議員への２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、うらほろスタイルのことについてになりますが、今町長からご答

弁ありましたように、内容についてご理解されるまでには至っていないと感じているとこ

ろだというお話がありました。まちづくり出張説明会等でうらほろスタイルの目的、意義

を広く町内の方々に浸透させていくために実施検討してまいりますというご答弁もありま

したが、今年まちづくり出張説明会というのは何回開催をされたのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 
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〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まちづくり出張説明会の回数でございますけれども、本年におきましては９回開催して

おります。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、まちづくり出張説明会、これから今年度の見通し、何回開催され

る予定でしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 今のところ回数のほうの予定はありませんけれども、各町内

会の総会ですとか、集まるときに声をかけていただいて行くような方法をとっておりまし

て、各町内会の総会等につきましては４月、５月、６月が多いものですから、その時期に

集中して行っております。今年については具体的にいつごろになるというのは予定をして

おりませんので、ご理解願いたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、今年度９回開催されているということでしたが、この９回につき

ましては、うらほろスタイルのことについてご説明というのはされているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 まちづくり出張説明会の内容につきましては、自主防災組織

ですとか防災に絡むもの、そのようなものを中心に行ってまいりました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、今の答弁ではまちづくり出張説明会、この９回に関してはうらほ

ろスタイルのことに関しては余りご説明されていないということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 今のご質問にお答えします。 

 うらほろスタイルに関しての説明ということでは、まちづくり出張説明会の中では行っ

ておりません。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、されていないということですので、これからうらほろスタイルの

こと、非常に浦幌町にとって重要だと思いますので、しっかり検討していただいて、まち

づくり出張説明会の中で説明していただければなというふうに思っています。 

 うらほろスタイルの件は、協力隊初めさまざまな方が頑張って取り組んでいるというこ
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ともありますので、それでも町民の方が理解できていない現状というところで、しっかり

と町民の中にももっともっと広く浸透していけばもっといいものになるのであろうなとい

うふうに考えています。さまざま５つの事業がこの中でありますけれども、非常にいい事

業だなというふうに私も思っているところです。ですが、やっぱりわかりにくいというと

ころが一番問題、課題なのかなというふうに思っておりまして、そのわかりにくいという

ところを何とかするというところでは、民間の会社とかではよく使われているのですが、

ＫＰＩという指標がありまして、目標数値をしっかり定めることによって、これは効果を

検証するということにも当然使いますが、それを導入して重要なことは何を目的としてい

るかわかりやすいということです。数値を決めるということによってどういう方向を目指

しているのかということがわかりやすくなるということがありますので、この５つの事業

それぞれ数値をしっかり定めて、ここを目指しているのだというところをやってほしいの

ですが、その点についてお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 事業を行う上のＫＰＩというお話でございますけれども、確

かにおっしゃっているとおり、ある程度数値を明確にしてということもございますけれど

も、それをどこに置くかというのは非常に難しいものがありまして、ご存じのように、ま

ず子どもから、子どもを変えていこう、大人が変わっていこう、社会が変わっていこうと

いうような理念でやっているものですから、数値に反映されるべきものというものがどれ

なのかというのは非常に難しいと思います。当然評価をしていく、評価なり成果を皆様に

理解していただくということは大切だと思っていまして、指標も大切だと思いますけれど

も、今の段階ではこのような効果があらわれました、このようなことで町が変わっていき

ましたというようなことを皆様に知ってもらえるような努力をしていきたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、時間もなくなってまいりましたので、最後になりますが、しっか

り指標を決めるということは難しいというのは十分わかるのですけれども、それは参加し

ている方々が統一した目的でやっていくということでは非常に重要ですし、町民に私も説

明するときに、これはどういうことを目指して、こういうところをゴールとしてやってい

るのですよという説明をしたいというときにもちょっと説明しかねる面も多々ありまし

て、できればそういう指標もしっかりと定めていってもらいたいなと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 これで沼尾昌也議員の一般質問を終わります。 

 次に、６番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ６番、安藤議員。 
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〇安藤議員 通告に従いまして一般質問を行います。 

 行財政改革について。６月の定例会において、町長の執行方針の中で行財政改革につい

ての話はありませんでした。ただ、執行方針の中では、厳しい財政状況であるがというこ

とで、具体的な改善、改革策は示されておりません。２年後、第４期まちづくり計画がス

タートとなるに当たり、行政改革は欠かせないことと思います。次の４項目について伺い

ます。 

 １、現在行政改革はどのように検討されているのか伺いたい。 

 ２、職員の行政改革推進本部を設置し、活動しているのか伺いたい。 

 ３、平成29年11月の行政改革推進委員会において行財政改革プラン2011のＣ評価、15項

目について検証、実施しない項目があるので、内部で確認していきたいということになっ

ていたが、その後どのように検証されたのか結果を伺いたい。 

 ４、平成30年監査委員の浦幌町の各会計決算審査意見書の総評で、経常収支比率が88.5％

と昨年より上昇しており、90％を超えると危険ラインとなると指摘されている。このこと

について今後どのように対処していくのか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えします。 

 本町における行財政改革は、平成８年度から平成27年度までの間、第１次から第４次に

わたる行政改革大綱、行財政改革プランにより、経費節減など直面する財政不足の解消な

どを主眼に置きながら取り組んできたところであります。 

 １点目の行政改革はどのように検討しているかについてですが、これまで４次にわたり

行財政改革を進めてきたこともあり、現在行政改革を進めるプラン等の検討は行っており

ません。しかしながら、自立した自治体行財政を推進するために常に改革を進めるという

基本理念は変わらないことから、引き続き効率的、効果的な行財政運営に努めてまいりた

いと考えているところであります。 

 ２点目の職員の行政改革推進本部を設置し、活動しているかについてですが、行財政改

革推進本部の所掌事項は、行政改革大綱の策定及び実施に関すること、また行政改革にか

かわる重要事項に関することであり、１点目で申し上げたとおり、行政改革のプラン等の

検討は進めていないことから、現在活動しておりません。 

 ３点目の行政改革プラン2011のＣ評価の検証についてですが、目標達成度が計画に遅延

しているとするＣとなった15項目について判断、整理した結果、実現性と現実的な必要性

を考慮し、平成29年度にその取り扱い方針を定め、日々の行政の中で取り組んでいるとこ

ろであります。 

 ４点目の経常収支比率の上昇に対する対処についてですが、平成30年度決算に基づく経

常収支比率は88.5％と平成29年度と比較して2.6％上昇しています。これは、経常収支比率

算出における分母の大半を占める普通交付税及び臨時財政対策債が平成30年度において合
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わせて１億2,193万8,000円減額されたことが要因であります。経常収支比率の改善は、経

常的収入の増加または経常的支出の減少が必要になります。しかしながら、経常的収入に

ついてはその大半を占める普通交付税及び臨時財政対策債が本年度の決定額においても普

通交付税と臨時財政対策債を合わせた額で36万1,000円減少しており、今後においても大幅

な増加は期待できない状況にあります。また、経常的支出についても、本年10月からの消

費税率の引き上げ、令和２年度からの会計年度任用職員制度導入による人件費の増加など

が見込まれる状況にあります。 

 以上のような状況を踏まえ、予算編成時において歳出全般にわたる経費を細部まで再積

算し、徹底した縮減により財源を捻出するとともに、町民目線に立ち、改めて事業の必要

性及び費用対効果を十分に検討し、限られた財源の効率的、効果的な財政運営に努めてま

いります。 

 以上、安藤議員の答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 私が平成28年６月の議会の一般質問で行政改革プラン2011の検証について質

問しております。その中で町長は、いずれにしても内部評価、外部評価をした中で今後の

行政改革については検討していきたいと答弁をいただいております。 

 それと、もう一つ、30年の３月、予算審議の中でも私が行政改革委員会のてんまつにつ

いて質問しております。その中では、これについては大々的に見直しをかけていかないと

ならないだろうなというふうにこのたびの最終的な判断をさせていただいたということ

で、今後これをどう進めていくかということについては庁内で十分検討しながら、行政改

革について新たな視点で進めていくことがどうかということも含め、根本的に練り直す必

要があるだろうということで答弁を受けております。こういうふうに検討する、練り直す

ということが答弁で出されているにもかかわらず、今回行政改革のことについては何もさ

れていないという答弁でございますが、この辺についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 練り直すという形で何も進められていないのではないかというご質問だと思いますけれ

ども、行政改革には町長の答弁のとおり効率的、効果的な行政運営が必要だということで、

そこを基本に置いておりまして、例えば予算編成のときの予算要求時の事業精査ですとか、

行政改革に関連します国等からの各種調査、公表等を意識した事務事業の見直しなども行

っておりますことから、そのような内容ということで、具体的に行革という形での話は進

めていないということでご理解願いたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 行財政改革については進めていないということがこの浦幌町にとってどうな
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のでしょう。その辺、今までも行財政改革をやってきたという根本は、浦幌町は財政難だ

と、そういうことから始まったことではないかと思います。それで、町長が６月の執行方

針の中で財政的に厳しいということを言っているにもかかわらず、行政改革などは一切や

っていませんよってよく答弁できるなと私は思います。その辺についてお伺いしたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 町長からも答弁申し上げましたし、安藤議員からのご質問についてでござ

いますが、これまでも行政改革につきましては説明する中で、第１次から第４次まで行っ

てきたということは繰り返し説明させていただいているところなのですけれども、特に第

２次の平成14年度から平成18年度の計画のときは途中で豊頃町との合併の破綻ということ

もありましたし、非常に厳しい財政状況でございました。その中で、第２次計画を前倒し

して第３次計画ということで取り組んだ時期もございましたが、その中では各種使用料の

見直しや補助金の削減、それから人件費の見直しなど、町民の方々にもいろいろご協力い

ただきながら、そういった財政の健全化に向けて行ってまいりました。また、組織のスリ

ム化の中でいきますと、指定管理者制度の導入とか、そういった部分についても民間委託

の推進も含めながら行ってきたところでございますけれども、今現在なのですけれども、

全くそういった行政改革について取り組んでいないということではなく、先ほどの答弁に

もありましたけれども、常に改革を進めるという基本理念を持ちながら、財政状況、その

当時と比べるとどうなのかという部分はございますけれども、そういったものをトータル

的に考えて、現在は日々の業務の中で予算編成、それから決算におきましてもそういった

数値を確認しながら進めているということでご理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 そういう行政改革を進めているということですが、町民に知らせるというか、

情報公開です。そういうことを具体的に出さない限り、町が行政改革をやっていますと、

どこやっているのだと、みんなそう思うと思うのです。だから、行政改革のプランなりな

んなりを作成していくべきでないかと、私はそう思っておりますけれども、その辺につい

てお伺いしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 行政改革についての考え方でありますけれども、私の執行方針の中で行政改

革自体については述べていないところでありますけれども、常に行政運営については効率

的、効果的な行政運営を心がけていくというふうに述べさせていただいています。行政改

革プラン2011については、23年から27年にわたって51項目にわたって項目を出しながら行

政の洗い直しを行ってまいりました。その中で、財政運営も含めてしっかり町民との対話
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を進めて、効果的なものが出てきたのだろうなというふうに思って今いるところでありま

す。今現在地方に対する国からの地方交付税等々は厳しい状況にありますので、この厳し

い状況の中でいよいよしなければならない、第５次を立ち上げなければならないという状

況になった場合については当然考えていかなければならないというふうに思いますけれど

も、27年まで行った行政改革プランの中で町民と対話した精神をしっかり毎年の行政方針、

または財政計画の中で行っていっているつもりであります。そういう面においては、今改

めて行政改革プランを新たに立ち上げるということではなく、日々の中でしっかり財政運

営を行ってまいりたいというふうに思っていますし、それは行っているという自負を持っ

ているところであります。 

 以上であります。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。どちらにしても、行政改革推進本部はもうないと、まだ組織

していないということです。ない中で職員が協議するところというと、管理職会議、課長

会議でないかと思います。管理職会議は毎月開催されておりますけれども、この中で行政

改革も含めまして、今職員の機構改革など、そういう意見は出ているのか出ていないのか

お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 現在第３期まちづくり計画が９年目、来年度で完了ということになりまし

て、現在職員による第４期まちづくり計画のための総合振興計画策定委員会を立ち上げた

ところでございます。この策定委員会を初め、先ほど安藤議員からおっしゃったとおり課

長会議が庁内の最高関係会議でございますので、その中でもいろいろなまちづくり計画に

かかわる情報提供を行いながら進めているところでありまして、今後こういった行政改革

の中に基づきます組織的なことに関しても議論していくのですけれども、今年度行ってい

る会議の中でも組織機構についてもどうなのかという意見も中では上がってございますの

で、それらも含めながら今後詰めていくというような状況で考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今第４期まちづくり計画の策定委員会をやっているということですが、行政

事務改善委員会は、16名で組織され、その中には係長も含めて組織されるということがあ

ります。課長以下の若い職員が行政改革についてどのような意見を持っているかというこ

とも聞いていくべきかと私は思いますけれども、その辺の行政事務改善委員会、その関係

については今どのようになっているのかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 
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〇山本副町長 具体的に今開催時期等は決まっておりませんけれども、これまでも事務改

善、いろんな事務事業の見直しや、それから組織の再編につきましては今議員がおっしゃ

ったとおり、事務改善委員会の中でも議論いただきながら進めているところでございまし

て、今回７月１日付で人事異動も行っているところなのですけれども、そういった中で町

全体の組織についてもいろいろな職員から意見をもらう時期ではないかなというふうに考

えるところでございますので、今後10月以降そういった中での議論を、問いかけをしなが

ら議論してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。第４期まちづくり計画が２年後にスタートするということで、

今策定委員会をつくってやられているということですが、そういうことで今後も行政改革

推進本部もある程度設置する方向で検討していただきたいと、私はこう思っております。 

 最後に、経常収支比率の関係です。要因は交付税なり臨時財政対策債が減らされたとい

うことでございます。ただ、予算時点では減額されるということで予算編成はされている

と思っております。このような数値になると予想されていたのかどうか、それをお伺いし

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、交付税の減額につきましては予算の中

では減額される見込みということで当然計上しておりますが、それはあくまでも過大な見

込みをしてお金が足りなくなるといったことが起きては困るので、それで多目に減額をし

て予算を要求していたところでございますが、現実にもともと想定したものと同じぐらい

減額されてしまったということでありまして、最初から必ずここまで減るだろうというこ

とは、なかなか交付税の予測というものは難しく、今年の金額もたまたま大体予算をちょ

っとオーバーするぐらいでありましたが、来年度以降もそれがどうなのだという話をされ

ても、なかなか見通しが立たないというのが現実でありますので、ご理解をお願いします。 

〇安藤議員 終わります。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問を終わります。 

 次に、４番、伊藤光一議員の質問を許します。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 一般質問通告書、浦幌町議会会議規則第61条第２項の規定により、次のよう

に通告いたします。 

 準職員の制度であります。（１）地方自治法第172条には臨時、非常勤職員に関する規定

が置かれているが、浦幌町には非常勤職員の一種として準職員という制度が設けられてい

る。ところで、現在浦幌町立診療所においては正職員が４人、準職員が15人と圧倒的に準

職員の数が多い。人の健康、生命を預かる職種においてこの状況はかなり違和感を覚える

ことから、準職員がここまで多い理由及び今後正職員の数をふやすなど改善策を講じる考
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えの有無について、また来年４月より始まる会計年度任用職員制度と準職員との関係につ

いてどのように考えているか伺う。 

 （２）準職員は、正職員と同様の業務を行っていながら待遇面では正職員よりも劣って

いることから、準職員から正職員への登用の制度を設けることにより準職員の働く意欲に

も影響し、昨今の労働に関する諸制度にも合致すると考えるが、当該制度を講じる考えの

有無について伺う。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 伊藤議員のご質問にお答えします。 

 地方公務員法並びに地方自治法に基づく一般職の職員の任用に関して、本町ではこれま

で定数内職員である正職員のほか、定数外職員で臨時、非常勤の職である準職員、臨時職

員、嘱託職員といった勤務条件等の異なる４つの形態で任用してきましたが、令和２年４

月１日からの改正地方公務員法の施行に伴い、今後一般職の職員に任用する場合は正職員

または非常勤の職である会計年度任用職員のいずれかによることとされ、従来の方法で任

用してきた臨時、非常勤の職の身分を再設定することが必要になります。 

 １点目の浦幌町立診療所における準職員が多い理由、正職員数の数をふやす等改善策を

講じる考え方の有無及び会計年度任用職員制度の関係についてでありますが、当診療所は

過去に公設民営で運営されておりましたが、平成16年１月から浦幌町が直接運営すること

となり、その際に当時の委託先の病院職員を勤務条件が従来の水準を下回らないよう準職

員として採用することとした経緯があるため、それ以降も新たに採用する場合は現に勤務

する職員との均衡を踏まえて同様の取り扱いをしてきたところであります。また、平成31年

４月１日現在の本町の職員数は、正職員129名、準職員39名の合計168名ですが、総務省が

公表する類似団体別職員数の状況、平成30年４月１日現在によると本調査の対象となる正

職員と準職員を合わせた本町の一般行政の職員数は120名であり、人口、産業構造が同規模

の町村の職員数の平均92名と比較すると28名多い状況となっています。 

 そうした背景から、現状の準職員を正職員とするといった改善策を講じることは困難で

あり、会計年度任用職員制度との関係についても現在臨時、非常勤の職にある方は会計年

度任用職員とすることで現在検討しており、従来どおりの勤務条件を前提に当該職員と協

議を進めたいと考えております。 

 ２点目の準職員から正職員への登用制度についてでありますが、本町の正職員数は平成

元年度以降最も多かった平成９年４月１日現在で164名でしたが、三位一体改革による地方

交付税の大幅な減額、２度にわたる合併協議の破綻により自立の道を歩むことになり、財

政の健全化を進める上で退職者の不補充などによる正職員の採用抑制により、平成31年４

月１日現在ではピーク時と比較すると35名減少している状況にあります。このような経過

などから、正職員数については現状と同程度の職員数で維持することを想定しているため、

そうした制度を講じる考えはありません。 



                                             － 22 －

 以上、伊藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、何点か最初に確認させていただきます。 

 先ほどの答弁で地方公務員法並びに地方自治法に基づく一般職の職員の任用という文言

がございました。そうすると、準職員は地方自治法及び地方公務員法が適用されるという

ことでよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、準職員につきましては浦幌町臨時職員

取扱要綱というものがございまして、基本的には地方公務員法が適用されますが、その中

で一部については適用がされないということで規定をしているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほど浦幌町臨時職員取扱要綱というお話が出ましたが、この要綱とは何で

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 この要綱につきましては、本町の定数条例の規定に基づく職員以外の

一般職の職員の任用、給与、身分及び勤務時間等を定めるために設けた要綱でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 私のほうでも浦幌町臨時職員取扱要綱というのを見させていただいておりま

す。その第２条に、定数外職員を準職員と臨時的任用職員というふうに区分されておりま

す。第２条には準職員、臨時的任用職員の定義が記載されております。そうすると、準職

員というのは地方公務員法第22条第５項に基づく臨時的任用職員とは別の概念ということ

でよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 準職員につきましては、ただいまお話のありました地方公務員法第

22条第５項に基づく臨時的任用職員とは別になります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、準職員に看護師、介護福祉士等の国家資格者はいらっしゃいます

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 準職員の中に資格等を保持している者はおります。 
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〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほどお話あった臨時職員取扱要綱の準職員の定義ですが、地方自治法第

172条第３項ただし書きの臨時職員のうち、やや恒常的な職に単純労務職としてという記載

があります。看護師、介護福祉士はこの単純労務職とは私は同じであるとは考えられない

のですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、町立診療所につきましては、先ほど町

長から答弁申し上げたとおり、平成16年１月から本町が直接運営することとなりまして、

その際の委託先の病院職員を準職員として採用した経過から準職員としたものですので、

そちらについてはご理解を願いたいと思いますとともに、正職員の場合には職務の級に応

じて職務の内容等が定められておりますが、準職員につきましては職務の級というものが

ございません。そういった意味で単純労務職と言っているだけであって、やっている内容

が単純だという意味ではないということでご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、看護師、介護福祉士等に限ってのお答えで結構ですが、準職員と

正職員が同じ仕事をしているにもかかわらず待遇が違うという不満を私は耳にしておりま

すが、そのような状況はあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、現実に同じ職場の中で正職員と準職員

が混同しているといった職場はございます。ただ、そういった不満があるといったことで

直接我々のもとに届いているといったものはございません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 もう一度確認しますが、同じ仕事をしているにもかかわらず、正職員と準職

員がいて、その待遇が違うという事実があるということでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 申しわけございません。同じ職場にいるというだけであって、職務の

内容については同じではないというふうに認識をしております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 職務の内容は同じものではないという答弁でしたが、そうすると正職員は正

職員の仕事、準職員は準職員の別の仕事ということで区分けがされているということでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 
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〇新川診療所事務長 今のご質問なのですけれども、総務課長言ったのは、区分けされて

いるという意味合いではないと思います。そうではなくて、あくまでも職務としては、看

護師であっても準職員います。介護士であっても当然準職員います。そして、事務員であ

ってもいます。そんな中身で、職務上は仕事の内容というのは、例えば看護師でいいます

と医療全般、または病棟患者の介護、これに携わります。そして、看護助手、これにつき

ましては病棟患者介護。両方それぞれ資格者はもちろんいますし、その中では準職員、正

職員、それは関係なく職務としては同じ業務でいるということは、それは事実でございま

す。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、同じ業務で待遇が違うという状況があるということでよろしい

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 待遇につきましては、先ほど町長が最初に答弁いたしましたが、浦

幌町に町立診療所として開設した、そのいろんな経緯、経過があると思います。そういっ

たことを踏まえて、正職員との差異がないような形で採用という条件でやってきていると

いうことでありますので、職務の差異というか、準職員と正職員ということに分けて最初

からということではないと思いますが、今までの経緯、経過というのがあるということは

ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 済みません、もう一度確認したいのですけれども、同じ仕事をしているにも

かかわらず正職員と準職員は待遇の差があるという事実があるのかないのかお答えいただ

けますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２６分  休憩 

午前１１時２８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 まず、職務の内容といたしましては、先ほど言ったとおり同じ職務

をしています。責任という意味では、そういう意味では例えば準職員、正職員かかわらず

同じような責任を持ってやっていると思います。まず、職員からいいますと、準職員の方
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も日々仕事やる上では正職員と同様に医療業務、これ多忙ですけれども、患者様に対して

誠心誠意尽くすというか、日々医療業務に取り組んでおります。全職員の人事評価という

のをやっていますので、その中でまず面談なんかでも、個人目標ですとか、あと職場環境、

これについてもいろいろ話はさせてもらっています。採用の条件で最初から浦幌町立診療

所になった後に採用された看護師もいれば、ほかから人事異動によって来られた方もいま

す。そういう方については正職員という形をとっている場合もありますけれども、ただ職

務的には、正職員だから、準職員だからと、そういう意識のもとにモチベーションが下が

っているような仕事ではなくて、同じ責任感を持った上で仕事をしているということはご

理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 確かにそのとおりなのです。同じ責任を持って働くということですから、待

遇面では同じでなければ平等ではないのではないかなと思うのですけれども、いかがです

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 確かに今言われるように、待遇面同じにするのがベストだとは思いま

す。ただ、先ほど来答弁で申し上げているとおり、これまでの経過というものがございま

す。それとまた、職員数が本町の場合は多いという事情もございますので、そういったこ

とでこういった形で今までも進んできているという状況でございますので、それについて

はご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、準職員の待遇面を改善する。大体私が計算すると正職員の８割

程度の待遇と考えておりますが、それで間違いないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、それぞれの個人個人によって差異も出

てくるものがございますので、何割という計算は私どものほうもしてはいないのですけれ

ども、ただ給料ですとか、手当の中で期末、勤勉手当、それから寒冷地手当、こういった

ものに正職員との間で差が生じているといった状況でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今民間において働き方改革ということが叫ばれておりまして、同一労働同一

賃金の考え方が普及しております。当該準職員に対しましても同一の賃金を支給していく

考え方が今の時代に沿うのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、短時間労働者及び有期雇用労働者の
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雇用管理の改善等に関する法律が令和２年４月１日から施行されます。同法の第８条及び

第９条では、正規の労働者と短時間、有期雇用労働者の間における不合理な待遇の禁止で

すとか、差別的な取り扱いの禁止が規定されているところではございます。どういったも

のが具体的に不合理な待遇に当たるのかといったものは個々の状況により判断することと

なると思われますが、先ほども申し上げたとおり、本町の正職員と準職員との待遇の差に

つきましては給料、期末、勤勉手当、寒冷地手当で異なっておりますが、そのほかの手当

ですとか時間外勤務手当の割り増し率ですとか、昇給等については同様の取り扱いとなっ

てございます。 

 ただ、先ほども申し上げとおり、同じ職場で同じ業務を行っているにもかかわらず正職

員、準職員が存在するのは好ましくないといったこともあるのは事実ではございますが、

先ほど来申し上げているとおり、本町の職員数がどうしても多いという部分と、それから

これまでの経過の部分、そういったことで正職員の数をふやすということはなかなか今こ

のご時世では難しい状況となっておりますので、そこはご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 正職員の数については、浦幌町職員定数条例というものがございます。第２

条、職員の定数は次に掲げるとおりとすると。（１）町長の事務部局に属する職員として

130人ということに条例ではなっております。先ほどの答弁で町長の事務部局に属する職員

が今現在何人なのか、ちょっとはっきりしなかったものですから、その点お答えいただけ

ますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 定数条例との関係でございますが、町長部局とか部局ごとの集計した

ものをただいま持ち合わせておりませんので、お答えすることはできませんが、定数条例

上は152名となっているところ、現在は129名という状況でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 129名というのは、先ほど私が申し上げた町長の事務部局に属する職員の数で

はないですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 定数条例の中では、町長の事務部局以外に議会の部局ですとか、教育

委員会ですとか分かれておりますが、それら全て合わせたものの数字が129名ということで

ございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 私が計算した数によると、町長の事務部局に属する職員が120と私は認識して

おります。なので、10人程度の余裕があるわけです。この準職員から正職員への変更も定

数条例にも違反しないという状況だと私は考えております。何とか準職員から正職員への
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登用制度を認めていただくことはできないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今お話あったとおり、定数条例上152名であり、現実には129名という

ことで余裕がありますので、正職員に登用できるのではないかというお話でございますが、

先ほどの安藤議員の質問にもありましたとおり、行財政改革というものを進めておりまし

て、これまで152名の定数でありましたが、職員数を退職者の不補充とかに伴いまして減ら

してきているという経過がございます。本来であれば定数条例もそれに合った形で減らす

のが本当ではあると思うのですけれども、それらについても今後の状況がなかなか見えな

いという部分がありますし、新たな事業等が入ってきて、減らそうと思ってもなかなか減

らせないということもあるかもしれません。そういったこともあって、定数条例上はこの

まま152名という形で進めてきておりましたが、現実には減らしてきているといった状況が

先ほど来お話ししているとおりございます。そういった状況から、定数条例上に余裕があ

るからといって正職員の数をふやすというのは、先ほどからの繰り返しになってしまいま

すが、本町の職員の数が多いことですとか財政上の問題もございますので、そう簡単に正

職員をふやすということはできないということをご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 浦幌町臨時職員取扱要綱の話にちょっと戻るのですが、この要綱はどのよう

な根拠に基づいてつくられているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 要綱ですので、地方自治法に基づいた中での策定ということで要綱を

策定しているものでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回準職員の制度を一般質問するに当たって、私のほうでいろいろと勉強、

研究させていただきました。地方公務員法第24条第５項、職員の給与、勤務時間、その他

の勤務条件は条例で定めるというふうになっています。この要綱というのは条例ではない

ですよね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 これは要綱ですので、当然条例ではございませんが、地方公務員法で

言う部分につきましては正職員、それの部分について条例でうたうということになってい

るものでございまして、今後先ほどの答弁にもありましたとおり、会計年度任用職員制度

が始まります。そうしますと、今度は地方自治法のほうも改正されておりますので、臨時

の職員ですとか非常勤の職員についても条例で定めなければ給与等を支給できない形にな

りますので、今後第４回町議会定例会において今のところ会計年度任用職員の条例を提案
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する予定としておりますので、その中でうたっていきながら、来年の４月１日から施行し

ていくという予定でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今後会計年度任用職員制度との関係で条例で定めるというお話がありました

が、今現在も条例で定めなければいけないのではないですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今現在については、条例で定めなくてもよいというふうに認識してお

ります。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 いろいろと法律なかなか入り組んでいて難しいのですが、準職員とは地方自

治法第172条第３項ただし書きの臨時職員のうちと書いていますので、第172条第３項ただ

し書きの臨時職員という考え方でよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 そのとおりでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほど地方公務員法には臨時職員は当たらないというお答えでありました

が、地方自治法にも同じような規定がありまして、第204条第３項、給料、手当及び旅費の

額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならない。先ほど答弁いただいた準職

員とは、地方自治法第172条第３項ただし書きの臨時職員であります。ですから、地方自治

法第204条第３項の条例でこれを定めなければならないという規定は適用になるかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 準職員につきましては、そちらのほうではなくて、私どものほうでは

第203条の２というものが新たにできますので、そちらのほうの報酬、費用弁償及び期末手

当といった部分がございます。そういった部分のところでの適用かなというふうに考えて

おります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 第203条でもいいのですけれども、第204条第３項には給料、手当、旅費の額

並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならないというふうに記載になっていま

す。これは、例えば第204条の職員だとかいう限定はありません。給料、手当、旅費の額、

その支給方法は条例でこれを定めなければならないと規定されています。にもかかわらず
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浦幌町にとってはこの要綱という条例以外の規定に基づいて支給しておりますが、これは

ちょっと問題なのではないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今言われた部分につきましては、私どものほうで精査してみなければ

何とも言えない部分がございますが、いずれにしましてもそういったこともありまして、

来年４月からに向けましては新たな条例を設けた上で規定をしていくということで、そう

いったことが生じないような形になりますので、ご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あと、先ほどの答弁において会計年度任用職員制度との関係についても現在

臨時、非常勤の職にある方は会計年度任用職員とすることを現在検討しており、従来どお

りの勤務条件を前提に当該職員と協議を進めたいと考えておりますという答弁をいただき

ました。協議を進めるとは、雇用条件について話し合いの場を持つということでよろしい

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 基本的に準職員の方につきましては、方針が決まりましたらそれぞれ

の職員の方とお話をしなければならないというふうに考えております。ただ、臨時職員に

つきましては、基本的に継続して雇用するというものにはなっておりませんので、それら

につきましては新たな雇用条件を提示した上で新たに採用するという形になりますので、

ご理解願います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回法令が変わるということで、条例を作成していただけるとお答えいただ

きましたが、それはいつごろの話になりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほども一応答弁させていただいたのですが、第４回町議会定例会に

提出する予定としております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 では、その条例で臨時職員に関する規定はきちんと精査され、条例に基づい

て今後は準職員、臨時職員に関する給与等は支払われるということでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 そのとおりでございまして、ただ準職員ですとか臨時職員といった名

称は法律等の改正によって名前が若干変わる可能性はございますが、いずれにいたしまし
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ても全てについて条例で規定をし、それに基づき今後支給するといった形になります。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今後は条例で定めていただけるというお話をいただいたので、私としてはこ

れで終わりといたします。準職員の待遇面に関して、いろいろと正職員と比べて待遇が悪

いという不満をちらちら私は耳にしております。ぜひ今後準職員の待遇の改善について検

討いただき、条例案としていただければなと考えております。 

 あと、最後に町民の福祉向上のため日々我々業務を行っていることは、我々議会と執行

部は同じと考えております。今後も議会からさまざまな要求をしていくつもりですが、ぜ

ひこのような討論を通じて我々の提案にも少しでも耳を傾けていただき、執行部と議会で

よりすばらしい町に発展していくことを希望しております。答弁は不要です。 

 ありがとうございました。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 伊藤議員、答弁は要らないという話ですけれども、一応整理だけはさせてい

ただきたいなというふうに思います。 

 準職員の正職員への登用にはできるだけ雇用条件を改善するという意味においては、議

員のおっしゃることについては私どもとしても同じ思いでいるということをまずお伝えし

ておきたいというふうに思っています。ただ、現状については総務省が示している類似団

体の職員数と浦幌町は大きな数の乖離があるということも先ほど説明をさせていただきま

した。国は、積極的ではないにせよ、地方公共団体の民間への事業委託を推奨していると

いう状況にありまして、その推奨により交付税にも反映させるという考えを今現在示して

いるという状況にもあります。そういう面では、行政のコンパクト化を進めたいというの

が国の考え方だろうというふうに思っているところであります。乖離を少なくするという

圧力は当然あるわけでありますけれども、これまでも大幅な定員削減を行っておりまして、

また広大な面積を有する浦幌町としては町民の皆様へ公平なサービスを提供するという、

それを義務として行政としては持っているわけでありまして、乖離が生じてしまうのはあ

る程度は仕方がないというふうに考えているところであります。 

 ただ、残念ながら自主財源が大変乏しい地方自治体、浦幌町にとりましても準職員を正

職員にするということは即経常収支にはね返るということが明らかでありまして、今現在

の状況でいえば、当然財政の危険ラインを突破すると、超えてしまうという状況になると

いう現実もあるということをご理解をいただきたいというふうに思います。雇用を守ると

いう観点からすれば、現在の雇用制度をとらざるを得ない状況にあるということでありま

して、募集においてもその点では正職員と準職員の雇用条件を提示しながら採用させてい

ただいているという状況であります。浦幌町としては、雇用条件、環境を守るという点に

おいても会計年度任用職員制度に移行後も特に準職員が不利な立場にならないよう、今後
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とも配慮してまいりたいというふうに思っているところであります。 

 以上です。 

〇田村議長 これで伊藤光一議員の一般質問を終わります。 

 次に、７番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ７番、福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 １項目め、まちづくり基本条例についてお伺いいたします。浦幌町行財政改革プラン

2011、第４次の取り組みについて伺います。この取り組み実績及び目的達成度を記載した

シートにおいて、平成23年度から平成27年度までの計画に51項目のアクションプランが取

り組み内容として挙げられていました。その中の改革の柱、協働（パートナーシップ）の

推進の取り組み項目に自治基本条例の検討があります。平成24年度から平成27年度までの

年度別計画が修正を経ながら取り組まれていますが、この中の取り組み方針にはこれから

の分権社会に対応する上で必要性の高い条例と捉えていること、それと他自治体の事例の

調査研究を進める庁舎内検討組織の立ち上げが記載されています。そこで、次のことを伺

います。 

 １、自治体の基本理念や方針の最高規範である自治基本条例の検討は、その後どのよう

になっていますか。 

 ２、自治基本条例の策定に向けた今後の具体的な計画は。 

 以上２点を伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の１項目めのご質問にお答えします。 

 １点目の自治基本条例の検討はその後どうなっているかについてですが、浦幌町行財政

改革プラン2011の取り組み項目として自治基本条例の検討については、目標達成度が計画

に遅延しているＣとなったことから、Ｃとなった他の項目と同様にその取り扱いについて

整理、検討を行いました。自治基本条例の検討に当たっては、行財政改革プラン2011の取

り組み期間の中で平成24年度に制定した浦幌町町民参加条例を柱とした協働によるまちづ

くりへの町民理解を図るため、条例制定後まちづくり出張説明会を行い、町の課題解決や

まちづくりへの参加意欲の醸成を図ってまいりました。 

 その後、条例制定から５年が経過した平成29年度に町民アンケートを実施し、条例の認

知度を調査した結果が非常に低い認知度だったことを踏まえ、自治基本条例の制定に向け

ては町民や行政区、各種団体、サークルなどの参加が不可欠であることから、当面は町民

参加条例の認知度を上げる取り組みを行うこととし、平成30年度からまちづくり出張説明

会で再度周知を行っているところであります。 

 ２点目の自治基本条例の策定に向けた今後の具体的な計画についてでありますが、現在

具体的な計画はないものの、自治基本条例の検討に当たっては、１点目で申し上げたとお
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り、浦幌町町民参加条例の認知度を図ることを最優先に行い、協働によるまちづくりの醸

成を図ってまいりたいと考えているところです。 

 以上、福原議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 平成24年度に制定した浦幌町町民参加条例というものが知名度が低いという

ことで、アンケート調査までしております。そのアンケート調査は、どのような形で結果

が出ているかお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのアンケート結果のご質問につきましてお答えさせ

ていただきます。 

 29年の町民アンケートの結果でございますけれども、町民参加条例について名称を聞い

たことがあるというものは37％、全く知らないというのが34.9％ということでございまし

た。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 参加条例を全く知らない方もいらっしゃるということです。私も調べてみま

した。知らないということと参加したくない理由も伺っていると思うのですが、その点に

ついてはどのようなお答えがあったでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 済みません、そのような細かな参加したくないという理由の

ものは今の段階で私の手元に資料がないので、よくわかりませんけれども、後で確認をし

たいと思いますが、いずれにしてもそもそも知らないというものですとか、聞いたことが

なくて内容がわからないということ自体が問題があるというふうに思っておりまして、内

部で検討した結果、町長の答弁のとおり、やっぱり認知度を高めていくことが必要ではな

いかということで、平成30年からまちづくり出張説明会の中で改めて説明をさせていただ

いているというところでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 参加することと知らないということ、知らなかったら参加もできないと思い

ますので、行政側は日々努力をしているのであろうと想像しております。私の調査により

ますと、参加したくない理由としては、参加する時間がないとか、それから参加しても町

政に反映されるとは思わないというような参加したくない理由、それと精神的、肉体的に

負担がかかる、それと関心、興味がないというようなことが累々と調査の結果として出て

きております。 

 今一生懸命やっていらっしゃるのか、まちづくりの調査研究というか、そういったもの
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をしながら進めていると思いますが、根本的にいろいろと条例化を図ってきたことで、今

まで当町では第３期まちづくり計画はまちづくりの総合的な計画として最も上位に位置づ

けられるもので、総合的、計画的な行政運営を進めていく上での基本的な指針となるもの

ですと第３期まちづくり計画の中でうたっています。私は、根本的な考え方、物の原型で

ある理念と普遍で完全な存在である理念を明らかにした自治基本条例とローリングしてい

くまちづくり計画との認識の違いはどのようにお考えをしているかお伺いしておきたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 今のご質問にお答えさせていただきます。 

 町の最高計画であるまちづくり計画と、それから自治基本条例の関係をどう考えている

かということでございますけれども、自治基本条例の理念に関しては私どももわかってお

りますし、そこにたどり着くまでにということで第３期まちづくり計画の中で示された計

画の中で町民参加条例というのをつくりまして、その中でそれぞれの責務ですとか、協働

ですとか、基本理念もうたっておりますし、それからステップアップした段階で自治基本

条例に結びつくということが第３期の目標だったと思います。 

 しかしながら、先ほど議員もおっしゃったとおり、アンケート結果ですとか、参加した

くない理由、そういうものがある中で、理念条例だけを先に先行してつくっても、それは

果たして本当に意味のあるものなのかというところも疑問もあるものですから、その辺を

まず解消しなければならないということで、住民の理解を求めるというところに進んでい

るところでございます。 

 また、第４期まちづくり計画について今準備を進めているところでございますけれども、

町民のワークショップですとか、アンケート結果、それからこれから地区懇談会も予定し

ておりますけれども、その中でさまざまな意見を聞きながら、どのような計画としていく

かというのはこれからつくり上げていきたいというふうに思いますけれども、その中でで

も町民と、それから行政、それからかかわってくれる方々のかかわりというものはこれか

らのまちづくりに対しては重要なことだと思っていますので、その辺のいろいろなアンケ

ート結果、それから検証を含めた中で第４期のまちづくり計画の中で反映させていきたい

なというふうに考えているところでございます。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 町民参加条例というのが平成24年３月に条例として制定されております。よ

その条例と比較いたしますと、非常に欠落している部分があるかと思うのです。まず、よ

そでは男女共同参画や20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利を有する条例など具体

的にうたっている自治体もあります。その上で、全てを網羅して基礎、土台となる自治基

本条例を制定する考えはないか、再度伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、自治基本条例に盛り込む内容というのはそれぞれの町で千差万別で、

例えば住民投票条例のことが入っていたりですとか、それぞれそこの町に必要な項目、町

民の方々とどういうふうに町をつくっていくか、その中でどのような理念を持って、どの

ような責務を持ってやっていくか決めるものでございますので、そういう部分においては

うちのただいまある町民参加条例の中で何が欠落しているのかという部分については、こ

れから皆さんとお話をしていく、つくり上げていくまちづくり計画の中で定まってくると

思いますし、当然まちづくり計画の中でも一緒にそういうような、おっしゃったように20歳

未満の方々ですとか、男女がともにですとか、そういうところも当然加えていかなければ

ならないという部分がありますので、それが直接自治基本条例に反映されなければならな

いという、直につながるものではないというふうに判断しています。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 行政側の言い分ではその町、その町のという言い方をされました。私は、こ

れで６度ぐらいは、男女共同参画社会を目指して登用率や何かをずっと質問してきました。

非常に低いのです、浦幌町は。よその高いまちは30とか40とかというふうに高い登用率を

示しております。結局浦幌町は、町民参加条例にもそういったことがうたわれていないと

いうことで、20歳未満の参加の条例もうたわれていないのですが、それは条例にうたわれ

ていなくても行政サイドで中学生のいろんなものを取り上げたりということでやってき

て、やっていることがこういう条例と合わないようなところが多々あると思うのです。 

 それで、参加条例の第12条に、見直しをするというふうに入っております。この見直し

は、どのようなときにどのような状態で見直しを今までやってきたか、お聞きしておきた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 見直しを行ってきたかという部分については、これまで見直しは行ってきておりません。

答弁繰り返しになりますけれども、最初24年にできたときには50カ所の町内を回りまして、

町民参加条例の中身ですとか、こういうふうに一緒に町をつくっていきましょうというこ

とで条例の周知に回ってまいりました。なかなかその効果が得られず、アンケート結果が

先ほど申し上げたような結果ということがございますので、差し当たってはそういうよう

な機運を高めていくことが重要ではないかということで、その結果としてどのような形で

進んでいくことがいいのかというようなことを考えていければなというふうに思っており

ます。 

 それと、理念条例、大変大事なのですけれども、先ほどおっしゃった男女共同参画の部
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分もそうですけれども、理念としてうたった。でも、実際としては参画される方が少ない

という部分でいうと、条例をただつくっただけなのかと、行政が一方的につくったものな

のかという形でなかなか成果が見られないという部分もありますので、そのような理念条

例につきましては町民の皆様ですとか、それから女性の皆様ですか、一緒にやっていこう

という中でこういう条例があったらいいよねというような形ででき上がっていくものがベ

ストだというふうに思っていますので、条例ありきということよりは、そういうところに

重きを置いて日々活動していきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 行政側も住民を巻き込みながら町民参加条例等を執行していくということ

で、非常に参加が少ないということで、特に定める機関を除き、委員を公募するよう努め

るというふうに規定されています。行政側が委嘱した委員と公募の委員と、その割合はど

のようになってきているか、お伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 おっしゃっているとおり、各種附属委員に関しましては公募という要件も定めておりま

すけれども、済みません、現在率については数字は持っておりませんけれども、例えば今

回まちづくり計画に向けてのワークショップ、公募をしましたけれども、なかなか人が集

まらないということで、こちらからお願いしたという部分がありまして、公募委員につい

ても集まっていないという部分は非常に感じております。まさにそういうところに参加し

ていただけるような地盤づくりをすることが一番大切だというふうに思っておりますの

で、今回のまちづくり計画もそうですけれども、そのような考え方を持って業務を進めて

いきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 非常に苦慮しているということがわかります。アンケートの中で、特定の年

代による意思が町政に反映され過ぎていると思っています。しっかりと次世代を産み育て

る意識を中核年齢以上の方は日々の生活の中で実践し、結果を出してほしい。というふう

に参画したくない理由として出ています。町のほうが委嘱する委員の年齢層とか、そうい

ったものにも、今後委嘱する場合に考慮をしていく必要があるのではないかというふうに

思っておりますが、その辺はどうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 ただいまの福原議員からのご質問ですが、それはアンケート調査の中のそ

の他の意見の中で多分出された個人的なというか、いろんな意見の中の一つだというふう

に思います。 
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 これまでも委嘱に当たりましては、先ほどから福原議員がおっしゃる女性の登用に関し

ても、昨年男女共同参画基本計画をつくりましたので、それにあわせまして現在の状況等

も職員に周知しまして、管理職会議や課長会議の中でも更新のときには女性の参画に努め

てくださいということでそれぞれの担当のほうにも声かけをしておりますし、また先ほど

公募ということがありましたけれども、これにつきましても正確な数字はただいま持ち合

わせておりませんけれども、まちづくり計画や先ほどまちづくり政策課長が答弁したよう

に、町民ワークショップ、それから現在７月から行っております水道の審議会の中も公募

の方ということで、一般の方から応募いただいて進めているところでございますので、そ

ういったところも含めながら、トータル的に年齢層とか、それから町内広いものですから、

地域単位とか、そういったものを考慮しながら委嘱をさせていただいているということを

ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 非常に行政側も大変な思いをしていると思います。審議会とか委員会とかと

いうのは、ほとんど夜に開催されていると思うのです。夜に都合の悪い方もいらっしゃる

と思うのです。昼間ですと参加できるのにというような話も聞いております。非常に関心

を持たれている方も中にはいらっしゃいますので、今後説明をする場合においては昼間で

もよしと。年齢を区切って、昼間は若いお母さん、お父さんにというふうに年齢区切って

説明会を開くのもよろしいかと思うのです。だから、その辺は、きょうは若いお母さん方

の意見を聞こうということで、画一的なやり方で参加が少ないということはやはり工夫が

足りないのではないかなというふうに思いますので、その辺は今後考えていっていただき

たいというふうに思っております。 

 ２点目の自治基本条例の策定に向けた今後の具体的な計画についてということで、現在

具体的な計画はないものの、自治基本条例の検討に当たっては浦幌町町民参加条例の認知

度を図ることを最優先に考え、協働によるまちづくりの醸成を図っていきたいというふう

に答弁がありました。この・・・・・参加条例では私は非常に不安を覚えます。認知度を

図る前に、20歳以下の子どもですとか、それから女性の参加、男女の参加条例というふう

なものを直して、修正してから私は説明に歩いていただきたいというふうに思っておりま

すが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

この条例につきましては、先ほど来まちづくり政策課長から説明しておりますけれども、

多くの町民の方々がかかわっております。ですから、普通の条例と違うのは、第１条でも

目的としますとか、言葉尻が違うのです。これは、町民の方々が何回もワークショップを

重ねながらつくり上げてきた条例でございます。ですから、本来であれば目的とするとか、
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そういう言葉尻なのですけれども、かかわった中でそういった言葉はどうでしょうという

ことのご提案をいただきながらこの条例をつくってまいりました。ただ、年数が経過して

おりますので、確かに見直しは必要な部分があるかというふうに・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・思うところでございます。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 少しきつい言い方をしました。よそのこういう町民参加条例をひもといてみ

ました。参加するよう努めることとか、易しい言葉で、これなら参加して何かしてあげら

れるかな。浦幌町の町民が何回も集まって検討したというふうに今副町長のほうからおっ

しゃっていましたけれども、本当に言葉がかたいというか、参加するような気持ちになら

ない条例というか、箇所がたくさんあります。そういったことをよその町村と比べるわけ

ではありませんが、この町はこういう態度で町民の参加を促しているのだなということが

わかるというか、何とかできないながらも参加してやってみようかという、そういうよう

な気持ちにさせるような条例に私は見直していただきたいというふうに思っております。

その件についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 先ほども申し上げさせていただいたのですけれども、ほかの町村と比べる

とということで今福原議員のほうからお話がありました。ただ、私どもこの条例の制定に

当たっては、全てではないのですけれども、ワークショップのほうにかかわらせていただ

いて、そのとき参加された方々が町でもともとある条例や規則の条文って非常にかたいよ

と、だから言葉尻もう少しやわらかくしましょうと言って、できたのがこの条例でござい

ます。ですから、いろいろ説明の中でも、先ほどの繰り返しになりますけれども、このこ

とはこういうことですよと、そういうふうに寄り添ったような形でつくったつもりでござ

います。ただ、時代の変遷とともに、ほかの町村ではさらにそこに配慮されたものがある

ということでございますので、そういった部分については参考とさせていただきますけれ

ども、この条例につきましてもそういった町民の方々からのいろんな思いをもってできた

条例でございますので、あえてこの条例の言葉尻を変えるというのではなくて、このこと

を改めて町民の方にご理解いただきたいと。 

 これまでもまちづくり出張説明会でも何度もお話しさせていただきました。そのときも

町民の方々からは、そんな条例あったのということもお伺いしていますけれども、それは

私たちの説明不足でもあったということは重々捉えているところでございますので、今後

さらにそういう機会を利用して説明を加えさせていただきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 行政の答弁もわかるかと思います。やってやるから参加すれというような姿
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勢だと誰も参加しないと思います。一緒に考えてやりましょうと、この当時のどなたがこ

の条例をつくったか私はわかりませんが、上から目線でなく、町民と一緒に歩むような浦

幌町町民参加条例というのをつくっていただきたいと私は思っております。 

 次に、２項目めの子育て応援施設の設置について伺います。（１）例年みのり祭り会場で

も授乳場所が１カ所しかなく、若いお母さんが困っている姿を見受けます。安心、安全な

子育てができる環境づくりの一環として、乳幼児連れの方が外出できる環境づくりを推進

するため、さまざまなイベントなどに利用できる子育て応援設備（移動式赤ちゃんおむつ

がえ及び授乳スペース、キャスターつき）を設置する考えがあるかどうか伺います。 

 （２）役場１階の広い窓口のスペースにこの移動式子育て応援設備を常設して、大きな

イベントがあるときには移動や主催者への貸し出しをしていただければなおよいのではな

いかと思いますが、以上お伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 １点目の子育て応援設備を設置する考えについては、乳幼児連れの方のさまざまな場面

での環境改善対策として平成30年度に授乳、おむつがえテントを防災用備品として１基購

入しており、新たに移動式赤ちゃんおむつがえ及び授乳スペース、キャスターつきを設置

する考えはありません。購入した授乳、おむつがえテントは、昨年のみのり祭りにおいて

浦幌町観光協会へ貸与し、ご利用いただきましたが、利用者より増設要望もあったことか

ら、本年度においては主催者である浦幌町観光協会と協議の上、１基増設し、同規模の代

用テントを貸与することとしております。 

 ２点目の役場１階のスペースへの常設につきましては、役場１階東側に設置されている

町民相談室を授乳スペースとして利用していただくことも可能ですので、新たな設備を常

設する考えはありません。また、イベントへの貸し出しについては、主催者からの申し出

により貸与することとしております。 

 以上、福原議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 移動式キャスターがついたものは非常に単価も高くて、私も調べましたが、

なかなか大変なことだなというふうに思っておりました。もう一基増設し、同規模のテン

トを貸与するということに前向きな姿勢をいただきました。 

 町民相談室の授乳スペースとして利用していただくことも可能ですのでということで答

弁をいただきました。窓口のところに授乳スペースありますというふうな明示をしていた

だきまして、町民相談室の東側のところの部屋にプレートを設置していただければ、来庁

してきた若いお母さんも使いやすいようにしてあげれればいいなというふうに思っており

ますが、このことについてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇獅子原総務課長 庁舎管理の関係でございますので、私のほうで答弁させていただきま

す。 

 ただいまお話ありましたとおり、今後ただいま答弁したとおり、町民相談室を授乳スペ

ースとして利用していただくことも考えておりますので、それにつきましては窓口のほう

に授乳スペースがあること、それから相談室のほうはこちらを授乳スペースとして利用で

きますといった表示を今後していくようにしていきます。 

〇福原議員 以上で終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子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させていただきます。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ０時１９分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第３ 認定第１号 

〇田村議長 日程第３、認定第１号 平成30年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 本件の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の46ページをごらん願います。認定第１号 平成30年度浦幌町

一般会計歳入歳出決算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成30年度浦幌町一般会計歳入歳出決算を別冊

のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

〇田村議長 ここで、審議に入る前に平成30年度浦幌町各会計決算審査に係る監査委員の

意見についての説明を求めます。 

 代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 平成30年度決算審査意見書について説明させていただきます。 

 令和元年７月31日付浦総務第1144号で町長から審査に付された平成30年度一般会計ほか
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８特別会計歳入歳出決算に関し、令和元年８月２日から８月９日までの期間において河内

監査委員とともに歳入歳出決算書並びに附属書類について関係諸帳簿及び証拠書類と照合

審査を実施しました。その結果、計数は正確であり、適正に執行されたものと認めました

ので、お手元に配付されております意見書総評の部分を読み上げ、決算審査に係る意見に

ついての説明とさせていただきます。 

 総評、平成30年度全会計における決算は、予算額88億2,821万円に対し、歳入総額88億

3,216万6,000円、歳出総額86億3,936万6,000円、差引額１億9,280万円、翌年度へ繰り越す

べき財源281万4,000円、実質収支額１億8,998万6,000円で、予算に対する収入率100％、執

行率97.9％の結果であった。 

 一般会計については、その歳入歳出差引額は１億3,550万4,000円、翌年度へ繰り越すべ

き財源は281万4,000円、実質収支額も１億3,269万円の黒字となっている。一般会計におけ

る自主財源では、町税、分担金及び負担金、繰入金、繰越金で４億5,284万9,000円の減、

使用料及び手数料、財産収入、寄附金、諸収入で2,024万6,000円の増となり、差し引き４

億3,260万3,000円の減である。また、依存財源では、地方交付税、地方譲与税で１億2,352万

2,000円の減、国庫支出金、道支出金、町債などで８億2,235万7,000円の減となった。特に

道支出金で２億4,950万9,000円、町債で５億7,175万1,000円の減となっており、主な要因

としては道支出金において産地パワーアップ事業の終了、種芋の選別施設によるほか、町

債にあっては給食センター改築事業の終了によるものが大きい。 

 特別会計総額については、歳入歳出差引額は5,729万6,000円、翌年度へ繰り越すべき財

源はないことから、実質収支額は5,729万6,000円の黒字となっており、本町の財政は健全

状態にあると言える。 

 一般会計における収入未済額の状況であるが、町税では1,333万752円で前年に対し76万

6,258円の増、負担金、使用料などでは負担金1,196万849円、使用料101万2,204円、貸付金

元利収入287万5,240円の総額1,584万8,293円となった。町税を含めた全体では2,917万

9,045円、前年度2,898万9,067円で、前年度に対し、不納欠損額の町税94万3,573円を除き、

113万3,551円増加した結果となった。特別会計を含む各会計の収入未済額はそれぞれ示し

たとおりであるが、負担の公平の観点からも、新たな滞納の発生を未然に防止すること及

び収納対策の持続的、また効果的な対策を行うため、各債権の特性を考慮した収納事務の

マニュアルを各担当課それぞれにおいて作成するなど、早い時期の適切な対応と業務遂行

水準の平準化を望むとともに、恣意的滞納者に対しては引き続き積極的に滞納整理を行う

など、収入未済額の縮減に努められたい。 

 平成30年度地方債発行額は、一般会計６億3,386万2,000円、特別会計7,770万円、総額７

億1,156万2,000円であり、平成30年度の元利償還額は特別会計を含め10億8,757万2,000円

となった。平成30年度末現在高は、一般会計82億556万2,000円、特別会計29億7,544万

5,000円、総額111億8,100万7,000円である。前年に対し２億6,789万4,000円が減額となっ

た。今後においても将来の財政負担を考慮し、世代間の負担の公平の観点も踏まえ、借り
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入れに当たっては財源措置で有利なものを選択し、引き続き町債の計画的な活用を図るよ

う望む。 

 平成30年度末基金残高の状況であるが、一般会計、９基金総額38億4,955万4,000円、前

年度、９基金38億5,284万9,000円、特別会計、３基金総額２億6,075万2,000円、前年度３

基金２億3,958万8,000円となり、全会計総額41億1,030万6,000円、前年度40億9,243万

7,000円である。増減額は、一般会計で329万5,000円の減、特別会計で2,116万4,000円の増、

総額1,786万9,000円の増となっている。経費節減意識のもと、実質黒字におさめ、大規模

災害など将来の財政需要及び財政環境の変化を鑑み、各種基金への積み立てと適切な運用

に努められていることは評価したい。 

 一方、財政構造面から見ると、財政力指数は0.176から0.184と微増したが、経常収支比

率は85.9％から88.5％と前年と比較して2.6％上昇しており、平成27年度から9.8％の上げ

幅となっており、90％を超えると危険ラインとされていることから、令和元年度の状況を

注視する必要がある。また、実質公債費比率は３カ年平均で8.7％から8.6％と0.1％下回っ

た。引き続き健全な財政運営を図られるよう努力されたい。 

 昨年度も胆振東部地震によるブラックアウトが発生するなど、今後も予測不能の自然災

害などが予想されることから、財政の硬直化対策と同時にそれらに対応できる財政運営に

努められるよう望む。 

 以上であります。 

〇田村議長 次に、平成30年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告についての説明

を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊のピンク色の表紙の説明資料をごらん願います。地方自治法第

233条第５項に基づく平成30年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告書についてご

説明いたします。 

 １ページをごらん願います。平成30年度会計別決算総括表でございます。各会計とも歳

入決算額の金額、歳出決算額の金額と執行率、繰越事業費繰越財源、実質収支額について

のみご説明いたします。一般会計、歳入決算額62億6,053万7,823円、歳出決算額61億2,503万

3,379円、執行率98.0％、繰越事業費繰越財源281万4,000円、実質収支額１億3,269万444円。 

 特別会計でございます。町有林野会計、歳入決算額9,811万3,446円、歳出決算額9,761万

4,715円、執行率99.6％、繰越事業費繰越財源につきましては町有林野会計から簡易水道会

計までゼロとなっておりますので、それぞれの会計においては省略させていただきます。

実質収支額49万8,731円。 

 国民健康保険事業会計、歳入決算額７億6,810万1,776円、歳出決算額７億5,585万

3,401円、執行率97.3％、実質収支額1,224万8,375円。 

 後期高齢者医療会計、歳入決算額8,826万6,929円、歳出決算額8,803万7,153円、執行率

99.4％、実質収支額22万9,776円。 
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 介護保険会計、歳入決算額６億5,756万2,388円、歳出決算額６億3,987万7,823円、執行

率96.2％、実質収支額1,768万4,565円。 

 浦幌町立診療所会計、歳入決算額２億6,997万673円、歳出決算額２億5,728万8,482円、

執行率96.3％、実質収支額1,268万2,191円。 

 公共下水道会計、歳入決算額２億6,013万5,828円、歳出決算額２億5,377万64円、執行率

98.5％、実質収支額636万5,764円。 

 個別排水処理会計、歳入決算額4,711万3,089円、歳出決算額4,617万3,749円、執行率

98.6％、実質収支額93万9,340円。 

 簡易水道会計、歳入決算額３億8,236万4,235円、歳出決算額３億7,571万7,240円、執行

率98.8％、実質収支額664万6,995円。 

 一般会計、特別会計を合わせました合計、歳入決算額88億3,216万6,187円、歳出決算額

86億3,936万6,006円、執行率97.9％、繰越事業費繰越財源281万4,000円、実質収支額計１

億8,998万6,181円でございます。 

 次に、２ページをごらん願います。平成30年度・平成29年度一般会計款別収入比較表で

ございます。平成30年度の収入済額及び収入率についてのみ款ごとにご説明いたします。

町税、収入済額６億5,315万6,910円、収入率102.3％。地方譲与税9,545万6,000円、106.1％。

利子割交付金89万円、178％。配当割交付金120万8,000円、120.8％。株式等譲渡所得割交

付金105万1,000円、210.2％。地方消費税交付金9,669万4,000円、116.5％。自動車取得税

交付金2,103万1,000円、150.2％。地方特例交付金121万1,000円、100％。地方交付税31億

575万4,000円、99.3％。交通安全対策特別交付金77万5,000円、103.3％。分担金及び負担

金１億5,334万3,828円、98.1％となっておりますが、令和元年度へ繰り越した財源が予算

額に含まれておりますので、それを除きますと実質100.3％の収入率となります。使用料及

び手数料１億2,413万8,337円、101.8％。国庫支出金４億3,205万9,698円、99.9％。道支出

金３億3,792万1,651円、98.9％となっておりますが、令和元年度へ繰り越した財源が予算

額に含まれておりますので、それを除きますと実質99.9％の収入率となります。財産収入

5,956万3,081円、100％。寄附金3,678万2,000円、99.4％。繰入金１億3,175万7,512円、

99.8％。繰越金２億1,028万1,831円、100％。諸収入１億6,360万975円、104.3％。町債６

億3,386万2,000円、98.8％となっておりますが、令和元年度へ繰り越した財源が予算額に

含まれておりますので、それを除きますと実質99.3％の収入率となります。合計62億

6,053万7,823円、100.2％ですが、令和元年度に繰り越した財源を除きますと収入率は

100.4％でございます。 

 次に、３ページをごらん願います。平成30年度・平成29年度町税収入比較表でございま

す。平成30年度収入済額及び収納率についてのみ区分ごとにご説明いたします。町民税、

現年課税分２億8,774万9,836円、99.2％、滞納繰越分114万6,936円、17.2％、計２億8,889万

6,772円、97.3％でございます。固定資産税、現年課税分３億968万4,999円、99.5％、滞納

繰越分91万5,128円、16.8％、計３億1,060万127円、98.1％でございます。軽自動車税、現
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年課税分1,610万4,900円、98.9％、滞納繰越分５万8,800円、24.7％、計1,616万3,700円、

97.8％でございます。町たばこ税、現年課税分のみで3,529万7,961円、100％でございます。

入湯税、同じく現年課税分のみで219万8,350円、100％でございます。計、現年課税分６億

5,103万6,046円、99.4％、滞納繰越分212万864円、17.2％、計６億5,315万6,910円、97.9％

でございます。 

 次に、４ページをごらん願います。平成30年度・平成29年度一般会計款別支出比較表で

ございます。平成30年度の支出済額及び執行率についてのみ款ごとにご説明いたします。

議会費6,959万3,413円、99.0％。総務費９億1,405万4,861円、96.0％。民生費11億4,777万

2,761円、98.7％。衛生費４億7,199万3,562円、98.2％。労働費1,006万1,700円、93.4％。

農林水産業費５億4,910万1,940円、96.5％となっておりますが、令和元年度に繰り越した

合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業及び栄穂地区担い手育成型畑地帯総合整備事業

が予算額に含まれており、これを除きますと実質98.7％の執行率となります。商工費２億

2,686万2,188円、97％。土木費10億5,641万8,651円、99.1％。消防費２億2,031万3,616円、

98.6％。教育費７億2,899万4,934円、97.8％。災害復旧費192万1,840円、59.6％。公債費

７億2,755万6,861円、99.8％。諸支出金38万7,052円、94.6％。予備費については執行がご

ざいません。計61億2,503万3,379円、執行率98.0％ですが、令和元年度に繰り越した事業

費を除きますと実質98.2％の執行率でございます。 

 次に、５ページをごらん願います。平成30年度・平成29年度一般会計節別支出比較表に

ついてご説明いたします。平成30年度の支出済額及び増減率についてのみ区分ごとにご説

明いたします。１節報酬9,106万2,378円、18.2％増、増額の主なものは上浦幌地区スクー

ルバス運行に係る嘱託員報酬でございます。２節給料４億8,571万8,760円、3.6％増。３節

職員手当等２億7,683万956円、3.6％増。４節共済費２億8,159万3,758円、5.2％増。５節

及び６節につきましては、執行がございません。７節賃金9,617万2,706円、6.4％増。８節

報償費4,716万7,905円、1.2％増。９節旅費2,131万6,264円、4.8％減。10節交際費15万

1,960円、34.7％増。11節需用費３億1,858万6,493円、2.3％増。12節役務費7,053万2,529円、

2.4％増。13節委託料６億1,722万7,952円、15.2％増、増額の主なものは認定こども園建設

候補地現況測量ほか委託料、地籍調査委託料及び地域防災計画改定支援業務委託料でござ

います。14節使用料及び賃借料１億9,887万8,326円、8.7％減。15節工事請負費７億1,239万

9,536円、48.5％減、減額の主なものは給食センター改築事業費でございます。16節原材料

費337万5,187円、38.5％増。17節公有財産購入費１億3,762万6,360円、１万6,376.9％増で

ございますが、増額の主なものにつきましては東山町団地買取事業でございます。18節備

品購入費5,329万8,180円、56.9％減、減額の主なものは塵芥収集車及びスクールバス購入

費用でございます。19節負担金補助及び交付金７億5,924万2,865円、47.1％減、減額の主

なものは備荒資金組合超過納付金及び産地パワーアップ事業補助金でございます。20節扶

助費３億6,338万9,431円、1.3％増。21節貸付金１億1,000万円、前年度同額でございます。

22節補償補てん及び賠償金786万5,393円、39.0％増、増額の主なものは町営住宅建替事業
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移転補償費でございます。23節償還金利子及び割引料７億2,887万2,293円、1.4％減。24節

投資及び出資金45万2,500円、32.9％減。25節積立金１億2,387万4,827円、55.4％減、減額

の主なものは公共施設整備基金積立金でございます。26節寄附金については、執行がござ

いません。27節公課費218万3,400円、57.6％増、増額の主なものは自動車重量税でござい

ます。28節繰出金６億1,721万3,420円、0.3％減。29節予備費につきましては、執行がござ

いません。計61億2,503万3,379円、17.6％減でございます。 

 次に、６ページをごらん願います。平成30年度普通会計収入の状況でございます。この

表につきましては、決算額を臨時的なものと経常的なものに仕分けし、それぞれ特定の事

業に充当する特定財源とそれ以外の使途が定められていない一般財源に分類したものの内

訳でございます。主なものにつきましては、地方交付税の欄でございますけれども、臨時

的なものとして取り扱われるものにつきましては、一般財源の欄２億4,246万6,000円が特

別交付税でございます。経常的なものとして取り扱われるものにつきましては、一般財源

の欄28億6,328万8,000円が普通交付税でございます。区分の中段、分担金及び負担金から

諸収入まで同様に仕分けされており、表の下から２行目の地方債の欄の臨時的なものの一

般財源１億4,576万2,000円につきましては臨時財政対策債でございます。この臨時財政対

策債につきましては、地方交付税の穴埋めとして発行する地方債であり、その償還に要す

る費用は地方交付税の基準財政需要額に算入されることから、歳入合計欄の経常的なもの

の一般財源37億7,168万円と地方債の欄の臨時財政対策債１億4,576万2,000円を足したも

のが経常経費における一般財源として取り扱われるものとなります。 

 次に、７ページをごらん願います。平成30年度普通会計支出の状況でございます。これ

につきましても決算額を突発的、一時的な行政需要に対する経費である臨時的なものとそ

れ以外の毎年継続して固定的に支出される経費である経常的なものに仕分けし、それぞれ

特定財源が充当されたものと一般財源が充当されたものに分類した内訳でございます。表

の中段より少し下にあります投資的経費につきましては、全て臨時的なものとして取り扱

われます。投資的経費の平成30年度決算額は11億2,532万1,000円で、この内容につきまし

ては12ページから13ページまでの平成30年度普通会計投資的経費内訳表に記載してござい

ますので、後ほどごらん願います。 

 次に、平成30年度の経常収支比率でございますが、表の下段、右から７列目にあります

平成30年度経常的なものの一般財源の歳出合計34億6,682万4,000円を分子とし、前のペー

ジの地方債における臨時的なものの一般財源１億4,576万2,000円と歳入合計の経常的なも

のの一般財源37億7,168万円との合計額39億1,744万2,000円が分母とし、算出されるもの

で、７ページの表の右から５列目、下段の経常収支比率88.5％となるものでございます。 

 次に、８ページをごらん願います。平成30年度末地方債の状況で、一般会計から特別会

計、全ての会計の状況でございます。平成29年度末現在高と平成30年度発行額並びに平成

30年度末現在高についてご説明いたします。一般会計の合計につきましては、平成29年度

末現在高82億4,529万4,000円、平成30年度の発行額は６億3,386万2,000円、平成30年度末



                                             － 45 －

現在高につきましては82億556万2,000円でございます。特別会計も含めた総合計につきま

しては、平成29年度末現在高114億4,890万1,000円、平成30年度発行額７億1,156万2,000円、

平成30年度末現在高111億8,100万7,000円でございます。前年度末と比較して合計で２億

6,789万4,000円の減となっております。 

 次に、９ページをごらん願います。平成30年度末基金の状況で、一般会計から特別会計、

全ての会計の状況でございます。平成29年度末残高と平成30年度末残高についてのみご説

明いたします。一般会計の合計につきましては、平成29年度末残高は９基金の合計で38億

5,284万9,000円、平成30年度末残高は９基金の合計で38億4,955万4,000円でございます。

特別会計を含めた総合計につきましては、平成29年度末残高は12基金の合計で40億9,243万

7,000円、平成30年度末残高は12基金の合計で41億1,030万6,000円でございます。前年度末

と比較し、合計で1,786万9,000円の増となっております。 

 次に、10ページをごらん願います。債務負担行為の状況でございます。一般会計につい

ての内容で、平成30年度の支出額及び平成31年度以降支出予定額の合計についてのみご説

明いたします。平成30年度支出額につきましては合計額１億6,829万9,000円、平成31年度

以降支出予定額につきましては２億3,151万3,000円でございます。 

 次に、11ページをごらん願います。普通会計財政指標の推移でございます。各名称区分

における説明につきましては、平成30年度の数値についてのみご説明をいたします。標準

財政規模38億6,678万円、基準財政収入額６億8,566万2,000円、基準財政需要額35億5,429万

5,000円でございます。財政力指数につきましては、３カ年平均で0.184、平成30年度単年

度では0.193でございます。経常収支比率につきましては、88.5％でございます。なお、経

常収支比率について昨年と比較して2.6％増となっておりますが、これは収入における普通

交付税及び臨時財政対策債の減額が要因でございます。 

 次に、12ページごらん願います。先ほどもご説明いたしましたが、平成30年度普通会計

投資的経費の内訳表でございます。この内訳表につきましては、12ページから18ページに

かけて記載してございますので、後ほどごらん願います。 

 18ページの次をお開き願います。ピンク色のページがございますが、その次の１ページ

から39ページまでにつきましては、平成30年度の一般会計の決算説明資料でございます。

その次の40ページから57ページまでにつきましては、各特別会計の決算説明資料でござい

ます。このことにつきましても後ほどごらん願います。 

 また、特別会計の次のピンク色のページ以降にあります１ページから29ページまでは、

先ほどご説明のありました監査委員から提出されました平成30年度浦幌町各会計決算審査

意見書でございます。 

 以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成30年度予算執行の実績及び主要な施策の

成果報告の説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 平成30年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につきましては、本会議での
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質疑を３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成30年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定をいたしました。 

 初めに、平成30年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書についての

説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊の決算書をごらん願います。平成30年度浦幌町一般会計歳入歳出

決算書、実質収支に関する調書。一般会計、区分、１、歳入総額62億6,053万7,823円、２、

歳出総額61億2,503万3,379円、３、歳入歳出差引額１億3,550万4,444円、４、翌年度へ繰

り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額281万4,000円、計281万4,000円、５、実質収支額

１億3,269万444円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額

についてはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 お諮りをいたします。審議の途中でありますが、本日の会議はこの程度にとどめ、これ

で延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会することに決定をいたしました。 

 なお、明日から９月８日までの２日間は休日休会のため、会議の再開は９月９日午前10時

といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これで延会いたします。 

延会 午後 ２時０８分 


