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平成１７年浦幌町議会第１回定例会（第２号） 
 
平成１７年 ３月１１日（金曜日） 

開議 午前１０時００分 
延会 午後 ６時０７分 

 
○議事日程 
 日程第 １ 議会運営委員長報告 
 日程第 ２ 一般質問 
 日程第 ３ 発議第 １号 平成１７年産酪農畜産政策・価格等に関する要望意見書 
 日程第 ４ 議案第 ４号 浦幌町に収入役を置かない条例の制定について 
 日程第 ５ 議案第 ５号 浦幌町住みよい生活環境づくり条例の制定について 
 日程第 ６ 議案第 ６号 浦幌町課設置条例の全部改正について 
 日程第 ７ 議案第 ７号 浦幌町表彰条例の一部改正について 
 日程第 ８ 議案第 ８号 浦幌町行政区設置条例の一部改正について 
 日程第 ９ 議案第 ９号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について 
 日程第１０ 議案第１０号 浦幌町手数料徴収条例の一部改正について 
 日程第１１ 議案第１１号 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部改正に

ついて 
 日程第１２ 議案第１２号 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部改正について 
 日程第１３ 議案第１３号 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関

する条例の一部改正について 
 日程第１４ 議案第１４号 浦幌町営公衆浴場設置条例の一部改正について 
 日程第１５ 議案第１５号 浦幌町葬斉場条例の一部改正について 
 日程第１６ 議案第１６号 浦幌町下水道条例の一部改正について 
 
○出席議員（１６名） 
    １番  森     秀  幸     ２番  杉  江     博 
    ３番  福  原  仁  子     ４番  差  間  勝  男 
    ５番  河  内  富  喜     ６番  野  村  俊  博 
    ７番  岡  田  愛  啓     ８番  阿  部     優 
    ９番  高  橋  利  一    １０番  田  村  寛  邦 
   １１番  松  井     泉    １２番  森     啓 之 介 
   １３番  岸  田  武  雄    １４番  島  田  辰  彦 
   １５番  山  田  道  夫    １６番  水  沢  一  広 
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○欠席議員（０名） 
 
○出席説明員 
     町    長   八  木  忠  宏 
     助    役   安  藤  忠  司 
     企画総務課長   山  田  行  博 
     税 務 課 長   山  崎  健  司 
     住 民 課 長   藤  川     優 
     保健福祉課長   上  村  健  二 
     診療所事務長   永  澤  厚  志 
     農水商工課長   門  馬  孝  敬 
     建 設 課 長   松  田     勇 
     管財水道課長   中  川  哲  朗 
     上浦幌支所長   河  村  七五三喜 
     出 納 室 長   亀  山     昇 
     児童保育課長補佐   菅  原     敏 
 
    教育委員会 
     教育委員長   山  本  倖  嗣 
     教 育 長   大  谷  宣  征 
     管 理 課 長   後  藤  秀  彦 
     社会教育課長   経  堂  岩  夫 
 
    農業委員会 
     会 長   塚  田     実 
     事 務 局 長   前  田  治  紀 
 
    監   査 
     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
 
    浦幌消防署 
     署 長   山  本  和  幸 
○出席議会事務局職員 
     局 長   久  保  清  司 
     係 長   増  子  礼  子 
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開議 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○水沢議長 只今の出席議員は、16 名です。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 
 議事につきましては、配布しております日程表により進めますので、よろしくお願いを

いたします。 
 議事に入ります。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○水沢議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 
 田村委員長。 
○田村議会運営委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。 
 去る、3 月 8 日午後より、町議会第 1 回定例会 2 日目の運営について、正副議長の出席を

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

経過についてご報告申し上げます。 
 本日は、一般質問、質問者は、7 番、岡田愛啓議員、8 番、阿部優議員、11 番、松井泉議

員、13 番、岸田武雄議員、14 番、島田辰彦議員、6 番、野村俊博議員、3 番、福原仁子議

員の以上 7 名の議員各位から 10 項目についての一般質問の通告がなされております。質問

者の質問については、項目ごととの申し出がされています。また、質問順位につきまして

は、通告順に指名下さいますように、議長に申し入れを行っておりますのでよろしくお願

いをいたします。 
 尚、本日は、一般質問終了後、発議案件 1 件、議案第 4 号から議案第 20 号までの条例制

定、改正等一般議案 17 件の審議をお願いいたしますので、議員各位の活発なる議論、審議

をいただきますよう切望いたします。 
 また、日程上、時間的に大変厳しい強行日程となっておりますので、再度確認の意味で

申し上げます。過日の 3 月 7 日、議会運営委員会報告で申し上げましたとおり質問者につ

きましては、内容につき要約をされ明瞭に、答弁者につきましては、迅速明確に、質問内

容を静聴しご答弁下さいますよう特にお願いを申し上げます。 
 以上、議会運営委員会において協議をしました結果であります。議員各位のご協賛賜り

ますようお願い申し上げまして議会運営委員長報告といたします。 
○水沢議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 
 
     ◎日程第２ 一般質問 
○水沢議長 日程第２、一般質問を行います。 
 通告順に発言を許します。 
 初めに、7 番、岡田愛啓議員の質問を許します。 
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○岡田議員 私は、今定例会に町立診療所における医療過誤について、第 1 回臨時会で町

立診療所における医療過誤については次のとおりと思います。昨年 12 月 26 日に嘔吐・食

欲不振などで入院治療中、1 月 6 日男性患者が右ももの付け根から挿入していたカテーテル

が何らかの原因で切れ落ちる事故があり、1 月 7 日 40 度前後の発熱、発作などで意識不明

となり、誤えん性肺炎の疑いで検査治療を進めたが原因が特定出来ず、1 月 8 日午後、その

重症患者を残し派遣医師交代のため約 2 時間半にわたり医師が不在となる空白の時間があ

り交代医師着任後、検査の結果、肺炎ではなく原因が特定出来ないまま帯広市内の病院に

転送され転送先の病院でカテーテルが体内に残留していることがわかり除去手術が行われ、

ICU で検査治療が続けられていました。しかし、感染症などが原因で意識が戻ることなく 2
月 7 日ご逝去されました。ここに謹んで衷心よりご冥福をお祈り申し上げます。そこで、

今後の対応など、次の 4 点について理事者の考えをお伺いいたします。 
 1、カテーテルが抜け落ちる事故発生時、器具の確認などは適切に行われていたのか。2、
その重症患者を残し医師交代のため約 2 時間半にわたり医師不在となっていたと聞いてい

るが、その空白の時間は適切な交代だったのか。3、今回の医療事故は事実として家族に対

し不信感を取り除くための適切な対応がなされていたのか。4 点目といたしまして、今後、

我が町の診療所として町民に信頼され安心して医療が受けられるため、どのように改善し

信頼される診療所にしていくのか。以上、理事者の考えをお伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 岡田議員のご質問にお答えいたします。 
 今回の医療ミスにつきましては、先の第 1 回臨時会で行政報告いたしましたように、1 月

8 日転送先にてカテーテルの残留が発見され、事故が明らかになったものであり、ここに衷

心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に深くお詫びを申し上げる次

第であります。 
1 点目の事故発生時の確認についてですが、1 月 5 日午前 6 時 30 分頃、定時の血圧等の

測定のため看護師が部屋を訪れ、測定後、尿量チェック、患者様に留置されているライン

を一つずつ確認したところ、輸液の滴下を確認し、ライン確認のため布団をめくりライン

をたどっていくと、その先が入っているはずの右そけい部になく、ラインがシーツの上に

あり、不穏だった患者様にこういう事が起きないよう家族の方にもついてもらい、ドクタ

ーからも不穏時の指示をもらっていましたが、驚き、あわててしまい、カテーテルの長さ

の確認を怠ってしまったものであります。 
確認事項としまして、出血の確認をしたところ殆ど出血もなく、発見時に止血し、次に

カテーテル先の断面がきれいか、ちぎれてはいないかを確認し、そけい部に糸が残ってい

たので、結びがゆるんで、カテーテルだけが抜けたと思い、輸液量を確認したところシー

ツなど布団類が少量しか濡れていなかったので、まだあまり時間がたっていないと、慌て

ながら 3 つの確認をして、まずは輸液ライン確保のため上肢にベニューラ留置針を挿入し、
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輸液を再開し、引継ぎ時にドクターに報告し夜勤を終了したものであります。 
このように、動揺した中での確認でカテーテルの先端は見たものの、長さの確認を怠っ

たためこのような事態となりました。今後は、マニュアルを作成し、二度とこのような事

が起こらないよう安全確認を徹底しているところであります。 
2 点目の医師交代についてですが、勤務の関係で約 2 時間、診療所に医師不在という状況

になりました。緊急時の対応につきましては、町内の他の医院と、また、医師と連絡を取

り指示を仰げる体制にはありましたが、家族の方々への説明がされなかったことで、不安

を増大させたことに対しまして深く反省をし、お詫びを申し上げる次第です。 
この度の患者様の件に関しての引継ぎは、飛行場にて行われており、引継ぎを受けた医

師により最終判断が下されたものであります。 
また、今後の当直医の派遣につきましては、通常は診療所内で引継ぎができるような体

制にして参ります。 
3 点目のご家族に対する説明についてですが、1 月 9 日、ご家族の方が抜去時に先端を確

認したのかどうか説明を受けたいと来院されましたが、あいにく所長不在のため、11 日の

夜間診療終了後に診療所にきていただきまして、一連の経過について所長より説明をさせ

ていただきました。この中でご家族の方からは、もう少し病状などについて話をしてほし

かったなど、また、カテーテルが抜去された時点での確認、レントゲンでの確認など、安

全管理の確認についてどうだったのかの点について、不手際を認め、安全面の確保と予防、

確認、診断、家族への十分な説明を行うことを確認して、話を終えております。 
今後、患者様また家族の方への納得のいく説明と同意をもって治療が行われるようにし

て参ります。 
4 点目の町民に信頼される診療所に関してですが、患者様への十分な説明と同意のもとで、

患者様の納得に基づく診療行為を進めていくよう努めて参りたいと思います。 
また、患者様のご意見、ご要望、ご提案などを聞くべく、診療所内に投書箱を設置し、

より良い診療所となるよう職員一丸となり診療体制を整えて参りたいと考えております。 
 以上、岡田議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 岡田議員。 
○岡田議員 今、町長から答弁をいただいたわけですけれども、一般的にはカテーテルが

抜け落ちた場合、長さ等の確認をされるということは一般常識の範囲内なのかなというそ

んな気がしていますけれども、そのカテーテルのメーカーに問い合わせをしたのかどうな

のか。一般常識では、相当力を入れて引っ張っても切れないという状況下の中、なぜこう

いう切れる事故が起きたのか、基本的なことだと思いますけれども、その辺について再度

お伺いをしたいなと、そのように思っています。それと 2 点目の派遣医師の交代の件です

けれども、前向きなご答弁をいただいたわけですけれども、何と言いましても緊急時の対

応、まして今回は重症患者を残したままの医師の交代という中身もありました。今後、緊
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急患者、地域医療の一番根本的なことだと思うのですが、救急患者いつどういう形で患者

が病院に来て、その対応を医師不在ではなかなか出来ないということが今回あった訳です

けれども、その対応について答弁をいただいたわけですけれども、それについてもう一度

その件についてきちっと病院で引継ぎがされるということではなく、病院で患者を目の前

においてこういうことはこういうことですよという対応が是非されても当然でないかなと

いう感じがします。時間的ないろいろな飛行機等の関係もありますけれども、その辺十分

に配慮をしていただきたいなというのがその辺についても答弁を求めたいと思います。そ

れから患者へ対しての説明は十分行われていたというのは、私も話を聞いている訳ですけ

れども、患者家族に対しての心のケア、話を聞いていますといろいろ 1 月 14 日に初めてこ

の件を聞かされました。その段階で 17 日に月曜日だと思うのですが、そのことについてご

相談を申し上げまして、その経過はどうなっているんだということでご相談をさせていた

だいた経過があります。その段階から 2 月の 7 日までなんら患者宅にお伺いをして、実際

に医療事故が起きたという中身で、なぜ患者家族のもとへ行ってお話しが出来なかったの

か。お聞きしますと、何度か役場の方へ来ていただいたり、診療所の方へ来ていただいて、

経過説明はされているんですけれども、その対応がなぜなされていなかったのか。何と言

いましても我々が思うのは、患者に対しての心のケアと言いましょうか、心のこもったケ

アがなぜ出来なかったのかということが一番今後におきましても非常に危惧するところで

ございます。その辺についてもお伺いをしたいと思います。4 点目ですけれども、ちょっと

いろいろ答弁をお聞きしていますと、大変なことだなというのが正直今思っている訳です

けれども、家族の方が二度とこのような事故が起きてはならないし、この事故は私たちだ

けにしてほしいということは、痛切に心本当に申しておりました。そのことに対しまして、

町立診療所が我が町に地域医療の中核としての再認識をすることが大事ではないかなとい

う、そんな感じがしている訳ですけれども、町民の皆さんが安心して医療が受けられるた

めにも患者に対しての心の通った対応が一番大事ではないかなと、そういう感じもするわ

けでございます。その中で、先程答弁の中に患者のご意見、ご要望、ご提案などというこ

とを申されていたのですが、その以前にすることが職員含めてあるのではないかなという

感じをする訳ですけれども、その辺 4 点について答弁をお聞かせ願いたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 診療所事務長。 
○永澤診療所事務長 まず最初に 1 点目のカテーテルの関係でありますが、製造元メーカ

ーへ切れた原因、断面の検査等を依頼をさせていただいております。通常は、引っ張り強

度と言いますか、その強度が今回使用されたカテーテルにつきましては、2.3 キロ以上の力

が加わった場合、切れる可能性があるということでのことでありまして、今回どのような

状況にして切断になったかという部分につきましてはですね、その製品の不良等含めまし

て断面の検査を依頼しているところでございます。当面、こちらの製造元のカテーテルに

つきましては、安全性の確認が現在簡単に出来ない状態でありますので、他のメーカーに
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切り替えていくことにしております。尚、検査結果につきましては、今年度中に断面検査

の結果については、今月中には明らかになってくるものと思われます。それから 2 点目の

救急時の対応ということで、今回 2 時間程の医師の不在ということでありまして、この間

の緊急時の対応につきまして、不在になるということでその間の部分につきましては、先

程答弁の中にもありましたように他の医療機関へお願いしていた部分がありますが、今後

このようなことが、空白の時間を作らないということで答弁の中にも申しましたように常

時診療所に医師が対応出来る体制を取ってまいりたいと思いますし、このような重症患者

を残してというようなことでなってしまいましたが、当然医師の判断としましてその患者

さんをここに置いていくのが適切なのかどうか、その辺のところは再度きちんと対応して

まいりたいというふうに思います。3 点目の患者の家族に対しての説明等、岡田議員の言わ

れております心のケアにつきまして、この辺は言い訳がございません。大変不十分であっ

たと言わざるを得ません。確かにこのような事故が起きた時点でですね、わざわざ診療所

までおいでいただいて経過説明をした経過がありますが、お宅へ伺ってですね、謝るとい

うことがされなかったという点については、大変申し訳なく通常であればお伺いをしてミ

ス等に関しましての部分含めてですね、謝るべきことを大変遅くなってしまったというと

ころでは、大変申し訳なく、言い訳ようがございません。4 点目の部分につきまして、町の

中核医療機関としての再認識の部分、心通った医療行為を行うという部分につきまして、

医師と患者様が職員もそうですが、十分治療にあたって納得のいく治療を行えるような形

で、会話を十分に取っていただく形を再度取りたいと思います。既にお聞きをよんでいる

かもしれませんが、大変手術をする患者様に対しては、十分な説明をされていると思いま

すが、一般の外来患者様に対しまして大変ぶっきらぼうな言い方ということもあるのかも

しれませんが、その辺のところでは大変不評な部分もあるかと思います。その辺につきま

して今後十分そのようなことがないよう患者様と意志疎通の出来る体制を取っていきたい

と思っていますので、よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 岡田議員。 
○岡田議員 今、答弁をいただいた訳ですけれども、3 点目の心のケアを含めてという点な

のですけれども、今後どのような対応をされるのか。医療ミス、医療事故の関係に対しま

して、何らかの補償ですか、補償も含めおそらく病院ですので、こういう事故に対してお

そらく保険等で対応する形になるのかなということも考えている訳ですけれども、その辺

今後どういう対応がなされるのかお聞きしたいと思います。それとですね、4 点目なんです

けれども、この信頼を無くするということは、ちょっとした小さなミスで本当に診療所の

信頼を無くすのは本当に簡単なことです。そしてまたこの信頼を回復する観点に立ちます

と、本当に並大抵な努力ではなかなか信頼を回復するということはかなり困難なことだろ

うということは、重々ご承知のことだろうとは思うのですが、本当にまして近年我が町の

財政は非常に厳しい状況の中、一般財源から運営に対して繰入することになるのかなと思
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うのですけれども、その辺も含めて本当に堅実なと言うのですか、小さな町ですのでね、

風評被害というのは大きな町では事故は事故として取り扱われる訳ですけれども、風評被

害、小さい町であればある程ですね、風評被害が出るというのは本当に避けられないこと

でないかなというふうに思いますけれども、本当に今先程事務長から言われましたとおり、

一丸となってですね、本当にばあちゃん今日の顔色悪いけれどどうなんだというくらいの

本当に心の通った治療がそういうことが本当に患者に対してみれば、こう言っていただい

て本当にこれだけでもそれが薬になりですね、本当に心の通った治療になるのではないか

なと思いますが、その辺再度お聞きをしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 診療所事務長。 
○永澤診療所事務長 まず 1 点目の今後の対応の部分につきましてですが、後ほどの松井

議員の質問の中の答弁にも出てきますが、現在、遺族の方と協議をしまして一応医師賠償

責任保険、こちらの方で対応させていただきたく現在手続きを進めさせていただいており

ます。この件の部分につきましては、今後いろんな面でいろいろお話があろうかと思いま

すけれども、その辺もまたご相談させていただきたいと、そういうふうに考えております。

それから 2 点目の信頼回復という風評被害という部分、確かに岡田議員のおっしゃるとお

りその辺は十分あり得ることでありまして、その辺おっしゃるとおりやはり心の通った会

話をもとにですね、やはり一歩一歩積み重ねて信頼回復に努めなければならないというふ

うに考えております。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 今、事務長よりお答えしたとおりであります。遺族の方と何度かお伺いし、

お話している中で、今回の事故が起きたということに対して二度と起こさないためのマニ

ュアルというものを作っております。それを墓前に備えてこのおじさんの死は無駄にしま

せんと、必ず信頼回復に努めますということをお約束をするということが 1 点目でありま

す。2 点目につきましては、今、事務長よりお話しましたとおり医療保険を掛けていますの

で、その医療保険の中で対応させていただくということで、遺族の方のご理解をいただい

たということでありますのでご理解をいただきたいと、このように考えております。いず

れにいたしましても、このような形で事故を起こし、町民の信頼、患者の信頼というもの

を失うのは一瞬ですけれども、これを取り返し築いていくのは並大抵のことではないと、

このように考えております。診療所の職員もそのことは十分重く受け止めながら勤務して

おりますので、どうぞ一つご理解をいただきたいと思います。この件につきまして、非常

に町民の方にご迷惑をお掛けいたしましたこと、改めてお詫び申し上げまして答弁とさせ

ていただきます。 
○水沢議長 これで岡田議員の一般質問を終わります。 
 次に、8 番、阿部優議員の質問を許します。 
 阿部議員。 
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○阿部議員 私は、今定例会に浦幌町組織機構改革案について若干のことについてお聞き

したいと思います。財政再建を旗印に、八木町長が就任されてから早くも 2 年、折り返し

地点を迎えております。その中でも最も最大の課題に挙げておられました合併も残念なが

ら実現することが出来ませんでした。しかし、今自立に向けての決意も新たにされている

ことと思います。そこで今定例会に提案されております組織機構改革について伺います。

約 2 年前、昨年の 6 月だったかと思いますけれども、財政健全化計画の名の基に行政組織

をスリム化し効率的な行政運営を、そして今回もまた組織機構のスリム化と言われて機構

改革を行おうとされております。そこで伺います。そのことが本当に住民サービスの向上

につながっていくのか。更には職員が自分の仕事を軌道に乗せるためだけに終始し、その

ことにより住民が混乱し、不安を与える結果になっていくのではないか。そのことに併せ

てこれまでの政策に対し、反省点があれば含めてご答弁をお願いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 阿部議員のご質問にお答えいたします。 
現在、進めております平成 18 年度までを計画期間とする『第 2 次行政改革大綱』による

「組織・機構」において、「新たな行政課題や町民の多様なニーズに即応するため、一層の

スクラップ・アンド・ビルト（廃止と新設）を徹底するとともに、総合的・機能的な組織・

機構づくりを行う」ことを掲げていますが、その大綱をもとに平成 15 年 7 月に機構改革を

実施いたしました。事務改善委員会の具申は、大幅な改革案でありましたが、浦幌町の将

来において大きく左右される市町村合併問題があり、その方向 
が定まっていない状況にあって合併協議を進めるべく行政運営を行う必要性から、最小

限の機構改革を実施したものであります。 
その後、本年 2 月まで、協議会は異なりますが、合併協議を進めて参りました。その協

議も協議会の廃止と言う結果となり、今後は自立の道を歩むことになり、効率的な行財政

運営を図ってまいる所存については、先の執行方針で述べさせていただいたとおりであり

ます。自立に対応した総合的・機能的な組織・機構づくりを早急に行うことが責務として

とらえ、この度、実施するものであります。 
1 点目と 2 点目については関連がありますので、一括してお応えさせていただきたいと思

います。 
地方分権時代到来の中、北海道において道州制、支庁制度改革により基礎自治体への事

務・権限移譲が言われております。基礎自治体の規模が明確になっていない状況にあり、

どの程度の移譲がなされるのか不透明であります。また、北海道の市町村合併に係る勧告

も平成 18 年に想定され、基礎自治体の規模にも影響が懸念される情勢にあって、それらに

対応する機構・組織を前もって整備することが、住民サービスの向上につながるものと思

うところであります。 
ますます増加する事務処理において、課・係の統廃合による大きなくくりの中で処理量
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に対応でき、最大効果が図れると考えた体制であります。 
組織・機構の改革に伴い、町民の皆様にご不便をおかけすることのないよう努めて参り

ます。 
三点目についてですが、町長就任以来、市町村合併協議に係る対応を進めてきましたが、

自立か合併かの町の将来についての方向性を定めることが困難な状況にあって、町民の皆

様に不安を与えたことにつきましては、深くお詫び申し上げます。今後、自立に向けた「組

織・機構の改革」、「行財政改革」、そして「協働のまちづくり」を進めることに全力を尽く

して参りますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 
 以上、阿部議員への答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 阿部議員。 
○阿部議員 明確なお答えをいただいた気がいたしますけれども、その中で 1 点お伺いい

たします。執行方針の中にもスリム化し効率的な体制づくりと言われ、文言がございまし

たけれども、その中で現参事職、課長職、今後スリム化する体制の中でどのように配属さ

れどのような活躍をいただけるのか、また管理費の縮減を求められておりますけれども、

その中でもし具体的な数字があれば含めてお答えをいただければと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 助役。 
○安藤助役 スリム化の関係でございますが、平成 16 年度の勧奨退職については現在 4 名

でございます。4 名分の人件費の減がございます。次年度以降 5～6 名ずつの定年退職者が

おりまして、新規採用につきましては 18 年度より 1名ずつ採用の予定でございます。今後、

職員数が激減する中で、今町長が答弁申し上げました北海道からの権限委譲、道州制、市

町村合併などいろいろ仕事が増加する中で、各課連携を図るために今回機構改革というこ

とを実施することでございます。この管理費等の削減の金額と申しますとちょっとそこま

では出しておりませんが、こういう人件費の減等も含めまして削減を図ってまいりたいと

思っております。それと参事、課長職につきましては、今回、勧奨退職によりまして課長

職 1 名が退職するということでございますので、その配置換えも含めて、それと次年度以

降も課長職の定年退職が続きます。そういうことでその配置換えをしていきたいと思って

おります。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 阿部議員。 
○阿部議員 具体的な内容が今の中ではちょっと乏しかったなと感じておりますけれども、

今後またそのようなことも含めて中で協議をしていただきまして、この後も私共の要望に

お応えをいただきたいと思います。その中で要望事項でありますけれども、非常に厳しい

財政状況にある我が町にとって今一番大切なことは町長も言われておりますが、住民と一

体となった町づくりの実現だと思います。今回の組織機構の改正については、否定いたし
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ません。やっていただきたいと思います。今一番必要なことは、町民に信頼される役場で

あると私一番に考えますが、今一度町長のこのことについての思いをお聞かせいただけれ

ばと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 この機構改革また役場の組織の簡素化と言いますか、そういう問題につきま

しては、私だけでなくて以前の町長も考えながらいかに効率的な運用をしていくのか、ま

たいかに効率的な住民のサービスをしていくのかということが課題として引き継がれてき

た内容でございます。私も 15 年に就職した当時、前町長が 14 年の 10 月からこの機構改革

の見直しというものに取り組んできたということを引き継ぎながら 15 年の就任当初、最小

限の改革でということで、進めさせていただいた内容でございます。自立と決まったから

即そのためにというふうに取られがちだと思いますけれども、やはりあの 15 年当時も議員

の皆様から答申と機構改革が違うというご指摘を受けました。その当時もこれは将来に渡

って機構改革というものが将来像として取り組んでいきたいというふうにお答えしていた

かと思います。今回は、更にそれを踏み込んだ中での機構改革というものに取り組んだ次

第でございます。将来的に退職者が多いという中で、その事務をスムーズに行うために今

回の機構改革と、このように捉えているところでございますので、一つご理解をお願いし

たいと思います。またこのことによって町民の皆様にご不便をお掛けしないようにそのサ

ービスの充実に努めていかなければならないと思っておりますし、今回の機構改革につき

ましても出来るだけいろんなパソコンとかいろんな形の移動がある訳ですけれども、出来

るだけ経費を抑えた形で行いたいと、このように考えておりますので一つご理解をよろし

くお願いしたいと思います。 
○水沢議長 これで阿部議員の一般質問を終わります。 
 次に、11 番、松井泉議員の質問を許します。 
 松井議員。 
○松井議員 私は、今定例会におきまして町の一連の不祥事に対する原因究明と対策につ

いてお伺いをしたいと思います。町職員及び組織内での不祥事が相次いで発生しておりま

す。一昨年の自動車による水死事故、昨年の一職員の自殺、最近の浦幌診療所の医療ミス、

更に一職員の 13 年間にわたる無免許運転の発覚など。これらの不祥事に対する原因究明と

起きないようにするための対策はしっかりと採られているのかに疑問があります。相次い

で不祥事が起きると言うことは、しっかりとした原因究明と、それに基づいた適切な予防

策がなされていないのではないか、或いは、このようなことがあまり公にされたくないと

の想いから原因究明そのものがおろそかにされ、一般的な事故処理で終わっているのでは

ないか、庁舎内の体制に問題があるのではないかとの懸念があります。身内や親戚、身近

な関係者にとっては、起きてしまった不祥事を話題にされ、問題として取り上げられるこ

とはつらく悲しいことではありますが、役場組織として職員や内部組織の不祥事について、

起きた原因を解明しそのことに対する対策を立てなければ、今後とも類似した不祥事が発
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生してもおかしくない状況にあると想定されます。そこで次のことについて質問いたしま

す。1、昨年、一昨年の職員の自殺による死亡事故の原因究明と対策について。職員に身体

的心理的な問題が起きていなかったか。その兆候があれば、上司が休養を促すなり、相談

に乗ってやるなりの組織体制はあるのか。また配置転換についてのストレスは起きていな

かったか。本人からの配置転換の相談はなかったか。2 番目に、浦幌診療所の医療ミスが起

きた原因と対策についてでありますが、これは岡田議員が質問をしておりますので簡単に

させていただきます。カテーテルの一部が体内に残っていたなどは常識では考えられない

こと。それに対する医療体制の問題はなかったか。遺族に対する今後の対応は。いずれも

同じ内容であります。3、町職員の長年にわたる無免許運転が起きた原因と今後の対策につ

きまして、始まりは 13 年前にさかのぼる訳でありますが、提出された履歴書の資格記載事

項に書かれた資格について、それを証明する書面の提出は行われなかったのか。また安全

運転管理者制度はどのように運用されているかについて、ご質問いたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 松井議員のご質問にお答えいたします。 
 1 点目の昨年並びに一昨年の職員の不慮の事故による死亡については、いずれも 30 年以

上にわたり町職員として奉職し、職務に精励されていたところであり、貴重な人材を失っ

たことを心から悼むところであります。 
 職員の健康管理については、各課、所属長と企画総務課が連携を図り、当該職員からの

聞き取りやご家族からの情報提供をいただきながら対応するとともに、担当医師との面談

により、病状の説明、治療内容及び勤務するための条件整備についてご指導いただいてき

たところであります。 
 人事異動により職場が変わり、環境の変化や新たな業務に対応するためには、一定程度

の時間を要しますが、本人とも相談し、配置を行ったところであります。 
 また、平成 16 年度には、安全衛生委員会を開催し、職員の安全及び健康確保と快適な職

務環境の形成について協議するとともに、昨年 12月には精神科医師を講師としてお招きし、

「ストレス」を題材としたメンタルヘルス職場研修会を開催したところです。 
今後につきましても、安全衛生委員会で職場環境の実態把握と改善に努め、合わせて職

員の実態に即応した職場研修会を開催して参りたいと考えております。 
 2 点目の医療ミスが起きた原因と対策についてですが、原因につきましては、先の岡田議

員への答弁のとおりであります。あってはならないことではありますが、気が動転したこ

とにより、カテーテルの長さの確認がなされなかったのは事実であり、マニュアルの確認

を徹底し、二度とこのような事がないよう再発防止に努めて参ります。 
切断したカテーテルについて、製品上の欠陥の有無をメーカーに検査をお願いしており

ますが、今後は他のメーカーの製品に切替えを行って参ります。 
次に、ご遺族に対する今後の対応についてですが、医師賠償責任保険の適用に向けて、
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ご遺族と協議しながら進めておりますのでご理解を賜りますようお願いいたします。 
 3 点目の町職員の長年にわたる無免許運転については、3 月 7 日に行政報告させていただ

きましたが、本来、町職員として率先して安全運転並びに交通法規の遵守をしなければな

らない立場にある者が、町民の信用を著しく失墜させる結果となりましたことを心からお

詫び申し上げます。 
 職員採用に当たっての申込書に記載されております運転免許証の確認については、運転

技術員については行って参りましたが、一般職については採用条件になっていないことか

ら行っておらず、当該職員につきましても確認を行っていなかったために、この度のよう

な事件に至ったと判断しております。 
 現在、全職員を対象に運転免許証の写しの提出と確認作業を行っておりますが、今後は、

更新毎に免許証の写しの提出を義務付けるとともに、職員採用試験申込書の資格、免許等

に記載されております運転免許証の確認について、一般職員についても行い、二度とこの

ようなことが起きないよう努めて参ります。 
安全運転管理者制度の運用についてでありますが、道路交通法により 5 台以上の車を保

有している事業所には安全運転管理者 1 名を、また 20 台以上保有の場合は、20 台ごとに

副安全運転管理者を選任しなければならないことになっております。 
現在は、建設課で集中管理をしている公用車 58 台について、1 名の安全運転管理者と副

安全運転管理者 2 名を、模範牧場 18 台について 1 名の安全運転管理者を選任し、公安委員

会に届出をしておりますが、今後は、一事業所として実効性のある体制を構築して参りた

いと考えております。 
また、安全運転管理者は、「交通安全教育」や「自動車の安全な運転に必要な業務」を行

う義務があります。 
「交通安全教育」については、企画総務課交通防災係と連携し、池田警察署から講師を

招いての職員の交通安全教育研修の実施、デイライト運動の推進、交通安全旗波作戦への

参加を行ってきたところです。 
「自動車の安全な運転に必要な業務」については、スクールバスにおいては異常気象時

の学校早退措置、福祉バスにおける遠距離走行時の 2 名運転手による交替運転者措置、飲

酒運転の防止、制限速度の遵守、シートベルト着用などの安全運転指導等を行ってきたと

ころであります。 
 今回の無免許運転の問題を踏まえ、公用車等で出張する際の安全運転管理者等への免許

証の提示や、道路交通法違反により一定期間免許停止処分等がされていないか確認を徹底

するなど、防止策を講じているところであり、町民の模範となるべく交通安全の励行に全

力を尽くして参りたいと考えております。 
 以上、松井議員への答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 松井議員。 
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○松井議員 只今、答弁をいただいたわけでありますが、その前に私もこの一般質問通告

書を出した後、いろいろこの件について調査をいたしました。一番目の内容ですが、職員

の不祥事と言いますか、自殺等についてでありますけれども、これに関連するものについ

ては、職員は健康診断が 7 種類ある訳ですけれども、健康診断を受けなければならないと

いうことで、これは 1 年毎年健康診断を受けていると。その中で私が聞いた所によります

と、受診者の約 40％位が何らかの形で異常があると、引っかかっていると、健康診断につ

いてですね。この 40％というのは、異常な数字なんですよね。ということは、これからも

こういう事件が起きるという可能性はやはり数字的にもあると考えていいのではないかな

と、私は捉えております。そんなことでそれに対する対応策なんですけれども、これにつ

いては浦幌町職員安全衛生管理規定がありまして、いろいろと規定がされております。労

働安全衛生法の中で、一つは総括安全衛生管理者、これは助役、不在の時には総務課長が

なると、その下に衛生管理者並びに安全管理担当者を置くと。更にですね、衛生管理者一

人を選任する、更に産業医を指名する、これは町長の権限ということ。それから作業主任

者を置くと、更にその中にまた組織として安全衛生委員会、これは答弁の中にもありまし

たように安全衛生委員会を設置すると。それから昨年の 12 月にこのことについて委員会を

開いているということですけれども、このような条例規定の中にですね、このような中身

をうたっているわけですけれども、この組織運営について少なくとも基礎的にこういう中

身のことがきちっと行われているのか、指名されているのか、指名された方々はその役割

に応じてその中身を仕事の処理をしているのか、このことをまず一つ聞きたい訳です。そ

れから 2 番目にお尋ねした中身では、先に岡田議員が質問しておりますので、その答弁の

中でですね、今回の患者に対する医療ミスに対してどのような補償をするかということに

ついては、医師賠償保険があるということで、その中身で遺族と相談しながらやっていく

ということですけれども、可能性として賠償保険の中身で出来るのか、あるいは財政から

持ち出しということも可能性としてあり得る訳ですけれども、この辺の所は一応お聞きを

しておきたいと思います。それから 3 番目でありますけれども、職員の免許事故、これは

本当に想定外の不祥事ということの訳ですけれども、指摘しましたようにこれは履歴書が

提出された際にこういう資格がありますよという場合にですね、その資格を証明する書面

の提出というのは、担当に掛るものばかりでなくて、資格に掛る全ての証明する書面です

ね、これを全て提出させるのが筋ではないかと、そのことがきちっと行われていればこの

ような単純な不祥事というのはあり得なかったということで、体制の中身でですね、提出

された資格記載事項の中の全ての資格事項というのは提出させるというのが一つの基本的

なあり方ではないか、そのように思っております。更に巷間言われているのは、この不祥

事についてどのような処分がなされるのかということがいろいろ取り沙汰されていると思

いますし、新聞紙上の中でもこの議会期間中 18 日までに処分の内容を決定するということ

で、これの中の事項についてこれはまた条例ではありませんが、町長訓令ということで交

通法規違反、交通事故車等の処分審査基準というのがございます。この基準によりますと、
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交通法規違反、これは交通違反者 15 点以上の場合は、減給、若しくは停職、免職という内

容になっています。この件については、公安委員会の判断はまだ出ていないのかもしれな

いけれども、どういう基準になっていくか、おそらく予測としては 15 点以上の内容になっ

ていくということでありまして、そうするとその判断材料としては減給、若しくは停職、

免職と、そこまでいくということですね。それから更に加算内容として、死傷事故、物損

事故、このような過失事故があった場合は、これにプラス加算していくとか、報告義務を

怠った者及び虚偽の報告をした者については、処分量に加算するとかいろいろ加算する内

容もあります。ということで、こういう訓令が行われている訳でありますから、これはこ

の人はこうだからという個人の判断ではなくて、起こした不祥事がどういう内容かによっ

て、これはこういうことで決まっているのですよということの適正な判断のもとで行われ

るのかどうか、そのことについては町長お答えを願いたいと思います。それから担当の方

でありますが、この件の処理についてですね、私も補足の中でこれは懲戒の手続き及び効

果に関する条例というのがあります。この中で、担当課につきましては、事故を起こした

交通違反、交通事故について、その報告を出さなければならないということで、こういう

書面があります。こういう書面がきちんと出されているのかどうか、それから所属の上司、

課長、助役、町長までいくようになっていますけれども、こういう書面がきちんと出され

ているのかどうか、このことについてお尋ねをしたい。 
○水沢議長 答弁願います。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 最初に職員の健康診断の関係でございますが、これについては町職

員についてそれぞれ毎年総合検診、それから脳ドック、定期健診その他にインフルエンザ

の予防であるとか、肝炎等の検査等毎年実施しているのが現況でございます。その中で 40％
程度の何らかの異常があるというお話でございますが、これにつきましては再検を要する

という数字でございます。それで職員の健康診断については、再検の申し出のあったもの

については、必ず再検を受けるようにということで実施しておりますし、受けていない方

については、職員係の方より各自に受けるようにしております。その中の総体で再検に行

った段階で異常があるので治療を要しなさいという方はごくわずかでございます。次に、

職員の関係の安全衛生の関係でございますが、これについては以前、岸田議員からのご質

問がありまして、2 年程度開催していなかったのが現状でございます。しかしながら、今年

については 1 回開催していろいろ職員の厚生面について協議しておりますし、今後につい

ても開催し職員の健康管理には十分配慮しながら進めていきたいと、このように考えてお

ります。それと最後に事故処理の関係の町長、助役等の関係課の報告の関係でございます。

これについては、今回の一連については事件の翌日に本人の方から事故の現況並びにその

状況の報告、それらについては報告書があがってきております。それについては、町長、

助役から決裁をいただいて日曜日に事件がありましたので、月曜日には既に報告がありま

して本人からの申し出より、現在自宅謹慎しているという状況になっております。 
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○水沢議長 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 答弁漏れがございましたが、安全衛生委員会の構成でございます。

これについては、助役が総括管理者になりまして、関係課長 3 名、企画総務課長、住民課

長、それから教育委員会の管理課長が 3 名、それと職員組合の推薦された 3 名、これらの 7
名によってですね、構成されております。その中でも先程申したように職員の健康管理に

ついてはですね、定期的に協議をしなければならないことになっておりますので、今後も

これを十分活用して職員の健康面の管理をしていきたい、このように思っております。先

程、企画総務課の職員の関係の方で届出が出ているという説明をしたのですが、他の職員

についてもですね、シートベルト着用、あるいはスピード違反、あるいは事故関係、それ

らについては個々からそれぞれ出てきております。それも全てシートベルトであろうが、

それからスピード違反であろうが全て町長まで決裁をいただいております。その他につい

ては、助役が保管をしてその回数、先程申し上げたように点数がありまして二度三度と起

きた方については、当然事故を起こした段階で助役がきちんと本人を呼んで説明をするわ

けでございますが、二度三度起こした場合については今までについては厳重注意、そうい

うものがあります。実際にはまだ軽微な違反ということで懲戒の対象にはしておりません

が、そういうことできめ細かに指導しているのが現状でございます。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 2 点目の質問にございました補償の関係でございますけれども、岡田議員への

答弁のとおりそのような形で補償についてもその保険の適用ということでご遺族のご理解

をいただいたということでございますので、一つご理解をいただきたいなと、このように

考えております。またこの無免許の関係でございますけれども、今の運転技術員について

は勿論免許証の有無というものが重要なことでございますから、その確認は行っていたと。

しかし、運転免許については、採用の条件、普通運転免許を有する者、また大型運転免許

を有する者等のその条件になっていないものについては、今まで確認をしないまま採用を

してきたというのが実態であると、このように考えています。そんな中で今回運転免許証

の職員への確認と言いますか、私もコピーをして出しましたけれども、そういう形で全職

員確認をしながら今後の対応というものをきちっと取っていかなければならないと、この

ように考えております。また処分の関係でありますけれども、2 月 14 日、3 月 1 日、本人

を呼んでその経過とか事情とかまた調査された内容とか、そういうものについて詳細に報

告、質問をし、また報告を受けながら進めております。そんな中で処分ということになる

訳でございますけれども、今いろんな条例を見ながらまたそれぞれのこういう処分の仕方

がありますと、またこの処分というのは事例があると、その事例に即したものを適用して

いけるということで、全道の事例等も十勝支庁に照会し、全道の事例はどうでしょうかと

いうことも採りながらまた処分を出す時期はいつなのかということも含めながらいろいろ

と検討を重ねてきているところであります。この 18 日までという形の中で、処分というも
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のをきちっとしていかなければならないと、そのように私共も捉えながら進めております

ので、一つその点についてもご理解をいただきたいと、このように考えています。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 松井議員。 
○松井議員 まずちょっと答弁漏れがある所を指摘しておきたいと思いますが、総括安全

衛生管理者は助役と、それ以下の衛生管理者、安全管理担当者、それから産業医、作業主

任者、これのそれぞれのお名前までは求めておりませんでしたが、選任されているかどう

かお伺いいたしたいと思います。それからですね、この一番目の質問の中身については、

そのようなことできちっと対応はしていきますよということでございますけれども、せっ

かく職員安全衛生管理規定があるわけで、尚且つその中で潜在的なこれからの病名で言え

ばうつというのは、これは精神的な病気ではなくて身体的な病気に該当するというような

医師の判断のようでございます。そのようなことでこれについても対象者が何名かいらっ

しゃるのではないか、その方についてこれはしっかりとした手続を採ってですね、受身な

ちょっと今、課長の答弁では受け身な形を採っているなと、本人から申告があった場合に

はその再検査を受ける、必要な処置を考えるということですけれども、これは健康診断を

受けた際にそういう再検査をしなさいよという方については、療養の指示ということでで

すね、あなたは療養しなさいよと、あるいは治療しなさいよ、これについては勤務面と医

療面で二つに分かれているわけですけれども、勤務面については一番重たいところで要療

養ということで勤務を休む必要があるとか、それから軽い勤務については制限を加えなが

らやりなさいとか、あるいは医療面でこれは必ず治療を受けなさいよとか、これは受けな

くても定期的に医師の診断を受けなさいと、こういう細かい立派な規定がある訳ですよね。

本人から言われたのでそういう手続きをとりましたでは、これは遅い。形としては完全に

体制としてはなっていないなと認識をいたします。健康診断を受けた際にどういう診断が

下され、それは上司が判断して、あなたは療養しなさいよと、これは当然持っている権利

ですから、そういうことの職員への対応をきちっとやるべきだと私は思います。それから 3
番目の件についてでありますけれども、これは答弁の中に町長も今したように職員の免許

証を持っている人は免許証のコピーを提示しなさいよと、当然必要でしょう。そして、書

き換え時期ごとにまたそれを提出しなさいということであります。ただ公用車を乗る時に

最後の方に答えがあったわけでありますけれども、公用車を乗る際にやはりその都度免許

証の提示、これはそこまでやったらですね、今これから職員の数が少なくなる、それから

業務量は段々増えていくという中で、ここまでやったらちょっとやり過ぎでないのかなと、

これは仕事に支障が来たす、効率的な仕事にはならないということで、これは私は私の判

断ですけれども、必要ないことはない。そこまでやる必要は、後は個々の職員の資質の問

題でどこまで判断して公用車を運転すると、免許証は持っている人はコピーをして提出し

なさいと、免許証の再発行も更新しているという中で尚且つその時に免許証を出せないと

言ったらもし仮に持っていなくても不携帯くらいのことで、軽微なことで、これやってい



 18 

いことではないけれど、そこまでやれば事務の煩雑が起きてしまうと。実際的でないなと、

私は判断するわけですけれども、そのようなことはまた検討していただきたいなと、最後

に無免許運転者のその処分についてですけれども、これは非常に辛いことで本人も真面目

な優秀な職員だということは聞いておりますけれども、こういう個人個人によって扱いが

変わるということはこれは職員に対する非常に大きな職務マイナスと言いますかね、この

規定に従ってやりますよということをきっちり一本の柱として持っていなければ組織体制

というのは成り立っていかないのではないかと、その基礎になるのはやはりこういう職員

に関する条例ですとか、もろもろの条例、その中できちっと運用すると。今の時代に条例

というのは、出来ない昔の条例というのもあります。それはそれぞれ変えていって基本は

この条例なんですよということをきちっと捉えてそれから外れたら処罰を受けるんですよ、

あるいは逆に言えば処罰があるんですよということをきちっとやっておけば個々のミスと

いうことはですね、相当避けられるのではなかろうかと、そういう一本の筋というものを

示すべきだと、私は考えるのですけれども、基本線について町長はどのように捉えている

のか、最後にお答えいただきたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 安全衛生委員会の構成の中の安全衛生管理者の関係でございますが、

これについては住民課長がその資格を持っておりますので、安全衛生管理者に指定してお

ります。また産業医の委嘱の関係でございます。これについては町立病院の医師に産業医

をお願いしている状況でございます。それから先程の健康診断の関係で最初に 40％という

ふうにお話をしておりましたが、これは役場が実施している要するに総合健康診断の意味

でありまして、その中で何かに異常があって再検査を要するという方が 40％ということで

あります。それで先程おっしゃった逆に言葉として表現が悪いのですが、心の病気の関係、

これらについては現在についてはそういう方はいないというふうに考えております。それ

で昨年、1 名の方がそういう関係で職場を休んでおります。これらについても職員係、それ

から私共関係課がですね、自宅に赴いてその状況、それから先生とのお話、そういうもの

含めまして心のケアも含めまして十分配慮しています。そういうことも含めて心の病気、

特に最近いろいろストレス等の関係がございます。そういう関係もありますので、全職員

を対象に先程町長の答弁でも申し上げたように、精神科の医師を招いてその予防等の講習

会等も開いております。そういう関係で特に職員の健康管理、特に心の病気については、

配慮しながら進めてきたいと、このように考えております。また運転免許証の提示の関係

でございます。これらについては、免許の不携帯ということもありますし、安全運転の関

係もございます。そういうことで、集中管理をしている建設課については、建設課長いな

ければ補佐の方にですね、免許証持っているよということだけ見せていただきたい。そう

いう確認をして免許不携帯も防いでいきたいという考えを持っていますし、現課で所有し

ている車も何台かございます。これらについても所属長がいなければ参事なり補佐なりに
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提示をしてから車に乗っていくというような方法で義務付けています。そういうことで職

員の安全運転に対する啓蒙と言うか、高めていきたいという考えであります。これがいつ

まで続くかは別といたしまして、当分の間についてはそういうことを徹底していきたいと

いうふうに考えております。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 先に鬱の関係でありますけれども、交通事故が 1 万人、自殺者が 3 万 5,000
人を超えたと、その中にそういう心のケアが必要な方もいらしたということは十分私ども

も承知しているところでございます。うつは、心の風邪という病院で発行している小冊子

もございます。誰でも掛かりえてそしてまたその範囲内で治っていくということを書いた

小冊子もございます。そういうことを考えると非常に私共も気を付けていかなければなら

ないものだなと、このように考えておりますし、実際に私も昨年職員から相談を受けなが

ら対処した内容のものもございます。それを踏まえながらこれからもメンタルヘルスも含

めて対応していかなければならない重要な問題であると、このように捉えております。ま

た職員の無免許運転の処分でありますけれども、ご指摘のようにこの処分審査基準という

ものがございます。これがまた次に職員の懲戒手続及び効果に関する条例というものもご

ざいます。それらを基にしながらこれが基本であることはそのとおりでございますけれど

も、無免許運転という内容、それから当初の履歴書の中に普通免許取得所持と書かれてい

る内容、それらを考えまたその中で公用車を運転していた内容、それらを網羅しながらど

のような基準に合致するのかと、交通違反 15 点以上でも減給、停職、免職と 3 つがあるわ

けでございますから、それだってもどこに対応していくのかということは非常に難しい問

題であると、そう思いながら今考えているところでございます。18 日までにそのことを検

討していきたいと、このように考えておりますし、またその節は 18 日最終日に議会に報告

させていただきたいと、このように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 先程の心の病気の関係でございます。これについてはですね、私共

といたしましては、総合検診で発見される場合については少ないんです。本人が何かの異

常で病院に行きますということで行って、ちょっとそういう関係でということであれば、

必ず医師の診断書が一緒に持ってきます。その状況によって私共については、医師の診断

書どおり例えば 2 週間なり 1 ヶ月なり、2 ヶ月の休暇ということで、対応しておりますし、

その関係については 1 週間なり 2 週間のあいだに職員係の方で自宅を訪問いたしましてそ

の状況等も把握しながら対応しているのが現状でございますし、またその程度によりまし

ても本人と相談して例えばストレスの関係もございますので、勤務外ということも配慮し

ながら対応しているのが現実でございます。 
○水沢議長 これで松井議員の一般質問を終わります。 
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 次に、13 番、岸田武雄議員、岸田議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し出がありますの

で、これを許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 私は、3 項目に渡って質問いたします。まず最初に、高齢者高額医療費償還払

い制度について質問します。高齢者を対象に医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、

超過分が払戻される高額医療費償還払い制度で、未償還で時効となるものが、かなりの件

数、金額になっていると言われておりますが、我が町における実態についてお知らせ願い

ます。次に、この高額医療費の償還という制度を全く知らないという住民が大勢いると思

いますが、この制度の周知の方法、未請求の方に対する対応についてどのようにお考えか

お伺いします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 岸田議員の 1 項目目のご質問にお答えいたします。 
 高齢者の高額医療費償還制度は、平成 14 年 10 月診療から老人保健制度の改正に伴い生

じることになったものであります。 
 制度改正時に、平成 14 年 9 月の町の広報に掲載するとともに、同月の国民健康保険被保

険者証の更新時に国保制度の改正と合わせリーフレットを配布し、周知したところです。 
 また、医療費通知の際にもリーフレット等を同封し周知に努めているところですが、本

町の場合、診療 3 ヶ月後に北海道国民健康保険団体連合会から送付されてくる高額医療該

当者リストにより、本人宛全該当者にハガキ案内を送付しておりますので、周知もれはな

いと考えております。 
申請書の提出につきましては、初回の 1 回のみで、その後 2 回目以降につきましては、

該当者の指定口座等に随時支払をしており、また、代理の方の申請も可能であり、依頼が

あれば申請書を郵送し対応しております。 
 未請求の方の対応につきましては、再度、電話等により本人へ連絡を行い、平成 14、15
年度の未請求者はおらず、全 1,514 件 982 万 8,375 円の支出となっております。 
今後につきましても、今まで通りの案内等を行い、対応して参りたいと考えております。 

 以上、岸田議員の 1 項目目の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 全員が償還金を需給されているという答弁でございますので、私が考えてい

たようにこの制度が生かされていると思いますので、今後においても町民に周知徹底され

まして、この制度が生かされていきますよう努力されることを要望して、次の質問に入り

たいと思います。 
 2 項目目として、放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）について質問いたします。

平成 13 年 12 月 20 日厚生労働省は、それまで原則として小学校低学年とされていた放課後
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児童クラブの対象児童を 4 年生以上の児童も積極的に受け入れるよう通知しております。

これは「仕事と子育ての両立支援策について」の政府の方針に基づくものであります。こ

のことに関して本町の児童クラブの体制について伺います。第 1 点として、町内の各児童

クラブの定員と利用状況をお知らせ願います。第 2 点として、各児童クラブの 4 年生以上

の児童の受け入れ状況と受け入れ可能な人数をお知らせ願います。第 3 点として、国は施

設整備のため予算措置も打ち出していますが、こうした児童を受け入れる施設整備など、

今後どのように受け入れ体制を整えていこうとお考えなのか。以上、3 点についての所信を

お尋ねします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 岸田議員の 2 項目目のご質問にお答えいたします。 
放課後児童健全育成事業は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童

に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を図る事業で、本町においては、

町立学童保育所として開設しているところであります。 
第 1 点目の定員と利用状況についてですが、現在、設置されている学童保育所は 1 箇所

で、浦幌幼稚園内に定員 30 名、指導員 2 名を配置し、開設しております。 
近年の利用状況は、平成 14 年度は月平均 23 名、平成 15 年度は 26 名で、平成 16 年度

については、4 月の入所児童数は 30 名でしたが、年度途中の退所者が 8 名おり、3 月現在

の入所児童数は 22 名となっております。 
2点目の4年生以上の受け入れに関してですが、本町の学童保育所においては、ここ数年、

学年の制限を持たず 6 年生まで対象としておりましたが、5 年生、6 年生の入所希望者はな

く、4 年生の児童については、平成 14 年度 3 名、15 年度 3 名、16 年度 2 名と定員内であ

れば受け入れを行っております。定員を超過した場合は、低学年を優先して入所決定する

考えであります。 
3 点目の施設整備についての考え方ですが、希望者が大幅に増えた場合を想定しますと、

現在、開設している浦幌幼稚園内の施設で定員 30 名枠を増員することは、スペースの関係

上、不可能な状況下にあります。 
新築するにしても現在の補助制度は、何らかの社会福祉施設整備補助金において学童保

育所のスペースを確保するメニューはありますが、本町の財政状況においては難しい問題

であり、既存の建物を利用して整備するのが適当と考えております。 
今後の児童数の推計では減少傾向にありますが、女性の労働力率の増加及び就労形態の

多様化による入所希望者の増加も考えられ、今後につきましては、入所希望者の推移を見

守り、他の施設を活用した開設も検討して参りたいと考えております。 
 以上、岸田議員の答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 岸田議員。 
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○岸田議員 大体 30名の定員の枠内でどうにか運用がされてきているという状況というこ

とでございますが、この定員 30 名に対して指導員が 2 名を配置しているということでござ

いますが、この指導員 2 名の配置に対する基準なり根拠というものについて、どのように

なっておられるのか 1 点と、もう 1 点、今後につきましては入所希望者の推移を見守りな

がら他の施設の活用も検討していきたいという答弁でございますが、これはなかなか児童

数の推移の減少傾向という中で、また一方ではおうちの方の働くことによって、家庭がそ

ういう家庭になるということで、こうした状況を見ながら検討していきたいということで

ございますが、こうした状況の変化についてですね、即対応出来るような対策というもの

を講じておく必要があるのかなということを考えればですね、こうした状況の推移を見な

がら今後については検討するんだということはなくして、そうした状況も当然予想してで

すね、そういう場合については 30 名の定員がオーバーしたと、そういう場合はどこどこの

施設を活用するんだということを既に検討されておくということが必要でないかと思いま

すけれども、その辺についていかがでしょうか。 
○水沢議長 答弁願います。 
 児童保育課長。 
○菅原児童保育課長補佐 只今のご質問でございますが、第 1 点目の指導員の 2 名配置の

関係ですが、学童保育所につきましては、今現在 30 名枠ということで基準的にはその配置

の基準というのはございませんが、大体その保育所の保育の最低基準、認可保育所の最低

基準によりますと、5 歳時で 35 名で一人の保育士を配置するというようなことになってお

ります。ただし、学童の場合は当然幼児でございません。小学生でございますので、そう

いう意味ではなかなか活発な行動を行いますので、15 名に対して 1 名という考え方でござ

います。それから状況の推移を予想してというご質問がございましたけれども、従来、定

員 30 枠内である程度効率良く推移してきております。年度当初におきましては、多少多い

感じもしますが、年間を通して見ますと 20 名前後という状況下で今まで推移してきており

ます。今後につきましても只今ご指摘のとおり、女性の労働力の率も増加に伴いまして、

当然児童の数が増えるということが予想されますので、その辺十分注意しながら今後慎重

に検討してまいりたいと考えております。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 そうした状況変化に即対応出来るような検討を一つよろしくお願いしたいと

思います。 
 3 点目の介護保険制度の改革について質問いたします。介護保険制度の見直しの時期を迎

えますが、この制度に伴う社会問題として保険料の値上げ、地域格差の是正、在宅介護制

度の充実、ケアマネージャー・ホームヘルパーなどの関係従事者の増員及び処遇改善、要

介護認定などがあります。特に今回の制度改革の柱は要支援・要介護状態を維持または改

善するための「新予防給付」の創設や施設での食費、居住費の原則自己負担化など給付費
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の伸びを抑制する大きな問題があります。これらの一連の動きについて、どう認識されて

いるのかお伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 岸田議員の 3 点目のご質問にお答えいたします。 
平成 12 年 4 月からスタートしました介護保険制度でありますが、介護保険法施行時にお

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

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

する。」とされており、岸田議員のご質問にもありますように、国においてさまざまな議論

が尽くされ、現在、介護保険制度改革関連法案が国会において審議されているところであ

ります。 
改正の主な内容としまして、1 点目として、介護保険法の基本理念であります「自立支援」

をより徹底する観点から、軽度者に対する保険給付について、現行の「予防給付」の対象

者の範囲、サービス内容、マネジメント体制等を見直した新予防給付が創設されることに

なり、具体的には、訪問介護、通所介護等の既存サービスについて、生活機能の維持・向

上の観点から、内容、提供方法、提供期間等の見直しがされ、また、新たなサービスとし

ましては、筋力向上、栄養改善、口腔機能向上についてメニュー化し、既存サービスの中

でも実施していくことが想定されております。 
 2 点目として、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域に

おける包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、市町村が実施する地域支

援事業の創設。 
3 点目として、在宅と施設の利用者負担の公平性、介護保険と年金給付の調整の観点から、

低所得者に配慮しつつ、介護保険施設などにおける住居費、食費及び通所系サービスにお

ける食費が保険給付の対象外となります。 
 4 点目として、従来の「痴呆」という用語について 
高齢者の尊厳に対する配慮を欠く表現であること等を踏まえ、「認知症」と呼称を変更し、

これら認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加等を踏まえ、一人一人ができる限り住み慣

れた地域での生活を支えるため、最も身近な市町村で提供されることが適当なサービス類

型として「地域密着型サービス」の創設。 
 5 点目として、利用者の適切な選択と競争の下で良質なサービスが提供されるよう、情報

開示の徹底と事業者規制の見直し。 
 6 点目として、現行の保険料方式を基本としつつ、被保険者の負担能力の適切な反映、利

用者の利便性の向上等の観点から見直しを行うとされ、具体的には、現行第 2 段階を細分

化し、より低所得者に配慮した保険料率の設定等が予定されております。 
 現在、国会審議中でありますので、より具体的な省令等は示されておりませんが、いず

れにいたしましても、平成 18 年度から平成 22 年度までの計画期間とする第 3 期介護保険
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事業計画を平成 17 年度中に策定することとしており、策定にあたっては、浦幌町老人保健

福祉計画・浦幌町介護保険事業計画策定審議会設置条例に基づき保健・医療・福祉関係者

及び被保険者代表等からなる審議会を設置し、様々なご意見をいただきながら策定してい

く予定としております。 
 また、現在予定されている制度の改正には、町内各社会福祉法人等の介護サービス事業

所のご協力が不可欠でありますので、町内各事業所と充分連携をとるとともに、予定され

ている制度改正の内容を広報等で逐次お知らせし、町民の皆様が混乱しないよう、引き続

き安心してサービスが受けられるよう周知等に努めて参ります。 
 以上、岸田議員の答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 現在、国会で審議中ということと再度詳しいことがこれから明らかになって

くるという時期にありますので、あまり詳しいことについてはお尋ね出来ないと思います

けれども、その中で 1 点だけお尋ねしたいのですが、実は新予防給付という名称のものが

始まる訳ですけれども、これが始まるとこれまでの要支援、要介護度 1 ですね、介護保険

サービスの対象外ということが考えられるのではないかと、これは町内でのデイサービス

を利用している方、またヘルパーを利用されている方が介護保険サービスを利用出来なく

なるという問題が生じてくるのではないかということがあります。これは 16 年 3 月末現在

の町内の判定者数ということで、これは 328 件の内、要支援が 34 名、介護度 1 が 110 名と

いう数字が載っておりまして、それぞれ地方老人共同生活、また介護保険施設、養護老人

ホーム等でそれぞれのサービスを受けている訳なんですけれども、こうした方々に対する

そうした利用出来なくなると、これまでのサービスが利用出来なくなるという、そういう

問題についてはどのように把握されているのかお伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 岸田議員のご質問のとおり、新予防給付の創設の中で、要支援、要

介護 1 の程度までの軽度に対するもの、つまり今までの介護度 1 の中で軽度な方が要支援

の方に入り、新予防給付の創設の中の対象になってくるということが予想されます。そう

いったことで、介護保険の適用から離れた新予防給付の中のサービス提供の中になってき

ます。つまり介護 1 の場合の使う、要するに利用サービス度について万度に予防給付の方

にまわる方については、要支援のグループに入りますから、新予防給付の中ではサービス

が低下する恐れがございます。そういったことで、現在、介護 1 の程度の方が本町には今

ご質問のとおりおられますが、それらについてのサービスが低下にならないような方策は

取っていかなければならないというふうに考えております。いずれにいたしましても、こ

の法が今法律が審議されている最中でございます。細かいことについては、まだ周知され

ていない所でございますが、それらを十分踏まえた中でサービスの低下にならないような
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方策を検討していかなければならないというふうに考えております。以上でございます。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 いずれにせよですね、今の答弁にありましたようにやっぱりこの制度はお互

いに社会的に支えあっていこうということで、家族の負担を軽減しようというのが目的で

創設された制度でありますので、いろいろな給付の抑制という国の政策によって、この制

度が歪められることなくして、やはり町民の付託に答えられる制度として、そしてまた本

町に住んで良かったと、老後も安心して暮らせると、そういうようなまちづくりに一層努

力されることを望んでいきたいと思いますし、この制度の内容につきましても今答弁あり

ましたように町民に不安を与えることのないように周知徹底を図っていただきたいと、最

も強く要望しておきたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 只今ご質問のあったとおり、私共も最善の努力をしながら町民に混

乱を招かないようなことで対応したいと思いますし、法の改正点の内容につきましては、

分かり次第随時町民にお知らせをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 
○水沢議長 これで岸田議員の一般質問を終わります。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午前１１時５２分 休憩 
午後 １時００分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 一般質問を続けます。14 番、島田辰彦議員、島田議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し

出がありますので、これを許します。 
○島田議員 今定例会におきまして、町長に 2 点について認識と言いますか、哲学につい

て正したいと思います。一つは、三位一体の改革と 17 年度予算に関わっての質問でありま

す。小泉内閣は、「構造改革」を看板に、年金・医療の改悪、更には消費税の更なる増税計

画、そして庶民の定率減税の削減など、国民への犠牲転嫁を進めております。こうした「構

造改革」の大きな柱の一つに、地方財政に関して「三位一体の改革」を進めています。そ

の中身は、一つには国庫負担補助金の廃止・縮小であります。二つには地方交付税の見直
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し、三つ目には税源移譲を含む税源配分の見直し、これらを一体的に進めるというもので

あります。これは「改革」どころか、地方自治体、とりわけ税源の乏しい規模の小さい町

村にとっては、財政支出の削減を余儀なくされ、その結果、行政サービスの後退と住民負

担をもたらすものであります。こうした国による自治体リストラ、地方切捨ては断じて許

されるものではありません。町長は、17 年度予算を提案するにあたり、執行方針で地方を

取り巻く環境は依然として厳しいと認識していると論じておられましたが、地方自治を守

る立場から「三位一体の改革」にきっぱりと批判の主張をすべきであると思いますが、町

長の決意を伺うものであります。また「財政が大変だから」として住民要求が今なかなか

受け入れてもらえない現状でありますが、今の経済の現状のもとで、苦しいのは国や自治

体の財政より、国民・住民の暮らしではありませんか。ところが町長は執行方針、あるい

は町財政の活性化に向けて一つには公共料金の値上げを提案されております。今年度にお

いては、上下水道の引き上げ、そして様々な手数料の引き上げなど、こうした形で財源不

足に充てようとしておりますけれども、財政が大変だから住民負担止むなしとするのであ

れば、少なくとも今日の町財政の悪化を招いた原因、要因とも言いますか、それと責任を

明確にすべきと思いますが、町長の考えを伺います。3 点目は、執行方針で町長は、財政難

から脱却して「財政の正常化」を表明していますが、新年度予算にはその兆しも展望も見

えてきません。見えるのは住民負担と住民サービスの後退で乗り切ろうとした数字だけで

はないでしょうか。勿論、単年度のやり繰りだけで「財政の正常化」が計られるとは思い

ませんけれども、町長はこの財政難をどのように乗り切ろうとされるのか、お考えを伺い

ます。最後に、町長の理念として「協働」のまちづくりとは何かをお尋ねします。その狙

いと施策を明らかにすべきと考えますが、いかがですか。以上、細部に渡っては予算審議

で質問したいと思いますが、以上、町長の考え方を正して質問を留保し、質問を終わりま

す。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 島田議員の 1 項目目のご質問にお答えいたします。 
 1 点目の三位一体改革と 17 年度予算についてですが、三位一体の改革は、小規模自治体

にとっては厳しい財政運営を強いるものであると認識しています。 
特に、地方交付税において財務省は、地方交付税算出の根拠とする地方財政計画に「結

婚祝金」や「敬老年金」など 7～8 兆円の過大計上があるとして、今後これらに対応した地

方交付税を大幅に削減するとしています。 
 しかしながら、本町のような財政力の弱い自治体ほど徴税努力も行い、行政改革にも取

り組んでいます。 
また、過大計上としているものの多くは、住民の定着や人口の増加を図り、過疎化や少

子化への歯止めを願う地域の切実な思いが込められているものであります。 
しかし、このような施策も、厳しい財政事情の前に取り止めざるを得なくなっているの
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が実情となっています。 
 地方交付税は、脆弱な税収基盤しか持たない市町村が、大都市部の所得税や法人税を恵

んでもらっている訳ではありません。地方交付税の原資となる所得税、法人税などは、大

都市所在の本社がその多くを申告納付しているに過ぎず、その税収は、決して大都市だけ

の経済活動から生じるものではなく、地方における機能が、その基盤を築いているものと

考えますので、地方交付税のもつ財源調整及び財源保障機能の充実強化とともに、人口に

比べ広い面積を有し、国土保全等公益的な役割を果たしている町村の実態を反映した基準

財政需要額の算定について、今後も町村会を通じ訴えて参ります。 
 次に、2 点目の町の財政悪化の原因と責任についてですが、本町の財政悪化の原因は、公

債費の償還及び地方交付税の大幅な減額が主なものであると考えます。多額の公債費償還

には様々な要因がありますが、国がバブル崩壊後の景気対策を実施するために、地方財政

を最大限に動員してきたものに応えたことが大きな原因であるため、国は今後、約束した

交付税措置や各種の財源措置を確実に実行していく責任があり、それを強く望むものであ

ります。 
 3 点目の本町の厳しい局面をどう乗り越えるかについては、町政執行方針でも申し上げま

したとおり、危機的な状況にある町財政の正常化を図るためには、行政、議会、町民が協

働して行政改革を行うことが急務であり、町民の皆様、町議会議員の皆様のご理解とご協

力の下、それぞれが同じ認識に立ち、共にこの厳しい局面を乗り越えていきたいと考えて

おります。 
次に、4 点目の「協働のまちづくり」についてですが、地方分権時代を迎えた今日、分権

改革のキーワードとして「自治体の自己決定・自己責任」があると言われておりますが、

憲法で唱われています「国民の最低限度の文化的な生活を保障する」ことが国の責務であ

り、地域の創造は自治体自らの責任で行うことであり、このことは地方自治法の本旨に基

づく住民自治の原則であります。 
国の経済が発展し、地方交付税、補助金等が安定的に見込めた時代にあっては、全てで

はありませんが、住民・地域の多種多様な要望に対して行政が応えるという仕組みの中で

行政運営を進めて来たところですが、財政難の情勢の中にあっては、小額でいかに住民・

地域の満足度が上がるかが、これからの自治体に課せられた課題であり、その運営内容に

よっては自治体間に差異が生ずるものととらえています。 
住民と行政が対等な立場として相互に自立した関係を築き、それぞれが担うべき役割を

ともに考え、共通の目標に向かってまちづくりを進めることが分権時代に対応した地域の

創造であり「協働のまちづくり」の自治体運営と考えているものであります。 
今後は、行政評価を通し必要な事業の選択を進め、財政計画、第 2 期まちづくり計画後

期事業実施計画において、効率的な行財政の運営を図るため、町議会並びに町民の皆様と

充分な話し合いをもって取り組んで参りたいと考えています。 
以上、島田議員の第 1 項目目の答弁といたします。 
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○水沢議長 再質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 合併の姿を示せれないまま途中で協議会が出した結論に、町長は従うと言い

ますか、自立の道を判断されたわけですけれども、17 年度の予算案がですね、そうした言

わば自立の姿を描きながらそういう意味では 17 年度は準備期間と言いますか、ある意味で

はそうした自立の道を展望しながら 17 年度予算をどうするかというところに心砕く必要も

あったかと思うんです。そういう意味では、シミュレーションを作れば良いということで

はないのですが、やはり刻々と変わる状況でありますけども、そうした将来像を描きなが

らですね、答弁の中では後期のまちづくり計画云々も触れておりますけれども、予算編成

にあたってそうしたことが視野に持つ必要があったのではないかというふうに思うんです

ね。交付税の関係、補助金等の関係等では、来年も厳しい状況にはありますけれども、た

だ財源不足の道をですね、先程も言いましたけれども住民負担に求めていく、これは全く

無いわけではありませんけれども、ただ際立ってこの 17 年、18 年はこの財政難を乗り切る

ためにそうしたところに町民の負担に町長は求めていくようでありますけれども、これで

住民へのサービスが低下しないようにと、町長はよく言いますけれども、住民サービス低

下しないどころか負担を伴ってしかも国の悪政の網にかかってる中での負担ですから、こ

れは耐えられない状況になります。そうしたことを十分に認識の上で公共料金の値上げも

ですね、やはり十分検討する必要がある。細かくは言いませんけれども 1 点だけ、酪農家

の方が言ってました。営農計画を作った時に農協さんから指導が入ったと。水道料が上が

る予定なので、営農計画書修正しなさいと、そして酪農家も規模によりますし、搾乳牛飼

ってる農家ですが、頭数も大規模な経営ですから 80 万近く水道料が掛かるんですね。大変

だと、こういう声もあります。また今回は基本料金を 8 トンに下げたことで、いわゆるそ

れだけで 8 トン以上使用する家庭においては、負担増ですからこれはたまったものではあ

りません。是非ですね、住民サービス低下させないようにというのであれば、そうしたこ

とを十分に声をですね、聞きながら判断をしていただきたい。それでこれに係わってもう 1
点なんですが、今年度も水道料引き上げております。そして新年度においても 25％引き上

げをしております。水道という性格から本当にこうした形で引き上げていいのか。もしそ

れでも引き上げたいと言うならどこまで水道料上げるつもりですか。コストの何割を解消

する気ですか。その点をはっきりさせて下さい。それから協働のまちづくりと言われまし

た。最近どこの町でも割とこの言葉が流行っているようで、ただこの協働というのは本来

住民自治にある姿であります。ただこれを私は、協働のまちづくりと称していわゆる民間

に出来ることは民間に任せるというような、あるいは自治体がやるべきことを住民に任せ

る、あるいは負担を住民にお願いする、これは協働ではありません。是非ですね、町長が

執行方針で述べている協働のまちづくりの方向とですね、今進めている 17 年度の執行方針

との整合性を説明していただきたいと思います。参考までに、帯広市では、これは必ずし

も私は市民協働の方法とは思いませんけれども、町内会への交付金を増額して行政の簡素
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化を狙うということをもって除雪だとか、それから清掃ですか、こうした点に町内会への

交付金を増やしている。ただ浦幌の現状で見ますと、多くの補助金も含めてですけど、カ

ットカットという、あるいは施設の閉じなければならない、こうした厳しい財政の中で協

働のまちづくり、これは観念論だけでは進むものではありません。具体的に予算が伴って

初めてこうしたことも可能なわけですが、この点でですね、これも参考までですが、やは

り町財政本当に町長が言う厳しさを、あるいは大変な状況を町民にどう理解してもらうか、

ここをやはり明確にしないといくら協働のまちづくりを広報で報じてもこれは実にはなり

ません。一つですね、新年度の予算執行にあたってはですね、町民との対話、それから職

員との協議と言いますか、本当に膝を交えて話しながらですね、住民サービスを落とさな

いで、どうやるかを一つ真剣に検討、真剣と言うと失礼ですが、今までしてないようなこ

とではなくて、改めて検討することを求めたいと思います。その点について答弁願います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 再質問でございますけれども、哲学を問うということでございますから、私

の方から答弁をさせていただきたいと、このように考えております。一連の島田議員の質

問の中でやはり財政不足と町民負担というもの、それから協働のまちづくりというものの

理念を問われているのかなと、このように考えている次第であります。そんな中で、この

合併協議を通して浦幌の町の現状というものを見つめ直すという意味で、合併した町の姿

を示せれなかった訳でありますけれども、現実、現状の浦幌町の財政ありのままの姿を町

民に見ていただくという大きな役目を果たすためではないかな、このように感じておりま

す。住民説明会も 2 年間で相当数行っております。確かに参加者は少なかった訳ですけれ

ども、しかしそれなりに果たす役割はあったのではないかと、このように感じているとこ

ろでございます。そんな中で町民の皆様からも浦幌町の財政の悪いことは十分分かった。

じゃあ次に町民と行政がどのような協力をしていったらいいのかという質問まで出た所も

ございます。まさに町民の負担を強いていくということだけでは、町民の理解は難しい、

このように考えているところではございます。しかしながら、今般の三位一体改革の交付

税の削減、補助金のカット、この補助金のカットも 1 月になって予算査定中に補助金がカ

ットになるということで、通知がくるものもございます。まさに質問のとおり刻々とその

内容が変わってくるという中で、私共もこの 17 年度から予算、そして一番厳しい 17 年、

18 年、19 年度予算というものを見据えながら、5 年間の推移がどうなるのかということを

推測しながら 17 年度予算に取り組んできたわけであります。16 年の 12 月に作りました財

政推計をもとにしながらも刻々と変わるものを見直しながら置き換えて、そしてそれが 5
年間の間でどのようになるのか、新しく 17 年度予算でいったら予算ベースでいったら 5 年

間どのようになるんでしょうかということも見据えながら、編成しておりますけれども、

この今回の交付税の措置が非常に難しいと、16 年度につきましても私たち 9,000 万位くる

っておりますので、今回は慎重に見なければならないということもございます。それらを
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見ながら 9 月までの間にまちづくり計画、後期実施計画というものを策定しながら、財政

計画というものを立てていかなければならない、このように感じている次第でございます。

この数年間、住民の方のご協力をいただきながら何とかこの財政難の一番厳しい時代を共

に我慢し合いながら抜けていかなければならないなと、このように感じております。水道

料のことにつきましては、議案で提案しておりますけれども、ご質問がございますからお

答えいたしますけれども、16 年度上げる段階でも 3 年おきに見直しということを考えてお

りました。勿論、自立というものも見据えておりますけれども、一気に上げることは出来

ないと、一気に基準額まで上げることは出来ないという中でのまた 3 年後には上げますと

いうこと前提にした中での 16 年度の水道料金という設定ということでございました。今回、

自立となった中で 2 年間前倒しさせていただいて、基準額と言いますか、それに一般会計

からの繰出しが基準額範囲内に治まるような形で水道料金というものを設定している次第

でございます。この形でいくと、3 年と言わずもう少しこの状態で水道料金の設定について

はいけるのではないかと、このように感じているところでもございます。今まで行政の担

うことと住民が担うものの見直しをするためには、今までの中を見据えた中であっても今

回行政が担うもの、住民が担うものという見直しをするためには、今が一番いい機会では

ないのかなと、このように考えております。そういう中で、我が町を見直しながら民間で

担っていただけるものは、民間でお願いしたいという姿勢を貫いていきたいなと、このよ

うに感じております。しかし、行政が行うべきものを投げるということではありません。

それらをお互いに理解し合いながらどこまで住民が担っていただけるのかということも十

分話し合いをさせていただきたいと、このように感じている次第でございます。帯広市と

かいろんな町の例を出されましたけれども、やはり浦幌には浦幌の町の形態、考え方とい

うものがあると、そういうふうに考えております。よその町がこうだから真似をするとい

うことでは、よその町を見ながら我が町を見るのも大事だと思います。しかし、我が町は

我が町なりにやはり我が町にあったものをというものを見据えながら、このお互いに担え

合えるものというものを考えていく、これが今原点として協働のまちづくりとして大事な

所ではないかなと、このように考えております。そういう中で、厳しい時代、厳しい財政

状況でありますし、また町民に求める負担も多い訳でありますけれども、何とか町民の皆

様のご理解をいただきながら、今協働のまちづくりというものを原点から見直しながらお

互いに協力し合っていく時代であると、このように捉えておりますので一つご理解をよろ

しくお願いいたします。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 町長も答弁の中で今日の町財政の危機的な状況をもたらした大きな要因と責

任については、国にあると、私もそう思います。内需拡大のためにどんどんと公共事業を

増やせ増やせという式でですね、借金をさせてきた、その付けが今日の町財政を大きく圧

迫する。一人国だけの責任ではありませんけれども、そうした流れに町も乗っかってきた
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ことが結果、今日の事態をもたらしているかと思います。今、やはり国の方もですね、2 年

後においては交付税のあり方を担わす、いわゆる税源の保障機能を取っ払う、こうした危

険なことをですね、これはもはや地方自治体が死に体になります。ですからここは地方の

踏ん張る所もありますけれども、一方では町内においては行政改革もあるでしょう。それ

から組織改革もあるでしょう。また事務事業の見直しもあるでしょう。そうしたことも十

分住民の生活を守る立場から検討していき、そして国に対しても地方交付税のあり方では、

この機能をですね、しっかりと守るようやはり強く語りかけていくべきであろうと、この

ように思います。是非、その点での町長の決意を伺ってですね、質問を終わりたいと思い

ます。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 島田議員から国に責任があると、後で直されて国だけとは思わないというこ

とでありますけれども、確かに三位一体改革による厳しさというものは小さな地方自治体

にありますので、その点については国に責任があるというふうには思っています。しかし、

おっしゃるとおり国だけの責任ではないというものはその通りであります。やはり自治体

としての責任、自治体が行ってきた政策としての責任、それをやはり自治体が取らなけれ

ばならないと、このように考える訳であります。そういうことを考えながら今後のまちづ

くりの調整運営になる訳ですけれども、今おっしゃっていますように 17 年からどのような

厳しさが来るのかということも予想される訳ですけれども、当初、17 年、18 年で行うとい

ったものを地方 6 団体がその厳しさというものを捉えて全国集会を開催し、そしてそれを

先送りしたという現実もあります。地方 6 団体が求めているものが全て小さな町村にとっ

て当てはまるかというと、そうでない面も多い訳でありますけれども、やはり地方に生き

るものとして 6 団体が団結をして、そして国に意見を述べていくということは大事なこと

であると、このように考えております。また事務改善等の取組みも機構改革も行う訳であ

りますけれども、町民に負担を求めるだけではなくて、役場内の機構改革というものを含

めて将来的に町民の負担が少なくなるという対策も必要であると、このように考えている

わけであります。しかしながら、事務事業等の増大と職員定数というものもこれも大きな

論議になるのだろうと、このように考えております。それらの論議も踏まえながら、将来

的な構想を立てていきたいと、このように考えておりますのでご理解を願いたいと思いま

す。 
○水沢議長 2 項目目の質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 これも町長の政治姿勢、考え方だけこの場では伺っておきたいと思います。

定率減税の廃止についてであります。今、国会では地方税法の改正で衆議院を通過して参

議院での審議という、緊迫と言いますか、切羽詰った事態となっております。この定率減

税は、ご存知のとおり 99 年度の税制改革で恒久減税として導入されたものであります。こ
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れが廃止されてしまいますと、働き盛り世代を直撃し、国民全体で見ても 3 兆 3,000 億円

もの大増税になると言われています。そもそも、定率減税は、90 年代の消費税増税などの

国民負担増政策による景気の悪影響に対し、家計対策として実施されたものであります。

昨年 11 月の月例経済報告が景気判断を 1 年ぶりに下方修正している状況、そしてまた北海

道が出しておりますけれども、景気の経済の動向を見ましても、個人消費も前年を下回る

など依然として厳しい状況が続いていると言われています。こうした状況下で定率減税の

廃止は、年収が落ち込んだ家計の足を更に引っ張ることになりかねません。こうした定率

減税の廃止について、町長はどのように認識されているのか伺います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 島田議員の 2 項目目のご質問にお答えいたします。 
定率減税は、平成 11 年度税制改正において、著しく停滞した経済動向の回復に資する観

点から、個人所得税の抜本的な見直しまでの間の緊急避難的な特例措置として導入されま

した。 
 昨年 11 月の政府税制調査会の答申では、構造改革の進展によって民間経済の体質強化が

実現されつつあり、定率減税が導入された平成 11 年当時に比べ、景気は好転してきており、

引き続き各般の改革が実を結んでいけば、民需主導の経済成長が持続していくものと期待

されるため、定率減税を継続しておく必要は著しく減少したとされております。 
このため、景気対策のための特例措置として導入された定率減税を見直し、平成 18 年度

までに廃止するに当たり、その際の経済への影響を考慮し、段階的措置を取り組むため、

平成 17 年度税制改正においても縮減を図る必要があるとしております。 
 しかしながら、地方を取り巻く環境は依然として厳しく、いまだ景気が回復したとは言

えず、定率減税が廃止された場合、各家庭において負担は増加し、景気回復に影響を及ぼ

すものと認識しております。 
ただし、そのような状況下ではありますが、地方分権の推進と国の歳出抑制を目指した

地方税財政の三位一体改革は、地方に打撃を与えており、先ほども申し上げましたように

本町の財政状況はかつてない危機に瀕しており、今後自立の道を歩むに当たり、町民の皆

様に負担をお願いせざるを得ない状況は避けられなく、ご理解とご協力をお願いしたいと

思います。 
 以上、島田議員への 2 項目目の答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 今回の地方税法改悪は、定率減税の縮小廃止、18 年、19 年ですか、2 年間で

すか、減税を廃止すると。浦幌町で受ける影響と言いますか、おおよそ 4,000 万これだけ

が町民の負担増に跳ね返ってきます。しかも所得の 1,000 万以下ですが、この負担割合が

極めて高く所得の少ない層においては、大変なものであります。そうした点でもですね、
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これは町長が今言われたように地方の財政にも関わってくることですけれども、いかに国

の構造改革がですね、国民からの収奪と犠牲の上で推し進めようとしている、こうしたこ

とにきっぱりとですね、やはり異論を唱えると言いますか、批判をしですね、万が一この

法が通ったにしてもですね、そうした立場を今後において貫く必要があるのではないかと、

そうした基本的にそういう考えで執行にあたるべきと思いますが、その辺の決意について

伺います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 国の税制改正ということで、17 年、18 年の 2 年間で改正ということが今審議

中でありますが、また審議されているという中で、これが改正され定率減税が廃止されま

すと、浦幌町に与える影響、また住民に与える影響は非常に大きなものがあると、このよ

うに認識しております。しかしながら、国の税制改正でありますが、これについては税制

改正というものについては、地方税の改正という形で私共も取り組んでいかなければなら

ないという内容であると、このように考えております。国家的な論議というものは、いろ

いろとあるでしょうけれども、私共地方に生きる者の現実としては、国の税制が変われば

それを取り入れていかなければならないというのが現実であると、このように考えている

ところでございます。私共も出来ることであれば、この定率減税というものを継続し今私

共の浦幌町の財政が悪いということで、町民への負担をお願いするという時でございます

から、出来ればこの定率減税というものが継続されるということを継続されて、町民の負

担が抑えられるということを望むものでありますけれども、そういう想いとまた国家的な

税制改正ということの中での取り組みというものがあるということをご理解いただきたい

なと、このようにお答えして十分なお答えにはならないかもしれませんが、そのような形

で答弁をさせていただきたいと思います。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 島田議員。 
○島田議員 悪法も法なりですから、これはやらないという訳にはいかない訳ですから、

町長が言われるようにですね、執行にあたっては当然地方税法の改正に基づいて行うかと

思います。一つ目の質問と同じなんですが、住民の暮らしを国の悪政から守るという基本

的な立場にきちっと立つことがですね、やはり浦幌の町民の将来のですね、将来と言いま

すか、地方自治体としてのですね、やはり姿勢だと思います。こうした視点にしっかりと

立ってですね、今後の行政運営に携わっていただきたい、その点を強く求めまして私の質

問といたします。終わります。 
○水沢議長 これで島田議員の一般質問を終わります。 
 次に、6 番、野村俊博議員の質問を許します。 
 野村議員。 
○野村議員 私は、今定例会において町長の政治姿勢についてお伺いいたします。八木町
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長が浦幌町の再生プランを掲げて町政を担ってから 2 年が経ち、折り返しの時期を迎えて

おります。町財政の健全化・市町村合併・行政改革など数多くの問題解決に立ち向かい、

町政執行に邁進してきたと思います。その間、厳しい財政問題や大きな自然災害がありま

した。その中でも市町村合併は、我が町の将来にとって最重要な事項であったと思われま

す。そこで数多くの町民の支持を受け、町政を牽引してきた八木町長は、この間の成果を

どのように自己評価をされているかお伺いいたします。また町民に示した約束は、折り返

しを迎える時点までに、どの程度達成されたと認識しているのか、お伺いいたします。次

に、合併問題についてお伺いいたします。我が町の将来にとって大きな問題であった合併

は破綻という最悪のシナリオで幕が下りたのは周知の事実でございます。町民の反対要望

があった中、設置された法廷協議会は最終事項・最大の案件で破綻をみた所であります。

合併協議を推進するにあたり、国の方針と我が町の将来を想い合併推進してきた立場は大

いに理解出来るところでありますが、町民の意識の把握や地域産業団体との十分な話し合

いを進められたのでしょうか。また長期間に渡り合併協議に職員の出向をはじめ、理事者

や担当職員の係わった経費の問題や庁舎内の日常業務において町民に不利益を与えたので

はないでしょうか。そこで、今回の合併問題の破綻に対して、町長はどのような責任があ

ると思われるかお伺いいたします。最後に、町業務を最前線で執行する職員についてお伺

いしたいと思います。自立を目指し、これからは町民に対して大きな負担を求め、またい

ろいろなサービスの低下が予想される中、その業務を推進していく町職員にはますます厳

しい目が向けられていくと思われます。今後、職員をどのように指導・教育されていくの

か、お伺いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 野村議員のご質問にお答えいたします。 
私は、平成 15 年 4 月の統一地方選挙において、町民各位の温かいご支援により町政を担

当してから早くも折返しの年を迎えました。 
皆様のご支援とご厚情に対し深く感謝申し上げるところでありますが、国が進める地方

制度の見直しによる三位一体の改革に伴う地方交付税、補助金の削減により厳しい財政運

営を強いられているところであります。 
合併が破綻した今、昨年 12 月に作成した自立財政推計を基本に進めて参りますが、その

具現化を図るため「財政計画」及び「第 2 期まちづくり計画後期事業実施計画」の策定、

行政改革の更なる推進を進め、自立の道を歩む決意であります。町民の皆様のご理解とご

協力をお願いするものであります。 
 第 1 点目の 2 年間の総括と公約達成についてでありますが、町政の信頼回復、行財政改

革、財政再建と合併協議について選挙中に訴えて参りました｡その中で、介護保険料の低所

得者軽減措置の創設、町長公用車の廃止、結果的には 30％カットという形で実施の町長報

酬 5 カ月分返上、合併協議については、早い段階で隣接町と正式な協議の必要性を示して
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参りましたが、事情はご存知のことと思います。その他、行財政改革のような進行中のも

のもあります。 
 公約の達成度に関しましては、現段階では非常に難しい質問でありますので、今後更に

公約の推進を図る所存でありますことをご理解のほどお願いいたします。 
 第 2 点目の市町村合併破綻に関することについてですが、平成 15 年 7 月に設置した任意

協議会の十勝東部合併協議会、更に平成 16 年 9 月に設置した東十勝 2 町合併協議会は、1
年 6 ヶ月に渡り協議して参りましたが、現行合併特例法の適用期間内に行わなければなら

ない取り組みであったと考えております。合併した場合の新しい町の姿を町民にお示しし、

合併・自立それぞれの判断をしていただきたかったのですが、このような結果になり、誠

に残念でなりませんし、責任の重さを切に感じているものであります。 
 来年 4 月には、北海道から合併に係る勧告が想定され、町議会、町民の皆さんとも充分

話し合いながら進めて行きたいと考えております。 
 第 3 点目の町政執行についてでありますが、行財政を取り巻く環境は非常に厳しい現状

にあり、道州制、支庁制度改革、これらに伴う事務や権限移譲など予測困難な状況にあり

ます。 
財政環境の改善を図り、協働のまちづくりを進めたく、利用者による公共施設の管理運

営や各種団体の自主自立運営について、関係する皆様のご意見を聞きながら、最善の方策

を検討して参りたいと考えております。 
使用料、手数料につきましても、厳しい財政状況を背景に改正を行う考えですので、町

民の皆様のご負担について深いご理解をお願いするものです。 
町民に求められる職員像についてですが、地方公務員法第 30 条では、「すべて職員は、

全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては全力を

挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この内容を遵守し実行に移す

ことこそ「町民に求められる職員像」と言えると考えます。 
町民全体の奉仕者としてふさわしい見識及び技能等を育成することを目的に、浦幌町職

員研修規程に基づき年間計画を策定し、職員研修を実施しているところですが、今般の職

員の無免許運転は、町民の信頼を裏切る結果となりましたことに対し、深くお詫び申し上

げます。 
今後においては、町民の信頼回復のため、職員の倫理面も含め、一層の資質向上を図る

よう努めて参ります。 
 以上、野村議員への答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 野村議員。 
○野村議員 それではですね、合併の問題についてもう少し詳しく考え方をお伺いしたい

と思います。今後、合併新法に基づく合併は、ある意味では強制的な指導・勧告をもって

進められることが予想されますが、今回の合併不成立の反省を含め近隣町村との関係から
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して大変難しい立場で対応しなければならないと思うのですけれども、これについてどの

ような考えをもって進めていくかお伺いいたします。また財政再建を合併問題に置き換え

た形で行政推進されてきたような感じを受けますが、結果的にはなんら進展のない形で終

了したと言っても過言ではないのでしょうか。今後、全てのしわ寄せを住民に押し付ける

形で進められるのではなく、財政再建の更なる進展をどのように進められるか、併せてお

伺いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 合併につきまして、再質問にお答えさせていただきたいと思います。新法の

中で北海道知事の談話として指導・勧告という言葉が見えてまいりました。以前にも一度

勧告、1 万人未満の町はということが出た訳ですが、それが一時姿を隠したということであ

ったわけですけれども、やはり出るべきものが出た厳しい将来が予想されるなと、このよ

うに感じているわけであります。昨年の 2 月 26 日に 3 町の合併が破綻した段階でこれで合

併は終わりなのか、自立よりないのかということでありますが、それまで積み重ねたもの

を無駄にしたくないという想い、それからこの合併期限特例法、17 年 3 月までの間にやる

べきことをやっておかなければならない、やるべきこと、つまり協議をしておかなければ

後々悔いを残すことになるという想いもありました。そういう中で、強引と批判されたか

もしれませんが、やはりやるべき協議はしておかなければならないというふうに思いなが

ら進めてきたところでございます。結果的に残念な結果になりましたけれども、決してそ

の間の費用は無駄であったのか、無駄でなかったのかということになるわけですけれども、

私としては確かに費用を掛け、時間を掛け、労力を掛けたと。しかしながら、それによっ

て今まで浦幌町で現実を見据えれなかったものをきちっと現実を見据えることが出来たの

ではないかと、町民についてもそれぞれにこの浦幌町の厳しさというものを知っていただ

けたのではないのかなと、またよその町の姿というものを見ながら浦幌の町民がどのよう

な行政がどのようなそういう対応していかなければならないのかということを学んだと、

このように考えております。そう考えますと、確かに合併が進まなかったということでの

無駄な面と指摘される面もありますけれども、決して必要でなかった論議であったとは思

っていない所でございます。また私が訴えてきたのは、合併した町の姿、そして自立した

町の姿を町民にお示しし、町民に判断をしていただくんですよと。議会に判断をしていた

だくんですよということを訴えてきたわけであります。何がなんでも合併するということ

ではなくて、その判断をするのは町民、議会ですということを訴えながら進めてきた次第

であります。しかし、結果的にそれを示すことが出来なかったということについては、非

常に私も残念に思いますし、そう訴えながら結果的にそれを示せなかったという点につき

ましては、大きな責任というものを感じている次第でございます。これからの対応の中で、

これで合併協議が終わりだとは思っておりません。しかし、国がどのような案を示すのか、

そういうことを待たなければ次の合併協議が進まないのではないかなと思いながら、この
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行く末を心配しながら考えているところでございます。来年の 4 月に出されるその枠組み

というものが従来どおりのものなのか、また新しい枠組みとして示されるのか、それを見

据えながらまた町民と共に議会の皆さんのご理解をいただきながら対話を通してまちづく

りを進めていきたいなと、このように考えております。財政再建につきましては、今、15
年度私が引き継いだ時の 15 年度予算ベースでいきますと、18 年に財政再建団体になります

という説明をさせていただいたことがあったと思います。その時に私も 15 年就任すぐに財

政再建計画を作るということで意気込んだ訳でありますけれども、どう推計しても財政再

建にならない、そういう中で議会、町民の皆さんの説明の中では、これを見直しながら何

とか再建の方策を探っていきたいということを申し上げてきたところであります。今の 17
年度ベースの推計、そして 18 年度に行うであろうと考えられます、また更にこの 17 年度

ベースを見直していくわけですけれども、それらを踏まえていくと、今の交付税、補助金

というものが予想する範囲内であれば再建というものの道筋がたつと、このように考えて

おります。しかし、一番重要なのはやはり交付税補助金が 19 年からどうなるのかというの

が予想の範囲を超えていた場合にという心配はしております。しかしながら、この 17 年、

18 年の厳しい 13 億 5,000 万を超える公債費の返還が終わっていくと、10 年後には約 5 億

6,000 万と想定されますので、1 年間で 8 億も減るということを考えていくと、何とかこの

期間を共に我慢し合いながら財政再建の道筋というものを見付けていきたいと、このよう

に考えておりますのでご理解をお願いいたします。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 野村議員。 
○野村議員 詳しい考え方ありがとうございます。また長い間、時間を掛けて合併協議の

中で議論された事項を今後の自立のために立派に役立てていただきたいとご期待するもの

でございます。最後に、午前中の松井議員も質問されたとおり、職員の不祥事について質

問させていただきます。重複する点もあろうかと思いますが、これは非常に重要な問題で

ありますので、再度町長の考え方をお伺いしたいと思います。この問題については、町内

はもとよりいろいろな方面の方々も非常に注目している案件でございます。ところが、町

長がどのような判断を下すかによって、これは大きな問題の要素を含んでいるのではない

かと、このように認識しております。また今後の行政運営にも波及を及ぼすのではないか

というような老婆心ながら考えているところでございますけれども、今後のこの問題につ

いては、今後の対応策や処罰については、午前中の松井議員の答弁の中で報告をいただい

ておりますけれども、なぜ処分がこのような 1 ヶ月も掛るまで引っ張らなければならない

状態だったのか、この辺再度お伺いしたい。また管理者、町長はじめ、管理者の処罰、そ

の他についてまで言及されていませんでしたけれども、そういう範囲までのことを考えら

れているのかどうか、その点を最後にお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
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○八木町長 職員の無免許運転につきましては、本当に町民の信頼を裏切る行為、また議

会の皆様にも大変ご迷惑をお掛けしておりますことに、深く心からお詫びを申し上げます。

処分が遅れている理由ということでございますけれども、私共も 13 日の晩にすぐ報告を受

けました。14 日に本人に来てもらってお話をしたという中で、当初は 22 日に課長会議を予

定しておりましたので、それまでには処分を出したいというふうに、そのように話してお

りました。しかしながら、その後、十勝支庁含めいろいろと相談していく中で、私も考え

が変わりまして、この推移というものをもう少し見たいと、世論の推移、また警察側の推

移というものをどのような対応をするのか少し見たいという気持ちになり、22 日の課長会

議でも流動的で少し推移を見させてほしいと、流動的な要素があるということを申し上げ

てきたところでございます。そんな中で、当初新聞に載らなかったということで、このま

ま終わるのかなと思って、別に隠すつもりはありませんでした。2～3 日後には、すぐ新聞

記者がまいりましたので、事情を説明させていただきました。そんな中で、新聞社として

も出すべきなのか、どうなのかということ含めて考えていたんだろうなと思っております。

2 月 28 日に新聞で報道されたということになってしまいまして、その後、警察が更に動き

まして公用車の運転について立件したいということになりました。それがどこまで本当に

成就するのかどうかということも見極めたいと、それらを含めた中での処分というものを

したいということで、ここまで待っているということでございます。先日、発表したとお

り、この議会内 18 日までには処分を出して 18 日には議会で行政報告とさせていただきた

いと、このように考えているところでございます。今までいろんな事例があるんですけれ

ども、浦幌町でも過去にあります。それらを踏まえながら見ていくと、決してすぐに出し

ているわけではない、やはり 1 ヶ月以内とかそういう形、またよその事例では半年後とい

うのもあります。そういうのを見ながら私共も十分研究しながら、いつ出すのがベストな

のか確かに遅いという町民からの批判もあります。しかし、いつ出すのがいいのかという

ことも踏まえながら、十分検討していくということを一つご理解いただきたいと、このよ

うに考えております。先程、言われた職員の立件につきましては、昨日、帯広署から参ら

れて現場検証ということをされておりますので、これで 18 日までの目途がついたなと私は

そのように考えているところでございます。また管理職会議等では申し上げておりますし、

議案の説明の中でも一度申し上げさせていただきましたけれども、最終日に町長、助役の

減俸案というものを出させていただきますということをお願いしております。これについ

ては、今回いろんな問題が出ております。それらを全て網羅しながらまたこの予算審議の

中でどのようなことが出るかも分かりません。それらを網羅しながら最終日に提案させて

いただきたいと思っております。またそれらに伴って、課長職についても波及するものに

ついては、何らかの形のものを出さなければならないと、このように考えておりますので

ご理解をお願いいたします。 
○水沢議長 これで野村議員の一般質問を終わります。 
 次に、3 番、福原仁子議員の質問を許します。 
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 福原議員。 
○福原議員 先輩議員の一般質問の中にもありましたので、重複する部分はなるべく避け

たいと思いますが、安全運転管理者制度についてお伺いいたします。道路交通法第 74 条の

2 で決められています官公庁、民間企業等、多数の自家用車を保有する事業所における自動

車の交通事故を防止するために、それぞれの自動車の使用の本拠ごとに安全運転を確保す

るための管理者をおき、その管理者によって専門的に交通事故防止の措置がとられるよう

にと、道路交通法で決められています。そこで 1 点目、浦幌町の安全運転管理者または副

安全運転管理者は選任されているのでしょうか。また平成 16 年第 1 回定例会の行政報告で

15 年 7 月より車両管理の一元化をしているとの報告がありましたが、この時点より以前と

それ以降の公用車と借上車の管理の状況と、また使用の本拠の位置ごとの安全運転管理者

の実態は、15 年 7 月以前と以降ではどのようにされていましたでしょうか。2 点目、安全

運転管理者は自家用車も含めた自動車の運転者に対して、今まで具体的にどのような指導

監督をされてきたのでしょうか。以上、2 点をお伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 福原議員のご質問にお答えいたします。 
安全運転管理者制度についてでありますが、一部、松井議員のご質問に対する答弁と重

複いたしますが、平成 15年 7 月の機構改革前の安全運転管理者は、本庁舎では総務課長を、

教育委員会スクールバスの関係では管理課長を、それと模範牧場長を選任しており、副安

全運転管理者は、スクールバスと道路維持車輌関係でそれぞれ 1 名を選任しておりました。 
平成 15 年の機構改革により、公用車管理係とスクールバス、町民バスが建設課に集約さ

れたことから、安全運転管理者についても総務課長から公用車を扱う建設課長に変更した

ところであります。 
今後につきましては、人事管理とのつながりや、今議会に提案しております「課設置条

例の一部改正」による機構の再編を鑑み、浦幌町役場を一事業所として本庁舎及び出先機

関を含めた中で、実効性のある体制を構築して参りたいと考えております。 
2 点目の指導・監督の件につきましては、朝礼をはじめ、機会あるごとに交通事故防止や

安全運転の励行を啓発しておりますが、今後につきましても、安全運転管理者を中心に、

町民の模範となるべく事業所、組織となるよう交通安全運動を徹底して参りたいと考えて

おります。 
 以上、福原議員への答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 今現在、答弁の中にありましたように一元化に伴い管理者が以前より減少し

ております。出先機関等で台数の多い課が現在あります。保健福祉課 9 台、教育委員会、

スクールバス関係等の課が対象になると思います。実効性のある体制の構築と答弁にあり
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ましたが、是非、早急に対処をしていただきたいと思いますので、改革をお願いいたしま

す。それと使用者（町長）は、安全運転管理者に対して、運転者の交通安全教育や自動車

の安全運転確保に必要な業務を行うために、必要な権限を与えなければならないことにな

っていますが、法に基づいた方法でどのように実施されてきたか、お伺いします。また、

現在管理者となっている建設課長は、釧路公安委員会によりますと、釧路方面安全運転管

理者協議会の池田署管内の代議員の 2 名の内の 1 名として任命されています。そのように

大事な管理者ですので、今後とも法に基づいた方法で実施されていただきたいというふう

に考えております。また運転管理者の責任者不在の場合の対応と、災害発生時の緊急時に

は、指揮・命令等を含みどのような確認事項をしていくことになるのか、このことについ

てもお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 建設課長。 
○松田建設課長 3 点ばかりの再質問ですけれども、使用者である町長が安全管理者に関す

る権限ということですけれども、道路法の 74 条の 2 で安全運転管理者の責務と業務内容と

いうのがうたわれておりまして、それに基づいた中身で当然安全運転管理者がやらなけれ

ばならないということが明確になっておりますので、町長が安全管理者として任命した者

に対してその中身を遂行してもらうというようなことで、特に町長からこれやりなさいと

いうのではなくて、その安全運転管理者の責務を遂行することが私の役目ということで、

普段の安全教育とか責務を実施しているという中身でございます。池田署管内での安全協

議会の浦幌役場の代議員ということでございますけれども、これは当然 1 事業所に安全管

理者と副安全管理者がおりまして、安全管理者は当然交通安全に必要な教育とか、そうい

う指導をするのでございますけれども、いわゆる交通三悪とかそういうことを助長するよ

うなことはしては駄目だよということで、そういう場合は安全管理者が罰せられるという

ようなことであります。従って、副安全管理者にもそういう中身を指導、また一般運転職

員に対してもそういう代議員としてのいわゆる副、それから一般という中身でも交通安全

指導について啓発指導をしていくというような中身でございます。その辺、安全管理者が

災害等が発生した場合において、そういう普段から交通安全、危険な異常気象、地震など

大雨とか吹雪、大雪の場合には、それぞれその注意を促すなり、場合によっては運転を中

止させるとか、そういうことを権限的に業務の中身にあるというようなことでございます。

答弁とさせていただきます。 
○水沢議長 答弁願います。 
 助役。 
○安藤助役 今後、4 月にまた機構改革ということで出しておりますけれども、その関係で

この浦幌町役場が一事業所ということで、安全運転管理者を 1 名出していくと、その他に

20 台に対しまして 1 名の副安全運転管理者を選定していくということで、今後はそういう

形でですね、副安全運転管理者も何名か増員しまして、対応してまいりたいと思っており
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ます。それと安全運転管理者が居ない時とか、そういう時にはまた副安全運転管理者等で

いろいろ災害時点とかですね、そういうものについては対応してまいりたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 私も法律的には詳しくはないのですが、使用者の義務とそれから安全運転管

理者、これははっきり区別されております。法律上では。ですから、再度質問いたします

が、地方自治法第 154 条に「地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」

とうたわれています。また浦幌町生活安全推進委員会を始め、全ての最高責任者は町長で

あると我々町民は認識しています。当然これらを確認されながら、行政執行をされている

と思いますが、最後に町長としての責任をどのように感じているのかお伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 今のご質問の中で、確かに私が任命権者と、しかし、動くのはやはり職員で

ございますから職員がやはりしっかりとした意識を持っていただかなければならないとい

うことだと思います。また安全運転管理者につきましては、やはり安全運転管理というも

のについては、勿論私もそのような訳でありますけれども、やはり一人一人の職員につき

ましては、安全運転管理者ということで見ていかなければならないんだろうなと、このよ

うに考えている次第でございます。それに勿論浦幌町の安全・安心した町民の生活、安全

な町民の生活を考えていくということは、勿論私の責任でもありますし、また今の中では

やはりそれぞれが自己責任、自己防衛という意識をやっぱりそれを一番大事にしていかな

ければならない時代ではないのかなと、いろんな事件が起きています。その中でやはり何

と言っても自己防衛と危機意識というものが大事なのかなと、このように考えております。

しかしながら、浦幌町をそのご指摘のように一つの事業所と考えた時の私の責任は、大き

なものがあると、このように考えております。先程、野村議員の質問にもお答えしている

とおり、それらを含めた中での最終日に減俸というものを出させていただきたいと、この

ように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 これで福原議員の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩をいたします。 
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午後 ２時３２分 休憩 
午後 ２時４５分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第３ 発議第１号 
○水沢議長 日程第３、発議第１号 平成１７年産酪農畜産政策・価格等に関する要望意

見書を議題といたします。 
 提出者代表の説明を求めます。 
 岡田愛啓議員。 
○岡田議員 発議第１号 平成１７年産酪農畜産政策・価格等に関する要望意見書の提出

について。 
 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第 14 条の規定により提出します。 
 平成 17 年 3 月 11 日、提出者代表、浦幌町議会議員、岡田愛啓。 
 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。我が町の酪農畜産は、

地球、地域を支える基幹産業として重要な役割を果たしております。しかし、近年は食の

安全・安心に対する国民の関心が高まる中で、消費者から信頼される生産から流通・消費

まで体制確立が求められています。また WTO 農業交渉など国際化の進展や基本計画などの

策定を進め、国際競争力を高めながら、畜産環境問題に適切に対応し、担い手の育成や安

全・良質な畜産物の安定的な生産を図り、持続可能な農業生産活動に取り組むことが強く

求められています。1 項目目として、酪農・畜産基本政策について以下 3 点、2 項目目とし

て平成 17 年度畜産物価格について以下 3 点、3 項目目として平成 17 年度酪農・畜産関連

施策について以下 4 点、以上 3 項目 10 点について、要望する意見書を衆参議院議長、内閣

総理大臣他関係大臣に提出する内容であります。議員各位のご協賛を賜りますようお願い

申し上げ、提案説明といたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより発議第 1 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、発議第 1 号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 
 
     ◎日程第４ 議案第４号 
○水沢議長 日程第４、議案第４号 浦幌町に収入役を置かない条例の制定についてを議
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題といたします。 
 説明を求めます。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 議案第４号 浦幌町に収入役を置かない条例の制定について。 
 浦幌町に収入役を置かない条例を別紙のとおり制定する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 この条例の制定につきましては、収入役の廃止について従前より地方自治法上、収入役

を置かなくてもよいとの規定はありましたが、明確な規定はなく、平成 16 年 11 月の地方

自治法の改正により、人口 10 万人以下の市町村については、収入役の職務を町長または助

役が兼職出来ることが明記されましたので、今回、事務のスリム化と行政改革の一環とし

て本条例を定めるものです。また収入役の廃止に伴い、関係条例の改正を行うものでござ

います。 
 浦幌町に収入役を置かない条例。 
 第 1 条、地方自治法第 168 条第 2 項ただし書の規定に基づき、浦幌町に収入役を置かな

い。 
 第 2 条、収入役の事務は、助役が兼掌する。 
 2 項、助役に事故があるとき、又は欠けたときは、その事務は、町長が兼掌する。 
 附則、施行期日、第 1 条、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。浦幌町特別職

の職員の給与等に関する条例の一部改正、第 2 条、浦幌町特別職の職員の給与等に関する

条例の一部を次のように改正する。第 1 条中「、助役及び収入役」を「及び助役」に改め

る。別表中「収入役」の項を削る。浦幌町特別職報酬等審議会条例の一部改正、第 3 条、

浦幌町特別職報酬等審議会条例の一部を次のように改正する。第 2 条中「、収入役」を削

る。 
 以上の内容でございます。よろしくご審議願います。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより議案第 4 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 4 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第５ 議案第５号 
○水沢議長 日程第５、議案第５号 浦幌町住みよい生活環境づくり条例の制定について

を議題といたします。 
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 説明を求めます。 
 住民課長。 
○藤川住民課長 議案第５号 浦幌町住みよい生活環境づくり条例の制定について。 
 浦幌町住みよい生活環境づくり条例を別紙のとおり制定する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 制定の趣旨及び内容について申し上げます。基本的には、理想的な生活環境づくりに向

けた、町、町民、事業者等の責務や理念を掲げる理念条例といたしますが、制定の内容中、

特に本町として制定効果を期待するものとして、1 点目、道ポイ捨て防止条例第 8 条に基づ

く空き缶等、ごみのポイ捨て禁止、2 点目、廃掃法 16 条に基づくごみ焼却の規制、第 3 点

目、道ペット条例 6 条ないし 10 条に基づくペット等の適正管理、以上 3 条項を遵守事項と

して明記しまして、日常的な啓発活動を主体とし、強化すると共に関係機関、条例等との

効果的な運用、連携による快適環境の維持、増進を図ることを目的として、制定しようと

するものでございます。全条文の朗読は省略させていただきたいと思いますが、特に第 8
条のごみ焼却の例外規定でございますが、この規定につきましては廃掃法に規定されてご

ざいますが、数回過去に広報誌において広報しておりましたが、特に最近では 12 月号にこ

のような 2 面見開きで広報してございますが、その中に例外規定を詳しく掲載してござい

ます。例外規定の主なものとしては、公共団体の河川敷道路の草や木等、それから災害等

の応急対策、火災予防訓練、それから風俗習慣または宗教上の行事等のどんど焼きの焼却、

それから農林漁業のための産業活動に伴う焼畑、下枝などの焼却、漁網の網に掛かったご

みの焼却、それから焚き火等日常的な軽微なキャンプファイヤー等の焼却、以上のような

ことが例外としてあげられます。それから家庭焼却炉でございますが、これも同法施行規

則等に記載されておりまして、同月の広報誌に細かく記載してございます。それで家庭の

焼却炉に関しましては、規定が 800 度以上で焼却出来ること、それから外気と遮断して投

入出来ること、それから燃焼ガスの温度測定装置が設けられる、助燃装置が設けられる等々

の規定がございまして、平成 14 年から改定になりましたことによりまして、それ以前に販

売されている家庭焼却炉については、ことごとくこれに該当しませんので、原則的にほと

んどの家庭焼却炉は使えませんということになってございます。そういうことで、今まで

平成 13 年度以降 4 回過去にごみの減量の観点から普及された経緯がございまして、無料で

焼却炉の回収をしてございます。今まで 4回で 52基の回収を無料でさせていただきますが、

今後ともそういう回収を進めてまいりたいと考えております。それから第 9 条の 2 項に、

町民は、自ら飼養しない動物への給餌等をしてはならないということの目的でございます

が、この条項につきましては、飼い主の明確化と非飼育動物の分離排除を目的とするもの

でございます。この条例は、17 年 10 月 1 日から施行する。施行にあたりましては、広報

紙等により十分な周知を行った上で、施行してまいりたいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
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 14 番、島田議員。 
○島田議員 この条例について、一つは今課長の説明あったようにごみをやたらと焼却し

ないことを規制すると、これまでも燃やしたらならないことになっているのですが、実際

のところは夜になると煙がそこらじゅう上がるようなね、だからこうした監視、自発的な

ことに頼るしかないんですけれども、監視するんだろうか。それからペットの関係で言う

と、猫やなんかほとんどは繋いでいませんよね。それで確かに猫による苦情もあるんです

が、この条例全体がね、実効性と言うよりも効果が上がるかなという気がするんですよね。

掲げていることは確かにいずれをとってもね、理解出来るんだけれども、なんでここに来

てこの条例なのかなという気がするんですが、ちょっともう少しその辺噛み砕いて説明い

ただけますか。 
○水沢議長 住民課長。 
○藤川住民課長 猫の関係につきましても同じ 12 月号でごみの裏のページ使いまして、合

計 3 ページもちまして広報されているところでございます。実効性の問題が言われました

けれども、機構改革によって体制強化されることを私共担当者といたしましては、そうい

う期待をしてございます。その上で監視強化をしていきたいと考えております。さらに条

例の 11 条の指示書という様式がございますが、指導勧告その次に指示書という、これを発

行して更に履行されない場合は、指示書を発行するということで日常の活動を強化しやす

いような条例制定をさせていただくものでございますので、効果が上がらないというふう

に言われないように私共も努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 努力義務はもちろん行政にもありますけれども、今ちょっと聞き取れなかっ

たのですが、履行しなかった場合の対応なんですけれども、いわゆるイエローカードは出

すけれども、レッドカードまでは出さないという、いわば罰則規定がないですよね。それ

は設けないということですね。 
○水沢議長 住民課長。 
○藤川住民課長 この条例の末尾には載せておりませんけれども、提案理由で説明いたし

ましたとおり、関係機関等々の連携を密にいたしまして、条例の更なる上位条例と言うか、

道条例とか法律の適用も視野に入れながら指導を強化してまいりたいというふうに考えて

おります。 
○水沢議長 3 番、福原議員。 
○福原議員 関連してお伺いいたしますけど、関係条例等の法律的な運用とありますので、

少しは安心するのですが、実は昨年の 11 月末に本別から浦幌の方の道路に帰ってくる時に、

ちょうど町境たぶんあそこは浦幌町の土地だと思うのですが、その辺にごみが投棄されて

いました。それで今投げられたという感じのごみでした。たぶん状態から見ますと、浦幌

町の住民のものではないなというふうに感じましたが、降りて確認する時間的な余裕が無
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かったものですから、そのまま通り過ぎてきましたが、町民対象の生活環境づくり条例と

いうことで大変結構なことだと思いますが、町外者においてもある程度関連条例等の効率

的な運用ということで対応出来るような可能性はあるのかどうか、お伺いいたします。 
○水沢議長 住民課長。 
○藤川住民課長 過去にもちょうど私が上浦幌に居た当時ですけれども、本別町の住民の

方が町内の区域にごみを投棄されて、その時は警察の方に協力いただいて無事回収、それ

から処罰はどうなったかは私は分かりませんけれども、そういうことになった事例がござ

います。そのような対応も今後ともやらなければならないことがあるかと思います。以上

でございます。 
○水沢議長 10 番、田村議員。 
○田村議員 ちょっと確認の意味で聞かせていただきたいと思いますけれども、今のこの

条例の制定の中で、空き缶とかごみやなんかの関連については、これは確かに良いことだ

なと思うんですけれども、全てが全部悪いという訳ではないんですけれども、今こうやっ

て例えば大都会なら別にして浦幌町なんか特にこういう人口が段々減っていっている中で

それが今になってお互いに隣近所が足の引っ張り合いをする、例えばこの条例が出来るこ

とによって隣でごみを焼いているのではないかと、あれはどうやって取り締まってくれる

のだと、今まで仲良かった隣同士がごみを焼いているのを指摘して、それをどういう勧告・

指導をしていくかという問題と、それからペットの問題なんだけれども、これは都会でな

んかは教育委員会ですけれども、ペットやなんかを虐待している子どもが、そういう中で

ペットに餌を与えては駄目だとか、ペットを可愛がっては駄目だとかいう、その子どもの

情操教育の問題で、動物を自分の子ども達の心の情操教育のためにやるんだという関連か

ら言ったら、ちょっとこういう過疎化の町になっていく中では果たしてどうなのかなとい

うような教育をしていくことが本来のこういう過疎化の地域の実情に合っているのかどう

かと言ったらちょっと疑問が残るのかなと。例えばこの条例でしたらもう池田だったら絶

対この条例は制定しないですよね。白鳥に餌をやったらいけないというのだから。そうい

うような観光客を呼んでわざわざ餌を売ってまで与えてやっている環境を作ってやって動

物を大事にしようという時に、餌はやっちゃ駄目だわ、早く言えば動物を虐待しなさいよ

というようなまして過疎の町ですから、それを推進するというのはいかがなものかと思う

けれども、その基本的な考え方だけちょっと教えてもらわなかったら子どもたちに教育す

る立場の時に困りますものですから、ちょっとお願いしたいなと思います。 
○水沢議長 住民課長。 
○藤川住民課長 白鳥のことまで申されましたけれども、そこまでは想定してございませ

んけれども、特に猫の関係でございまして、非常に町のホームページの苦情の件数でも今

年 1 年しか開設していないホームページですけれども、7～8 件ずつ猫、それからごみの焼

却が多いでございます。そのことから特に制定するという中身でございますが、情操教育

とかそういうことで白鳥は想定していないのですけれども、猫を想定したということで、
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特にご理解をいただきたいと思います。それから隣近所の関係ということでございますが、

これは近所でお互いに言い合うということは本当にそれは辛いことだということで、直接

私共の方に電話とかメールとか来ることがほとんどでございます。それでその時は私共が

直接対応して名前を明かすことはございません。そういうことで今後とも対応していくこ

とといたしますので、隣近所を害することはないというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
○水沢議長 10 番、田村議員。 
○田村議員 課長、分かるんです。課長の説明は分かるんですけれども、隣で音がうるさ

いと言って殺人に発展するんですよ。そして、自分の大好きな動物がいったからと言って、

それでいじめたからって本当に火を付ける人もいるんです。そしてお互いにそういう環境

の今こういう中で、そういうことを今までがやらなくて良かったのに、なしてこういうふ

うに人口も減っていって、過疎になって、お互いにそういう中では心の繋がりを持ってい

かなければいけない時代になぜ急遽これをやらなきゃいけないかということに疑問を持つ

んですよ。分かります、課長。制定しているのは、良いことだと思うんですけれども、そ

ういうような感情論でもし事件が起きた時に、そしたら課長はどういう責任を、それもし

ちくったとか、ちくらないとかこっちに言ったとか、言わないとか、隣の猫のお陰で町の

条例に違反したのだから、そのことで人を殺してもいいんだよ、火を付けてもいいんだよ

という論法にはならないんでないかなと思うので、もしそういう事故が想定されたとした

ら課長ならどういうふうにしますか。 
○水沢議長 10 番、田村議員。 
○田村議員 そういうおそらく言う方も野暮ですし、聞く方も大変だと思いますけれども、

そういうようなことで条例を制定してもお互いに住民感情が交差するような、そういうも

のは避ける最善の努力をしながら穏便の中にこういう条例制定が出来たからと言って、そ

れによって住民を締め付けるとか無いような中でうまく運用していっていただくよう要望

申し上げておきたいと思います。 
○水沢議長 答弁はよろしいですか。 
○田村議員 よろしいです。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 
 4 番、差間議員。 
○差間議員 課長にちょっとお願いをしておきたいと思います。厚内は、特に魚釣りすご

いですね、ごみは。それと空き缶のポイ捨てです。ですから、中学校がね、道路淵にいろ

んなスローガンのようなものを掲げております。それ課長見たことありますか。そういう

ことで、この 3 条の中でね、町は、住みよい生活環境づくりをすると、浦幌町内であれば

そんなことあまり無いと思いますけれども、いわゆる海辺ですね、今あまり道路共栄線通

っておりませんけれども、すごい数のポイ捨てですよ。だからこれを投げるなと言ったっ

て、見てないですからね。いつ走って投げるか分からないのです。ですからそのシーズン
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によっては、厚内中学校の生徒が空き缶拾いをすると、また行政区によってはその行政区

で空き缶拾いをすると、絶えずそのようなことやっておりますけれども、投げるに追いつ

かないのです。皆さんがポンポン投げていきますのでね。魚釣りの方々もこれは言語同断

なんですよね、本当はね。マナーから言っても非常に良くないと、ですから浜の方の婦人

部の方々、青年部の方々が岸壁掃除をすると。いろいろ町長にも協力願っていると思いま

すけれども、本当にひどいですよ。ですから、これ生活環境づくり条例ですから、この中

にトイレのようなものを是非入れていただきたいと。それは八木町長が今何か厚内地区に

もそういう水洗トイレのようなものをやるとしているようです。その他にですね、やはり

環境づくりですから、魚釣りの方々、こういう人方も私あんまり信用していないのですけ

れども、一説によると 1 日 300 人来るそうです。シーズンになれば。ですから、そういう

方々がね、例えば茂岩にして豊頃にしてみれば、海岸線に 500ｍおきに 1 個ずつトイレがあ

ると言うのですよ。今現在ですよ。これ鮭釣りの本場ということになっているようで、こ

れ行政もあげてやっているように聞いております。それまでしなくてもね、地域の厚内の

方々国道出る間、投げないでって言ったって投げますからね、その点でおそらくまた空き

缶拾いとか地域でやっているようですので、そういう今公民館を中心にしまして、空き缶

とかごみを集めています。ですから一つも無いというよりも、生え草が伸びてくれば見え

なくなりますからね、目立たないのですよ。そういうこともありますので、十分良い方法

があればね、やはりこういう地域にもそういうふうに言ってそして条例を生かしてほしい

と、そういうふうに思っています。よろしくお願いします。答弁はいらないです。 
○水沢議長 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 5 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 5 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第６ 議案第６号 
○水沢議長 日程第６、議案第６号 浦幌町課設置条例の全部改正についてを議題といた

します。 
 説明を求めます。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 議案第６号 浦幌町課設置条例の全部改正について。 
 浦幌町課設置条例の全部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
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 この条例の改正につきましては、行政組織をスリム化することによって、効率的な行政

運営を図るために課の統廃合と分掌事務の整理をし、現行の 8 課から 6 課体制にするもの

です。企画総務課を総務課と新設のまちづくり政策課の 2 課に分け、税務課と住民課を統

合して町民課とし、保健福祉課と児童保育課を統合して保健福祉課とし、管財水道課を廃

止し、その分掌事務を現農水商工課と建設課に分け、新たに産業課と施設課といたします。

自立の道を歩むことになり、これに伴う各種施策、計画の立案等に対応すべくまちづくり

政策課を新設するものであります。また課の名称変更に伴い、関係条例の改正も合わせて

行うものであります。 
 浦幌町課設置条例。 
 浦幌町課設置条例の全部を改正する。 
 課の設置、第 1 条、地方自治法第 158 条第 1 項の規定に基づき、次の課を設置する。1、
総務課、2、まちづくり政策課、3、町民課、4、保健福祉課、5、産業課、6、施設課、課の

分掌事務、第 2 条、課の分掌事務は次のとおりとする。総務課、内容については省略いた

します。まちづくり政策課、町民課、保健福祉課、産業課、次のページをお開き下さい。

施設課。 
附則、施行期日、第 1 条、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。浦幌町行政改

革推進委員会設置条例の一部改正、第 2 条、浦幌町行政改革推進委員会設置条例の一部を

次のように改正する。第 6 条中「企画総務課」を「総務課」に改める。浦幌町情報公開条

例の一部改正、第 3 条、浦幌町情報公開条例の一部を次のように改正する。第 19 条中「企

画総務課」を「総務課」に改める。浦幌町個人情報保護条例の一部改正、第 4 条、浦幌町

個人情報保護条例の一部を次のように改正する。第 38 条中「企画総務課」を「総務課」に

改める。浦幌町農業振興対策条例の一部改正、第 5 条、浦幌町農業振興対策条例の一部を

次改正する。第 10 条中「農水商工課」を「産業課」に改める。浦幌町都市計画審議会条例

の一部改正、第 6 条、浦幌町都市計画審議会条例の一部を次のように改正する。第 11 条中

「建設課」を「施設課」に改める。 
以上でございます。よろしくご審議願います。 

○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 8 番、阿部議員。 
○阿部議員 大変失礼なんですけれども、先程一般質問の中で私ちょっと違うかなと思う

んですけど、ちょっとお聞きしたいなと思って、先程ですね、私一般質問の中で現参事職

の方それから課長補佐の方の配属並びに今後どのように活躍していただけるかということ

をお聞きしたのですが、それが無かったのでちょっとその辺に関して関係あるなし、ちょ

っとお聞きしたいなと思いまして、お伺いしたい。 
○水沢議長 阿部議員にお聞きしますけれども、参事と課長職の配置のことですか。 
○阿部議員 8課を6課にされる、そのことに関しての参事職、それから課長補佐職ですね、

その方の今後のいろいろな形の中でおそらく今の人事の中でいくといろんな形があると思
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うんです。言いにくいかもしれませんけど、その辺ちょっとお聞きしたいなと思いまして。 
○水沢議長 その中身を具体的に言って下さい。 
○阿部議員 現在の職ですと、8 課の中で参事職がございますよね。何人かおられますよね。

それから課長補佐職もございますよね。課に付随してある程度数おられると思うのですよ

ね。おそらくこれを今課を縮小されて 8 課を 6 課にされる訳ですから、必要がなくなると

言ったら失礼なんですけれども、そういう方の職務と言うのですか、そういうのはあると

思うのですよね。それをどのような形の中で極端に言うと、降格になるのかなというふう

に感じます。そういう方の直接あたる方はですね。そういう方をどういう形の中でされる

のかなということをお聞きしたいなと。 
○水沢議長 答弁願います。 
 助役。 
○安藤助役 現在、参事職、課長補佐職何名かおりますが、この関係については課が縮小

されても降格、そういうものはなく、そのままの職で配置したいと考えております。です

から、一つの課に現在課長補佐が 2 人いる課もございますが、3 人になる課もあるというこ

とでございます。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 たぶん私たちが一般的に考える課長から参事になる場合というのが想定され

るということだろうと思います。それが降格ということで、その参事職をどのような形に

なっていくのかと、参事職が一時的に増えるということも予想される中でのお考えかなと

いうふうに感じる訳ですけれども、それらも含めた中で参事職にも出来るだけ目的を持っ

たと言いますか、専門職を担ってもらえるような形をとっていきたいなと、このようには

考えております。一時的に今回参事職が増えるというわけでありますけれども、次年度以

降退職者が増える訳ですから、そんな中で対応はとれるかなと、こういうふうに思ってお

ります。それでは、来年度から機構改革したらどうかということになるのかと思いますけ

れども、やはり 1 年でも早く改革していかなければならないということと、来年、退職に

合わせてやると退職してしまってから新任の課長が選任されて更に機構改革がされるとい

うことよりは、今回課長から参事になる方がいたとしても、今やるべきだという中で進め

ておりますので、一つご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 8 番、阿部議員。 
○阿部議員 機構改革に対する本来ですと、来年度の機構改革という形なのかなと、今年

度のうちにという言い方良くないのかな。     始まったというふうにとらせていた

だいたんですけれども、逆に言えば今の中では課はあるんですけれども、部下がいないん

じゃないかという私心配するのですけれども、そういう心配は任命権者の方にやっていた

だくということで一応分かりましたので私流に分かりましたけれども、それでよろしいか

どうかだけちょっと再度お聞きします。 
○水沢議長 町長。 
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○八木町長 来年やるべきものを今年やったということではなくて、今年やったことにつ

いて来年の課長職を含めた退職者が多い時に合わせてやったらどうかという意見もありま

す、ということです。豊頃町がそのような形で退職者が多い時にやるということです。し

かし、町民の理解をいただくためには、今課長から参事になるという方がいるだけでも、

今やらなければならないという思いでやっているということでございますので、その点ち

ょっと誤解のないようにお願いしたいなと思います。それからよく頭でっかちで下の方が

少ないと言われております。今後の中で、大課制にまとめていくという形の中で、将来的

にはそれが解消されると、このように感じております。 
○水沢議長 8 番、阿部議員。 
○阿部議員 質問と言うかあれなんですけれども、そのことによって私が質問で先程した

ように、職員も不安にならないような機構改革を進めていただければ私は結構です。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 職員も町民も機構改革、新しく組織されるという中で、職員も町民も不安が

あるのではないかなと、このようには感じております。しかし、その解消について、4 月か

ら始まるわけでございますけれども、その解消について全力をあげていきたいなと。そし

て、町民にご理解をされるような仕事をしていきたいと、このように感じております。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 私は、この課の編成替でですね、私の手帳にあります 2 月の 16 日に自立の問

題で吉野地区に町長以下何名か説明に来られた中で、課を縮小し、またこのまちづくり政

策課も作るという今後の国の業務の移管の問題についても考えた中で、降格もあり得るよ

うな発言をされたというような、これは私ばかりでなく皆聞いているのですよ。というこ

とは、課長が二つ減る訳だから、人事の退職等含めても余るような発言の中で、降格もあ

り得るという発言を明確にしているはずなんですけれども、それが今の答弁の中では参事

職という形で、また参事職にも責任を持たした形で、それから今阿部議員の言われた頭で

っかちで課長職と参事職が居たら果たしてどっちに職務責任があるのかという問題も出て

くるのですけれど、まず最初に降格という問題が何か方針が変わっているのか、何か町民

に説明したのと、今説明したのでは随分違っていますので、その点と参事職を何人か配置

しなければならない時の職務権限、最終責任は、どういう形で同じ職責だと思うのです。

とにかくどのように考えておられるのか、1 点だけお伺いしたい。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 私は、そのように自立の説明の中で行っております。私共は一般的な町民、

私は外部から入りましたから、一般的な考え方として課長から参事になるということは、

私はその中で降格というふうに考えました。というのは、勿論議会にも出れないというこ

ともあります。それから決裁権の問題もあります。そういうことを考えて、私はそのよう

に判断したわけであります。ただ括りの中では、課長職も参事職も同じ課長職という形の

中であるということは事実であります。しかし、私は町民的な考え方では、そういうふう
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に考えたということでありますので、一つその辺ご理解をいただきたいなと、このように

考えております。 
○水沢議長 助役。 
○安藤助役 職務権限でございますが、課長職ということで課長と参事は課長待遇という

ことでございます。ただ決裁権、同じ課である場合には、課長が上に判子を押すというこ

とでやっております。参事が決裁して課長が決裁するということでございます。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 町長の説明は、最高素晴らしいと思います。だけど普通降格と言ったらそう

いう意味合いで使うことだし、町民だって課長が課長補佐へ、平にという皆そんな認識持

っているんですよね。だからその辺の違いはやむを得ない、ここで解釈しなければならな

いけれども、先程の答弁の中でも参事職を持って専門職的な立場で責任を持たすという、

そこでまた助役の発言と違ってくるんですよ。やっぱり課長職として参事職も当然役職名

として課長、参事ありますけれども、最終的にその課の責任は課長が持つんだよと、参事

は先程町長が言われたように議会の説明員として出席の義務がないし、その代わり最終的

な責任もないと、きちっと割り振りしておかないと今言っているように、極端な話課長が 1
人いて参事が 2 人いたら 3 人が課長職で、それではどうなるのという町民も我々議会もな

んだか課長も参事も一緒でないかと、これは何に単を発しているかと言ったら、今日ここ

までの議論ではないですけれども、乱発と言ったら言い方言い過ぎでしょうけれども、や

はり役職、管理職をね、きちっとした形で登用してこなかった付けがここに来たのかなと

いう気がします。だけど今言ったように序列また責任の問題、そういうことだけは町民に

分かるようにきちっと説明なり、また配置をしておかないと、また混乱起こすもととなり

ますので、それだけはきちっと念を推しておきたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 私の説明不足と思いますけれども、参事にもそういう職責を持たすというこ

とは、例えば、参事でも課長職であれば担当する職名を持ちませんけれども、参事には例

えば給食センター担当を持たせると、または町税担当とかそういうふうに役職を持たせま

すよということです。その上に課長が決裁権者ということになるということでございます

ので、その辺私も責任不足でしたけれども、その辺のご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 2 番、杉江議員。 
○杉江議員 只今の野村議員の質問と関連しますけれども、一部降格もあるというような

住民説明会の中での話は、私も聞いております。そういう中でですね、給与条例に定める

給与表の中での対応に職員の降格などに関して不利益が生じないのか、不利益というのは、

不当な降格であったり、給与に対するそういうことの待遇が大幅に変更したり、そういう

ものが無いのか発言をしておきたいと思います。それは 8 つの課が 6 つになる、それから

40 の係が 36 になる、そのことによる役職と言いますか、当然減るわけですから、何らかの

そういうことが発生するのかなと、予想されるわけですから、そのことについて確認をし
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ておきたいと思います。 
○水沢議長 助役、答弁願います。 
○安藤助役 先程も申し上げましたが、参事職は課長職という位置付けにいたしておりま

す。課長、参事は、課長職ということで、給料体系については変わりはないということで

ございます。 
○水沢議長 10 番、田村議員。 
○田村議員 雑な言い方で申し訳ないですけれども、先程から町長の方から組織のスリム

化ということで行革をやるということでございますけれども、僕は今の時代にそれをやる

というのは、来年、再来年で退職者が多いからその時では間に合わないという論法はこれ

論法にならないなと。一応やっぱり今行革でやらないといけないと言ったら、何が第一か

と言ったら財源的にどれだけプラスになるかということをあげなければいけないし、住民

に対するサービスの低下しないようにもしないといけない、それと町長が変わってから、

町長の耳に入っているかどうか分かりませんけれども、これも噂であってほしいけれども、

庁舎内の連携の問題も一番重視しなければいけない問題になってくるのかなというふうに

思うんですけれども、それは例えば町長が今組織を変えることによって、人事は年功序列

で人事をしようとしているかどうかという問題が生じてきます。それは何故なら同等の権

利を持たした参事職の者に、その参事職の者が先輩であって、そして課長になった者が後

輩だとしたら、同等の権利を持って同等の報酬を貰っている者がその組織をまとめていく

ことが出来るかと言ったら大変不安な要素が出てくる。その不安な要素が出てくることに

よって、住民サービスも出来ない、尚一層町長の部局とする自分の配下の中の不平不満が

蔓延したとしたら町長大変なことになるから、この辺だけは十分気を付けてやらなければ

僕は住民に対しても庁舎内においてもプラスになる要素が一つもないと思いますけれども、

その辺どうですか。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 危惧をしながら来年やった場合という形で意見がありますということで、説

明をいたしましたけれども、私は今やるべきだと、今機構改革をやるべきだという意味で

提案をしております。その辺を一つ誤解のないようにしていただきたいと思いますけれど

も、今やったから財源的にどれだけ削減出来ているのかというと、先程説明のように旧課

長から参事になっても、給料は変わらないということですから、財源的なそういう面での

効果はないと、そういうふうにご理解を願いたいなと、このように考えております。しか

し、これが将来的には必ずその財源的なものについても効果は出てくると、このように感

じておりますので、その点は一つご理解いただきたいなと思います。勿論、これから権限

委譲等が想定されるということの中で事務が増えてくるのだろうなと、こういうふうに思

っています。その時にこの庁舎内の体制をどのような体制を取っていくのか、ということ

が大事なんだろうなと思っております。長期的なこれからの事務量、それから職員体制、

職員の数が減少していく、今の計画の中ではそうなっております。そういうことを考えて
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いくと、どうしても課を統合していかなければならないと、そういうふうに私は感じてい

るところでございます。そういう中で、人事に関しますことには、ここで申し上げられま

せんが、そういう感じを持ちながら将来的に見て住民にプラスになるような、また役場機

構もスムーズに動いていくような、そういう体制を取っていきたいと、このように考えて

おります。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 田村議員が言われたことと重なるのですが、今町長が効率的なということで

いわば将来を見据えてということなんだが、でも今回いわばスリム化することによる効率

的な運営ということですね、今町長が言われた権限委譲という関わりで果たして今度の改

正される体制がベターなのか、それは検証出来ませんよね。むしろ、改正前と後の組織の

比較だけ見るとね、係も減る、課はでかくなるという中で、その権限委譲の業務上ですが、

十分対応出来るのかという疑問あるが、再度答弁いただきたい。それとあくまでもこれは

やはり町民サイドに立ってみた時に、この改正がですね、今よりも町民にとって都合と言

いますか、何て言うのですか、町民の利益を損なうことのない体制なのか、その辺も含め

て答弁願います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 私たちは、よその町も今、大課制というものがそれぞれ進んでいるところで

ございます。私たちは、よその町を見てやろうとしたわけではありません。合併協議をし

ている時から自立であれば大課制にしていかなければなりませんと、合併であれば本当は

やれれば良かったんでしょうけれども、合併であれば 1 年間の短期間のまた構成外という

ことであるものですから、今の中で我慢しましょうということで考えてきたところでござ

います。前町長から引き継いだ時にもこの行政改革、課の統合というものが課題となって

おりました。今回は、それを一歩踏み込んでこのような形で効率的な運用をしていきたい

ということであります。確かにこれがベターなのかどうか、ということの不安というもの

もございます。しかし、これからの行政の効率化、そして職員数の減少というものを捉え

ていくと、やはり課を大きくくくって係の数が増えるような形をとっていかなければ、課

が多いとどうしても係りの数が少なくなってしまうということもありますので、今回はそ

ういう形の中で 18 年度以降の新規採用も踏まえながらこのような形を採っていきたいと、

このように考えております。町民にとってもそのことが町民にとっても理解していただけ

るような努力も必要だと、このように考えております。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 現体制自体もですね、今町長が言われたように問題点も含んでおります。そ

の改善は当然求められるわけですが、先の一般質問で町長の答弁があったように、いわゆ

る自立の道を向かう上でまちづくり計画と言いますか、後期のと言われましたけども、そ

うした計画と抱き合わせと言ったらあれですが、そうしたまちづくりの方向を示す中で、

この機構改革も考えているのではないのかなというふうに思うのですが、考え方だけ聞か
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せて下さい。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 まちづくり計画と行政運営というのは、勿論一体であります。しかし、今回

作るのはまちづくり計画 10 年間の内の前期 5 ヶ年というのは 17 年度までの計画でござい

ます。18 年度以降が後期の年度別の実施計画ということになります。そういう関係であり

ますので、今回行政改革というのは今回行いながら、その中でその行った中でまちづくり

政策課という形の中で今後の自立していく中でのまちづくり、財政計画、後期計画という

ものをきちっと立てていきたいということを見据えた中で、今回提案しておりますのでそ

の点もご理解をいただきたいと、このように考えております。 
○水沢議長 7 番、岡田議員。 
○岡田議員 ちょっと確認をさせていただきたいと思うのですが、直接今日の条例には関

係ないわけですけれども、教育委員会の関係で、教育委員会は教育委員会の方で課設置条

例を改正するのではないかと思うのですが、この間議運ではそのような説明されているの

ですけれども、他の議員の方にはその説明がされておりませんのでね、それ余分なことか

もしれないけれども、この下にでもこういう形になりますよというのを付け加えていただ

きたかったなと思うのですが、その辺についてちょっとお聞きしたい。 
○水沢議長 管理課長。 
○後藤管理課長 教育委員会の事務局の組織につきましては、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律で教育委員会規則で定めるということになっております。それからそこに

置かれる職員の職につきましても同じく教育委員会規則で定めるということになっており

ますので、この条例が通った後、教育委員会としても具体的な審議をして今月末に予定さ

れております教育委員会で議決したいというふうに考えております。 
○水沢議長 助役。 
○安藤助役 今、管理課長が申し上げたとおり、教育委員会の方の条例で定めるというこ

とになっておりますが、今回の事務改善委員会の方にこちらの方から諮問した案に対しま

して、具申書ということで教育委員会も一体として具申をいただいております。その中で、

今現行管理課と社会教育課、2 課ございますが、これを一つの教育委員会事務局ということ

で一つにするということで、課長については教育次長という形をとっていきたいと思って

おります。係が現行では管理課が 3 係、社会教育課が 5 係ですね、今後、教育委員会を一

つにした時には、7 の係になるということで事務改善委員会の方から具申をいただいており

ます。 
○水沢議長 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 6 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 
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（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 6 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第７ 議案第７号 
○水沢議長 日程第７、議案第７号 浦幌町表彰条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 
 説明を求めます。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 議案第７号 浦幌町表彰条例の一部改正について。 
 浦幌町表彰条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 この一部を改正する条例につきましては、本町の歴史も 2 世紀に入り、開拓当時の方々

も少なくなってきた状況にあることや行政改革の一環として開町 90 年を契機に平成 2年か

ら毎年行ってきた開拓功労者表彰を見直すとともに、表彰基準と表彰内容の改正を行うも

のであります。改正の内容につきましては、表彰は自治功労者表彰と善行賞表彰とし、現

在ある善行賞表彰規程による該当者を表彰条例に組み入れ善行賞表彰規程は廃止するもの

とします。また開拓功労者表彰は廃止し、8 月 1 日現在で本町に引き続き 1 年以上居住する

もので、88 歳を迎えられた方々を対象に功労者表彰ではなく、感謝状を授与する規定を定

めます。また高額寄付者に対しても功労者表彰ではなく、感謝状を授与する規定を定めま

す。また毎年実施してきた開町記念式典を節目の年に変更するのに伴い、表彰時期につい

ては、他の表彰と合わせて行うこととしております。 
 浦幌町表彰条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町表彰条例の一部を次のように改正する。 
 第 1 条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条を次のように改める。趣旨、第 1 条、浦幌町

の自治行政に対し顕著な功績のあった者は、この条例の定めるところにより表彰する。第 2
条第 1 項中「功労者の表彰」を「表彰は、自治功労者表彰と善行賞表彰とし」に改め、同

条第１項第 2 号中「、収入役並びに」を「及び」に改め、同条第 1 項第 5 号を次のように

改める。（5）他の模範となる善行をしたもの、第 3 条中「年数は」を「起算日は、毎年 1
月 1 日とし」に、「次」を「、次」に改める。第 4 条及び第 5 条を次のように改める。表彰

の時期、第 4 条、表彰は、町長が必要と認めるときに行うものとする。表彰の方法、第 5
条、表彰は、表彰盾を授与して行うものとする。2 項、表彰は、前項の規定によるほか、副

賞を授与することができるものとする。第 6 条の見出し中「知事等から」を「叙勲等」に、

「副賞」を「記念品」に改め、同条を次のように改める。叙勲等の顕彰者に対する記念品

贈呈、第 6 条、叙位叙勲および勲章条例に基づく藍綬褒章並びに黄綬褒章を授与された者

に対し、町は別に定める記念品を贈呈する。第 7 条第 2 項を削り、同条第 1 項を次のよう
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に改める。被表彰者が死亡した場合の取扱い、第 7 条、被表彰者が表彰前に死亡したとき

は、第 5 条に定める表彰はその遺族に贈呈する。第 8 条の見出しを「表彰台帳」に改め、

同条を次のように改める。表彰台帳、第 8 条、被表彰者の氏名、その他必要な事項は、表

彰者台帳により整理し、永久に保存するものとする。第 9 条中「、必要な事項」を「表彰

に関し必要な事項」に、「規則」を「、規則」に改め、同条を第 10 条とし、第 8 条の次に

次の 1 条を加える。その他の表彰、第 9 条、町長は、第 2 条に定めるもののほか町行政に

寄与し、その功績が著しく感謝するに足ると認めた個人又は団体に対し、感謝状を授与す

ることができるものとする。別記第 1 号様式を削る。 
附則、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。以上です。よろしくご審議願いま

す。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 7 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 7 号は、原案のとおり可決されました。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって暫時休憩いたします。 
 

午後 ３時５８分 休憩 
午後 ４時１０分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第８ 議案第８号 
○水沢議長 日程第８、議案第８号 浦幌町行政区設置条例の一部改正についてを議題と

いたします。 
 説明を求めます。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 議案第８号 浦幌町行政区設置条例の一部改正について。 
 浦幌町行政区設置条例の一部を別紙のとおり改正する。 
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 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 この一部を改正する条例につきましては、現在、行政区長の年額報酬は、一行政区あた

り平均 10 万 3,000 円以内となっていますが、これを 6 万円に改めるものであります。これ

に伴って行政区長さんに毎月 2 回行政区回覧をお願いするところですが、今回、役場だよ

りを廃止し、広報紙に集約、また各課等で回覧している文書についても広報紙の活用によ

り回覧文書の削減に努め、基本的に毎月 1 回の行政区回覧に改めるものでございます。 
 浦幌町行政区設置条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町行政区設置条例の一部を次のように改正する。 
 第 6 条第 1 項ただし書を削る。第 6 条第 2 項を次のように改める。前項の報酬の額は、

一行政区平均年額 6 万円とし、その支給基準は町長が別に定める。 
 附則、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 以上です。よろしくご審議願います。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 14 番、島田議員。 
○島田議員 行政区長の報酬の改定でありますけれども、今の説明ではちょっと理解し難

いですね。というのは、今、課長が言われたように広報紙を 2 回から 1 回に減らしたから

ということで、6 万に下げたようにしか説明していないんです。行政区長のいわば委嘱して

いる業務と言いますか、行政の仕事の一端をね、お願いしている訳ですから広報紙配るだ

けではないですよね。だから本当の所の理由をこれはっきり説明する必要があると思うん

ですよ。それでないと、区長さんあたり納得いかないですよ。金が無いからとなぜ言わな

いのですか。今まで議会からね、町長はじめ皆さん身を削ってまでね、努力しているのに

なしてここだけ触れないで、そういうおかしな説明に終わらすのだろうか。 
○水沢議長 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 もちろん島田議員がおっしゃるように危機的な財政にあることは間

違いありません。そんなことも含めまして、2 月 8 日南浦幌行政区長会、22 日厚内、24 日

中浦幌、市街行政区、25 日上浦幌行政区、それぞれ区長に集まってもらいまして町の現状

それから区長報酬の削減理由等を説明し、それぞれ理解を求めてきたところです。ですか

ら必ずしもただ単に行政区の手当を半分にするということではなくて、町がお願いしてい

る行政区回覧もそうですが、それぞれ今までありました関係の町に対する振興の関係のお

手伝いも願っているわけですが、こういう状況で理解を願いたいということでお願いして

いるということでございますので、ご理解願いたいと思います。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 ああ言えばこう言いたくなるのですけれどもね、当然、現区長さん方の考え

も聞いたと思うんですよ。了承得られたということなんだが、今の区長さん、生涯区長を

やるわけではないんですよ。ですからそのことも含めて考えた時にはね、やはり誰もが納

得出来る説明が必要でしょ。回覧板 1 回にしたら班長さんの方が忙しいですよ。だからそ
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んなことでの減額ではない訳ですから、はっきりして下さい。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 島田議員のおっしゃるとおりな訳ですけれども、言葉足らずであった訳です

けれども、私共もそれぞれの連合区長会という形の中で回らせて説明をさせていただきま

した。今、財政の厳しい状況、浦幌の現状というものをまず説明させていただきまして、

こういう現状でございますので、区長さん方のご理解、ご協力をいただきたいということ

で説明をさせていただいた次第でございます。確かに島田議員おっしゃるように 4 月から

変わられる区長さんもおられます。しかし、その区長一人一人の今区長が当たるかどうか

ということもありますけれども、全体の町の現状というものを訴えて、どうか一つご協力

をいただきたいということで理解を求めてきたところでございます。その点も一つご理解

をいただきたいなと、このように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 8 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 8 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第９ 議案第９号 
○水沢議長 日程第９、議案第９号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正についてを

議題といたします。 
 説明を求めます。 
 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 議案第９号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について。 
 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 町有住宅の使用料の条例の一部改正につきまして、この町有住宅につきましては、平成

10 年 4 月 1 日より 6 年間改正をしておりません。今、行政区長の報酬の関係もありました

けれども、今、町におきましては大変財政難ということもございまして、この厳しい状況

の中で町有住宅についても昭和 55 年建設以降の分について、現行使用料に対しまして 10％
の値上げをするという改正でございます。別表 1 につきましては、職員住宅、別表 2 につ

きましては、教員住宅の内容となっております。別表 2 の教員住宅の中で、新年度吉野小

学校、常室小学校、厚内中学校の閉校に伴いまして、教育委員会から用途を廃止する教員

住宅について、普通財産として引継ぎを受けることによりまして、別表 2 より削除し、用
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途廃止することとしたいと思います。これらについては、住宅の有効活用ということもあ

りまして、閉校になることによって一般の方がその住宅を活用したいということがありま

す。この町有住宅の使用管理条例の中に入居者の資格について国・道・本町の公務員及び

医師並びに浦幌町特別養護老人ホームの職員でないとこの住宅に入れないという規定があ

りますので、普通財産に落としましてその中で住民に有効に使っていただきたいというこ

とで、条例の改正をするものでございます。 
 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を次のように改正する。 
 別表 1 及び別表 2 を次のように改める。 
 別表 1、第 6 条関係、これは先程言いましたように職員住宅の関係です。昭和 47 年、北

町の木造平屋建、面積 55.64 ㎡、使用料 7,800 円、戸数 2 戸以下昭和 63 年度貴老路地区ま

での住宅でございます。別表 2、第 6 条関係につきましては、教員住宅の関係で、昭和 50
年、宝生、上浦幌中央小学校、木造平屋建、54.1 ㎡、使用料 8,700 円、2 戸以下平成 7 年

の美園の上浦幌小学校、木造平屋建、63.0 ㎡、1 万 1,800 円、2 戸までの分でございます。

先程申し上げましたように、55 年以前の分については、値上げをしないと。55 年以降の分

について、10％値上げという金額でございます。別表 3 中「別表 3」を「別表 3（第 6 条関

係）」に改める。別記第 1 号様式中「別記第 1 号様式」を「別記第 1 号様式（第 3 条関係）」

に改める。別記第 2 号様式中「別記第 2 号様式」を「別記第 2 号様式（第 4 条関係）」に、

「浦庶第 号指令」を「（記号）第 号指令」に改め、「収入役に」を削る。別記第 3 号様

式中「別記第 3 号様式」を「別記第 3 号様式（第 5 条関係）」に改める。 
 附則、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 以上でございます。よろしくご審議願います。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより議案第 9 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 9 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１０ 議案第１０号 
○水沢議長 日程第１０、議案第１０号 浦幌町手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。 
 説明を求めます。 
 企画総務課長。 
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○山田企画総務課長 議案第１０号 浦幌町手数料徴収条例の一部改正について。 
 浦幌町手数料徴収条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 この一部を改正する条例につきましては、自主財源の確保を図るため、法令や権限委譲

により手数料が定められているもの以外の手数料の一部を改正するものです。窓口手数料

の改正を行うことは、負担金額が少ないと言えど住民負担をお願いするものであり、誠に

恐縮ですが応分の負担をお願いするものです。またこの手数料関係の改正については、全

町民が必ず交付を受けるものではなく、中には何年も交付を受けない人も居ますし、証明

が必要な方々の手数料であり、4 月 1 日からの施行をお願いするものですので、よろしくお

願いしたいと思います。 
 浦幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町手数料徴収条例の一部を次のように改正する。 
 別表 1 を次のように改める。 
 別表 1、第 2 条関係、1、公課の証明、1 件につき 200 円を 300 円に改正するものです。

また 2 の営業及び事業に関する証明につきましては、400 円を 500 円に改正するものです。

3 から 10、11 をとばしまして 12 から 13 につきましては、それぞれ 200 円を 300 円に改

正するものでございます。次のページの 21 につきましては、200 円から 300 円に改正する

ものでございます。22、住宅用家屋証明手数料につきましては、新規で 1 件につき 1,300
円を新たに設けるものでございます。24、地籍図、地籍図筆界点番号図及び辺長図複写、

これにつきましては 500 円を 700 円に改めるものでございます。また 25 番につきましても

500 円から 700 円に改めるものでございます。次に、32 番の成果簿複写、これにつきまし

ては、500 円を 800 円に改めるものでございます。また 33 の地籍集成図関係につきまして

は、現行 300 円を 500 円に改正するものでございます。 
 附則、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 以上です。よろしくご審議願います。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより議案第 10 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 10 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１１ 議案第１１号 
○水沢議長 日程第１１、議案第１１号 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の
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一部改正についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第１１号 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部

改正について。 
 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 改正内容につきましては、現在、町内に屋内ゲートボール場が 5 ヶ所利用されておりま

すが、今回、下浦幌ゲートボール場につきましては、利用者の減少から本年度の実績がな

く、今後とも利用する見込みがないことから、当該地区老人クラブ等々協議をした結果、

施設を閉鎖したく提案する内容でございます。また当該施設につきましては、平成 4 年度

建設されておりまして、鉄筋平屋建てになっております。面積については、413.1 ㎡ござい

ます。尚、今後の利活用につきましては、冬期間のパークゴルフ場等を出来ないか内部検

討した中で、今後とも有効な利用が出来ないか内部検討させていただき、地域とまた再度

協議はしたいと思っています。条例上は廃止をし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。 
 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部を次のように改正する。 
 第 2 条表中「下浦幌屋内ゲートボール場」の項を削る。 
 附則、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 14 番、島田議員。 
○島田議員 今、課長の方でこの吉野のゲートボール場を閉鎖するということで、ただ使

い道としては冬期のパークゴルフ、例えだと思うのですが、その場合はあれですか。条例

としてない訳ですから、管理、運営、責任等においては使う人の責任においてやるのだろ

うか。それともあくまでも町ということになるのだろうか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 条例上から落とされますので、その建物については普通財産という

ことになりまして、通常管財の方で管理することになります。そこで鍵等については管理

します。ただ先程申し上げたとおり、何か良い利活用がないかということでパークゴルフ

をやれれば狭いですが、冬期間でも利用出来るかという内容でございます。その際につい

ては、地域にお願いしてまた改めて管理していただく方をお願いするような形になろうか

と思います。その時にはそういう形が適当でないかなということを考えております。以上

でございます。 
○水沢議長 4 番、差間議員。 
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○差間議員 課長、ちょっと聞いておきたいと思います。ゲートボール場からパークゴル

フ場と、確かに厚内にもゲートボール場あります。人数は少ないです。そして中へ行った

らもの凄いですよね。活かしようがそれぞれ勿論ゲートボール場ですからね、ゲートボー

ルを中心としてやるのが当然ですけれども、今言ったパークゴルフ場、これはかなりやり

たい人がいるわけですからね、仮にゲートボール場がパークゴルフ場に転換していった場

合の中身について是非厚内の方にも教えてほしいと。やはり問題は維持管理なんです。で

すからゲートボール場でやっている分には今のいいでしょうけれども、夏分のパークゴル

フ場の変わりという、そういうスタイルへ持っていけるのであればね、是非厚内の方にも

おろしていただきたいと、これは今聞きましたからね、今帰ったらすぐ言ってこれはもう

町長に掛け合えと、そういうふうに言っておきたいと思います。よろしくお願いします。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 今、厚内地区についてはゲートボール場という形で要望をしており

ます。当然、夏場につきましては野外にパークゴルフ場があるので心配はないのですが、

ゲートボール場とパークゴルフ場を併用してはちょっと使い勝手は出来ない、穴を開けた

りポールを立てたり、ゲートボールについては本当に平らなところのある程度の固さが必

要だと、それから障害物を置いたりは出来ない、パークゴルフ等の協議が全く違う協議で

あるということのことでございます。ただそれらも踏まえて何とかゲートボールが衰退し

た中では、せっかくの建物でございますのでそういうことも視野に入れて今他のパークゴ

ルフをやる等含めて検討している最中でございますので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 今、課長の説明だとね、ゲートボール場の活用についてね、吉野は普通財産

という言い方でパークゴルフ出来るものなら使ってもいいよと、厚内は冬期間パークゴル

フに活用出来ないかということ、これは適用難しいのですか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 屋内のゲートボール場でございますから、夏も冬もゲートボール場

として高齢者が楽しんでいる中身もございますので、基本的に冬も現在厚内地区について

も少ない人数の中で楽しんで、健康増進のためやっている。これを冬も併用して使うとい

うことは、先程申し上げたとおり難しいという考え方を持っております。だから冬の場合

は、夏場に出来ないパークゴルフ場を厚内の中の屋内ゲートボール場で出来るかというと、

出来ないという解釈の中で、その条例を廃止したあかつきにはそういう他の利用というの

が出来る可能性があります。現在は出来ません。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 使い方であってね、例えば週のうち何曜日と何曜日はパークゴルフの日にす

るとか使えば、ぶつかり合うことはないだろうし、むしろ冬は有効に使えるのではないだ

ろうか。天井が穴開いたり、壁が穴開いたりすることだったら吉野だって同じことだしね、
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だから今のゲートボール場の有効活用から考えたら、勿論毎日ゲートボールをやっている

のかもしれませんけど、冬場そういう形で組むことだって可能ではないだろうか、その辺

は全く駄目なんだろうか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 先程申し上げたとおり、ゲートボール場として設置して、ゲートボ

ール場専用のために作らせていただいたものでありますし、パークゴルフを冬期間そこで

例えば先程ご質問にありましたとおり、1 日おきなり 2 日おきなりそういうパークゴルフと

しての利用というのはちょっとゲートボール場というのは、やはり使い方が違う、協議の

仕方が違う、それからパークゴルフというのは穴を掘ったり、障害物を作ったりしなけれ

ばならない、使い勝手がかなり違うということで併用は難しいという考え方のもとで思っ

ておりますので、その辺よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 今、説明された課長ね、吉野の説明資料に書いてある老人クラブとゲートボ

ールの対象は老人ということで、その組織が老人クラブということで今後必要ないという

ことで閉鎖すると話されたと思うんですよ。その後について、どうだという話は老人クラ

ブと話して冬場のパークゴルフという形が出てきたと思うんだけれども、保健福祉課を離

れて町有財産になるわけですし、やっぱり今度はそれをどう活用するかということは、私

は個人的には聞きましたけれども、やはり先程の行政区の区長さん、大分報酬安くなりま

したけれども、こういうこと初めて区長さんが地域のためにどのような活動をしたらよい

かというのでまずそこへ 1 回落として、たださっきから決まったものパークゴルフ場に決

まったような話するからどんどん話が広がっちゃうんだけれども、そういうこと決定した

の聞いておりませんしね、地域のそういう今度は吉野の場合は体育振興会だとか、いろい

ろ区長会とか持っていますので、そういうところに落としてみて利活用をまず図って、そ

れから提案されたらいかがですか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 申し訳ないです。今後、そのような形で吉野地区については、取り

計らってまいりたいと思います。 
○水沢議長 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより議案第 11 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 11 号は、原案のとおり可決されました。 
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     ◎日程第１２ 議案第１２号 
○水沢議長 日程第１２、議案第１２号 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部改正についてを

議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第１２号 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部改正について。 
 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 本改正の趣旨でございますが、本町においても高齢者の率が年々増加の傾向にあります。

また特に 75 歳以上の高齢者の増加も顕著になってきてございます。そういう中におきまし

て、敬老祝金贈呈の対象者も増えてきているわけでございますが、近年の財政状況並びに

当町単独事業の見直しを進める必要があることから、管内状況も踏まえた中で次のように

改正をするものでございます。改正前については、77 歳 3 万円、88 歳 3 万円、99 歳 3 万

円、100 歳の方は 10 万円を、改正後につきましては、88 歳の方は 3 万円、100 歳の方は

10 万円に改正するものでございます。 
 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部を次のように改正する。 
 第 2 条第 1 項中「年齢 77 歳、88 歳、99 歳及び 100 歳」を「年齢 88 歳及び 100 歳」に

改め、同条第 2 項中「77 歳及び」及び「99 歳及び」を削る。第 3 条中第 1 号を削り、第 2
号を第 1 号とし、第 3 号を削り、第 4 号を第 2 号とする。第 5 条中「77 歳及び」及び「99
歳及び」を削る。 
 附則、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 以上でございます。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 14 番、島田議員。 
○島田議員 敬老祝金についてはですね、今度様々な理由から 88 歳一本にしぼった形にな

りますけれども、88 歳の根拠ないんですよね。一般的にはいろいろ言われる節目もあるん

ですが、私は財政が厳しいということも含めてどうしてもと言うのであれば、減額しても

ね、やはり 77 歳からね、祝金ですから確かに金額的には大きいですよね。この比較だけ見

ましても 200 万からの減になりますから、やはり浦幌町のいわば開拓とまでは言いません

けれども、浦幌町をずっと支えてきた先輩たちにね、やはりせめて額面は別にしても、や

はり 77 歳からね、支給する。そしてその対象年齢も 77、88、99 とここはいじらないまで

もね、金額を減額してでも出すということで考えることは出来ないのだろうかね。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 ご指摘のことも十分踏まえた中で、内容を精査して検討をさせてい

ただきましたが、総体的な財源的なことも踏まえながら管内的な状況を十分勘案しながら、



 66 

88 歳だけを残させていただいたという経過でございます。77 歳についても金額を下げて残

しては、それから 99 歳についても残してはというご意見でございますが、それらについて

は管内的に今敬老年金から祝金に変えて、祝金の額を今管内的に支給の対象者も管内的に

変更してきている状況がございます。そういうことも踏まえて、このような改正案を提出

させていただいたわけでございますので、何卒ご理解をしていただきたいと思います。ま

た高齢者の労をねぎらう上の中で先程表彰条例の一部改正の提案の中で開拓者の表彰が感

謝状という形になります。その対象者と 88 歳のこちらの提案する敬老祝金と対象者が同一

対象の中身になります。それらも踏まえてよろしくお願いをしたいと思います。以上でご

ざいます。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 新年度において 77 歳を迎えようとしている人は、楽しみにしているんですよ

ね。というようにお年寄りの間ではいくつになったらわずかだけれども、孫に小遣いやる、

それに値すると言うか、有難いものなんですよ。金額は別にしてね。こういう時節柄、祝

金すらも削らなければならない、その相談をいつ周知をしたのか、ある意味では 1 年位か

けてね、やはりこういうふうにしたいということが言われているのならいいけれども、皆

さん得意の減額、傾斜配分みたいなねこともやったりするけど、せめてそういう形ででも

ね、この制度を残していくべきではないだろうか。その辺の周知の徹底がされたのかどう

かも含めて再度。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 政策的なことでもありますので、私の方からお答えをさせていただきたいと

思います。島田議員の一般質問の中でもお答えしましたけれども、この交付税の算定の根

拠となっている中に 7～8 兆円の課題計上がありますと言われている中に、この敬老祝金が

含むわけであります。それではすっぽりやめてはどうなのかということになる訳でありま

すけれども、私共もこの敬老年金という方法から敬老祝金に改めたのが平成 15 年というこ

とで、15 年、16 年と実施したという経緯であります。その中でまた今回改正をする訳であ

りますけれども、一層全てやめるのか、また一部でも残すのかどうかということを考えな

がら協議を進めてきたところであります。島田議員のおっしゃるように、88 歳という基準

がどうなんだろうと言われれば、77 歳、88 歳、99 歳と定めたのも数字が続いているだけ

ではないかと言われればそのようなことになるのかなと思っております。そういう中で、

非常に今高齢化が進んできて 77歳人口が非常にお元気であられるということも考えており

ます。それから敬老祝金をお届けした中でもいろんなお年寄り、その対象者の方からいろ

んなお声も聞いております。それらを踏まえた中で、今回この自立推計をしたり、いろん

な協議をしていく中でせめて 88歳でも残してはどうかという意見も一部で出てきたことも

ございました。それらも踏まえて全てを無くするのかどうかということも協議した中で 88
歳、100 歳であれば非常に人数が少なく金額的にもかなり抑えられるだろうということで、

今の財政の非常に厳しい中ではありますけれども、この 88 歳、100 歳ということに改めれ
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ばなんとか繋いでいけるなと、このように考えながら今回改正させていただいている次第

であります。それぞれいろんな想いもあろうかと思いますし、この浦幌町を作ってこられ

た非常にご苦労された方々にどのような形で報えるのかということもございますけれども、

今回の財政難という形の中で 88 歳、100 歳、この二つに踏み出させていただきたいという

ことで提案しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 町長答弁したからあれなんですが、せめてと言いますか、やはり町民憲章に

もうたわれているようにね、金だけじゃないですよ。心も含めてですけどね、でもその一

つの形としてね、これまでこの事業続けてきたわけですよ。形を変えながらね。だから一

部を残すか、なくすかという議論の中で、一部を残すこれが 88 という手法を取らないで、

やり方を変えた形でと言いますか、減額してでもねという方法も一部の考え方ですよ。だ

からそういう形で残すべきです。残すべきですと、私いつも言い切っちゃうんだけれども、

この事業もなくしたら町長光る所ないですよ。痛みだけ押し付ける町長になりますよ。そ

こら一つ十分考えて政策的に考えて下さい。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 光る、光らないということよりも、やはり何とか財政再建ということの強い

意志と、それからお年寄りの方にも何とかこの辺の形をご理解いただきたいということを

含めて提案させていただいております。それぞれお考えあろうと思いますけれども、どう

ぞ一つご理解をいただきたい、このように思っています。 
○水沢議長 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 12 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 12 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎会議時間の延長 
○水沢議長 お諮りをいたします。 
 浦幌町議会会議規則第 9 条第 2 項の規定により、本日の会議時間は議事の都合によりあ

らかじめこれを延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○水沢議長 異議ないものと認めます。 
 本日の会議時間は、延長することに決定をいたしました。 
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     ◎日程第１３ 議案第１３号 
○水沢議長 日程第１３、議案第１３号 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金

の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第１３号 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助

成に関する条例の一部改正について。 
 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関する条例の一部を別紙のとお

り改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 改正の内容でございますが、平成 12 年 4 月からの介護保険導入に伴い、国において利用

者負担の激変緩和の観点から、低所得者の利用者負担について特別対策を実施してきたと

ころでございますが、本町においても同様の軽減措置を今日まで講じてきました。今回、

国におきまして、従来の方針どおり介護保険法施行時のホームヘルパーサービス事業利用

者に対する利用者負担について、従来 6％の負担割合を本年 4 月より 10％に引き上げるこ

とに伴い、同様の改正をするものでございます。内容でございますが、訪問介護及び訪問

入浴介護利用者の内、平成 12 年 4 月 1 日介護保険法施行前の老人福祉法の規定により措置

された方を、利用者負担金の助成対象から削除するものでございます。尚、身体障害者福

祉法の規定により措置された方等に対する利用者負担率は、従前どおり 3％でございます。

参考の助成後の負担割合経過につきましてご覧下さい。尚、これらにつきましては、平成

15 年 6 月議会におきまして、15 年 7 月より老人福祉法の関係につきましては、経過措置か

ら 6％に改正しております。今回 10％に改正する内容でございます。 
 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関する条例の一部を改正する条

例。 
 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関する条例の一部を次のように

改正する。 
 第 3 条中第 1 号を削り、第 2 号を次のように改め、同号を同条第 1 号とする。1 号につ

いては、朗読を省略させていただきます。第 3 条第 3 号を次のように改め、同号を同条第 2
号とする。2 号については、朗読を省略させていただきます。第 3 条第 4 号を同条第 3 号と

する。第 3 条に次の 1 項を加える。2 項、前項の規定に該当する者にあっては、他の市町村

から転入した者を含むものとする。第 3 条関係につきましては、助成の対象の条文であり、

先程ご説明したとおり、老人保健福祉法に伴う対象者を削除し、身体障害者福祉法の対象

者を現行どおり条文を整理し、据え置くものでございます。第 4 条を次のように改める。

助成の額、第 4 条、助成の額は、利用者負担金に 100 分の 70 を乗じて得た額とする。これ

は身体障害者福祉法の利用率の負担率は、従前のとおり 3％ということでございます。 
 附則、施行期日、1、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。適用区分、2、施行
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日前に受けた法に基づく「訪問介護」及び「訪問入浴介護」の介護給付・予防給付の受給

者に対する利用者負担金の助成の額は、なお従前の例による。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 14 番、島田議員。 
○島田議員 これは当初介護保険が始まってから計画の中で見直しの一つのパターンでは

あるのですが、これもったら変ですけど状況を鑑みてね、やはり 6％なら 6％でいくという

考えは持てないものなのか。当然、国はこの処置に対しては、打ち切る訳ですから、町の

持ち出しになる訳ですけれども、そういうことを政策の中で町長、一つ捻出予算のやりく

りつけてでもね、6％なら 6％で当面と言うか、先は分かりませんけれども、来年見直しか

かりますからあれですが、その辺検討する余地はないのかどうか、是非検討していただき

たいと思うのですけれども、いかがですか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 今ご質問のご指摘がありましたとおり、当然この介護保険法の中で

の 5 年間ということで国の経過措置がなくなるわけでございますから、国・道からの補助

金が対象者については当然補助金として入ってこない、その分単費で全てうちの方に持た

なければならないということになります。そういうことも含めながら、やはり財源的なこ

とを含め、また経過措置があります。また 12 年 4 月 1 日以前に訪問ヘルプサービスを 1 年

間受けた者が対象なんです。その後の受けた方については、全て 1 割負担という形になっ

ています。そういったことの均衡を考慮しながらこの激減緩和がなされているということ

もご理解願いまして、現在それ相当の 1 割を払っている方がおるということの現実を踏ま

えていただきたいと、このように考えておりますので財源的なことも含めながらよろしく

お願いをしたいというふうに思っています。以上でございます。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 12 年度以降の介護保険に乗っかってと言いますか、利用してきた方は 1 割負

担ですね、その人方との均衡ということなんですが、納得いかないのは確かに均衡という

点では不公平ですよね。ですけれども、これはね、分ければ安くなるという性格と違うん

ですよね。分かります。年数掛けてこの負担低かったんだから、この間まで安かったんだ

から 4％上げて、前の人と一緒にしますよというのはね、これはやっぱり酷なんですよ。ま

してや低所得者、他に居ますけれどもね、だからそこは十分配慮するとすればやはり今全

体にそうなんですが、お年寄りの暮らし向き今厳しくなってきていますよ。医療費から何

からとね。せめて介護を安心受けれる、いわば 4％でも利用料が安ければやはりそれなりに

利用出来る訳ですよ。そういう配慮があってもいいのではないかと、それがどうしてもね、

無理だというのであれば軽減処置減免ですね、免除とは言わないけれども、減免処置をや

はり適用させるくらいのことをね、やはり考えていく必要があるのではないかなと。これ

は申請義務免のことです。申請されなければ、それなりの負担能力が求められますけれど
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も、やはりそうした低所得者層に対しての減免処置をね、やはり実行する、そういう考え

は持ってますか。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 先程、課長から説明したとおりでございますけれども、今町長の政策という

形でのご質問と受け取っておりますので、私の方からお答えさせていただきたいと思いま

す。今、よく国の制度に上乗せするという形でやられてきた時代もあったと思います。財

政的に豊かな時代、まただった時代、それから今でもそれが出来る町村もございます。し

かし、浦幌の今の現状を捉えると、そういう形で減免措置を講ずるということは非常に厳

しい状況であります。これだけではなくて、他のものもあるわけですけれども、今の現状

を捉えるとそういう上乗せ措置、減免措置というのは取れないという状況にありますので、

一つその点ご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 何回もくどいようですけれども、私こうしたことをですね、やはり町として

やはり必要性があるのは例えば 1 割負担に戻すということですよね。運営する方からする

とね。でもね、利用する側にしたら上がることは嫌ですよ。そしたらね、介護保険を本当

に使おうと思ったら浦幌から出て行きますよ。もっと利用しやすい町に行きますよ。そし

たら人口は減るわ、介護保険給付減るかもしれないけれども、人口は減るわ、また町民の

負担は増えるわ、だからまちづくりと言いますか、こうした福祉政策を基本に据えてね、

本当に弱者を救う政策というのは無駄ではないんですよ。だからお年寄りが住める町とい

うのは、誰もが住める町なんですね。お年寄りと一般的に悪いんですけれど、介護保険制

度もそうです。利用しやすいようにするのが行政の仕事だし、そうしたまちづくり進める

上でもね、ここは踏ん張ってこれも一つ光るものあってもいいんじゃないかなと、このよ

うに思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 島田議員のおっしゃるように果たして先の敬老祝金の関係もそうですけれど

も、まだこれからもあります。また値上げというものもあります。そういう形の中で、や

はり全体的に捉えた中でそのルール作りをしていかなければならない、そういうふうに感

じているところでございます。確かに島田議員おっしゃるように町民は新たな負担が増え

るということに対しては、本当にこの財政状況の中で町民に申し訳ないなと、このように

は感じております。しかし、何とか財政再建という目標を立てていく中で、ご理解をいた

だきたいと、このように感じておりますので一つよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 13 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 
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（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 13 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１４ 議案第１４号 
○水沢議長 日程第１４、議案第１４号 浦幌町営公衆浴場設置条例の一部改正について

を議題といたします。 
 説明を求めます。 
 住民課長。 
○藤川住民課長 議案第１４号 浦幌町営公衆浴場設置条例の一部改正について。 
 浦幌町営公衆浴場設置条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 改正の趣旨でございますが、町営公衆浴場の経済収支につきまして、平成 15 年度実績で

申し上げますと、維持管理費の 35％程度の入浴料金収入でありますことから、規則の改正

により従来の冬期間に加え、夏季間の木曜日も通年で休業日とする営業日数の縮減と共に

物価統制令等による指定の上限、大人 370 円を適用する公衆浴場使用料の改定により、最

大限の改善の上、運営維持を図りたいとするものでございます。営業日数の縮減（4 月施行）

並びに入浴料金の改定（6 月施行）による効果額でございますが、1 点目の営業日数減、4
月から 9 月、26 日間、削減出来る管理費といたしまして、52 万 2,000 円程度の減、それか

ら 2 点目といたしまして、営業日数減に伴いまして入浴者数が減りますので減収になりま

すことから、それの減が 29 万 7,000 円程度、それから 3 点目として、只今提案の料金改定

による増収が 54 万 5,000 円程度で、増減差引 77 万程度の収支改善としたいということで

提案させていただくものでございます。 
 浦幌町営公衆浴場設置条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町営公衆浴場設置条例の一部を次のように改正する。 
 別表中「300 円」を「370 円」に改める。 
 附則、この条例は、平成 17 年 6 月 1 日から施行する。 
 施行にあたりましては、広報及び浴場での掲示によって周知を十分図ってまいりたいと

考えております。以上でございます。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 14 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
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 よって、議案第 14 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１５ 議案第１５号 
○水沢議長 日程第１５、議案第１５号 浦幌町葬斎場条例の一部改正についてを議題と

いたします。 
 説明を求めます。 
 住民課長。 
○藤川住民課長 議案第１５号 浦幌町葬斎場条例の一部改正について。 
 浦幌町葬斎場条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 改正の趣旨を申し上げたいと思います。葬斎場の管理運営費の一部を負担していただく

ことは、死亡に伴い各医療保険から葬祭料が支給されておりますことを踏まえ、利用者の

責務として適当であると判断し、平成 15 年度実績をもとに火葬 1 体あたりの経費を算出し

ますと、光熱水費、役務費の消費的経費で 1 万 206 円となります。このことから利用者の

一部負担額については、葬祭料で支給される範囲で火葬 1 体あたりの消費的経費に相当す

る額の 1 万円を基準として使用料を設定するものでございます。ただし、公益上の改葬に

よるもの、身元不明者等の使用料の免除規定を設けたいと思います。尚、全道公営葬斎場

181 ヶ所の有料化の実態調査によりますと、全体の 8 割、145 ヶ所、ただし十勝では音更、

幕別、芽室、士幌のみですが、全道で 145 ヶ所が既に有料化されておりまして、無料は 36
ヶ所のみです。その後、十勝管内でも 16 年 4 月に池田町、17 年 4 月、来月からですが、

本別町同じく大樹町、忠類村は幕別と合併の関係で、大樹はちょうど葬斎場の関係で忠類

村も含まれますが、有料化または協議中であります。以下に、参考資料として池田町、本

別町との比較を載せてございますので、ご覧おきいただきたいと思います。 
 浦幌町葬斎場条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町葬斎場条例の一部を次のように改正する。 
 第 4 条を次のように改める。使用料、第 4 条、葬斎場の使用料は、別表のとおりとする。

2 項、前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。3 項、町長は、次の各号

に定める者を火葬するときは、第 1 項の使用料を免除することができる。1 号、町長が公益

上墓地の移転若しくは区域の変更により、墓地、埋葬等に関する法律第 2 条第 3 項の規定

による改葬に伴う埋葬死体。2 号、行旅死亡人身元不明者等。 
 別表、区分、使用料額、15 歳以上のもの 1 万円、15 歳未満のもの 7,000 円、死産、改葬、

その他のもの 5,000 円、備考、浦幌町外の者が使用する場合の使用料は、当該各区分に定

める額の 10 割増の額とする。 
 附則、この条例は、平成 17 年 6 月 1 日から施行する。 
 施行にあたりましては、広報紙等により十分周知を図ってまいりたいと考えております。

以上、よろしくお願いします。 
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○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 6 番、野村議員。 
○野村議員 いよいよここまでという非常に寂しい気がするのですけれども、いろんな形

で行政改革、経費の問題でいろんな所に経費の負担もお願いしなければいけないの分かり

ますけれども、先程の敬老祝金は減額するよ、この案件をずっと見ていくと値上げばっか

りで麻痺してしまっている、これも本当に負担を求めるというのは分かります。他の町村

との比較も分からないわけではないですけれども、ここまですべきなのかという気がして

論理的根拠はないのですけれども、なんとかせめてまだまだ他町村と比べてでも、広がっ

ている部分もないようですし、この辺は。また申し訳ありませんけれども、不幸になった

か人の数を数えるわけではないけれど、これで言ったら実質どれ位の費用が町税として入

るのですか。そこら辺の負担は他の方で見られないのかという気がするんですけれども、

数字的な問題と考え方をちょっとお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 住民課長。 
○藤川住民課長 先程、道内の状況を申し上げましたが、181 ヶ所中、145 ヶ所、8 割以上

がすでに平成 13 年の時点で有料化されております。ただし、十勝管内が非常に有料化が遅

い特殊地域でありましたことから、この時点では十勝管内がほとんどされてませんでした

が、今この時点ではもうほぼ半分が十勝管内でも有料化されて、または協議中で 4 月から

実施とかになってございますので、体制的には有料化をというふうに考えております。そ

れから有料化によって、経済的効果でございますが、年間 55 体から 60 前後の亡くなる方

がいらっしゃいますので、1 体 1 万といたしますと、60 万位に算定される数字になるかと

思います。以上です。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 60 万でも相当な金額です。分かります。ごみの問題についても浦幌町は率先

して有料化を進めた経緯もありますし、同じことを言うわけでございませんけれども、ま

だ時期尚早という気がします。その位の経費は他の方で何とかみれないことなのか、その

辺町長どうですか。火葬費まで住民に負担を掛けなければならないと。また次のページで

はいろんな負担が増えています。この資料は全部負担の資料だというふうに認識しており

ますけれども、感情的な問題ではなくてそういうところまでとらなければならない姿勢は

分かりますけれども、もう少し時期尚早という気がしますけれど、その辺の考えはいかが

ですか。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 今日審議するほとんどが値上げ、削減ということで、本当に私も提案する側

として心苦しいわけでありますけれども、この 17 年が財政再建の元年という位置付けをし

ていかなければならないのかなと、こう思っております。そういう中では、今思いきった

ことをしていかなければならないというふうに考えながら提案をさせていただいていると

ころでございます。またこの建物も結構年数を経っていて、維持費、修繕費も結構掛るよ
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うになってきているということも踏まえながら、今皆さんにこのことについてお願いして

いきたいなと、このように考えております。また別段にも書いてありますように、本別町

との関係もあります。これが施行しないと、1 万 8,000 円まるまる本別町に納付していかな

ければならないというものもございます。それらを踏まえた中で、本当に上げたり削った

りで大変な時でありますけれども、ご理解をいただきたいと、このように考えております。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 私も同じ立場で一言言いたいのですが、これではね、安らかに成仏出来ない

ですよ。ごめんなさい。町長のこと言ったわけではないですよ。亡くなられた方がですよ。

それでね、課長に伺いたいのですが、この料金の設定にあたってね、基本的維持経費とし

て 1 万 3,376 円ということと、管内の状況を見て 1 万円の設定なのですが、せめてね、光

熱費ですか、役務費、これで 1 万ちょっとですね。せめてこの範囲でこれの何割がけかで

隣町との均衡を保ちながら一つには 1 万よりももっと下げて然るべきかなというふうにも

思うんですよね。よその町でお世話になる場合、本別だと 1 万 8,000 円というお話もある

んですが、それに輪を掛けてね取られちゃうわけでしょ、町外の人は。なんかね、あまり

賢いやりかたでないですね。しかも今まで料金をいただいていないということもあるのだ

けれども、やはりもう少し配慮があってもいいのではないか、そういう意味では池田、本

別の状況を載ってますけども、これと見合った程度のね、料金設定に出来ないものなのか、

ちょっと伺います。そういう意味では保守点検料が 3,000 円なにがし単価で割り出されて

いますけれども、これ位は町で頑張ってみなさいや。出来ないの。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 本当に皆さんから見ると鬼のように見えるかもしれませんけれども、今何と

かこの財政再建を進めていく中で、全体的なバランスの中でやはり設定しながら皆さんに

お願いしていかなければならないという時でありますので、よその町を見ればということ

もありますけれども、我が町の財政は非常に厳しい状況でありますので、何とか一つご理

解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 2 番、杉江議員。 
○杉江議員 私もですね、町長の方側に居れば同じような提案をする立場になるのかもし

れません。しかしね、このことは他の条例改正値上げと違いまして、倹約したり我慢した

り出来る部分ではないですよね。これはね。そのように考えれば、何か一つくらいは提案

あった中でも再度検討していただいて、0 がいいということにはなりませんけれども、どう

もこの額は納得出来ないなと、改正について私はそんな想いをしています。他の分野にお

いてはね、この後もありますけれども、多少倹約我慢しながら値上げにも応じなければ仕

方が無いなと私達も理解する面があります。しかし、この分野だけはちょっと違うと思う

んです。町長どうでしょう。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 それぞれの町が改定しているのが載っておりますから、それらと比較してと
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いうことになるのかなとそうは思います。しかしながら、私共も長期的な視野に立って、

今の施設の状態というものを見ながらこの料金を設定していくという中では、やはり今の

現状のそれから財政状況というのを見ながら考えていった時に、そして先程課長からもお

話がありましたように、各保険からなにがしかの葬祭費が出ているということを考えまし

て、なんとかこの 1 万円でという提案で皆さんのご理解をいただきたいと、このように考

えております。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 15 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 15 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１６ 議案第１６号 
○水沢議長 日程第１６、議案第１６号 浦幌町下水道条例の一部改正についてを議題と

いたします。 
 説明を求めます。 
 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 議案第１６号 浦幌町下水道条例の一部改正について。 
 浦幌町下水道条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 改正の趣旨について申し上げます。現行の下水道使用料につきましては、平成 16 年 4 月

1 日に改定をしておりまして、その後地方債の償還金分の回収を図ってきたところでござい

ますが、地方交付税を含む三位一体の改革に伴う地方財政が厳しくなる中で自立のまちづ

くりを進めるためには、事務事業や使用料の見直しが必要になってまいります。下水道事

業につきましても、地方債の償還のため一層の財源不足が生じるため歳入の増額を検討し

なければならない状況にありました。そのために 2 月 9 日に下水道審議会に諮問したとこ

ろ、同月 22 日に、「町の財政状況からみて、下水道事業の健全な運営を図るためには、維

持管理の見直し等で歳出削減を図ることを前提として 30％アップもやむを得ない」という

答申をいただきましたので、この改正を行うものでございます。改正の概要といたしまし

ては、基本料金におきまして、一般用の基本料金は現行水量 10 あたり 1,560 円を改定後

は基本水量 8 あたり 1,620 円に改定をすると。それから超過料金につきましては、1 あ

たり現行 170 円を 220 円に改定するということで、改定率約 30％ということでお願いをし

たいということでございます。 



 76 

 浦幌町下水道条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町下水道条例の一部を次のように改正する。 
 第 14 条の表中「10 立方メートルまで」を「8 立方メートルまでに」に、「1,560 円」を

「1,620 円」に、「4,080 円」を「5,300 円」に、「170 円」を「220 円」に、「40 円」を「50
円」に改める。 
 附則、この条例は、平成 17 年 6 月 1 日から施行する。 
 また値上げの話で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 4 番、差間議員。 
○差間議員 本当ですと、上下水道給水の方から言いたかったんですけれどもね、後先に

なりますけれども、また後で同じことを言いたいと思いますが、今、町長からも説明あり

ましたように昨年の 4 月に上下水道値上げしております。それで当時ですね、合併出来る

もんだということで、私もこの実は相談受けている方に合併はやれますよと、そういう判

断しておりましたけれども、しなかったらどうなるのですかと言ってましたからね、しな

かったら値上げしますよと。仮に言った訳ですけれども、今になってからその責任が問わ

れるような状態になっています。上下水道合わせて私の計算で確か 1 万 1,000 円位今回値

上げしますね。それで今下水道のことでございますけれども、基礎年金が 80 万前後、これ

いわゆる国民年金の方です。厚生年金であれば誰かとそれぞれ違いますけれども、この家

庭は今高齢者は二人で住んでおります。そして 1 万 1,000 円、今下水です、上下水道合わ

せて 1 万 1,000 円値上げする数字はどういうものかと、これは私言われたのですけれども、

その家庭では二つ合わせると 1 万 1,000 円というのは、米 30 キロ買えますと。米 30 キロ

というのは、この家庭では 5 ヶ月食べれるんです。ですから、私はその分値上げするよう

なるんですねと、そうしたらあんな何言っているんだと。私たちは水でもってこの分を米

を買えるお金を出さないとならないのだと、初めて私もそう言われましてね、それは大変

だなとまさか米を食べないで水道代を払えということにもなりませんしね、これは実際こ

ういう問題が起きているんです。これ新聞でも報道されていましたからね。昨年 4 月 1 日

値上げして、今回また値上げすると、これは町長にも言っておきたいのですけれども、い

わゆる厚生年金では問題ないと思いますけれども、浦幌町でこの基礎年金いわゆる 80 万貰

っている人、人数分かりますか。大体どうですか、課長。まずそれ最初に 1 点聞いておき

たいと思います。もう一つは、この今下水道で値上げ分、私はこの家庭が大体 10 トンから

13 トンが高齢者は普通だと、そういうふうに私は聞いておりましたけれどもね、なぜ 8 ト

ンまで下げたかと。8 トン以下は 1 トンも 2 トンもほとんど 8 トンですからね、こういうい

わゆる数字の考えようによってはマジック的な数字が入っているんです。1 トン使っても 8
トン分払うのですから、そして 10 トンを 8 トンに下げたというのは、そこで 2 トン分のい

わゆる下水道代金がこれ年金生活者にかぶるわけなんです。ですから、二つ合わせて 1 万

1,000 円のこの生活、この人は生活保護受けていないのですから、一生懸命生活している人
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ですから、頑張って生活していると。ですから私は、この一応今回こういう定例会があり

ますので、課長の判断なり行政の判断を聞いておくと、そういうように言ってきておりま

す。またもう一つですね、最初に言いましたように本当は給水条例を先にやれば良かった

のですけれども、これ順番ですからね、また後で同じこと言いますから。その辺の課長の

判断一言でいいです。私の今言った判断どういうふうにとっているか。あと二つ後にまた

やりますから。すいません。よろしくお願いします。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 私の方で水量の問題で 10 リッターを 8リッターにした根拠というこ

とで、管内的にも今半分以上は 8 リッターに見直されてきているわけですけれども、中身

としては私たちの方では逆に差間議員が言われるような逆のことで、単身者だとかお年寄

りの一人暮らしだとかという方が非常に町内最近増えてきておりますし、量を使わないの

になんで 10トンまでの高い料金を払わなければいけないのだということを逆に言われまし

た。それで審議会の中でもそういう方を救うためには、水量を下げた中でやった方が政策

としては町民に公平になるんじゃないかということで基本的には 10 トンから 8 トンに下げ

させていただきました。料金的にはちょっとマジック的なことがあるかもしれませんけれ

ども、支出的にはそういうことの方がいいんじゃないかということで、この改正に合わせ

て水量についても 2 リッター下げたということでご理解をいただきたいと思います。国民

年金の人数等については、住民課長の方から説明願います。 
○水沢議長 住民課長。 
○藤川住民課長 15 年末の資料でございますが、1,866 人、12 億 7,600 万支給されてござ

います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 1万1,000円になるというのがどのような形で計算をされたのかと思う訳です

けれども、単純に 10 トンになおして計算していくと 1,000 円位と、そういうふうな形で計

算されたのかと思いますけれども、高齢者の方、お年寄りの方等、お年寄りの方から以前

から私たちは、10 トンまで使わないと、せいぜい 5 トンか 6 トンですと、そういうことで

基本水量の引き下げというものを要望されておりました。また議会でもそのような質問が

あったこともございました。それらを踏まえて 8 トンに引き下げることによって、10 トン

の時とほぼ同じような形で使っていただけると、その方々は 5 トンか 6 トンか 8 トン以下

でというお話も聞いておりますので、そうであれば値上げはしたけれども、そういう高齢

者の方については負担を多くならないような形で使っていただくということも考えながら、

基本水量を 8 トンとしたわけであります。しかし、それがまた 5 トンにということである

とランニングコストだけではなくて、施設的な経費もありますので、その負担もある程度

願わなければならないということもありますので、8 トンという形で制定させていただいた

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 4 番、差間議員。 
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○差間議員 今言った 1 万ちょっとの根拠というのは、これは下水道含めて上水道の時に

もう一回質問をしたいと思います。それで確かに水量下げてあまり使わない人にそういう

高い金額を払わないようにという一つの親心があったとしたら、また逆の考えもあるわけ

ですから、これについてはいわゆる給水条例の時にもう一回課長と話したいと思います。

私の言っている数字は間違っているか、間違ってないかその時はっきり出来ると思います。

よろしくお願いします。以上です。 
○水沢議長 11 番、松井議員。 
○松井議員 私も差間議員と同じ考え方なんですけれども、給水条例についてもまた同じ

ようなこと言わせていただくということになってしまうので、先に下水道の方で言わせて

いただくということですが、昨年の 4 月に改正しているんですね。私は、上げ幅について

言いたいと思うのですけれども、やはりこれはライフラインに準ずると、下水も浄水場も

同じなのですが、上げ幅がこれだけ大きな上げ幅というのは、財政どこでも厳しい所でも

ほとんど無いんですよね。これはあまりに急速に上げ幅が大きすぎるという考え方が一つ

持っているということと、昨年上げたばかりで普通は 3 年に 1 回説明の時もあったように 3
年に 1 回の基準で上げていきたいという説明もあった中で、昨年上げて今年も自立という

こと決まったんだけれども、今年もまた上げますと。上げ率はほぼ 30％に近い、これは何

としても無茶苦茶な政策どう持っていくんだという基本線をどう考えているんだろうとい

う疑問を抱かせるような考え方だというふうに捉えざるを得ないんですよね。そのような

ことでこのような上げ方であれば、私は断固反対するという考え方です。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 政策的なものでございますので、私の方から説明をさせていただきたいと思

います。この下水道条例につきましては、平成 16 年 4 月に 20％改定という形で上げさせ

ていただきました。しかし、その前は平成 9 年に改定ということで、実に 7 年間も改定し

ていなかったということでございます。それで 20％の改定、本来であれば大幅な改定が必

要な時ではございましたけれども、20％改定ということをさせて、段階的に上げていきま

しょうということを改定させていただいた訳であります。その以前はどうだったかと言う

と、平成 5 年でありますから 4 年で上げていくと。この時も確か私の記憶の中では、答申

の中では 3 年ごとに見直しをしなさいという答申があったのにしないでいたということで、

7 年間放置していたということでございます。それらを踏まえた中で、前回 20％の改定に

留めていた訳ですけれども、やはり自立か合併かということで揺れていた時であるという

ことも踏まえた中で、前回 20％に留めていた次第であります。一般会計からの繰入が基準

内ということで捉えると、この％ではなくて倍という形で値上げをしていかなければなら

ないという内容のものでございます。それらを捉えた中で、今回 2 年間の前倒しというこ

とで、この 30％の改定をするわけですけれども、それでも全く基準内には届かないという

下水道については基準内に届かないという内容のものであります。その辺をご理解いただ

きたいと思います。今、本当に先程からずっと値上げばっかりですけれども、今だからこ
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れに手を付けていかなければならない、そして健全財政をしていくためにはという想いを

持っておりますので、よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 11 番、松井議員。 
○松井議員 町長今説明されたように、本来は 3 年ごとに改定しなければならないところ

を 7 年間改定していなかった、5 年間改定していなかったということで、結果、これから将

来に向けて大きく改定していかなければならない、そのことは十分理解しているつもりで

すけれども、その 30％毎年上げていくとしてもですね、30％ずつ上げていくというのは、

何としても理解出来ないですよね。大体上げていくにしても 15％から 20％のこれがライフ

ラインに掛る上げ方でなかろうかと他町村の例を見ても。そういうことから考えれば約

30％になるわけですけれども、この上げ方、これは来年も当然上がっていくわけでしょ。

来年、再来年と自立推計確認していないから分からないですけれども、そんなようなこと

でこれについては断固反対いたします。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 30％については、非常に厳しいということでございますし、先程町

長からも申し上げましたけれども、差間議員の方からお話もあったように自立推計の中で

は、一応町民の皆さんにお示しいたしましたのは、下水道については 50％という推計で説

明会をさせていただいた訳ですけれども、審議会の中でもやっぱり極端に上げるというこ

とは町民負担が大き過ぎるということで私共の方でも何とか最低限の一般会計繰入金の範

囲内である 30％で抑えたいということで、お話を申し上げたところやむを得ないのではな

いかということをいただきましたし、今後、下水道についても 3 年で見直すということに

はなっておりますが、委員さんの間の中でも値上げする、値上げしないは別にして 3 ヶ年

の中で再度見直しをしていくということなんですけれども、今の推計からいきますと何と

か大きな事業が入らない限り 4～5年は値上げをしないで済むのではないかという状況で今

の推計ではいけるのではないかと、それで今後 17 年、18 年、19 年が財政再建の山でござ

いますので、町長が申し上げましたように何とか 17 年度で値上げをさせていただいて健全

な下水道会計にしていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

昨年上げて今年も上げると、また来年、再来年も上げるのかということではございません

で、先程申し上げたように当分の間は何とかやりくり出来るのではないかということで、

ご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 11 番、松井議員。 
○松井議員 来年、再来年は、説明の中では 4～5 年はこれで上げなくてもいいのではない

かということなんですがね、やっぱり政策というのは継続性というのが非常に大切なんで

すよね。それも急激に上げるとか、下げるとかいう形ではなくて、町民も予測出来るある

いは来年度以降こうやって上がっていくんだよという、急激な上がり方、下がり方という

のは絶対生活に大きく響くんですよ。この形で 4～5 年後上げないでやっていって、また上

げますよというのは、それだったら大体 3 年目途ということなんだから、3 年後にやるのが
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妥当だということになりませんか。そういうことも含めてね、やっぱり継続性というのを

きちっと持つべきだと思うんですけれどもね。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 いろんな審議会の中で協議されてきたのは、3 年毎 3 年毎であれば 6 年という

ことになります。それを 2 年前倒しするということであれば、5 年後ということになるんで

しょうかね、という話はしておりますけれども、何年後に見直ししますということははっ

きりとは言っておりません。考え方として今言ったように3年後、3年後であれば6年後と、

それを 2 年間前倒ししたのであれば 5 年後でしょうかねという話はしているということで

あります。そういうことで課長が申し上げたように 4～5 年は持つでしょうという形を見据

えた中でこのような 30％ということを協議させていただいたということでございます。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 一般質問でもちょっと触れたことで答弁いただいていないようなつもりして

います。それでこの料金の設定についてなんですが、今回 3 割、昨年 2 割ということなん

ですが、コストのなんぼまで回収するつもりなんだろう。先程、町長どなたかの質問への

答弁で建物をいわば資本費の分も負担してもらいたいようなことも言われたのですが、基

本的に私は、コストの分はそれは受益者が負担することは分かります。ただそれも上限と

して持ってるのかどうなのか、先程来から何年後の見直し、これは町長が言うように確定

したものではないのですが、見直しを図っていくということですけれども、それにしても

少し 2 年連続の値上げですから、これは堪ったものではありません。ですから一体どこま

で負担を求めていくのか、コストの回収をしていくのか、ちょっとはっきりさせて下さい。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 先程、町長の方からもご説明申し上げましたが、当面は一般会計の

繰入金の限度額までの金額で抑えていきたいというふうに思っていますし、前にも田村議

員からも給水原価、供給単価等のことについて質問がございまして、現況の資産でいきま

すと、処理原価につきましては、現在、1 あたり処理原価に係経費が 774 円でございます。

現在、いただいている金額が 150～160 円ということで、まだまだ追いつかないというのが

現状でございますし、これが 774 円になるまで値上げをしていくということにはならない

と思いますけれども、少しずつバランスの取れた供給原価に近いような形で運営をしてい

かなければならないだろうというふうに捉えております。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 今、処理原価 774 円と言われましたけれども、そこまで持っていけないとい

う漠然としたものではなくて、いくらまでやはり目途を、上限を設けるべきだというふう

に思うんですよね。それともう一つは、料金設定で先程来から 10 トンから 8 トンに引き下

げたという、いわゆる 8 トン以上が負担増と言いますか、なるわけですけれどもこうした

料金を改定していく中ではですね、低料金も設定する必要性があると思うんですよ。いわ

ゆる 2 段階料金設定になりますけれどもね、こういう形で使用料の少ない方々の負担を軽
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減するというよりも、結果軽減になるのですが、4 トンないし 5 トンこうした一つの料金設

定をするということも方法なんですよね。10 トンから 8 トンに下げても仕事の人は今と変

わらず料金は掛る訳ですから、やはりこういうご時世ですからそういう工夫も必要になっ

てくるのではないかなというふうに思います。それから何ゆえにちょっと上水道と個別排

水も含めてそうなんですが、新年度で料金改定するんですけれども、3 本というか排水も浄

水も 6 月いっぺんにね、大幅な改定と。これはとてもじゃないですけど、納得出来る問題

ではありません。是非ですね、政策的にはずらせば良いという問題ではないけれども、先

送りすることも含めてですね、やっぱり検討する、料金の改定の幅も含めてですね、再度

検討する考えがあるかないか伺います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 コストの関係でどこまで回収する、その上限を求めているのかということに

つきましては、課長の方から説明をさせていただきたいと思います。今、お話しておりま

す政策的に4トンから5トンの設置をしてはどうだということでありますけれども、4トン、

5 トンの低額者についてもこの全体の中の処理の維持、資本等については、利用していると

いうことになります。そういう中で、やはり応分の負担をいただかなければいけないとい

うことで、10 トンから 8 トンに下げて、その配慮をしたということでございますので、以

前から 4 トン、5 トンという設置をという要望があったようでありますけれども、それを今

回 8 トンということで引き下げをしたということでありますので、その点ご理解をいただ

きたいと思います。また施行の時期についてでありますけれども、何回もお話しておりま

すように 17 年、18 年、19 年が特に厳しい、これを乗り切らなければならないというもの

がございます。それでいろんなことで町民の負担をお願いしているわけですけれども、こ

のことにつきましても 2 年前倒しをし、この 1 番厳しい時に効果が上がるような方法を取

らさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 非常に難しい問題でございまして、現在のところ処理原価に対する

供給単価は 2 割でございます。理想的には、処理原価まで持っていかないと健全経営は出

来ない訳ですけれども、只今私の段階で 5 割まで持ってきたいとか、3 割まで持ってきたい

とかは、まだ具体的には検討しておりませんので、今後課題としたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。 
○水沢議長 4 番、差間議員。 
○差間議員 今のいわゆる行政側は 50％と、そしたら浦幌町下水道審議会それは無理だろ

うと、30％ならいいのではないかと、これまた驚いて私ね、空いた口塞がらないですよ。

課長、何を考えているこれ。50％と言ったら倍ですよ。だからさっき聞いてましたらね、

やはり審議会がいわゆる行政が金が無いからこれやれと、やってくれと 50％値上げしてほ

しいんだという自体がね、ちょっと私のスケールでは計りようないですよ。そうしてそこ

で出た答えが 30％ならいいだろうと、本当にね、こういうことをやっていたらね、私の判
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断ですけれども、合併が壊れたからって値上げ攻勢、攻勢とやっていたらね、町民参って

しまいますよ。ちょっと町長に確かに金が無いのは分かりますけれどもね、町民に痛みを

伴ってもらうということもこれ言ってたんですから、これ痛みどこじゃないですよ。こん

なにどんどんどんどん値上げしたら、生活していけないですよ。その辺どうですか、課長。

これ最後ですから。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 審議会に 50％で提案したのではなくて、先程申し上げましたように

自立推計の中で町民に説明した資料の中にはそういうことで提案しております。町の方の

提案としては、30％で何とかお願い出来ないかということで、お願いをしてまいりました

ので、その辺ご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 助役。 
○安藤助役 下水道審議会の時に提案しました関係については、2 案を提案しております。

50％の値上げと、30％の値上げでございます。そういうことで、50％の値上げにつきまし

ては、自立推計 12 月に作って皆さんにもご説明申し上げましたけれども、その時に 50％で

自立推計を作っております。そういうことで、その 50％でいきますと今後 10 年間の自立推

計を作った時には 21年頃からは上向きになっていくだろうということで推計しております。

この下水道審議会におきましては、50％は今差間議員がおっしゃったとおり大幅値上げだ

ということでございますので、30％程度がやむを得ないだろうということで、答申をいた

だいております。 
 
     ◎休会日を挟む延会の議決 
○水沢議長 ここでお諮りをいたします。 
 審議の途中ではありますけれども、議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめ

延会いたしたいと思います。 
 尚、明日から 3 月 13 日までの 2 日間、議事の都合により休会いたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、本日はこれをもって延会することにし、明日から 3 月 13 日までの 2 日間、休会

することに決定いたしました。 
 3 月 14 日は、午前 10 時から本会議を開きます。 
 
     ◎延会の宣告 
○水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ６時０７分 


