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○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき今回は３点程の件につきまして質問したいと

思います。 

 １つ目は、猿払村集中改革プランについて。 

 次にオジョールスキイ村との学童交流を含めた国

際交流・地域交流について。 

また、３点目は、村内の上下水道台帳の管理体制、

また、現場現状での管理把握についてということで

お聞きしたいと思います。 

まず最初、行政報告にも今回の冒頭にありました、

猿払村集中改革プラン。 

恥ずかしながら私はこのたび新人議員として、事

務局で新人議員研修を受けるときにはじめてこのＡ

４のプラン・計画集を手にしました。村民としてこ

のプランは、理解しなければいけないということを

思いました。この集中改革プランは、平成１７年度

から２１年度までの５カ年計画とし、１８年、１９

年、２０年度を３カ年集中期間としております。 

まずはじめに、集中期間の１８年度１年目が今過

ぎました。集中改革プランの１８年度の実施された

状況、また結果等の報告、またその効果、財政的な

金銭的効果の内容について伺います。よろしくお願

いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：小山内議員のご質問

に答弁をさせていただきます。 

 集中改革プランの関係でございますが、本村の行

財政改革計画にあっては平成１８年度から２０年度

までの３カ年を集中改革期間と位置付け、推進して

いるところでありますが、その財政効果等について

説明をさせていただきます。 

 初年度である１８年度の財政効果総額については、

約２億４，０００万円が見込まれております。試算

効果は取組計画の実施年次の決算額と対比をいたし

行い、４月末現在の推計となっております。その結

果特徴的なものといたしましては、次のとおりでご

ざいますけれども、歳入関連では総額で１，５００

万円の増額となっているところでございます。また、

歳出関連では、人件費で約８，７００万の節減、物

件費では６，０００万円の節減、補助費等では５，

５００万円の節減、繰出金では１，７００万の節減

ということになっているところでございます。１９

年度の関係についても申し上げてよろしいでしょか。

何かありますか。 

（２）の１９年度の部分ですね。 

また、平成１９年度の財政効果額は、平成１８年

度同様の試算の結果、約２億８，０００万円の推計

となっております。歳入関連では総額で約８００万

円、増額になっております。それから歳出関連では

総額で人件費７，０００万円、物件費では約７，８

００万円。 

○議長（山須田清一君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４７分 

再開 午後 ２時４７分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

村長いいですよ。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変失礼をいたしま

した。 

 今１８年度の関係で言ったものが、現在村が推進

している集中改革プランの実行額及び、目標額の推

計額等の内容でございます。これらにつきましては、

近々決算統計等の計数が確定することから、改めて

提示させていただく予定をしておりますので、よろ

しくお願いを申し上げたと思います。それなりの効

果等が私は出ているのではないのかなというふうな

考え方を持っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１８年度の金銭的

な効果についてはお聞きいたしました。また、この

今の結果に基づいて村民周知はどのような形で行う

のか。また、いつの時期にこのような形で行うかを

伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：行政側の結果報告

等について、公表の関係でございますけれども、一

部議員さんには、例えば行政報告等での報告等ござ

いますし、また、まちづくり懇談会で回っている時
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にその都度ではございませんけれども、こういう形

で報告させていただいこともございますし、また、

最終的には財政の決算の形を表に表して、住民に配

付しているところもございます。そういう部分でこ

の結果については報告しているところでございます

し、また、会議のある時にその部分については、正

式な形ではございませんけれども、報告していきた

いというふうに思っております。ただ、アピールが、

ピーアールが少ないのではないのかという部分の指

摘も受けておりますので、こういう部分については

実行調書というものがありますけれども、このよう

な猿払村行財政改革健全化措置実行調書、こういう

ものが１５年度からやってきた分についてはそうい

う部分で表して出しております。こういう部分につ

いても議員の皆さんのお手元にはいっていると思い

ますけれども、この分についても住民の村民にピー

アールをしていきたいと、ピーアールがちょっと不

足しているのではないかという部分はございますの

で、そういう部分についてはいろんな形の中で、広

報の中で広報とも合わせてピーアールをしていきた

いというふうに思っております。 

また、平成１８年度の部分については、まだ決算

統計が終わっておりませんので、決算が出た段階で

比較してそれも出していきたいというふうに思って

おります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：まずそれでは早急

に村民周知をピーアールを不足しているという浜谷

副村長の方からありました。確かに私もそのように

思います。村民としてこのような計画が目にしたと

いうのは新人議員になってはじめてのことだったの

で、早急に村民周知を図っていただきたいと思いま

す。 

 また、先般、本日の午前中、行政報告がありまし

た。使用料・手数料の見直しで上下水道、ゴミ専用

袋の料金の改正についてということで、進んでいる

という話はあったのですが、村民の立場に立ってこ

の集中改革プランだとかを見ていると、どうも住民

負担増の方ばかりが目につく、確かに住民、私達村

民としては自分の不利益に生じるものに対して興味

が湧き、そればかりに目にいきそうですが、何とか

村長、先程から言っている最小限の住民負担で、最

大限の住民サービスをするという、最大限の住民サ

ービスが一向に見えないような気がします。この集

中プランに基づき、最大限の住民サービスとは、と

いうところでその辺のところもお聞きしたく、また

村民に周知するためにはどのような形で行うのかを

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 最小限の経費で、最大限の効果を表すということ

は、行政の最も重要課題でありまして、責務でもご

ざいます。そういう意味におきまして、その効果等

につきましては、住民に対する周知というものはも

ちろんのこと、住民が納得の出来るようなそういう

ような改革プランでなければならないというふうに

考えているところでございます。そういう状況の中

で国税等も、先程のご質問等でも上がる、その他に

村の公共料金も上がるということになりますと、か

なりの負担ということにもつながってまいりますの

で、その部分も十分村民の理解を得れるような形で

進めていかなければならないものだというふうにも

考えておりますので、その点につきましても住民の

理解の得れるような形の中で行政を進めてまいりた

いとこのように思っている次第でございます。よろ

しくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の答弁のとお

り、解りやすい情報開示をどんどん行っていただき

たいと思います。 

 それでは（２）の質問の方に移らさせていただき

ます。 

 先程、１８年度から２０年度にかけて集中期間だ

と、１９年度はちょうど中間年、非常に大事な年じ

ゃないかと思います。計画をし実施をし評価をし見

直す、ＰＤＣＡのこともこのプランの中には書いて

ありました。１年間づつやるのは非常に大変かもし

れませんが、１９年度非常に大切なことと考えます

ので、１９年度の具体的な計画、またその財政的効
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果の金額予測等をお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１９年度の関係につ

きましては、議員おっしゃるとおり大変重要な年度

に当たるものだというふうに思います。満２０年度

として結果を出さなければならない前年度ございま

すので、１９年度の試算方法等につきまして取組を

決算額を対比いたしまして、４月末現在の推計とい

うふうになっておりますけれども、その結果は特徴

的なものといたしましては、歳入関連では総額で１，

５００万円の増、歳出関係では人件費では８，７０

０万円の削減、物件費では６，０００万円、補助費

等で５，５００万円、繰出金で１，７００万円とい

うことで大まかな形でございます。これには細い、

個別的な事業等がかなり含まれていて、総額で申し

上げているわけでございます。 

また、平成１９年度の財政効果総額は１８年度同

様試算の結果、約２億８，０００万円の推計という

ふうになっております。歳入関連では、総額で約８

００万円、うち専用のゴミ袋関連では約４００万円、

歳出関連では総額、２億７，２００万円というふう

な形になっているところでございまして、以上が現

在推進している集中改革プランの実行額及び、目標

額の推計額等の内容であります。これらについては、

近々決算統計等の計数が確定することから、改めて

提示をさせていただきたいというふうに思いますし、

また、計数だけではなかなか住民の方達については

解りづらいという部分もございますので、文言にし

た形の中で住民の周知を広報を図っていかなければ

ならないというふうにも考えてもおりますので、そ

の点よろしくご理解、ご協力賜りますようお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：確認の質問があり

ます。 

先程、１８年度の効果を聞いた時に、人件費８，

０００万円強の削減が出来る。また、今１９年度聞

いた時にも８，７００万程の減が出来る。これはト

ータルではなく、年度年度でそのような減額措置が

出来るのでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 この今言われたことについては、年度年度の関係

で説明をしたところでございます。一番大きいのは

退職者、不補充の関係で約３，０００万円程度の分

野が一番大きな形になっているのかなというふうに

人件費の場合は思っているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。もう

一度確認です。 

 この今年度１９年度８，７００万減額というのは

どこを対比にというか、１８年度とさらにこの２カ

年で１億６，７００万円強の減額で出来るというこ

とでよろしいのでしょうか。 
○議長（山須田清一君）：久保田行財政改革室主幹。 

○行財政改革室主幹（久保田峰三君・登壇）：ただ

いまの質問に対してお答えいたします。 

 算定基準は、事業の計画をした年と前年との比較

ということで、集中改革プランの国の制度に基づい

て算定基準はそのようになっておりますので、私ど

もで算定上も計画年次の前年度の対比という形で全

ての関係を試算をしております。先程、人件費の関

係で村長が話されましたけれども、人件総額では１

８年度決算見込みで現在では８，７００万円という

ことで、重複しますけれども退職者補充で３，００

０万円程度ということになっております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：なかなかちょっと

理解しにくいところですが、私の勉強不足をあると

いうことで、さらに勉強をしまた次回の質問事項に

したいと思います。 

 それでは国際交流についてということの質問に移

りたいと思います。 

 まず、単的に聞きます。村長の執行方針では、オ

ジョールスキイ村の学童交流については休止という

形をとると今年の春見受けました。休止ということ

は、再開もあり得ると理解しております。今後の予

定を伺いたいと思います。 
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○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ただいまの国際交流

の関係について答弁をさせていただきたいと思いま

す。オジョールスキイ村との学童交流の再開につい

て、今後の予定ということでございますが、今現在

のところは休止の状態でございます。この関係につ

いては、これからについてもおそらく再開が非常に

難しい状況にあるのかなというふうに思っていると

ころでございます。双方の財政的問題もあることな

がら、現在日本の市町村合併があるようにオジョー

ルスキイ村は、現在コルサコフ市、行政管轄になっ

ているところでございます。単独オジョールスキイ

村との友好交流は、コルサコフ市との関係となるも

のというふうに考えます。市の承諾無しでは無理な

状況にあるというふうに思っているところでござい

ます。コルサコフ市がどのような意向を持っている

か確認することもまた必要ですが、サハリンⅡの関

係も見逃せない事実でございます。さらに子ども達

に教育の一環として海外に目を向けることは非常に

大切なことというふうに考えますが、以前は全て公

費で行っておりました。今後、再開するとなると以

前みたく全て公費でということは非常に難しい状況

にもなってこようかなというふうにも思っていると

ころでもございます。以前に保護者に一定程度負担

を求めて実施することについては、厳しい状況もあ

るというようなアンケート結果も出ていることでも

ございます。それ以前に実施したアンケート結果で

は、参加させないというのが３５％を占めていると、

学校教育行事の一環としては数値としては非常に高

い数字ではないのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。プラスアルファの保護者負担とい

う形になりますとかなりのパーセンテージで参加さ

せないというような実態が出てくるのではないのか

なという予想をしているような状況になるわけでご

ざいます。まだ、締結ついては解除したわけではご

ざいませんので、今後の推移を見ながら状況を判断

してまいりたいというふうに感じているところでご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この国際交流の質

問するに当たって、過去の質問事例を色々とみてま

いりました。今議長席に座ってます、その当時山須

田副議長だと思います。１６年の１２月、オジョー

ルスキイ村との学童交流が中止されたその年に村長

に質問をしております。その中でオジョールスキイ

村の村長が涙ながらに交流を続けたいという質問事

項が載っておりました。さらに、村長もその答弁の

中でどうにかお金のかからない方法で前向きな形で

オジョールスキイ村との交流を続けていきたいとい

うように私は読み理解しました。その中で今の答弁

を聞きますと、非常に難しい状態なのかなと、国と

国との交流ですからいくら私達の国・村が行きたい

となってもコルサコフとなった時に難しいのかしれ

ません。ただ、教育的な関知から言っても国際交流

は非常に大事なことと考えます。この３年間、約３

年間にわたり国際交流という形で休止状態にもあっ

たのは解りますが、その中で村として行政として、

また教育委員会も含めてどのような形で国際交流と

いうものを考えてきたのか。またこれからもし、オ

ジョールスキイ村が難しいのであれば、次の国際交

流、また地域間交流等のお考えを聞いていきたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 オジョールスキイ村との学童交流の再開について

の関係につきまして、確かに今まで色々な形の中で

子ども達は良い思い出を作り、また海外に目を向け

て日本と違う分野での教育の行政の一環として、子

ども達は良い効果を生んだというふうに私は理解を

しているところでございます。特別な事情がなけれ

ばそのまま続けていきたかったところではございま

すけれども、今のロシア側の状況、それから村の状

況等を考えますと、一概に今すぐ再開するというこ

とにはなかなか難しい状況にあるなというふうに考

えているところでございます。 

それではということでございます。猿払村での他

国間、他地域との交流についてどのように考えてい

るかというような形の中で、質問に入らせて答弁に

入らせていただきますけれども、今のところについ

ては他国間、他地域との交流等については未定でご
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ざいます。双方の財政的問題もあることながら、現

在、日本の市町村合併があるように、他の市町村、

例えば日本の所とやるにしてもなかなか難しい状況

にはあるのなかというふうには存じておりますけれ

ども、他の町村、市町村で市町でやっているような

中では先発して例えば海外交流をするだとか、他地

域と交流するだとか、ということについては考えて

いけるのではないのかなというふうな考えももって

いるところでございます。これらのことは他海外の

他の地域、それから日本の他の地域との文化交流、

これらについては非常に大切なことというふうに考

えているところでございます。私は当初東南アジア

が検討視野になろうかというふうに考えおりました。

しかし、現在におきましては、極東アジアの方等の

検討もまた必要なのかというふうな考え方ももって

いるところでございます。このことにつきましては、

北海道フォーラム等でありましたように、かなりそ

のような取り持つ縁というものもあるというふうに

考えているところでもございます。 

また、イトウの関係があろうかと思います。これ

が取り持つ縁といたしまして、猿払イトウの会とア

メリカの本部にある自然保護連合ワイルドサーモン

センターと今年４月、海外的シンポジウムも本村で

開かれていることから、今後これらの交流も捉えて

いかなければならないというふうにも考えていると

ころもございます。 

また、日本の市町村のどこかと文化交流をする必

要性をもっております。地域活性化、再生の意味を

込めて検討を進めて、北海道よりも本州の方が歴史

はかなり進んでいるわけでございまして、そういう

文化を取り入れるという意味も意義もあろうかとい

うふうに思いますので、そういう意味を込めた形の

中で今後、十分に検討を進めてまいりたいというふ

うに思っているところでございます。よろしくその

点ご理解賜りますようお願い申し上げたいと存じま

す。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今村長の答弁の中

で、北海道フォーラム、イトウの会という話が出て、

２つとも当事者としてその話は触れないでおこうと

は思ったのですけれど、村長の方から出たので、そ

の件についても質問をしたいと思います。 

 お金のかからない国際交流。昨年度から猿払村に

は大多数の外国人の方々がみえております。北海道

フォーラム、イトウの会、それともう１０年来にわ

たる中国の研修生の方々、どうも私の目からは行政

サイドでの国際交流というのが目に見えません。お

金のかからない国際交流、猿払村の中でも出来るは

ずです。行政として目一杯アンテナを広げていただ

いて、小学生・中学生、また一般の方々ともそのよ

うな外国の方々が猿払に来る機会、何とか小さなこ

とから国際交流を始めていただきたいと思います。

具体的にまた、中国の方々も来年、再来年と来るで

しょうし、ワイルドサーモンセンターの方々、また

フォーラム等も来ると思います。具体的な形での行

政レベル、村民レベルの交流のきっかけを村として

作れるか、作れないか、お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁をさせていただ

きます。 

今まで締結をしていたオジョールスキイ村の関係

が、今言ったような状況の申したような状況の中で、

今議員が質問したような関係については行政サイド

としても積極的に取り組んでいく必要性、国際交流

として、また日本の友好姉妹提携という形の中で取

り進めていくことが必要なことになってこようと思

います。それによって村民も色々な形の中でそうい

う文化に触れれると、そういうことで視野を広めて

いけると考えておりますので、そういう方向で検討

を進めて是非いきたいと、そのためには行政も積極

的に進めていきますけれども、住民の力無しでなか

なか出来ない分野もございます。そういう部分も含

めた形の中で住民のお力も貸していただきたいと、

それが一つの協働の姿勢ではないのかなと思ってお

りますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じ

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：次に上下水道台帳

の内容と現状の整合性についてということで、質問

をしたいと思います。 
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 折しも、タイムリー的に日曜日北見で大規模な断

水がありました。被害も甚大だったと報道されてお

ります。村内の上水道、下水道台帳の内容、管理に

ついてどのような形での管理が行われているのか。

村長にお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村内の上下水道、下水道台帳の内容についてでご

ざいます。簡易水道台帳は平成８年度に完成させ、

マイラーで４３枚、５，０００分の１市街図を１，

０００分の１により、管理は行っているところでご

ざいます。下水道台帳につきましては事業完了後、

作成しているところでございます。鬼志別につきま

しては平成２年度、浜鬼志別・知来別につきまして

は平成１１年度にマイラーで５００分の１により作

成しているところでございます。浜猿払につきまし

ては、作成は行っていないところではございます。 

また、上下水道台帳のデータについて紙ベースだ

けではなく、エクセル等で電子化する考えというよ

うなご質問もございます。現在、北海道土地改良団

体連合会、これは水土里ネット北海道と通称言って

おりますけれども、当村をモデル地区として地理情

報システム、ＧＩＳを作成中であります。このＧＩ

Ｓとは、文字や数字・画像等で地図と結びつけてコ

ンピュータ上に再現し、位置や場所から様々な情報

を統合したり、解りやすく地図表現したりすること

の出来る仕組みでございます。その中の一部データ

として、上下水道管路図を航空写真をベースに管路

位置等が確認できる図面の検討を行っているところ

でございます。これが運用開始することによりまし

て、サーバーは水土里ネット北海道で管理しますが、

その画面はインターネットを通じて見ることが可能

となるということでございます。私も北海道土地改

良団体連合会の理事も務めておりますので、この地

理情報システムＧＩＳについては、モデル地区とし

て指定されてやられているということで積極的なこ

のような形の中で、機械化された形の中で見やすく

解りやすくコンピュータ上で管理を出来るようにし

てまいりたいとこのように感じているところでござ

います。以上が上下水道台帳等の関係についてでご

ざいます。よろしくご理解賜りますようお願い申し

上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。２番

目の質問までいってしまったので、聞き漏らした点

があったのですが、ＧＩＳの件について私も不勉強

でこの点解りませんが、これについての費用という

のはどのように考えているのか。またかかるのかお

教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：早坂産業建設課長。 

○産業建設課長（早坂 裕君・登壇）：ただいま質

問ありましたＧＩＳの関係ですけれども、これは先

程村長が申しました水土里ネット北海道と言いまし

て、通称土地連と言われる部分なのですけれども、

今年から予算の部分につきましては、ちょうど猿払

村がモデル地区となりまして、道北地区のモデル地

区です。そういう部分で３年間はこのモデル地区の

分についてお金はかかりません。というのはこれは

全道、そして全国という部分の今地理院だとか、建

設省、それと水産庁のほとんどその衛星で管理して

いるというような状況なのです。その中にこの一部

のデータを入れると、埋め込むというような作業の

ことを今やっています。そういう部分で３年間はモ

デル地区ということでかかりませんが、その後、５

年後に１２７万、今では１２７万円と言われてます

けれども、これで各町村に負担があります。そして、

その５年後にその飛行機を飛ばしまして、状況の変

化を確認するという部分で、５年毎にその飛行機を

飛んで確認するというようなことになってますので、

とりあえずは３年間予算はかかりません。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：費用のことに関し

て産業建設課長の方からご説明があり理解いたしま

した。それで質問の主旨の根底にあるところなので

すが、鬼志別の例を例えます。水道管がどこの位置

に入っているのか、１０㎝、２０㎝、航空写真上で

ずれてても問題が無いかと思うのですが、バルブの

現状、止水弁、排泥弁とかがあると思いますが、そ

の状況をどこまで設置年度、ましてそのバルブの形
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状等、そういうところを現状把握しているのかどう

かお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：早坂産業建設課長。 

○産業建設課長（早坂 裕君・登壇）：ただいまの

質問にお答えさせていただきます。 

 この先程申しました、簡易水道の台帳につきまし

ても、過去４０年以上前からの配水管工事がありま

して、出来高図を基に平成８年、９年、そして１０

年にある程度完成したという経緯がありまして、当

時その中には図面が紛失して出来高図が無いだとか、

また当時の担当者なり施工者の方の記憶を基にして

作成したという部分もありまして、水道管の位置に

ついては整合性に欠けるところがありますが、概ね

正しいものかなと、ただいろんな部分がございまし

て、結構古い部分があるものですから、バルブの位

置だとか、そのバルブの使われている材料等によっ

て色々な分で支障が出てくるかなと、いう部分では

懸念をしております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今このように猿払

村では、下水道が非常に良い状態で整備されており

ます。それに伴って水道は、ライフラインの腱とな

る一つだと考えます。このような財政状況の中、そ

の把握しきれてないバルブだとかを一気に取り替え

るということは非常に困難だと考えます。早急にバ

ルブの状況、バルブの名前でいうとソフトシール弁

になっている所、まだ昔ながらの鋳鉄弁になってい

る所等の調査を進めて年次年次で維持管理等で交換、

または現状把握を求めたいと思います。 

以上をもって私の質問を終わります。 


