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○議長（山須田清一君）：日程第５、これより一般

質問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

４番、太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：一般質問通告書に従

いまして一般質問をさせていただきます。 

初めに、事務事業評価について質問させていただ

きます。事務事業評価については、厳しい財政状況

の中で限られた予算を有効に使い、最大限の効果を

上げるための一つの指標であると思います。当村に

おいても平成１６年より、効率的で効果的な行財政

運営を確保するため、総合計画に掲げる政策、施策

目標を見据えるとともに、予算編成に活用する、ま

た村民の視点に立った行政活動の実施及び透明性の

高い開かれた村政の推進を図ることを目的に、総事

業費が１００万円を超える村が行う全ての事務事業

を対象に行うこととなっています。限られた予算を

効率的に活用するためには、事務事業の見直し、ス

クラップ・アンド・ビルドを進めていかなければな

りませんが、安易な見直しが行われることには賛成

できません。村民の視点に立った透明性の高い事務

事業評価であるべきだと考えます。一つの村の事業

が具体的に実践されていく上で、そういう評価がき

ちんとなされているのだと村民の認識を得られる。

そのことが大事だと思います。 

１点目の質問です。猿払村事務事業評価実施要綱

に、「事務事業評価は、村が行うすべての事務事業

を対象とする。ただし、総事業費が１，０００千円

を超える場合とする」とありますが、平成  ２２

年度、平成２３年度における事務事業評価を行った

事業数及びその判定割合はどのようになっているの

か。廃止、あるいは不要となった事業はあるのか、

お尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。事務事業評価の件数は、平成２２年度予

算分として事務事業４５件を実施し、優先、  若

しくは必要事業と判断したものは３０件、不要と判

定した事業は１件となっています。平成２３年度予

算分は５２件実施し、優先、若しくは必要事業と判

断したものは４８件、不要としたものは１件でござ

います。 

また、平成２２年度に、第６次猿払村総合計画を

作成しており、実施期間が平成２３年度から平成２

７年度に関する事務事業１０３件も行っており、優

先、若しくは必要事業と判断したものは  ５６件、

不要としたものは１件となっております。 

ちなみに、判定の割合は、平成２２年度は   

６６．６パーセント、平成２３年度は９２．３  

パーセント、総合計画の５４．３パーセントが実施

する優先必要事業となっております。以上でござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：再質問をさせていた

だきます。平成２２年度の当初予算の評価において、

Ｆ評価が１件あります。また、平成２３年度には、

１２月の補正において同じくＦ評価が１件あります。

Ｆ評価、即ち不要事業、事業の必要性がないと判断

されたわけです。当然、担当課が精査し、必要とい

うことで事業を計画し、事務事業評価が行われたと

思いますが、事業の必要性がないと判断された経過

を教えてください。 

○議長（山須田清一君）：答弁調整のため暫時休憩

します。 

 

休憩 午前１０時０８分 

再開 午前１０時１６分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：太田議員の御質問

に、的確に答えられなくて戸惑っておりますことを、

お詫び申し上げます。現在、判断をした経過という

ことでお尋ねでありますので、そういった個別の部

分について、ちょっと資料が手持ちでないというこ

とで、休憩をさせていただきましたけれども、時間

が掛かっておりますので、これ以上、留めるわけに

いきませんので、その部分については後ほど詳しく
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お返事を申し上げたいと思いますが、事務事業評価

につきましては、いわゆる新規、あるいは継続とも

ですね、緊急性、それから必要性、経済効率性とい

うことはもちろん、そういったことを判断をして優

先順位を決めるわけですけれども、総合計画との関

連性だとか、それから、今まで継続した分について

は、実態として活動の指標がどれだけあるのかとい

うこと。あるいは従来行われていた、そういった継

続事業については、その評価として成果がきちんと

上がっているのか。あるいは見込めないのか。そう

いった総合的な判断の下にですね、担当部署からは

１次評価の上で、評価項目として上がってくるわけ

ですけれども、最終的に、この評価委員会の中で、

今のようなところをですね、各部署からの、全体の

委員の意見、見方、そういったものに応じて優先順

位を決めると。結果的には、具体的な今の事例につ

いてはですね、その理由を後ほど御説明をさせてい

ただくと。機会をいただかなければなりませんけれ

ども、緊急性だとか、それから今後も継続する、あ

るいは新規と値するに妥当かどうかという、その判

断の下に不要という結果になったというふうに判断

がされます。個別の部分については大変申し訳あり

ませんが、後ほど御説明をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：平成２２年度は４５

件、平成２３年度が５２件の審査の中で、それぞれ

1件ずつの審査事項に、廃止となった経過が分から

ない。ちょっと、いかがなものかと思うのですが、

次の質問にさせていただきます。 

村の事業、当然村民のため、この村の将来を見据

えて行われるわけです。限られた予算ですから、行

えるもの、先送りしなければない事業があると思い

ます。事務事業評価は、予算の振り分けのためだけ

の評価であってはいけないと考えますし、優先順位

を決めるためだけではいけないと思います。評価の

際には、この事業を行うことで住民のためにどのよ

うな効果がもたらされるのか。終了した事業のその

後。先送りしてきた事業の見直し。継続している事

業の経過、効果等。それぞれの事業の計画と実行。

そして、最終評価が大切ではないかと考えますし、

その間の検討の過程を活用していくことが大事では

ないかと思います。 

質問です。事務事業評価は、予算の振り分けのた

めだけの評価であってはいけないと考えます。それ

ぞれの事業の計画と実行、そして最終評価が大切で

はないかと考えますが、猿払村の事務事業評価制度

を事業を行う上でどのように活用し、現在の事務事

業をどのように評価しているのか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：まずは、ただ今の質問に

お答えいたす前に、先ほどの質問にすぐに答弁でき

なかったことを深くお詫び申し上げます。 

それでは、ただ今の質問にお答えいたします。事

務事業評価の目的は、横断的な職員が計画段階から

係わるということであり、ただ単に実施の是非のみ

でなく、財源や補助金を評価委員会という広範な中

で検討できること。運用上の課題などの情報を共有

できること。担当部署を超えた事務事業に対する理

解を深めることなどがあると考えております。ただ

し、事務事業評価に対する評価については委員に掛

かる労力が膨大であることや、事前評価しか行って

いない点など、検討が必要であると考えており、た

だ今、改善の指示をしておるところでございます。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：再質問いたします。

猿払村事務事業評価実施要項には、「事前・事後」

となっており、「事務事業の計画・実践・評価・改

善の確立を図り成果指標を決定し、予算編成や事務

事業の執行に反映し村民に対し説明責任を果たすた

めの総合評価をいう」となっていますが、「実践・

評価・改善」、これが大事ではないかと思います。

最初は良かれと思って事業を進めてみても、結果が

思わしくないこともあるでしょう。ちょっと工夫し

ただけで住民にとって暮らしよい村づくりに繋がる

こともあると思います。事務事業評価をしました。

予算が付きました。あとは事業を終わらせれば、そ

れで良しでは、改善にならないと思います。 
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事務事業評価を行うことで、かなりの事務量が増

えるという今の答弁でしたが、そのとおりだと思い

ます。しかし、新規事業だけでなく、継続している

事業においても必要性や有効性、コストを再検証し、

事業の実施方法などを定期的に見直すことも必要と

考えますが、事務事業評価の今後の改善点を、どの

ように考えているのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：最初に、

ただ今ありました評価のあり方について御説明させ

ていただきたいと思います。これまで評価につきま

しては、太田議員から御指摘のありましたとおり、

事前に行うという評価をしているのみでありました。

今年につきましては、それらの反省、要綱に基づい

て、十分行われていないという反省もありましたの

で、事後評価を試験的にやろうというふうに考えて

います。 

ただ、事後評価というものの、どうしても内部で

の評価になるものですから、どのような形が良いか

内部で検討しながら、担当課の中で検討しながら行

っていきたいと思っています。具体的には、以前か

ら各議員の皆様からも指摘ありました村史の発行事

業。これについては年間１００万円を下回っている

事業ではありますけども、多くの皆様が触れている

事業だということもありますので、試験的な形にな

りますが、広報誌発行事業の評価を踏まえて、どの

ような評価が良いかというのを組み立てていきたい

というふうに思っています。本格的な事後評価につ

いては、できれば来年度以降に、全ての事業という

のは、たぶん難しいと思いますが、抽出した中で行

っていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

それと、先ほどの御質問も、ここでお答えさせて

いただいてよろしいですか。Ｆ評価につきましては、

平成２２年度予算に係わるものとして１件ありまし

た。これにつきましては、事業名といたしましては、

森林管理道石炭別線開設事業です。評価内容といた

しましては、もう少し利用頻度の高い、市街地に近

い路線を優先すべきではないか、という判断の下、

最終的にＦ評価と。実施しない事業というふうにな

りました。 

もう１件、総合計画、実施計画を策定する時点で

の評価の中でＣ評価になったものですが、芦野鬼志

別線舗装事業。この路線につきましては、小尾（お

び）さんの農家を通りまして、芦野の白田繁（しら

た しげる）さんの所に着く路線になっています。

元々は国庫補助事業で途中まで整備した事業ですけ

ども、諸般の事情で国庫事業を取り止めて道路維持

の形で行ってきたものでありまして、評価内容とい

たしましても、引き続き単独費で事業展開するより

も、今までどおり維持事業で行う形を選びましょう

という形のＦ評価になっております。 

それと、平成２３年度予算に関係する部分につき

ましては、Ｆ評価という形での記述が、もしかした

ら誤りだったかもしれません。防災行政無線の撤去

事業です。これについては、前年度から始まってい

る事業でありまして、この時点で前年度、２か年に

分けて行いましょうというものでありました。平成

２３年度分では改めて評価をしないという形のもの

でありましたので、記述上、不要だという形の資料

にはしてしまいましたが、事業としては行われてい

るものになっています。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：理解いたしました。

是非、早い段階で、この制度の改善に取り組んで、

事務事業評価が有効に活用されることをお願いいた

します。 

同じく事務事業評価の質問を続けさせていただき

ますが、事務事業評価は役場内部の職員による内部

評価です。それに対し、村長は、これからの猿払村

をどのように考え、どのような政策を持って村政を

行っていくのか村民に訴え、村長となりました。ま

た、４年間の村政を選挙という形で村民に評価され

ます。いわば外部評価と言って良いのかと思います。

限られた財源、予算の中で、村長の政策、公約、職

員による内部評価の関係をどのように考えるのか、

お尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 
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○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。御存じのように、私の政策といたしまし

ては、この猿払村を安心して孫の代まで暮らせる地

域にするということでございます。当然ながら、そ

の目標に向かって執行方針を作成し、それに基づき

まして各部署からの事務事業の提案と なっており

ます。 

村民の私に対する評価、いわゆる選挙では、政策

の実行度と、その成果に対して評価を受けるものと

考えております。内部評価というより、その前段の

村民の要望や課題にどう対処してきたかが重要と考

えております。そのため、村民各層と意見交換をす

る機会として、まちづくり懇談会、ふれあいトーク、

経済活性化懇話会の開催、現在中学校と調整中です

が拓心中学校生徒との懇談をする予定でおります。

そこで出された課題への対応として、評価制度は大

変効果があるものと考えております。以上でありま

す。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：次の質問に入ります。

猿払村事務事業評価実施要綱、第１２条に「結果の

公表」ということで、「事務事業の評価結果の公表

は、村ホームページへの登載をはじめ、村民が容易

に公表内容を入手できる方法で行い、評価結果に対

しての村民の意見を聴取するとともに政策に反映す

るものとする」とあります。 

事務事業評価、１次評価、２次評価、村長と評価

され、事業が行われるわけですが、どちらも行政の

中、いわば身内の人間による評価です。身内だと評

価が甘くなるのではという懸念を村民が持つことの

ないよう、村政に対する信頼度を高めるためにも村

民に評価の過程を含め公表していくことが大事だと

考えますが、どのように公表、公開されているのか

質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。事務事業評価という手法を導入する前に

比べますと、実施に当たっての公平性や透明性は高

まっていると考えております。また、公表は実施要

綱にも明記されてあるとおり、必要と考えておりま

す。平成２２年までは、ホームページへ搭載してお

りました。しかし、事前評価結果の公表であり、村

民から意見を聴取するところまでは至っておりませ

んでしたので、現在は毎年春に 行っているまちづ

くり懇談会で、主な事業として説明し、意見をいた

だく形としております。今後は、先ほどの質問に答

えたとおり、評価のあり方などを検討する中で公表、

意見聴取についても検討していく予定でございます。 

なお、先ほどの質問にもございましたけども、事

務事業の評価につきましてはですね、先ほど議員の

質問の中にもありましたけども、これは平成１６年

８月より実施されております。どのような背景でで

すね、これが行われた経過については、私は詳しく

把握しておりません。私も平成２１年１２月より村

長となりまして、この事務事業評価に加わることに

なりましたが、正直申し上げまして、これほど厳密

に行われていると思っておりませんでした。当初は

大変ストレスを感じたものであります。しかしなが

ら、やはり我々は公金を使う立場でございますから、

このようにしっかりと事業事務を評価しなければい

けないなと、感じているところでございます。 

しかしながらですね、やはり様々なデメリット、

メリットがございます。デメリットとして感じる点

では、評価に時間が掛かる。また、評価委員の人数

が多過ぎる。評価の過程が見えない。評価委員の資

質等と、様々なデメリットが見えておりますし、私

としては１次評価、２次評価、最終評価、もう全部

一括で良いのではないかというようなことも思って

おりますので、それらも含めてですね、担当には少

し改善できるように、改善策はあるのではないかと

いうことをしているところでございますので、行政

の良いところ、また民間の良いところを取り混ぜな

がらですね、少しでも、より良い事務事業評価にな

るよう努めてまいりたいなと思っているところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今後の評価のあり方

を見直していく上で改善を検討していくということ

ですので、村政に対する信頼度を高めるためにも、

できましたら評価の過程も含め検討していただけた
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らと思います。普段、村民の方々は、職員の仕事が

なかなか見えないと思います。先ほどの答弁にもあ

りましたが、村民の各層と意見交換をしていく上で

機会があるごとに村民に対する説明が必要ではない

かと思います。 

次の質問に入らさせていただきます。村のシンボ

ルであります、村の花コケモモの活用についてお尋

ねいたします。平成１５年に村民憲章と村のシンボ

ルの策定が行われ、村の花としてコケモモが選ばれ

たわけですが、コケモモは村の湿地帯や砂礫地帯な

どの一部に自生し、７月頃に紅色が かった白色の

可愛らしい花を咲かせ、秋には丸く真っ赤に熟した

甘酸っぱい実を付ける。この実を原料に、コケモモ

ワインが、かつては作られていたわけです。 

村のホームページの『村民記者が行く』というペ

ージの中で、ミントさんという方が６月２６日に

『村の花 真っ盛り』という題名でレポートし、写

真も載せています。内容は、「私たちの村の花『コ

ケモモ』は、今真っ盛りに咲いています。今年は、

花のつき具合も良く、離れたところからもピンクの

花の色が目立ちます。この１・２週間が見ごろだと

思いますが、天気もよさそうなので、一気に花開く

かも知れません。小さな木なので見逃しそうですが、

見事な群落もまだ村内にはあります。これから、コ

ケモモのまわりにも、沢山の花が咲き始めます」と

いう内容です。８月１９日には、『コケモモ結実』

という内容でレポートされていらっしゃいます。 

私も何回かエサヌカの原生花園へ足を運びました

が、なかなか花の盛りには、ぶつかりませんでした。

二、三のコケモモの花を見ただけです。村の花とし

て名前だけは、さるふつ公園パークゴルフ場の「コ

ケモモコース」と命名されていたりしていますが、

村民の方々にとっても、なかなか目にする機会がな

いのではないかと思います。村のシンボル、村の花

と指定しているわけですから、村民が目の付く場所

に、また、村の花として観光客の方にもこれが猿払

村の花だよとアピールできる場所に飾ることができ

ないのかと思うものですが、いかがお考えでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。コケモモの活用については、シンボルに

選定したときから課題となっておりました。当時、

北海道大学植物園などにコケモモの活用を相談した

経緯があり、エサヌカ原生花園からの移植は、すべ

きでない、と言われていたようであります。そこで、

村のシンボルとしてアピールする場所に飾るために

は、エサヌカにあるコケモモの完熟した実から種を

取り、苗に育てるか、高山植物を扱っている園芸店

から購入する方向しかないと考えております。 

しかし、村在来のコケモモ種を守る上でも、時間

は掛かりますが、実から種を取り、苗へと育てる方

法を地域連携協定を締結しました北海道工業大学な

どと相談したいと、今考えているところでございま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：理解いたしました。

関連して質問させていただきます。答弁は分かって

いる範囲で結構です。パークゴルフ場に隣接した農

業資料館の横に、「黒百合」と書かれた立派な看板

があります。後ろに柵で囲まれた花壇があります。

以前は黒ユリが植えられていて、目にしたことがあ

るのですが、最近、目にすることがないように思わ

れます。管理はどこで行われているのか。 

また、現在、黒ユリが植えられていないようでし

たら、道の駅管理棟の前に黒ユリが植えられていま

す。今年は例年になく綺麗に花が咲いたそうですが、

いくらかでも移植できないのか、質問させていただ

きます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議

員の御質問にお答えしたいと思います。確かに風雪

の塔の横に花壇がございます。この部分については

黒ユリの花ということと、それから猿払村ライオン

ズクラブということのプレートが貼ってあります。

その部分につきましてはですね、猿払村ライオンズ

クラブの会員と、それから御家族の方が、そこの管

理をしているというふうに私のほうでは押さえてお

ります。その中で、確かに議員  おっしゃるとお

り黒ユリの花は咲いていないと思います。私が見た



  －6－ 

限りではヒマワリと、それから、ちょっと花に疎い

ので分かりませんけども、ほかの花が咲いていたよ

うに理解しております。 

道の駅の管理棟の部分の花壇につきましては黒ユ

リが相当咲いておりますので、もし猿払村ライオン

ズクラブの方のほうで黒ユリの球根を分けていただ

きたい。そして、そこに植栽をしたいという御希望

があれば、球根をお分けすることについては全然可

能だというふうに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：農業資料館の横、言

わば、観光施設の横にあるわけです。黒ユリという

花、観光客にとっても珍しい花ではないかと思いま

すし、時々覗いている人がいます。是非その辺、で

きましたら移植していただければと考えます。 

ホームページの村民記者の方々、この度のコケモ

モを始め、様々な村の花、風景、素晴らしい猿払村

ならではの写真を、ホームページに掲載されていら

っしゃいます。このほかにも、いろいろな村の写真

を写していることと思います。その写真の活用も含

めて検討していただければと思います。 

次の質問に入ります。ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）について質問いたします。心室細動、心臓が止

まったときに電気ショックを与え、心臓の動きを戻

すことを試みる医療機器のことです。私も消防団で

使い方の講習を受けたことがあります。心臓停止３

分で死亡率はおよそ５０パーセントだそうです。一

刻も早くＡＥＤで電気ショックを与えることが必要

であるとされています。こうしたことからＡＥＤを

なるべく多数配置するとともに、一人でも多くの住

民がＡＥＤに関する知識を有することが非常に重要

であると言われています。 

８月の北海道新聞だったと思いますが、ＡＥＤ設

置後の管理の記事が載っていました。ＡＥＤのパッ

ドは時間が経つと劣化し、火傷の危険性もあるそう

です。また、電池で電源を取っているので、電池切

れや電池の劣化もあり得るとのことです。ＡＥＤは

電気機器です。設置して、そのまま放置するのは望

ましくなく、ＡＥＤ自身にも故障の有無の自己診断

をする機能もあるそうですが、そこで故障が発覚し

たまま放置していれば肝心なときに使えない、また、

ＡＥＤでの自己診断では発見できない故障が生じて

いることもあり得ます。そのため、定期的な点検を

人の手で行うことが求められます。 

質問です。猿払村のＡＥＤの設置数、メンテ  

ナンスの状況は、どのようになっているのか質問い

たします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。学校施設においては、各小中学校に１

台ずつ設置、保育所においても２か所に設置してお

り、いずれも５年間のリース契約を結んでおります。

このほかに、村営プールと村営スキー場用に１台を

リース契約しており、プールとスキー場の閉鎖期間

中は役場に設置しております。また、保健福祉総合

センターと農村環境改善センターには、それぞれ１

台ずつ購入して設置しております。さらに、ホテル

さるふつ、ふるさとの家においても１台リース契約

を結び設置しております。公共施設等のほかにも、

漁業協同組合を始めとする事業所に設置がされてい

ると聞いております。 

メンテナンスに関しましては、胸部に貼り付ける

パッドという消耗品が２年に１回の交換が必要であ

り、大人用と小児用、それぞれ交換時期が来た段階

で交換しております。また、内蔵バッテ  リーも

４年を経過した段階で交換が必要となり、パッドと

同様に交換を実施しております。リース契約を結ん

でいる機器については、契約会社が交換を実施して

おります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の答弁を聞いてい

ると、鬼志別から離れた場所、例えば浅茅野とか浜

猿払とかの地域がありますね。その辺の設置状況は、

どのようになっていますか。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：ただ今の質問に

お答えいたします。設置場所につきましては、ほぼ

鬼志別地区が多いという、公共施設としては現状で

はございます。各地域という部分では、各小学校が

設置されている地区には小学校への設置がされてお
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ります。ということで申し上げますと、学校がない

地域については、まだＡＥＤの設置が、公共施設と

しての設置はまだ進んでいないというのが状況でご

ざいます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：２０１０年に大阪市

で心肺停止の男性に救急隊員が救命措置を行おうと

したところ、救急車に取り付けられたＡＥＤの故障

により作動しないという事例があったそうです。原

因は部品の欠落で、男性は搬送先で死亡したとのこ

とです。猿払村は集落が点在しています。救急車の

到着まで時間が掛かります。万が一に備え、日頃の

点検をお願いし、私の質問を終わらせていただきま

す。 


