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平成１５年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１５年１２月 ２日（火） 

  開 会   午後 １時３１分 

  閉 会   午後 ３時３８分 

 

○議事日程 

協議事項 平成１５年第４回白老町議会定例会 関係 

１．提案議案 

（１） 町長提案（１３件） 

（２） 議会関係（２０件） 

２．補正予算の説明について  

３．議案の説明について   

４．町長所信表明 

５．一般質問について 

６．諸般の報告等について 

７．農業委員会委員の推薦について（議会推薦第 1 号） 

８．意見書の取り扱いについて 

９．陳情書・要望書の取り扱いについて 

１０．常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査事項について 

１１．全員協議会の開催要請について 

１２．第４回定例会について 

１３．その他 

 

○会議に付した事件 

協議事項 平成１５年第４回白老町議会定例会 関係 

１．提案議案 

（１） 町長提案（１３件） 

（２） 議会関係（２０件） 

２．補正予算の説明について  

３．議案の説明について   

４．町長所信表明 

５．一般質問について 

６．諸般の報告等について 

７．農業委員会委員の推薦について（議会推薦第 1 号） 

８．意見書の取り扱いについて 

９．陳情書・要望書の取り扱いについて 

１０．常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査事項について 
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１１．全員協議会の開催要請について 

１２．第４回定例会について 

１３．その他 

 

○出席委員（１１名） 

 委員長   大 渕 紀 夫 君        副委員長  熊 谷 雅 史 君 

委 員   山 本 浩 平 君        委  員  吉 田 正 利 君 

      吉 田 和 子 君              谷 内   勉 君 

       玉 井 昭 一 君        副 議 長  根 本 道 明 君 

 議 長   堀 部 登志雄 君        委員外議員 玉 井 昭 一 君 

委員外議員  西 田 祐 子 君 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 助  役    三國谷 公 一 君     財政課長    辻   昌 秀 君 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

 事務局長    山 崎 宏 一 君     事務局主幹   中 村 英 二 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、皆さんご苦労様でございます。 

ただ今から、議会運営委員会を開会いたします。 

本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１6 条の規定により委員長に

おいて傍聴を許可いたします。 

◎協議事項 
○委員長（大渕紀夫君） 早速、協議事項に入りたいと思います。 

 最初に局長より、全体のことについてお話をしていただきたいと思います。 

○事務局長（山崎宏一君） 皆さんにレジメ、お渡ししてございますので、それに基づいてご説明申し

上げます。 

 先ず、町長提案なんですが、１３件とございますけれど、これ一番下のその他の２件、町長の所信表

明と行政報告を入れて１３ということです。ですから議案関係は、１１件ということになります。補正

予算７件、条例関係で一部改正１件、それと財産の取得、港の関係になりますけれども１件。選任同意、

これは固定資産評価員の選任同意１件、諮問１件ということで実議案数は１１件でございます。それに

その他の２件を足して１３件ということになります。 

 一方議会関係でございますが、今日現在の件数でございまして、これが採択・不採択の関係がござい

ますので、件数だけ一応提出されているものだけを掲げてございます。 

 先ず、諸般の報告、これはここにありますとおり、閉会中の動向、監査のほうの例月・定期・財政援

助・工事関係の監査報告と。あと、議員の派遣結果報告。これは後ほど説明いたします。 

それと議会推薦１件、これは農業委員会委員の推薦ということで、これも後ほど具体的に説明いたし

ます。 

 意見書、現在のところ３件ございます。陳情・要望、６件。これも結果的に参考配布というような形

になるかもしれませんけれども、一応現在では６件提出されていると。その他として４件、これは次期

所管事務調査ということで、各常任委員会、３常任委員会と議運ということになります。 

 以上が概略でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、順番に行きたかったんですけれども、助役が見えておりまして、

所要がございまして先にですね、ただ今兼務していることもございまして、条例の一部改正及び人事案

件がございますので、それを先に協議をしたいというふうに思います。 

 ２ページ目をめくっていただきまして、２ページ目の３の議案説明の条例の一部改正という部分と人

事関係２点と、ここのところを協議したいと思います。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） はい。それではご説明いたします。 

 すみません。私の都合で、順不同になりまして大変申し訳ございません。 

 議案第 8 号でございますけれども、相当後ろの方になります。後ろから 8 ページくらいになりますが

議の８－１、お開きいただきたいと思います。 
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 ご説明いたします。議案第 8 号は、白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例

の制定ということでございます。議案説明の方になりますけれども、この度の改正は、字句の整理とい

うことが主でございます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正、これが行われまして、この

法律を準用しております白老町廃棄物の減量と処理に関する条例、町の条例の方が、一部改正になると

いう内容です。新旧対象表にありますが、変わっておりますのは第 24 条の関係、条文中の第 4 項が第 6

項、第 5 項が第７項ということで、これは法律の方の７条の一般廃棄物処理業の収集運搬の許可にかか

る条文中に、係争中のものがありますが、係争中における処分の考え方の条文が追加されたと、法律の

方に条文が追加されたということで、町の条例の方もこの分だけを変えるというものでございます。 

 それから、第 25 条の方の関係でございますが、これも第 5 条の２というのが第 5 条の７ということに

変わるということで、この第 5 条につきましては環境大臣として廃棄物処理施設整備計画の策定が明文

化されたということで、法律が変わってこれらの条文追加という整理でございます。全くの整理という

ことでご理解いただきたいと思います。 

 次の議案第１０号になります。９号飛ばしていただいて１０号になりますが、議案第１０号は、白老

町固定資産評価員の選任につき同意を求めることでございます。地方税法の規定では、固定資産を適正

に評価しかつ町長が行う価格の決定を補助するため、市町村に固定資産評価員を設置するという義務が

ございます。これにつきましては、従来から助役がその任にあたっておりましたので、下にありますよ

うに私（三國谷）を選任するため、議会の同意をお願いするというものでございます。履歴等につきま

しては省略をさせていただきます。 

 次、諮問の第１号になります。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。

人権擁護委員に次のものを推薦したいので、人権擁護委員法の規定により議会の意見を求めるものでご

ざいます。この規定は、任命権者は法務大臣になりますけれども、町長は議会の意見を聞いて、候補者

を推薦しなければならないと。こういう規定でございますが、この規定によって議会の意見を求めるも

のでございます。候補者につきましては、住所、白老町末広町 4 丁目 8 番 4 号、氏名、加藤忠さん、昭

和１４年４月１８日生まれ６４歳。履歴は別紙のとおりでございます。次のページに履歴が記載、掲載

させていただいております。 

人権擁護委員につきましては、現在町内に５名いらっしゃいます。そのうちのお一人ということでご

ざいますが、この任期は３年。加藤さんにつきましては、ここの経歴にありますように、平成３年から

４期務めていただいております。この度は５期目ということでの推薦でございます。なお、ウタリ生活

指導員ということで、ウタリの方々の人権に関するという意味合いから、従来から推薦させていただい

ているものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今助役より説明がございました。 

 条例改正１件及び人事関係２件ですけれども、特に聞いておくことが必要だと思われることがありま

したら、どうぞ。ございませんか。 

〔｢なし｣という者あり〕 

 それでは、以上で３件については終わります。助役、ご苦労様でした。 

 それでは引き続き、補正予算関係の説明をお願いいたします。辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 私のほうからは、補正予算７件と議案７号までですね。それと飛びまして
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議案第９号の財産の取得について、これちょっとご説明いたします。 

 補正予算の関係、議案第１号から第７号まで、概要表を別途お配りしておりますので、全体の概要に

ついてのみこの資料で先にご説明いたします。 

 平成１５年白老町議会第４回定例会へ提案する補正予算の概要という１枚ものですね。 

○事務局長（山崎宏一君） 今日ですね、机の上にレジメ、順番になっていますので、大体その順番で

説明されますので。 

○財政課長（辻 昌秀君） 先ず、今回の補正予算の規模ですけれども、一般会計については５５，２

１６，０００円の追加であります。内容につきましては後ほど議案の方でご説明いたします。 

 特別会計につきましては、５つの会計で合計７８,５０５，０００円でございます。内容につきまして

も後ほど議案の方でご説明いたします。 

 企業会計につきましては、水道事業会計につきまして１件、支出で２，１３７，０００円ということ

で、合計７会計ですね。総計いたしまして、今回定例会に提出する総額については１３５，８５８，０

００円となっております。後残りにつきましては、後ほどご覧になっていただければと思います。 

 それでは議案の方に入らせていただきます。 

 議案第１号、平成１５年度白老町一般会計補正予算。第７号議の１－１をご覧になっていただきたい

と思います。議の１－１ですけれども、一般会計の補正予算の総額は先ほどもお話ししましたけれども、

第１条に記載されておりますけれども５５，２１６，０００円です。その他、債務負担行為の補正、地

方債の補正がございます。 

 続きまして２ページ、３ページ第１表については省略させていただきます。 

 ４ページ、第２表債務負担行為補正２件の追加でございます。１点目、次世代育成行動計画策定にか

かるニーズ調査分析業務委託、期間平成１６年度、限度額１，７８５，０００円でございます。これに

つきましては、本年７月に国会で次世代育成支援対策推進法という法律が成立いたしまして、この内容

といたしましては、少子化対策の一環として次代の社会を担う子どもを育成するためのですね、支援策

等を国、市町村並び事業主等が行うというようなことになっておりますけれども、市町村におきまして

は、５年間を期間とする実施に関する計画、行動計画を策定するものとされております。この法律の基

づきまして平成１６年度の市町村の行動計画策定に向けまして、最初の作業といたしましてニーズ調査、

分析業務に着手するためにですね、債務負担行為を設定するものであります。調査の終了を１６年度ま

でかかるということでの設定でございます。 

 次、BＳＥ対応畜産経営安定化資金利子補給、期間１６年度、限度額９８２，０００円になりますけれ

ども、ＢＳＥ関連の利子補給のうち農業者以外のですね、事業主に対する融資にかかるものでございま

して、１３年度の貸付金については１年限りということで実施しておりますけれども、それらの継続を

含めてですね、１４年度中に貸し付け２件１５８，０００，０００円が発生しており、貸付期間が２年

のためですね、１５年度の利子補給については後ほどご説明いたします歳出予算。１６年度の利子補給

については今回の債務負担行為で設定するものであります。 

 次、第３表地方債補正につきましては、これは記載のとおりということで省略させていただきたいと

思います。 

 次、内容歳出の方に入らせていただきますけれども、１６ページになります。 

 １６ページ、２歳出。先ず１款議会費でありますけれども、議会運営経費４１７，０００円の減額で
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ありますけれども、このうち１１節の需用費の４９８，０００円の追加につきましては５月と１１月の

町議会議員選挙による改選関係のですね、経費の不足分であります。他の減額分については整理でござ

います。 

 次、２款総務費。１項１目一般管理費でありますけれども、先ず右のページ（１）の職員管理事務経

費１２６,０００円につきましては、先日、実施しております町村職員採用資格試験に関わるですね、町

村会に対する負担金の計上であります。（２）共通印刷経費４４４，０００円の減は整理であります。 

 次、１９ページになります。（３）秘書事務経費、増減０でありますけれども、１３節委託料１，１０

３，０００円につきましては、今後公用車のですね、運転につきましては、新町長は公用車を使うとい

う考え方でございます。ただ、その運行にあたりましては、民間に委託するという考え方のもとにです

ね、今年度分の経費を計上するものでございます。同額車の借上げ料、タクシー代を減額してございま

す。 

 次、５項２目の指定統計費でございますけれども、指定統計調査経費として１，１１２,０００円が追

加でありますけれども、これは住宅土地統計調査と漁業センサスの追加分でございまして、とくに報酬

につきましては、調査員が国の基準で９名増員ということによるですね、内容となっております。財源

はほぼ全額道委託金が交付されます。 

 ３款民生費、内容は次のページになります。２１ページ１項２目老人福祉費でございますけれども、

（１）の在宅老人福祉事業経費６８３，０００円の追加でありますけれども、１２節の役務費は緊急通

報システム端末の撤去費の追加、１３節委託料は介護保険で自立と判定された方で、ただしヘルパーの

派遣を必要とするという方のですね、介護予防生活支援事業の委託料の追加であります。財源につきま

しては、本人負担分の分担金と道補助金、これ補助率４分の３でございますけれども充当されます。（２）

の老人保健特別会計繰り出し金８７２，０００円でありますけれども、後ほど特別会計のほうの補正も

関連してきますけれども、特別会計のほうの高額医療費が不足、１３，７７３，０００円ということな

ものですから、一般会計の負担分を繰り出しということで計上するものであります。 

 ３目身体障害者福祉費、補正額４６，００１，０００円でございますけれども、先ず（１）の身体障

害者援助事業経費の追加でありますけれども、１３節の委託料は身体障害者デイサービス事業の対象者

の増による不足分、２０節扶助費につきましては補装具の給付と障害者の措置費制度が支援費制度に変

わったことによりまして、それぞれの各支援費のですね、それぞれの過不足の補正であります。財源に

ついては、国費が２分の１、道費が４分の１充当となります。 

 なお、最後に記載している児童居宅生活支援費１，３３４，０００円。ここのサービスについては町

の施設の、萩野にあります子ども発達支援センターで行うサービスの分の追加分ということで、この同

額が町の歳入となりまして、給与費のほうへ充当しております。 

 （２）重度心身障害者医療費給付費ですけれども、これは実績見込みによる不足分の追加であります。

財源としては、諸費の高額医療被保険者納入金が充当されます。４目乳幼児福祉費 5，０８１，０００

円の追加でありますけれども、これにつきましても不足分の追加で、財源として道費及び諸費の保険料

納入金が充当されます。 

 次のページ、１目の児童福祉総務費１５２，０００円の追加ですけれども、これは保育行政事務経費

として賃金の追加でありますけれども、２月、3 月受付・整理に関わる新規入園業務に関る計上であり

ます。２目児童措置費１，８６５,０００円の追加でありますけれども、これは児童手当の給付費であり
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まして、支給対象児童数の増加による不足分の計上です。財源としては国費と道費が充当されます。３

目母子福祉費、母子家庭等医療給付費でありますけれども、これも実績見込みの不足分の計上で、道費

と諸費が充当されます。４目児童福祉施設費１２，５０９，０００円の追加ですけれども、これは緑丘

保育園運営費等経費で、入園者の増加によります措置費負担金の追加で、財源としては保育料の分担金、

国費・道費が充当されます。 

 次、４款環境衛生費の２項１目環境衛生諸費の公衆トイレ管理経費は施設修繕料の不足分でございま

す。次のページ、清掃費の２目、塵芥処理費２５２，０００円につきましては、これは環境衛生センタ

ー運営経費でして、鉄系類処理業務委託料の決算見込みによる不足分の追加でございます。 

 ６款農林水産業費、１項２目農業総務費１７２，０００円の追加ですけれども、（１）の農業行政事務

経費３１，０００円は、これは農業開発公社のほうから委託されております農地保有合理化事業委託金

の充当によります新規収納関係の事務局事務費の追加であります。３目農業振興費１，９４０，０００

円の追加でありますけれども、これは農業関係資金利子補給事業経費でして、それぞれ３つのですね、

利子補給金の不足分でありまして、ＢＳＥ対応は先ほどご説明をした債務負担行為の１５年度分でござ

います。財源としては、道補助金が充当となります。 

 次、７款商工費。１項３目、次のページですけれども、企業誘致費４，５５２，０００円の追加です。

（１）の企業誘致対策事務経費２０３，０００円は不足分であります。（２）の企業立地助成金４，３４

９，０００円の追加でございますけれども、これは石山工業特別地区にですね、工場があります株式会

社山珍が平成１４年度に整備した工場施設等にかかる分でございまして、４，３４９，０００円のうち

雇用助成が１２人分で３，６００，０００円。固定資産税相当分が７４９，０００円となっております。 

 ８款土木費２項２目道路新設改良費、増減０でありますけれども、これは石山大通り改良事業の各費

目間の振替えであります。 

次のページですけれども、４目交通安全施設整備費１，４０５,０００円の減でありますけれども、こ

れにつきましては６月の補正予算で計上いたしました萩野人道跨線橋局部改修工事の減額でありますけ

れども、この実施にあたり橋の下部をふさぐ材料を、当初予定していた鉄板からＪＲの指示に基づきま

して木材に変更したと、あとで再点検できるようにということでですね。そうしたことによる、材料を

変更したこと等による減額となったものであいまして、合わせて負担金も減となっております。３項２

目河川改良費、増減０でありますけれども、これにつきましては補助事業のバンノ沢砂防事業の工事請

負費等の減による、各費目間の振替えであります。 

 次３０ページ、５項１目都市計画総務費、都市計画マスタープラン策定事業の９９０，０００円の減

でありますけれども、委託料の減につきましては入札の減等によるものでありまして、減額分の一部を

事業用備品として地籍デジタル関係機器を導入いたします。財源としては道補助金も減額となっており

ます。３目公園費増減０でありますけれども、これは委託料、工事請負費の確定によります事務費への

振替えであります。６項２目住宅管理費、町営住宅維持管理経費１，１１９，０００円につきましては

修繕料の不足分であります。 

 次、３３ページ。１５節工事請負費につきましては、災害復旧工事の火災復旧工事の入札減でありま

す。（２）の町営住宅改修事業７６７,０００円につきましては、これは物置改築工事の実施戸数の見直し

による減であります。３目住宅建設費２７，５１１，０００円の減でありますけれども、これにつきま

しては、先ず、１７節の公有財産購入費。ちょっとご説明いたしますけれども、地域関連施設等の整備
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工事ということで、周辺道路の予定地にあたる用地の取得を予定しておりましたけれども、その一部が

相続問題等で取得できないことから、一部４５４，０００円が減額となっております。そういうことで、

その用地を事業対象としておりました１５節工事請負費の団地周辺道路整備の工事費につきましては、

今年度実施できないということで、１６年度へ繰延するということになってございます。そういうこと

から、全体的に事業費が事務費も含めて減額となったものであります。ただ、用地が一部買えない関係

で、道路の本線を多少変えるということで、１３節委託料にございます道路整備の修正設計委託料と境

界測量を追加しております。この事業の財源として合わせて、国庫補助金と町債が減額となります。 

 次、９款消防費１項、次のページ１目常備消防費。３５ページの（１）～（４）までにつきましては、

それぞれ不足分の計上であります。３目消防施設費７０１，０００円の追加につきましては、（１）の消

防施設整備事業につきましては、石油交付金事業でして入札減によるものであります。財源としての道

費は確定によって１，０００円減になっております。（２）の消防資機材整備事業８００，０００円の追

加でありますけれども、これは消防団員等公務災害補償等共済基金からですね、助成する制度があり申

請していたところ、内定を受けて携帯用投光機を整備するものであります。財源としては、全額共済基

金からのですね、交付ということで諸費が充当となっております。 

 １０款教育費２項２目教育振興費、小学校の教育振興費ですけれども、（１）の小学校教育用コンピュ

ーター整備事業の１，９４５，０００円の増額でありますけれども、１１節の需用費と１３節委託料は

整理でありまして、増えるのは次のページの１８節備品購入費２，２９１，０００円ですけれども、小

学校の教育用コンピューターにつきましては、今年度当初予算で白老小学校、緑丘小学校、萩野小学校

の１１４台の予定をしておりましたけれども、入札の結果だいぶ減額となったということで財源として

おりました特定防衛施設調整交付金に余りが生じてきたと。また、交付金自体も２次配分の額が確定し

たということでですね、当初予算に比べて増額となったことから合わせてですね、小学校の分というこ

とで追加するものであります。この内訳といたしましては、社台小学校、虎杖小学校の３９台を購入す

るという内容になっております。財源は特防交付金の国費の追加分であります。 

 次、3 項２目教育振興費２５０，０００円の減でありますけれども、（１）の中学校の教育用コンピュ

ーター整備事業６７２，０００円の減につきましては、小学校のほうで入札減ということからですね、

今年当初予算で予定しております虎杖中学校２４台分について、単価の減を見込んで減額するものでご

ざいます。財源として国費を減額し、この浮いた分については、先ほどの小学校のほうへ振替えしてお

ります。（２）の基礎学力定着度調査事業４２２，０００円の追加でありますけれども、これは委託料で

ありますけれども、本年度、白老中学校が文部科学省から学力向上フロンティアハイスクール事業の指

定を受けております。そういうことで、習熟度学習を行っているということで、今後の成果の把握のた

めにですね、白老中学校及びその他の中学校全校において、１年生、２年生を対象に学力検査とその結

果の分析を行うための経費の計上であります。 

 １１款災害普及費１項１目公共土木施設災害復旧費６，５５２，０００円の追加ですけれども、石山

団地の排水路災害復旧事業ということで記載した内容でありますけれども、９月２６日に発生した十勝

沖地震によりまして、石山地区のライラック団地内の排水路の積ブロック壁が被害を受けたことから、

その復旧に要する経費を計上するものでありますけれども、財源といたしまして今回ほぼ全額を災害復

興事業債ということで計上しましたけれども、この事前のですね、協議にあたり貸付者としては北海道

財務局ということになるんですけれども、その協議ですね。協議に時間を要したことからですね、先般
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の臨時議会の計上に間に合わないということで、今回の計上になったものであります。 

 １３款給与費につきましては増減０でありまうけれども、次のページでご説明いたします。 

 職員人件費０ということでありますけれども、財源振替で１，３３４，０００円諸費を入れておりま

すけれども、これは先ほどもご説明いたしました、子ども発達支援センターの児童デイサービス支援費

収入がですね、増額となることから給与費に充当するものであります。 

 なお、歳出の補正につきましては、先般の臨時議会で人事院勧告も含めまして、減額ということでで

すね、なっておりますけれども、それらの整理も含めてですね、３月で減額補正整理するということで

今回歳出の補正については入れておりません。ということでご了解いただきたいと思います。 

 次、歳入６ページになります。 

 ６ページ、１歳入の９款地方交付全１項１目地方交付税２４，６９１，０００円の追加でありますけ

れども、普通交付税の追加であります。今回の補正に必要な一般財源として２４，６９１，０００円を

追加するものでありまして、補正後の財源留保は９１，０８１，０００円となりますけども、ただ、普

通交付税を補う部分の補填財源の臨時財政対策債、これが当初に比べて減額ということになっておりま

して、それらも含めてですね、留保財源を計算いたしますと、合わせて２９，４８１，０００円という

ことにちょっと縮まります。 

 あと、１１款分担金及び負担金から１４ページの最後のですね、町債までにつきましては、特定財源

ということでございまして、歳出の関連でですね、合わせて説明も一部行っておりますので省略させて

いただきます。以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。 

 次、議案の第２号。議の２－１、入ります。 

 議案第２号、平成１５年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算。第 2 号ですけれども、これは

歳入歳出予算の補正のみで、合計１２，１９１，０００円の追加ということになっております。先ず、

歳出の方になりますけれども、６ページ７ページになりますけれども、老人保健医療費の拠出金あるい

は事務費拠出金、介護納付金、これ歳出計上になっていますけれども、それぞれ前年度のですね、精算

による額の確定による増額であります。財源の国庫支出金については療養給付費の負担金が増額になり

ますけれども。 

次、歳入につきまして、４ページ５ページになります。２款の国庫支出金の説明の欄、現年度分療養

給付費等負担金は、先ほど精算分ということでご説明した拠出金等に関わる国費の計上、４，８７５，

０００円であります。あと、財政調整交付金７，３１６，０００円については財源不足分の計上であり

ます。以上で国保会計を終わります。 

次、議案第３号。平成１５年度白老町老人保健特別会計補正予算第３号、議の３－１ですけれども。

これも歳入歳出予算の補正のみでございまして、１３，７７３，０００円の追加であります。歳出８ぺ

ージ９ページです。２款医療諸費の１項２目医療費支給費１３，７７３，０００円の追加でありますけ

れども、これは高額医療費のですね、不足分の追加であります。財源としては支払基金交付金、国庫、

道費、一般会計からの繰入、それぞれ一定の割合で充当となっております。 

次、４ページから７ページまでにつきましては、先ほどの医療費に関わる部分の一定割合のですね、

歳入計上ということです。以上で老人保健特別会計補正予算を終わります。 

次、議案第４号になります。平成１５年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算第２号であり

ます。補正の内容につきましては、先ず歳入歳出予算の補正ということで、第１条に記載のとおり２８，
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１５１，０００円の追加。第２条一時借入金の追加ということで２８，０００，０００円の追加。地方

債の補正があります。第１表は省略いたしまして、５ページ第２表の地方債補正２８，１００，０００

円。これは、歳出に伴う町債の追加であります。 

次、歳出ご説明いたします。８ページ９ページにあります。１款の臨海部土地造成費２９，０３０，

０００円の追加、これは先ほどの港湾特別委員会でも担当のほうから一部ご説明しておりますけれども、

臨海部土地造成事業といたしまして、すでに国有海浜地の埋立等終わらせておりますけれども、それら

は売却予定地となるですね国有海浜地、今回売却予定地となる国有海浜地ですね。その、評価額の確定

によりまして、購入費が決まったことからですね、計上するものでございます。面積は１１，４４５平

方メートル、財源は町債が充当されます。 

２款の公債費の利子償還金は、これ整理。３款の繰上充用費の部分は、これは歳入のほうの財源振替

ということであります。 

次歳入６ページ７ページになります。２款財産収入の土地貸付収入と土地売払収入ですけれども、こ

の財産収入つきましては用地貸付収入は２５，６２８，０００円の増加。用地売払収入はほぼ同額の減

額という整理をしております。５款町債につきましては歳出で説明済みのものでございます。以上で議

案第４号の臨海部土地造成事業特別会計補正予算を終わります。 

次、議案第５号、平成１５年度白老町介護保険事業特別会計補正予算第２号ですけれども、これにつ

きましては第１条にありますように歳入歳出２２，４０２，０００円の追加となっております。歳出か

らご説明します。６ページ７ページになります。１款総務費２７８，０００円の増ですけれども、これ

につきましては介護保険運営経費、いわゆる事務的な経費でありますけれども、診療報酬レセプトの電

送システムの導入経費でありまして、財源としては国庫補助金が充当されます。４款基金積立金２２，

１２４，０００円の追加でありますけれども、介護給付費事業基金積立金２２，１２４，０００円につ

きましては、介護給付費の１４年度分の精算に伴いまして、後ほど見ていただきます歳入の国庫及び道

支出金と支払基金交付金が合計で２２，１２４，０００円追加となっております。それらを基金へ積立

するものであります。４ページ５ページの歳入につきましては、過年度分のそれぞれの介護給付費の負

担金、交付金の精算に伴う追加交付等でございます。以上で議案第５号、介護保険事業特別会計補正予

算の説明を終わります。 

次、議案第６号。平成１５年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算第１号ですけれど

も、第１条にありますように１，９８８，０００円の追加であります。内容は歳出のほうでございます

けれども、８ページ９ページになります。１款総務費の１項１目一般管理費、説明欄特別養護老人ホー

ム一般事務経費２，５９０，０００円の追加でありますけれども、先ず、１節の報酬ですけれども、入

所判定委員会の報酬ですけれども、特別養護老人ホームの入所方式が、介護度を考慮した優先入所方式

に変更されたことによりですね、入所者のですね、優先順位等を決めるための委員会を設置するための

２回分の計上２７，０００円であります。２節給与につきましては、整理であります。７節賃金につき

ましては、嘱託寮母の退職あるいは看護師の土日配置等による不足分の計上であります。あと残りにつ

きましては過不足の整理です。 

２款サービス事業費ですけれども、説明欄特別養護老人ホームサービス事業経費６０６，０００円の

減につきましては、これは整理であります。次１０ページ１１ページの３款基金積立金につきまして４，

０００円の追加は、後ほど出てきます歳入の利子分の計上であります。 
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歳入になります。４ページ５ページになります。１款サービス収入１項１目の居宅介護サービス費収

入と２目の施設介護サービス費収入でありますけれども、介護費の収入＋２９３，０００円。施設介護

のほうが１，６２６，０００円の減額ですけれども、これらは実績見込みによる増減の計上であります

けれども、特に施設介護のほうの減額につきましてはベッド稼動率が低下しているということによるで

すね、減額ということであります。２款財産収入ですけれども、１項財産運用収入の利子及び配当金は、

これは基金の積立金利子、２項１目の土地建物貸付収入につきましては、自販機収入ということです。

５款繰越金３，５０６，０００円の追加でありますけれども、これにつきましては１４年度決算に伴う

ですね、繰越金の計上でありますけれども、繰越金の総額５，７１８，０００円のうち、今回の補正に

必要な財源として、３，５０６，０００円を計上しております。以上で特別養護老人ホーム会計の補正

予算説明を終わります。 

次、議案第７号。平成１５年度白老町水道事業会計補正予算第２号でございます。今回の補正は収益

的収入及び支出、第２条に記載の部分の補正のみになりまして、補正額は２，１３７，０００円ですね。

内容につきましては次の７－２のページの下段の補正予算説明書のところでご説明いたします。最初に

一番下の支出からですね、水道事業費用のうち計上の節は１８節修繕費２，１３７，０００円ですけれ

ども、第２浄水場に落雷があったことによる機器の修繕費用を計上するものであります。収入につきま

しては、その他の特別利益ということで２，１３７，０００円同額計上しておますけれども、修繕にか

かる損害保険金が入るということでの計上でございます。以上で水道事業会計の補正予算の説明を終わ

ります。 

引き続き議案第９号の財産取得よろしいでしょうか。 

私の説明の最後になりますけれども、議案第９号財産の取得についてでございます。取得する財産に

つきましては記載のとおり、字石山の２０番の１８からですね、２２番の１１及び固有未開地の地先と

いうことで、地目が雑種地、面積が１１，４４５．６６平方メートル。取得予定金額については２８，

１５１，０００円以内。取得の目的港湾関連施設用地。４番取得の方法、随意契約による買収。所有者

住所氏名を省略してしまいましたけれども、国、国土交通省ということになっております。位置につき

ましては、めくっていただきまして地図がついておりますけれども、臨海部土地造成事業として埋め立

て行っております売却予定用地でありまして、国有海浜地を購入するもので、評価額が確定による取得

であります。以上で議案の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、予算関係の議案７本、条例関係１本の説明がございましたけれども、

これについて今回特別聞いておきたいということがございましたらどうぞ。 

 はい、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） １号議案の、２７ページ企業誘致費の中での説明をもう一回お願いしたいんで

す。 

○財政課長（辻 昌秀君） もう少し詳しく説明いたしますけれども、石山特別工業地区のですね、白

老よりのほうになりますか。左側に水産加工品といいますか、珍味等を売っているお店も併設しており

ます工場がございます。現在は株式会社山珍という会社、昨年よりですね、新たに薫煙設備とか保管庫、

そういうものをですね、増設して新たに雇用を増やしですね、昨年から工場を稼動させております。ほ

ぼ１年近くを迎えるということでですね、当初から町の企業立地助成金の基準が、雇用の増 5 名以上と

いうことでございますので、そういうことで申請があり事前の計画の承認をしていたと。現在 12 名です



１２ 

ね、雇用になっているということで該当になるものですから、年度内の支出ということになることから、

今回追加するものであります。4，３４９，０００円の内訳といたしましては、雇用助成が１人３００，

０００円の１２人分で３，６００，０００万円、固定資産税の相当額の交付が７４９，０００円という

ことになっております。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員よろしゅうございますね。他。 

 ありませんね。それでは町側の説明を以上で終わります。ご苦労様でございました。 

 はい、それでは暫時休憩といたします。再開を午後２時３０分といたします。 

休  会 （午後２時１９分） 

 

再  開 （午後２時３０分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。町側の議案がすべて終わりました。

あとは４番５番。局長のほうから何かございますか。 

○事務局長（山崎宏一君） 特にありませんけれども、４番は今回の定例会冒頭になると思いますが、

町長のほうから所信表明という予定になってございます。 

 ５番目につきましては、すでに議員さんのところへご案内のとおり、９日一般質問の通告締切という

ことでご案内申し上げてございますので、これについては９日にまた議運が予定されておりますので、

その段階で調整等が諮られるかというふうに思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは６番目諸般の報告について、議長の諸般の報告の内容が記載

さております。局長。 

○事務局長（山崎宏一君） はい、議会関連だけお話しします。閉会中における動向というのが１枚、

今日レジメのしたのほうに順番についておりますけれども、これは１９日の初議会以降の日程でござい

ます。閉会中ですね。１９日に各議運をはじめ各常任委員会特別委員会も開催したということになって

ございますが、これは正副委員長の互選ということで委員開開催してございますので、これも委員会開

催という形で記載させていただいております。 

 あと、２０日以降のことについては、それぞれ記載のとおりでございます。それと、次後段のほうに

なりますが、議員の派遣結果報告ということになります。これについても、この１１月１９日以降の日

程で派遣した日程等について、４件ございますけれども、これも以上のとおりでございます。なお、（）

書きにあります例月定期、財政的援助支援団体については、今日ですね、議案と一緒にお配りしてござ

います。これは監査委員のほうから提出されたものでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは７番目、農業委員会の推薦について、議会推薦第１号ということで

ございますけれども、この辺についてお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） これも別紙でお手元に、当然名前は入っておりません。しかし経過として

ですね、この議会推薦１号の後ろを見ていただきますと、簡単に議案説明が書いてございますけれども、

ご承知のとおり宗像脩議員のほうからですね、一身上の都合によりということで、この１１月３０日付

けで辞任届が出てございます。従いまして農業委員が議会から推薦、２名のうち１人が欠員ということ

になりますので、今定例会でこの補充ということになります。それで、任期についてはですね、前任者

の残任期間ということになりますので、平成１７年７月１９日までということになります。それでこれ
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についてはですね、議運が９日にもございますので、議員から１名推薦ということになってございます

ので、今日はもちろん名前は入ってございませんけれども、こういう形で議案が提出されるということ

になりますので、次期の議運までにこの推薦する議員さん、農業委員として決定していただきたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件でございますけれども、会派代表者会議におきまして、議論がされて

おります。新政クラブの近藤守氏が次期の農業委員ということで、会派代表者会議で議論されておりま

すので、その旨報告をいたしたいと思いますけれども、よろしゅうございますね。 

 はい、それでは農業委員の推薦については、新政クラブの近藤守氏ということでございます。 

 はい、次。８番意見書の取り扱いについて、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） ちょっと誤字がございますので直していただきたいと思いますが、先ず、

今日のレジメで意見案第１５号ということで、一応便宜上１５，１６，１７というふうに番号をふって

ございますが、イラクへの自衛隊「派兵」と書いてありますが、「派遣」の間違いでございますので、本

文のほうは「派遣」になってございますが、今日お渡ししたレジメの中には「派兵」ということになっ

ておりますので、これを「派遣」に直していただきたいと思います。 

 今日お手元に３件、日本共産党大渕紀夫議員のほうから「年金制度の改悪に関する意見書（案）」 

「季節労働者対策に関する意見書（案）」以上今日現在で３件が出ております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、お諮りをいたします。以前に陳情２件及び要望意見書等４件、そして

今日の意見書３件というふうに提出されておりますけれども、このことにつきましては、今日持ち帰り

まして会派できちんと議論をしていただきまして、９日にすべての結論を出したいというふうに考えて

おりますけれどもいかがでしょうか。 

 それでは局長。 

○事務局長（山崎宏一君） 今の意見書のほうでですね、今日お配りの「イラクへの自衛隊派遣反対に

関する意見書（案）」。これが出ていますね。それと前議運の皆さんへお手元に配布してございます陳情

関係です。「イラクへの自衛隊派遣の中止を求める意見書に関する陳情書」。これは意見書を出してくだ

さいという陳情書なんですよ。これは、地球村のほうから出ております。苫小牧の方ですけれども、白

老の方も会員がいらっしゃるということで、連名で出されております。この取り扱いについてですね、

ちょっと、今日のこの機会にご説明しておきたいんですが、これ結果はちょっと分かりませんけれども

ね、仮に大渕議員のほうから出ています「イラクへの自衛隊派遣反対に関する意見書（案）」、これがも

し総意の中で本会議に出されてですね、その結果が仮に採択、また不採択ということにどちらかになる

と思います。この場合ですね、今説明しました地球村から出ている「イラクへの自衛隊派遣中止を求め

る意見書に関する陳情書」。これとですね、中身を見ますと主旨は同じです。その場合ですね、取り扱い

としましてね、うちの場合は意見書を先に議決いたします。採択か不採択かどちらかです。そのあとに

「イラクへの自衛隊派遣中止を求める意見書に関する陳情書」、これを、本来でありますと委員会付託と

いうことに基本的にはなっているんですが、ただ今国のほうでも、この１２月の何日かに決定になるん

でしょうけれども、そういう状況にございまして、これを委員会付託しますと３月ということになって

しまいます。 

 意見案はこの本会議で即決と、この陳情書は委員会付託ということになりますと時期を逸してしまう
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部分があると思います。内容.主旨も同主旨だと思われますので、この陳情書については、委員会付託と

いうことを省いて、即決したほうが時期的には良いだろうとうふうに判断されます。 

 その中で、意見書がもし採択になった場合、同趣旨のものですから、これは法律的になにもございま

せんが、みなし採択、みなし不採択という、実は制度がございまして、これ一事不再議という制度があ

るんです。定例会で同じ議案があった場合ですね、同じ２回議決をしないというのがございます。 

 というのはなぜかといいますと、法律的に何もございませんけれども、始めに出した意見案が採択に

なって、次に出した陳情書が不採択ということもありえます。逆の場合もあります。この意見書は反対

だと、町民から出てきた陳情書の意見書は賛成だと。こんなことにも絶対無いとはいえないんですね。

そういうことを防ぐために、同じ主旨のものは同じ定例会の中で、２回同じことをしないようにという

のが原則としてございますのでね、この場合たまたま当てはまるんですね。ですから意見書案が、仮に

採択になった場合は、陳情書のみなし採択と、議決という言葉は使われません。議決ではなくてみなし

採択、みなし不採択と。それが議決をしたということの、法的に解釈されますので、議決しないんだけ

れども、それは議決したのと同じ効力が発生します。それをみなし採択、みなし不採択と。こんな言葉

でですね、今回のイラクに関する意見書案についてですね、そういう措置がされることが適当だという

ふうに考えます。従ってこの意見書が採択なれば陳情のほうもみなし採択と。不採択なればこれもみな

し不採択ということになりますのでね。あまり例はないんですけれども、今回たまたま時期を同じくし

てですね、意見書と意見書を出してくださいという陳情書が、同趣旨のものでございますので、そうい

うことが考えられますので、その辺ちょっとお含みいただきたいというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の、みなし採択みなし不採択及び一事不再議につきまして、聞いておきた

いという方、ございましたらどうぞ。 

 はい、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） その場合は、意見書はもちろん提出するわけでございますね。そうですね。は

い、分かりました。 

○事務局長（山崎宏一君） 意見書ですね、結局、意見書の提出はですね、２人以上の議員がいればい

いわけですよ。提出者、賛成者。ですから、ここの議運で、仮に全会一致にならなくても、２人以上の

提出者がいれば要件は整いますから、本会議に出せると。本会議の中で、可決なるか否決なるかという

のはちょっと分かりませんけれども、一応会派ででてきておりますんでね、基本的には提出の要件が整

いますので、基本的には本会議に出されると判断いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 意見書案の簡単な文書でございますね。ただ、こちらのほうへ行くと、非常に

我々の知識では、ちょっと分からない部分がこの地球村から出せれているものにあるんでね、ちょっと

勉強しなきゃならない部分もあろうかと思うんですが。ただ、大渕委員長から出されている意見書案の

中でもですね、派遣に反対に関する意見書ですから、主旨は良く分かるんだけれども、文章的にですね、

果たしてこれでいいのかなという部分も何点かあるんですよ。ですから、その点はどのようにしたほう

がいいのかな。文章的なものは。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それで先ほど申しましたように、９日の日までに各会派できちんと議

論をしていただいて、文書を直せば採択できるものなのか、それともそれは直接不採択にすべきものな

のか、そういう点を含めてですね、会派でご議論をいただくという主旨のことを申しました。当然今加
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藤委員が言われましたように、地球村のほうは要旨という部分と文章、意見書は別になっておりますの

でその分。それからもう一つ要望書でですね、同じ主旨のような中身のものが要望書としても出ており

ますので、この３つを是非参考にしていただいて、各会派でご検討いただければと、こういうふうに思

っております。そういう取り扱いでいかがでしょうか。 

 いずれにしても、ここで議論をするよりも９日の日、そういう形で議論をして、どうしても煮詰まら

ない場合は、意見書は最後でございますので、途中で十分できますから、そういう形の中で処理をした

いというふうに考えております。よろしゅうございますね。 

それでは、陳情書・意見書・要望書の取り扱いについては、今結論が出たような形で取り扱いをさせて

いただきます。 

 次、１０番です。常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査事項について、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） これについて経過ございます。簡単に、先般ですね、代表者会議の中でも

お話しさせていただいて、ご理解をいただいておりますが、解散前に各常任委員会で、道外視察という

形で所管事務等調査を予定しておりましたが、これ１５年度、今後１２月定例会、決算特別委員会、各

委員会等々ありまして、今年度は実施は不可能だろうと、時間的に。それで、本来１５年度で実施すべ

きものだったんですが、１６年度へ延期するということにご意見をいただいてございます。従って、前

回取り決めたものは廃案にはなっておりますけれども、主旨として１６年度へ延期ということになりま

す。従いまして、これの各常任委員会の所管事務調査、議運含めまして、これは１２月から３月の期間、

３月定例会が３月上旬に始まるということです。予算議会も含めてですね。そんなことなもんですから、

実質時間があまりないと思います。 

 というのは、先ほどいいました決算委員会なんかもですね、本来もう終わっている時期なんですけれ

ども、今回、解散ということもございまして、これが１月・２月に開かれる。または、この常任員会の

日程もという、その他年末年始の日程が、結構ありますので、ですからそのことを踏まえながら、３月

の本会議に報告できるような案件で、時間的なものも含めましてね。そんなことで各常任委員会ではお

願いしたいというふうに考えております。 

 これについては、１２月５日に本会議開かれますんでね。終了後に各委員会開催させていただいて、

次期所管事務調査を決めていただくと。もし１２月５日に決まらないようであれば、１６日というふう

に予備日も予定してございます。そんな形でお願いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今局長からご説明ありましたように、期間がないということで、平た

くいうと所管事務調査、あまり項目を持たないということで、やっていただきたいということでありま

す。実質審議できるのは１ヶ月というふうに見ていいと思いますので、そういうことを十分念頭におい

てですね。５日の日の会議終了後、所管事務調査の決定をしていただきたいということでありますので、

そのように取り計らいをしたいと思います。よろしゅうございますか。 

 それでは、各委員会の所管事務調査については、以上のような形で、５日本会議終了後、決定をした

いというふうに思います。 

 １１番目全員協議会の開催についてでございます。局長。 

○事務局長（山崎宏一君） ２件要請がございます。これについてちょっと経過がございますので簡単

に説明いたします。第４次行政改革については、９月にやる予定だったんですが、例の１件がございま

して、これを延期しようという形で今日に至っております。また第４時の総合計画、これについても９



１６ 

月の議会でということだったんですが、これも同じ理由によりまして先延びしてございます。そんな形

で今回ですね、２件要請がある分を議会のほうで先延ばしにしているという状況にしてございますので、

この２件が予定されるということになります。 

 それで１件だけ、ご説明しておきたいなと思いますが、行革のほうは行政のほうでやっておりますの

でね、これはそのとおりなんですが、実は第４次の総合計画の関係なんですが、これについてはですね。

ちょっとくどいようですが説明しておきたいと思いますが、現在、白老町総合計画審議会というのが、

民間の方々で作っておりますよね。大学の先生が入ったり、いろいろ町民の方々が中心になって、白老

町総合計画審議会というのを作ってございます。議会のですね、この総合計画基本構想なんですが、３

月に基本構想を議決する予定になってございますので、３月定例会にこの総合計画、いわゆる基本構想、

これが定例会にかかるようになってございます。今までもですね、議員さん方の意見もこれに反映させ

ようというのが、企画のほうから説明をされていた経過がございます。今回ですね、今言った審議会の

会長さんが河野さん、町連合の会長さんがこの審議会の会長でございます。今回ですね、河野会長さん

のほうからですね、この審議会の活動というか事業の一環としてね、これから構想をつくりあげていく

中で議員さん方から意見をお伺いしたいと、会として、これから町に答申するという経過の中でね。こ

の河野さん方が作っている会が、こういう基本構想であったらどうですかというのを答申する予定なん

です。答申する前に、議員さん方に、この町民の方々が中心に、今まで作った骨子があるんですよね。

それに議員さん方の意見も反映させていきたいということなんですよ。それで、今回、この河野さんも、

全員協議会ですから、出てきて議員の皆さんに経過とそれから議員の皆さんもこの機会に、是非この構

想の経過の中で、意見をお伺いしたいという主旨なんですよね。そんなことでお願いしたいということ

なんです。 

 それで、実際は事務局は企画課のほうやっておりますので、当日配って、当日どうだというのも大変

ですから、ですから事前に今日の議運で、私のほうで話しをしますので、明日以降ですね、すぐ議員さ

ん方のほうに内容を郵送させていただいて、目を通していただいて、これを後半ですから、１２月１８

日くらいに議事堂のほうで、全員協議会を開いて、それに対するご意見をお伺いしたいということなん

です。そういうことで企画課を通じて河野会長さんのほうから、お願いしたいということできているも

のですから、経過としてお話しさせていただきました。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今局長から全員協議会２件についてのお話しがございました。これにつ

いて、ご質疑のございます方どうぞ。 

 ちょっと、一ついいですか。いいことなんですけれども、ただ、総合計画を作るのにその計画書をい

ただいて、一度議員の意見を聞いただけで、答申をすぐされるということになるんですか。答申したも

のを我々が議論をするというのは良く分かるんだけれども、答申されたものを変えるということはでき

ますか。町はもちろん変えるんでしょうけれども、同じように答申したものを丸まる町が実行するとは、

ちょっと私も思えないんです。ですからその過程の中で、議会に示されて、議会がその答申の中で、こ

ことこことここはこういうふうに変えたほうがいいとか、そういうことができるというような状況にな

りますか。それは局長がわかるかどうか分からないけれども。 

○事務局長（山崎宏一君） 実は、私のほうからもね、その話しをさせていただいたんですよ。ですか

ら、答申をする以前の過程ですからね、その段階でどの程度できるものか、それと構想という内容の中

はですね、本当にマクロ的といいますかね。もう表現が本当にＡといえばＡというのはここに入ってい
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ますよ。Ａ’といえばここに入っていますよと、Ｂといえばもうここに包括されていますよみたいな、

そういうような大雑把なといいますか、大雑把という言葉は悪いんですが、ほとんどのものが表現の中

に包括されているという、実は解釈もできる部分なんですよ。 

 これが大事なんですけれども、これを踏まえて実施計画書が出てくるんですね。むしろここなんです

よ。ですから、今の場合は大きなタイトルの中で、仮にこういう言葉が入れたほうがいいでしょうね。

こういう言葉が入れたほうがいいでしょうね。って、それはおそらく私も見ていませんけれども、包括

されているというふうに判断されます。ですから特別なことがない限り、おそらく、包括されているで

しょうというような。おそらくね。それと特別なことがあれば、そこへその言葉を追加したり、その主

旨を追加したりということには、反映はそういう部分ではできると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ということは、町が判断する時に、構想が答申されると。その答申されたも

のを町がどうするかという議論をしますよね。その過程で、議会もここで議論をして、意見を反映する

ことができるというような解釈でいいですか。それであれば構わないんですよ。 

 いずれにしても、構想であってもですね、必ず積み上げ方式でやっているはずなんですよ。何もなく

てばさっと出るなんてことは考えられませんから、当然積み上げ方式で積み上げて出た結果が構想なわ

けですよ。そうするとその構想が出てしまって、決まったよということで、決まってから我々に示され

ても、変えるということができないわけですよね。この基本構想というのは１０年間の将来を見つめる

わけですから、我々にとっては本当に一番大切な部分だと僕は思うんですよ。ですからそこに、我々の

意見が反映できる場があれば構いません、どこでも。どこの位置でも。 

○委員（加藤正恭君） 当然意見を聞きたいというんだから、変更という言葉があてはまるかどうか別

にしても、いろんな解釈の方法でも違ってくると思いますよ。それでなかったら何の意味もないでしょ。 

○事務局長（山崎宏一君） ２段構えになっているんですよ。今は河野さんのほうの審議会で聞こうと

しているわけですよね。これは審議会の中の事業の一環で聞いたと、町も加わっていますからね、仮に

結果的に議会の意見が、審議会で反映されないで町に答申ということになりますよね。ですけどそこで

は町の決定があるんですよね。ですからその中で、議員さんから出た意見もそこで集約されるというこ

とも、これは有り得るんですよ。ですから２段階になっているんです。 

○委員長（大渕紀夫君） それは十分理解できます。だから、そこの場がきちんと保障されていれば、

僕は全く問題ないと思うんです。今例えば意見を聞きたいということで、今出されたものをすぐ、じゃ

あ答申をする町連合というか審議会が答申をするものに、その場で答申の文書に意見を出して変えるな

んてことは、現実問題としてないことなんですよ。はっきり言えば、私に言わせればですよ。現実的に

は。それであればもうちょっと前にですね、我々の意見を聞くべきなんですよ。ですから、意見を聞く

というのは一体何を聞くのか僕は分からないんだけれども、少なくても議会の意見が反映する場がきち

んと保障されなければいけないと。私はそのことさえできれば構わないわけです。ですから、今もう答

申を目の前にして意見を聞いて、一体、はっきり言えば逆にいうと何をするのかなというような気がし

ているというだけの話しです。 

○事務局長（山崎宏一君） それでね、一つはですね、時期がかなりずれ込んでいるというのが現実で

す。というのは一連のこの流れの中でですね、本来９月だったんですよね、遅くても。 

 それが今回の一件で、３カ月くらい先に延びてしまったというのが一つありますね。それと、今言っ

たように審議会としてもですね、幅広く聞いておきたいというのが、もちろん基本的にあるのですね。
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それの今大渕委員長がおっしゃったように、言ったからすぐに入るのか、反映できるのかといったら、

それはちょっと確約はできませんけれども、向こうの、審議会としての流れの中で、少しでも議員さん

を含めて町民の意見を収集したいんだというのが、まず主旨にあるものですから、そこで１回やってい

ただいて、これを答申を仮にされたと、町のほうでもう一段階あるわけですから、ここでもね、もし時

間的にできるんであれば、町のほうの立場で答申得たものと、これに議会議員の方からもしあるとすれ

ば、町の立場でこれをかぶせて、反映できるものとできないものがあるかもしれませんけれども、そう

いう２段階になっていますんでね。 

○委員（加藤正恭君） やってみなければ分からないこともあるね。 

○事務局長（山崎宏一君） 時間がないというのと、まだ、公表というか、中間ですけれども、何も出

てきていませんのでね。どういうものなのか、ちょっとやってみないとですね、なかなか明確に、反映

されるされないというその辺がね、今の現段階では、できます。できませんというのも、なかなか言え

ない部分なんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 今説明受けました。会長のほうからですね、議会の議員の皆さんの意見も反映

させたいという、この、例えば、まとめた時に、議員ならびに議会のある程度の承認を得たいと思って

いるのか、あるいは報告程度で、一応報告を聞いていただきたいと思っているのか、その点のウエイト

はどうなんでしょうか。例えばあとでですね、これは議員協議会に報告いたしましたと。説明いたしま

したと。それをあとで、議会も例えば承認に近い言論に変わっていったときに、非常にやりにくいです

よね。ですからその点はどうなんでしょうか。ありがたい話なんですけれどもちょっと。 

○事務局長（山崎宏一君） それはですね、あくまでも事前にね、皆さんに説明して了承を得たという

ことではないです。それは違います。当然これはですね、３月定例会におそらくまた、全員協議会を開

いて、さっき言った実施計画、基本計画ということになると思いますけれども、今の段階では、言って

みれば出したからＯＫだよなんて、そういうことではないです。それははっきりしています。あくまで

も向こうの審議会として、幅広く組み入れるものは組み入れていこうという主旨でやりますんでね。１

回出したからそれがお墨付きだよということにはならないと思うんです。 

 そういうふうに企画課のほうと私のほうの協議の中では、そういうことを一応確認はしておりますけ

れどもね。時間がないというのがちょっとね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） プランニングはほとんどもう完成しているんですか。例えば、１冊の計画書に

もうなっちゃっているんですか。それとも。 

○事務局長（山崎宏一君） それですね、確か５．６ページだと思いますけれども、基本構想なもので

すから、本当の大まかなトータル的なものなんですよ。 

 それで、まだですね。予定を聞きますと、１２月１月２月というふうに、この審議会の最終的なです

ね、まとめこれからのようです。その過程の中で、意見をということで、ただ時間がないんですけれど

もね。ですからそれが固まったものじゃなくて、今まだ答申する詰めの段階のようですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。ございませんか。 

じゃ、委員外委員の玉井委員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 今ね、そこのボックスに入っていたのがそうなんでしょ。総合計画第４
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次、僕見たよそこで。５ページくらいの。見ていたけれど、それがそうだと思うんだよね。１６日から

１９日の間に全員協議会を開いてほしいんだという要請が、河野広臣さんから出ているんですよ。それ

を見たほうが早いでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、もう来ているんですよね。 

○事務局長（山崎宏一君） ちょっと、僕は確認していないんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） いいです、いいです。分かりました。 

 いずれにいたしましても、一つだけ、先ず確認していきたいと思いますけれども、全員協議会という

のは、あくまでも協議をいたすところであって、結論を出すところではございません。ですからここで、

報告済みとはいっても、これは議会が承認したという報告済みではございません。あくまでも、議会に

話しをしてくれたというだけの認識ですから、そこのところはですね、決して間違わないように。我々

が町民の中に出た、議会報告会のときも、何か町民の皆さん方随分そこで間違っていた方がいらっしゃ

いました。議員協議会でも開いてみんなちゃんと決めれば良いんではないかという話しが随分ございま

したけれども、議員協議会というのは、そこはね、何度も何度もいいますけれども、単なる報告を聞く

というだけでございますので、そこのところ先ず確認をしておきたいと思います。 

 もう一つは、確かに時間がないのは良く分かりますけれども、これは白老の将来にとっては、議会の

命運もかかっている中身を持っております。私はここはですね、議会の議員が中途半端で分かったとか、

分からないとかという議論はしてはいけないと。きちんと議会が承認するまで承認するという立場をで

すね、私は例えば、報告が延びたり、答申じゃないですよ。町側の方向が延びてもですね、議会は議会

としての役割をきちんと果たさないと、１０年後禍根を残すということになりますので、構想がベース

になりますから、私の個人的な意見としては、そこはきっちりやりたいというふうに思います。ですか

ら、時間がないということは確かにそうでしょうけれども、しかし責任の一端が我々にもあるとすれば

ですね、そこのところはきっちりやっておきたいというのが私の考えです。 

 当然３月まで、時間がないとはいってもあるわけですから、今回の場合は始めよく話しを聞かなかっ

たんですけれども、聞くと審議会のほうが一応一旦報告をして、ちょっと意見を聞きたいというような

ニュアンスのようですね、それはまあ良いかなというふうに思いました。ただ、これから決めていく過

程の中で、町とのすり合わせを含めてですね、きちっと全議員の皆さん方が納得できる。なおかつ意見

が全部反映できるというようなしくみをきちんと作ったほうがいいのではないかというふうな印象は持

ちました。 

 議員協議会２件について、受けるということについてはよろしゅうございますね。 

〔「異議なし」というものあり〕 

 行革は、この間の資料ですか。あれより発達したのはある。はい、お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） ７月だったでしょうか、行革の１４年度からの１４,１５,１６と前期３ヵ年

なんですけれども、これ実は７月に把握してございますが、こういうことで、時間も９月のやつが１２

月ということになりました。聞いてみましたらね、一部進捗状況変わっているところもございますので、

再度議員の皆さんに配布するということになりました。 

 従ってこれも早速、明日でも配布できるような体制にしておきたいというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。全員協議会につきましては、資料については両方とも、早急

に各議員の皆様方のところへ送付をすると。これを読んで議員協議会に参加をしていただくということ
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で、２件について議員協議会にやることに決定したいと思いますがよろしゅうございますか。 

 それでは、５ページ１２番第４回定例会の日程についてでございますけれども、議事日程、別紙がご

ざいます。局長よりお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） お手元に、今日お配りしてございます３枚つづりのものが、全日程通し番

号で書いてありますけれども、これについて簡単に説明いたします。議事日程というやつです。よろし

いですか。これですね、便宜上分けてございますが、大体の日程を掴むためにですね、町のほうの議案

は、今日正式に提案になっております。ただあと不明なのは、不明といったら言葉が、把握できないの

が一般質問の件数であります。９日にはっきりしますけれども、一応、日程上組んでございますので簡

単にご説明を申し上げます。 

 先ず、１日目。５日の日になりますけれども、まず、日程３にありますけれども町長の所信表明が終

わりましてから、補正予算７件と日程第７議案９号の財産の取得。これは港湾の関係でございます。先

ず一般会計、国保会計、老保会計、それと財産の取得を先議議論していただくと。それの補正予算がこ

の臨海部土地造成事業になりますんでね。ここへ財産の取得が入ります。あとは介護保険、老人ホーム、

水道事業。という形でこの日については補正予算のみですね、日程的にどうだろうというふうに考えて

います。それと、右のほうに参考として、本会議終了後さっき話をしました常任委員会を開いていただ

いて、次期所管事務調査を決定していただくと。もしこの５日の日にできなければ１６日ということに

なります。一応そういうことで、第１日目５日は予定してございます。  

 ２日目１６日、６日から１５日まで休会になります。１６日再開しまして一般質問。次のページに入

ります。先ずこれも先ほどいったように、通告者が当然決まっておりませんので、これは大体１日４名

という形で、２日１６、１７日。もし多ければ１８日の一部ということに。これは出てみないと分かり

ません。そういうことで考えております。それと１８日は、一般質問があるとすれば、あとの町のほう

の残っております案件、廃棄物の条例改正、固定資産評価員の選任、人権擁護委員の推薦、それと議会

のほうの農業委員会の委員の推薦。これを予定してございます。 

 この１８日に、右のほうに参考として書いてございますが、先ほどご了承いただきました全員協議会、

これが２件ございます。これがですね合わせて２時間から３時間くらいかかるだろうという予定されま

す。説明して質疑をいただきますと、仮にこの１８日に、一般質問がないとしても、時間的にはやっぱ

り１８日は４議案と全員協議会、これやっぱりかかるんだろうなと予想されます。 

 それで、一般質問が少なければ、次ぎの１９日も１８日にと繰上げになりますけれども、今のところ

まだ分かりませんので、一応こういう形で組ませていただいております。 

 議員会の役員会というのは、これちょっと議運以外のことなんですけれども、１月の議員の新年会等々

予定、例年しておりますんで、この辺の議員会の役員会を開催したいというふうに思っております。そ

れと、最終日１９日、ここでも日程１７のイラクへの自衛隊「派兵」と書いてありますけれども、間違

いで「派遣」に直してください。本文のほうは「派遣」になってございます 

 これは便宜上通し番号で入れておりますけれども、年金、季節労働者、３件、これはどうなるか分か

りませんけれども、今の段階で一応通し番号で書かせていただいております。 

 最終日の次のページになります。これは陳情ですね。陳情があります。イラクの関係、先ほど話をし

た意見書を出してくださいという陳情、あとは４件ほど、これは参考配布になる可能性がありますけれ

ども。４件それぞれ要望書等が出ております。 



２１ 

 最後に日程２６には、これは５日の日に決めます。３常任委員会と議運の次期所管事務調査の議決で

す。それと右のほうに書いてあります参考として、本会議終了後、各常任委員会の日程。１月２月の委

員会の日程。また、決算特別委員会がずれ込んでおりますので、合わせて正・副委員長お集まりいただ

きまして、3 月までの日程ですね、これをお願いしたいというふうに考えております。 

 本当に、まだ見えない部分があるんですけれども、雑ぱくに大体こういう流れかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、議事日程についてご説明がございました。これについては何かござ

いますか。ありませんね。それでは会期を決めたいと思います。 

 第４回定例会につきましては、１２月５日開会１９日までの１５日間としたいと考えておりまけれど

もが、よろしゅうございますか。それでは会期については１２月５日から１９日までの１５日間といた

します。 

 その他について。はい。 

○事務局長（山崎宏一君） これですね、今これから説明させていただきますが、議会の中継システム

についてですね、今、専門的にはうちの浦木のほうから説明していただきますが、これですね、経過ご

ざいます。簡単に、今年の１５年の２月の議運でですね、前の前の議運なんですけれども、議会のほう

の第２次のね、議会改革の中でも町民に開かれた議会を目指そうというのと、町の方でですね、地域情

報化推進計画というのを持っていまして、議会もこの今のインターネットがかなり普及しています。そ

ういう中で、議会も公開をしたらどうかということで、議運にかけたところ、今後、もちろん将来にわ

たって必要だということで、３月本会議の、議員さんから見たら、左側のほうの職員の頭の上のほうに

カメラ、この場所ですね付いているんですよ。これは予算の関係もあって１台しかついていないんです

が、今後の課題として２台いるか、それとも操作アップということも課題になりますが、一応ですね、

これは浦木からあとから具体的に話しをしますけれども、すでに設置されて、庁舎内は全部ではありま

せんけれども、議会中継試験的にやってきておりました。今これ実際のやつなんですけれども、これを

試験的にやってきた結果ですね、今度インターネットで全国へということになりますね。線をつなげれ

ばすぐに流れることになっておりますので、その時期なんかもですね、議運で協議していただいて、や

るんであればやっぱり、この日からとか、この議会からというのをご意見を伺いながら決定したいなと。

今のところは試験の結果上々ですので、１台しかカメラありませんけれどもね、将来２台にする可能性

もあるかも知れませんけれども。そういうことを含めて、専門的には浦木のほうから説明させていただ

きます。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休  会 （午後３時１５分） 

 

再  開 （午後３時３７分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 再開いたします。休憩中に、事務局のほうからご説明がございました議会の

中継システムについてでございますけれども、１２月定例会の一般質問から試験的に行うということで、

１２月１６日から行いたいと。いろんなご意見でましたけれども、テレビカメラの設置等々は財政的な

問題もございますので、おいおい議論をしながら決めていくというふうにしたほうがいいのではないか
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と。今どうのこうのとはなりませんので、とりあえず１２月１６日からこの中継はインターネットです

るということの確認だけをしておきたいと思います。よろしゅうございますね。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 他。いいですか。なければ長時間にわたりましたけれども、以上で議会運営委員会を閉会いたします。

ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後３時３８分） 

 


