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  13．議長の諮問事項 

  14．第２回定例会の日程について 
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○説明のため出席した者の職氏名 

町     長        坂 下 利 明 君 
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主  幹    中 村 英 二 君 
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○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。お忙しい中、お集まりいただきましてありがとう

ございます。全員参加の元に議会運営委員会が開かれますので、一つ、ご審議の方、よろしくお願

いいたします。 

 

        ◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今から議会運営委員会を開会いたします。 

 

○委員長（大渕紀夫君）  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」と呼ぶ者あり］ 

○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。次に本日の委員会の日程について、事

務局から説明をしていただきます。 

○事務局長（山崎宏一君） おはようございます。皆さん、お手元にレジメを配布して

ございますけども、これに基づきましてご説明を加えていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。まず、今日の日程、案件なんですけども、１ページ目に書いてござ

いますとおり、提出議案の関係では、町長提案として１９件となっておりますけども、

実質的な議案は１６件でございます。一番上の執行方針２件とその他の１件、町長行政

報告、これを含めて１９件ということでカウントしてございますけども、内容について、

簡単にご説明をいたします。  

まず、執行方針の方なんですが、２件、これは町長と教育長の方でございます。あと

承認が５件ございます。括弧書きで書いてありますとおり、各会計の専決処分の承認で

ございます。補正予算３件、これは一般会計ほか、ここに掲げてありますとおり３件ご

ざいます。条例関係が５件になっておりますけども、制定が１件、一部改正が４件とい

うことです。報告が３件ございまして、これは白老町が出資等をしている法人の経営状

況の説明書、３件になっております。その他、町長の行政報告１件と。合わせて１９件

ということになります。  

また、議会の方は２５件になっておりますが、これは今日の議運でそれぞれ意見書等々

も、これを含めて入ってございますので、それの承認によってはこの数字が動いてきま

すけども、当初は２５件ということになってございます。その内、諸般の報告、これは

議長の諸般の報告なんですけども、議会閉会中における動向、例月出納、定期監査、援

助団体等監査の報告と。それと陳情の処理結果報告が２件ございます。これは、今年３

月と前回１２月になりますけども、陳情を各委員会で採択してございます。それの結果

の報告が今後の処理経過ということで２件きておりますので、その報告がございます。

それと、議員の派遣承認の結果報告。これは基本的には本会議の議決になりますが、地
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方自治法の改正によりまして、議長において、急を要する等々について決定を出来ます

ので、それらを含めた派遣した結果の報告でございます。あと、条例関係１件。これは

議員提案、議員提出という、これも後ほどご説明をさせていただきますが、１件予定さ

れております。それと承認１件。これは今後の議員の派遣承認でござ います。それと、

意見書、意見案、これが３件。これも取り扱いについて、これから協議いたしますが、

一応３件出ているということでご認識をいただきたいと思っております。あと、陳情書

等７件。これは陳情書等、要望書等、これも後ほどご説明をさせていただきます。それ

と、特別委員会の設置ということで、これも後ほど説明いたしますが、議長からの諮問

事項という形で２件が予定されております。その他、４件は次期の所管事務調査の議決

でございまして、各常任委員会、３委員会、それと議運でございます。以上が議会とし

ての提案の件数でございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、早速、議案説明に入りますけれども、その前にで

すね、町長が出席されておりますので、お話があるそうですので、お伺いをしたいと思

います。町長、どうぞ。 

○町長（坂下利明君） それでは、私の方から助役選任についてお話したいと思います。

今、定例会に助役の選任について提案申し上げ、ご審議いただく予定でありますが、現

在までに議案として提案申し上げる状況に至っておりませんので、関連に議案について

は、追加議案として、後日、提出させていただく予定であります。よろしくお願いいた

します。尚、助役人事については、新聞報道等で色々取り沙汰されておりますが、現段

階においては経費削減の観点から、現在の２名体制を１名体制としたいと考えており、

その上で私の補佐役としての情熱と信念を持って、白老町のために尽くしていただける

方を人選し、現在、その方に協力を要請しているところであります。このような状況か

ら、議員各位に色々ご心配をかけておりますが、近々、報告申し上げる予定であります

ので、よろしくご理解いただきたいと存じます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、町長から助役さんについてのお話がございました。

このことについて、人物騒動じゃございませんけれども、もし、聞いておきたいことが

あるという委員の方がございましたら、どうぞ。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 町長からお話ございましたが、先般の経緯についての状況報告、

私ども、全く切れてるんですが、その点について。今、いきなりありますと、二人とい

うことですか。前回と今回二人ということですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  町長、どうぞ。 

○町長（坂下利明君） 実は、前回、高石誠次さんにお願いしたいということで、皆さ

んに、各会派の代 表の方にも、正副議長の方にも相談しまして、ところが、時間が経ち

ましたら、本人の方から断わりという形で、断ってきましたので、議長には報告いたし

ておりましたのと、もう一つは、議長の方から副議長の方に連絡をしていただいており
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ます。次の日あたりは、もうすでに皆さんが役場の職員とか、ほとんどの方が知ってお

られた状況だったものですから、私が各会派の人たちに動くことによって、また、何か

ご迷惑をかけちゃ申し訳ないということで、そのまま静観していたのが現実でございま

す。申し訳なく、私も思っておりますけれど、動くことによって、また、色々ご迷惑か

けてはまずいということで静観していたわけでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ちょっと、お話をいただいた経緯からして、それでいいのかな

という気がするんですが。ちょっと私、疑義ありますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  町長。 

○町長（坂下利明君） 私の方から、本当は一軒一軒訪ねれば良かったんですけれども、

自分自身もどうしていいかわからないような状況に入っていたものですから、ご相談す

る人もいなくて、一人で悩んでいたのが現実で、皆さんにご迷惑をかけたことに対して

は、本当に心からお詫び申し上げたいと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方、いらっしゃいますか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） お詫びすることは結構なんですけども、一応と言っては申し訳

ないんですが、白老町のリーダーが会派の会長にお話をしたわけです、お願いしますと

言って。これはけじめをつけなきゃならんと私は思うんですね。ですから、混乱する、

しないに関わらず、お願いしたことが、本人が辞退したということであれば、それは報

告すべきだと私は思うんですが、その辺はいかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 申し訳ございません。私の方が、正直、自分自身が混乱してし

まったために、皆さんに本来的にはご報告して理解をしなければいけないところでした

が、私自身が、現実に自分自身が混乱してしまって、どうしていいか分からないような

状況でおったものですから、その辺を手違えてしまった状況だと思って、ご理解してい

ただければ本当にありがたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 理解するとか、しないとかの問題じゃなくて、責任範囲だと。

リーダーとしてのね。町長としての。これはね、簡単なものじゃないんですよ。そんな

ことがね、例えばですよ、助役人事についてもしかり、今後の町政執行にあたってもし

かりです。このことが謝れば済むんであれば、何も問題ないですよ。そのことのリーダ

ーですから、２万２千人に対する不安を与えてはならんと。これは、しっかりしていた

だけなければ、どうしようもないと私は思いますが、この辺については、どういうふう

に今後考えておられるか。それから、今も助役人事については、はっきりしていないと、

不透明だと、だから、提案していないということですが、これ自体も、もうすでに、私

たちは２万２千人の代表ですから、２万２千人に対して不安を与えているということな
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んですよ。この辺はどういうふうに考えているのか。私はね、この信念を聞きたいです。  

○委員長（大渕紀夫君）  坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今の玉井議員さんの質問に対しても、私自身が現実に責任問題

という形から外れた答弁をしてしまい、また今後このようなことの無いように行政執行

をしていきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（大渕紀夫君）  玉井委員、よろしゅうございますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 町長ですね、捉え方の問題なんですけれども、ただ、そのよう

に言われても、何か非常に、受ける方にとっては、何も、どう言ったらいいんでしょう

かね、分からないんですね。要するに、そこに人事権をお持ちなわけでございますので、

やはり、今のような考え方でなくて、確固たる信念を持って、きちんと説明して、やは

り、時系列でやっていかないと、何か結果的にこうなりましたということを聞きまして

も、やっぱり何か中途半端になって聞こえていくんですね。果たして、次の人事が正当

な基準をもって行けるのかなという、一つの疑義が生じますが、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 出来るだけ皆さんの疑問に対応出来るような人選をしたいと思

って、一所懸命自分なりに頑張っておりますので、また、同時に皆さんに今後このよう

なご迷惑をかけないように一所懸命頑張りますので、その辺、ご理解とご協力をお願い

申し上げます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員、よろしゅうございますか。吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） やはり、過去の今までの経緯からしてですね、整然と主旨を、

人事選定の主旨とか、そういうふうなものを、ただ、人格とかそういうふうな問題でな

くて、町長自身が、これこれ、こうだから、こうだというようなですね、助役人事につ

いてのきちんとした考えを表名する必要があると思うんですね。そうしなければ、聞い

ている方が非常に不安になります。一所懸命やるとか何とかと言っても、それはお互い

にそうなので、承知しておりますけれども、やはり、貴重な人事でございますので、ま

たというような懸念がどうしても出てまいります。ですから、やっぱり、自分が一つの

考えとして明確に、これこれ、こうだという一つの基準らしきものを、きちんと表名す

べきだと思うんですよ 。そうしなければ、またね、ということになりはしませんか。た

だ、一所懸命やる人事というのは、聞いて分かるんですけれども、何か、聞いててスカ

ッとしないですね。これこれ、こうだという一つのものがあっていいんじゃないかと思

うんですが。 

○委員長（大渕紀夫君）  坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今の私のものの考え方で助役人事についてお答えしなければな

らないのは、まずは、今の白老町の色々なこれからの難問に対して、私と共に共通して、

お互いに協力し合って、共に歩んでくれる人と。それから、自分の右腕になって、そし
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て、自分の経験不足等を補佐していただけるような方。そして最後に、一番大切なのは、

この白老町の町のこと、そして町民のことを力一杯行政推進に進んでいける人を人選と

して一所懸命選んでおりますけれど、今、その状況の中で協力要請をしているところで

ございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員、よろしゅうございますか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 通例であれば、今日の日にもちろん人事案件があるわけですね。

そして、それが出来ないから今、新町長さんが謝ったわけですが、予定として、また１

６日に議運があるんですが、それまでには提出可能ですか。どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  坂下町長、どうぞ。 

○町長（坂下利明君） 可能になるよう力一杯頑張って実行しようとして、今、協力要

請をしているところです。出来るだけ、１６日までは必ずなるよう努力しますので、ご

理解いただきたいです。 

○委員長（大渕紀夫君）  玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 是非ですね、今回については、今日の日については、やむを得

ないと思います。しかし、１６日、これは最大の期限待ちだと思います。これを是非守

っていただきたい。私も生意気言って申し訳ございませんが、やはり、義理と人情 と約

束事を守らなければ、人の上に立つ資格が無いと、私自身思っているんです。この辺を

しっかり守ってやってください。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）   町長、何かございますか。 

○町長（坂下利明君） 十分、皆さんの意見を尊重し、自分なりに一所懸命頑張って１

６日までには必ず人選確定してまいりたいと思っておりますので、どうぞ、よろしくお

願いします。  

○委員長（大渕紀夫君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 確認、一つだけしたいんですけれども、町長がそれぞれの会派の

会長のところに来て、固有名詞を上げられた。その時、私 は当然、これは重要な人事の

問題ですから、当然もう本人も、１００％というか１２０％了解の中で町長は回られて

るというふうに私は解釈をしたわけです。ところが、何日も経たない内にその話が壊れ

たということは、私の思い違いだったのかなというふうにも思ってるんです。巷の中に

もいろんな声があるわけですが、その辺、高石さんの名前が上がったという時には、町

長自身としてはどこまで確認をしてたのかどうか。そこをちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君）  坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 自分は高石さんと話した時に、自分なりに了解したという判断

で皆さんに名前を公表しました。その後、時が経つにつれて、徐々に返事に対する、私

自身も必ず説得するというつもりで接しましたが、本人の方から最初の私の聞き及んだ
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感覚とは、また別の感覚でしっかり、また確実にお断りの言葉をいただいたことは事実

です。 

○委員長（大渕紀夫君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 町長が依頼する、いろんな各種委員、いろんな委員があると思う

んですけども、この人事の中で助役だとか、あるいは教育長だとかいうのは、これも選

ぶのは、すべて町長に、その人事権があるわけですけども 、他の委員と重さが違うと言

えば、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、本当にこれは、助役人事、教育長人

事というのは、そう簡単に扱えるものではないと思う。相当に、もう間違いない、先ほ

ど言いましたように１００％でなくて１２０、１５０％、これは大丈夫なんだという、

そういう確信の元にやっていかなければ、やはり、これは町政が混乱する元だというふ

うに思います。それで、私は高石さんの名前の上がってきた経過も今、聞きましたし、

また、今度１６日は出したいということですから、それはいいわけですけども、その辺

を町長として慎重に、まず、やってもらいたいというふうに申し上げて、私の方は終わ

ります。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、宗像委員からお話がありました。お伺いありましたけども。

私も実はですね、２点だけお伺いしたいんですが。１点はですね、今、聞いていればで

すね、本人から了解を得ないで会派の会長にお願いをして歩いたということですよね。

今、必ず説得すると言いましたから、そういうことでしたよね。ということは、見切り

発車なんですね、これ。私は確認したんですよね。私の所に来られた時は、本人の了解

の得たのですかと言ったら、新町長さんは得てますと言いましたよ。これはね、おかし

いですよ、あまりにも。ということは、私たちは新町長さんの意見を尊重してますから、

ですから見切り発車したのにも関わらず、本人の了解を得てますと言ったということは

どういうことなんですか。これは、はっきり言って責任問題ですよ。これは大事なこと

です。まず、１点です、それは。もう一つ、人事の案件が出ましたのでお伺いしますが、

現助役二人が６月３０日、教育長は９月任期と聞いております。助役さん二人は、前町

長が選んだ助役ですね。現町長が選んだ助役 じゃないことは明らかです。普通、一般常

識では前町長が選んだ助役については、助役自身が辞任をするのは当たり前だと私は思

うんですが、この辺についてはいかがに考えているのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  坂下町長。 

○町長（坂下利明君） まず、第１点目の見切り発車という答えですけれど、私は本人

からＯＫという気持ちで受けたつもりでおります。また、同時に皆さんにお伝えしたの

も、自分は、ＯＫという気持ちでいるという確信から、まず、お話したところでござい

ますけれども、現実に本人の方が途中から断るという ような形になったものですから、

必ず、自分は説得するという気持ちでいったことは事実です。必ず説得してみせるとい
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うつもりで、その気持ちでおります。それから、第２点目の現在の助役体制につきまし

ては、任期が６月３０日までということで、私自身は任期は務めなければならないとい

う認識でおりましたので、今議会も協力していただく予定で、この６月議会に臨むつも

りでいますし、また、円滑な議会になるためには現時点のまま進めなければいけないと

思っております。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方。それでは、参考までに委員外議員の方で ご意

見と言いましょうか、聞いておきたいことがある委員外議員の方、どうでしょうか。あ

りませんか。加藤議員どうぞ。 

○委員外議員（加藤正恭君）  ここは議運でございます。たまたま、今、町長の方から

人事の案件が今日、提案出来なかったと、１６日の議運までにはと、こういうようなお

話ですけれども、議運でまだ案件も出てない問題、それは町長の姿勢の問題もあると思

うんですが、議運で議論することと、そうでない部分とが、何かこん然となっているよ

うな気がしてならないんですけれども、議運は議運なりの粛々とですね、その対応を考

えるべきで、何かいろんな委員の意見を伺っていると一般質問にした方がいいのか、代

表質問にした方がいいのか、そういう問題も含まっているような気がするんですけれど

も。このままずっとやっていきましたら、明日の朝までかかるんじゃないですか。そこ

は極端ですけれども、進まないと思うんですよ。そこまで行けばですよ。ですから、そ

うじゃなくて議運は議運としての、一つの仕事というのがあると思うので、そのように

進めていきたいというふうに、私は個人的な意見申しませんけれども、そんなようなつ

もりなんですけれどもいかがでございますか。 

○委員長（大渕紀夫君）  議会運営委員会の運営上の問題ですから。私の考えは今日、

町長は人事案件でお話をされているんです。それに関わる問題については私は、この議

運で話をするのは間違っていないと。ただし、最初に申し上げましたように、質疑をす

るんではなくて、ご意見がございます方はどうぞというお話をしております。当然、議

会運営委員会ですから、６月議会をどう運営するかということで、皆様方の中に不審が

あってはいけません。そういうものが、すべて一般質問の中でぶつけられるということ

よりも、私はここできちんと人事案件なり、何なりということで提示されているわけで

すから、そこに関わる問題で越権にならない範囲では、私は議論しておくべきというふ

うな判断で、今まで議事を進めさせていただきました。私はそういう考え方です。 

                           ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員の方、よろしゅうございますか。それでは、玉井

委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 今、委員長おっしゃられましたとおりなんですが、今、委員外

議員の方にご意見を求めたのに、議会運営委員会の批判をするようなことを言われるの

であれば、これは不信に思いますがいかがでしょうか。 
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○委員長（大渕紀夫君）  そこは議会ですから、私は議決権がないけれども、委員長が

許せば委員外議員の方も発言が出来ますので、私は議論を尽くすべきというふうな判断

でございます。議会運営上の問題で問題があれば、意見を述べていただいても構わない

というふうに私は思っております。ただ、議会の場というのは言論の府ですから、皆さ

ん方が常識の範囲を逸脱しない範囲で議論をされるのは、私は構わないんじゃないかと

いうふうに判断をして許可をして発言をしていただきましたので、ご理解願い たいと思

います。他の委員の方。  

じゃあ、私、一言だけ町長にね、お話をしたいんですけれども。先ほど、吉田委員が

言われたことと関連があるんですけれどもね、これは町長、十分ご存じだと思うんだと

ですけれども、町長と議会というのは車の両輪でございます。私はそういう認識で今ま

で議員という職を務めさせていただきました。そういう中で、各会派の長のところを回

られたと、その結果がですね、どんな結果になろうとも、私はきちんと連絡すべきもの

だろうと。これはですね、我々議会側からしてみると、不信感にしかならないんですよ。

不信感です、 町長に対する。何故か、私は今でも助役は高石氏だと思ってますから。町

長から一言もございませんのでね、私は今回の議会で、何故、高石氏が出てこないのか

なと思いますよ。新聞報道だとか、そういうもの、今、マスコミの方いらっしゃいます

けども、私はそんなこと判断する気は全くありません。信頼関係というのは、そういう

ことがなければ、議会と行政側が車の両輪としては行かないんじゃないですか。そのこ

とが次の助役の人事に影響があるんですよ。私は白老の町をきちんとしたいという願い

は、現町長も我々も皆同じです。そういうことで言えば、議会がきちんとするというこ

とは、町長にもきちんとしていただかなくてはいけませんから、私たちはきちんと今の

ように言うべきことは言わせてもらわなくちゃいけないんですよ。そこで、不信感が生

まれて、その不信感に基づいて発言がされると、加藤委員がされたような結果になりか

ねません。そういう点では、十分注意して議会の対応含めてですね、この６月議会は議

会運営委員会でどういう議会の会議の持ち方をするかということを決めるところですか

ら、今、１６日まで努力するというふうにおっしゃいましたけれども、そこは経緯も含

めてきちんと報告をしていただくと。議会との約束ですから。きちんとそこを腹に据え

てですね、やっていただきたいと。もう、これからは努力をしますとか、お願いします

だけでは済みませんので、そこを腹に据えてやっていただきたいと思います。私は委員

長という立場で、その点だけは申し述べておきたいというふうに思いますので、お願い

します。大変、失礼しました、議長、ございますか。いいですか。それでは、町長ご苦

労様でございます。それでは２ページの議案説明について、条例制定、改正、報告につ

いて。これは三國谷総務課長ですね。はい、三國谷総務課長。 

○総務課 長（三國谷公一君）  それでは、予算関係の後になりますけれども、議案の第

４号の方から私の方から説明をさせていただきます。議の４の１ページになります。そ
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れでは、議案第４号ですけれども、第４号につきましては、白老町特定農山村地域活動

支援基金条例ということで、これは新規の条例策定でございます。次のページ開いてい

ただきまして、議案説明になります。議の４の３ページですけれども、本町につきまし

ては平成５年に特定農山村地域の指定を受けてございまして、この法律に基づいて規定

を受けて、平成１４年度に白老町農林業等活性化基盤整備 計画、こういうものを策定し

ております。今般、北海道知事から、この計画承認を得たことから、本計画に沿って事

業の推進及び地域活性化のための取り組みに必要な経費、これを初年度に基金として造

成し、資金運用を図るため本条例を制定するということでございます。後ほど、財政課

長の方から一般会計の補正予算の方で説明があると思いますけれども、この基金の財源

につきましては、国、道、町、３分の１ずつで９００万、これを基金造成いたします。

この基金を元に、本年度含めまして５年計画、５カ年において計画に基づき実施する事

業、それから地域活性化の取り組み、これらに対して支援を行なうという内容でござい

ます。本年度におきましては、１４０万補正予算として計上してございます。 

  次、議案第５号でございます。議案第５号につきましては、特別職の給与の一部改正

条例の制定でございます。これも次のページ開いていただきまして、議案説明ですけれ

ども、この特別職の給与の削減につきましては、行政改革の取り組みの一貫といたしま

して、昨年度におきましては、平成１４年の１０月から平成１５年の３月、６カ月間実

施しております。選挙挟んで、直近の議会に、こういったまた６カ月間の 削減を行なう

というようなことの方針の元に進めておりますけれども、今般、こういった主旨から特

別職自ら給与及び期末手当を削減するものということでございます。尚でございますけ

れども、削減額となる対象期間は、町長にあっては平成１５年７月１日から来年の３月

３１日までの間に支給される給与、期末手当の３０％、９カ月間でありますけれども、

給与、期末手当の３０％削減と。助役にありましては、平成１５年６月１日から平成１

５年１１月３０日までの６カ月間に至急される給与、期末手当総額の９．６％相当額を

削減するというものでございます。 尚、次の議案第６号は、教育委員会教育長の給与と

いうことで、同様の主旨でございまして、教育長につきましても助役と同期間、６カ月

間の間に支給される給料、期末手当総額の、教育長は７．５％相当額を削減するという

内容でございます。議の５の３ページに資料として付けてございますので、詳細を説明

させていただきます。上の欄、町長でございますけれども、今、言いましたように、７

月１日から来年の３月３１日までの９カ月間ということでございます。この内容ですけ

れども、町長は現在月額８５万の給与でございまして、３０％削減いたしまして、５９

万５千円ということになります。月額２５万５千円の削減でございます。これの９カ月

間の支給総額で申し上げますと、２２９万５千円の削減額というふうになります。右の

欄に行きまして、期末手当ですけれども、６月は現行どおりの支給ということで、１２

月、この分で期末手当６１万２千円、それと役職加算の分で９１，８００円ということ
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で、１２月手当では７０３，８００円の削減でございます。これでトータルいたします

と、平成１５年度の支給総額、１２カ月分、実質９カ月分でございますが、トータルで

２，９９８，８００円の削減というふうになります。次の欄でございますが、助役、教

育長でございます。１５年度の削減期間は先ほど言いましたように６月１日から１１月

３０日までの６カ月間。これにつきましては、先ほど言った９．６％の相当額を１２月

の期末手当で一括削減するという内容でございます。これにつきましては、総額で助役

で５６万２千円、教育長で３９万円の削減額というふうになります。削減額の一覧表と

いうことで、一番下の表にありますが、前回実施分と合わせたトータルの削減額でござ

います。平成１４年度におけます６カ月間の削減では、町長が８４万、助役が５８万８

千円、教育長が４０万９千円、トータル１８３万７千円でございます。今、説明申し上

げました１５年度の取り組み分が、ここに記載のとおりということで、一番右の欄にあ

りますように、１４年と１５年のトータルでは、町長で実質１年３カ月になりますが３

８３万８千円、助役で１１５万円、教育長で７９９，００１円、トータルで５，７８７，

８０１円になるというものでございます。以上、議案の第５号と第６号を合わせてご説

明をいたしました。 

  次に議案第７号でございます。議の７の１ページになります。これにつきましては、

白老町の手数料徴収条例の一部 改正でございます。内容につきましては、次のページの

議案説明で申し上げます。本年の８月２５日から住基台帳ネットワークシステムの第２

次稼動、これが始まります。これによって、住民票の写しの公益交付及び転入転出の特

例処置が受けられる、住民基本台帳カードの交付事務が全国的に開始されるということ

でございます。本町におきましても、これを受けまして、希望する方に対してカードを

発行するということになります。このカード一枚に対しまして、５００円で交付すると

いうことで、これらの規定を設けるものでございます。もう１点が鳥獣保護法の現行法

令の改正に伴って所要の改正を行なうというものでございます。新旧対照表でご説明い

たしますが、第２条の関係につきましては、改正前、改正後と記載してございますが、

先ほど言いました鳥獣保護法、平成１４年７月に改正されまして、それに伴って法律名、

それと取り扱い手数料についての文言整理、これを行なうというものでございます。次

に同条の第２０号に、先ほど申し上げました、住民基本台帳法の規定に基づく住民基本

台帳カード交付手数料、１枚につき５００円、この規定を設け、以下の各号を１号ずつ

繰り上げると、こういう内容の改正でございます。以上が議案第７号でございます。 

  次に議案第８号でございます。白老町漁業近代化資金利子補給条例の一部改正でござ

います。開いていただきまして、議案説明でございますけれども、これは漁業近代化資

金の借入れに対するものでございますけれども、これに対する当町の利子補給、本条例

において、利子補給率を年１％というふうに定めております。最近の金融情勢の急激な

変化により、国の定める基準金利が連続して引き下げられている現状にあるということ
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で、基準金利に対し北海道の利子補給分と、当町の利子補給分を加算すると、基準金利

を上回る逆転現象が発生するということでございます。現在、基準金利というのが、２．

１５％でございまして、それに対しまして道の利子補給が１．５％。で、今、説明申し

上げましたように、町の利子補給１％含めますと逆転現象が起きると、こういうふうな

状況ということでございます。このために基準金利以上の利子補給を行なわないように

改正し、併せて所要の改正を行なうという内容のものでございます。新旧対照表でござ

いますけれども、まず、改正になる部分、第２条の１号でアンダーライン、白老町内に

住所を有する者という文言が入ってございますが、これは融資を受けることが出来る対

象漁業者の規定でございますが、登別漁業との合併、こういうものが将来控えていると

いうことで、あくまでも、町の利子補給については町内の者に行なうということを、今

後に向けた作業として文言を入れたということでございます。それから、第３条が、今、

言いましたように１％というものを１％以内とする、こういう規定を設けるということ

でございます。以下につきましては、若干の文言整理と第４条が削除されたことによっ

ての、１条ずつの繰り上げということになっております。以上が議案の第８号でござい

ます。 

  それから、報告第１号と第２号、ちょっとこれは後で財政課長の方から説明がありま

すので、２ページ飛ばしていただきまして、報告第３号でございます。報告第３号につ

きましては、白老町が出資等をしている法人の経営状況説明書の提出ということで、こ

れは地方自治法の規定によりまして、白老町が出資等をしている、下に記載の白老土地

開発公社、株式会社白老振興公社及び財団法人白老町体育協会の３法人の平成１４年度

事業報告と、平成１５年度の事業計画、これらの説明書を今議会に提出するという内容

のものでございます。内容については、省略をさせていただきたいと思います。以上で、

私の方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、議案の条例関係、報告関係のご説明ございました。

もちろん、これは本会議で議論されますので、今、どうしても聞いておきたいというこ

とがございましたら、どうぞ。ございませんね。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、ご苦労様でございました。それでは、次に予算の

説明について、専決処分及び補正予算ということで辻財政課長のお願いし ますけれども、

今日、一緒にですね、予算の概要が配布されております。それで、予算の概要の方が非

常に分かりやすいということなものですから、予算の概要で、本会議ではもちろんご質

疑受けますので、予算の概要で説明をしていただくというふうにしたいと思いますけど

も、よろしゅうございますか。  

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、辻財政課長お願いいたします。 
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○財政課長（辻昌秀君）  それでは、承認議案から説明しますけれども、ちょっと先に

資料の関係、お断りしておきます。予算の概要につきましては、後ほど議案としてご説

明する一般会計の補正予算、その部分についてちょっと使いたいと思いますので、承認

議案につきましては、議案書のとおり順次ご説明をさせていただきたいと思います。承

認議案は５本、各会計の予算の専決処分ということになっておりますけど、これらは共

通して５月３１日の出納整理までの間に各会計、実質的な赤字になりかねないというこ

とでですね、それで専決処分したものでございます。承認１号ですね。承認１の３、ち

ょっとご覧になっていただきたいんです。まず、承認１号３ページつきましては、国保

会計の１５年度の専決処分の内容になっております。一応、５月３０日付、本年５月３

１日が休みということもあってですね、５月３０日付で専決処分してございます。それ

で、平成１５年度の白老町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号ですけれども、第

１条に記載のとおり、歳入、歳出の補正額については、１１５，２８１，０００円の追

加ということになっております。補正内容につきましては、９ページちょっとご覧いた

だきたいと思います。歳出の説明書になります。承認１号の９ページですけれども、１

１款繰上充用金、 １項１目繰上充用金ですけれども、繰上充用金１１５，２８１，００

０円の計上であります。平成１４年度の国保会計の歳入が、歳出の額に不足する状況、

いわゆる赤字となったことから、平成１５年度の財源を繰り上げて充当するものであり

ます。で、歳出についてはこのような形で計上いたしまして、歳入につきましては、前

の７ページに記載の財政調整交付金を計上してございます。 

  次、承認２号お願いいたします。ページは承の２の３をご覧いただきたいと思います。

平成１５年度白老町老人保険特別会計予算第１号の専決処分書でございますけれども、

第１条に記載のとおり、補正額については６６，９６９，０００円の追加ということで

ございます。その内容につきましては、９ページちょっとお開きいただきたいと思いま

す。９ページに歳出の内訳が載ってございます。まず、４款諸支出金１項１目償還金で

すけども、医療費の概算交付償還金４，６６２，０００円ということで、支払基金から

前年度の、１４年度の交付金の概算額を交付受けておりますけれども、概算額よりも実

績を上回ったため１５年度に返還するものであります。６款繰上充用金、金額６２，３

０７，０００円の計上でございますけれども、こ れは国、老保会計の場合、医療費の負

担割合が決まっておりまして、国、道の負担金、それと一般会計の繰入金、支払基金か

らの交付金という形で、この医療費が負担されることになっておりますけれども、国、

道の負担金と一般会計の繰入金の前年度の概算額が実績を下回ったため、１４年度の財

源が不足したことから繰上充用金を計上するものであります。その歳入につきましては、

７ページに記載のとおり、それぞれ過年度のですね、医療費の負担金、道の負担金、一

般会計の繰入金を見込むものであります。老保会計につきましては、実質的な赤字とい

うものよりも、年度間の調整ということでご理解いただきたいと思います。 
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次、承認第３号。ページは承の３の３をご覧いただきたいと思います。平成１５年度

白老町公共下水道事業特別会計補正予算第１号の専決処分であります。これにつきまし

ては、５月３０日付ということになってございます。第１条に記載のとおり、補正額に

つきましては歳入、歳出それぞれ２４０，３２２，０００円の追加ということになって

ございます。内容につきましては９ページをご覧いただきたいと思います。９ページ、

４款繰上充用金、２４０，３２２，０００円でありますけども、下水 道会計につきまし

ては、国保会計と同様に１４年度の決算が赤字となることから繰上充用金を計上するも

のであります。その歳入につきましては、７ページに記載しております、下水道の使用

料を計上してございます。 

次、承認第４号。承の４の３をちょっとお開きいただきたいと思います。平成１５年

度白老町工業団地造成事業特別会計補正予算の第１号でありますけれども、補正額につ

きましては、第１条の記載の歳入、歳出それぞれ１，３７３，３０１，０００円の追加

ということになってございます。また、歳入、歳出額の補正のほか、第２条に記載のと

おり、一時借入金の最高額の変更もしてございます。１，３７３，０００，０００を追

加しまして、補正後の借入れ額の最高額を１，３９４，０００，０００ということにし

ております。専決処分の月日につきましては、一時借入金の借入れの関係から５月２２

日付で専決処分してございます。内容につきましては、９ページになります。歳出の事

項別明細書の方になりますけども、２款の公債費、１３，５９８，０００円の追加です

けれども、長期債等の利子支払費ということでなってございますけど、内容は一時借入

金の利子の追加であります。一時借入金の最高額の補 正に伴いまして、利子の不足額を

計上するものであります。次、４款繰上充用金。１，３５９，７０３，０００円の計上

でございますけども、これにつきましても、１４年度の赤字見込み額につきまして繰上

充用金を計上するものであります。歳入につきましては、７ページに記載してございま

す。歳入の工業団地用地売払収入を１，３７３，３０１，０００円を見込んでございま

す。 

  次、承認第５号。承の５の３をお開きいただきたいと思います。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１号の専決処分であります。補正額につきまし

ては、第１条に記載の歳入、歳出それぞれ４２８，７８０，０００円の追加となってお

ります。また、一時借入金の補正として、第２条のところに記載のとおり、最高額に４

億３千万円を追加しまして、補正後の最高額５億６千万円ということで記載してござい

す。専決処分の日付につきましては、一時借入金の借入れ等の関係で５月２０日付で専

決処分をしております。内容につきましては、９ページをお開きいただきたいと思いま

す。９ページ、２歳出の２款公債費ですけれども、利子償還金ということで１，１３７，

０００円の計上としてございますけれども、一時借入 金の利子の不足額の計上でありま

す。次、３款繰上充用金でありますけれども、これにつきましては、１４年度の赤字見
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込み額について繰上充用金を計上しているものでございます。歳入につきましては、７

ページに記載しております、港湾関連施設の用地売払収入を４２８，７８０，０００円

見てございます。以上で承認案件５件の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、そこまで。暫時、休憩をいたします。開会を１１時１

０分といたします。 

                        休憩              午前  １１時００分 

 

                        再開              午前  １１時１０分 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは休憩を閉じて、会議を再開いたします。辻課長、引

き続きご説明をお願いいたします。 

○財政課長（辻昌秀君）  それでは、議案第１号、平成１５年度白老町一般会計補正予

算第１号の説明に入らせていただきます。予算の概要の説明につきましては、先ほど、

ちょっとお話ございましたけれども、予算の概要にもとづきましてですね、ご説明させ

ていただきたいと思います。予算の概要の１ ページをお開きいただきたいと思います。

議案第１号は一般会計補正予算ですけども、関連して全体の補正予算の状況について、

ちょっとご説明します。まず、一般会計ですけれども、今回の補正額については、平成

１５年度の補正予算額というところに記載してございますけれども、内訳として経常経

費１１，２０６，０００円、事業費３２４，４３５，０００円、合計して、補正額３３

５，６４１，０００円となっております。補正後の額にいたしまして、計のところです

けれども９，９１９，６４１，０００円になりまして、昨年の当初予算に比較いたしま

して、１７１，６４１，０００円の増、プラス１．８％になってございます。あと、特

別会計につきましては、後ほど議案第２号でご説明しますけれども、介護保険事業特別

会計のみですね、特別会計、１会計補正予算提出してございます。補正額１５，１０７，

０００円になってございます。次、企業会計につきましては、今回の補正は水道事業会

計、補正ございまして、資本的収入で５４０万円、資本的支出で５６７万円ということ

になってございます。総合計、今回３会計補正してございますけれども、補正前の予算

額が２２７億８，１７９，０００円、この総合計の補正前の額につきましては、先ほど、

ご説明しました承認案件の５本の特別会計、これが専決処分で５月３１日までに補正し

ておりますので、その額を含んでおります。専決処分後の補正予算の額、２２７億８，

１７９，０００円に対して、今回３会計で支出ベースということでの合計額ですけれど

も、３５６，４１８，０００円の追加になっております。補正後の額で２３，０６４，

５９７，０００円になります。これは昨年の、平成１４年度の当初予算と比較しますと、

増減額で１，７８９，８３３，０００円、率で８．４％の増となってございます。次、

２ページ、３ページにつきましては、一般会計の目的別と提出別の内訳表になっており

ますけれども、これについては説明を省略させていただきたいと思います。 
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  それでは、予算の内容に入ります。４ページ以降になりますけれども、まず、一般会

計補正予算の経常経費における特記事項というこで、経常経費の内ですね、特に何点か

主要な項目についてのみご説明したいと思います。２款総務費。４点ございますけど、

３点目の財産管理費、５３０万円ですけれども、この中の自衛隊職員住宅用地と町有地

交換に伴う確定測量と書いてございます。予算書の方では、この分で２９０万というこ

とで計上してございますけれども、実は本年度から２カ年の事業ということで、陸上自

衛隊の公務員宿舎が建て替えになります。その建て替え用地につきまして、既存の住宅

地も活用しながら、中層住宅を３棟建てるという計画になっておりまして、既存の住宅

もある程度使いながらということなものですから、隣接する緑ヶ丘地区の町有地とです

ね、一部用地交換を行ないですね、その用地を使うと。それで、建て替えが終われば、

現在の平屋の住宅用地と町有地を交換すると。そういうようなことになってございます。

その交換のために必要な確 定測量を２９０万円計上すると。町有地側の測量になるもの

ですから、町の方から、一応、今回の事業関連ということで色々自衛隊の方に要請はし

たんですけども、最終的には国が町有地の測量をする経費は出せないということになっ

たものですから、この５３０万の内、この部分で２９０万という部分になります。 

  次、３款民生費。社会福祉総務費８６１，０００円の内ですね、２つ目の社会福祉団

体等補助金です。これは社協に対する補助金で、社協が設置しますボランティアセンタ

ーの運営経費を一部助成するものです。金額としては８６１，０００円の内の７３２，

０００円ということになります。これは本年度、社協でボランティアセンターを設置す

るということで、その必要な財源については、国と道と町が３分の１ずつ負担すると。

これは３年間という限定的なものですけど、そういうことになっております。その内の

町が負担する分の補助金の追加であります。 

  次、（２）の老人福祉費の老人福祉単独事業経費ですけども、内容としては、敬老会

開催事業の補助金であります。これは、敬老会の開催経費については、対象者数が年々

増加するということから、経費増が見込まれるということで行政改革の中での見直し事

業の取り組み事項になっておりますけれども、当初予算の中では開催内容について、引

き続き見直しを行なう必要があるんではないかということで、当初予算での計上を保留

していたものでございます。今回、計上するに当たりまして、まず、参加者一人当りの

単価を前年度の３，０００円から２，８００円に減額しておりますけれども、この考え

方としては、胆振管内の他の自治体の実態を参考に見直しを行なっております。その他、

各主催団体ですね、主に町内会単位になりますけども、各従来１５，０００円を追加し

たものを１０，０００円に、５，０ ００円減と。また、この補助事務を行なっていただ

いております、町連合の事務費については１５万円ということで、従来計上しておりま

したけども、これは町連合の方とも協議して１０万に、５万円減額すると。そういうよ

うな見直しを行なっております。尚、１１，１７２，０００円の財源につきましては、
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全額社会福祉基金からの繰入金を充当することにしております。 

  あと、経常経費ついては、この予算の概要で、ある程度、内容を説明してございます

のでちょっと省略していただきまして、７ページの事業費の概要をご説明したいと思い

ます。今回の事業費の総額につきましては７ページ上に記載のとおり、３２４，４３５，

０００円ということになっております。後ほど説明しますけど、大きなものとしては公

営住宅の日の出団地の第５棟の整備、これが１億３千万ほどございます。その他、二級

河川フシコベツ川の用地取得で６，７００万円ほど。あと、緊急雇用対策で、後ほど、

それぞれ箇所づけというか、事業をそれぞれご説明しますけれども、５つの事業、あと

公共施設がある程度老朽化してきて いることによる耐用年数延長等をしていくための更

新関係が４事業ほどとなっています。 

  まず、２款の総務費（１）の一般管理費２，６８３，０００円ですけれども。２つの

事業がございます。１つは公務員制度の対応事業ということで、これは緊急地域雇用特

別対策推進事業の指定を受けております。事業費については、ちょっとこの概要には載

っておりませんけど、予算書の方に記載してりますように２，１０５，０００円になっ

ておりまして、内容といたしましては、今、現在、職員の給与人事システムというのを

導入して、まだ、人事関係のデータが未処理ということで、職員の研修履歴などのデー

タ整理を、この事業を使って行なうということで、２，１０５，００ ０円見込んでおり

ます。次、情報推進事業ということで、これは総合行政ネットワーク、ＬＧＷＡＮと言

っておりますけども、それが９月から公的個人認証サービスが開始するということでで

すね、その機器の整備を行なうということで、５７８，０００円になっております。次、

（２）企画調整費の１１７万円につきましては、中核イオル整備促進事業ということで、

中核イオルの基本計画策定に関して期成会に補助する事業費、１１７万円ということに

なっております。 （３）の町民活動推進費３０万円ですけども、元気まち研修会の開催

経費ということでの計上で す。（４）の町営防犯灯管理費７５万円につきましては、防

犯灯を１０棟新設する経費の追加になっております。 （５）の戸籍住民基本台帳費１４

２，０００円につきましては、特定事務委託事業ということで、当初予算に計上いたし

ました、社台、白老両郵便局とはまなすスポーツセンターで住民票等を発行する経費の

内ですね、ファクシミリ通信料の追加分１４２，０００円になっております。 

  ３款民生費６００万円につきましては、老人福祉費の緊急通報システム端末機の装置

更新ということでございます。これにつきましては、過去に導入しております端末装置

が、平成３年に導入している事業ですけども、老朽化しているということでの更新です。

財源としては、道費が３分の２の４５０万円充当されます。 

  次、４款環境衛生費の火葬場費１，３８５万円ですけれども、白老葬苑の火葬炉の改

修ということで、焼却炉３棟の内の１棟を改修する部分です。住民の方の、最近、身長

が伸びているということも含めて、一応、標準炉からですね、標準炉よりも少し長い大
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型炉へ変える内容も含んでございます。次、 （２）緑化推進費２，９７９，０００円に

つきましては、緊急雇用対策事業の一つでございます。癒し空間づくり事業となってお

りますけれども、内容的には町内に設置しております花壇整備という部分で緊急地域雇

用対策事業を活用するということになっております。 

  次、５款労働費、９４万円ですけれども。総額９４万円でございますけども、２つの

事業で増減させてございます。当初予算で雇用推進員の設置事業、町の一般財源を使っ

た単独事業ということで１名設置しておりますけれども、今回、補助対象になったとい

うことでですね、単独分については１３３万円の減額、補助分については２２７万円の

追加ということで、差し引き９４万円の計上になって おります。これについても、補助

分については緊急雇用対策事業の指定を受けております。 

  ６款農林水産業費。 （１）農業振興費、１４０万円につきましては、先ほど、基金条

例の制定の中でご説明しましたけれども、特定農山村地域活動支援事業１４０万、後ほ

ど出てきます９００万円の基金を積立した内の初年度の分ということでの、１４０万の

事業計上でございます。次、（２） 水産振興費３０万円ですけれども、これは白老、虎

杖浜両漁協の女性部によります、地場水産物の地産地消定着のためのキャンペーン事業

に対する補助金でございます。 

  ７款商工費。 （１） 商工振興費、１９９，０００円でございますけども、中小事業者

の経営安定化補助事業ですけども、昨年から町の方で利子補給始めました、道のセーフ

ティーネット、倒産関連の融資制度についてですね、本年度１件のまた追加があって、

１５年度の利子補給分１９９，０００円を追加するものであります。次、 （２）観光対

策費８，２６９，０００円ですけれども、これはちょっと２事業ございまして、まず、

１点目が観光客の誘客推進事業ということで、ちょっと記載になっておりませんけど、

事業費が３，１９３，０００円でございます。これは 白老町と登別市の行政並びに関係

団体で組織しております協議会が行なう事業に対する負担金等でございます。事業の中

身といたしましては、修学旅行の誘客等の負担金９５８，０００円と、あと白老町で行

なう修学旅行等の体験学習プログラムづくりの負担金２，０７５，０００円が、その内

訳になってございます。また、その他、広域的な取り組みとして、西胆振の広域観光誘

客推進事業ということで、西胆振の市町村等で構成する実行委員会が札幌での観光ＰＲ

事業を行なうという負担金１６万円も計上しております。次、９ページになります。９

ページ自然ガイド養成事業。これも事業費記載しておりませんけど、５，０７６，００

０円ですけども、これも緊急地域雇用創出特別対策推進事業でございます。最近の修学

旅行等のプログラムのニーズで、アウトドア体験という部分のニーズがあるということ

で、白老町内で自然ガイド等を養成すると、そのための経費ということになってござい

ます。これも全額、道費が支出されます。 

  次、８款土木費。（１） の道路維持費ですけれども、１２，７４９，０００円でござ
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いますけれども、道路排水処理事業、３事業、記載のとおり、３つの工事。それと町道

改修事業、５事業 。これにつきましても記載のとおり、５つの事業。それぞれの必要な

工事費の計上でございます。道路１本１本の工事費については、予算書の方に記載して

ございます。 （２）道路新設改良費、４５０万円につきましては、虎杖浜西５番通りの

簡易舗装工事でございます。次、（３） 河川改良費６７，６６５，０００円でございま

すけども、フシコベツ川河川改修用地の取得でありますけれども、補助としては直接工

事に関わる部分でございます。ここに金額、ちょっと記載してございませんけども、５

１，１８４，０００円になります。それに対しまして、同一所有者が持っている残地と

なる部分の買い取り、１６，４８１，０００円、これ単独分が１６，４８１，０００円

でごさいます。この単独する部分につきましては、旧宅地造成法の許可区域で住宅建設

可能な用地であることから、早期に処分が出来るという考え方の中で、残地を補助の用

地と組み合わせして取得するものであります。次、（４） 排水対策費。４千万円につき

ましては、これは例年継続しております緑泉郷地区の排水対策工事の測量調査、用地取

得費、そして工事費等の計上であります。次、（５） の都市計画総務費、９６万円です

けれども、都市計画の計画変更に要する図書の作成業務と書いておりますけども、都市

計画法の施行例が改正されまして、都市計画道路、いわゆる街路ですね、街路の都市計

画の決定事項が従来は幅員、例えば幅員３０ｍだとか、石山大通りですと２０ｍとか、

そういう形での決定だったものが、今回の政令の改正で車線数の変更、２車線とか４車

線、そういう形で変更になったということでですね、その変更に伴う申請図書の策定委

託料であります。次、 （６）、４，５３８，０００円、公園費ですね。スローライフ空

間整備事業と書いてございますけれども、これも緊急雇用対策事業ですけども 、緊急雇

用対策事業を活用した萩の里自然公園内の木の伐採、下草刈り、まき芝等の整備という

ことでございます。（７） 住宅管理費。４，００１，０００円ですけれども、町営住宅

の改修事業ということで、美園団地内の物置きの改修、１４戸でございます。次、（８）

住宅建設費１３２，１３４，０００円。これは日の出団地、公営住宅、５号棟の建設で

ありまして、１５年度に着手し、債務負担行為で一応１６年度まで継続するという本体

の事業、それと、その周辺部の関連道路、日の出２、３号通りの整備。また、それに伴

う用地取得ですね。その３つの内容になってございます。 

次、９款消防費、２０万円でございます。これは平成１５年が消防１００周年になる

ということでの、記念誌の発行経費でございます。次、（２）消防施設費２，０５３，

０００円ですけれども、２つの事業がございます。消防庁舎修繕事業ということで、こ

れは２，０４２，０００円です。これは外壁塗装とシャワー室の設置ということです。

あと救急資機材の整備、１１，０００円。ちょっと金額少ないですけども、債務負担行

為として１５年度に虎杖浜に配置しております、救急車に救急救命士等が乗ることが出

来るということに伴う救急資機材の購入を行なうと。その資金として、市町村備荒資金
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組合から資金を活用するということでの、１５年度分の支払額が１１，０００円になっ

ております。 

  次、１０款教育費。（１）教育振興費、小学校分の１，４５８，０００円ですけども、

小学校の学校図書館の図書充実事業ということになっております。町内の小中学校に図

書を追加して、巡回するシステムを構築するための小学校分の経費であります。次、（２）

教育振興費、７９９，０００円。これは２つの事業がございます。１１ページの上にな

りますけども、中学校学校図書館図書充実事業。これは先ほどの小学校と同じくですね、

巡回システムを作るための図書購入資金ということで、この分が５４万円になっており

ます。次の学力向上フロンティア事業が２５９，０００円になります。で、学力向上フ

ロンティア事業は白老中学校が文部科学省から研究指定を受けまして、習熟度別の事業

を実施すると、そのために必要な教材費の購入費になってございます。次、（３） 社会

教育総務費、１５万円につきましては、これは本町会場に８月に全道青年大会、主にス

ポーツ競技ですけれども開催されるということで、その開催経費の一部補助であります。

次、（４）仙台藩元陣屋資料館管理費２０万円につきましては、古文書の解読の委託と

いうことで例年継続している分の２０万円でございます。 （５） 屋根のない博物館費の

１６８，０００円につきましては、郷土の作品展を開催するための経費の計上です。（６）

の体育施設費につきましては、３，０３５，０００になっておりますけど、体育館の屋

上防水工事。これは昨年から継続しております分の２年目分ということになっておりま

す。（８）給食センター管理運営費、１，８４３，０００円につきましては、ここに記

載のとおり、学校給食の汁椀の更新と、内部塗装という ことになっております。 

次、１４款諸支出金。９００万円でございますけれども、これも先ほど基金条例の設置の関

係でご説明ありました、特定農山村地域活動支援基金積立事業、９００万円ということです。

この財源としては、国、道から３００万円ずつ、合計６００万円交付になりまして、町の負担

分については３００万円ということになってございます。以上が一般会計の補正予算の内容に

なってございます。ちなみに、ちょっと財源の部分ですね、口頭の説明になりますけども、ご

説明しますと、約５，６００万ほど歳入の一般財源が今回の補正で不足することになっており

ます。その財源の内訳といたしまして、１４年度の繰越金として２，５００万円、それと財産

売り払い収入、土地の売り払い収入ということで５，３９１，０００円、財政調整基金からの

取り崩しが２６，２４６，０００円、合わせて５６，６３７，０００円。これは一般財源の不

足額ということになってまして、その分、歳入計上してございます。当初予算で一般財源とし

て計上いたしました地方交付税、並びに臨時財政対策債については、今回の補正では特に財源

的に変更はございません。次、後ほど、議案３号では水道会計出てきますけども、水道会計の

事業が載っておりますので、引き続き１１ページ下の方ご説明したいと思います。水道事業会

計５６７万円。この分は施設整備費ということで事業費になりますけども、緑泉郷地区の排水

対策工事、これは一般会計の事業の関連で水道管を移設するという必要性が出てきたというこ

とで、水道会計の方で５６７万円計上になってございます。これらを合わせまして、事業費の
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計が１２ページの方に載ってございます。事業費の総額でいきますと、補正後の額で１２ペー

ジの上、２，５１５，５５５，０００円。前年度の当初予算に比較いたしまして２億１千万ほ

どの減、率について７．７％ということになっております。以上、議案第１号の補正ですけれ

ども、若干、債務負担行為と、地方債の部分ですね、ちょっと予算の概要の部分で説明しきれ

ない部分があるものですから、議案の方に戻りまして、議案１-６ページをちょっとお開きいた

だきたいと思います。 

 まず６ページ、第２表の債務負担行為補正、これは１６年度以降のですね、支出が伴ってく

る部分の１５年度における実施の部分についての予算計上するものでございますけれども、最

初の議案１-６ページですね。議１-６ですね。 

 第２表の債務負担行為補正ですけれども、１番上の中小企業相互資金利子補給金は先ほど歳

出のところでご説明した、取引会社の倒産等による経営上大きな影響を受けた中小企業等が、

北海道の政令資金からセーフティーネット貸付を受けた融資額に対して、町が２年間利子補給

するもののうちですね、一応翌年度の１６年度分の計上であります。 

 次、日の出団地の公営住宅の建設事業１２１，７８６千円については、本年度着手する公営

住宅の５号棟のうちの、来年度の支出分でございます。 

 救急資機材整備事業につきましては、先ほども消防費の方で１１千円、１５年度の支払分の計上

がありましたけれども、救急車に積載する資機材購入費の１６年度以降分のですね、支払分であり

ます。 

 公立学校共済住宅購入年賦金につきましては、これ学校共済組合の資金を活用して整備いたしま

す、社台小学校の教頭先生の教員住宅の建て替え１棟分のですね、１６年度以降の年賦金でござい

ます。 

 ７ページにつきましては、第３表地方債補正ということで、内容については記載のとおりでござ

いますけれども、補正後の限度額１，４０２，８００千円につきましては、この１，４０２，８０

０千円のうち、これ臨時財政対策債等を除いたいわゆる通常債という部分の金額でいきますと、補

正後の額７１３，８００千円になります。 

 昨年１２月に作成いたしました、財政健全化指針での計画額、一応８００，０００千円というこ

とになってございますけれども、一応その額の範囲内ということでの計上でございます。 

 議案第１号につきましては、以上でございます。 

 次、議案第２号につきましては、その議案書の方でですね、引き続きご説明します。議の２です

ね。 

 議案第２号、議案第２号の１ページになります。平成１５年度白老町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）ですけれども、補正の内容につきましては、第１条に記載の歳入歳出それぞれ１５，

１０７千円の追加ということになってございます。 

 内容につきましては、ちょっとこれ決算に伴っての予算計上ということで、５ページの歳入の方

からご説明いたします。 
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 ５ページ、歳入のですね、繰越金として、前年度繰越金は１５，１０７千円計上しておりますけ

れども、介護保険会計の１４年度決算に伴う決算剰余金でございます。 

その処分につきましては、歳出の７ページになります。７ページの方に、歳出の内容を載せてお

りますけれども、まず４款基金積立金ということで１４，８２３千円の計上です。決算剰余金の一

部につきまして、返還金で計上している分以外の額１４，８２３千円を積み立てするものでありま

す。 

 次、５款の諸費支出金のうち、１項２目償還金ですけれども、国庫支出金等過年度分の返還金と

いうことで、１４年度の介護の給付額が確定したことによりまして、国・道及び支払基金に返還金

が生じることから２８４千円を計上するものであります。 

 次、議案の３-１ですね、議案第３号です。事業概要は先ほどご説明しましたけれども、水道事業

会計での、水道管の移設費、歳出、支出額で５，６７０千円の追加であります。収入につきまして

は、補償金の額５，４００千円ですね。資本的収入ということで５，４００千円計上しております。 

 以上で議案第３号までご説明を終わらせていただきます。 

 次、報告２件ございますので、報告第１号、報告第１号というのは１２、３枚ぐらい後にちょっ

と、報告第１号というのがございますけれども、ちょっとお開きいただきたいと思います。 

 報告第１号、平成１４年度白老町一般会計繰越明許費繰越計算書についてということであります

けれども、繰越明許費というのは１４年度中に終わらない事業にあらかじめですね、翌年度に繰り

越しする措置を、１４年度の補正予算でその額を定めておりますけれども、今回繰り越しの手続き

が終わりましたので、その額等を報告するものであります。 

 その内容につきましては、次の２ページですね、になります。一般会計の繰越明許費の内訳であ

りますけれども、１１款災害復旧費のうち、事業名高台線災害復旧事業。北海道栄高校横のですね、

町道高台線の工事費等でございますけれども、１２，８４１千円の繰越ということでございます。

財源については記載のとおりであります。 

 この１２，８４１千円につきましては１５年度に繰り越して、１５年度執行するという分でござ

います。 

 次、報告第２号、平成１４年度白老町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書ということ

で、これも内容につきましては、次の２ページに記載のとおりでございます。 

 事業名は公共下水道事業となっておりますけれども、これ終末処理場の関係の経費で、一応１４

年度の補正予算で計上しました２４０，０００千円と同額の１５年度への繰越を行ってございます。

財源につきましては記載のとおりであります。  

 以上、予算並びに繰越明許費については議案説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今財政課長による、予算関連の説明が終わりましたけれども、特別

今回聞いておきたいということがございましたら、どうぞ。 

 ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは財政課長、ご苦労様でございました。 

続きまして、諸般の報告について４点目でございます。局長何かありますか。 

〇事務局長（山崎宏一君） 資料ですね、お手元にまず議長の諸般の報告ということで、今日お手

元にお渡ししてございますが、議会閉会中における動向Ａ４、１枚です。表裏印刷のものです。 

それと今日、議案と一緒に配布しておりますが、例月出納定期監査、援助団体等監査。これは監

査委員の方から議長に報告がありますので、これは今日封筒の中に一緒に議案関係と入っているも

のでございます。 

それと、陳情の処理結果報告。これは議長宛に来たものです。これは、去年の９月、それと１１

月にそれぞれ陳情があったものが、委員会で採択をしておりました陳情の結果報告書。これがホッ

チキスで留めておりますけれども、２枚来てございます。これの報告です。 

それと、議員の派遣結果報告。これも今日お渡ししてございますが、４枚ほど綴ってございます。

これはご承知のとおり、前回の定例会議決された以降の議会関係の派遣結果の報告でございます。

よろしいでしょうか。 

これが議長の諸般の報告として報告されます。  

〇委員長（大渕紀夫君） はい、いいですか。 

 これはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それじゃ、前回議論しておりますけれども、５番・６番、代表質

問・一般質問について。 

○事務局長（山崎宏一君） これですね、先般の議運、５月１６日に日程と、それと各会派の質問

順番が決まっておりますが、これは当然１６日が通告締切でございますので、正午ですね。 

 それで、一応あるという仮定の中で、全会派をそれぞれ先般決まった順番で、日程に合わせてお

ります。当然、無ければこれから落ちます。落ちて詰めるという形になりますけれども、一応６会

派とも、今の段階で順番に掲載してございます。 

 ６番も、これも通告の提出が１６日、代表質問と同じく正午となっておりますので、これについ

ても１６日の議運で協議されるということになろうかと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 代表・一般質問については、よろしゅうございますね。順番については

変更になっておりますけれども、この申し合わせ事項に綴じこむ用紙が来ておりましたら、各自行

っていると思いますので、これの綴じこみは各自で加除をやって下さい。 

 つづきまして７番目、議員の報酬・手当の削減について。これも一定限度説明を受けていますけ

れども、簡単にお願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） これは今回ですね、町側、町長が３０％、また助役・教育長もという

ことになりますけれども、これも実は昨年ですね、議会も１０月から今年の３月まで６カ月間、こ

れは計算上の期間です。それを実施しております。 

 それで今回町側もということになりまして、前回の議運ではこういう財政難、また行革の一環で
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あるということで、議会もこの町側のそういう内容のものを尊重して、前回やりました。 

 今回についても、今日お手元に会議案第２号というのをお渡ししてございます。会議案第２号。

前回、これの１番、まず最後のページをちょっと見ていただきたいと思います。１番最後のページ。

表が出ております。今日お渡ししたもの、順番で進んでおりますので。その１番後ろに表がござい

ます。 

 それで１番右側、参考ということで書いてございますが、これは昨年の１０月から今年の３月、

６カ月間。この計算上の数字でございまして、議長においては１１％、この６カ月間のうちの報酬、

それと副議長については７.５％、各常任委員長・議運委員長・議員においては５％ということにな

ってございます。 

 当然前回は、１０月から３月までということで、１２月の期末手当等も入っておりましたので、

今回は１１月までになっております。その前のちょっとページを見ていただきますと、中段になお

書き、下の方に書いてございますが、削減額となる計算上の対象期間は、今年の６月１日から１１

月の３０日までの６カ月間、これは計算上の期間です。この６カ月間のものを、今言った１１％、

７.５％、５％、これを１２月の支給の期末手当から削減しますよと。 

 従って、毎月の報酬が減額になるということではございません。この期間の６カ月分を、１２月

の支給の期末手当から削減するということになります。 

 昨年は１１月の臨時会でやっております。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今議員の報酬・手当の削減についての案が出ましたけれども、これ

は前回やっているものですけれども、新しい議員もいらっしゃるということで、これでよろしいか

どうか。 

 １年間やるということになっていますのでね。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それではこれは会議案として提出されます。 

○事務局長（山崎宏一君） それで、ちょっと委員長よろしいでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。 

〇事務局長（山崎宏一君） 会議案２号の方に、これについては議運の委員長が提出者と。それと

賛成者は各会派の代表ということになっておりますので、賛成者が５会派の５名。代表ですから。

それで委員長が提出、提案説明ということになりますので、その辺ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは８番目、議員の派遣承認について。別紙出ております。 

〇事務局長（山崎宏一君） 承認第６号。ここに書かれているとおり、今案内が来た分についての

み、書かせていただいております。 

〇委員長（大渕紀夫君） ７月２日の札幌での全議員の対象の研修会でございますので、各自出欠

を含めて出して下さい。 
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 続きまして、９番目、意見書の取扱いについて。３本出ております。今日配布されているものと、

事前に配布されているものとございますので、出してみて下さい。 

〇事務局長（山崎宏一君） よろしいですか。 

まず、今日配布したレジュメの方を中心にちょっと順番的に行きます。 

前回と言うか、改選期前の議運で決まっておりますとおり、この意見書については、従来までは

ここで各会派代表が出ていますので、全会一致か、提出の関係を決めておりましたが、今１回目の

議運のときに、この内容についてまずご説明をいただいて、それを各会派が持ち帰って、次の議運

のときに最終決定しましょうと。 

こういうことですから、今日はここで決まるのじゃなくて、この提出者からのまず内容について

ご説明をいただくと。それを会派に持ち帰るということになっておりますので、従って今日説明を

いただきますと、それを会派に持ち帰っていただいて、１６日に議運がございますので、そのとき

に提出についてを決定させていただくということになりますので、あらかじめそういうことでよろ

しくお願いいたします。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、それでは３０人以下学級実現等教育予算の充実を求め、義務教育

費国庫負担法を改悪することに反対する意見書（案）。町政クラブの宗像委員から提出されておりま

すので、趣旨説明をお願いしたいと思います。  

 はい、宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） お手元に、先日配布されたこの意見書（案）があろうかと思いますが、そ

の１番最後の方に、１番最後というのはこの今出てきました３０人以下学級実現等のこれの何枚目

になりますか、その裏の方にその趣意書があります。２枚目の裏に書いてあります。これを今読む

気はありません。 

 もっと簡単に口頭で、趣意書を見ればだいたい分かるのですけれども、口頭でまた説明したいと

思います。 

 これは北海道教職員組合から白老地区連合の方に経由して、そして私の方に出てきたものを今、

議運の方に出したという経緯でございます。 

 しかもこの意見書は、もう過去何年になるでしょうか。毎年これ出しているわけで、毎年これを

出すということは、例えば今回の場合には、来年度の国の予算にこれを要求したいということで、

各市町村からこういった意見書を出すということでございます。 

 去年の場合は、９月の定例会において全く同じものが提案されて、全員賛成ということで白老町

議会で可決し、それを関係省庁に送ったという経緯がございます。 

 また今回も、来年度の予算に向けて、出すということなので。 

 ところが今回は、今まではかなり望みがあるような、そんな形で送っていたわけですけれども、

今回小泉首相の「聖域なき構造改革」といったようなことから、もうどんどんどんどん、そういっ

たものが削られていっているということで、今回はかなり厳しいのではないかと。 

 それで何が厳しいかということなのですけれども、実は現在小中学校においては、４０人学級と
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いうことで進められております。４０人学級というのは、１クラス４０人をもって１クラスとして

進めるわけです。 

 ところが４１人になった場合には、４０を超えますので、２学級になるわけです。４１名子供が

いた場合には、２学級になるわけです。従って、ちょうど２で割っても４１名いた場合には、２１

名と２０名のクラスということになる。 

 白老の場合の実態を調べてきましたら、ここ２、３年ずっと調べているのですけれども、その４

０人学級のすれすれというのはあまり無いようですから、今ここで言っていることについては、た

いした影響はないのかなと。 

 これを３０人以下学級ということになりますと、１クラス３０人が限度ですから、もしその学年

が３１名いたとすると、これまた２つに分けるわけですから、１６名と１５名の２つの学級になる

という、そういうことなのですけれども、現実に４０名というところもあるわけです。よそにも全

部あるわけですけれども、４０人と言いますとだいたい教室の部屋が、その学校によって違います

けれども、だいたい２０坪くらいの大きさの教室に４０名というと、小学校の低学年ならまだ体が

小さいからいいとしても、高学年とか中学校になってくると、教室がかなり狭くなるという、そん

なこともありますし、教育効果を考えた場合でも１つその４０人学級ではなくて、３０人以下学級

の実現をみていかなければならないということがあります。 

 更に、ご承知だと思いますけれども、公立の学校の先生方の給料というのは、国や道がみている

わけです。この市町村では１銭もみていないわけです。 

 ところが、国の方に金がないということで、事務職員とそれから栄養職員。白老の場合には栄養

職員というのはいないのです。事務職員というのは、例えば白小にしも白中にしても、全部にこう

事務職員がいるわけですが、この事務職員のいわゆる給料も、教職員と同じように国で持っていた

ものを、今度は地方自治体の負担にするという、そういう方向性が国の方ではあるわけです。 

 もしそういうふうに決まってしまうと、白老の場合には各学校にいる事務職員の給料も、全部町

から出さなきゃならないという、それでなくてもこう大変なのに、そういうふうになってくると大

変だというようなことから、それらを今話しましたことを全部含めまして、何とか義務教育費の国

庫負担法も、その地方自治体におんぶするという、そういうことでなく、全部国で持つようにと。 

 そういう趣旨でこの意見書が出ているということで、この文についての説明は以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい。続きまして、教育基本法改悪に反対し、教育基本法の理念を生か

した教育改革の推進を求める意見書（案）。同じく提出者は町政クラブ宗像委員でございますので、

ご説明を願います。 

○委員（宗像 脩君） これも同じく、北海道教職員組合から白老地区連合を経由して、私の方に

来ました。 

 この意見書につきましては、今まで出したことがないので今回が初めてでございます。 

 しょっちゅう新聞あるいはテレビ等にもでていますから、ご承知だと思いますけれども、教育基

本法というのは、今から約６０年近く前、というのは第２次世界大戦が終わると同時に日本の憲法
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というのが、新しい憲法というのができました。 

 それと時を同じくして、新しい教育基本法というのが出たわけで、言い換ええれば教育基本法と

いうのは、教育界の憲法だというふうに考えて結構だと思うのですけれども、それらのものが、今

憲法も変えなきゃならないという声がありますが、特に前総理大臣であった森総理大臣が、こうい

うことを提唱して変えていこうと。 

 しかも、あれはどこかで話していましたが、日本の国は神様の国なのだという、そういう発言。

そんな色々あって、文部大臣も、今の文部科学省大臣も、遠山さんですね、も今、教育基本法を変

えようとしていると。 

 国の方では自民党が賛成だけれども、公明党は反対している。ほかの野党はもちろん、全部反対

しているという、そういう法案でございます。  

 何がその反対と言うか、全部言えばとてもとても時間があれですから、全部説明はできませんけ

れども、例えば愛国心というのが出てきているわけです。今の子供達には、極端に言えば愛国心が

ない。もっと愛国心を教育しなさい。そんなような、色々とかつて昔、もうここには若い方々ばか

りですから、かつていわゆるあの当時は大東亜戦争、いわゆる第２次世界大戦、その当時の教育の

方に持っていこうとしている姿が見える。 

 時を同じくして、自衛隊を今度はイラクの方に派遣したらどうだというのが今さかんに議論され

ています。一説によるとある学者は、この教育基本法を改正することによって、これで全部終わる

と。憲法もまだ残っていますけれども、そこのところへいって、改正するものは全部だということ

なのです。 

 たまたま先だって新聞にも出ておりましたけれども、ある、これは児童読物作家なのですけれど

も、文部科学省の教育基本法見直しで、愛国心を育むだとか体験学習だのと言い出されると、あの

悪夢のような日々が明瞭に思い出されてくるくらいだという、こういう論説も出している人もかな

りたくさんいるわけで、ですから１つそういった愛国心、昔の戦時下の夢を持ってくるのではなく

て、正しいその、今の、今ある教育基本法で十分なのだと。それらを１つ、今の直す必要がないと

いう、こういう意見書でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、もう１本今日配布されておりますけれども、「三位一体の改革」

の早期実現に関する意見書（案）、これは全道議長会から来ているものですから、いままでは全道議

長会のものについては町外ですけれども、同じくみなすということでございます。 

 それでこの３本につきましては、今日、「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書については、

帰ってお読み下さい。 

 この３本につきましてはですね、各会派で十分議論をされて、１６日の議会運営委員会で議会と

してどうするかという議論のうえで、決定をしたいというふうに考えておりますので、そのような

方向でこの意見書３本については進めさせていただきたいと思いますけれども、よろしゅうござい

ますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） よろしいですね。じゃ、各会派で十分議論をされて、１６日の議会運営

委員会で結論を出すというふうにしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

                休憩 午後１２時０７分 

 

                再開 午後１２時０７分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 あと、量はそんなにありませんけれども、昼食をという声がございますので１時まで昼食休憩と

いたします。 

 開会を１時ジャストといたしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

                休憩 午後１２時０８分 

 

                再開 午後１３時００分 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

 意見書については、先ほど終了いたしましたので、陳情書・要望書等の取扱についてを議論した

いと思います。 

 陳情１号、２号は前回の配布の文書の中に入っております。 

 はい、局長、よろしくお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） まず、先般皆さんにお送りしている中で、陳情１号というふうにレジ

ュメの方はふっておりますけれども、政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情書。これについ

ては経過がございますのでね、ちょっとご説明を申し上げたいと思います。 

 これについてはですね、お手元に陳情書が行っていると思いますけれども、右上の方に受付印が

ありますが、１５年の２月２４日。この日に提出をされて、受理をしております。 

 これについてはですね、３月定例会に向けての議運の委員会がございまして、２月２８日に議運

の委員会がございました。それで、この陳情書の取り上げる取り扱いの方法について、協議をした

経過がございます。 

 それで、３月定例会において委員会付託と、本来陳情ですから委員会付託になるということにな

りますが、ご承知のとおり、４月の改選期にちょうどぶつかるわけです。 

 それで、４月の改選期をもって審査未了。一般的に廃案になるということになるものですから、

これについては委員会付託をしないで、継続して議長預かりというような形にしまして、今回改め

て改選期後議題として取り上げようということで、もちろん再提出ということじゃなくて、あくま

でも２月の２４日提出されたものを、継続して議会でお預かりしておいて、６月の定例会に向けて

の取り扱いを決めようと、こういう経過がございます。 

 そんなことから、今回その取り扱いについて陳情書を１号として、一応ですね、提案するもので

ございます。 
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〇委員長（大渕紀夫君） 今、局長からご説明がございましたけれども、経過についてはよろしゅ

うございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） はい。それではこの陳情第１号、総務文教常任委員会ですね、の付託に

なると思うのですけれども。これは総務文教だと思います。「平和の意見書」の提出を求める陳情で

すから。陳情の中身、願意はそこにございますので総務文教だと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、それでは総務文教常任委員会付託といたします。 

 続きまして、陳情第２号、石山１区内の町道舗装整備に関する陳情書でございます。 

 説明、ございますか。 

○事務局長（山崎宏一君） 特にございません。 

〇委員長（大渕紀夫君） これは産業建設だと思いますけれども、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 陳情第１号は総務文教に、陳情第２号については産業建設常任委員会に

付託をするということで、本会議に臨みたいと思います。 

なお、要望書等につきましては、従来どおり、白老町の要望者・陳情者がいない場合は、参考配

布といたします。通例でございますけれども、そのようにさせていただいています。 

もし、これをお読みになって、どうしても白老の議会で取り上げたいという方は、ぜひ各自が意

見書なら意見書で会派で相談をして、出していただく。陳情なら陳情で、また出していただく方を

作ってですね、出してもらうと。そういう取り扱いにしておりますけれども、要望書等１号から５

号までについては、そういう取り扱いでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） はい。それじゃ、そのようにさせていただきます。 

 すみません。要望書の中で２番目と３番目、有事法制に関する要望書と有事法制三法案の廃案を

求める決議、これ参議院を通過いたしました、衆・参通過いたしましたので、これについては提出

はいたしません。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 出しても意味がございませんので、そういうふうにさせていただきます。 

 じゃ、次にいきます。１１番目、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。 

 はい、局長お願いします。 

〇事務局長（山崎宏一君） これについては、３月、前定例会については改選期ということで、所
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管事務調査は各委員会とも実施しておりませんでしたけれども、この６月から各３常任委員会・議

運、これが所管事務調査等が入ってまいります。 

 これについてはですね、６月の２５日の本会議終了後、各委員会を開催していただきまして、次

期の所管事務調査を決定することになります。  

 ６月２５日の本会議終了後、私の方からご案内申し上げますが、各委員会ごとで次期の所管する

事務、これについての事項を決定していただくということで、２５日に予定してございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、所管事務調査については６月２５日、各委員会を開いて決定する

ということでよろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、それでは１２番、委員会協議会の開催について。産業建設常任委

員会に委員会協議会の申し出がございます。 

はい、局長お願いします。 

〇事務局長（山崎宏一君） はい、これについては１枚で来ています。産業経済課からきています

が、これ一部条例の関係と補正予算もさっきちょっと説明がございましたけれども、それに関わる

部分です。 

 これについては、今回新たに、１４年度から進めていたということなのですけれども、今回新た

にこの活動資金支援の基金条例、また補正なんかなるものですから、事前に産建の方にですね、説

明をしておきたいという申出書でございます。  

 それで、後からまた議事日程については後ほど説明いたしますが、一応ですね、６月の１２日本

会議終了後、委員会協議会を開催して、産業経済課から説明を受けるということを、一応流れとし

ては考えておりますが、もし日程上この日が都合が悪ければ、２３日からのですね、週の委員会協

議会ということになろうかと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 産業建設常任委員長がいらっしゃいますけれども、それでよろしゅうご

ざいますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは、委員会協議会につきましては産業建設常任委員会が委員会協

議会を受けるということで、決定をしたいと思います。 

 続きまして、議長の諮問事項について。特別委員会の設置、委員の選任についてでございます。 

これについて、局長の方から説明を願います。  

○事務局長（山崎宏一君） まず、仮称とか参考という言葉が書いてございますが、これは改選期

だったものですから、改めて出すというような形になります。 

仮称、これは前回はこの仮称はありませんけれども白老港整備促進特別委員会ということが設置

されておりました。今の時期なものですから、一応仮称ということで表現してございますが、そし

て参考として前期、平成１１年６月定例会で設置をしてございます。 

白老港整備促進特別委員会。これについては、白老港の整備促進等について、調査・推進を図る
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ためを目的として、委員数７名をもって設置をしてございます。これが１点です。 

もう１つも仮称、白老町中核イオル整備促進に関する調査特別委員会。これも参考の中にござい

ますが、前期なのですが、平成１１年６月定例会から、関連がございますので書いてありますが、

ポロト地区跡地利用に関する調査特別委員会というものを設置してございました。 

これについては、ご承知のとおりポロト地区の跡地利用について、調査・推進を図るためを目的

として、委員数７名をもって設置してございました。 

付け加えますが、このポロト地区の跡地利用に関する特別委員会については、数回今まで委員会

を開催してきましたが、ご承知のとおり、この中核イオルが白老に決定になったということがござ

いまして、委員会の中でもあのポロト地区の跡地も含めた全体的なイオルという中で、やはり検討

する必要があるのではなかろうかということで、実質的には跡地の利用については、結論は出てお

りません。 

従って、今後このイオルを中心とした、あの近郊の利用を考えるべきだということの委員会でも、

当時ございました。そんなことから今回、議長の諮問という中で、これらについての必要性、これ

が諮問されているところでございます。 

後段の方の参考で申し上げますが、特別委員会の設置についてはご承知のとおり、委員会条例第

５条で必要がある場合においては議会の議決で置くということになってございます。 

次ですが、委員の選任。これは委員会条例の第６条にありまして、議長が会議に諮って指名する

ということになってございます。 

ただし、申し合わせがここに書いてありますとおり、委員は各会派に割振りし、会派から推薦の

あった者を議長が会議に諮って指名すると。この場合無会派についても全体的な均衡をみて考慮す

るというのが１つです。 

もう１つは人員の関係なのですが、構成は、常任委員会の委員数と概ね同数程度とすると。前回

までは７名なのですけれども。ただし、委員会の目的等から多数をもって構成することが適当と判

断したときは、この限りでないという申し合わせがございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。議長からの諮問事項でございます。  

これ、議長何かご意見ございましたらどうぞ。  

○議長（堀部登志雄君） いいえ、特に。このとおりで。 

 もしできれば設置していただきたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

 議長の諮問事項として今お話がございましたように、２つの特別委員会を設けてはどうかという

ことでございます。内容については、今局長から説明があったとおりでございます。 

 このことについて、ご質疑がございます方、どうぞ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 宗像です。内容でなくて、委員の数なのですけれども、たまたま私のとこ

ろは副議長を抱えているのですが、議長はもちろんですし、副議長もこれ別枠というふうに判断し
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ていいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（山崎宏一君） この特別委員会はですね、副議長は議運であるものについては出てお

りますが、特別委員会については副議長の出席は、オブザーバーとしてもないわけです。 

 議長は地方自治法に基づきまして、全委員会出席して、意見を述べることができるということに

なっておりますけれども。ですから特別委員会ですから、議運と違いますのでね。その辺は特に配

慮しなくてもということで考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） 私もそういう考え方です。 

 要するに、議長以外は全部の会議に出るということではございませんので。議運は出れますけれ

どもね。議会運営上の問題ですから。 

 ですから、そこについては一切考慮する必要はないと、会派の数で、構わないということであり

ます。 

 他。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 無ければ、この２つの特別委員会を設置するということでよろしゅうご

ざいますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 白老港整備促進特別委員会、これはずっと同じ名前で特別委員会が設置

されてきたという経過がございます。 

 しかし、白老町中核イオル整備促進に関する調査特別委員会というのは仮称でございます、これ

は。これは全くの仮称でございます。今での例もございません。 

 特別委員会の名称として、これでいいかどうかということだけちょっとご議論を願いたいという

ふうに思います。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） よろしいんじゃないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） こういうふうにした方がいいとかっていう意見はございませんか。 

 はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） はい、玉井です。これ、できれば短くしたらと思うのだけれども、短くす

る方法はないのかね、これ。２番目のイオルの方。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。局長いいですよ。  

○事務局長（山崎宏一君） これは内部のことですからね、内部さえ理解できればいいのですが、

もし縮めるとすればですね、白老町中核イオル、この白老町中核まで取ってイオル整備でも分から

ないわけじゃないのですね。 

ただ、中核という名称がね、中核になるわけですから、それで中核イオルということを付けてい

ますので、取るのであれば白老町という名称は取っても構わないかなというふうに思いますけれど
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も。中核イオルは白老だけですから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） これ、中核イオル整備促進調査特別委員会でもいいんじゃない。に関する

を抜かして。それでどうだい。中核イオル整備促進調査特別委員会。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私はそれでよろしいんじゃないですかっていうのは、従前の説明の跡地利

用もありますから、それを包含するためには、関するの方がいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） そういうことなのです。中核イオルの整備だけじゃなくて、これに関

わる部分があるとすれば、中核イオル、また前後左右のね、色々なことに関わってという広い意味

で表現しているものですから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） はい、玉井です。それは分かるのです。私も。理解するのだけれど、どう

もこの文言がね、に関するというのがちょっとこう、抜かせばすごく短くなるから。今僕も何回も

言うけれども、中核イオル整備促進調査特別委員会っていうのはゴロがいいような感じがするのだ

けれど。 

 皆さんが分かれば、それに越したことはないわけだから。分かっててみんながやる部分について

は問題ないと、こう思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） はい、熊谷ですけれども、確かに今玉井委員がおっしゃるように、内部で

分かればいいのだから、詰めればいいという話も、それも１つだと思うのですが、対外的にこの問

題になると、外に出る部分が多いのかなというふうに思いますので、担当される委員も、委員長し

かりですけれども、色々な各機関とものお話も出て来ると思いますので、そういう意味の中では端

的に言葉を切っちゃうと、包含している部分のところの話ができなくなるという恐れがありますの

で、あった方がいいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方、どうですか。 

 及川副議長。 

○副議長（及川 保君） 今、短くできないかという話なのですけれどもね、前回はポロト跡地利

用に関する調査等特別委員会。こういう実はポロトのあの地域の、あの部分の一部の部分について

の特別委員会が実はあったわけですね。 

 それに代わるものじゃないのですけれども、途中から中核イオルが決定をみたということで、こ

の委員会を設置すると、これが今回の趣旨なのですね。 

 これどうですか、局長。白老町を取るという部分はどうですか。直、中核イオル整備促進に関す

る調査特別委員会。やるとすればそのぐらいしかないのですよね。審査とはいかないはずですから、

調査ですよね。 
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 それで、委員長、お話を進めたらいかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 私はこれ、このままが１番いいんじゃないかと思うのですよ。 

 なぜかと言うと、イオルだけの議論じゃないっていうことが１つですね、もう１つはやっぱりど

なたかおっしゃっていましたけれども、対外的にやっぱり出るということもあると、私は白老町が

入った方がいいんじゃないかという考えなのです、僕は。 

 それでね、こればっかりはちょっと今の状況では折衷案を取るというわけにはいきませんので、

もし皆さんのご理解が得られれば白老町中核イオル整備促進に関する調査特別委員会と、ちょっと

長いのですけれども、このようにさせていただけないかということなのですけれど、どんなもので

しょうか。 

                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） じゃ、円満な形で１つ、そういうふうに決定をさせていただくというこ

とで、お願いしたいと思います。 

 局長。 

○事務局長（山崎宏一君） 申し合わせの所に書いてございますとおり、委員は各会派に割り振り

ということで、各会派から推薦のあった者をということになります。 

 人数が何人よるかによって違いますが、概ねやはり７名ということになろうかなと、そういう中

で考えた場合に、議運と同じく、会派の人数のね、割り振りということにも１つ案としてあります。 

 それと、無会派についても全体的な均衡をみて考慮するということなのですが、これについては

ですね、今までの議会運営委員会においてもですね、その考慮の範囲なのですね。 

 ですから、この辺がいつも議論の実は分かれるところでもございました。今までも。 

 そういうことで、今回たまたま加藤議員と西田議員さんがいらっしゃいます。 

 それで、前回、前々回、というのは改選期前の議運でもどのようなこの考慮の仕方がいいかとい

うことが、大変議論になった部分もございます。この特別委員会の設置の場合は必ずなるわけです。 

 そんなことで、これについてはですね、誠に恐縮な言い方なのですが、各無会派の委員さんにつ

いては、除斥的な考え方を持っていただいてね、今回この場から若干ちょっと時間、１０分か１５

分席を外していただいた中で、各会派の皆さんで議論した方がですね、議論しやすいのかなと。今

までの経過を見ますとね。 

 そんなことを考えているというか、前回も色々とあったものですから。その方が適当じゃないか

なというふうには考えておりますが。いかがなものでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 原則論で言えば各会派から出ることになるわけですけれども、しかし、

無会派の方も十分考慮してと、それは今までも決算審査特別委員会等々の中で、考慮してまいりま

した。 

今回たまたま２名いらっしゃいますので、ちょっと除斥と同じような形で局長と相談しまして、

構造をどうするかという議論の場のみ除斥ということでお願いをして、議論をした方がいいんじゃ

ないかという判断をいたしましたけれども、どうでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

それでは申し訳ございません、ちょっと西田議員、ちょっと終わるまでちょっと席を外していた

だければと思います。 

すぐ呼びに行きますからね。ちょっと待っていて下さい。 

 はい、休憩しておりませんので、引き続き会議を続行いたします。 

 ただ今お話がありましたようにですね、特別委員会の場合は任期が２年でもなくて、審査が終了

する、この問題が結論が終結するまで特別委員会は続きますので、ちょっと決算審査とはちょっと

違いますのでね、そこら辺皆さんのご意見を十分伺うと。 

 ただ、ざっくばらんに申し上げればですね、第１会派の新政クラブさん以外は全部１名なのです

よ、出せる委員は。ですから、はっきり言えば考慮の対象というのは新政クラブしかないのです。

言えばね。 

 ざっくばらんに言っているのですけれども、事実そうですから、それ以外の考慮の仕方はござい

ません。そこら辺含めてですね、ちょっとどのようにすればいいかということで、忌憚ないご意見

をお聞かせ願えればと。こういうことでございます。 

 この議会運営委員会と同じ構成メンバーの人数になりますのでね、はい。 

 どうしても新政クラブ以外の方で、譲るという所があればそれは構いませんよ。ただ、そうなら

ないんじゃないかと。 

 はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。例えばね、新政さんが譲っていただいたとしても１人ですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員（玉井昭一君） そうすると２人無会派がいるわけですよね。これまた不公平な話だと思い

ますので、譲るって言ったって１人以上はできないわけですから、これは今回についてはね、薄情

な言い方かもしれないけれども無会派には遠慮していただくと。これが妥当でないかと思いますけ

れどもね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 私がなぜ今こういう話をしたかっていうと、ある意味で言えば、新政ク

ラブさんは議長を出されている会派なのですね。 

 そうすると、これは議会運営上の問題できちっとして整理をしておかないと、無会派も考慮する

とこうなっておりますのでね。 

 正式に言えば、今玉井委員の言われたとおりで私は構わないと思うのだけれども、ただ考慮をす

るっていう部分で、議長の腹も含めてありますのでね、実は今まではそういうケースがございまし

たので、それでちょっとお諮りを、除斥をしていただいてお諮りをしたという経緯なのです。 

 ここで機械的に決めていいものであれば、それはそれで構わないのですけれどもね。 

 そういう配慮もございましたので、そういうことでお話をいたしました。 

 はい、及川副議長。 
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○副議長（及川 保君） もう率直に言わせていただければ、２通りしかないのですよね。今玉井

委員が言ったのと、近藤代表がね、出席されていますから。 

 その辺のご返答でもう決まってしまうのですよね。それだけだと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから２つっていうことは、２つ特別委員会があるのだから、１人ず

つ入ればそうなるっていうことなのですよ。 

 そういうことも考えられるということを十分考慮に入れてということであります。 

 暫時休憩をいたします。 

                休憩 午後 １時２８分 

 

                再開 午後 １時３３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。 

 近藤委員。 

○副委員長（近藤 守君） はい、近藤です。私ども会派は、この委員会のですね、設置案どおり

７名でいくということで、私どもは２名でいくと。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。ただ今新政クラブから、委員構成については従来どおり

会派から出すと、出させていただきたいという、こういう意見でございます。 

 自動的に他の会派の皆さん方の中で、ここは替わって無会派にっていうところはございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、無ければ今回については無会派の方は特別委員会には参加を見合

わせていただくという結論になりますけれども、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

                休憩 午後 １時３５分 

 

                再開 午後 １時３５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。 

 ２つの特別委員会の設置については、議運の皆さん方からは、了解をいただきました。 

 委員構成ですけれども、委員会構成の比率表がございますけれども、これに基づいてこのとおり

委員を選出するということでございますので、今回については無会派の方は特別委員には選出され

ないと。こういう結論になりましたので、確認をいたしたいと思います。 

 以上、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

 お謀りをいたします。６月１６日の議会運営委員会までに、各会派の特別委員の選出をして、事

務局まで提出をしていただきたいと思います。６月１６日の議運までに、２つの特別委員会の委員
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会構成について、各会派から事務局に届け出を出していただきたいというふうに思います。 

 １６日は１時半からですから、その時で構いません。 

 特別委員会の設置については、以上でよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

 じゃ、次にまいります。２番目、白老町議会旧姓使用取扱要綱（案）の制定について。別紙がご

ざいます。 

 これは、私が増田かづよ議員のことにつきまして、議会事務局にお願いをいたしまして、旧姓使

用を認めていただきたいということで、お願いをしたものでございます。 

 ここにのっとって、きちっとやっていただくということで、選挙立起時は白老町の選挙管理委員

会にも認めていただいておりますので、その成文化をきちっとして、今後の対応を含めて諮るとい

うことで、議会事務局で色々ご足労を願ってやっていただきました。 

 局長の説明をお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） はい。今委員長の方からお話がありましたとおり、別紙で案というこ

とで付けてございますので、簡単にご説明を申し上げたいと思います。 

 これについてはですね、今回は旧姓使用の取り扱いというふうになっておりますけれども、通称

使用というお名前も皆さんお聞きになったことがあると思いますけれども、芸名だとかね。 

前の大阪府の知事だとか、今回の岩手県ですか。グレートサスケだとか、色々名前がありますけれ

ども、今回は通称じゃなくて旧姓使用です。 

 ですから今回ですね、統一選挙においても増田さんについては、これは選挙の方の通称使用が認

定されておりまして、土屋でも承認をいただいて、選管の方からいただいておりますので、従って、

投票には土屋でも良し、増田でも良しと。こういうことになっております。参考のために。 

 ということで、一応ですね、このことは今までも特に白老町の議会では無かったのです。今回初

めてなものですから、やはりちゃんとした手続き的なものをですね、作っておくことが今後も良か

ろうということで、案をですね、ちょっと作ってみました。 

 これについてはですね、あくまでも手続き的な要綱でございますけれども、一応ちょっと簡単に

ご説明を申し上げます。 

 要綱案ですけれども、趣旨なのですけれども、これはここに書いてあるとおり、この要綱は白老

町議会議員が婚姻・養子縁組・その他の事由によって、戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の

前の戸籍上の氏を議会議員に使用することに関して、必要な事項を定めるものとすると。 

 ですから、結婚しても前の名前を引き続いて議員活動に使用しようということの内容でございま

す。 

 まず、２条の承認なのですけれども、基本的には後から別紙で説明いたしますが、議長の承認を

受けるというのを原則にしてございます。 

 当然この場合は、議長の方から、あった場合はですね、議運におかけをするというのがたてまえ
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になりますけれども、基本的には議長の承認ということになります。 

 ３条については、旧姓使用の申請、これも後から出てきますが、これは申請書を出していただく

ということに、基本的になります。 

 ４条の承認の通知、これは議長は旧姓の使用を承認したときは、当然これ議運にかかりますけれ

ども、別紙で認定通知書を出すという手続き的なもの。 

 また、５条では中止届。何かの事情で、この旧姓使用をまた改める場合ですね。またと言うか、

使用がなくなる場合。その場合も届け出をしていただくということです。 

 それと６条の責務なのですが、旧姓を使用する議員は旧姓を使用するに当たって、議員活動及び

その関連する事務所に、誤解や混乱が生じないように努めなければならないということで、１字１

句全部が全部ですね、書くことができませんので、これは議員さんのこういう責務として、混乱の

ないようにしていただくということの内容でございます。 

 最後が附則になりますけれども、これは６月１０日になっておりますけれども、今日なら今日で

も結構なのです、これは。 

 これはですね、議決のいる事項じゃございません。議長が定めることができる、要綱ということ

ですから、条例とかだったら議決要件なのですが、この要綱は議会で定めることができるというこ

とで判断いただきたいと思います。 

 従って、今回の議運で良しとするならば、今日または明日から使用が可能ということになります。 

 それで、その下に別表、第２条関係ということなのですが、この２条関係、別表に掲げる事項を

除き、旧姓をし使用することができるということですけれども、基本的にですね、このことはでき

ないのですという意味です。 

 履歴に関する届け出処理。戸籍関係になりますのでね。履歴関係。それから身分証明書。それか

ら辞職。これはするとかしないとかじゃなくて、一連の行為でございますので、行為と言うか、あ

った場合ということです。辞職願。それから給与・旅費・費用弁償の支給関係の書類。それと源泉

徴収票の名義。叙位叙勲の申請。在職証明書等各種証明書。それと、道の町村議会の共済会、共済

の年金関係ですね。これに関する各種届出書。その他、旧姓の使用によって実務上の混乱が生じる

恐れがあると議長が判断するものはだめですよということです。 

 それで、恐らくこれについてはですね、これは主なものなのですけれども、その他色々出てくる

可能性があります。しかしその場合は、出てきた場合に議長またはこういう議運で判断をいただく

ということになろうかと思います。 

 逆にですね、それじゃどういうものに使用できるのだということになりますと、本会議の議席札。

議席名がなります。それと、議長が当然お呼びをするときも当然なります。それから委員会での名

称、これも旧姓でよろしいと。ですから、その他委員会の使用ですね、特別委員会だとかあります

けれども、そういう所の氏名の取り扱いも旧姓でよろしいと。 

 その他たくさんありますけれども、そういうことで基本的には今言ったこの１から９、これを基

本的に戸籍上の名前ですよと。これ以外は基本的にいいですよということに、単純に言いますとな
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ります。 

 それで、次のページなのですが、様式第１号、これ３条関係の手続きです。申請が本人からあり

ましたときに、これに基づいて申請をしていただくと。 

 それで次の様式、４条関係は、これについては承認の通知でございます。 

 次のページ、第３条関係。これは中止した場合。何らかの事情で、そうでなくてもいいというこ

とになりますと、これも申請をしていただくということになろうかと思います。 

 それで、今回ですね、今大渕委員の方から増田さんを土屋さんということで出てきております。

そんなことで、さっそくこの様式１号で、今回ですね、もう１２日から定例会が迫っておりますの

で、今日ですね、この申請書というのは当然会派の代表を通じてありましたので、手続き的にはも

う事務手続き的なものなのですね。 

 ですからもし今日ですね、そういう形で申請書が出てきたという仮定の中で決めていただきます

と、また議運を開いてということになりますと１６日になってしまいますのでね、良しとするなら

ば今日をもって、手続きはしていただきますが、今日をもってよろしいですということになれば、

早速１２日からの本会議・委員会等については、旧姓で取り扱いをしたいということになります。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただ今局長から説明がございました。 

これについて、質問のございます方いらっしゃいますか。 

吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。承知してちょっと２、３質疑いたします。 

 今回の特定議員なのでございますけれども、戸籍法上では一般的にこういうのってあり得ないの

ですが、この氏を利用することによる、特別の本人に疎外感とかあるいは損失とか、マイナスな要

点があるのかどうか、ちょっとお聞かせ願いたい。 

 それから、いずれにいたしましても、選挙事前の氏とそれから当選後の氏という、２つの区分か

ら判断した時に、要するに当選後の氏についても旧姓を使用しなければならない特別な理由が発生

しているのかなということについて、察しは承知しておりますけれども、ちょっと何か特別な理由

がありましたら教えていただきたいのですけれども。 

○事務局長（山崎宏一君） これは大雑把な言い方になると思いますけれども、これはあくまでも

ご本人の申請になりますのでね、ですから色々察するところによりますと、ご職業柄また日常の生

活、また今まで一般的に旧姓でやっていることが職業上、日常生活上また議員活動上その方がマイ

ナスじゃなくてプラスというのでしょうかね、逆に言いますと。 

 そういうような考え方のものだというふうに判断はしておりますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） ２点目も全く今局長が説明されたことと同じことです。 

 マイナス側面は全くないので、これが使えるのであれば使わせていただきたいということでござ

います。 

はいどうぞ、吉田委員。 
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○委員（吉田正利君） ちょっと関連で。例えば管内並びに道外へ行ってこのような呼称の処置を

とっている議員さんはありましょうか。事例がありましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 承知している範囲ではありません。 

 それでですね、今回もこの要綱を作るのにですね、要綱がなくてもできることはできるのです。

これは内部のことですから、議員さんがそれぞれ共通認識していただければできる話なのですが、

しかし他のところもなかなかない、全国的にはあまりないのです、実は。 

 実際はあるのでしょうけれども、この要綱を作ってというのはあまり実際はないのですけれども

ね。ちょっと全国的に見ますと、宮城県あたりがですね、非常にこういうところが、議会が、宮城

県の議会ですね。かなり全国の都道府県の中でも、非常に先進地的な議会なものですから、こんな

ところの意見も聞いたりしてですね、今回要綱を、実は管内では初めてだと思いますけれども、作

らせていただいておりますし、管内では承知しているところでは、通称なり、今回の旧姓使用を使

っているところはないというふうに認識はしております。 

○委員（吉田正利君） 分かりました。結構です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ございませんか。 

 はい、委員外議員の西田委員に発言を求められておりますので許します。 

○委員外議員（西田祐子君） 西田です。私もですね、旧姓使用を申請してもよろしいのでしょう

か。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（山崎宏一君） それはだめだということにはならないと思います。 

 今、増田さんが土屋さんにというのと同じくですね、それは色々な形で日常の活動、議員活動を

含めましてね。そういうところでプラスになる方が多いということの、これはご本人の判断ですの

でね、こちらの方で良い悪いというのはなかなか判断、実はできないのですけれども、少なくとも

本人の申請によって、手続き的にはこうなっていますけれども、積極的にこちらがだめだよなんて

いうことにはならないです。 

 積極的に良いですよという、実はこれ、内容のものなのですよね。 

 ですから、そういうような形があれば今後また議運にかけて、手続き上的なね、ご承認をするよ

うな格好になろうかと思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。 

○委員外議員（西田祐子君） はい、ありがとうございます。早速申請したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） これですね、たまたま今回増田さん・土屋さんというのはですね、１

つの選挙時、選挙時に選挙管理委員会でもですね、これを認めていただいたという大前提が実はあ

るものですから、なければだめだということじゃなくて、そういう大前提があって、選挙の当時も

こういうことで通称使用を認めていただいているという大前提があったものですから、議会の方も
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これに合わせてという形に、実は流れとしてはなっております。 

 ですから、西田さんの場合はだめだということじゃなくてね、今回はそういう流れの中でやって

おりますけれども、もし、その方がご本人がメリットも大きいよということであれば、それはよろ

しいということになると思いますけれども、ただ、さっきも言ったように１２日からですね、定例

会が始まる予定になっておりますので、それじゃ今日は土屋さんと増田さんの関係なのですが、そ

れじゃ１２日からあと１日か２日で出していただいて、それで全部変えるということになると、ち

ょっと事務的には間に合わない部分があるのかもしれません。 

 ですから、例えばこの６月定例会が終ってから、９月に向けて手続きをしていただくとかね。も

し許すのであれば、そういう方法でやっていただいた方が、私ども色々な準備をする中でもですね、

混乱はないかなというふうには思っておりますが。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますか。  

 はい、白老町議会旧姓使用取扱要綱の制定及びそれに関することについては、よろしゅうござい

ますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） じゃ、そういうことで決めさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 次に、市町村合併調査・研究会の設置について。別紙がございますけれども、局長の方からお願

いします。 

〇事務局長（山崎宏一君） これはですね、本来であればずっと引き続く事案なのですが、今回改

選期ということがあったものですから、それでまた改めて出させていただいております。 

 それで、前期の市町村合併に関する調査・研究会の規約、これは全議員には行っていないと思い

ます。 

 これについてはですね、幹事会の中で会のちょうど中途だったのですけれども、その時にですね、

お諮りをして一応内々にこういうことを決めておこうということで、実は決めております。 

 そんなことで、これについてもですね、特に第５条ですね。会長という欄があるのですが、本会

に会長を置くと。それで会長は議員会長をもって充てるということを大原則にしております。 

 それと第７条の幹事会なのですが、これにも事前にですね、色々な協議、事前にしておくための

組織として幹事会を置くということにしておりまして、これの幹事会も各会派からの代表者をもっ

て構成しますよと。また、幹事会に座長を置くということになっております。 

 そんなことを含めて、次のこのページに平成１４年の６月にこの研究会を設置してございますが、

４回ほど勉強会を実施したという経過を、参考までに載せてございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 前回の委員会ではですね、この調査研究会を立ち上げまして、合併に関

する勉強会を議会議員自らがやろうということで、作ったものでございます。 

１つはこれ、継続するかどうかということが１つございますし、継続するとしたならば、この規

約どおりに進めるということがいいのかどうか。その点あたりでご質疑を願えればというふうに思
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います。 

どうですか。 

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） はい、玉井です。今までどおり、進めたらよろしいかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員。 

 名称それから規約含めて、このとおりに進めると。合併問題について、議員自らが勉強していこ

うということでやるということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） はい。それではそのように取り扱います。 

当然第２回定例会の中で幹事会等々を開いて、体制を作るということを含めてちょっと、準備を

したいというふうに思います。 

はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像 脩君） 活動経過のこれ３回目、８月２６日１時３０分から１時３５分まで、これ

間違いではないですね。 

○事務局長（山崎宏一君） すみません、これは午後３時３５分のようです。  

〇委員長（大渕紀夫君） はい、暫時休憩をいたします。 

                休憩 午後 １時５７分 

 

                再開 午後 １時５９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。 

 休憩中に説明がありましたように、１６日にこの協議会の代表者を含めた案を提出していただき

たいと思います。 

 当然その前にですね、皆さん会派会議を開かれると思いますので、その中で、これは全員協議会

の中で行いますということでそのときだめだという意見だったら困りますから、そのことも含めて

ですね、お話をして下さい。 

 よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次、１４番目、第２回定例会の日程について。別紙の定例会議

事日程全日程というのを見ていただきたいと思います。 

〇事務局長（山崎宏一君） ４枚ほど綴っておりますが、今委員長の方から全日程という形なので

すが、町から各案件、件数を含めてご提示がございました。その中でちょっとご説明をしていきた

いと思いますが・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、暫時休憩をいたします。 

                休憩 午後 ２時００分 

 



４４ 

                再開 午後 ２時０５分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

休憩中にご説明がございました。会期の決定なのですけれども、平成１５年度の第２回定例会に

ついては、６月１２日から６月２７日までの１６日間といたしたいと思いますけれども、ご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 異議ないものと認めます。よって、第２回定例会については６月１２日

から６月２７日というふうにいたしたいと思います。 

 次、１５番目、その他。全員協議会の開催について。事務局長、お願いいたします。 

〇事務局長（山崎宏一君） このことはですね、ここに書いてありますとおり、皆さんご承知のと

おり、第４次の行政改革が昨年の６月からスタートしております。 

それで、今年の６月、この６月で丸１年を経過しますので、１番目の１４年度の進捗状況の結果、

これのことを言っているのです。 

それと、１５年度・１６年度の計画。ですから、１４・１５・１６、３カ年が前期と。また３カ

年が後期ということになっておりますので、１４・１５・１６が前期３カ年です。 

それで、ここに書いてありますとおり、この１５年・１６年の計画についてはですね、６月下旬

にですね、町長が代わったということも含めまして、この１５・１６の計画をこの１４年度の推進

状況・推進結果を含めて、どういうような形で持っていくかということなのです、実は。 

それで、本来この６月定例会中にね、これができれば１番実は１年経った後ですから、いいので

すけれども、今言ったように町長もお代わりになっているし、またちょうど作業もね、６月下旬に

なると、終わるのが。ということになりますと、どうしてもこの６月定例会中は全員協議会はでき

ないのかなと思っております。 

 それで、これは行政改革の方とも話したのですが、９月定例会時にはですね、間違いなく今の新

しい町長の答申も含めて、ご提示計画をできるということなものですから、今回の６月下旬には、

この１４年と１５・１６の計画についてを配布をしておいて、９月の定例会時に全員協議会を開い

た方がよろしいのかなという考えの下で、行政改革推進室の方との協議中で、そういう経過になら

ざるを得ないかということで、今日の議運にお諮りをしたいということでお諮りをしているもので

ございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） 行革の関係の全員協議会につきましては、結果が出ているのだけれども、

今後の方針の関係がございますので９月ということなのですけれども、よろしゅうございますか。 

 これはいいですよね。各自議員活動の中で勉強したいという方はぜひ、行革室へ行って勉強して

いただければ、多分資料も出してもらえると思いますので。 

 そのような形で、総括的な全員協議会は９月議会ということにいたしたいと思います。よろしゅ

うございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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〇委員長（大渕紀夫君） それではケネル市代表団来町に伴う受入れについてを局長の方から説明

願います。 

○事務局長（山崎宏一君） まず日程的にはですね、皆さんお手元に２枚綴りでお配りしてござい

ますが、７月の３日から１１日まで９日間になりますが、来町されると。代表団一行２２名になる

予定でございます。 

今日お諮りしたいのは、うち１人がですね、ケネル市の議員さんが来町されるということでござ

います。スール・タッパー氏。男性の方ですが、３５歳の方でございます。 

それで基本的にはですね、町の企画課の方で受入れをしておりますが、基本的には全員ですね、

ホームステイで対応したいというのが企画の方の考えでございまして、一般のケネル市の方々につ

いては白老町の町内の一般の姉妹都市協会を含めて、お願いをしているということです。 

それと、今回向こうの市長が、ネイト・ベローさんがまいりますが、これについては坂下町長の

方でホームステイを受け入れするということに決まったようです。 

それで、くどいようですけれども、この議員さん、スール・タッパー氏について議会の方で、議

員さんの中でホームステイを受入れをできませんでしょうかという打診なのです、実は。 

それで今回議運なものですから、一応協議があったものですから、打診しますということで、今日

お諮りをした次第なのです。以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、市議会議員さん、この方は１番新しい人かね。初当選かな。ちょ

っと知らないね。前回確かいなかったと思うのですけれども、新しい方だと思いますね。 

質問等々ございます方。いや、いきなり受け入れるよというのであれば、それはそれで結構です

けれども。質問等ございますか。 

ぜひ、どなたかのお宅で。 

はい、玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。これぜひどなたかはいいけれども、一応全員に聞かなきゃまず

いんでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです、そうです。当然です。  

○委員（玉井昭一君） だから、一応会派に持ち帰って相談する。あるいは、議長・副議長が代表

して面倒を見ますと言ってくれれば助かりますが。お願いを、その辺。 

 そういうふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） これ３日から１１日までびっしり泊まるのですか。 

○事務局長（山崎宏一君） いいえ、ここにありますとおり、７月の９日・１０日ですね。これは

何か札幌の方へ、ここにありますように江別になりますかね、札幌ですかね。開拓の村だとか、色々

札幌芸術の森とか色々行くようです。 

 ですから、９・１０は、夜はこれお別れパーティになっておりますけれども、９・１０は札幌の

方へお出かけになるかと思います。ですから実質１週間ぐらいにやっぱりなりますかね。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしてもですね、３日ですからこれ、いつまでなのですか。 
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 暫時休憩いたします。 

                休憩 午後 ２時００分 

 

                再開 午後 ２時０５分 

〇委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 その他が終わりましたけれども、局長の方からございますか。ありませんね。 

委員の皆様方からその他についてございます方。 

はい、宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） はい、宗像です。農業委員の話なのですけれども。 

 農業委員は議会の方から３年ということで２名出ているわけですけれども、何か聞くところによ

ると、今回の議会人事のときにこの農業委員の話があったように聞いているのです。 

 この間、先月ここで農業委員会があったのですけれども、議会の方から出てくる人が代わるので

すかという話もありました。ちょっとまだ分からないのですということで、それは終わったのです

けれども、ちゃんとしておかなきゃだめだろうなと思うのですけれども。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、宗像委員の問題提示がございましたけれども、本来的言うと、

この人事問題についてはルール化されているものでも何でもございません。 

 それで、本来から言うと人事問題は会派代表者会議でやるべきものというふうに私自身は考えて

おります。 

 この問題を議運でしますと、今後例えばこういう人事問題までも議運が公式な場で、たまたま今

マスコミがいらっしゃいませんからいいですけれども、こういうことを議会運営委員会で公式にや

るっていうのはいかがなものかとちょっと私はすぐに考えますので、会派代表者の中で、その件に

ついてはご議論を願った方がいいのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

 熊谷委員、手を挙げられましたけれども、よろしいですか。 

○委員（熊谷雅史君） はい、その趣旨で言おうと思ったので。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ありがとうございます。 

 ちょっとね、正式な場でというのはいきませんので、そのようにさせていただきたいのですけれ

ども。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、それではその問題については、後日結論をきちんと出すというふ

うにしたいと思いますので。 

その他ございませんか。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 老婆心ながら、意見としてちょっと聞いていただきたいのですが、もし間

違っていればいいです。 

先ほど冒頭、町長との質疑、やり取りをやりましたが、今後の運営の中で町政並びに私ども議会
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と、議員並びに町政との管轄の中で、色々と調整事項が出てくるのじゃないかなというその予感が

いたします。 

それで１つ、先般も少しながら町長ともそのような関連の中で、議長さん並びに副議長さんがお

会いになった折り合いに、私伺っておりますけれども、例えばそのような経過と今朝のような経過

を整合したときに、何かしら全く切れているのじゃないかと。 

例えば関連の中で、このようなお話を伺っているとか、だからこうだということで一切出てきま

せんし、それで１つ今後の考え方の中で、私も、私はちょっと分からないのですけれども、例えば

そのような私どもから町長の方に、１つ申し入れとか、あるいは調整とか。と言うのは、せっかく

お会いになってもそれが飛んじゃって、さっぱり効果がないということであれば、これまた大変だ

なという気がいたしますので、必要性可否の問題は別にいたしまして、そのような懸念があります

ので、１つ意見として提議いたしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただ今吉田委員のご意見でございますけれども、現状を見ますと、

そういうことも必要かなというふうに感じる部分もございますし、議会運営上今後支障がある場合

は、正副議長の対応と同時に、この議会運営委員会全体が対応するというふうになっていく部分も

ございます。 

 私は、正副議長がそこで色々動いていただくと同時に、現在の問題点で言えば、やはりきちっと

議員の皆様方の前で、また町民の皆さま、ということは町民の皆さまの前ということですけれども、

そこできちっと町長に意見を述べていただけるような、そういうふうにしていかなければいけない

だろうと思っています。 

それは単に、一般質問や代表質問だけで議論するのではなく、議会運営上の問題、また議会との

関わりの問題、行政との関わりの問題については、ぜひきちっとこう対応していただけるようなル

ールをやっぱり作っていく必要があるであろうというふうに思ってはいました。 

ただ、当然正副議長がいらっしゃいますから、そこがきちっと議会を代表しているわけですから、

対応していただきながらですね、必要に応じて議運も動くと。 

今吉田委員が言われました、文書で取り交わすということが可能かどうかちょっと、私もそこは

まだ分かりませんけれども、そういうことも含めてですね、検討しなくちゃいけないのかなという

ふうにも思われる部分がございます。 

議長、何かございますか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。今のお話ですけれども、非常に今回一連の色々な問題等々、皆さ

んの代表者会議の結果、それからその前段での助役の人選の問題で、確かに町長とお話した部分も

ございます。 

 その辺の報告というのですか、それは若干欠けた部分もございますが、今お話された点、文書に

ということはちょっと私もね、急にあれでちょっと分からないのですが、そのくらいのつもりでで

すね、今後は対応していきたいなと。 

 特に今日初めてこの場にですね、町長が来て色々なことを言われました。そうならないようにと
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いうつもりで、正副議長できちっと言ったはずなのですが、それを守っていただかないで、未確認

のまま走ったという事実もございます。 

 そういった中でですね、これでは本当に最終的には文書でも取り交わして、何日にこういう具合

にこういうようなことを言った、お願いしたという形を残しておかなきゃだめな部分があるのかな

というような感じもしているところでございますが、その文書ともかくは別として、今後における

色々な問題点については私ども正副議長の対応についてはですね、時には今言われた議運の正副委

員長を含めてですね、対応して、きちっと皆さんにその部分はこれこれこういう形でこういうこと

を伝えてきた、これについてこういう返答があったということについては、できるだけ皆さんに分

かるような形で、ご報告し、お互いまた協力し合って、正々堂々とですね、執行側と議会側と議論

をしていきたいという具合に思っておりますので、１つよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 私が今なぜこう言ったかというと、先ほどの１つの町長の話の中に、要す

るに前回まわった助役人事の件で、お話は伺ったけれども、それについての解答、要するに今回の

ペケになった内容については議長さんの方にも話を通してあるやの言い方をしていましたです。 

 これは、捉え方によってはですね、聞き終えたのかあれはどうか知りませんけれども、町長自身

がそれで終わっているという判断で話しているのじゃないかと思うのです。今朝の。 

 そうなってくると、私は言葉のやり取りで大小の問題はないのですが、そのようにご本人は捉え

ているとすれば、これは大きな問題だなと。 

 それで受ける方は、それは全く違う意味にとっていると思うのですけれども、あのように言われ

ますと、正規にそれを受け取っているというように捉えたときの問題もあるだろうと。私は何かそ

のようなこともですね、どんどん発生するのじゃないかという気がするのですね。 

 ですから、あの時私は老婆心ながらで申し上げたのですが、一応そういうことでございました。 

○委員長（大渕紀夫君） 副議長、ご意見ございますか。 

 はい、どうぞ。 

○副議長（及川 保君） 皆さんの不信感と言いますか、一連のことについては非常に私も 

憂慮しておりました。 

 それで、先般の代表者会議の後に、直後に、お会いした一件のですね、皆さんに先ほど議長も言

われたように、きちんと報告をやっぱりすべきことだったかなと実は反省しております。 

 この件についてのですね、今吉田委員から出された件についても早速ですね、議長にちょっとお

願いをしまして、議運の正副委員長と協議をさせていただきたいというふうに、私今考えておりま

す。 

 議運、これから終わりますけれども、この件についても検討をさせていただきたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。  

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

 吉田和子委員どうぞ。 
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○委員（吉田和子君） 今日のずっとお話をやり取りしていると、ちょっと感じたのですが、この

間は会派会議で納得できない部分を皆さん出しましたよね。 

 それで正副議長が話しをして、それで一連の会派会議を開いてその結果を聞きたいというふうに

確か、結論が出ていたような気がしたのですが、今日来たら、それが無かったので、別に新しい項

目が無かったのかなと思っていましたら、今日来ていましたので、来るっていうことの結論だった

のかなとちょっと思ったのですね。 

 ですから、報告するべきことが、今聞いたらちゃんとお話したと言っていましたのでね、その時

点で会派に報告することは無かったということですね。 

 それをやらなかったのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議運で取り扱うべきものと、会派代表者会議で取り扱うべきものとは違

いますので、そこの所は我々の側は我々の側として、きちっと捉えて１つ議論していただきたいと

思います。 

今お話しているのは、議会運営上の問題で、新風の吉田委員は議会の運営上の問題で、今の町長

の姿勢のままでいくと危惧される部分があるので、議会運営委員会それから正副議長も参加されて

いますので、そこできちっとしてほしいということも含めての意見と私は取ったので、議題できち

っと話をしたということでございますので、会派代表者会議での中身は再度会派代表者会議の中で

お話をしていただくと。そういうふうに整理をしたいというふうに思いますけれども、よろしゅう

ございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） はい。 

正式になるかどうかは別にいたしまして、正副議長の今のご意見を十分考慮しながら、議会運営

委員会は議会運営委員会として、議会の運営がきちんと行われること。行政がきちんと議会を認め

て、運営する。もちろん運営しますけれどもね。 

町民が納得する議会にするということを原則に、これからもきちんとやりたいというふうに思い

ますので、皆さん方のご意見を十分反映したいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

    ◎散会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 無ければ、本日の議会運営委員会、以上で閉会をいたしたいと思います。

ご苦労様でございました。 

（午後２時３６分） 

 

 


