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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９月１２日（金） 

  開 会   午前１０時０１分 

  閉 会   午後１２時００分 

 

○議事日程 

協議事項 平成１５年第３回白老町議会定例会 関係 

１． 提案議案 

（１） 町長提案（１１件） 

（２） 議会提案（１８件） 

２． 補正予算の説明について（２件） 

３． 議案の説明について 

４． 一般質問について 

５． 諸般の報告等について 

６． 平成１４年度決算及び決算に関する付属書類の審査方法について 

７． 議員の派遣承認について 

８． 意見書の取り扱いについて 

９． 陳情書等の取り扱いについて 

１０． 陳情審査の結果報告について 

１１． 常任委員会所管事務調査の報告について 

１２． 所管事務調査の継続調査について 

１３． 特別委員会の中間報告について 

１４． 常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査について 

１５． 第３回定例会の日程について 

１６． その他の事項について 

 

○会議に付した事件 

協議事項 平成１５年第３回白老町議会定例会 関係 

１． 提案議案 

（１） 町長提案（１１件） 

（２） 議会提案（１８件） 

２． 補正予算の説明について（２件） 

３． 議案の説明について 

４． 一般質問について 

５． 諸般の報告等について 

６． 平成１４年度決算及び決算に関する付属書類の審査方法について 

７． 議員の派遣承認について 
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８． 意見書の取り扱いについて 

９． 陳情書等の取り扱いについて 

１０．陳情審査の結果報告について 

１１．常任委員会所管事務調査の報告について 

１２．所管事務調査の継続調査について 

１３．特別委員会の中間報告について 

１４．常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査について 

１５．第３回定例会の日程について 

１６．その他の事項について 

 

○出席委員（１１名） 

委員長   大 渕 紀 夫 君        副 委 員 長  近 藤   守 君 

委 員   吉 田 正 利 君        委 員  吉 田 和 子 君 

宗 像   脩 君               熊 谷 雅 史 君 

玉 井 昭 一 君        副 議 長  及 川   保 君 

 議 長   堀 部 登志雄 君        委員外議員  加 藤 正 恭 君 

委員外議員 西 田 祐 子 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、皆さんおはようございます。議員の皆様におかれましては、先日

3 日間にわたる町民に対する議会報告会、ご苦労様でございました。お疲れになったと思います。 

それでは、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、傍聴を許可することにご異議ございませんか。 

〔「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） 本日の委員会につきまして議会事務局長から、全般にわたるご説明を行いま

す。 

○事務局長（山崎宏一君） おはようございます。皆さんのお手元にレジメ、お配りしてございますけ

れども、提出議案の関係でございます。 

 始めに、町長側のほうから提案されております案件は、ここにありますとおり補正予算以下１１件予

定されております。説明等については後ほど説明がされます。 

 また、議会関係から１8 件ということになっておりますが、ただし、意見書・陳情書等についてはで

すね、この議運の中で協議いただきますので、若干の件数の減または同じ、その辺の協議がされますの

でこれは流動性がございます。 

 以上が、今定例会で提出が予定されている議案でございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 町長が見えられておりますので、協議事項に入りますけれども、３番目の議

案説明についての人事関係 3 件につきまして、最初に説明を受けたいというふうに思います。  

 それでは、町長どうぞ。 

○町長（坂下利明君） 今回、3 号議案、4 号議案、5 号議案ということで、第 1 番目の 3 号議案のほう

では白老町の固定資産評価委員ということで、黒坂特三さんの選任について同意を求めるということで、

議案を提出させていただいております。それから、4 号議案で白老町の教育委員ということで和歌宏侑

さん、この方の選任の同意を求めるということで議案を提出させていただきます。それから、５号議案

で牧野正典さん、これも白老町教育委員会の委員に選任についての同意を求めることで議案を提出させ

ていただいておりますので、皆さんによろしくお願い申し上げます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、人事関係 3 件につきまして、町長より議案の説明がございました。

特に、この際、委員の皆様方において聞いておくべきことがございましたらどうぞ。 

 ございませんか。それでは、人事案件 3 件につきましては、そういうことで提出されるということで

あります。 

 町長、何かございますか。お忙しいでしょうから、多分人事案件のみだと思いますので、何かござい

ましたらどうぞ。 

○町長（坂下利明君） 助役人事で、いろんな形で、私なりに一生懸命頑張っております。できるだけ、
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この助役人事も速やかに、早い時期に、皆さんに選任の同意を求めるという議案も出したいということ

で、一生懸命頑張っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ご苦労様でございました。どうも。 

○町長（坂下利明君） どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、補正予算について 2 件ございますけれども、補正予算の説明をお

願いいたします。辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） それでは、私のほうから議案第１号の一般会計補正予算、議案第２号の老

人保健特別会計補正予算について、ご説明いたします。 

 具体的な、議案の内容の説明に入ります前に、別紙資料ということで、１枚ものですけれども、今定

例会に提案する補正予算の概要というですね、資料をお渡ししているかと思いますので、そちらをご覧

いただきたいと思います。よろしいですか。 

今定例会に提案する補正予算の概要でございますけれども、まず、１点目、歳入歳出予算の補正規模

でありますけれども、一般会計、第３号につきましては、５７，４０９，０００円となっております。

また，特別会計につきましては老人保健特別会計、第２号のみでございますけれども、８８０，０００

円になってございます。二つの会計合計いたしまして、５８，２８９，０００円でございます。これに

よりまして、本年度の予算の補正状況につきましては参考ということで、記載のとおりでございますの

で、説明を省略させていただきたいと思います。 

 次２点目、一般会計補正予算の主な事項につきまして、議案のほうで後ほど若干詳しくご説明いたし

ますけれども、概要をご説明させていただきたいと思います。歳出予算の主なものといたしましては、

緊急地域雇用特別対策事業が２件で３３，０４２，０００円の追加でございます。記載している事業で

ございます。内容は後ほどご説明いたします。 

 次２点目、公共施設の改修につきましては、厳しい財政状況から、今後新たな公共施設の建設、ある

いは既存施設の建て替えというのは、当面なかなか困難だというような考え方から、現有施設の維持管

理に力を入れ、耐用年数を延ばすため、土木施設も含め既存施設の総点検に着手したところであります。

今後、必要な修繕・改修を計画的に実施することといたしまして、緊急対応が必要なものを、今回予算

計上したものでございます。その額２６，３０６，０００円ということになってございます。 

 その他といたしまして、公共事業等の事務事業予算の過不足の整理といたしまして、１，９３９，０

００円の減額となっております。 

 歳入予算につきましては、普通交付税が確定したことから、当初予算及び６月議会での補正予算に計

上いたしました財政調整基金繰入金の、財源調整分１０９，７１６，０００円の積戻しと、歳出に必要

な一般財源３４，４９２，０００円を合わせまして、地方交付税１４４，２０８，０００円を計上した

ほか、記載のとおり各特定財源を計上してございます。 

 それでは、議案に基づきまして内容ご説明いたします。 

 先ず、議案第１号、平成１５年度白老町一般会計補正予算、第３号であります。歳入歳出予算の補正

額につきましては、先ほどご説明のとおり、５７，４０９，０００円の追加でございます。合わせて地

方債の補正を行ってございます。 

 次、歳出のほうから具合的な内容、ご説明させていただきたいと思います。ページでいきますと、１

２ページからになります。 
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 ２款総務費１項１目一般管理費、１１，２７９，０００円の追加であります。 

（１）庁舎管理経費につきましては、庁舎の修繕並びに物品倉庫の解体工事であります。 

（２）の臨時職員経費につきましては、中途退職者の欠員補充等のための臨時職員の経費でございま

す。 

（３）の情報化推進経費につきましては３，９５８，０００円の追加でありますけれども、臨時職員

の経費につきましては保守点検委託料からの振替え、その他１３節委託料のうちの住民基本台帳ネット

ワークシステム委託料と、１８節備品購入費は住基システムのセキュリティ強化対策の経費でございま

す。これらの住基ネット関係につきましては、特別交付税の算入対象となっております。 

（４）秘書事務経費１，５７５，０００円の追加につきましては、８月１日から町長専用車を廃止し

たことによりますタクシー借り上げ料の追加でございまして、３００時間分を計上してございます。次

１５ページになります。 

（５）の情報化推進事業１００，０００円の減につきましては、保守点検業務の直営化によります臨

時職員経費の振替でございます。なお、財源としては総合行政ネットワーク整備事業の助成金が５２，

０００円追加となっております。 

 次、１０目企画調整費３０，３２３，０００円の追加でありますけれども、右のページに記載のとお

り、伝統的生活空間「金色の家並」伝承事業３０，３２３，０００円の追加であります。財団法人アイ

ヌ民族博物館のチセ３棟の屋根の葺き替えにつきまして、伝統的アイヌ集落の復元・維持業務として、

緊急地域雇用特別対策推進事業を実施するものであります。財源は全額道から交付されます。 

 １６目、町民活動推進費９８１，０００円の追加であります。町民まちづくり活動センター運営経費

でありますけれども、４月から９月までの上半期につきましては、緊急雇用対策事業で実施してござい

ますけれども、下期分１０月からの経費を町単独費として計上するものであります。 

 ２項１目、賦課徴収費５９９，０００円の追加であります。 

（１）収納管理事務経費３０５，０００円につきましては、滞納者の土地差し押さえ分２件につきま

して、不動産公売を行うための鑑定料であります。財源としては、諸収入の滞納処分費を充当します。 

（２）の固定資産税標準宅地鑑定評価事業２９４，０００円につきましては、最近の地価下落により

まして、土地の再鑑定を行うための不動産鑑定料であります。 

 ３項１目、戸籍住民基本台帳費でございますけれども、これにつきましては外国人登録事務にかかる

経費の追加で、全額国の委託金が交付されます。 

 次、１６ページ３款民生費。 

 １項２目、老人福祉費６，２８２，０００円の追加でありますけれども、老人保健特別会計の繰出金

の計上でありますけれども、給付費の５，４０２，０００円につきましては、１４年度決算に伴う過年

度の負担金でございます。老保会計としては、１号補正で計上済みのものであります。事務費は高額医

療費の支給方式変更にかかる、臨時職員及びシステム変更の経費分であります。 

 ３目、身体障害者福祉費につきましては、２０節の扶助費は不足分でございます。財源として国から

２分の１、道から４分の１の負担金が交付されます。２３節の償還金でございますけれども、この返還

金は１４年度の道負担金の精算分であります。 

 ２項６目、児童館費３，０００，０００円でございますけれども、萩野児童館屋根改修事業の計上で

あります。公共施設の総点検に基づく改修の一環として、緊急対応が必要な萩野児童館の屋根の張替え
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等の改修を行うものであります。 

 次、１８ページ４款、環境衛生費。１項２目健康づくり費、増減０でございますけれども、事業とし

ては健康づくり事業経費でありますけれども、１０月１９日開催予定のいきいきフェスティバル開催に

あたりまして、北海道体力づくり推進会議からの助成を受けるため、町予算の実施事業から、実行委員

会が行う実施事業として切り替える必要があることから、各科目から補助金へ振替えるための変更であ

ります。 

 ２項２目、公害対策費１，４８０，０００円でございますけれども、大気汚染測定事業経費でありま

すけれども、北吉原に設置しております大気汚染監視システムの修繕及び風向風速計の更新に要する経

費でございます。 

 次、２０ページ６款農林水産業費。２項３目白老ふるさと２０００年の森管理費５５０，０００円で

ありますけれども、これはポロトの２０００年の森のバンガロー及びキャンプ場炊事場の修繕料であり

ます。 

 ７款商工費、２項１目観光対策費でございます。 

（１）の観光客誘客推進事業 4００，０００円につきましては、西胆振９市町村が共同で実施してお

ります国際フォトカルチャー展開催事業の負担金であります。 

（２）のふれあいステーション事業につきましては、緊急雇用対策事業といたしまして、白老駅構内

での観光情報の提供及び主要観光施設でのアンケート調査、データー収集を行うために委託する事業で

あります。雇用人数につきましては３人、延べ３４８人日になっております。財源は全額道から交付さ

れます。 

 次、８款土木費ですけれども内要につきましては２２ページ。２目道路新設改良費増減０でございま

すけれども、町道整備事業の補助事業の関係での補正でございます。石山大通りの改良舗装事業及び白

老滑空場改良舗装事業の、科目間の振替えでありますけれども、石山大通りにつきましては２２節ので

すね、支障物件移転補償費が確定したことにより、不用額が２，５００，０００円生じたことから、１

５節の工事請負費で振替えるものであります。 

 １７節公有財産購入費の白老滑空場線道路用地につきましては、工事区域の確定に伴うものでありま

す。 

 ４目交通安全施設整備費１，０００，０００円でございますけれども、公共安全施設点検調査事業の

計上でありますけれども、公共施設の総点検の一環といたしまして、白老地区２カ所、萩野地区１カ所、

計３カ所の人道跨線橋の点検調査を行う事業の追加であります。 

 ３項２目河川改良費５，０００，０００円の減ですけれども、河川改修事業、補助事業ということで、

バンノ沢川の砂防事業の減であります。事務費につきましては振替えでありますけれども、この５，０

００，０００万円の減額分につきましては、２５ページのほうになりますけれども、１３節委託料の中

にですね、基本計画見直し調査というのがございますけれども、この調査の補助採択が来年度に繰延に

なったことから、５，０００，０００万円減額するものであります。財源としては補助率１００％のた

め、同額国庫補助金が減額となっております。 

 次２４ページ、４項 1 目港湾管理費４３４，０００円でございますけれども、港湾施設管理経費とし

て白老港内に流入した流木の引き上げ経費の追加であります。 

 ３目海岸保全費１７，６６０，０００円の減でありますけれども、１５節工事請負費が中心ですけれ
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ども、本年度で完了いたします白老港海岸保全施設離岸提新設工事でごありますけれども、工事の対象

区域の水深が浅くなったことから、工事費事務費を減額するものであります。財源として国庫補助金、

町債も一定割合で減額となっております。 

 次２６ページ、５項３目公園費２，５４５，０００円でございます。 

（１）公園施設維持補修経費８４４，０００円と（２）街区公園整備改修事業１，７０１，０００円は、

公共施設の総点検の結果、街区公園、以前は児童公園といっておりましたけれども、その施設について

改修・修繕を行うものであります。財源の一部といたしまて、改修事業１，７０１，０００円につきま

しては、都市公園づくり基金から繰入金を計上します。 

 ６項２目住宅管理費５，６８１，０００円でありますけれども、町営住宅維持管理経費の追加であり

ますけれども、平成１４年２月に発生した緑ヶ丘団地の復旧工事の計上でありますけれども、以前入居

された方の家財処理が遅れておりましたけれども、今回整理がついたことから計上するものであります。

なお、財源として全額建物災害共済保険金が充当されます。 

 ９款消防費１項１目常備消防費１６０，０００円でございますけれども、これにつきましては西部出

張所の換気扇の取替え修繕の経費であります。 

 ３目消防施設費１，８０９，０００円でありますけれども、（１）の消防施設維持保全経費２５９，０

００円につきましては消火栓１基分の修繕。次のページ（２）消防庁舎改修事業１，５５０，０００円

につきましては、西部出張所の屋根改修工事で、屋根の塗装及び一部張替えを行うものであります。 

 １０款教育費２項１目学校管理費２，５００，０００円でありますけれども、学校施設整備事業とい

たしまして、白老小学校の屋上防水改修工事、校舎と渡り廊下の一部の改修を行うものであります。 

 ３項１目学校管理費２，１００，０００円でございますけれども、これも学校施設の整備事業といた

しまして、１５節工事請負費につきましては白老中学校渡り廊下屋上防水改修工事と、１８節萩野中学

校の普通教室等の暖房機取替えを行う経費の計上であります。 

 ２目教育振興費４９２，０００円でございますけれども、これは補助金でございますけれども、白老

中学校の野球部の全国大会出場に伴います白老町中学校体育連盟補助金不足分の計上、それと合わせま

して萩野中学校の全日本吹奏楽コンクール北海道大会出場補助金の追加であります。 

 次３０ページ、５項２目公民館費３，９５０，０００円でありますけれども、虎杖浜公民館の屋根改

修事業でありますけれども、屋根の塗装及び張替え等行うものであります。 

 ３目図書館費３００，０００円でありますけれども、７月４日富樫節子さんからの指定寄付金分の計

上であります。 

 ４目文化財保護費２０２，０００円でありますけれども、仙台藩陣屋跡の枯れた赤松を伐採する経費

の計上であります。 

 ６目仙台藩白老元陣屋資料館管理費４，３６３，０００円につきましては、（１）の資料館運営経費は

ハイビジョン静止画周辺機器の修繕、（２）仙台藩白老元陣屋資料館屋根改修事業４，２００，０００円

につきましては、資料館の屋根改修工事として、建設後１９年を経過した屋根の塗装工事を行うもので

す。 

 ７目高齢者学習センター費１，５６２，０００円でありますけれども、（１）の高齢者学習センター照

明器具取替え事業につきましては、ＰＣＢ安定器の照明器具の取替え経費で、（２）高齢者学習センター

屋根改修事業につきましては、センターの体育館及び渡り廊下の屋根張替え工事費であります。 
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 次３２ページ、１０款教育費７項１目給食センター管理運営費６２，０００円の計上でありますけれ

ども、給食センター事務経費の追加でありまして、滞納対策といたしまして裁判所に支払い督促を申し

立てする経費２０件分であります。 

 １２款公債費１項１目元金２，５１３，０００円の追加でありますけれども、長期債元金の償還であ

りまして、ウタリ住宅新築資金貸付金の繰上げ償還があったことから、町債の繰上げ償還を行うもので

あります。 

 １３款給与費１項１目給与費８，７８８，０００円の減でありますけれども、年度途中の勧奨退職者

１名、育児休業２名の計３名分の人件費を整理するものであります。 

 次のページ３４ページ、１４款諸支出金１項１目基金管理費１６１，０００円であります。各種基金

積立金ということで寄付分の積立であります。 

 教育関係施設整備基金につきましは、株式会社エレパルから１００，０００円。みんなの基金につき

ましては苫小牧日商連から６０，２２２円の指定寄付があったものであります。 

 次歳入ですけれども、６ページをお開きいただきたいと思います。 

 ６ページ９款地方交付税１項１目地方交付税、内容といたしましては全額普通交付税でありますけれ

ども、今回の歳出の補正に必要な一般財源３４，４９２，０００円と後ほど出てきますけれども、財政

調整基金繰入金のこれまでの財源調整分として計上されました１０９，７１６，０００円の積戻しの財

源として計上するものでございます。 

 １３款国庫支出金から、８ページ１６款寄付金までは歳出で説明したものでありますので、省略させ

ていただきたいと思います。 

 ８ページ１７款繰入金の１項１目財政調整基金繰入金１０９，７１６，０００円の減であります。こ

れにつきましては先ほど、交付税のところでもお話ししておりますけれども、１５年度予算に計上され

ました財政調整基金繰入金の財源調整分を全額、減額するものであります。これによりまして財政調整

基金の年度末残高は、６１２，２２７，０００円の見込みでございます。 

 次１０ページ７目の都市公園づくり基金繰入金から２０款町債につきましては、歳出で説明済みであ

ります。以上で議案第１号のですね、説明を終わらせていただきますけれども、今回一般会計について

は３号予算ということでございますけれども、現在対応中の案件として台風１０号による海岸に漂着し

た、流木の処理対策がございますけれども、今回では港湾内に流入した部分についてのみ計上しており

ますけれども、それ以外の自然海岸に漂着した部分の予算、現在積算中でありまして、今回の補正に間

に合わないものですから、その対策経費並びにポロト地区へ出没したヒグマの対策経費につきましては、

これらについては会期中にですね、追加の補正予算案ということで提案させていただく予定ありますの

で、その点についてはご理解いただきたいと存じます。 

 次議案第２号、老人保健特別会計のご説明をいたします。 

 議の２の１のところでありますけれども、議案第２号老人保健特別会計補正予算の歳入歳出予算の補

正額については８８０，０００円となってございます。第１条に記載のとおりでございます。この内容

につきましては、歳出の部分につきましては６ページに記載してございます。 

 1 款総務費１項１目一般管理費８８０，０００円の追加でありますけれども、老人保健特別会計補正

予算につきましては、昨年１０月に医療制度が改正となりまして、本人の負担額が変更となっておりま

す。所得に応じて１２，０００円以上とか、８，０００円を超えたものについては、還付するというよ
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うなしくみになっておりますけれども、この高額医療費の支出をですね、これまでは国保会計と同様に

本人申請で領収書を添付するという方式で行ってきております。今後につきましては住民の利便性と事

務の簡素化を考慮いたしまして、レセプトに基づく償還払いの方式に変更したいと。振込みということ

にしたいと。その事務に必要な経費を補正するものであります。 

 ７ページの一般事務経費の５２５，０００円につきましは、その関係での老人医療システム変更に伴

いますプログラム修正料となっております。レセプト点検事務経費の臨時職員の賃金につきましては、

高額医療費を支給するための預金口座の紹介事務等にかかる臨時職員の経費ということになってござい

ます。この歳入についきましては、８８０，０００円の合計額につきまして、５ページのほうに記載し

てございますけれども、一般会計からの繰入金で賄うというような形になっております。以上で議案第

１号並びに第２号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、ありがとうございます。 

 各委員の皆様、特に今回の補正について聞いておくべきことが必要だと思われるようなことがある委

員はどうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 一つ確認したかったんですけれども、町長のいわゆる政策予算といわれるもの、

ぱっと見てどれかなと思ったんですけれども、ありますか。 

○財政課長（辻 昌秀君） 予算の概要の資料ですね、ございますのでそれでちょっとご説明したいと

思いますけれども、老保会計については事務費の計上ということで特にございません。 

 一般会計補正予算ですけれども、政策という部分のとらえ方ですけれども、いわゆる事業費ですね。

事業費ということで２番のところの合計額５７，４０９，０００円の内、事業費については３２，７３

９，０００円となってございます。この中身につきましては、先ほどもご説明いたしましたけれども、

緊急地域雇用特別対策事業３３，０４２，０００円。雇用対策ということでの追加であります。これは

全額道費から交付されます。 

公共施設の改修ということで、個々の施設のですね、修繕・改修につきましては、これは結構雨漏り

等が出てきているということで、屋根の張替え、今回かなり大きくなっておりますけれども、個々の施

設についてはそのような当然やらなければならないものということでありますけども、今回は一応、そ

れらの施設の総点検をするという考え方の中でですね、やはり緊急対応しなければならないものを計上

したということであります。その部分の事業費については２１，５６３，０００円ということになって

おります。 

その他の部分ではですね、先ほど議案の中でご説明いたしましたけれども、海岸保全施設で、水深が

浅くなったということで１７，６６０，０００円ほど事業費が減になっております。また、バンノ沢川

の調査の関係で、来年度繰延ということで５，０００，０００円減になっております。こういう部分は

逆に減額になっておりまして、トータルとしては３２，７３９，０００円となっております。政策とい

う部分ではなかなか答えづらい部分なんですけれども、一応事業費の中身としてはそういうような内容

だということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですか。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像 脩君） 予算関係の１５ページにあります「金色の家並」ですか、３０，３２３，００

０円。先ほど説明がありましたけれどもうちょっと詳しく説明していただけませんか。 

○財政課長（辻 昌秀君） 「金色の家並」というのは、アイヌ語でですね｢チセ｣のことをこのように
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表現するということのようです。チセの色がそういう金色まではいかないですがそれに近い色だという

ことで、チセのこと「金色の家並」ということです。今回は、財団法人アイヌ民族博物館のチセ３棟の

ですね、屋根の葺き替えを行うと。それを伝統的アイヌ集落の復元維持業務としてですね、緊急雇用対

策として行うということで、これも採択されたことによる計上ということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ、宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） ちょっと、確認ですけれども。３棟といいましたね、今あるチセがありますよ

ね。それの屋根の葺き替えといいますか、３棟分のというふうに解釈して良いですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 見学者を案内する大きなチセということではなくて、あの中にある事務所

的な部分も含めての３棟ということで聞いております。 

 展示用といいますかいろんなチセがありますね。見学用の大きなチセもありますし、小さなチセもあ

りますけど、今図面を持ってきていないのでどれということご説明できないんですけれども、そういう

大きいチセ、小さいチセ含めて３棟というふうに聞いておりますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 先ほど流木の関係で、白老港港内に流入した流木の撤収費用というのが出てい

ました。自然海岸について現在調査中ということでしたけれども、これは全く調査していないというこ

とですか、やっていてどうなんでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 今回計上したのは、港湾管理者であります白老港の経費。これは処理が終

わっているものなんですけれども、現在それ以外に白老町内の海岸に漂着した流木の処理についてはで

すね。それぞれ海岸管理者というのがございますけれども、白老の場合は敷生川の河口まで直轄海岸と

いうことで、開発建設部ですか。敷生川より竹浦・虎杖浜地区については道の管理区域となっています。

これまでの北海道との会議等の打ち合わせの結果ですね、海岸保全施設という、護岸とか、傾斜護岸と

か、そういう形で施設が整備されている部分については、国とか道の海岸管理者が行うと。ただ、砂浜

の自然海岸の部分につきましてはですね、これは廃棄物といいますか、そういうようなとらえ方のなか

で、本来地元自治体がやらなきゃならないと、そういう位置付けの中でですね、現在、自然海岸にかか

る部分のですね、積算中でございます。 

 今日、来週の月曜日くらいで積算経費がまとまるものですから、その額がはっきりした時点で来週追

加提案したいというふうに考えております。量的なものは大体おさえております。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。他ありませんね。 

 それでは、議案第１号、第２号については説明済みといたします。ご苦労様でございました。 

 はい、それでは続きまして認定３件、報告３件がございます。そのご説明をお願いいたします。 

 総務課長。 

○総務課長（三國谷公一君） それでは、今委員長からありましたように認定３件、報告３件につきま

して一括してご説明申し上げます。 

 資料的にはですね、目次をご覧になっていただいたほうが早いかと思いますので、分かりやすいかと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 先ず、認定第１号につきましては地方自治法の規定に基づきまして、一般会計の他、以下ここに記載
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してございますけれども、それぞれの特別会計の歳入歳出決算につきまして、監査委員の意見を附して

認定に付すというものでございます。 

 認定２号につきましては水道事業会計決算認定について、それから認定３号につきましては町立国民

健康保険病院事業会計の決算認定について、これにつきましてもそれぞれ同様に監査委員の意見を附し

て認定に付するものでございます。 

 続きまして、報告の関係ですけれども、報告第１号、次ページ第２号、第３号につきましては、それ

ぞれただ今説明申し上げました各会計ごとの歳入歳出決算に関する付属書類。お手元の方に主要成果説

明書等配布させていただいておりますけれども、この付属種類の提出という案件でございます。 

先ほど、ちょっと町長のほうから人事案件３件ご説明いたしましたけれども、特に議案第５号の牧野

教育委員の関係ですけれども、実は１０月３日で任期切れということでございます。つきましては、牧

野委員につきましては１３年の１０月２０日から就任ということでございますが、これは前教育委員の

残任期間で任期切れとなるということでご理解いただきたいと思います。以上で説明終わらせていただ

きます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今総務課長より認定についての説明がございました。特にお聞き

になりたいことがございましたどうぞ。ありませんね。 

 それでは、町側の説明については以上で終わりたいと思います。ご苦労様でございましたどうも。 

 それでは、４番一般質問について。 

はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 一般質問の件で、通告をそれぞれ８日に終えたんですが、その中の１件目の町

民が安心とゆとりを持ち暮らせる社会の構築というところで、２番目と３番目の白老町立病院の今後の

考え方について、これは答申を踏まえてのことなんですが、それと現在の小児科病棟の状況と対応につ

いてということで質問を提出したんですが、事務方ともやり取りをしたなかで、私は病院の審議会委員

でもあるということで、このことがこの間の審議会でいろんなことがでてきたんですね。そういうこと

で、議論した経緯もありますので、今回質問することはなじまないのでないかということもありまして、

その他にも事情があるんですが、そのことを踏まえましてね、今回はこの部分は取り下げることにいた

しましたので了解していただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今吉田委員から、吉田和子氏の一般質問の通告の中で、一部町立病院に

関する部分での取下げの要請がございました。これについてはよろしゅうございますか。 

 本人でございますのでね、そのように取り計らいをいたしたいと思います。他。 

 それでは通告者１１名ということで、一般質問について行いたいというふうに思います。 

 続きまして５番目、諸般の報告について。はい局長。 

○事務局長（山崎宏一君） ５番目の諸般の報告でございますが、括弧書きで書いてありますとおり議

会閉会中における動向、これは当日配布させていただきます。 

 次の例月出納検査なんですが、これは議案と一緒に今日お手元に配布、同封されているというふうに

思います。議会側のほうの議員の派遣結果報告ということで、これも今日お手元に配布してございます

が、３１件ございましてご承知のとおり会議規則の１２１条の１項のただし書きにありますとおり、議

長の職権で派遣承認をしたということの結果報告でございます。 

 それと、町長のほうからですね、行政報告を予定しているというふうに伺ってございますが、開会ま
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で若干時間がございますので、この辺は今のところある予定だというふうにのみ伺ってございます。以

上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） これはよろしゅうございますね。はい、では決算認定関係のことについてお

諮りをいたしたいと思います。６番目でございます。局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） これも皆さんお手元に、３ページ６番目のですね、先ほど総務課長のほう

から、１４年度の決算の認定と付属書類の審査についてということで提案がされる予定になってござい

ます。従いまして、議会としての決算審査特別委員会の設置ということで、これは申し合わせ等々もご

ざいまして、参考という形で書いてございますが、基本的には委員会条例第５条で特別委員会について

は必要がある場合において、議会の議決で置くということでなっております。それと特別委員会の委員

の定数は、議会の議決で決めるというふうになっています。これは委員会条例で明記されている部分で

ございます。 

本町の議会の申し合わせ事項なんですが、申し合わせでは決算審査の方法は、決算審査特別委員会を

設置して審査するという申し合わせになってございます。また、特別委員会の委員は各会派に割り振り

し会派から推薦のあった者を、議長が議会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

衡を見て考慮すると。それと人数でございますが、先例で決算については８名というふうになってござ

います。 

前後しますけれども、特別委員会の構成は常任委員会の委員数と概ね同数とすると。ただし、委員会

の目的などから多数を持って構成することが適当と判断した時はこの限りではないということで、重複

しますが、先例によって８名ということになってございます。 

引き続きまして２番目の委員会の委員の選任及び構成という部分に入ります。これも今説明したとお

り、先例によりまして決算については８名で構成するというふうになってございます。 

下の表はですね、これは各会派、順番は先般決めていただきました代表質問の順番で、一応書いてご

ざいますが、現在６会派、それと無会派２名という形でございます。右側のほうの前年度、これは会派

の数も違っておりますけれども、前回は５会派、今回６会派になっておりますので参考にはならないか

と思いますけれども、一応参考という形で記入してございます。 

真中の太い線の中にございますが、本年度の構成ということで、先ほどらいからいっていますとおり

申し合わせにより８名というふうになってございます。何名何名は空白になっておりますが、その後ろ

に括弧書きで書いてございますがこれは比率。委員の比率によっての委員数でございまして、各会派そ

れぞれ上から公明が２名の場合は構成比率は１名になりますよと。飛んで新風が３名の場合も１名です

よと。５名の場合は２名。４名の場合も２名。こういう意味で単純に比率による委員数を記載してござ

います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、例年の如く、決算認定につきましては特別委員会を持って認定の

質疑を行うということはよろしゅうございますか。委員数等々含めて、これは特別委員会の中身になっ

ておりますので、これは例年のとおりやるということで構いませんか。 

 よろしゅうございますね。 

問題は申し合わせ事項の２番目の後半の部分ですね。無会派の議員の方についても、全体的な均衡を

見て考慮するということになっております。この部分をどうするかということでございますけれども、

前回は特別委員会のときはですね、その対象会派、一人おくるところはどうにもなりませんので、考慮
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するとしたら二人のところでするしかございません。はっきり言って。それで前回はそこの方に集まっ

ていただいて考慮していただいたんですけれども、今回はどのようにいたしましょうか。 

 対象会派であります新政クラブと民政クラブの各会派の長と、議長とで相談していただくというよう

なことにしてはどのようなものでしょうか。 

（｢異議なし｣と言う者あり） 

良いですか。それでは議長、申し訳ありませんけれども、議長の音頭でですね、新政クラブと民政ク

ラブが２名ずつの選出になっておりますので、無会派との関係についてですね、ちょっと協議をしてい

ただければというふうに思います。２つの会派の長の方、すみませんお願いいたします。 

そのことを含めて、１１時まで暫時休憩といたしたいと思います。 

 

休  会 （午前１０時５０分） 

 

再  開 （午前１１時０１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。 

申し訳ありません、議長。経過をご説明願いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 今、両方の会派の代表の方にご意見を伺って、中でですね、お互い２名２名

というようなことですね、このような形で、比例按分されていますね。そういう形でやらせていただき

たいということでございますので、私も両代表の話しを聞きましてですね、そういう形であれば、今言

われたような前年同様のですね、比例による形で委員数を選出していただくということになりましたの

で、ご報告いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今議長からお話しがありましたように、比例按分ででている人数によ

って、８名で委員会を構成するということでございます。これでよろしゅうございますね。 

（｢はい｣と言う者あり） 

 それでは、その下に書いてありますように各会派にあっては、９月１７日午前中まで、委員の推薦名

簿を事務局のほうへ出していただくということでお願いをしたいと思います。 

 次、７番目に入りたいと思います。議員の派遣承認についてでございます。 

はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） これも別紙でお手元に配布してございますが、現在においてご案内をいた

だいている部分２件ございます。１件は管内の議会議長会主催によります議員の研修会でございます。

それと、後段の方には第５１回の女性議員の協議会の総会ということになります。 

 それで派遣議員のほうですね、上段の方は全議員というふうになってございますが、当然これは出欠

お伺いしますので、その時点において欠席者というふうになるかもしれません。 

 また、女性議員の協議会の総会のほうもですね、３名ここに掲げてございますが、ご事情によって欠

席ということも有り得るかも知れませんけれども、一応３名おりますので３名を派遣議員という形で掲

げさせていただいております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、７番目よろしゅうございますね。８番目意見書の取り扱いについて、

５本出ております。順次意見書の提出者の説明を求めたいというふうに思います。 
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 １番最初、不戦及び平和貢献に関する意見書案。これは総務文教常任委員会に付託された内容で、委

員長吉田和子議員名で出ておりますので、吉田和子議員ご説明願って良いですね。 

 これは総務文教委員会に付託されて、その結果今回の議会で報告されるんですね。その結果として意

見書案が出されるようですので局長より説明を願います。 

○事務局長（山崎宏一君） この件についてはですね、先般６月の定例会において総務文教常任委員会

に、意見書を出していただきたいという陳情の審査が付託されております。従って、先般総務文教常任

委員会におきまして意見書を出していただきたいという陳情を審査した結果、採択すべきものというふ

うに決定になりました。従って、委員会報告については当然総務文教常任委員会からされますが、その

あとにここにあります不戦及び平和貢献に関する意見書案の提出がされるという順序で今いっておりま

すが、そういうことで総務文教常任委員会で決定されたものですから、ここには総務文教委員会の吉田

委員長の名前をもって、議運に提出するということになってございます。 

 従って、この時点では、もうこれからは、議運の中で提出者、賛成者、それらの議論をいただくこと

になるというふうに思われます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それではですね、前回の議会運営委員会で意見書を討議することがで

きませんでした。それで今回は、提出者の趣旨説明をお願いして、若干の質疑を行うと。その後、本会

議始まりまして再度議会運営委員会開きましてね、賛否をきちんとするというふうにしたいと思います。

ですから多分初日の日あたりに再度議会運営委員会を開くと。 

 今日の説明で、この場で判断をするというのはなかなか難しいと思いますので、そのような形で進め

たいと思います。 

 なお、この不戦及び平和貢献に関する意見書案につきましては、これは総務文教常任委員会に出てい

る、たまたま出ていない会派もあるかもしれませんが、うちは出ていないんだな。そこはですね、議論

されておりますので、そこを議論の場というふうにしていただきます。分からないところは委員長に聞

くなりなんなりするというふうにして、この部分の委員会報告はできているそうでございますので、必

要な会派はそれを見せていただいて，分からないところはね、判断するというふうにしていただきたい

と思います。 

 それでよろしゅうございますね。いいですね。 

 それでは次、携帯電話の利便性の向上と料金引き下げを求める意見書案。公明党吉田和子委員から出

ております。趣旨説明をよろしくお願いいたします。 

○委員（吉田和子君） 携帯電話の利便性の向上と料金引き下げを求める意見書案ということなんです

が、携帯電話の加入台数が８，０００万台を超えるという勢いで広がっておりますけれども、各企業も

この携帯電話については、いろんなサービスを提供しながら競い合っているわけですが、会社を変える

ことによって電話番号が変えられなければならないということがあります。その契約先の電話会社を変

更しても、従来の番号が利用できるということが番号ポータビリティーというんですが、このことを導

入することが、今後使用していく場合に大変利便性があるのではないかということで、このことが１点

あります。 

 もうひとつは、携帯電話料金の通話料がかなり高いのではないかということ。今、一つの家庭でも３

台４台と使われている時代ですので、利便性の向上とそういうことが、少しでも利用者への負担をなく

するということで、料金引き下げにつながるということの要望ということで、意見書として出させてい
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ただきました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただいま公明党吉田和子委員から趣旨説明がございました。質疑をす

るのではなくて質問。結論は後ですから、こういう事だけ聞いておきたいということです。それ以外の

ことはご遠慮いただきたいと思います。質疑ではなくて質問ございます方どうぞ。 

 これは事前に、前回の議運で配布されておりますので、目は通されていると思います。 

 質問のございます方。ありませんね。 

それでは次、高額療養費の返還の改善を求める意見書。同じく公明党吉田和子委員から出ております。

趣旨説明をよろしくお願いいたします。 

○委員（吉田和子君） 高額療養費の返還（償還）制度の改善を求める意見書案ということなんですが、

これ一番最後のページに千葉県の例を挙げて、これが一番分かりやすいと思うんですが、高齢者の高額

療養費制度で、昨年１０月から今年３月までの半年間に、高額療養費を支払った県内の高齢者の約５人

に１人が払い戻しの申請をするするということが分かっていなかったということで、未払い総額が約１

億５千万円だったということが、調査の中で分かったんですね。高額療養の委任払いという制度もある

んですが、やはりそのことがよく分からないで医療費を払ったまま、高額医療の返還分を戻してもらわ

ないで終わってしまうということで、保険者というのは高額療養費に関わる還付金については、対象者

にお知らせした方が良いんじゃないかと。そういうことで意見書を出したんですが。それと委任払いの

拡大、これは白老町がやっていますので、これを拡大していったらどうかというのもあるんですが、そ

のことも含めて出させてもらっております。 

 それから、医療と介護に関わる医療費負担の合計が、著しく高額になる場合も同様な上限を設けてい

ってはどうかということで、提出をさせていただいております。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま趣旨説明ございました。質問ございます方どうぞ。 

 玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 委任払いというんだけれども、言っている意味は分かるんだけれど、委任払い

というのはどこまでするのかということも、その中に含めないと、範囲がきりないですよ委任というの

は。たとえば一親等だとか二親等だとかという言葉も入れなければ、矛盾してくる部分が出てくるんじ

ゃないかなと思うんだけど、その辺どうですか。 

 要するに親族の、おそらく近親者のみということになるんだけれど、そういう字句も含めないと限り

なくね、他人でも委任して良いんだよということになっちゃうと、問題が起きてくるだろうから、そう

いうことについては考えていないのかなということなんだけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員、ありますか。 

○委員（吉田和子君） ちょっと分かりません。 

○委員長（大渕紀夫君） 静粛にしてください。吉田委員、意味はまだ分かりませんか。分からなかっ

たら聞いてください。 

○委員長（大渕紀夫君） はい玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今ね、私おおよそわかりました。受領委任払いとは、３に書いてあるんですけ

れど、窓口において患者が自己負担限度額のみを支払い、還付される高額医療費について、医療機関等

が本人に代わって受領する方式のことであると。いうふうに書いてありますので、一親等・二親等とい

うことではなくて、保険医療機関と保険者の間で契約を行うということだから、分かりました。いいで
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す。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。質問はないかという意味です。はい、正確にして

おかないとね。 

 はい、それでは次、犯罪防止のための治安対策の強化を求める意見書案。同じく公明党吉田和子委員、

趣旨説明をお願いいたします。 

○委員（吉田和子君） 犯罪防止のための治安対策の強化を求める意見書案ということで、大変報道等

で分かっていますけれども、平成１3 年度の全国で発生した刑法犯が２，７６５，６１２件ということ

で、戦後最高過去１０年間で約１，０００，０００件の増加となっているということで、その犯罪がか

なり路上犯罪だとか、来日の外国人による凶悪犯とか、組織的な窃盗犯だとか、いろんな面で新しい形

のものがすごく増えているということと、それから少年非行の凶悪化、粗暴化が進んでいる。引ったく

り等不特定多数のものに対するものがすごく増えているということで、治安の維持というのは国民にと

って安心して暮らせるということが大変重要であるということから、犯罪が凶悪化、多様化、国際化す

る中でのということで、今後対策を強化してもらいたいということで、６点にわたって意見書を出して

おります。 

 強化犯罪とか殺人犯罪とか、少年凶悪犯が１４年前の倍になっているとか、中の細かいことについて

は、あとのページにずっと説明書が付いていますけれども、そういったことで少しでも安心して暮らせ

る社会づくりということでこの意見書を出させていただきました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、質問のございます方どうぞ。 

 はい。なければそういうことで提出をされました。最後に北海道新幹線の建設促進を求める意見書案

の提出についてということで、全道議長会からまいっております。もし局長のほうであれば。 

○事務局長（山崎宏一君） 特にございませんけれども、見ていただくと分かるんですが、議長会の方

から、こういうお願いの文書が届いております。 

先ず、前提としてですね。北海道知事から道の議長会に対してということで、この度の道議会に 

おいてもですね、北海道新幹線の建設促進を求める意見書が全会一致で可決されたという経過。これを

持ちまして北海道町村議会議長会においても、６月に定期総会において特別議決を行いましたという経

過の中で、これは皆さん古い話ですからご承知だと思いますけれども、昭和４８年に、この新幹線の整

備計画路線として決定されておりますけれども、この３０年を経過して、今日もなおまだ未着工だとい

うことでございます。従って、この新幹線の着工等については、本道の活性化ということから見ても大

きな役割を果たすということで、今回そういうことの主旨で、全道の町村に議長会の方から、是非意見

書の採択をお願いしたいということで要請があったものでございます。簡単ですけれども以上でござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、意見書案につきましては以上５本であります。これはこの次の議会運

営委員会において、賛否及び提出者は結構ですけれども、賛成者、この部分についての取りまとめをし

たいと。各会派で十分ご検討の上、次の議会運営委員会において決定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。 

（｢はい｣と言う者あり） 

はい、それでは次に陳情書の取り扱いについて、９番目でございます。 

○事務局長（山崎宏一君） 先にですね、議運の皆さんに送付してございますが、順序前後しまして、
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一番上になってございますデイサービスセンター建設に伴う福祉車両購入助成に関する陳情書というこ

とで、これは竹浦にございますリハビリ、天寿会の方から車両購入に関する陳情書が届いております。

従ってこれについては、規定の中で委員会審査付託ということになろうかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、デイサービスセンター建設に伴う福祉車両購入助成に関する陳情書に

ついてでございますけれども、通常の如く委員会付託ということでよろしゅうございますか。 

はい、概ね民生常任委員会というふうに理解しますけれどもよろしゅうございますか。よろしゅうござ

いますね。 

 はい、それでは民生常任委員会付託ということにいたします。次。 

○事務局長（山崎宏一君） ２件目なんですが、これも前後して後ろの方にあろうかと思いますけれど

も、札幌弁護士会のほうからですね、郵送を持ちまして弁護士報酬敗訴者負担制度導入反対の意見書の

採択の陳情ということになってございます。これは、議会の申し合わせによって判断しますと、白老町

民以外の者からの陳情及び郵送による陳情については、本会議に参考配布するにとどめ、原則審査は行

わないものとするという申し合わせがございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。これは良否は別にいたしまして、通常どおり参考配布というふうにい

たしたいと思います。よろしゅうございますか。 

 もし必要な方がございましたね、読んで次の議会等々に出していただくということで、読んでいただ

きたいと思います。 

 続きまして要望書等３件ございます。 

○事務局長（山崎宏一君） 先ず、要望書等でございますが、地方公共団体の振込手数料等有料化に関

する要望書。これは札幌にあります財団法人北海道信用金庫協会の方から、郵送を持ちまして提出され

ております。 

 次の、年金改悪反対・大増税の中止を求める要請書並びにＩＬＯ勧告に基づくＪＲ採用差別事件の解

決を求める要請書ということで、これは同じく北海道労働組合総連合、また苫小牧地区労働組合総連合

の方からですね、これは先般ですね、町長の方へもこういう形で数名来ておりますけれども、議会の方

へも立ち寄って、これは郵送じゃなくて置いていったという過程にございますけれども、ただ、おそら

く町民の方々もですね、いらっしゃるかと思いますけれども一応要請書の提出者は、このような団体か

ら出ているということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、参考配布でよろしゅうございますね。じゃ、参考配布といたします。 

 続きまして１０番目、陳情審査の結果報告について。 

○事務局長（山崎宏一君） これは、先ほどの意見書との関連がございますが、６月定例会において総

務文教常任委員会へ付託されておりました陳情第１号、政府に平和の意見書の提出を求める陳情書。こ

れは総務文教常任委員会の中で採択すべきものと決定というふうになってございます。従って、意見書

を出していただきたいという陳情を採択しておりますので、先ほど説明しました不戦及び平和貢献に関

する意見書案、これが提出されます。 

 従って、先に委員会報告をして、そこで採択すべきものと決定になりましたよという後に、今度、意

見書の方の可否をしていただくという手付かずになりますので、その辺、また後ほど説明しますけれど

も、ご承知いただきたいと思います。 

それと合わせて、これも６月定例会で産建の委員会付託されました陳情第２号石山１区内の町道舗装
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整備に関する陳情書。これも産建の中で採択すべきものと決定というふうになってございます。これも、

本会議の中でですね、議長の方からも出ますが、これについては陳情書の報告で、今日出ております宗

像議員もですね、陳情の提出者ということになっておりまして、委員会の中でも関連がございますので、

除斥という扱いに委員会の中でもなっております。従って本会議の中でもですね、除斥という形で、一

応退場していただくということになりますので、その辺お含みいただきたいというふうに思います。 

 以上が、各総務、産建からの陳情の審査付託された結果報告がございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、このことについて何かお聞きしたいことがございますか。 

（｢なし｣という声あり） 

ございませんね。 

では、１１番目常任委員会所管事務調査の報告について、局長お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） はい、それでは先ず、この６月定例会で所管事務調査議決しておりますが、

民生常任委員会介護保険について、これの委員会報告がございます。次のページに入りますが産建、こ

れは産業振興全般についてという所管事務調査でございまして、これも委員会報告がございます。関連

がございますので、委員長１２番もちょっと、入りたいと思いますがよろしいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

○事務局長（山崎宏一君） これは所管事務調査の継続ということで、本来この産建、民生と同じく委

員会報告がされる予定でございましたが、財政健全化指針の総合対策についてということで、これにつ

いては委員会開催してございましたが、財政課等の方でですね、これについては若干時間がかかる分も

ございますので、委員会の方からこの９月定例会で報告できないということで、継続の調査の申し出が

ございますの、総務については継続をするという申し出でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） １３番目までお願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） １３番目なんですが、これは白老港整備促進特別委員かなんですが、これ

も先般特別委員会を開催しておりまして、これは第３商港区、平成１６年度の事業予算でございます。

これについての特別委員会としての中間報告を本会議という申し出がございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それぞれの常任委員会また特別委員会からの調査報告及び継続調査について

の報告がございました。このことにつきまして、何かお聞きをしたいことがございますか。 

 ありませんね。それでは１４番目、常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務調査について。 

はい局長お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） 先ずですね、次期所管事務調査なんですが、総務民生産建、これについて

はですね、各会期ごとに実施しております委員会ごとで、道外の先進地の視察というふうになってござ

います。従って、所管事務調査事項ということでテーマは決まりますが、このテーマがこの本会議での

３常任員会の所管事務調査事項ということになります。 

 従って、各委員会でも一部このお話をさせていただいておりますので、来週１７日、１日目ですね。

１日目の本会議終了後、各委員会を開催しますので、その段階で各所管事務調査事項としてのテーマ。

これを１件なるか、２件なるか分かりませんけれども、１７日に決めていただいて議決を取るというこ

とになります。ただ、どこへ行くかと。先進地先なんですけれども、これは委員会の派遣になりますの

で、議長の方の派遣で、委員会委員の派遣ということになりますのでテーマだけ、これは議決事項にな

りますので、その辺お含みいただきたいと思っております。 



１９ 

○委員長（大渕紀夫君） はい、１４番目。各所管事務調査等についてはよろしゅうございますね。は

いそれでは、１５番目の日程につきましてはちょっとお待ちください。１６番目その他の事項について

を先に行います。委員会協議会等々を含めて全員協議会含めてございますので、先ずその部分。 

よろしゅうございますか。 

○事務局長（山崎宏一君） 先ず、１ページ飛んでいただいて１６番、７ページになりますけれども。

全員協議会の開催要請と委員会協議会の開催要請がそれぞれございます。先ず全員協議会の開催要請で

ございますが、これは第４次の行革の前期３年の進捗状況と１５、１６の計画ということでございます、

これは皆さんお手元に要請書一部配ってございますけれども、ここに書いてありますとおり、これは昨

年の６月からの第４次の行革がスタートしてございますが、今年の６月で進捗状況を説明するというこ

とであったんですが、議運の中で新しい町長にもなり、その辺の調整というんでしょうかね、もろもろ

あるんでこれについては、９月議会で全員協議会の中でというふうに、これは先般６月の議運の中で決

まってございます。その予定通り、今回行革の前期３年の進捗状況、計画について全員協議会の中で、

ご説明、いろいろ質疑をいただくと。 

 この資料については、７月に行革の方から各議員に事前に送付してございます。従って、これについ

てはその資料を持ってきていただいて、説明を受けるというふうになります。これまた別にご案内しま

すけれども。それが１件。 

 それと、企画課の方からですね、委員会協議会の開催ということで要請が来てございます。これも１

枚配ってございますが、これは第４次の総合計画の策定、いろいろ策定までの検討予定ということで日

程だとか、そういうものも含めて若干日程が遅れているようです。これも昨年だったでしょうか、この

９月議会くらいにいろいろまとめたものを議会に報告させていただいて議論をいただくということに、

実はなっておりましたが、それの日程が約３ヶ月程度遅れているようでございます。それら含めて、今

後の日程を含めた検討項目だとかそういうものをですね、この総務文教常任委員会にという要請がござ

います。以上２点だけ、全員協議会と委員会協議会の件について報告をさせていただきました。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきまして、何かお聞きしたいことございますか。 

ちょっと、僕から一つ。あのね、この総合計画の策定の件なんですけれども、もちろん所管が総務文

教ですから当然だと思います。ただ、これはやっぱり白老町にとっては非常に大きな問題ですのでね、

私は全員協議会でやっていただくべきではないかというふうに思うんですけども、今どなたからも質問

なかったんですけど。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今、委員長の方からご指摘ありましたとおり、私ども総務文教常任委員会の正

副がおりますので、事前にこの協議をいたしました。やはり、議運の委員長の主旨に全く同感というこ

とで、それを願いしたいということおはかりしようと。よろしくお願いいたします。 

 皆さんにお諮りしていただきたいということで。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、熊谷総務文教常任委員会副委員長より、正副委員長の意見だという

ことで、全体でこの第４次白老町総合計画の策定についてはやられてはどうかというお話がございまし

たけれども、各委員の皆様方の意見をお尋ねしたいと思います。どうでしょうか。 

 これ全員協議会でやるというのはこちらから言えばいいんですか。 

 ２件とも、全員協議会でやっていただくということにしたいと思いますがよろしゅうございますね。
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じゃ、そのように取り決めをさせていただきます。 

 はい、続きまして１５番目、第３回定例会の日程についてを議題に供します。別紙、議事日程、全日

程というのがございます。それを見ながら、局長の説明を受けたいと思います。お願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） ２枚ほど綴ってございますが、議事日程、全日程というのが２枚綴って、

今日お手元に配布してございます。よろしいでしょうか。２枚つづりです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますか。今日の一番下です。今日配布したものの一

番下にありますよ。はい、局長お願いいたします。いいですか。はい、よろしゅうございますか。局長、

説明願います。 

○事務局長（山崎宏一君） それでは、極めてこれは事務的にですね、大体今までの時間等々も考慮し

ながら、こういうふうに日程を一応目途としてきって見ました。 

 ご説明いたします。先ず、１７日１日目でございますが、今回１１名の一般質問者がございます。従

って、１日目については４名ということになります。それで、ご承知のとおり一般質問でございますの

で、質問時間４５分ということになります。今までのデーターを取って見ますと、４５分に対して答弁

も大体４５分くらいになっております。ですから、９０分と、１時間半という予定になりますけれども、

それぞれですね、どの程度かかるかちょっと私はわかりませんので、機械的にやってみました。それで、

１日目は４名でということと、先ほども話したとおり参考ということで右に書いてございますが、各常

任委員会の次期所管事務調査の調査事項を決定していただくということで、各常任委員会を開いていた

だくという時間も含めたいというふうに思います。 

 ２日目が１８日になりますが、ここでも４名ということに、あくまでも機械的にやっております。そ

れと、先ほど出ました全員協議会、これは２件委員会協議会と書いておりますが、これは全員協議会に

代わりますので、全員協議会が２件というふうになります。企画の方は、時間はそんなにかからないよ

うですけれども、行革の方はですね、説明とまた質疑がございますので、１時間半から２時間というふ

うにざっと見ております。そんなことも含めて、一般質問４名というふうに一応区切ってございます。 

 ３日目になりますが、これは３名一般質問ということになります。それと先ほどらいから話ししまし

た総務の方から出ます平和の意見書の提出、それと陳情１号、２号含めてここで上程したいと思ってお

ります。それと議案１号の一般会計の補正予算、これが３０数ページございますのでね、中身的にはど

の程度の質疑が交わされるのか、時間的にちょっと、なかなか測れない部分があるんですけれども、一

応補正予算だけ３日目でということで、議案１号、２号というふうに区分してございます。 

 ４日目が、土、日挟むものですから２２日ということになります。従って、町側から出ています固定

資産の選任同意、次のページにあります教育委員会委員の選任同意２件が上程されます。 

 それと、先ほど議会として特別委員会を設置することになりました決算認定、これが認定１号、２号、

３号。報告１、２、３ということになります。それと議員の派遣承認、それとこれまだ次の議運で決ま

りますので、一応番号を入れてございますが、意見案が５件というふうに考えております。 

 次の最終ページにありますが、陳情３号デイサービス、４号はなくなりますのでね。これ参考配布と

いうことになりますので、これは削除になります。 

 次に所管事務調査の報告、民生と産建。総務については継続と。特別委員会の中間報告。最後に次期

の所管事務調査ということになります。それで、参考に書いておりますが、最終日、本件終了後、各常

任委員会と決算審査特別委員会、これの日程調整ですね。１０月、１１月ということに、いつもこの時
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期になりますと重なりますんでね、３常任委員会の４泊５日、この日程と決算審査の日程、これらを概

ね最終的に決めておきたいと考えております。 

 雑ぱくなんですが、大体こういう４日間という割り振りになったんですけれども、その辺もちょっと

ご協議いただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長の方からですね、会期の件についてお話がございました。今回

は４日間というふうに掲示をされておりますけれども、ご意見のございます方どうぞ。 

 最低このくらい取っておかなくちゃ、これじゃどうにもならないでしょう。２２日までの実質４日間

と、実質審議は４日間、会期はちょっと長いですけれども、６日間ですか。なりますけれどもね。それ

でよろしゅうございますか。 

 はい、それでは第３回定例会の日程につきましては、９月１７日より９月２２日までの６日間、実質

４日間の審議ということで決定をしたいと思います。 

 続きまして、その他の部分の３番目、はい、局長お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） その他の１６番の３番目になります。これ報告として取り扱いたいと思い

ますが、請願書の取り下げ願いについてでございます。件名は町道冠水による道路かさ上げに関する請

願書ということで、中身は石山ライラック団地内の道路の冠水の部分でございます。提出年月日が１５

年の８月２６日、提出者が石山４８－１２５梅津さんから出ております。請願でございますので、紹介

議員が土屋かづよ議員でございます。なお、この件について、取り下げをしたいということで９月の８

日、先般ご本人が、梅津さんが見えられまして、ご都合によって取り下げをしたいということに申し出

書類が出てきております。 

 従って、米印で書いてありますとおり、会議規則第２０条ただし書きの規定により、会議の議題とな

る前でありますので、これは議長において取り下げを許可するということにできますので、これの請願

を取り下げを許可したということのご報告を申し上げたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

 続きまして４番目議会報告会について、別紙ございます。局長より、事実関係だけ。 

○事務局長（山崎宏一君） これはですね、中身がどうこうということじゃなくて、あくまでも町民参

加の状況と、議員さんの出席状況ということで、これのみでございます。 

 上段の一番右の方に書いてございますとおり、総勢６６４名の町民の方々のご参加をいただいたとい

う結果でございます。後段の方は、Ａ班Ｂ班に別れまして、それぞれ議員さん方の出欠状況でございま

すがＡ班の方の山本議員と宗像議員については、括弧書きで書いてありますとおり港湾の関係で上京し

てございます。そういう形で９月の８日は公務出張のためにということで、一応付記してございます。

簡単でございますけれど、一応こういうことでご報告をさせていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会運営委員会で提起をいたしましてね、議長の諮問ということでこの議会

報告会を行ったわけですけれども、これに対して各委員の皆様方のご意見等々ございましたら、参考的

にちょっと聞いておいたら良いんではないかというふうに思いますので、どなたかご意見ございました

らどうぞ。反省等々含めてということでございます。 

 ございませんか。議長感想ございませんか。どうぞ議長。 

○議長（堀部登志雄君） 概要については、今局長の方でまとめていただいて、こういうような参加者

があったということで、今回この場でですね、皆さん報告会をやって、いろんな思い、正副議長で報告
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した形なんですけれども、いろんな形で皆さんもいろんな思いがあると思うんですけれどもね、これ私

は私としての思いがあります。そういった面でね、これは今一連の今までの中でやるより、また改めて

やった方がいいのかなという感じは、私としてはしますけれども、そういった面でですね、私はそうい

う具合に考えていたんです。これからこういうようなことをやるときについては、こういう形が任期改

めてまたね、反省も含めてやるのは良いと思いますけれども、日を改めるというか、例えばいったん休

憩してね、もう一度整理した中でやっていくのはやぶさかでないと思うんですけれど、その辺皆さんに

諮ってもらいたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今回、非常に急な形で行われましたけれども、今議長がおっしゃいましたよ

うに、この種の反省会を議会運営委員会でやるべきなのか、全体でやるべきなのかということもござい

ますけれども、反省会そのものが必要かどうかということもございます。その辺について、今の議長の

お話しを含めて、もしご意見がございましたら述べていただきたいと思います。委員外委員の方含めて

どうぞ。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、委員長と議長の進行理由の主旨を聞いていましてね、やっぱり整理はきち

んとしないといけないと思うんです。ただ、議長がおっしゃるように各自個人の思い、こういうふうに

やった方がいいかなという、そういうレベルの話も必要かなと思うんですが、議運で話してまとめなく

ちゃいけないということもあると思うんです。 

 それは、議会改革等一環の中で、こういう形で町民のところへ出て行ったと。内容も非常にダティな

問題をしたところですから、非常に反応もまちまちに受け取られる部分があると思うんです。個々の議

員にとってはですね、ただ、出て行く前にいろいろとここでも議論を重ねた中では、本来、別なところ

に考えはあるんだけれども、やっぱりスタイルとしてこういうスタイルでやろうとルール化も含めてや

ったと。このことについては継承すべきかなと僕は思うんです。更にそれを踏まえてこの次をどうする

のかと、そういう前向きな意見の集約をね、僕は議運の中ですべきだなと。これがやっぱり議運の所管

事務調査の一つでもあると思うんで、それをやられた方が良いと、僕はそのように思います。そういう

ことを含めて、他の委員さんにも聞いてもらいたいなと思いますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。そういう意見が出ました。他の委員の方。宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像 修君） 熊谷委員と同趣旨の考えなんですが、これをやるかやらないかといったことに

ついても議運で判断をし、いろんな意見のある中で、こういうふうにしてやろうということでやりまし

たから、やったからすべてが良かったのか、１００点つけて良いのかというと決してそうだとは思わな

い。やっぱり課題は残ったというふうに、個人個人は考えていると思うんで、従って、この次もやると

いうそういうことではないんですけれども、一応今回これの反省会といいますか、評価といいますか、

総括といったら良いのか。それはやっぱり議運の中で、やっておくべきだろうというふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方ご意見ございませんか。はい、委員外議員の加藤正恭委員どう

ぞ。 

○委員外議員（加藤正恭君） 町が主催じゃないけれども、当初は町が主催でやった町政懇談会、その

後町内会が主催でやってる町づくり懇談会ですか、ああいう主旨のものを議会がやるということは、大

変議会改革のためにもいいことだと思うんです。ですから、それについては十分検討をしてですね、毎

月とか、二月に１回だなんていうペースは、ちょっと無理だとしても年に１回から２回程度は、特に予

算の次期ですね、計上する前のときにそういうことを議会が主催してやって、皆さんの声を聞くという
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ことは、町民の声を聞くということは非常にいいことなんだと。それについてはいろいろまだ検討しな

ければならない問題があるんでしょうが、今回の場合の議会報告会は、６月の議会、それから助役２人

の問題等も含めての、テーマがそういうことに絞られているものですからね、本来の議会の町づくりの

ための議会議員としての声を皆さんから聞きたいというのとは、ちょっと主旨が違っていたように思う

んですけれど。  

 今回は今回として、一つの区切りとして、それはそれなりに効果は、私は６割くらいはあったと思う。

マイナス面が逆に４割くらいあったんじゃないのかなと思うんですけれども、そんな感情を実は持って

おります。町民の意見を聞くという町づくりのための意見を聞くということは大いにこれから前進的に

検討すべきだと思うが、今回のような生臭い話ばっかり出るようなことはですね、あんまり良いことじ

ゃないなと。テーマとしてですよ。ですから、定期的に予算の時期にやるとかなんかというのは結構だ

と思うんだけども、今回の場合は致し方ない面ももちろんありますけれども、そういうふうな感じを実

は、今持っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、委員外議員の西田祐子委員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 今回の議会報告会の反省をどうされるかということで、一度は全員協議

会でしていただきたいなと思います。２０名の議員全員が出たのですから、それなりそれぞれの思いが

あるんだということでしたら、是非、それを発表する場を作っていただきたい。そのあとで、議運でそ

れぞれの委員の意見を取りまとめて一つの方向性を作っていただけたら良いんじゃないかと思っており

ます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。ただ今議会運営員会の中では、当然反省といいましょうか、きちんとし

た総括会議を開く必要があるだろうというのが概ね皆さん方の意見でございます。 

 もうひとつ、全体で一度意見を聞いて、その後議会運営委員会でやった方が良いんじゃないかという

ことでありますけれども、改めて持つのいうのは議会運営委員会はできますが、全体でやるとしたら多

分やってできないことはないけれども、議会開会中にやるのが最も合理的だというふうに私は判断する

んですけれども、やるとしたならばですよ。集めて集められないことはないけれれども、そこらへん含

めてどうでしょうか。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 議会報告会というのは、議会改革の一環としてやったと思いますので、今回初

めてやったことに対しての議員全員の意見を伺うということは、そして今回のやったことのまとめとい

うのは、私は必要だと思います。ただ、今後の対応として、主催していく議運として、今後また私はや

るべきことだと思っています。これだけで終わってしまうと、目的がなんだったんだろうということに

なって、一つに絞られてしまうような気がしますので、今後これをやっていくための議運の議会改革の

一つとして今後やっていくための運営上で、反省点それから今後の課題、そういうものをきちんと議運

としてまとめて、それが受け継がれていくような形にしていくべきだというふうに私は考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。大方の意見がですね、委員全体から意見は聞くべきだ、これは意見を聞

くと。運営上の問題またきちんとした今後の方向については、議会運営委員会でやるべきだというよう

な理解を、私はいたしました。全体の中で最後の日の議会でやるのか、それとも議員協議会がございま

すからその延長線上で意見を聞くのかというのは、これは議長の判断を含めて、感想だけでも全体の意

見を聞くということは、必要だということでございますので、そのような処置を一つ取っていただくの
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と、このことだけとは申しませんけれども、このことを主たる議題とした議会改革を含めた議会運営委

員会を開くということで処置をしたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

（｢異議なし｣と言う者あり） 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、会期中にやれるかどうかということ含めて検討していただきまして、できれば会期中にや

っていただいた方が、やっぱり皆さんいろいろありますので、会期中にやっていただいて、その後議会

運営委員会の中できちんとした総括を行うというふうにしたいと思います。 

 概ね終わりましたけれども他。その他の部分で、局長何かありますか。はい、どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 先ほどから話が出てますとおり、決算のですね、各会派からの推薦、これ

は１７日の午前中というふうになってございます。それと、意見書の提出の関係、これも議運になりま

すね。その日にちなのですが、物理的にはですね１７日か１８日であればですね、本会議終わってから

でも結構なのですね。というのはですね、１７、１８ですと今の報告会の関係のやつもございますので、

ですから１８は行革、企画、今の報告会の、この３本を全員協議会の中でとなりますので。 

○委員長（大渕紀夫君） １７日。本会議終了後議会運営委員会を行う。所管事務調査決定後です。所

管事務調査は時間がかかるか。 

 分かりました。日程調整につきましては、１７日及び１８日の昼食時間かそれとも終わってからかと

いうことは状況を見ながら判断をして行います。全員来ていらっしゃればそういうことは可能だと思い

ますので、そういう形で状況を見ながら取り進めるというふうにしたいと思います。良いですね。 

 はい、他。はいどうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 確認なんですが、先ほど財政課長の方から流木の関係と熊出没の関係で、

追加補正ということになりますので、これも今の議運とは別に、開会中に議運ということになろうかと

思いますけれども、それは町の方からですね、提出され次第ご相談したいと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それはよろしゅうございますね。他ございますか。事務局はないですね。議

長、副議長何かございますか。ないですか。 

 はい、なければ本日の議会運営委員会は以上で終了したいと思います。 

  

（閉会 午後１２時００分） 


