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平成１６年 議会運営委員会会議録 

平成１６年 ３月 １日（月曜日） 

   開 会  午後 １時３０分 

   閉 会  午後 ４時４０分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ (平成１６年第１回白老町議会定例会 関係) 

１. 提出議案 

(１)町長提案(３５件) 

・執 行 方 針   ２件 

・補 正 予 算   ９件 

・新 年 度 予 算  １３件 

・条 例 等   ９件 

・町道認定・廃止等   ２件 

・そ の 他     

(２)議会関係(２７件) 

・諸 般 の 報 告   ５件 

・条      例   １件 

・選      挙   ２件 

・承      認   １件 

・特別委員会の設置   １件 

・審 査 結 果 報 告   ３件 

・特別委員会中間報告   １件 

・意 見 書 ( 案 )   ３件 

・陳 情 書 等   ３件  

・所管事務調査報告   ２件 

・所管事務調査の継続調査    １件 

・そ の 他   ４件 

２.町政執行方針、教育行政方針について 

３.予算の説明について 

○補正予算       ９件 

○新年度予算     １３件 

４.議案の説明について 

○条例の制定、改正   ８件 

○指定管理者の指定   １件 
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○町道の認定、廃止   ２件 

５.諸般の報告について 

○議長の諸般の報告 

○町長の行政報告 

６.代表質問について 

○通告書の提出 

○代表質問順番 

７.一般質問について 

 ○通告書の提出 

８.会議案について(議員提出) 

 ○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

(別紙のとおり) 

９.選挙について 

 ○選挙第１号  選挙管理委員の選挙について 

 ○選挙第２号  選挙管理委員補充員の選挙について 

※別紙「参考資料」のとおり 

１０.議員の派遣承認について 

 ○別紙のとおり 

１１.予算等審査特別委員会の設置について 

 ○新年度予算  １３件 

 ○予算関連議案  ３件 

１２.付託案件の審査結果報告について 

 ○陳情審査(平成１５年第４回定例会 民生常任委員会へ付託) 

 ○決算審査特別委員会の審査報告 

 ○予算等審査特別委員会の審査報告(本会議の会期中に審査) 

１３.特別委員会の中間報告について 

 ○白老港整備促進特別委員会 

１４.意見書の取り扱いについて 

(１)意見案第１９号  道警報償費等不正疑惑の徹底解明に関する意見書(案) 

(２)意見案第２０号  地方交付税の制度堅持と総枠確保に関する意見書(案) 

(３)意見案第２１号  義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書(案) 

１５.陳情書・要望書等の取り扱いについて 

 ○要望書等 

    (１)義務教育費国庫負担制度の堅持に関する要望 

    (２)日本国憲法の尊重・養護に関する要望書 
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   (３)酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書の提出の要請 

１６.常任委員会所管事務調査の報告について 

 ○総務文教常任委員会 

 ○産業建設常任委員会 

１７.所管事務調査の継続調査について 

 ○民生常任委員会 

１８.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 

 ○総務文教常任委員会 

○民生常任委員会 

 ○産業建設常任委員会 

 ○議会運営委員会 

１９.全員協議会の開催について 

２０.追加議案に伴う議会運営委員会の開催について 

２１.第１回定例会の日程について 

 ○会期 

 ○議事日程 

２２.その他の事項について 

 ○第４次白老町総合計画策定スケジュールについて 

 ○その他 

  

○会議に付した事件  

－協議事項－ (平成１６年第１回白老町議会定例会 関係) 

１. 提出議案 

(１)町長提案(３５件) 

・執 行 方 針   ２件 

・補 正 予 算   ９件 

・新 年 度 予 算  １３件 

・条 例 等   ９件 

・町道認定・廃止等   ２件 

・そ の 他     

(２)議会関係(２７件) 

・諸 般 の 報 告   ５件 

・条      例   １件 

・選      挙   ２件 

・承      認   １件 
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・特別委員会の設置   １件 

・審 査 結 果 報 告   ３件 

・特別委員会中間報告   １件 

・意 見 書 ( 案 )   ３件 

・陳 情 書 等   ３件  

・所管事務調査報告   ２件 

・所管事務調査の継続調査    １件 

・そ の 他   ４件 

２.町政執行方針、教育行政方針について 

３.予算の説明について 

○補正予算       ９件 

○新年度予算     １３件 

４.議案の説明について 

○条例の制定、改正   ８件 

○指定管理者の指定   １件 

○町道の認定、廃止   ２件 

５.諸般の報告について 

○議長の諸般の報告 

○町長の行政報告 

６.代表質問について 

○通告書の提出 

○代表質問順番 

７.一般質問について 

 ○通告書の提出 

８.会議案について(議員提出) 

 ○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

(別紙のとおり) 

９.選挙について 

 ○選挙第１号  選挙管理委員の選挙について 

 ○選挙第２号  選挙管理委員補充員の選挙について 

※別紙「参考資料」のとおり 

１０.議員の派遣承認について 

 ○別紙のとおり 

１１.予算等審査特別委員会の設置について 

 ○新年度予算  １３件 
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 ○予算関連議案  ３件 

１２.付託案件の審査結果報告について 

 ○陳情審査(平成１５年第４回定例会 民生常任委員会へ付託) 

 ○決算審査特別委員会の審査報告 

 ○予算等審査特別委員会の審査報告(本会議の会期中に審査) 

１３.特別委員会の中間報告について 

 ○白老港整備促進特別委員会 

１４.意見書の取り扱いについて 

(１)意見案第１９号  道警報償費等不正疑惑の徹底解明に関する意見書(案) 

(２)意見案第２０号  地方交付税の制度堅持と総枠確保に関する意見書(案) 

(３)意見案第２１号  義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書(案) 

１５.陳情書・要望書等の取り扱いについて 

 ○要望書等 

    (１)義務教育費国庫負担制度の堅持に関する要望 

    (２)日本国憲法の尊重・養護に関する要望書 

    (３)酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書の提出の要請 

１６.常任委員会所管事務調査の報告について 

 ○総務文教常任委員会 

 ○産業建設常任委員会 

１７.所管事務調査の継続調査について 

 ○民生常任委員会 

１８.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 

 ○総務文教常任委員会 

○民生常任委員会 

 ○産業建設常任委員会 

 ○議会運営委員会 

１９.全員協議会の開催について 

２０.追加議案に伴う議会運営委員会の開催について 

２１.第１回定例会の日程について 

 ○会期 

 ○議事日程 

２２.その他の事項について 

 ○第４次白老町総合計画策定スケジュールについて 

 ○その他 

 



６ 

○出席議員（１１名） 

  委員長 大 渕 紀 夫 君   副委員長  熊 谷 雅 史 君 

委 員 山 本 浩 平 君         吉 田 正 利 君 

      吉 田 和 子 君         谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君 

  副議長 根 本 道 明 君   議  長  堀 部 登志雄 君  

 委員外議員 玉 井 昭 一 君   委 員 外 議 員  西 田 祐 子 君  

 

○欠席議員（０名）  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

      助       役       煤 孫 正 美 君 

      総 務 課 長       白 崎 浩 司 君 

      財 政 課 長       辻   昌 秀 君 

      企 画 課 長       岩 城 達 己 君 

      企 画 課 主 幹       坂 東 雄 志 君 

 

○職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長       山 崎 宏 一 君 

      主       幹       中 村 英 二 君 
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◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） どうもご苦労様でございます。ただ今から議会運営委員会を開会い

たします。 

本委員会については傍聴を許可することに、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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。 

 

◎調査事項 

〇委員長（大渕紀夫君） 本日の議事に入りたいと思いますけれども協議事項、概略、最初に

局長からご説明を願います。 

○事務局長（山崎宏一君） それでは皆さんのお手元に今日ですね、レジュメを配付してござ

いますが、まず中身の説明については後ほどいたします。 

 概略。町長提出案件なのですが、議案関係が３３件でございまして、それに執行方針。町長

と教育長の行政報告と。行政方針ということで、含めて３５件ということになります。 

 それと、議会関係なのですが、今日の時点で２７件ということになります。内容については、

町の方の説明が終わってから、具体的な内容についてご説明を申し上げたいというふうに思い

ます。 

以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、協議事項の２番目、町政執行方針・教育行政方針に

ついて。局長。 

○事務局長（山崎宏一君） これについては、従前どおり当日配付ということになりますので、

今日はお手元には差し上げてございません。４日の日、当日ということになります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。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) はい。それでは３番目に入ります。予算説明について。補正予算９件、

新年度予算１３件でございますけれども、補正予算については別紙がありますけれども、行政

側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、議案でいきますと議案第１号から議案第９号まで。１５

年度の補正予算に関しまして、一括してですね、今日お配りのですね、資料の中で、「平成１６

年白老町議会第１回定例会へ提案する平成１５年度補正予算の概要」という資料に基づきまし

てですね、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 ２枚だけの。２枚ものの。 
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○事務局長（山崎宏一君） 補正予算ですから、２枚綴りのものです。 

○財政課長(辻 昌秀君) 補正予算の概要という資料を見ていただければ分かります。よろし

いですか。 

 まず１点目、歳入歳出予算の補正規模ですけれども、まず議案第１号の関係でありますけれ

ども、一般会計補正予算第９号でございます。歳入歳出予算の額につきましては９２，４１０

千円の減額となります。 

 その内容につきまして、ちょっと２ページからになりますけれども、ちょっとご説明いたし

ます。 

 ２ページの２番。一般会計補正予算の主な事項という所でございますけれども、まず、第１

表のですね、予算規模につきましては先ほどご説明のとおり９２，４１０千円の減額。次、繰

越明許費の補正でありますけれども、２件ございます。 

 １件、土木費の中で、町営住宅火災復旧事業７，３６１千円でございます。１２月９日に美

園団地４階建てのうち、１階の１戸分ですね。火災になってございまして、その復旧費用をで

すね、歳出予算の方に計上しておりますけれども、今後の発注となりますと、年度内で終わら

ないものですから、次年度への繰り越しということで計上してございます。 

 次、災害復旧費の関連で、白老港港湾災害復旧費。現年直轄災害負担金ということで、５，

５７６千円の繰越明許費を設定してございます。昨年秋の十勝沖地震におきまして、白老港の

中の上屋周辺の敷地について、液状化現象のよりまして陥没等が発生してございますけれども、

災害査定の結果、直轄、国の方でのですね、事業ということで採択になってですね、その町の

負担分につきまして計上するものでありますけれども、これにつきましても発注が今後という

ことで、１６年度の支出ということで繰越明許費を設定するものであります。 

 次、債務負担行為の補正でございます。 

変更につきまして、１０件ございます。ここに記載のとおり、漁業近代化資金利子補給金ほ

か９件。総額２２千円の減額になってございます。 

追加４件ございます。１点目、児童手当システム変更業務委託料５９７千円ですけれども、

国の方のですね、予算の中で、児童手当の支給年齢を６歳から９歳まで引上げしようというこ

とでの、現在そういう予算になってございます。 

町の実際の手当の予算化につきましては、１６年度の補正予算でということで考えておりま

すけれども、６月以降のですね、部分としての業務を事前に進めなきゃならないということで、

システム変更料をですね、３月中に着手するということでの債務負担行為でございます。 

次、肉用牛肥育推進事業利子補給７５２千円でございますけれども、１５年度のですね、導

入部分についての利子補給でございます。 

次、石山大通の改良舗装事業並びに白老港建設事業管理者負担金につきましては、ゼロ国債

ということで、１６年度予算に経常されているうち、ここに記載の金額について、前倒しして

発注する部分でございます。港の方は管理者の負担金分ということになってございます。 
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次、(３)歳出でございます。まず、議会費１４，１１４千円の減額になっております。これ

につきましては、議員報酬等の減額。独自削減あるいは議員選挙に基づきます若干のその入れ

替えの部分のですね、削減となっています。 

総務費、トータルで９，１６９千円の減になっておりますけれども、全体的に今回の歳出に

つきましては整理ということで、執行残のですね、整理がほとんどでございますけれども、特

に説明を要するもののみ記載してございますけれども、庁舎管理経費の中で喫煙室の設置４８

３千円、１６年４月からですね、完全公共施設での喫煙ができなくなるということでの分煙対

策としての喫煙室の設置経費でございます。 

あと、ワークステーションの設置１，２５９千円。これにつきましては、相談スペースをで

すね、１階ロビー内に設けるという部分での設置費用になってございます。 

次、民生費９，３２２千円の減額であります。繰出金として介護保険１，１７８千円。介護

給付費の増額分の一般会計分になってございます。あと、老人保健会計の繰出金３，６３７千

円。医療給付費の増額分の一般会計分でございます。 

次、各種医療費の給付費２，８５４千円の増。これは重度障害者・母子・乳幼児の医療費の

不足分でございます。 

ウタリ住宅新築資金等貸付事業１２，５６１千円の減であります。貸付申込みが実績として

なかったということから、全額減額するものであります。 

次、環境衛生費２１，６１１千円の追加であります。主な内容といたしましては、繰出金で

ございます。国保会計の保健基盤安定分につきまして、２２，０８４千円の追加であります。 

あと、病院事業会計１６，０００千円の追加でありますけれども、１５年度の決算見込の中

で、医業収益がちょっと予算よりも落ち込むという、その不足分につきまして一般会計として

の支援追加を行うということで、出資金と繰出金の追加であります。 

次、農林水産業費１０，５７０千円の減額であります。農道整備事業（道営事業）の負担金

の減額でありますけれども、石山２期地区の部分でありますけれども、１５年度で完了する事

業でありますけれども、確定に伴いましての減額であります。 

次、土木費２０，１５４千円の減額であります。河川改修事業としてバンノ沢川砂防事業１

０，４８２千円の減額。これにつきましては、工事費と委託料の入札減であります。白老港建

設事業負担金４，２７１千円の減額につきましては、前年度事業の精算分の減というものが主

な内容になっております。 

次、スローライフ空間整備事業（緊急雇用事業）４，５３８千円の減額でありますけれども、

萩の里公園の環境整備等で予定しましたけれども、中小企業枠での緊急雇用対策事業というこ

とでありましたが、売上げが３分の１減少したというのが、これ該当要件ということでござい

ますけれども、その中小企業の該当する事業所が結果的にはなかったということで、本事業に

ついては執行できないということから減額するものであります。 

次、町営住宅の火災復旧事業７，３６１千円につきましては、先ほど繰越明許費で説明した
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内容でございます。 

教育費１，７１８千円の減額でありますけれども、主なこれ、特殊要因だけご説明いたしま

す。特殊学級の設備整備事業。１６年度に開設予定のですね、準備のために事前に施設整備を

行うという部分でございます。小学校１校、緑丘小学校の３学級の関係で５，８５０千円。中

学校３校、萩野中学校・竹浦中学校・虎杖中学校。３校で４３９千円となっております。 

次、災害復旧費５，１８６千円の追加でありますけれども、これにつきましては繰越明許費

と同様の内容になってございます。 

次、一般会計の歳入でございますけれども、３ページになります。 

失礼いたしました。歳出の続きですね。失礼いたしました。 

公債費３０，２５４千円の減額であります。主なものといたしましては、長期債の利子支払

費。利率の低下等で２５，５９４千円の減額になっております。 

給与費、合計８９，０８０千円の減額でございます。内訳については記載のとおり、主に三

つの内訳を掲載してございます。 

次、諸支出金６６，８３８千円。退職手当追加負担金、ちょっと基金が抜けておりますけれ

ども、退職手当追加負担金基金積立金ということで、負担金と積立金の間に、ちょっと基金を

入れていただきたいと思います。６５，０００千円が主な内容となっております。 

後ほど、議案の２３号でご説明があるかと思いますけれども、職員の退職手当の、退職手当

組合のですね、負担金の精算ということで、３年に１回のですね、制度改正がなされて、平成

１６年度初めての３年に１度の精算の年ということで、来年度約６５，０００千円ぐらい見込

まれるということでですね、基金へ積み立て、そしてその一部を１６年度予算で繰入れすると。

そういうような会計上の操作をするための基金の設置、並びに積み立てでございます。 

その他１，６６４千円の減額であります。内訳につきましては記載のとおり、労働費・商工

費・消防費の増減でございます。 

合計いたしまして９２，４１０千円の減額になってございます。 

次、歳入でございます。 

町税４５，４６６千円の増であります。町民税として６１，０６０千円の増。町たばこ税１

１，３１４千円の減であります。町民税の増につきましては、個人並びに法人ですね。それぞ

れ、個人が約３６，０００千円、法人が２７，０００千円ぐらいの増ということになってござ

います。２５，０００千円ですね、失礼しました。法人が２５，０００千円の増。 

町たばこ税につきましては、たばこの税率改正がなされたのですけれども、一応販売本数が

見込みよりも減ってきたということでの減でございます。 

次、譲与税・交付金の増減の大きなものを記載してございます。譲与税・交付金関係でトー

タルで８８８千円の減でございますけれども、大きなものとしては地方譲与税１４，７００千

円の減でありますけれども、地方譲与税の中の地方道路譲与税という、道路財源としてのです

ね、譲与税の市町村への配分割合が１５年度の税制改正で１００分の５７から１００分の４２
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に下がったということでの減額でございます。 

あと、地方特例交付金１０，４８１千円については、確定に基づく計上であります。 

次、地方交付税４３，９５３千円。全額普通交付税での追加であります。今回の補正に要す

る一般財源の所要額４３，９５３千円につきまして、普通交付税を計上するものであります。

決定額とこの今回の補正後のですね、予算計上額は記載のとおりであります。 

次、国・道支出金１，３４２千円の減でありますけれども、増減の大きなものは記載のとお

りでありますが、主に歳出で先ほどご説明した関連での増減でございます。 

繰入金７２，１８９千円の減でありますけれども、町債管理基金の繰入金。このうち７０，

０００千円の減ということで、当初予算に計上いたしました基金からの繰入れ全額減額してで

すね、繰入額をゼロにするというものでございます。 

諸収入３５，９４６千円の減でありますけれども、大きなものといたしましては備荒資金の

支消金５０，０００千円の減であります。これも当初予算で事業財源の不足額の５０，０００

千円を取り崩すということでの予算計上をしておりますけれども、これも戻せる見込みになっ

たということで、全額減額し、取り崩し額をゼロとするものであります。 

次、町債６５，４００千円の減でありますけれども、大きなものといたしましては臨時財政

対策債６１，６００千円の減であります。これにつきましては、普通交付税の決定に伴います

確定による減ということで、普通交付税との関連でございます。 

減税補てん債１６，７００千円の追加でありますけれども、これも確定によります計上であ

ります。 

その他６，０６４千円の減であります。内訳としては記載のとおりでありますが、この中の

分担金及び負担金の１１，７３６千円。約、このうち１２，０００千円につきましては、農業

施設としての堆肥舎の整備の負担金でございますけれども、当初予算に財産収入として計上し

たものの振り替えでございます。財産収入が減り、分担金・負担金が増えると。そういうよう

な組み立てになってございます。 

あと、使用料・手数料の７，２１３千円の減の大きなものにつきましては、町営住宅の使用

料の減が大きなものとなっております。 

寄付金６２０千円につきましては、だるま食品さんからの５００千円の寄付の他２件。合計

３件の計上でございます。 

歳入につきましては、歳出と同様に合計９２，４１０千円の減額でございます。 

以上、一般会計の補正予算の概要説明を終わらせていただきます。 

次、この資料の１ページに戻っていただきまして、特別会計の説明に入りたいと思います。 

特別会計のうち、国保事業特別会計（第３号）の補正であります。議案の方は第２号であり

ます。３３，１７２千円の減額であります。この内容の主なものといたしまして、歳出として

は療養給付費の減。医療費のですね、減ということで、内訳は記載のとおりであります。 

歳入につきましては、財政調整交付金の減。あと、一般会計の繰入金については保険基盤安



１２ 

定分の２２，０００千円の追加であります。 

次、老人保健特別会計（第４号）。この議案は第３号でありますけれども、１１３，３７５千

円の追加であります。歳出でありますけれども、医療給付費１１３，３７５千円の追加であり

ます。当初予算で計上したよりも、医療費の不足分が生じているということでの追加でありま

す。 

歳入につきましては、それぞれの負担割合に基づく計上ということで、記載のとおりの歳入

の計上をしてございます。 

次、下水道事業特別会計（第２号）。議案は第４号でありますけれども、５０，２１５千円の

減であります。歳出につきましては、すべてほとんど執行残の整理ということで、記載のとお

りでございます。 

歳入につきましては、ここに記載のとおり、使用料・国庫支出金の減、町債の減であります

けれども、一般会計からの繰出しとしては水質改善事業ということで、白老地区の合流式の部

分の調査費分９００千円を追加しております。 

次、墓園事業特別会計（第１号）。これは議案の５号でありますけれども、７９３千円の追加

であります。これにつきましては、使用料あるいは繰越金の歳入が計上できるということでの

補正でありまして、予備費の不要額の整理をして、１，０００千円公債費に計上するという内

容になっています。銀行から借入れしております町債の繰上償還に１，０００千円計上してお

ります。 

次、介護保険特別会計（第３号）。１６，３２９千円の追加であります。歳出につきましては、

事務費、総務費の減の他、保険給付費ということで１８，８４６千円の追加をしてございます。 

歳入につきましては、保険給付費の給付費の負担割合に基づきまして、それぞれ国費以下で

すね、計上しておりますけれども、事務費交付金については一部減額になってございます。一

般会計からの繰入れについては、一般会計の方でご説明した額になってございます。 

次、特別養護老人ホーム特別会計（第２号）でありますけれども、７５２千円の減でござい

ます。主な内容といたしましては、歳出の事務費の減額ということでの執行残の整理をしてご

ざいます。 

あと、歳入の方といたしまして、サービス収入。介護の報酬が、当初の見込みよりも減って

きているということで、３，０１５千円の減。その穴埋めとして繰越金からのですね、繰入れ

ということにしてございます。 

以上、特別会計でございます。 

次、企業会計。これちょっとご説明いたします。 

水道事業会計（第３号）。支出額につきましてはゼロでございます。消費税が７０９千円増え

て、総務費を見直して減額するという部分でございます。あと、資本的収入の方といたしまし

ては、収入出資金、一般会計からの出資金 1，０００千円減って、国庫補助金が９００千円増

えると。この不足額１００千円につきましては、内部留保金から補てんするという内容になっ
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てございます。 

次、病院事業会計（第 1 号）。議案の方は第９号でありますけれども、支出ベースで５９千

円の減額になっております。まず、収益的収入ですけれども、これ補正額ゼロですけれども、

入院収益並びに外来収益が記載のとおりの額落ちると。当初予算よりもちょっと、不足が見込

まれるという部分につきまして、一般会計からの補助金繰出し等で補うという内容になってお

ります。 

収益的支出につきましては、科目の中のやりくり。材料費が増える分を給与費経費からまわ

すというような形になっております 

資本的収入につきましては、資本的支出５９千円。これが減る分につきまして、一般会計か

らの出資金の減額という内容になっております。 

補正予算関係、以上ですけれども、参考までに２ページちょっとめくっていただきたいと思

います。１５年度の白老町の各会計予算の補正状況が載っておりますけれども、合計額のとこ

ろをちょっとご説明いたしますけれども、これまでの予算計上額２３，３１７，４１５千円で

ございます。 

今回の補正の計上といたしましては、一般会計で９２，４１０千円減額。特別会計で４６，

３５８千円の増。企業会計で５９千円の減。トータル４６，１１１千円の減ということになっ

ております。 

補正後の総予算額ですけれども、２３，２７１，３０４千円ということでございます。当初

予算２０，４８３，５２６千円に対しまして、２，８００，０００千円ぐらい増えるというこ

とになってございますけれども、この増えるうちの２，８００，０００千円のうち約２，００

０，０００千円ぐらいはですね、特別会計のその赤字のですね、繰上充用金。そういうような

形になってございます。 

以上で、補正予算関係、議案の方は１号から９号。ご説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。補正予算関連につきまして、何か聞いておくべきと思うことが

ございますか。本会議で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、新年度予算にいきたいと思います。ご説明をお願いいたし

ます。 

○財政課長(辻 昌秀君) それでは次、議案でいきますと議案第１０号から議案第２２号。病

院事業会計予算まで、当初予算に関わります１３件の議案について、一括してご説明したいと

思います。 

 説明の資料として、事前に平成１６年度白老町予算の概要という資料をお配りしているかと

思いますので、その資料を使いましてですね、ご説明いたします。 

予算の概要の１ページですね。１ページの予算総括表というのがございますけれども、これ

に基づきましてご説明いたします。１ページのこの総括表につきましては、各会計の予算総額
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と前年度、１５年度のですね、当初予算及び６月補正後の対比が載っております。 

まず一般会計でありますけれども、計のところですけれども、予算総額１０，２９９，００

０千円であります。前年度の当初予算と比較して７１５，０００千円、７．５％の増。前年度

の６月補正後との比較では３７９，３５９千円の増。３．８％の増であります。 

１６年度、この当初予算額の中に、この中に平成７年度・８年度に発行しました減税補てん

債の一括償還に伴う額３２２，０００千円が、歳入歳出ともに実は計上されているということ

から、この３２２，０００千円を除きまして、その前年度の６月補正後と比較した実質的な増

減は、ここにちょっと記載してございませんけれども、約５７，０００千円。０．６％という

ことになります。減税補てん債のこの一括償還を除きますと、１６年度の予算額はほぼ前年度

並ということでご理解いただきたいと思います。 

で、一般会計の経常経費の合計額ですけれども、８，６７７，４４７千円で、前年度６月補

正後予算との対比で３５４，４６２千円。４．３％の増であります。 

この増減の主な内容でありますけれども、この予算の概要の６ページですね。６ページの方

に一般会計の性質別の集計表が載っておりますので、これで若干ご説明したいと思います。６

ページの性質別集計表の、これ縦の欄で経常経費と事業費、合計で分かれておれますけれども、

この経常経費のところの下半分の歳出の部分、若干ご説明いたします。 

まず、増えているですね、ものでありますけれども、扶助費が６９，２９３千円増になって

おりますけれども、身体障害者支援費や医療給付費などの増加で増えてございます。 

次、公債費が２６８，４３７千円の増になっておりますけれども、これは先ほどご説明した

繰上償還に、一括償還に伴う部分３２２，０００千円含んでいるところであります。 

あと繰出金。１０８，５５９千円の増でありますけれども、これにつきましては、一般会計

から赤字を抱えている３会計への支援策の１００，０００千円を含んでの増加ということでご

ざいます。 

次、減額の主なものでございますけれども、人件費ですね。５７，２３８千円の減となって

おります。この人件費は、職員給与費以外ですね。議員報酬あるいは審議会委員の報酬も入っ

てございますけれども、この減額の主な要因といたしましては、この人件費の中にですね、増

える要因として先ほど補正予算の方でもご説明いたしました、３年に１度という職員の退職手

当組合の追加負担金、約６６，０００千円ですね。６６，０００千円ぐらい、増加要因を含ん

でおります。 

それを含みながらですね、５７，２３８千円の減となっております。実質的には１３０，０

００千円ぐらいですね、減になっているというような状況でございます。 

あと、この表には載ってございませんけれども、あと歳出の削減の取り組み等を行いまして、

約７２，０００千円の見直しを行っているということでありますけれども、先ほどご説明した

いろいろな要因で３５４，４６２千円増えているという状況でございます。 

本会議で具体的な内容をご説明いたしますけれども、いろいろな歳出削減の取り組みの中で
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は、高齢化に伴います新たな施策の実施や、介保、医療費助成など、継続的な福祉の財源を確

保するため、一律で行ってきた温泉入浴券の支給を廃止するほか、後ほど条例にも出てきます

けれども、長寿祝金についてのですね、支給年度を簡素化するなどの見直しを含めております。  

次、事業費でありますけれども、事業費につきましては合計額１，６２１，５５３千円とい

うことで、６月補正後の対比で２４，８９７千円、１．６％の増となっております。継続事業

分として、港湾建設事業の約４９０，０００千円を含めて７５件。あと、新規事業としてです

ね、４４件予算計上してございます。 

次、歳入でありますけれども、歳入の地方交付税は計上額３，４４０，０００千円というこ

とで、前年度と比較して５０，０００千円、１．５％の増になっておりますけれども、このう

ち普通交付税につきましては、前年度の実績よりも３５６，０００千円減額して、このうち３，

２４０，０００千円を見込み額としてございます。 

その決算見込み額のうちから財源留保５０，０００千円を差し引いて３，１９０，０００千

円、このうち普通交付税として計上しております。 

あと、大きな増減としては繰入金といたしまして、合計欄のですね、繰入金の増減額２６０，

４３４千円の増でございますけれども、財源不足として財政調整基金なども含めまして繰入れ

ということになってございます。特定目的基金も含めての繰入れ増でございます。 

あと町債につきましては、総額で１，５６８，３００千円の計上であります。先ほどもご説

明の一括償還を含めての借替債を含めて計上してございますけれども、減税補てん債と臨時財

政対策債を除きました事業充当分につきましては、このうち７７０，０００千円程度というこ

とで、財政健全化の目標の８００，０００千円の範囲内に留めております。 

以上で主な増減のご説明を終わらせていただきます。 

一般会計につきましては、以上で終わらせていただきまして、次、１ページに戻りまして、

特別会計以下、ちょっと概要をご説明いたします。 

企業の１ページの特別会計１０会計の合計でありますけれども、計のＢの欄でございますけ

れども８，６４６，６９７千円で、前年度の当初予算と比較して１６８，３１１千円、１．９％

の減。前年度の６月補正後との比較では２，４０８，０７１千円、２１．８％の減であります。 

６月補正後の前年度の額の中に約２，０００，０００千円程度ですね、繰上充用金が含まれ

ていることによる減ということで、ご理解いただきたいと思います。 

次に各会計の概要でありますけれども、国民健康保険事業特別会計につきましては、増減の

ところでご説明いたしますけれども、前年度当初予算対比で９１，４９３千円の減になってご

ざいます。 

医療費はほぼ前年度並での計上でございますけれども、老人保健拠出金等の保険者負担の減

少により減額となります。 

老人保健特別会計につきましては、医療費について、１４年１０月に制度改正が行われまし

て、定率一部負担の導入とか、前期高齢者制度の導入によりまして対象者が減少することから、
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医療費総額がやや減少いたしまして、前年度当初対比で１７，９７２千円の減になっておりま

す。 

公共下水道事業特別会計につきましては、継続している地区の面的整備を中心に進めますが、

終末処理場等の補助対象事業費が減少したことから、１５６，３４３千円の減となっておりま

す。 

学校給食特別会計並びに工業団地造成事業特別会計は、ほぼ前年度並であります。 

臨海部土地造成事業特別会計でありますけれども、元金償還金の増加や、他会計からの繰入

金返済としての繰出金の計上により、３４，３９８千円の増となっております。 

港湾機能施設整備事業特別会計も元金償還金の増加によりまして、３０，８８２千円の増で

あります。 

墓園造成事業特別会計は前年度並であります。 

介護保険事業特別会計は、第２期介護保険事業計画に基づき予算計上を行って２７，３４５

千円の増となっております。 

特別養護老人ホーム事業特別会計は、５，８３３千円の増でありますが、ほぼ前年度並の予

算内容となっております。 

次に企業会計でありますけれども、二つの会計ともに収益的支出と資本的支出の増減はあり

ますけれども、ほぼ前年度並となっており、支出の計のＣの欄にありますように、合計額で２，

５９２千円の増加になってございます。 

水道事業会計につきましては、老朽管の更新の継続や配水管施設の改良など、前年度並の事

業費を確保して、ほぼ横ばいの予算額となっております。 

国民健康保険病院事業会計につきましては、前年度と同額の一般会計からの繰入れを見込み、

前年度並の予算額となっております。 

以上で各会計のご説明をいたしましたけれども、全部の１３会計の総合計では、１６年度は

２１，０３２，８０７千円であります。前年度の当初予算と比較いたしまして、５４９，２８

１千円、２.７％の増でありますけれども、前年度の６月補正後と比較すると、２，０３１，７

９０千円、８.８％の減であります。 

特別会計の１５年度の繰上充用金を除きました、６月補正後の実績の比較では、約１７３，

０００千円、０ .８％の伸びということでありますけれども、一般会計については３２２，００

０千円さらに１６年度の方で一括償還の金額が含んでおりますので、実質的な総トータルでは

若干減でありますけれども、トータルとしてはほぼ前年度並の予算規模となっております。 

以上で予算概要の説明を終わらせていただきますけれども、予算の細部につきましては、予

算書及び説明資料などによりまして、本会議で説明を行いたいと思います。 

本会議での説明資料としては予算書のほか、現在説明の予算の概要並びに、ちょっと当日配

付になろうかと思いますけれども、追加資料もですね、使いまして本会議でご説明したいと思

います。 
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以上で当初予算関係の議案説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、新年度予算１３件についての総括的な報告がございま

したけれども、これについて今回特にお聞きをしたいということ、ございましたらどうぞ。 

本会議の予算説明後、予算委員会がございますので、それ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。それでは、そのようにしたいと思います。 

はい。続きまして議案説明について、条例制定改正８件、指定管理者の指定１件、町道の認

定・廃止２件ということでございます。 

説明を求めます。白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) それでは一般議案ですが、２３号から３３号までということで、今

のご説明のとおり１１件ございます。２３号です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、お願いします。 

○総務課長(白崎浩司君) まず２３号ですが、先ほど財政課長の説明の中にも若干触れており

ましたけれども、白老町職員の退職手当追加負担金積立基金条例の制定についてということで、

次のページ２３－３のですね、議案説明でちょっとお話いたします。 

 白老町の職員の退職者の退職手当に伴う追加負担金ですけれども、白老町の場合は、北海道

市町村退職手当組合の方に加入しておりまして、その中で組合の方の市町村負担金等に関する

条例が、１３年度に改正されまして、１２年度までは追加負担金を毎年清算ということで進ん

でおりましたけども、その改正で３年ごとの清算に改正されたということで、３年分の追加負

担金では退職者数の増加等々で、単年での財政負担が大きいということで、今回基金を条例を

制定し、積立するものであるということなのですが、退職負担金につきまして若干ご説明いた

します。 

退職負担金につきましては、毎月いわゆる職員に払っている給料支給総額の１，０００分の

１４０に相当する額を、いわゆる普通負担金ということで納付しております。で、この負担率

はですね、自己都合により退職した場合の支給率による負担率であります。 

で、通常、通常と言いますか、多いのはですね、定年退職だとか、それから白老町も採用し

ていますが、勧奨退職の方が多いのですけれども、通常６０歳まで勤めて定年退職になる場合

は、その支給率が高くなるというようなことから、毎月払っている負担額と、負担率で払って

いる負担額と、最後定年で辞められたときの負担額のその間に差が出ますので、その分を各市

町村が自分の方の負担金という形で追加負担金ということで納付するという形になっています。 

 で、先ほどのご説明のとおり、１２年までは毎年清算ということで進んでおりましたけれど

も、１３年からは３カ年で一度清算というようなことに条例が改正になったということで、１

６年度の負担金の支払いが発生するわけですが、１３・１４・１５年分の退職者に対する追加

負担金の合計額が、１６年度に支給しなければならないというようなことが発生いたしました。 

 で、ちなみにですね、１３・１４・１５で退職者は合計で４３名。で、そのうち追加負担金
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が発生する方が２８名。全会計で申し上げますと、追加負担金というのはですね、４３名で約

１７０，０００千円。 

 それで、その毎月の給料の、先ほど１，０００分の１４０を普通負担金というふうに納めて

いますけれども、そのほかに事前納付金ということで１，０００分の２０をですね、事前に平

準化するようにということで、事前納付ということにしていますので、その金額が９３，００

０千円。ちょっと端数は切って言っていますけれども、ということで、１６年度にはその差し

引きいたしました７６，３００千円がいわゆる追加負担金ということで支給。これは全会計で

す。 

 で、今の金額のうち、一般会計では６５，７７６千円を支給しないとだめだと。ということ

で、新年度予算にも計上させていただいておるところでございます。 

 で、議案のですね、２３－４には１２年までのいわゆる退職手当組合への取り扱いと、１３

年度から条例改正で３年毎の清算になりましたよということで、ちょっと見づらい表なのです

が、表として記載させていただきました。 

 以上で２３号の説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) どんどんやってください。 

○総務課長(白崎浩司君) はい。それじゃ、２４号です。ふるさと体験館「森野」設置条例の

制定についてということで、これも議案説明で説明いたしますが、２４－８です。 

 これにつきましても、ご存知のとおり１５年の３月に閉校となりました森野小中学校及び周

辺施設を、住民の生涯学習等を推進する活動施設として有効活用するため、自治法の規定に基

づきまして、公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた本条例を制定するということで、

設置条項ですから、料金設定を含めて管理条項を記載してございます。 

 併せて、自治法の一部改正で、いわゆる指定管理者制度が取り入れられましたので、これは

昨年の６月です。で、本条例から指定管理者制度の説明も、本条項の中に入れております。 

 で、指定管理者制度につきましては、従前公共的団体とか公的団体が、そういう施設を管理

委託制度という中で管理していましたけれども、この指定管理者制度は民間の事業者もこれに

参画して、それは構いませんよと。ということで、いわゆるその施設を指定する者にも参画で

きるというような形になりました。 

 で、ちなみに今回ですね、これに関連する条例としては、第３０号。申し訳ございませんが

３０号。設置条例には指定管理者を指定するというふうな条文になっていますので、それに合

わせて３０号では、その指定管理者を指定するという議案です。 

 で、ここにつきましては、ふるさと体験館「森野」という名称を、財団法人白老町体育協会

に指定管理者として指定して、管理をしていただくというような議案３０号の案件でございま

す。 

 元に戻ります。議案の２５号です。２５号以下、要旨は関連いたしますけども、１件ずつち

ょっと説明させていただきます。 
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 ２５号につきましては、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてということで、改正の内容につきましては２５－３で、議案説明を

お話いたしますが、附則の方で中段にございますけれども、今現在特別職については、自主削

減ということを実施してございます。 

 で、これにつきましては、３月３１日までということになっておりますので、本年４月以降

も引続き自主削減すると。で、その内容につきましては、町長においては１５％。助役にあっ

ては１２％の減額を行うということが、改正点の１点です。 

 それから第３条関係ですが、これにつきましては、給料の支給方法について、現行制度では

退職月に一日でも在職すると、その当月分が全額支給されることになってございます。で、そ

れをその月の現日数を基礎として、日割計算によって支給するというように改正をするもので

ございます。 

 今の内容で、次の議案のですね。その前に資料で説明いたしますが、議２５－３。比較表を

添付してございます。２５－５ですね。申し訳ございません。この表につきましては、特別職

の町長の通常の支給額と、１５％削減したときの支給額と。ということで、３段目には削減額

と。同じような区分で助役、次に議案で説明いたしますが、教育長の分ということで、この４

名の方の特別職を合計いたしますと、年間で表の右の一番下になりますけれども、現額の５，

７９５，９６８円と。これは年額で減額される額ということになります。 

 同じようなことで、議案２６号も説明させていただきますが、これにつきましては教育委員

会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてということ

で、こちらの２６－３の議案説明にも書いてございますけれども、趣旨としては同様で、教育

長についても８％の減額を行うということと、退職した場合には日割計算で行うということを

記載してございます。 

 それから、議案の第２７号です。これの内容につきましては、２７号、職員の給与関する条

例の一部を改正する条例の制定についてと。で、これの改正の内容は、先ほどご説明した部分

ですが、職員が退職したときにはその月の現日数を基礎として、日割計算により支給するとい

うような改正の１点だけです。 

 それと、併せて議案第２８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。これにつきましても、非常勤の特別職員の月額をも

って定められているもの。 

 事例でいきますと、教育委員会の委員さん。それから農業委員会の委員、監査委員。それか

ら生活館・児童館の管理人、体育指導員。これらが月額で定められているのですけれども、こ

の方につきましても同様にですね、退職した場合その月の現日数を基礎として日割計算により

支給するというような改正の内容です。 

 次、進ませてもらいますが、議案の第２９号、白老町火災予防条例の一部を改正する条例の

制定についてということで、火災予防条例の一部改正なのですが、改正の内容は火災予防条例



２０ 

の準則の改正があったということと、いわゆる喫煙に対しての健康増進法の制定の趣旨を踏ま

えて、今回改正するという内容で、改正の一つはですね、公衆の出入りする建物では全面的に

禁煙又は喫煙所を設けるところが増えているところから、それらを明確に表すこととしたと。 

 で、表すということは、表示ステッカーを表示すると。で、白老の場合は、公民館あるいは

コミセン。いわゆる不特定多数の人が出入りするところというふうなことでございます。 

 それから２点目が、劇場等が形態大規模化、複雑多様化になってきておるということで、改

正があるのですが、これは白老の場合劇場等がありませんので、実質的には該当いたしません

が、劇場等の位置、収容人員、収容形態、避難口、その他の避難施設の配置等から総合的に判

断し、避難所を支障がなく安全性が確保される措置がなされている場合には、今まであった規

制。この規制は椅子の間隔だとか、避難口は立ち見席の後方だとかと。こういうおのおのの劇

場に対する規制があったのですが、それによらなくてもいいよと。という形の特例を設けたと。  

 で、従前はですね、劇場、映画ですけれども、一つの建物で一つの映画館ということでずっ

ときているのですが、今最近は一つの建物の中に何件も映画館が入っているというような、小

さい映画館になってきていますので、今までの規制を総合的に判断して全部クリアするよとい

うことであれば、その規定によらなくてもいいよというような特例を設けたという内容でござ

います。 

 それから、３０号は先ほどご説明のとおりです。 

 議案の第３１号ですが、町道路線の認定についてということで、６件。記載のとおりの認定

でございます。併せて、３２号につきましては、これは今度逆に町道路線の廃止ということで、

２本の廃止をするという内容です。 

 一番最後になりますが、議案第３３号、白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定に

ついてということでございますが、次ページの一部改正の議案説明がございますけれども、多

様な高齢者福祉サービスに対応するため、事業の一部を見直すということで、長寿祝金の受給

資格区分を６区分から３区分とし、併せて祝金の額も改正したと。改正するという内容でござ

います。 

 ちなみにですが、こういう区分にすることによって平成１６年度では、前年対象者が６１０

人いたところ、試算で３３４名と。２７６名が対象外になるというように抑えております。 

 以上、雑ぱくですけれども、ご説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、議案の説明がございました。この本件につきまして、

聞いておくことが必要だと思われる点がございましたら、どうぞ。 

 ございませんか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、この議案３３号ね。祝長寿金。これは民生常任委員会等で

検討させたのですか。何も聞いていないという話があるのだけれどね。全然委員会にも知らな

いでね、そして一方的にこう、議案として出すというのもね、今まではあまり例がないのだけ
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れども、その辺りはどうなっているのですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２９分 

 

再開 午後 ２時５０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。 

 議案の説明について、他、この席で質疑をしておくべきだというふうに思うことがございま

したら、どうぞ。 

 ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、４番目の議案説明については以上で終了いたします。 

ご苦労様でございました。 

 はい、３時まで暫時休憩といたします。 

休憩 午後 ２時５０分 

 

再開 午後 ３時００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。 

 ５番目、諸般の報告について。局長、お願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) 何点か書いておりますが、今日ですね、お手元に配付してございま

すのは、議会閉会中における動向でございます。それと、例月と定期と援助団体については、

議案書の封筒の中にですね、一緒に入っていますので、その辺お含みいただきたいと思ってい

ます。 

 それと、議員の派遣結果報告。これ、２５件ございますが、今日お手元にお配りしてござい

ますけれども、これはもう終わったものです。終わったもので、会議規則に基づいて議長の職

権の中で閉会中に出席したものでございます。 

 それと、町長の行政報告、あるというふうに聞いておりますので、これも当日配付というこ

とになるかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。続きまして６番目、代表質問について。通告書の提出期限が９

日になっておりますけれども、この件につきまして。 

○事務局長(山崎宏一君) これはまだ、町長の４日の日のですね、執行方針を聞いてから、代

表・一般質問の通告締め切りというふうになってございまして、今委員長の方から話が出まし

たとおり、９日正午ということになってございます。 

 それで、代表質問についてはですね、一般質問の方は各議員にそれぞれ配付してございます

が、代表質問の方は各会派の代表者のところへご案内が行ってございますので、どなたか会派
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の代表の方がするのか、違う方がするのか分かりませんけれども、一応会派の代表者のところ

に代表質問の通告書、これを送付済みでございますので、そのようにご認識していただきたい

というふうに思います。 

 なお、ここに書いてありますとおり、先般の議運でも夜間議会ということに決まっておりま

して、１番から５番まで、１日目が３会派、２日目が２会派という形で、時間は概ね９時まで

ということで、これについても議長の裁量で行いますが、若干時間が延びるということもござ

います。それは議長の裁量の中でご判断をいただくということになってございますので、です

けども、概ね今までも大体１時間程度という区切りの中できておりますが、そういうことで、

ご承知をしておいていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。代表質問についてなのですけれどもね、これ各会派での調整が

必要ないかどうか。その、当日って言いましょうか。９日の日に議運やりますけれども、その

段階でいいのかどうかね。 

それとも、４日の町長の行政執行方針を聞いた段階で、一定の、ここを中心に聞くとかって

いうことが、これはかなり不可能に近いことなのだけれども、やる人が、代表質問をやられる

方が集まっても難しいし、会派の長が集まっても難しいなと、私自身も思っていますけれども。  

あまり同趣旨のものの質問が出てね、そしてそれをその、ただでも時間がないのですよ、言

えば。特に初日は３会派ですから。1 時間でそれはやりきりで 1 時間ですから。 

 ですから、そういう調整は必要ないでしょうかね。なかったらないでいいのですけれども。 

ちょっと心配になったものですから、何かいい考えがございましたら、お聞かせを願いたいと

思いまして。 

 無制限 1 本勝負じゃないのですよ。ですからね、下手なことをしちゃうと、２回で終わりと

かってなるでしょう。それが、みんな同じ質問、同様な趣旨になっちゃうと、何か傍聴に来ら

れている方もちょっと張り合いないし、答弁する方も大変だし。 

 何かいい方法がないかなっていうようなことなのですけれどもね。しょうがないわって言う

なら、それでしょうがないですけれどもね。 

 基本的にはその、町長の政策と、財政なら財政と、必ず触れなきゃだめな部分でしょう。代

表質問ですからね。突っ込んでいかないわけだから。聞いている人はその答弁は、みんな同じ

く聞こえるって、我々には違うように聞こえても、傍聴の人は同じに聞こえるって可能性あり

ますよね。 

 はい、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時１０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。 
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 代表質問については、効率的な質問、効率的な答弁を求めるために、代表質問者による調整

会議、名前は別ですけれども、調整会議的なものを５日、本会議終了後に行うということで、

よろしゅうございましょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますね。それじゃ、各会派から代表質問者にお伝え

を願いたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、一般質問について。局長、お願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) これも先ほど話したように、各委員さんにご案内を差し上げてござ

いまして、代表質問と同じく、３月９日正午締め切りということになってございます。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) この件は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。では、８番目、会議案について。議員提出の会議案の件でござ

います。お願いいたします。 

 別紙がございますので、別紙、見てください。 

○事務局長(山崎宏一君) 今日お手元にですね、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてということで、今日お手元に配付してございます。 

 よろしいでしょうか。会議案第１号でございます。 

 趣旨を簡単にご説明申し上げたいと思いますが、実はちょっと経過がございますので、ちょ

っと若干経過を触れさせていただきます。 

 実はですね、１１月９日以降の議運においても、一部意見が出ておったのですが、実は１０

月１日解散だったのですね。それで、１日なものですから、１日は議員としての席があったわ

けです。その場合でも報酬の場合ですね、辞める場合は１日でも、その月の１日でも就任して

いればですね、１カ月分の報酬が出るわけです。今回も出しました。 

 これは、町側、町三役、教育長、職員。それと非常勤特別職。これについてもですね、同じ

規定の仕方をしております。 

 それで今回ですね、議員さんの方からも１日間出て１カ月分の報酬ということにはですね、

一般的に考えてそうならないのではなかろうかというご意見も出ました。そういう形で、そう

いう意見をですね、町側の方に実は持って行きました。 

 町側も、現状がそうであったものですから、町長、今言ったのを含めて一般職、非常勤特別

職も含めて、ちょっと検討したいということがございました。 

 それで、今回町側の方は改正することになりまして、先ほど説明した条例の中にですね、こ

の部分が入ってございます。 

 従いまして、そういうことから議会側もですね、これと同じく、言ってみれば退職ですね。

一般的に言う退職の場合は、やはり日割計算で支給するということにしたいと思っています。 
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 なお、参考までに採用の場合、一般的な採用の場合は、これは日割計算もうなっているので

す。実は。退職のときだけ１日いても、１カ月分ということなものですから、ちょっとこれは

ね、現状にもなかなか合わないということで、これが道内でも非常に札幌市なんかは報道なん

かでかなり大きく取り上げられてね、批判の的になっていたことも実は事実なのですね。 

 そんなとも含めて、今回町側と合わせてですね、議会側も日割計算にしたいということなの

です。 

 ただですね、規定上、これは町側も同じなのですが、死亡によるときはその月の報酬の全額

を支給するという特例的なね、ものもございます。これは職員も含めて、この規定はですね、

普通の退職じゃなくて死亡による退職のときは、１カ月分を支給しましょうと。これが、こう

いう考えで他の町なんかもですね、特例的な考え方でやっておりますので、今回本町において

も、また議会においても、こういう取り扱いにしたいというふうに思っておりますので、その

辺お含みいただきたいというふうに思っています。 

 で、これを出す場合ですね、今日これで委員長の方にお諮りしていただいて、議員提案とい

うことになれば提出者は、これは共通の部分でございますので、委員長が提出者、それと賛成

者は各議運の全員ですね。全員になると思いますけれども、が賛成者になるということになろ

うかと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今、局長からご説明がございました。本件についての質疑をお願

いいたしたいと思います。 

 はい委員外議員の玉井議員、どうぞ。 

○委員外議員(玉井正一君) 玉井です。これ、日割計算の場合ね、月日数は何日で計算される

のですか。 

○事務局長(山崎宏一君) ３０日、３１日かどちらか。ですから、勤務を要する要しないとい

うのは関係なくですね、これはその日のその月の３０日を実質割り返していくということにな

ります。 

○委員外議員(玉井正一君) はい、分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) 他、ございませんか。 

 この件についてはよろしゅうございますね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。では、次に移ります。９番目、選挙について。 

 はい、よろしくお願いいたします。 

○事務局長(山崎宏一君) これ、私の方からですね、説明いたしますが、実は今日、お手元に

資料は配付してございません。というのはですね、これ４年に一度選挙管理委員の選挙、それ

と選挙管理委員の補充員の選挙というのがございます。 

これ、議会が行わなければならない選挙でございまして、これについてはですね、実は議会

でね、議会の方で選任するというのもなかなか、どなたをそれじゃ候補者としてですね、出す
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ということがなかなか難しいものがあるものですから、便宜的にこれは選挙管理委員会、総務

課なのですが、そちらの方からですね、候補者と言いますかね、推薦者を挙げて、実はきてい

ただいております。 

今回ですね、委員が４名。それと補充員が４名と。で、委員は委員なのですが、補充員とい

うのは、委員が欠けた場合ですね、何かの都合でお辞めになった場合は補充員から挙げていく

ということで、常に４名は確保しておくということになってございますので、委員の他に補充

員も決めておくということになります。 

それで今、総務課の方でですね、候補者選定中でございまして、これは９日に実は議運がご

ざいますのでね、９日の日に合わせて選挙管理委員会から挙がってきた議案についてですね、

説明を加えて、別紙の資料を加えて、当日出したいと思っています。 

 今日はちょっと、時間的に間に合いませんので、９日にお願いしたいと。 

なお、９日の日に説明いたしますけれども、この枠で囲った部分がございますね。これは、

うちの運営基準でございまして、選挙管理委員及び補充員の選挙は指名推選により行うという

ことになってございます。 

それで、これは投票か指名推選かということになりますけれども、議長・副議長とかという

ものは、基本的には投票でやっておりますが、この選挙の方の委員と補充員については指名推

選。 

結局、例えばうちの場合ですと、これ５の（１）にあるのですけれど、議長が指名する場合

というのがあります。議長発議又は議員の動議により、うちの場合は議長発議でやっておりま

す。議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは議長が指名し、その指名を受けた

者を会議に諮って、異議がなければその人を当選人とすると。 

ですから、二つ要件がございます。誰が指名するのですかと、で議長ですと。誰を指名する

のですかと。Ａさん、Ｂさん、Ｃさん、４名出てきます。それで良ければ、二つとも要件が議

員さん方に異論がなければ、この指名推選という制度を使えるわけです。 

この中で、いやＡさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさんいて、１人はだめですよという、そういう

異論が出れば、これは指名推選という制度に合致しませんので、投票で行うということになり

ます。 

そのような制度でございますので、今まではここに書いてあるように、うちの場合は指名推

選により行うことを例とするということでなっていますので、特別なことがない限り、こうい

う形で進むのかなと思います。 

具体的には、人が挙がってきますので、９日の日にご説明を申し上げたいというふうに思い

ます。 

○委員長(大渕紀夫君) 選挙管理委員の選挙についてですけれども、ただ今局長から説明があ

りましたが、９日の日に具体的な氏名がでるということでございますので、９日の審議に付し

たいと思いますけれども、よろしゅうございますか。 
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 どうぞ、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですけれど、この選挙管理委員というのは、任期というのがこう、

あるのですよね。そして、大分前にもね、これやった記憶があるのだけれども、例えば選挙管

理委員が今４人おられますか。補充員が４人だったですか。それでいくと、選挙管理委員の４

人のうち１人が辞めるとか、死んだとか。死んだと言ったら失礼ですね、亡くなったとかとい

う場合に、補充員の１委員さん、４番の順番が付いた人が１番からこう、上がっていくという

ふうに記憶しているのだけど。 

 今回の場合は、任期がきたから完全に、新たに選ぶと。こういうことになるのか、その辺り

はどうなのですか。 

○委員長(大渕紀夫君) 局長。 

○事務局長(山崎宏一君) 任期は４年になってございまして、はい。で、１２年のですね、３

月２７日でございます。で、今回はですね、このそういう後段の方じゃなくて、全員任期満了

という形になります。 

 従いまして、選挙管理委員と補充員も任期満了という形で、新たに今回選挙されるというこ

とになります。 

○委員(加藤正恭君) もう一つ。 

○委員長(大渕紀夫君) どうぞ、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) となると、この選挙管理委員を選ぶのは、町長が推薦するのですか。そ

の辺りはどういう形になるのか。それを議会が承認するというような形になるのだろうと思う

のだけれど。その辺りはどうですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(山崎宏一君) 基本的にはですね、議会が選挙するということなのです。議会が決

めるということなのです。それで、町長が推薦してということじゃないのです。議会自らが決

めなきゃならないことなのです。４名、４名をですね。 

 ですけども、原案はさっき言ったように便宜上、本来であれば議会が自らＡさん、Ｂさん、

Ｃさん、Ｄさん、４名、４名、補充員も含めて８名ですね。これを決めなきゃならないのです

けれども、いろいろな選挙管理委員会の実際の事務なんかもあるものですから、そちらの方も

管理しなきゃならんということで、実際のその候補者と言いましょうかね。そういう方につい

ては、なかなか議会独自で決めるのが困難性もあるということで、それについては便宜上選挙

管理委員会から議会の方に、推薦と言った方がいいとおもうのです。推薦的なものを挙げてき

ていただいて、それを議会が決めるということに、便宜上しております。 

 基本的にはもう、議会が選んで、決めなきゃならないことなのですけれども、今言ったよう

なことで、白老の場合は、いろいろな構成含めて、町の選挙管理委員会の方から、町長じゃな

くて、選挙管理委員会の方から上申・推薦をしていただいて、それをもって、特別なければで

すね、それをもって決めさせていただいていると。こういう経過でございます。 
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○委員(加藤正恭君) それから、もう少し。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) もう少し聞きたいのがね、補充員１・２・３・４という番号が付く、番

号と言ったらおかしいれども、順位が付いているのですよね。 

 ですから、任期４年だというから、４年の途中でどなたかが病欠だとか、務まらないからっ

て辞められた場合には１番が自動的こう上がると。こういう仕組みになっているのだけれど、

その番号を付けるのはどなたが付けるのだろう。１・２・３・４は。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(山崎宏一君) それはですね、実質的に今まではあまり例がないのですね。あまり

ですね。４名の方が、今おっしゃった理由で辞めたというのはあまり例がないのですけれども、

あった場合に、第１順位から第４順位まで決めておいて、その順番もですね、やっぱり年齢構

成。委員さんの方の年齢構成。それから男女の別、委員さんとしてですね。そんなこともある

ものですから、それも便宜上選管の方でご本人の意向も踏まえて、また委員会全体の年齢構成

等も含めてですね、それも挙げてきていただいているというのが実態でございます。はい。 

○委員長(大渕紀夫君) 加藤委員、よろしゅうございますか。 

○委員(加藤正恭君) はい、いいですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、それでは９日の日の議運で、選挙管理委員会から挙がった名簿

に基づいて、審議をす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〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは１０番目、議員の派遣承認について。局長。 

○事務局長(山崎宏一君) 今日お手元に配付してございます。これについては、承認第１号と

いう形で議員の派遣承認。後ろのページございますが、現在のところ２件案内がございますの

で、２件を記載させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。議員の派遣承認については問題ありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。じゃ、１１番目、予算等審査特別委員会の設置についてを議題

に供します。 

 局長より説明をお願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) はい。これについてはですね、ここに書いてありますとおり、まず

基本的に予算の特別委員会が設置されますので、従来と同じくですね、新年度予算１３件。そ

れと、予算関連議案３件ございます。 

 ここに書いてありますとおり、２３号については先ほど総務課長から話がありましたとおり、

職員の退職手当の追加負担金の積立基金が、条例が出されておりますので、これも予算関連が

新年度ございますので、これも２３号を予算関連というふうに位置付けました。 
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 それと、２４号についてはふるさと体験館「森野」、これの設置条例が出ます。これも料金含

めて、条例にございます。そしてこれも新年度予算との関わりがございますので、２４号を位

置付けました。 

 それと、３３号。先ほど加藤委員の方からも話が出ていましたとおり、長寿祝金の条例でご

ざいます。これも料金の関係で、予算等の関連もございますので、これについても予算関連議

案というふうに位置付けまして、条例の方は３件をですね、関連議案ということで位置付けを

させていただきました。 

 以上でございます。 

 それと、次のページなのですけれども、４ページになります。ここで特別委員会が設置され

ますので、即正副委員長の互選ということになります。 

 この互選については議会の先例によりまして、ここに書いてありますとおり、本町において

はこの正副委員長については、総務文教常任委員会の正副委員長が、この特別委員会、予算等

審査特別委員会の正副委員長の任を勤めるということを例としてございますので、こういうこ

とで総務文教の委員長であります吉田和子委員が特別委員会の委員長と。それと、吉田正利副

委員長が本特別委員会の副委員長ということになろうかと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 予算等審査特別委員会の設置について、ただ今報告がございましたが、

この内容についてご意見ございます方、どうぞ。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) これ、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。それでは続きまして、１２番目、付託案件の審査結果報告につ

いて。局長、お願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) はい。３件ございます。 

まず、１点目なのですが、これは民生常任委員会へ昨年の１２月、第４回定例会で陳情審査

を付託してございます。これについては、陳情第４号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。これは委員会で、採択すべきものと決定ということになってござ

いますので、これの委員会の報告がございます。これが１点です。 

 ２点目、決算審査の特別委員会でございます。これも審査が終わってございまして、認定１

号から３号まで。これは各会計でございまして、いずれも認定すべきものと決定ということで

決まっております。 

 それから、報告第１号から第３号まで。これは、関連の資料でございまして、これも、いず

れも報告済みとすべきものと決定ということになってございますので、これが本会議で報告と

いうことになります。 

 それから、ここの最後なのですけれども、先ほどご説明申し上げました予算等審査特別委員

会が設置されますので、これは全員でございます。これの、審査結果。これが、先ほど話した
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とおり、予算は１３件、関連議案が３件の合わせて１６件ということが、後ほど議事日程の方

でいつ報告かということを説明しますが、一応委員会の報告がございます。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。付託案件の審査結果報告について、これについてご質疑ござい

ます方、どうぞ。ありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次、行きます。１３番目、特別委員会の中間報告について。は

い。 

○事務局長(山崎宏一君) これについても、先般ですね、港の整備の促進特別委員会が開催さ

れました。で、内容的には平成１６年度の白老港事業予算の概要についてということで、委員

会を開催いたしました。 

 それで、委員会として、中間報告と。本会議に中間報告ということになりましたので、今回

３月定例会の中で中間報告をするということになります。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) この件については、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。それでは１４番目、意見書の取り扱いについて。 

○事務局長(山崎宏一君) はい。これは今日現在ですね、３件の意見案が届いてございます。

これは、日本共産党から２件。それと、提出者が西田議員、賛成者が鈴木議員から１件。合わ

せて３件届いてございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。本件につきましては、今日提出のものでございますので、各会

派に持ち帰っていただきまして、９日の日にこの議論をすると、行うということでいかがでし

ょうか。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。それでは次へ移ります。１５番目、陳情書・要望書等の取り扱

いについて。 

○事務局長(山崎宏一君) はい。これについては３件ございまして、これは議運の皆さんに先

般、事前に配付してございます。 

 これまぁ、要望書ということでご案内のとおりの内容でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。見た範囲でございますけれども、白老校長会から出ているもの。

これ、地元のものですけれども、これが意見書で出されておりますので、この件については、

この後の処置についてはね、結構だと思うのですけれども、２番目の日本国憲法うんぬんて、

これについては町外でございます。 

 ですからこれは、従前どおり参考配付ということになると思います。 

 ３番目のですね、要望書を見る範囲では、白老支所と書いてないのだけど、広域農協全体と
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なると白老も入っていると。この取り扱いをどうするかと。みると、意見書を出してほしいと

いう中身なのですよ。意見書。 

 で、町外からきたものという認識にはね、ちょっとならないかなというふうに思って、その

取り扱いをどうするかということなのですよ。 

 ただ、文章にはね、白老支所とは書いていないのです。書いていないけど入っている。だか

ら、今言ったように、入っていることは入っていますから。 

 ここをどうしたらいいかということなのですよね。 

 いやいや、入っているというのは、広域農協の中に白老が入っているという意味です。はい。

そうです。 

 ただね、町外から来たものだって、参考配付っていうわけにはちょっといかないかなという

ふうに、僕自身は思って読みましたですけど。こっちは白老支所って書いているね。これには

ね、この文章には白老支所とは書いていないのです。広域農協と書いているのですよ。はい。 

○事務局長(山崎宏一君) ただですね、いらっしゃっている方々は、もちろんこの苫小牧広域

農協の傘下にありますのでね、白老の方も実は来ているのですよ。はい。 

 ただ、ここには名前が当然載っていませんけれどもね。この、傘下には入っているというこ

とで、ご認識いただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、分かりました。それではですね、今日確認をしておきたいのは、

各会派で、この広域農協から出た意見書を出してほしいという要望書。意見書が妥当かどうか

という議論を各会派でしていただきたいと思います。 

 そのうえで、今日議論のそ上に載っていますので、意見書を出してもいいということになれ

ば、全会一致になればもちろん全体で出します。要するに、全道議長会からきたものと同じよ

うな扱いにするということであります。 

 で、もしそうでなければ、反対の方がいらっしゃるとね、出すというところだけで出すこと

になるかどうかというのは９日の日に議論をすると。こういう取り扱いにしたいと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 特に産建のメンバーの方もいらっしゃいますので、十分中身を吟味し

ましてね、出せるものはやっぱり出してあげた方がいいかなというふうに、私は思っておりま

すから。はい。 

 それでは、ここの部分だけちょっと確認します。１番目については意見書で出ておりますか

ら、これはこの扱いにします。２番目については、参考配付。３番目については、９日まで検

討して、意見書を出すなり、出さないなりという結論を９日の日に出すと。そういう趣旨でよ

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) それでは、そういう形で行いたいと思います。 
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 次、１６番、常任委員会所管事務調査の報告について。はい、局長、お願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) まず、総務文教と産建については、１２月定例会で決めました所管

事務調査。これを報告ということになります。 

 ただ、関連がございますので、１７番もちょっと入ってよろしいでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。１７番目。 

○事務局長(山崎宏一君) 民生常任委員会。少子化対策についてなのですが、これは継続調査

にお願いしたいということで、委員会の方で決まったようでございますので、今回継続調査の

手続きをしたいというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) この件についてはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは１８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。局長、お願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) これについては毎回やっておりますとおり、３常任委員会と議運で

ございますが、次期の所管事務調査を決定していただきますが、これは会期中に当然行いたい

と思いますが、今の日程では３月の８日本会議終了後、各委員会に分かれていただきまして、

ま、議運の方はですね、これはもう決まっておりますので、特にございませんが、３常任委員

会に分かれていただきまして、次期所管事務調査を決めるということになろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。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) はい。それでは次、１９番、全員協議会開催について。 

○事務局長(山崎宏一君) これまだ日にちは入れてございません。実は例年ですね、税法がで

すね、改正になります。それに伴って、白老町の税条例が改正になりますが、これ白老町の本

会議の日程と、国会の方のですね、法の可決の次期が必ずしも一致しないものですから、例年

国会が終わってから、これを専決処分するという手続きをするということでございます。 

 今回も概要はもう来ているようでございますのでね、これについては恐らく最終日になろう

かと思いますけれども、３月の２４日にですね、全員協議会を開いて、税条例の一部改正の専

決処分の内容をですね、これをご説明していただくということになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。全員協議会。本件については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。２０番、追加議案に伴う議会運営委員会の開催について。 

○事務局長(山崎宏一君) はい。これについてはですね、まだ当然見込みということで書かせ

ていただいておりますが、ここに書いてあるとおり、特別交付税。それと除雪費のですね、補
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正の関係。この関係で、大体１５日ぐらいにですね、額が決定するのだと。特別交付税含めて

ですね。 

 そういうことなものですから、これは補正予算ですね。一般会計の補正予算を出したいとい

うことなのです。 

 それで、１５日ということなものですから、この前に当然議運は開く予定になってございま

すが、町の方とこの日程含めて調整させていただいて、議運を開いて、そしていつ本会議に上

程するかどうかと。この辺のことをですね、今後の日程を含めて、決まった段階でまたご相談

をしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。追加補正の件につきましては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。出た段階で議運を開いて、追加補正をやるということにいたし

たいと思います。 

 最後、第１回定例会の日程でございます。会期は平成１６年３月４日木曜日から３月２４日

水曜日までの２１日間。このようにしたいということと同時に、議事日程が別紙であります。

その件について、局長。説明をお願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) 今日お手元に配付してございます３枚ほどの綴りで、議事日程（全

日程）一応書いてございますけれども、それによって簡単に説明したいと思っております。 

 今日配付したものの後ろの方にございます。いや、これこういうものです。 

平成１６年第１回白老町議会定例会議事日程。それです。 

○委員長(大渕紀夫君) こっちだよ、こっち。それは多分違います。総合計画策定スケジュー

ルじゃない方です。議事日程です。そうです。 

○事務局長(山崎宏一君) よろしいでしょうか。簡単にご説明申し上げます。 

 まず、３月４日、１日目になりますが、これ当初１０時からというご案内をしておいたので

すが、実は町の方のですね、行事との関係で１３時からということでご案内、１３時からして

ございますが、３月４日は昼からということになります。 

 従いまして、１日目、４日の日のですね、日程については、ここに書いてありますとおり、

日程３、４の町長の執行方針、教育長の行政方針ということと、一般会計の補正予算。これが

９５ページほどございます。 

 これで大体ですね、４時前後になろうかなというふうに思いますので、１日目は一般会計の

補正予算までということで一応区切りをつけてございます。 

 で、３月５日、２日目になりますが、補正予算から、第２号から始まりまして、次の後ろの

ページにいきます。議案９号の国保病院の補正予算までということになります。 

 それと、議案２５、２６についてはですね、これ先ほど説明ありましたとおり、町長の方と

教育長。町長、助役、教育長。２５号は町長と助役。２６号が教育長の給料の削減がございま



３３ 

す。 

 それと、先ほど話しました日割の関係ですね。これも出ております。これは一括議案。内容

はほとんど同じでございますので、一括提案させていただきたいと思っています。 

 次に２７、２８。これも一括で考えてございます。これは、職員の給与に関する条例と、非

常勤特別職の部分でございます。これは、日割の関係だけです。これが、内容的に同趣旨でご

ざいますので、これも一括提案というふうに考えてございます。 

 それと次に、ここでは日程１６になっておりますが、会議案第１号。これは、議員の報酬・

費用弁償等に関する条例なのですが、これも先ほど話した、日割の関係です。退職時のですね。

その部分でございます。 

 それと、決算の特別委員会の報告と港の報告ということで、この特別委員会の決算と港につ 

いてはですね、新年度予算との関連もございますのでね、２日目ということにしております。 

従来でありますと、最終日ということでよろしいのですけれども、これが直接間接で新年度予

算との関連もあるという判断の中で、先にしていただくということになります。 

 で、次が２３、２４、３３。これは先ほど話しました予算関連の議案３件でございます。 

 それと、一般会計の予算。新年度予算ですね。これが、説明でかなり時間を要しますので、

ここまで。どの程度で終わるか、まだちょっと分かりませんけれども、一般会計までと。途中

で終わる部分もあるかもしれません。ここまでが２日目、５日で終わります。 

 ３日目が８日でございます。新年度予算の１１号から次のページの２２号まで。含めて一括

で上程をさせていただきます。このときは、予算関係の説明だけです。従って、予算説明が終

わりました段階で、特別委員会の設置ということになります。ここは説明だけと。 

 で、この日に本会議、説明だけですけれども、どの程度かかるかですね、ちょっと。私の今

までの経験からいけば、大体２時過ぎぐらいに終わるかなというふうに思っております。 

 で、終わったら、先ほど話しました常任委員会を開いていただいて、次期所管事務調査とい

うことになります。 

 次が、３月１６日になります。ですから、９日から１５日まで休会ということになります。 

 で、１６日に代表質問。夜間議会ということになります。で、１７日も２会派、夜間議会と

いうことになります。 

 で、１８日が一般質問ということで、当然まだこれ人数わかりませんが、便宜上１８日は４

名と。次のページ、これまぁ何名か分かりませんけれども、一応７と書いておりますけれども、

これは全然関係ない話です。何名か分かりませんけれども、こういう形になろうかというふう

に思います。 

 それで、１９日にはですね、追加議案の関係、１５日先ほど決定されるということなもので

すから、この日１９日か、または前の日になるかもしれませんけれども、１８日から１９日に

議運を開いていただいて、追加議案、補正予算の説明ということになります。 

 それと、休会になりまして、３月の２２から２３。２日間。休会中でございますが、予算審
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査の特別委員会が開催されます。これは、今までの大体状況を見ますと、大体２日で終わって

いると。審議ですね。いうことになります。 

 もし、２日で終わらない場合、２４日になりますが、この場合ですね、２４日は本会議はも

し延びた場合ですね。予算委員会が２２、２３で終わらない場合、２４日ということになるか

もしれません。その場合はですね、１０時から本会議をまず休会前に引続いて再開いたします。

本会議。そしてすぐ休憩に入ります。 

 休憩に入って、午前中で終わるか終わらないか分かりませんけれども、休会を挟んで予算等

審査特別委員会を続行するということになります。そういうことで、そういう場合は２４日、

まず本会議を再開して休憩して、予算委員会と。予算委員会が終わり次第本会議にと。本会議

が再開されるということになります。 

 で、２４日は、これは２２、２３の特別委員会の審査報告ということになりまして、これも

一括上程になります。 

 次のページになりますが、第２５というのが左に書いてありますけれども、議案２９号、火

災予防条例。３０号、ふるさと体験館「森野」、これは指定管理者。体協になるようですけれど

も、これの関係。 

それと、３１号、３２号で、町道路線の認定・廃止と。それと、選挙１号、２号。これも先

ほど説明したとおり、選挙管理委員の選挙と補充員の選挙と。で、認定１号が、先ほどありま

したとおり議員の派遣承認と。 

それと、意見案。便宜上番号をふってございますけれども、１９、２０、２１。これは、先

ほどの農協のも含めて、９日の日に決定になりますので、その段階でまた決定次第ここを、改

めるなり、追加するなりというふうにしたいと思っております。 

で、陳情４号の陳情審査の報告。それと、常任委員会所管事務調査の総務と産建の報告と。

で、所管事務の継続調査、これ民生ですね。少子化の関係。これは継続と。 

 そして、最後に次期所管事務調査ということになります。 

 なお、最終日２４日の予定でございますが、先ほど話したとおり、本会議が終わり次第全員

協議会。税関係ですね。それと、各常任委員会の正副委員長会議。これは、次期所管事務調査

の日程調整をですね、したいと思ってございます。 

 で、スムーズにいけば２４日、午前中で大体、２４日ですね。というのは、主はですね、さ

っき言った予算審査の審査報告ですからね。これも時間が限られていますし、あと条例何件か

ございますけれども、特にもし問題がないということであれば、あと意見案関係、議会関係の

ありますので、大体昼ぐらいに終わるのかなというふうな予想は立ちます。 

 以上が、雑ぱくですけれども、こういう日程で一応案として組んでみました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。会期決定の件ですけれども、３月４日から２４日の２１日間と。

また、議事日程については今局長から説明があった中身でございます。会期の決定をしたい 

と思いますけれども、この日程でよろしゅうございますか。 



３５ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、第１会定例会は平成１６年３月４日から３月２４日

の２１日間といたします。 

 次、その他の事項についてであります。局長、どうぞ。 

○事務局長(山崎宏一君) これについてはまず、今日お手元に配布してございますが、町の企

画の方でですね、第４次の総合計画の策定スケジュール。これは、前にも全員協議会の中で６

月という話もされておりましたけれども、今回スケジュール、ある程度詳細に出てきたもので

すから、企画課の方でですね、あらかじめこの日程についてご説明しておきたいということな

ものですから、その他の中でご説明をしていただくということで、企画課の方で説明すること

になります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。暫時休憩といたします。  

休憩 午後 ３時５３分 

 

                再開 午後 ３時５４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。 

 その他の事項であります、第４次白老町総合計画策定スケジュールについてを議題に供した

いと思います。町側からの説明をお願いいたします。 

 煤孫助役。 

○助役(煤孫正美君) それでは、私の方から第４次総合計画ということで、ご説明いたしたい

と思います。 

 先に１月のですね、全員協議会にて総合計画が、当初３月で策定をすると。つまり平成１５

年度末で策定するということで進んでいたものが、若干６月ぐらいまで延びるというようなお

話をさせていただきました。 

 そういう話を元にしてですね、策定委員会だとか、審議会の中にもですね、いろいろご相談

した結果ですね、いろいろな空白期間はありましたけれども、さらに町民の方々とですね、深

い議論を重ねて、それと新しい町長になりましたので、町長の施策の公約の部分をですね、反

映した中で総合計画を作るべきだというようなご意見を多くいただきまして、今後日程を、ス

ケジュールをですね、詰めていきましたらですね、やはり６月ぐらいまでかかるだろうという

ふうに予想をしております。 

 で、別途スケジュールについてはですね、うちの坂東の方からご説明いたしますけれども、

そういうことで６月ということでですね、総合計画を進めていきたいということで、この場を

もってですね、ご説明をして、ご理解いただきたいというふうに思って今日、出席させていた

だきました。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、じゃ説明をお願いします。 
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 坂東主幹、どうぞ。 

○企画課主幹(坂東雄志君) それでは、私の方から説明させていただきます。 

 今助役の方からお話があったのですが、１６年度の６月のですね、定例会において基本構想、

そして実行計画もですね、併せて参考資料として提示したいと考えております。 

 前の基本構想の議論でもですね、全体的な基本構想はある程度こう、夢とかそういういろい

ろなこういう、何と言うのですか、将来像ということ中心だったものですから、それにこう、

ある程度実行計画。どういうようなものをやるかということをですね、併せて提案したいと考

えております。 

 で、一応全体的なスケジュールはですね、ここに項目の中に一応、議会への上程は６月定例

会と考えております。それで、６月議会上程前にですね、うちの方で今までの案についてです

ね、町民の皆さんに意見をいただくというようなパブリックコメントや、議会の提言意見を取

り込んだ素案を事前に説明するということで、一応議会前にですね、５月下旬を予定しており

ますけれども、議会前に議会に提案する起案の内容と同じものをですね、全部含めたものをで

すね、一応ご提案、ご説明させていただきたいと思います。事前にご説明させていただきたい

と思います。 

 あと、その前にですね、５月初旬、４月下旬ぐらいになりますでしょうか。今うちの方でや

っている基本構想の原々案。つまり素案についてのですね、と実行計画原案について４月の下

旬にですね、一応ご説明、パブリックコメントの前にですね、ご説明させていただいて、議員

さんのですね、ご意見、ご提案、そういったものをそこでいただくという予定にしております。  

 ですからそこでですね、皆さんのご意見をお話いただければ、今回の基本構想関連ですね。

基本構想及び実行計画の中にですね、議会としてのご意見は十分反映できるという予定です。 

 それが一応４月の下旬ということを考えています。 

 で、そういうような予定でございますので、今後４月の下旬にまた議会の方の皆さんに、基

本構想の原々案及び実行計画の原案に関するご意見とか、ご提案をいただくというのが１回。 

 そして、５月の下旬にですね、いろいろなパブリックコメント。つまり、先ほど言いました

ように、町民の皆さんの意見とか団体の意見とか、そういったものを全部集約して、入れて、

終わって、そしてしかも議会に出すと同じ議案ですね。議案と同じものをですね、５月の下旬

に事前にご説明したいと思っています。 

 一応、大変議会の皆さんもご多忙とは存じますけれども、そういう日程で進めさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 説明は以上ですか。 

○企画課主幹(坂東雄志君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、助役及び企画課の方から総合計画のスケジュールにつ

いてお話がございましたけれども、質問のございます方、どうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、質問がないようでございますので、スケジュールに

ついては分かりました。はい。結構です。 

○助役(煤孫正美君) じゃ、よろしくお願いします。 

○委員長(大渕紀夫君) ご苦労様です。 

 続きまして、その他の事項ですけれども、議長。 

○議長(堀部登志雄君) 大変時間も経ったのですけれども、ちょっと皆さんにご相談をお願い

したいと思いますのですが、まず１件目ですけれども、もう１件の方で今資料を配りますが、

１件目は、実は議員報酬の削減の件なのですが、ご承知のとおりこの３月定例会で特別職の方

の削減案が提案されております。 

 それでまた、それに当たっては今後職員、課長職職員の方にも削減をお願いするというよう

な理事者の方の思いもありまして、私どもも議員の報酬が少ないというのはこれ１００も承知

なのです。しかしながら、こういう状況がありますのでですね、このままの形で議員だけはそ

っとしておくかということにも、私としてはならないと思いまして、率等も含めてですね、会

派の皆さんにお諮りして、どのような形にしていったらいいのか、皆さんでちょっと考えてい

ただきたいという具合に思いますので、まずそれが１件と。 

 それからもう１件は、今資料を配ったのですが、青年会議所の方からですね、この地方分権・

市町村再編についてのパネルディスカッションのパネリストの依頼ということで、私どもに来

たのですが、ご承知のとおりこの市町村再編については白老町、今のところほとんど、昨年は

ほとんど話題になっていないというようなところで、今の時点でですね、これに出て、議会と

して私なら私として出てですね、いろいろ話することについては、いかがなものかなと思うの

ですが。 

その件についてですね、町長も出る、だけども議会は出ないんだというようなことにもなら

ないのかなというような、今気持ちがしているのですが、それらについてですね、出て発言し

て、それについて議会の意向がこうだああだって言われても、非常にそれが心外ですしね。 

 今実際に、研究会というものもね、勉強会という会も結成していますので、皆さんこれにつ

いてですね、パネリストになるならない含めてですね、どのようにお考えなのかちょっと若干、

参考意見を聞かせていただければありがたいと思って、今提案したのですけれども。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今の議長の方から２点についての提案がございました。 

 １点は議員報酬の削減について。これは、会派で検討をして、次期はいつぐらいまでにすれ

ば間に合うのかな。議会でもいいのかな。 

○議長(堀部登志雄君) それは、今回やるか、ある程度職員が決まってからやるのかというの

もあるのですけれども、時期的なものもありますから、できれば私たちはこのあれでできれば、

やっていった方がいいのかなという感じがしますね。 

○委員長(大渕紀夫君) 今会期中ぐらいでやればいいってこと。 

○議長(堀部登志雄君) ええ。とすれば、局長、その辺は構わないのか。 



３８ 

○事務局長(山崎宏一君) もし、やるとすればいつの時期がいいのかということで、今定例会

中という話が出ましたけれども、先ほど議事日程を説明したとおりですね、それが承知してい

ないという部分でやったのですけれども、会議案第１号というのがありますよね。 

 先ほど、退職した場合は日割という、これが５日の日にですね、会議案第１号で議会の議員

の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正。これを５日に一応しているのですよね。流れ

としたら町側も、教育長、職員、特別職ということで、ずっと５日に続くものですから、この

後にということには並べ替えておりますけれども。 

 もしそれを加味してやるということになれば、これは５日にしないで、会議案は５日にしな

いで、例えば最終日とかね。同じ条例の中の改正ですから、やるとすれば。だから、こっちの

方は５日に提案しないで保留しておいて、こっちの方が決まれば、最終日に日割の計算と今の

削減のものを一緒に出すということになろうかと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 分かりました。はい。今、今定例会中に議員の歳費削減をやるとした

ならば、５日の日割計算の部分は最後にまわすというふうにすればですね、９日の議運で十分

間に合います。 

 ９日の議運で間に合いますので、それぞれの意見書等々の議論が各会派でされますので、９

日の議運までに、議員の歳費の削減をするべきかと言うか、どれぐらいの割合でするかとかね、

ということを含めて、ちょっと会派でご議論願ってですね、９日の日にひとつ持ち寄るという

ようなことでいかがでしょうか。 

 議員の方で。はい、どうぞ。根本副議長。 

○副議長(根本道明君) これは、削減ありきで物事を考えるのではなく、各会派でまず削減を

すべきか否かということを、まず議論していただくと。 

 それから、削減するということであれば、それじゃ何％がいかがなものかというふうな進め

方をしてほしいと思うのですよね。 

 ですから、まず最初に削減しなくてもいいという会派は、何％も何も関係ございません。そ

のことだけ、お願いしたいと思います。削減ありきで物事を入っていくのではなく。 

○委員長(大渕紀夫君) 議長はよろしいですか、今の。これ、正副議長でこれは意思統一をし

てやっていることじゃないのですか。 

○議長(堀部登志雄君) いや、意思統一してやっているのですけれども、いいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ、議長。 

○議長(堀部登志雄君) 意思統一でやっているのですけれども、それで皆さんにお諮りしたの

ですけれどね。我々の意向としては、同調してやっていくべきだなと思うのですけれども、昨

年も、前回もやっていますのでね。 

それで、いろいろと議員の報酬も少ないという中では、一気にそこのところまではやってく

れと、何％だということじゃなくね、その辺もやっぱり議論したうえでやっていただければ。

もし、やるとすればだけど、その辺も含めてね、やるとすればこのくらい。だけど、やるべき
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でないというのが皆さんの大多数なのであれば、それはそれなりにやっぱり考える部分が。向

こうとしてはやってもらいたいという思いはありますけれども、強制はしないという意味で理

解していただければいいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。分かりました。 

 今の議長の発言で、皆さんご理解できますか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、これはあれでしょう。理事者が自主的に、議会が自主的に

と。こういう考え方での検討ですね。 

 で、過日私も新聞でちょっとしか見ていなかったのですが、特別職報酬等審議会がありまし

たね。そこではどのような議論をされたのか。あれには、そのままでいいのではないのかと、

こういう答申、答申になるのでしょう。だというふうに認識しているのだけど、その辺りはど

うだったのですか。特別報酬審議会でのことでは。 

○委員長(大渕紀夫君) 議長、分かりますか。 

 はい、どうぞ、議長。 

○議長(堀部登志雄君) 特にその結果は聞いていないですが。 

○委員(加藤正恭君) 何か資料はないのですか、それ。特別職報酬等審議会の。 

○委員長(大渕紀夫君) 答申内容という意味ですか。 

○委員(加藤正恭君) 答申内容というか、どういう報酬等審議会での議論の経過ですね。 

○委員長(大渕紀夫君) 今の件ですか。はい、どうぞ。 

○副議長(根本道明君) 報酬等審議会、これはまぁ僕が非公式で聞いた話では、それは議員報

酬の方までには、それは取り上げられておりません。これはあくまでも、町長・助役・教育長

に関する報酬の報酬等審議会の、その案でやられたわけであって、議員報酬については一切触

れられておりません。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、だから新聞報道ではね、僕らも分かっているのですよ。その範

囲はわかるのです。ただ、正式なものかどうかっていうことで加藤委員が言われたものだから、

僕は何も答えなかったのです。そういう意味なのですよ。 

 ちょっと総務課を呼びまして、ちょっと報酬等審議会の内容についてね、お尋ねをするとい

うふうにします。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ４時１０分 

 

                再開 午後 ４時３５分 

○委員長(大渕紀夫君) 休憩を閉じて会議を再開します。 

 議員報酬の削減の件につきましては、先ほど来議論されていますように、９日の議会運営委

員会で間に合いますので、それまで各会派で削減をすべきかどうか、もしするとしたならば何％
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が適当なのかということの議論を、各会派でしていただきまして、９日の日に意見集約をした

いというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) あとその、青年会議所のですね、主催によります、正式にこれ白老町

議会ということで来ていますこの、パネルディスカッションの参加の件なのですけれども、先

ほど議長からお話がございましたけれども、この件について。 

 議長が参加を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〕 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 もう一つそうしたら。一つだけ。あのね、ちょっと提案というかね。ここ１１人いるのです

よ。で、残った人９人なのです。残ったって言ったらおかしいけれどね。 

そこにはね、総務課の職員が議案を届けているのですよ。議案を。会派、必ずこれから会派

会議やりますよね。 

で、どうでしょうかね。その、いないとか、いろいろなことがあるのだそうです。それから

ね、こう、入らないとか。ちょっと聞いたのです、僕。 

それで、会派に議案を全部渡すと。で、会派の長なり会派の責任者が、責任を持って届ける

と。これでね、半日違いますよ。役場総務課の職員。車代、ガソリン代含めて。我々１１人い

るのだから、あと９人なのですよ。あと会派の長が責任を負うというのは、いかがなものでし

ょうかね。 

いや、今回できるかどうか分からないのだよ。僕は総務課に何も言っていないから。もう行

っちゃったかもしれない。行っちゃったかもしれない。 

ただね、私のところにも来るのだけれどね、いないでしょう。はんこをもらうというのがあ

る、はんこ。 

ここでね、会派の長が責任を持ってはんこを押すと。ね。取りに来てもらってもいいし、い

や、いいんだ。ただしでいいかい。取りに来ないのは議員が悪いので、職員が悪いのではない

っていうことだけはっきりしておかないとだめなのです、これ。 

これやらないとね、後で職員が困るのだ。うちの議会事務局の職員が困ります。 

ですから、ここに入れておいてもいいけども、それは必ず会派の長が、責任持ってそこに伝

えて、取りに来てもらうということが原則だと。来ないのは来ない方が悪いというふうにして

もらわないと、私は見ていないよとなったらね、大変なことになります、これ。 

で、そのために告示の日にね、渡すということにうちの議会はなっているのですよ。当日配

付のところだってたくさんあるのです。実を言えば。他のところで。うちは早い、早くはない

けどまともな方なのです。 

ですから、私はね、これやった方がいいと思うのですけれども、どんなものでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(大渕紀夫君) 局長、どうですか。結構なことでしょう。はい。 

 じゃ、今回は間に合わなかったのかい。すいません、間に合わなかったです。初めに言えば

よかったね。間に合わなかったそうですから、次回からね、臨時議会もすべてそういうことで

議案は、各会派の長が届けるというふうにすると。責任持ってね。 

 そう、議運に来たときにもらうのだよ。そうそう、議運に来たときにもらう。 

○委員(加藤正恭君) 議案書だけだけど、会派の長ばかりじゃなくて、向こうに行く方の人に

頼むっていうことでもいいんじゃないの。 

○委員長(大渕紀夫君) それはいいですよ。それであれば、会派でやってください。 

 どうせ、議会事務局だとか総務課は一切関係ないとさえなればいいのです。そうそうそう。

議員同士やれば、いくらやってもいい。はい、いいです。それはいいですよ。 

 じゃ、そういうふうに、ばたばたしていますけれども、しますからね。確認ちゃんとしてく

ださい、会派で言ってください。私のところ来ないと言われたら困るからね。 

 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) たまたま今日思って言ったのです。すいません。ごめんなさい。今思

って言ったものですから。大変失礼しました。はい。 

○委員(加藤正恭君) その印鑑の方はどうなるのだ。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、会派の長が押せばいいのですよ。僕らはみんなここに預けて押

しているから、預かっていればいいのです。 

 

◎散会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) ということで、本日の委員会は以上で終わりたいと思いますけれど、

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) 最後に余計なことを言って申し訳ありませんでした。終わります。 

（午後４時４０分） 

 


