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平成１７年 議会運営委員会会議録 

平成１７年１１月２２日（火曜日） 

   開 会  午前 １０時００分 

   閉 会  午前 １１時２６分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ 

 平成１７年第５回臨時会の開催について 

 １．提出議案 

  (１)町長提案  

   ・議  案  ４件 

２．議案の説明について 

・議案第１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

    ・議案第２号 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 

   ・議案第３号 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 

   ・議案第４号 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 

３．第５回臨時会の日程について 

  ○会  期  平成１７年１１月２８日(月) １日間 

  ○議事日程  別紙のとおり  

４．常任委員会、議会運営委員会の改選 

  スケジュール説明・資料配付  

５．平成１８年度予算編成の説明・協議 

  経常費１０％マイナスシーリング 

６．全員協議会の開催について 

  ○白老町立特別養護老人ホーム改築について(政策推進室) 

７．その他 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－ 

 平成１７年第５回臨時会の開催について 

 １．提出議案 

  (１)町長提案  
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   ・議  案  ４件 

２．議案の説明について 

・議案第１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

    ・議案第２号 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 

   ・議案第３号 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 

   ・議案第４号 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 

３．第５回臨時会の日程について 

  ○会  期  平成１７年１１月２８日(月) １日間 

  ○議事日程  別紙のとおり  

４．常任委員会、議会運営委員会の改選 

  スケジュール説明・資料配付  

５．平成１８年度予算編成の説明・協議 

  経常費１０％マイナスシーリング 

６．全員協議会の開催について 

  ○白老町立特別養護老人ホーム改築について(政策推進室) 

７．その他 

 

○出席議員（１０名） 

  委員長 大 渕 紀 夫 君   副委員長 熊 谷 雅 史 君 

山 本 浩 平 君        吉 田 正 利 君 

      吉 田 和 子 君        谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君 

  委員外議員 根 本 道 明 君   議  長 堀 部 登志雄 君          

委員外議員 西 田 祐 子 君  

 

○欠席議員（１名）  

  委員外議員 玉 井 昭 一 君 

 

○職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

      書       記       浦 木   学 君 
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○説明の為出席した者の職氏名  

      総 務 課 長       白 崎 浩 司 君 
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◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） おはようございます。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） 次に、本日の委員会の日程について、事務局から説明をいたします。  

○事務局長(上坊寺博之君) おはようございます。今日の議題でございますが、第５回の臨時

会の議案の説明が、まず１件ございます。 

それと、臨時会関係が終わりましてから、先般の議会で条例を変更いたしまして、常任委員

会、議会運営委員会の任期が１２月までとなっておりますので、それに向けまして、改選のス

ケジュール等の説明を申し上げたいと思います。 

それともう１点は、平成１８年度の現在今予算編成をやってございますので、議会費、今事

務局サイドで財政課の方に１回上げておりますので、それの内容を若干ご説明申し上げたいと

思います。 

それと、今臨時会に、全員協議会が１件要請がございますので、それのご審議をいただきた

いと思っております。以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。なお、委員外議員の玉井委員については欠席届が事務局に出さ

れておりますので、ご承認を願いたいと思います。 

それでは、さっそく協議に入りたいと思いますけれども、提出議案、町長提案が４件となっ

ておりますので、なっておりますけれども、議案第４号につきましては、時間前に行なわれた

会派代表者会議で一定の結論が出ておりますので、議案第４号については取り下げていただく

ということで、議案第１号から第３号までの町長提案についてのご説明を願います。 

白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) おはようございます。それでは、提案議案のですね、１号から３号

まで、ご説明申し上げます。 

まず、開いていただきまして議案第１号でございます。議案第１号は、職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

改正内容につきましては、議案説明で説明いたしますので、議１－６、６ページをお開き願

いたいと思います。 

６ページの方に議案説明を記載してございます。ちょっと朗読させていただきます。今年の

８月の１５日に、人事院から官民給与の逆格差を是正するため、国家公務員に係る給与の改定

を行なうことが必要であるということで、人事院勧告が出されました。内容としては、一つ目
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には月例給の０．３％の引下げ。二つ目には配偶者に係る扶養手当月額の５００円引下げ。３

点目には勤勉手当の０．０５月分引上げをするという勧告であります。 

国においては、勧告どおり実施することとする法律改正が行われましたので、本町において

もこれに準じて改正を行なうという内容でございます。 

併せて附則の方で、議案説明の下から２行目に書いていますけども、４月からの官民の年間

給与を均衡させるということで、４月から１１月までの月例給と６月の期末勤勉手当、もうす

でに支給されている６月の期末勤勉手当から０．３６％を減額し、１２月の期末手当で所要の

調整を行なうと。言ってみれば、差し引きという内容であります。 

今言いましたとおり、前段で月例給の引下げ。２点目が配偶者に係る扶養手当の５００円引

下げ。３点目が勤勉手当の０．０５月分の引上げ。４点目が年間給与の調整、４月から１１月

分までの調整ということで、４点ほどの改正内容になっております。 

下段には新旧対照表がございますが、ここは省略させていただきます。 

なお、今回の改正によりまして、一般会計では増える分、減る分、調整しまして、差し引き

４１千円の減額ということになります。 

以降のページは新旧対照表、給料表を載っていますが、先ほどの説明のとおり、一律０．３％

引下げの給料表でございます。 

引続いて、議案第２号の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。それと、議案第３号の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。いずれも改正内容が同一でありますので、

併せてご説明申し上げます。 

こちらにつきましても、議２－２をお開き願いたいと思います。常勤の特別職併せて教育長

の給与の改定でございますけれども、こちらも人事院勧告に準じて、一般職の給与改定を議案

１号で提案しておりますが、それに準じ、常勤の特別職・教育長についても、一般職の期末勤

勉手当の支給割合を準拠していることから、本条例の一部を改正するという内容でございます。    

先に説明申し上げますと、四角の部分ですが、中段ですが、表のとおり１７年度の期末手当、

６月は２．１０月、これは支給済です。で、１２月の期末が、現行は２．３０で改正を２．３

５という内容でございます。 

なお、説明の方の下から２行目に書いていますが、なお厳しい財政状況から、平成１７年度

分の期末手当については、自主的に削減することとし、実質的に削減することとし、実質的な

引上げをしないこととする内容で、ここの分につきましては、附則で規定いたしました。 

従いまして、本則では改正を行ないましたが、附則で１７年度分は実質的に引上げしないと

いうことで、０．０５月分をそのままにいたしましたので、１７年度分については２．３０月

そのまま。で、１８年度以降になりますが、現行の２．３０を改正で２．３５月に改正すると

いう内容でございます。 

これにつきましては、議案３号の教育長についても同様の改正内容でございます。 
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以上で雑ぱくですが、説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今総務課長より説明がございました。この際聞いておくべ

きことがありましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) ありませんか。はい。それでは、議案関係につきましては、以上で終

わりたいと思います。 

総務課長、ご苦労さまでした。 

○総務課長(白崎浩司君) はい、よろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) 続きまして、第５回臨時会の日程について、ご協議申し上げたいと思

いますけれども、臨時議会ですので、１７年の１１月２８日１日間と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」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますか。はい。それでは、以上で臨時会の日程につ

いては決定をいたしたいと思います。 

○事務局長(上坊寺博之君) １点よろしいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。 

○事務局長(上坊寺博之君) 私の方から１点、議事日程の関係でございましたが、今委員長の

方から第４号を削除しまして、ご配付申し上げましたけど、議案第４が削除されます。 

 それで、今回第１号から第３号につきましては、人事院勧告の改正に伴う部分でございます

ので、一括議題にしまして、個別採択という形で進めさせていただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 一括提案ね。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。議事日程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。日程についても２８日１日間といたしたいと思います。 

 続きまして、常任委員会・議会運営委員会の改選について、スケジュール表含めて配付され

ておりますけれども、これについて局長から説明をしていただきます。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。それではご説明申し上げたいと思います。 

 先般の議会で、条例を直してございます。その結果、第４回定例会の第２日目、二日目で、

今のそれぞれの常任委員会・議会運営委員会の任期が切れることになります。 

 それで、新しい委員会の構成をしなきゃならないということでございまして、通知文の後ろ

の方に、スケジュールが示して・・・失礼しました、一応ですね、一括会派代表の方に行って

おりますので、一部だけ、スケジュールとそれから委員会の希望調書、個人個人でくっつけさ

せてもらっていますけど、それはちょっと今、手元にお配りしたいと思います。会派代表にし

か行っていないものですから。 
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○委員長(大渕紀夫君) 山本議員と谷内議員は代表からもらってください。それに基いて説明

しますからね。 

はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) それじゃ、スケジュールを示させていただいていると思いますが、

一応定例会までに照準を合わせて進めていかなければならないということで、今日議会運営委

員会ということで、今日書類を配付させていただきまして、定例会に向けて準備を進めていき

たいと思っております。 

 １１月２２日、本日でございますが、各代表の方に各常任委員会の希望調書、これは各全員、

会派の全議員さんにお配りいただきたいと思っています。 

 それから、議会運営委員会の会派別選任調書。これは会派１枚、配ってございますので、こ

れをまず確かめていただきたいなと思います。これにですね、記入をしていただきまして、２

８日の日、臨時会がございます。これまでに、全議員さんの希望調書を出していただきたいと。 

それと併せまして、各会派の議会運営委員の選任調書を出していただきまたいと思います。 

 で、私どもの方で２８日届きました、ま、その前に出していただける方については、順次出

していただいた方が、事務的には助かりますけど、２８日最終締切りとしたいと思っています。  

 それで、２８日臨時会でございますので、その時に集計調書を作りたいと思います。これは

あくまでも希望調書でございますので、ぴたっと収まらないと思います。委員会ででこぼこが

出てくると思ってございます。 

 それを、でこぼこが出た部分で第１希望・第２希望合わせまして、配付申し上げます。 

それで、５日の日に、１２月５日に定例会の議会運営委員会がございます。これまでに、各

会派ごとにでこぼこを埋めていただくような形でご協議をいただきたいと思います。 

 ですから、１２月５日で最終の構成、ぴたっと人数分になった分を集計したいと思っており

ます。 

 それで、１２月１６日の一応定例会の２日目で切れますので、３日目。３日目の会期中で各

常任委員会・議会運営委員会の指名を議長からさせていただくような形になります。 

それで同日休会をとりまして、同時に正副委員長の互選に入ります。これ、正副委員長おり

ませんので、構成されました年長議員が仮委員長になって、互選を努めていただくという形の

流れで進めたいと思っております。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、各常任委員会及び議会運営委員会の改選に伴う所属希

望調書についての説明ございました。何かご質問ございます方、どうぞ。 

 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) このスケジュール・・・。 

 吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田和子君) 単純なことなのですけど、これファックスで送ってもいいのですか。 
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○事務局長(上坊寺博之君) はい。結構です。 

○委員(吉田和子君) はい、すみません。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。期日を守って、事務局に提出をしていただきたいと思います。

各会派の長の方は、責任をもって提出を願いたいと思います。よろしゅうございますね。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは次、平成１８年度予算編成の説明のことについて。 

 局長。説明について。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。それでは、１８年度新年度のですね、予算編成の部分につ

きましてご説明申し上げたいと思います。 

 まず、調書としまして２種類添付させていただいております。まず、１８年度の一般財源の

見込みと財源不足の対応ということで、予算編成説明会が１０月３日ございまして、町長から

新年度の予算編成方針が示されております。 

その調書が一部と、それから現在事務局レベルで調整できる部分を含めまして、今概算で要

求してございます。財政の方に。それの概要をまとめた部分が一部付いているかと思います。

その、３種類ですね。１枚のものと、集計表と３種類付いておりますので、まず１８年度の予

算編成の説明の方からちょっと若干ご説明申し上げたいと思います。 

 １０月の３日、町長から予算編成方針、政策方針が示されまして、これは全職員に首長から

じかに伝えられてございます。で、その内容としましては、まぁ１６年、１７年度と大変厳し

い財政状況になってございますが、なお１８年度においても大変に厳しい状況を迎えるという

ことで、現在一番上の表でございますが、財政課の試算としては、歳入歳出を差し引きまして

も、なお３６１百万円の財源不足が生じるという予測を立てております。 

 財政当局では、これをまず半分１８１百万円は財政調整基金から充当したとしても、１８０

百万円まだ不足が残ります。この１８０百万円という額は、一般会計の一般財源ですね。財源

の約１０％に当たるということで、各部署に経常費の１０％マイナスシーリングというのがこ

れ、町から示されておりまして、議会もそうですが、各課それに向かって内部の精査をして、

第１段階出していただいているというところでございます。 

 議会費については、今現在９０，０００千円ぐらいございますが、ほとんどが議員歳費とい

うことでございまして、なかなか１０％に経常費でもならないという現状がございますので、

今私の方で精査しました数字と今後なお詰めれる金額があるのかどうなのか、これもご議論い

ただきたいなと思っております。 

 ちなみに、１ページ目の一番最後の方に示してございますが、１７年度も相当の基金の充当

を予定してございまして、１８年度合わせますと、基金の残高がかなり少なくなってくるとい

う状況になっているようでございます。 

 財政調整基金では１８年度末で、約２６０百万円プラスαになるのがここにはマイナスって

書いていますけど、ですから状況としてはかなり厳しい状況かなという抑え方をしてございま
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す。 

その中で議会にあってもなるべく節約に励みまして、対応に応えていきたいなと思っており

ます。 

 その中で、別紙。あの、予算編成方針等については後でちょっとご覧になっていただきたい

と思っております。 

 それで、次の資料をご覧いただきたいと思いますが、１８年度の今私どもで議長に説明しま

して、財政の方に今上げている数値でございます。１８年度としましては、上の方、１枚の上

の方を見ていただきたいと思いますけど、議員の報酬経費として７９，６３２千円を計上して

ございます。それと、議会運営経費としまして、１０，１２１千円。増減として１，１４５千

円のプラスでございます。これは後で説明したいと思います。 

 それから、議会広報発行経費として１，０７１千円。３４８千円の減を見ていまして、２４．

５２％のマイナスであります。 

 総体としては、今現在１０％シーリングでございますが、実際には９０，８２４千円の要求

額になってございまして、昨年度と対比しますと８６７千円の逆に増となっています。０．９

６％増ということになっております。 

 これは、まず何かと申し上げますと、下の方の要求の内訳というところでご覧いただきたい

と思いますが、増額の特殊要素としまして、道外研修視察、任期中に２回ということになって

ございまして、１年目と３年目に視察に行くと。来年が３年目ということもございまして、２，

０６１千円これだけで単純に増額になっております。これが、今年特別に増える経費という額

でございます。 

 それともう一つ、反対に減る部分といいますのは、昨年度管内の議長会で取り決めをいたし

ておりまして、本年度は当初予算そのままに計上してございますが、計上しなくて済む部分が

ございます。 

 これが、管内の議員研修会。従来洞爺の方で１泊で行なってございましたが、これを今年は

白老で開催しましたけど１泊から日帰りに変更いたしました。これが３５１千円単純に宿泊費

とそれから負担金と合わせまして減額いたします。 

 それと、管内の議長会。管内の議長会の定期総会３回毎年開いてございますが、従来２回宿

泊という形の中でやっておりましたが、これも昨今の状況から回数を減らした方がいいんじゃ

ないかということで、現在１回にしてございます。これも合わせまして、２２千円、まぁ多少

でございますが、落ちております。 

 これが議長会の取り決めで落ちてございますので、３７３千円減額になっております。これ

も減額になっている要素でございます。 

 それであと、平年ベースによる要求、要求Ｂって書いてございますが、これは一応内部努力

で精査して、落としたものでございます。 

 費用弁償と旅費の精査ということで、実績を踏まえまして８７千円ぐらいまで減額できるの
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ではないかということで落としてございます。それと、交際費。これも町の並びで１０％減と

いうことで、３０千円ほど減額してございます。それと合わせまして食料費の精査ということ

で５０千円落としてございます。 

 それともう一つ、会議録の反訳料の精査ということで、これも今の状況を、ありますので、

委託している反訳会社にちょっと協議させてもらいまして、単価を落としてくれということで

３５０千円ぐらい、ここでちょっと精査してございます。 

 それと、議会の広報誌の印刷経費でございますが、これも毎年落ちていくものですから、こ

れについて実勢単価で見ましょうということで、３４８千円を落としてございます。 

 これのプラスアルファを見まして、事務局レベルでは８２１千円今減額した中で、財政の方

に要求させていただいております。 

 これで、今年の道外研修というのも単純に特殊要素で増える部分ですから、それでは平年ベ

ースの、まぁ議長会の減額等も合わせましてどのぐらい落ちたかといいますのは、ＡプラスＢ、

減額要素を合わせまして１，１９４千円落ちてございます。１．３３％の減でございます。 

 ただ、この中には７９，０００千円程度は議員報酬ですから、これを除いたらどのぐらいに

なるのかということを一番最後に記載させてもらっておりますが、今年の要求額は９，１３１

千円でございます。トータルとしては１，２６４千円落ちてございます。 

 議会費の場合は特殊要素がいろいろございまして、報酬等がございますけど、純然たる議会

として経常費として抑えられるのはの金額じゃないかなと思ってございまして、これについて

は町の目標数値は充分クリアして、１２．１６％になってございますので、これは議会費とし

て財政の方には訴えていきたいという考え方で作ってございます。 

 それでは、ちょっと個別に入らさせていただきたいなと思っています。 

 まず、１ページの表は、これは先ほどの表でいいますと一番上の議員報酬等に係る経費でご

ざいます。これは、報酬額については独自削減額は、減額してございません。これは条例で定

まっている報酬額そのまま見ております。来年の３月で条例を出せば減額という形になります

けど、あれは単年度でやっていますので、要求額は全額という形でさせていただいております。  

 それと、議員手当の部分につきましては、今回０．０５月上がってございますが、これの分

については編成まで間に合ってございませんので、記入してございません。０．０５月分が増

えるという想定でいきますと、約２００千円くらい増えてくるかなと思っております。 

 それと、共済費でありますが、議員共済会の事務費と負担金。これは全国の町村議会議員の

共済会にお支払いするものでございますが、現在１６千円事務費の負担金として払ってござい

ますが、これについては全国の方から今情報が届いてございません。というのは、合併により

まして、町村の数が約半分まではいかないですけど、４割ぐらい落ちるということで、当然議

員の数も減ってくるだろうと思いますので、どのぐらいの事務費になるのかというのは、今の

ところ全然想定もつきませんので、これについては多分３月の定例会まで間に合うか間に合わ

ないかというぐらいでございますので、補正で対応していかざるを得ないかなと思っています。 
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 ちなみに、議員共済会の負担金も同様でございます。これについても、現在までの情報は全

然きてございません。 

 年金等含めましていろいろな、今日も資料、棚の方に入れておきましたけど、年金について

もいろいろな議論がありますので、どういうような推移をしていくかというのは分かりません

けど、これは多分、落ちることはないだろうという想定をしております。上がっていく一方じ

ゃないかなという感じはしていますが、現在で押えられる金額を計上させていただいてござい

ます。 

 次のページは議会運営費に係る経費でございまして、まず１点目、旅費でございます。１，

７１８千円、大幅に増加してございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、議員研修の

費用、３年目に当たります道外の研修視察に係る費用が２，０６１千円増えているということ

で、大幅に増えております。 

 ただ、先ほど減額要素でも説明しましたとおり、管内の議員研修会ですとか、議長会の定期

総会等の減額の部分がございますので、総体では１，７１８千円の増額ということで、この中

のベースで３００千円くらい、内部努力で削らさせていただいております。 

 で、ちなみに内容等については細かく、いいですね。記載しているとおりでございます。 

 費用弁償につきましては、議員さんの分でございます。で、普通旅費につきましては職員の

旅費ということで捉えていただきたいと思います。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。１０節、交際費でございます。議長交際費と

して、これは特に会合等のお酒の提供ですとか、葬式とかそういうのがあったときの対応とい

うことでやっております。 

 これも、なるべく精査した中で執行させていただいておりまして、平成１６年度１０月から

現在までの実績としては、実際予算までは消化してございません。説明の方で書いていると思

いますけど、実際１７０千円ぐらい。これも努力しながらやってございます。 

 で、町の方の、町というか、財政サイドのあれとして、毎年１０％ずつ、多少ですけど減額

していくという考え方もございますので、今年もそれと合わせまして、３０千円ほど減額させ

ていただいてございます。 

 それから、需用費の中の食料費、従来１００千円見てございましたが、平成１６年度の実績

は０ということで、これも多少今の時勢ですから、５０千円ぐらい減額しましょうということ

で、減額してございます。 

 ただ、図書の追録費が若干増えてきてございますので、５０千円落としましてもトータル的

にはかわらないという形で需用費の方については、計上させていただいております。これにつ

いても、消耗品のところ見てもらえば分かるように、ほとんど最低限の費用しか今は計上して

ございません。 

 それから次に、１２の役務費でございますが、これは広告料と手数料、筆耕反訳料という形

になっております。一つは新聞広告。年賀ですとか、町のイベント等に合わせて町、議会の方
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にも要請がございますので、３紙で、そんなに回数はないですけど、この部分を見ております。 

 手数料ですが、これは議会議事堂のカーペット等の、従来は何回かやっていたのですけど、

今は年１回ということで、定例会ごとには振興公社にお願いして、掃除してもらったりってい

う形でしてもらいまして、今外注してシャンプーしてやるのは１回ということで、させていた

だいております。 

 大きいのは筆耕反訳料。これが主でございます。これは、定例会、それこそ各委員会等の経

費でございまして、先ほども言いましたように、会議録を出している受託のところにもお願い

して、こういう時勢ですからちょっと単価を下げてくれという部分もございまして、若干です

が、単価を下げさせてもらっています。 

 それと、テープの本数も、実際の、これも委員会等の状況によっては変わってくるのですけ

ど、実態をつかみながら、当初予算では本数もちょっと精査しまして、３５０千円ほど減額さ

せていただいております。 

 次でございますが、次に使用料・賃借料でございます。これにつきましては、８４千円減額

させていただいてございます。これは、従来借上バスを４回見てございましたが、実際に公費

でまかなう部分については、今現在２回しかないものですから。 

あと、委員会等の近隣の行政視察については乗用車で対応できますので、バスについては現

実的な部分としての押え方で、４回から２回に減額しております。札幌の議員研修会と、あと

管内の議員研修会、これ公費で持つようになってございますので、これ２回あれば間に合うか

なという部分で、２回を見ています。 

管内の議長会、白老でやられるとバスもいらないものですから。そういうところも含めて、

２階あれば間に合うかなということで、１０％減ということもございまして、２回減額させて

いただいてございます。 

○委員外議員(根本道明君) パークゴルフは。 

○事務局長(上坊寺博之君) あれは議員会です。 

 それと、１９の負担金でございますが、これにつきましては１１０千円、これ、管内の議長

会の負担金でございますね。これは完全に夜はないものですから。これは落とすという内容で、

議会運営費は１，１４５千円、ちょっと増加してございますが、これは先ほどの研修費である

ということでご理解いただきたいと思います。 

 それと、次のページでございますが、最後のページですが、これは議会の議会広報発行の経

費でございます。 

 まず、旅費の関係ですが、これにつきましては現実の委員会等の回数も含めまして、旅費は

多分精査するとこれで充分間に合うだろうということで、１２千円ぐらい落としております。

これ実績で出しております。 

 それと、需用費でございますが、これは広報の印刷経費であります。これについては３３６

千円を減額させていただいてございます。これにつきましては、一部単価、昨年度３３円で見
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ておりましたが、実際に見積りをとりますと２５円ぐらいでできるということで、各２社から

とりましてもこれで充分間に合うだろうということで、３３６千円。ページ数も一般質問が多

かったら部数が増えるのですけど、それも２ページぐらい増やした形で見て、これで間に合う

だろうという形の中で、立てております。 

 で、３４８千円の、総体では減額しております。 

 ここの中で一つご説明しておりますが、議会広報の方につきましては、今現在２色刷りで、

その回数によってはオレンジにしたり、グリーンにしたりということで、２色刷りにしてござ

います。この１，０３７千円というのは２色刷りの経費でございます。 

 ただ、町側の方は、経費節減ということもございまして、来年度から１色でやるということ

になってございまして、先般の広報特別委員会の中で議論していただいたときには、町側も１

色ということであれば１色でもやむを得ないのではないかというお話はいただいてございます

が、これ、議会広報という部分もございますので、特別委員会ではそういう意向もございます

けど、今日ちょっとお諮りいただきたいなということもございまして、提案させていただきた

いと思います。 

 ちなみにですね、ちょっと今資料を持ってきますけど、１色にしますと１００千円ぐらい、

この印刷経費から落ちるようになります。これは唯一町民に届く広報ですから、どういう形が

いいのかというのもご議論いただきたいなと思っております。 

 一応雑ぱくにちょっとご説明申し上げましたけど、以上でご審議をいただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今来年度予算についても概要説明がございました。 

 議会広報を除いた部分でご質疑のございます方、どうぞ。 

 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、議会広報の関係につきましてね、今は２色刷りなのですけ

れども、１色刷りにすれば、今資料が来ますけれども１００千円ぐらい落ちるということなの

ですけど。 

 議会広報の特別委員会では、何かそういうような方法でも、方向でもよろしいというような

結論が出ているやに聞いておりますけれども。含めてちょっと、ご議論願いたいと思います。 

はい、谷内委員、どうぞ。 

○委員(谷内 勉君) その件については、一応２色・１色。それと、もう一つはですね、今言

った議会広報ともう一つは今言ったその、広報ありますよね。議会広報と、それと広報ね。 

 これを今言った裏表にして１冊にしたらどうですかという、１部にしたらどうですかと、そ

ういう話も出ていたのですけども。あくまでもこれはある程度最終的な結論を得なかったので

すけども。 

 要するに、どういうことかと言いますと、私自身としてはですね、やっぱり議会広報として

は、主体性を持ってやりたいなという、その考えがありますので、一応そのままいきたいと。
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あとは、２色・１色については、一応こういうようなことで見積りをしていただいたというこ

とで、そういうようなことで、それだけ下がるということで。それにしては同意したいと、そ

ういうことで思っています。 

 ただ、一つはですね、町の広報が今言った１色刷りの形になりますよね。そして、議会だよ

りだけを２色刷りにして、きれいに出したときに、町民に与える感情というか、気持ちという

の。この辺のところ、若干考慮しなきゃだめかなという。そういう考えは、基本的には思って

います。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今、谷内委員は広報特別委員長ですから、そのことを含めてご発

言がございました。 

 他の議員の方、どうぞ。前広報委員長、ございませんか。 

 はい、吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田和子君) 前、どこかに行ったときに広報を見せていただいたときに、町広、あれ

市だったのかな、で出しているのと、議会広報とこう一緒の部分のをちょっと見せていただい

たのですけど、検討としてね、町広報と一緒になったときに、議会広報の持てる割合っていう

のはどれぐらいになるかっていうのは、検討してみたのかどうなのかなって、ちょっと思った

のですけど。 

 どうなのでしょうね。検討してみたのでしょうかね。その辺も含めてね、かなり一緒にやる

と、ページ数とか制限がかなりされてくるのかどうなのか。その辺、どうなのでしょうね。町

広報と一緒になったときに。誰に聞けばいいの、これ。 

 ページ数だとか、さっき言われた、やっぱり独自性を出したいっていうことでしたから。か

なりそういう部分が削られてくるのかな、一緒にすると。 

 ただ、一緒にしたことで経費の、その削減もかなり違うのかなって、その辺ちょっと。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) まず、聞いているのはですね、やはり議会は議員さんが特別委員

会を設けて、自分らで編集しながらやっているということで、それは尊重されなきゃならない

ということで、合体の話も事務レベルのほうでね、ちょっと話させてもらったときには、単純

にくっつけるだけですよと。表紙と裏表紙だけが当然なくなりますよね、どこかに入りますか

ら。 

 だから、その部分で、中身は編集的には議会が編集したものがそのまま入ると。で、単価的

な、単価的って言ったらおかしいけど、経費的な部分だけの利点だけだと思います。ただその

部分が、今作った部分がこう入ることによって、まずページ数としては表紙と裏表紙がなくな

るということと、もう一つは製本代が、広報の製本代と議会の製本代、今までばらばらですけ

ど、それが１本になるというメリットが大きいのかなと。 

 ですから、単純に言うと経費の節減と、あと、お手元に届くのに、ばらばらに届かないから、

一つの部分で一緒に見れると。綴っておくとか、そういう部分も便利だという部分。従来広報
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しかなかった、今は社会教育だよりが後ろに付いていますよね。あれ、前は入っていなかった

ですよね。 

 で、今裏面いくと図書館の図書のたよりだとか、ああいうの。くらしの広場の後ろに付いて

いるということなのですけど。あんなようなイメージだと思いますけど。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他どうぞ。 

あのね、僕が思うのはやっぱりこれは全くどこにも諮ったことはない、個人的な意見です。

ここで結論が出るのかどうか、僕もよく分かりませんけれども。 

 ただやっぱり、１色刷りはやむなしと思いますけども、議会広報と町の広報が一緒っていう

のは、私は現段階ではまだちょっと考える必要があるのかどうかっていうのは、議論をきちっ

としなくちゃいけないというふうに思っています。 

 それでないとですね、やっぱりこれだけ議会の独自性のことを、なおかつ行政に対してきち

っとチェックをするって立場ですから、単なるお金だけでそういうことをしていいものかどう

かというところはよほど議論した方がいいんじゃないかなというふうに、私は思いますけどね。 

 ただ、２色刷りを１色刷りにするかどうかっていうのは、これはまたちょっと違う話で、今

の状況でいけば、それはやむを得ないのかなというふうには思うけどね。 

はい、谷内委員、どうぞ。 

○委員(谷内 勉君) 全くそのとおりだと私も思っています。 

 ただね、対外的に今言ったその広報を出すときには、１色刷りというのはひじょうにやはり

こう、印象はあまりよくないのですよね。そういう話も実際出たのですけども。 

 だけどやっぱり、それよりもやっぱり、町民に与える影響の方が大きいかなと。そういうふ

うに私は考えますので、こういう話をしています。 

○委員長(大渕紀夫君) １色にするか、２色にするか、今正式に言うと１５０千円ぐらいの差

が出るそうです。１色と２色で。１５０千円ぐらいの節約ができるのだそうです。 

 このことにつきましてはですね、もちろん広報特別委員会の意向は尊重いたしますけれども、

結論はやっぱり、今局長とちょっとお話したら、議会運営委員会、各会派出ていますし、広報

ももちろんそうですけれども、議会運営委員会で出すべきであろうということもございますの

で、この件については今予算については２色で、今のところは出しているわけです。 

 で、どうするかということを含めてですね、各会派でちょっと議論をしていただきますか。

ここでちょっと結論を出すには、ちょっとまだ早いかなというふうに思いますので、議会広報

を２色刷りから１色刷りにするかどうかということと、町の広報と一緒にするかどうか。その

辺りのことを、各会派持ち帰りで議論をしていただくというふうにしたらいかがでしょうか。

いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、はい。 

○委員(吉田和子君) もしこれやるとしたら、１８年度から実施したいという方向で話し合う
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のですか。それとも、予算的には今この予算を見せていただいた分には２色になっていますか

ら、今回はこれでとおすのか。それとも、話が決まれば今回から、１８年度から実施したいと

いうふうに考えている。それも会派で話し合ってくるということですか。時期的なこと。 

 それは、決まれば１８年度から実施するっていうことで話し合うのか。それとも今後の対応

として、１９年度からにって話し合うのか。その辺ちょっとはっきりしていただければ。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) さっき広報の委員長が申し上げましたように、広報の方では町が

単色で出すものですから、一緒に広報と議会広報が配られるということで、今はこういう財政

状況っていう部分があったときに、町が単色で配って、議会が２色刷りでやっていく、そうい

う影響の方が先ほど大きいんじゃないかっていうお話が当然されて、広報の委員会としては、

町に合わせざるを得ないのかなという部分にはなったのですよね。 

 ですから、私はその部分のね、視点をやっぱり持ちながら議論してもらった方がよろしいの

かなと思っていますけど。 

○委員長(大渕紀夫君) 来年度予算に反映するということで議論を願いたいと思います。 

 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。それじゃそのように、各会派で１２月議会の広報については２

色刷りで結構ですけども、３月議会についてはどうなりますか。 

○書記(浦木 学君) 新年度予算です。 

○委員長(大渕紀夫君) 新年度予算だそうですから、いくら遅くてもですね、２月ぐらいまで

には結論を出さなければ間に合いませんので、１２月の議運で結論出しますか。第４回定例会

の２回の議運が予定されていますから、そのどちらかで結論を出したいと思いますから、それ

までご議論を願いたいと思います。 

よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、５番目終わりまして６番目、全員協議会の開催につ

いて、用紙が行っております。 

 事務局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 別紙１枚付いているかと思いますけど、政策推進室の方から、白

老町立特別養護老人ホームの改築についてということで、全員協議会の開催要請が届いてござ

います。 

 一応、開催希望日、定例会って書いていますけど、これ１１月２８日の臨時会に出したいと、

お願いできないだろうかということでございます。 

 内容につきましては、今回実施設計かかりまして、施設整備の内容、それから整備のスケジ

ュール。それから、過去にお話がありました収支見通しの部分で、ちょっとずれが出てきてい
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るので、それについてご説明したいと。 

 で、１２月定例会を踏まえまして、１月には、まぁ情報ですけど、その指定管理者の部分も

あるような話を聞いていますので、その部分でぜひ、１２月では遅いということで、１１月の

議会臨時会でご説明申し上げたいということでございました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。全員協議会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) ２８日に臨時議会の中で受けるということで、資料が付いております。

各議員の皆さま方の、臨時会の袋の中に、この資料と一般質問の通告用紙等々入っております

ので、その旨各会派の議員の皆さま方にもお伝え願いまして、全員協議会の資料は必ず２８日

に持ってくるように。持参するようにということで、お願いをしたいと思います。 

 はい。そういうことでございますので、よろしくお願いします。 

 議員協議会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。それでは、その他。まず、最初に先ほど協議がございました、

０．０５％の期末勤勉手当の取り扱いについて、ただ今。 

○事務局長(上坊寺博之君) まず、先ほど取り下げしましたので、議案目次を訂正させていた

だきたいということと、議運の皆さまには、多分第４号議案が付いているのかなと思います。

それは、さっき取り下げましたので、削除願いたいということで、今議案目次をお配り申し上

げたいと思います。差し替えてください。 

 それと併せまして、さっきの議案第４号が、ちょっと会議案に変わりますので、それもちょ

っと、一緒にお配りしたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今配付されましたけれども、議案目次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) 先ほど開かれました、各会派代表者会議におきまして、期末勤勉手当

の４．４５月、１２月の場合は１００分の２３０ですけれども、これが２３５に人事院勧告に

準拠しているために変わるという状況ですけれども、これについては議会として、いただかな

いということで決まりました。 

 そのために、議案第４号は削除をしまして、会議案で提出をするということになります。そ

の会議案が、第４号が今お手元に配付されました。これについて、局長何かございましたらど

うぞ。 

○事務局長(上坊寺博之君) 一応、今日の会派代表者会議の結論を待ってということでござい

ましたので、事務局ではその万全を期すために、一応用意だけはさせていただいてございまし

た。 

 ですから、提出者、賛成者の部分については無記名となって、ご用意させてございます。 
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 内容的には、町理事者の方の改正条文とほとんど変わりません。表記の方法としましては、

本則が１００分の２３０を１００分の２３５に改めるということが、まず一つでございまして、

附則処理としまして、施行期日、特例処置ということの記載をして、表現することになります。 

 で、特に２番目の特例処置でございますが、条例第４条第２項中１００分の２３５、これは

本文で改めますので、上の方のものがそのまま溶け込むような形になる。 

 それと、あるのは１００分の２３０とするということで、従来の率に戻るような処置という

ことでございます。 

 で、議案説明は町にも書いてありましたとおり、それと厳しい財政状況下、議員報酬の削減

並びに特別職・一般職の報酬、給料の削減が生じていることから、削減するというような表現

でちょっと、議案説明を書か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。はい、議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) 先ほど代表者会議でもお話して、代表者の方の結論、各会派のあれ、

見たのですが、無会派の方の意見も、連絡はしてありますけども、最終的には今日結論を出す

ということでお話してありますので、もしよければ無会派の方の意見もちょっと聞いて、賛同

していただければなと思いますので。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、分かりました。 

 委員外議員の西田祐子議員、この件につきましてご意見ございましたら。というのは、先に

会派代表者会議が開かれまして、実はこれ、人事院勧告に準拠しているっていうことで、こう

いうふうになるのですけれども、職員の側は下がるのですね。給料が。家族手当５００円と０．

３％給料がダウンします。その分を補うために０．５上げるということなのですよ。 

 で、これに準拠して議会の方は準拠しているものだから、自動的に議会のは上がるって格好

になっちゃうのです。 

 それで、いろいろご議論があったはあるのですけれども、各会派ともどもそういうことであ

れば、これはやっぱりいただくべきでないだろうという結論に達したということがございます

ので、そのことを含めて、もしご議論、意見がございましたらどうぞ。 

はい、西田祐子議員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) 今の大渕委員長の説明で、少しは分かったのですけれども、なぜ

人事院勧告が０．０５％上げるのかというのが、よく分からないものですから。どういう経過

があって上がったのかは、それを聞かないと正直申し上げて、賛成も反対も、よくできないな

っていうのが本音でした。 

 そうしたら、人事院勧告は、今大渕委員長が言われたことで、ただ単に自動的にそれで上げ

ることになるということで、議会の議員の報酬も上がるということなのですか。 

○委員長(大渕紀夫君) そう。要するにね・・・。 

 はい、それでは局長、その職員の部分。 

○事務局長(上坊寺博之君) 人事院勧告って申し上げるのは、国家公務員の一般職に適用され
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る勧告なのですよ。で、国はそれを勧告に基いて、国家公務員の給料の改正をいたします。 

 この人事院勧告というのは、民間企業、数は忘れましたけど、抽出した民間企業と国家公務

員の給料ベースを比較して、人事院が勧告するものなのですよ。 

 で、民間ベースでは、要するに給料月額。給料月額は公務員の方が高い。高いですよという

ことで、０．３％落とすのですよ。で、逆に、ボーナスって言ったら変ですけど、民間で言う

ボーナスは民間の方が高いから、公務員はそれに伴って引上げましょうという内容なのですよ

ね。 

 で、地方公務員の場合はですね、今地方自治法の規定の中で、国のそういう給与ベースに均

衡を失しないように定められなきゃならないという規定がございまして、国、若しくはその他

の団体の均衡を失しないような形で定められなきゃならない、条例で定められなきゃならない

という、自治法の規定がございまして。 

 ですから、今回国家公務員は給料の改定をするために法律改正をしてございます。 

 だから、それに合わせまして、地方公務員も１２月の期末手当の支給日に合わせて、今回条

例提案するということなのですね。 

 ですから、一般職だけで見れば、給料が下がって手当が上がると。これは民間のそういう支

給ベースがそうなっているから、そういうふうに直すということなのですよ。こうは一般職で

おいてもらいまして、白老町の場合は従来からですね、特別職。これは町理事者、三役と教育

長と議会の議員しか摘用ないのですけど、期末勤勉手当が当たるというのはこの特別職だけな

のですよね。 

 で、その特別職については、期末勤勉手当でなくて期末手当ってなっているはずなのです。

期末手当の率については、人事院勧告が出たときの数値をそのまま準拠しているのですよ。準

拠しているって言ったらおかしいけど。上がれば上げますよと。下げればさげますよという形

で、要するにそういう時代背景って言ったら変ですかね。それに合わせて上げ下げしていた経

過がありまして、従来から議会にもそういうような説明は、町側もしていますから、当然今回

もこういう部分で合わせて、本則は上げますよと。 

 これが、従来でいけばそのままだったのですよ。上げてそのまま支給してもらって。 

 ただ、ここ数カ年でね、こういう財政状況で、特別職も議会も含めまして、その独自削減み

たいのがやっているものですから、それも含めて今こういうような議論になっているのじゃな

いかなっていう気がします。 

 だから、過去の例でいけば、必然的に自動的に上げるものなのですよ。上げるものって言っ

たら変ですけど。 

 ただ、そういう今の財政状況の流れから、そういう町側の議論になったのではないかなと思

いまして、特に今回は、先ほど総務課長から話があったとおり、俸給が下がって手当が上がる

っていう、この差はそうしたらどのなのよって言ったときに、全職員で４１千円だけだよ。開

きしかないのですよ。というのは、下がるのが２，５００千円ぐらい下がるのですけど、上が
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る分で２，５００千円なものだから。 

 だから、職員も実利、上がったり下がったりはないという。それで、例えば首長だけが自動

的に俸給の方は変更にならないですから、０．０５になると、その分だけ上がってしまうので、

町側としては要するに、理事者ですから、組合とのこういう折衝だとか協議があるので、職員

も上がらないのだから、理事者もそのままでいいんじゃないかという議論ではないかなと思い

ます。 

 これで、ご理解いただけたでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、西田祐子議員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) そうしましたら私はどちらかというと反対意見になります。とい

うのは、皆さんがどういうふうに考えておられるのか分からないですけど、私は一番最初に公

務員の給与を下げようというのは、官民格差をなくするというのが本来の目的であったはずな

のですね。 

 それで、じゃ議会は一体どうなのだってなったときに、町職員が上がらないから議会も上が

らないということであれば、その官民格差というのは、議会は一体どちらの立場なのでしょう

かというのが、一つ疑問が残ります。 

 もう一つの疑問点というのは、議会は町執行部とは独自の立場を持つっていう、独立性とい

うことを考えたときに、安易に執行部とそのように足並みを揃えちゃっていいものなのか。私

たちは少なくても町民から選挙で選ばれた議員ですので、その独自性ということを考えたとき

に、ちょっとおかしいんじゃないかなっていう疑問があります。 

 以上の二つの点から、もうちょっと議員の報酬っていうことについては、考えていただきた

いなというのが立場です。以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他の委員さん、何かございましたらどうぞ。 

はい、山本委員、どうぞ。 

○委員(山本浩平君) この件に関しましては、本日の会派代表者会議にも、代表者会議も以前

に開かれているということで、そのときに私なりの意見も述べさせていただきまして、会派の

統一見解としてはもちろん賛成でございます。 

 ただ、私もそのときに、会派の中で述べさせていただいたのはですね、やはり、何と言いま

すかね。町民の受ける印象だとかですね、そういうことを意識して、やはりこれはやっぱり避

けるべきだというようなですね、もし内容であればちょっとやはり、違うのかなというふうに

思うのです。まぁ、それぞれの意識の中でどのようにね、皆さん思っているのかちょっと分か

らないのですけども。 

 以前、議会の方でですね、自主的に５％削減した経緯があります。で、町側は町の方と組合

との折衝の中で、私は随分時間がかかりすぎたなと、結論を出すのに。 

 しかしながら、最終的に町が目指していた５％はできずに、４％という形になりました。 

 やはり、それが良い悪いということじゃないのですけども、やはり僕は、じゃこの今白老の
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議員のですね、報酬が全国レベルではどうなのか。高すぎるのかどうなのか。その辺のところ

もやはり、検討材料になるべきことだと思いますし、議会の活動等もですね、皆さんそれぞれ

目に見えない交際費と申しますか、いろいろなものも当然これ、かかっていると思うのですよ

ね。例えば何か町民から相談された、そこに行くにも当然自分の車でガソリンを使わなきゃな

らない。いろいろなことも考えられると思うのですよ。 

 そういった中で、やはりそういう下げることの方が世間の風潮というかな。そういった意味

合いで、これは避けるべきだということでこういうことになるのかどうなのか。 

 やはり、ちょっと取り止めもない話で申し訳ないのですけれども、本当にこの議員を目指し

てですね、専業でこれから出てこようとする人たちもいると思うのですよ。やはり、最低限魅

力のある、活動できる範囲の中でやっていかなければならないと思いますで、すべて下げるこ

とに賛同するということはいかがなものかなというふうに、個人的には今回の問題が出てきた

ときには感じておりました。 

 しかし、会派の結論に関しては、全体の意見ですので尊重しまして、最終的には私も賛成し

ております。 

 で、もしここでご説明をいただけることがあれば、その会派会議でですね、どのような意見

が出たのかというようなことも含めて、若干で結構です。それはまた会派会議でいろいろ説明

を受けると思いますので。全体的な流れをもし説明していただければ、大変ありがたく思いま

す。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 議長。全体的な流れは議長が招集した会議でございますので、あとか

ら各会派の長から補足を後押ししていただくということで、今の山本委員のことについて、会

派代表者会議の主だった内容について、お話を願いたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、分かりました。今山本委員からのお話と、それから無会派の西

田議員の意見も踏まえてですね、代表者会議で、各会派の代表からそれぞれの会派会議の内容

をお話いただきました。 

 総じて、今回のことについては結論から申しますと、今回はこの１年間ですから、３月の経

過も恐らく踏まえていると思うので、今回については賛成、返上するといいますかね。 

 ただし、来期に向かってはですね、今皆さんから出た意見含めてですね、人事院勧告に準拠

するというものも含めてですね、やはり改めて充分時間をかけて議論をして、今後のこういっ

た問題について対応していきたいと、いくべきだというような話がございましてですね、たま

たま今回のことについては話されている内容ですが、来年度以降については充分その、今年度

は５％下げていますから、来年度以降についてはまた、白紙ですから。そういった面、今二人

の意見も踏まえて充分議論をしようと。独自としてね。議会独自として議論をしていこうとい

うような形で、代表者会議は終わったという経緯でございますので。 

 他の代表の方、特に言っておくことがあれば、説明していただきたいと思います。私はそう

いう具合に捉えて、来年の３月時点についてはですね、やはりかなりこれは、既成概念にとら
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われないというかね。そういうような形でやっぱり考えていくべき時期だなという具合に考え

ております。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。副議長及び各会派の長の皆さんで、今の議長の発言を含めて補

足することがございましたら、どうぞ。 

 加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) はい。補足になるかどうかは別にしてですね、私どもの町清クラブで議

論したことを、結論から言えば今までの皆さんと同じくね、０．０５％を返上するという結論

にはなっているのです。 

 ただ、うちらの会派で議論したことは、代表者会議も１６日に開かれて、この説明を受けた。 

 たまたま私、ちょっと都合が悪くて、個人的な都合で出られなくて、副議長が出られるのか

なと思ったら副議長も突然のあれで、別な用事があるということで、谷内議員が代理で出ても

らったと、こういうことなのですけどね。 

 で、その話を伺って、我々会派会議を開いたのですが、その席上で、先ほどどなたかも言っ

ているように、議会は議会の独自性があるだろうと。それを大事にしなきゃだめだと。当然の

ことだと思うのですが、その席上で、町の理事者もその０．０５％を返上するという情報も一

緒に提示されているわけなのですよ。 

従ってね、結局結論からいくと、町の理事者も０．０５返上するのに、議員がいくら独自だ

といっても、ね。０．０５を受けると、返上しないで受けるということにはなかなかならない

だろうと。そういう代表者会議の持ち方はいかがなものかと、こういうことを議論したのです

よということをですね、代表者会議に申し上げたと。 

 だから今後の代表者会議、または議運の持ち方についてもですね、充分その辺りを、独自性

ということから考えれば、あまりそういうことに束縛されないような形での独自のね、議員の

結論、議会としての結論を出すべきだと、こういうふうに注文をつけたのが、うちらの会派で

ございます。それだけでございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 他、補足。 

 私は会派のことを言うつもりはありません。ただね、これ準拠しているというところに私は、

人事院勧告に準拠するというところに問題があると思います。 

 議会独自で決めているところはたくさんございますよ。期末手当は４．４というのは高いで

す、うちは。準拠していますから。３．いくつだとか４．０っていう町村ありますから。 

 ですから、議会の独自ということであれば、私はそういうふうにすべきだと思うのです。 

 ですから、今回のことにつきましても、私は加藤委員とはちょっと違いまして、私は議会独

自としてやっていると思っています。町が何を言おうと、議会は議会独自ですから。私はそう

いう認識は全く持っておりません。 

 町側に準じてやるなんてね、そういうことではないと。私はそう思っているのですよ。 

○委員(加藤正恭君) いやいや、そういう意味じゃない。 



 23 

○委員長(大渕紀夫君) ですから、この準拠するっていうところに私はね、問題があると。 

 一般職の方々は、給料が下がって、言えばこれで補填されてとんとんなのですよ。言えば。

そういう形ですよね。我々上がったらこれ、人事院勧告が上がったからこれだけ上がるという

格好になるのですよ。 

 やっぱりね、理論的にはそれは矛盾しているのですよ。 

 ですから、私が言っているのは、準拠するのじゃなくて４．４なら４．４、４．３なら４．

３って決めておけば、こういうことは起こらないのです。ですから、私はそういう決め方の方

が正しいのではないかと思っていますし、そういうことで言えば、議会が独自でそういうこと

を決めていくということは、私も大賛成ですし、皆さんの意見が出たのは、総じて言えば、こ

のことは私が言ったのですけど、総じて言えば、この問題については今回だけです。歳費につ

いてはきちっと考え直しましょうという意見が、全体の意見であります。 

 ただ、これについては私は矛盾しているから、賛成、これは返上すべきだという意見は申し

述べましたけどね。そういうことで、返上っていうことについては皆さん一致すると。 

 しかし、これは今回だけですよと。ですから、本則は変わっていませんから。来年度は２．

３５になるのです。このまま行ったら。法律ですからね。ですから、そういうことで、今回の

みということで皆さんの意見は一致したということだと思うのですけど。だいたいそういうと

ころです。 

 他の委員の方でちょっと、補足するところございますか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) これは、理解したとかしないとかっていうことじゃなくて、個々がね。

会派の意見は会派の意見ですし、議員の方は個々の考え方で対応するということは構わないわ

けですから、そういうことで対応していただきたいというふうに思います。 

 この件については・・・。 

 提出者・賛成者の件については、いかが取り計らいましょうか。 

○事務局長(上坊寺博之君) 従来委員長に提出者になっていただいて、賛成者は各会派の代表

という形です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。従前どおり、そのような形で会議案を提出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。それではそのように、取り扱いをさせていただきます。 

 暫時休憩します。 

休憩  午前１１時１１分 

 

               再開  午前１１時１５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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 その他の事項で何かございましたら、どうぞ。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) ちょっと私、普段から考えていることでちょっとこの議運の場でお話を

しておきたいのですが、選挙後ですね、２年議会は経過したわけですね。 

 で、その中で、非常に私、不思議に思うことが何点かあるのですが。 

 その一つはですね、議運などに議長提案っていうのが結構今までありました。それでね、議

長に伺いたいのはですね、その議長提案っていうのは、私は副議長さんと議長さんと二人でい

ろいろ、こうあるべきだ、あああるべきだと。議会改革の問題についてもそうあるべきだとい

うことで、出されて、議運でいろいろ審議しておるのだろうと、私は思っているし、他の議員

さんもそういう形になっているだろうというふうに思っているのですが。 

 ただですね、全部とは言いません。全部とは言いませんが、ところどころですね、議長と副

議長との間のですね、意志の疎通というか、一つの提案に対して、副議長が知らないというと

ころが大分あるやに伺うのです。 

 私副議長から直接聞いたわけじゃないのですが、そういう感じを、実は私受けているのです。  

 ですから、そういう議運などに提案する場合は、議長一人でこう考えて提案されておるのか。

どなたかと相談しておるのか。副議長と相談して出すのであれば、非常にいいと思うのですが、

そうあるべきだというのが、私どもの認識なのですけれども。 

 そういうことが時々、ほころびという言葉はちょっと語弊がありますけれども、不思議に思

うことがあるものですから。その辺りどのように進めておられるのかですね、ちょっと伺いた

いと思うのです。いかかでございましょう。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、議長。 

 はい、暫時休憩いたします。 

休憩  午前１１時２２分 

 

               再開  午前１１時２６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。 

 その他について、他ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎散会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) ございませんね。 

 それでは以上をもちまして、議会運営委員会を終了させていただきます。ご苦労さまでした。  

（午前１１時２６分） 


