
 1 

平成１７年議会運営委員会会議録 

平成１７年 ３月 １日（火曜日） 

   開 会  午後  １時３０分 

   閉 会  午後  ４時４５分 

                                             

○議事日程 

―協議事項―（平成１７年第１回白老町議会定例会関係） 

第 １ 提出議案 

（１） 町長提案（４７件） 

執 行 方 針  ２件（町政執行方針、教育行政方針） 

        承          認  １件（専決処分（一般会計）） 

        補 正 予 算 １０件（一般会計、国保・老保・公共下水・港湾施設・墓園造成・

介護保険・特養特別会計、水道・病院会計） 

        新 年 度 予 算 １３件（一般会計、特別会計１０件、企業会計２件） 

        条          例 ２０件（改正２０件） 

        財 産 の 譲 渡  １件 

        そ    の    他     （町長行政報告） 

（２） 議会関係（１７件） 

        諸 般 の 報 告  ４件（議会閉会中における動向、例会出納検査・定期監査・財

政的援助団体等監査、議員の派遣結果報告、請願等の処

理結果報告） 

        条     例  １件（議員提出会議案） 

        承     認  １件（議員の派遣承認） 

        特別委員会の設置 １件（予算等審査特別委員会） 

        審査結果報告   ３件（予算等審査特委、産建（議案６号、請願第２号）） 

        陳 情 書 等  １件 

        所管事務調査報告 ２件（総務文教・民生常任委員会の所管事務調査報告） 

        そ  の  他  ４件（次期所管事務等調査～各常任委員会、議会運営委員会） 

第 ２ 町政執行方針、教育行政方針について 

第 ３ 予算の説明について 

第 ４ 議案の説明について 

第 ５ 諸般の報告について 

第 ６ 代表質問について 

第 ７ 一般質問について 

第 ８ 議員の派遣承認について 

第 ９ 予算等審査特別委員会の設置について 

第１０ 付託案件の審査結果報告について 

第１１ 陳情書・要望書等の取り扱いについて 
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第１２ 常任委員会所管事務調査の報告について 

第１３ 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 

第１４ 特別委員会の開催について 

第１５ 全員協議会の開催について 

第１６ 委員会協議会の開催について 

第１７ 追加議案に伴う議会運営委員会の開催について  

第１８ 第１回定例会の日程について 

第１９ 議長の諮問に関する事項について 

    ①報酬・期末手当等の削減について 

    ②一般質問における時間制限（４５分以内）の取り扱いについて 

    ③議会事務局体制と職員の配置について 

    ④胆振支庁管内町村議会議長会の決定事項について 

第２０ 「申し合せ」の改正について（平成１７.１．２６議運 決定事項） 

第２１ その他の事項について 

                                            

○会議に付した事件 

―協議事項―（平成１７年第１回白老町議会定例会関係） 

第 １ 提出議案 

（２） 町長提案（４７件） 

執 行 方 針  ２件（町政執行方針、教育行政方針） 

        承          認  １件（専決処分（一般会計）） 

        補 正 予 算 １０件（一般会計、国保・老保・公共下水・港湾施設・墓園造成・

介護保険・特養特別会計、水道・病院会計） 

        新 年 度 予 算 １３件（一般会計、特別会計１０件、企業会計２件） 

        条          例 ２０件（改正２０件） 

        財 産 の 譲 渡  １件 

        そ    の    他    （町長行政報告） 

（２） 議会関係（１７件） 

        諸 般 の 報 告  ４件（議会閉会中における動向、例会出納検査・定期監査・財

政的援助団体等監査、議員の派遣結果報告、請願等の処

理結果報告） 

        条     例  １件（議員提出会議案） 

        承     認  １件（議員の派遣承認） 

        特別委員会の設置 １件（予算等審査特別委員会） 

        審査結果報告   ３件（予算等審査特委、産建（議案６号、請願第２号）） 

        陳 情 書 等  １件 

        所管事務調査報告 ２件（総務文教・民生常任委員会の所管事務調査報告） 

        そ  の  他  ４件（次期所管事務等調査～各常任委員会、議会運営委員会） 
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第 ２ 町政執行方針、教育行政方針について 

第 ３ 予算の説明について 

第 ４ 議案の説明について 

第 ５ 諸般の報告について 

第 ６ 代表質問について 

第 ７ 一般質問について 

第 ８ 議員の派遣承認について 

第 ９ 予算等審査特別委員会の設置について 

第１０ 付託案件の審査結果報告について 

第１１ 陳情書・要望書等の取り扱いについて 

第１２ 常任委員会所管事務調査の報告について 

第１３ 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 

第１４ 特別委員会の開催について 

第１５ 全員協議会の開催について 

第１６ 委員会協議会の開催について 

第１７ 追加議案に伴う議会運営委員会の開催について  

第１８ 第１回定例会の日程について 

第１９ 議長の諮問に関する事項について 

    ①報酬・期末手当等の削減について 

    ②一般質問における時間制限（４５分以内）の取り扱いについて 

    ③議会事務局体制と職員の配置について 

    ④胆振支庁管内町村議会議長会の決定事項について 

第２０ 「申し合せ」の改正について（平成１７.１．２６議運 決定事項） 

第２１ その他の事項について 

                                             

○出席委員（１１名） 

委 員 長  大 渕 紀 夫         副 委 員 長  熊 谷 雅 史 

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

委   員  吉 田 和 子         委   員  谷 内  勉 

委   員  加 藤 正 恭         副 議 長  根 本 道 明 

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

委員外議員  西 田 祐 子 

                                             

○説明の為に出席した者の職氏名 

  総 務 課 長  白 崎 浩 司         財 政 課 長  辻   昌 秀 

                                            

○職務の為に出席した者の職氏名 

  事 務 局 長  山 崎 宏 一         主   幹  中 村 英 二 
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま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。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

 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。今日は第１回定例会に向けての協議事項でございます。盛りだくさんでございますけれども、

精力的にやりたいと思いますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。最初に局長から全体なこ

とについて。 

○事務局長（山崎宏一君） お手元にレジメ渡してございますが、具体的には後程ご説明させていた

だきます。提出議案なのですけれども、町長提案については４７件ということになっております。内

容は４５件が予算、条例関係、２件は執行方針。町長、教育長含めて４７件ということで、詳細につ

いては後程ご説明をさせていただきます。議会関係でございますけれども、１７件ということで、今

日現在でございます。内容についても後程ご説明をさせていただきたいというふうに思います。全体

的には以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。めくって頂きまして。町政執行方針および教育行政方針については、

これはこのとおりでございますので。 

 次に３番４番。予算の説明と議案の説明を行いますけれども。通常財政課長が先に行うわけですけ

れども、総務課長の担当のほうがボリュームが極めて少ないということで、今いろいろ忙しいという

こともございまして、総務課長の関係の議案のほうが先に説明をするということで、議案の第４０号

から４４号までを総務課長から説明をしていただきます。そのような形で進めたいと思いますけれど

も、よろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは議案第４０号から４４号までの説明をお願いいたします。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） はい。それでは今委員長の説明のとおり私のほうが先に説明させていた

だきますが。今議案書出していると思いますけれども、先に議案第４０号からご説明いたします。  

（―議案説明―） 

○委員長（大渕紀夫君） 総務課長より議案第４０号から４４号までの説明がございましたけれども、

今回特に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。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは４０号から４４号は以上といたします。ご苦労様でございました。 

 それでは続きまして、財政課長より補正予算から新年度予算等々含めた財政関係関連の議案につい

ての説明を求めたいと思います。辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君） はい。それでは私のほうから最初に承認第１号から・・・ 

（―議案説明―） 

○委員長（大渕紀夫君） 長くなりますのでここで、一般会計及び特別会計の補正予算の説明が終わ

りましたけれども、特別聞いておきたいとこございますか。 
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 ありませんね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

よろしゅうございますね。 

それでは続いて新規の予算のほうから。 

○財政課長（辻昌秀君） それでは次に議案の第１１号・・・ 

（―議案説明―） 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま新年度予算の予算関係の説明がされましたけれども、これについ

て何か特別聞いておきたいことございますか。予算審査特別委員会が行われますので、よろしゅうご

ざいますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは次議案関係お願いいたします。 

○財政課長（辻昌秀君） それでは議案関係の議案第２４号から議案第３９号まで主に手数料ならび

に使用料の関係の条例の改正につきまして・・・ 

（―議案説明―） 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今議案の説明が終わりました。この際聞いておくべきことがございま

したらどうぞ。 

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。ここで聞いて良いのかどうか分からないのだけれど、あちこち

で原価計算とか、原価という言葉が出ていますね。しつこいくらいに原価というのは施設費は入って

いないのですよ。これは公費負担、建設費ね、あくまでも維持管理費と人件費をプラスしたものです

よというのが原価というのですけれどね。普通原価計算とか原価というと、どうしても建物の建設費

も含めたものを原価とか原価計算というふうに我々は理解するのだけれども、一般の町民もそういう

ものが含んでいるのじゃないかというとり方をするのでね、この原価という表現を何か別な表現に変

えたほうがいいのではないかなという気がするのだけれども、その辺り検討しましたかどうか、それ

が１つ。 

もう１つはね、１時間延長すると何ぼという計算。今度タイムカードでも押さなければ、現場でト

ラブルが起きるような可能性があると思うのだけれども、どうだろう。例えば１０分過ぎても５分過

ぎても１時間オーバーになるわけでしょ。その辺りが２時間の範囲内でやったよとか、現場でトラブ

ルが発生しないかどうかね。その辺りはどのように考えているかがね。その２点で。 

○委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 資料２のほうでは確かに原価という表現使わしていただいております。そ

れで加藤委員ご指摘のとおりですね、これにつきましては私の説明で端折ったところありますけれど

も、建設費にかかる元利償還金とか、減価償却的なものは、これは公費負担という考え方で実はこの

部分は入れていないと。だから基本的には再建築するとき、建て替えするときについては、これは公

費負担で基本的に行いますよと。実際の運営経費についてですね、これは負担いただくんだという形

でございます。それで今表現が一致していない部分があって申し訳なかったのですが、条例のほうの

ですね、いろいろな議案説明の中で出てくる部分で、原価という表現ではなくて、運営単価という表

現をさせていただいておりまして、ご指摘のとおりですね、そういう建設費の部分きちっと外してい
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るという趣旨から言うと、運営単価ということで他の資料も修正等したいと思います。 

 それと実際に時間単価で行った場合の現場での問題ということ、ご指摘のとおりだと思います。そ

れでこれにつきましては、管理人さんとのどこまでお願いするかという部分、あるいは住民との信頼

関係等もあろうかと思いますので、それについては各施設の管理者も含めてですね、この委員会とい

うことではなくて、持ち帰らせていただいて、本会議等の中でですね、ご説明させていただくという

ことにさせていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。ありませんか。 

 僕から１点だけ。この後また値上げあるかも、料金改定があるかもしれないというふうな説明があ

ったのですが、今回全体としてできなかった理由というのは何かあるのですか。 

○財政課長（辻昌秀君） これは資料１のまず(２)にかかってくる部分ですね。１７年度中の見直し

という部分で。一応財政改革プログラムでは、１７年度から実施行うということで、基本となる考え

方自体今日ご説明したような内容での４つの領域に分けるというようなことで行ったのですが、最終

的に放課後の児童クラブも含めて、あるいは新たな部分として実質無料となっているいろいろな会館

コミセンの実質的な有料化ですね、本来料金規定があってもらわなければならないものを１００パー

セント減免していると。そういう見直しの部分については、きちんとしたそういう住民対応の部分で

すね、これを経て、単純にコストでこうなっているからということではなくてですね、きちんとこれ

はある程度時間をかけて整理すべきものかなと。ただそのもらうべき水準の基準となるものについて

は平成９年も行っている１つの運営単価という考え方の中で、これはやはり早く改正する必要がある

だろうと。そういう中で整理させていただいて、実質的な住民の新たな負担になるものについては、

もう１段階後で整理して提案なり規則の部分については議会には事前の説明ということになろうかと

思いますけれども、そういう形で整理させていただきたいということにしてございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それは分かりました。あげる下げるとかいうのではなくて、何回かであげ

るというか、料金改正するという、町民から見るとまたあがったのか、またあがったのか、またあが

ったのかという感じになるわけよ。だからもしやれるのであれば、１,２,３でドンとやって終わりと

いうのが私はこういう場合は極めて望ましいだろうという考えなのです。実を言えば。今の話だった

ら２段階ぐらいで終わるのだったら、それはそれでいいとは思うのですけれども、やっぱりこういう

ことやるときには用意周到にきちっとしてですね、町民が混乱しないように、そのために今やってい

るということも言えるのだろうけれども、ただその何段階でも上げるというのはいかがなものかなと

いう気がしていたものだから、ちょっとそこら辺ね、気になったのですよ。分かりました。本会議が

ありますから、それ結構ですけれども、そういうことやっぱり考慮してね、１回で上げられるものな

ら整理して１回であげたほうがいいのかなという気がちょっとしたものだから。コメントありますか。

なかったらいいです。あればどうぞ。 

○財政課長（辻昌秀君） 実質的な負担のもの、今実際無料のもの、あるいは１００パーセント減免

している部分ということなのですよね。これはかなりいろいろ利用している団体とか、また児童クラ

ブなんかも含めてですね、かなりいろいろ特殊性を持ったサービスということで、一斉にできないと

いうのですね。そういう要素も持っているのかなと、そういう部分においてですね、全体を待ってい

た場合、その部分において実施できなくて全体的に遅れるという可能性もあるものですから、まずで

きるものから見直しさせていただきたいと。少なくても現在有料になっているものについてはですね、
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こういう考え方で実施していきたいと。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かった。希望としては、要するに次やるなら後１回でやってください。

あまり数・・・何回も何回もやるのはしないほうが私はいいと思いますので、その点こういうふうに

考えといて。 

 他ありませんか。なければ以上で辻財政課長の説明は終わりですね。終わります。暫時休憩といた

します。 

休 憩   午 後 ２時５３分 

                                             

再 開   午 後 ３時０５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。議案関係の説明が終わりましたので、

続きまして５番目、諸般の報告。局長何かございますか。どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） お手元にですね、クリップで留めてあります。議会閉会中における動向、

例月出納検査、定期監査、財政的援助団体等監査、議員の派遣結果報告、それと請願等の処理結果報

告ということで、まとめて議長の諸般の報告で、それ別々になりますけれども、資料はクリップで留

めてお手元に配付してございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ５番目でよろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 次６番目、代表質問について。 

○事務局長（山崎宏一君） これについては９日先般ご案内申し上げてございますが、代表質問、一

般質問の通告についてご案内を差し上げてございます。それで先般の議運でも代表質問の順番なので

すが、この順番は確認されておりますが、１６日３会派順番的には新風、新政クラブ、公明党、こう

れが先例といったほうがいいか申し合わせといったほうがいいか分かりませんけれども、１８時から

２１時までということで、おおむね各会派１時間程度ということで、これ先例でそういうことになっ

てございますので、ご了承いただきたいと思います。ただ先般からの議運の中で多少の時間の９時ま

での延長については、議長の権限において認めてやっておりますので、その辺ご承知いただきたいと

思います。２日目が１７日。同じ１８時から２１時までなのですが、順番的には町清クラブ、日本共

産党ということになっております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件よろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 ７番目、一般質問について。 

○事務局長（山崎宏一君） これについては代表質問と同じく３月９日通告締め切りということにな

ってございますので、今のところはまだ出ておりません。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ８番目、議員の派遣承認について。 

○事務局長（山崎宏一君） 議員の派遣承認でございますが、これは別紙でお配りしてございますけ

ども、２件ございます。管内議長会の定期総会が５月、それと議長の研修が東京で予定されておりま

す。この研修も各地町村の議長、輪番制といいましょうか、枠が管内管内で決まっているものですか

ら、今回白老町がその輪番制の中で出席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） 次９番目、予算等審査特別委員会の設置について。 
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○事務局長（山崎宏一君） これはですね、新年度予算が一般会計、特別会計、企業会計含めて１３

件ございます。それと予算関連議案ということで４０号から４４号、これは先程も説明してございま

したが、４０号が特別な職員で非常勤のものの報酬、半日報酬ですか、この関係、これも予算に関連

ございます。４１号は特別職の職員で常勤のもののということで、町長、助役の部分の条例の制定、

一部改正、これは給料等の削減でございます。４２号は教育長の関係の条例の改正。これは町長、助

役と同じく率は違いますが、給与の削減ということになります。４３号、４４号についてはですね、

４３号は財産の無償譲渡ということで、財団に資料館の関係の無償譲渡。４４号がそれによりまして、

文化財等運営審議会条例の中にですね、資料館の関係うたっておりますので、そこから条例から落と

すということになりますので、これも管理費の関係で予算に絡む部分ございますので、合わせて５件

ということになります。それで枠で取って書いておりますが、正副委員長の互選ということでなりま

すが、議会の先例によりまして、ここに書いてありますとおり当初予算に係る審議は議員全員（議長

を除く）による予算等審査特別委員会を設置して行うものとし、総務文教委員会の正副委員長が当該

正副委員長の任を務めるのを例とするということでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 予算等審査特別委員会の設置の件につきましてはよろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 よろしゅうございますね。 

それでは１０番目、付託案件の審査結果報告について。 

○事務局長（山崎宏一君） まず３件ございます。まず１点目は、今ご協議いただきました、新年度

予算案の特別委員会が設置されますので、それの審査報告がございます。先程話しました予算が１３

件、関連議案が５件、合わせて１８件ということになります。それと２点目がですね、産業建設常任

委員会へ審査付託しておりました去年の議案第６号、白老町企業等立地促進条例の一部を改正、これ

については委員会の協議の結果、原案のとおり可決すべきものと決定ということになってございます。

これの委員会報告でございます。３点目が同じく産建の委員会付託されております請願第２号、「町道

柏洋団地東通り」の道路拡幅に関する請願ということで、これも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、委員会報告という形になります。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 付託案件の審査結果報告はよろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 はい、では次に参ります。１１番、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） これも皆さんお手元にコピーしてお付けしてございますが、クリップで

留めたずっと中段になります。よろしいでしょうか。 

 これは郵送されてきておりますけれども、日本国家公務員労働組合連合会というところで、これは

東京に本拠地があるようでございます。｢市場化テスト｣や｢給与構造見直し｣に反対する意見書の採択

を求める陳情ということで、これ１月に郵送されてきております。 

○委員長（大渕紀夫君） これは町外ですので、参考配付といたしたいと思いますけど、よろしゅう

ございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは参考配付とさせていただきます。 

 続きまして１２番、常任委員会所管事務調査の報告について。 
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○事務局長（山崎宏一君） ２委員会がございます。まずは総務文教常任委員会は、昨年１２月第４

回定例会において、所管事務調査として学校の評議員制度の現状と課題についてと。民生常任委員会

につきましては、同じく昨年１２月、第４回定例会において、地域福祉計画ほか２計画の策定状況に

ついてということで、所管事務調査の結果を報告する予定になってございます。尚産建については今

回請願だとか陳情審査あったものですから、所管事務は議決してございません。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 次１３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。 

○事務局長（山崎宏一君） これは毎回なのですけれども、３常任委員会と議運の所管事務調査等の

決定でございます。日程的には後程ご説明いたしますけども、２日目、３月７日にですね、各委員会

を開催していただいて、次期所管事務を決定する予定になっております。具体的は後程日程的にをご

説明を申し上げます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 １４番目、特別委員会の開催について。 

○事務局長（山崎宏一君） これはですね、中核イオル整備促進に関する調査特別委員会なのですけ

れども、内容的にはですね、国の、道のですね、具体的公表できるような方針がですね、決まったと

いうよりも公表できるということになったものですから、この会期中にということの予定で一応日程

調整してみましたが、現在久慈参事のほうでいろいろな内容を精査しながらご説明できるような議案

等々の作成に若干時間がかかるということで、この１７日はナイター議会が実は６時から開催する予

定になってございますが、なかなか本会議が終わってからということになりますと、これ２時間程度

かかる予定になっているものですから、ちょっと時間取れないなということで安全なところで１７日

の１時半から２時間程度という予定を組ませていただきたいということで、正副委員長のほうにお願

いをして、一応この日程で会期中に１７日開催をしたいという予定でいまのところ進んでおります。

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 特別委員会の開催について、これはよろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 １５番目、全員協議会の開催について。 

○事務局長（山崎宏一君） これは３月２５日、最終日に予定したいと思って日程には組み入れてご

ざいますが、まず１点目は、税条例の一部改正条例を専決したいということで、これは例年税関係の

法律の改正に伴って、町の税条例も改正するということで、３月２５日の関係は国会の動きなんかの

関係もございまして、４月から施行されるということになりますと、なかなか時間がないということ

で、例年ですね、この税条例については専決処分ということに結果的になっております。そのような

ことで今回も２５日にですね、専決処分したいということで、内容を説明しておきたいというのが１

点でございます。 

 それと２点目が姉妹都市提携についてということでございます。これについては実は森田村の経過

から今つがる市になりました。それで今週の６日に市長選挙の告示が実はされる予定になってござい

ます。その結果ですね、今のところ５月１５日につがる市のほうから白老がよしとするのであれば姉
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妹都市提携をしたいという打診が実は逆に来ております。５月１５日というのは日曜日ではございま

すが、そういう日程も組まれているということで、実はこの姉妹都市をするかどうかということを４

月の初めに今臨時会が予定されておりますので、４月の臨時会で姉妹都市提携をするという議決をい

ただくという、実は手はずになってございます。それで３月２５日はそれ前につがる市と姉妹都市提

携をすることについてですね、町側からご提案が実はございますので、全員協議会という中で議論を

していただきたいということでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 全員協議会の関係よろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 いいですね。それでは最終日に全員協議会を行います。 

 では続きまして、委員会協議会の開催について。 

○事務局長（山崎宏一君） これもですね、コピーお手元に来た分だけお届けしてございますが、ま

ず３月８日ですが、下水道使用料の改定、新聞に出ていましたとおり５パーセントですか、今予定さ

れているようです。浄化槽の設置整備の関係と合流式の下水道の改善、これについてですね、これ産

建になるかと思いますが、一応担当課のほうからですね、委員会協議会ということで上がってきてお

りますので、日程的には８日にですね、予算の関係もあるものですから、予算前にということで一応

８日にセッティングをしたいというふうに考えております。それと町道認定・廃止について、これも

産建になると思いますけれども、これについてもですね、正式にあがってきておりますので、合わせ

て３月８日、産建という形に進み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） ２件ございますけれども、両方とも産業建設常任委員会ですけれども、委

員会協議会３月８日予定されるようですけれども、これはよろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 よろしゅうございますね。それではそのようにいたします。 

 １７番目、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） これですね、予定としてということで書いてございますが、まずは一般

会計の補正予算が追加で予定したいと、町道の認定・廃止、これは当初から出てきておりませんので、

町道の認定・廃止についてという部分が２点目。これから協議いただきます議員さんの報酬費用弁償

に関する条例、これは報酬の削減の関係でございます。これ後程ご協議いただくことになってござい

ますので、ここでは予定としてということで３件今のところ追加で議案が提案される予定になるとい

うところでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 追加議案と議会運営委員会の関係についてよろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは１８番目、第１回定例会の日程について。議事日程について別にございますのでそれを出

してください。 

○事務局長（山崎宏一君） 今の資料の裏のほうに全日程ということで通し番号が入っておりますが、

このとおり行くかどうか別にしまして、一応日程的に区切ってございますので、ご説明申し上げたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 まず１日目４日になりますけども、これここに書いてありますとおり会議録署名議員の指名、会期

日程、町長の執行方針、教育長の行政方針、それと議案関係に入りますが,認定１号、専決処分から補
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正予算、次のページの１０号までなのですけれども、補正予算１０件になります。これをまず１日目

というふうに一応日程として区切ってございます。それと２日目、土日挟んで７日になりますけれど

も、まず手数料関係の条例が主になります。２４号から次のページの３７号まで、これが手数料関係

が主になります。２日目です。それと議案４０号から４４号までの先程説明しました新年度予算に係

る関連議案ですね、５本、これは説明をしていただくことになります。一般会計の新年度予算なので

すが、これは７日目と８日目に跨るかなというふうに思われます。それで先程話をしました参考とい

うことで右端に書いておりますが、これは７日の日にですね、各常任委員会を開催していただいて次

期所管事務調査、これを決めていただくという予定になってございます。３日目８日になりますけれ

ども、これは一般会計の新年度予算の途中からの説明がずっと続きます。各会計、特別会計、次のペ

ージ、企業会計ということで２３号まで説明のみです。それでここで特別委員会を設置するというこ

とになります。それでこの８日の日については、先程話しました参考に書いてありますとおり産建の

委員会協議会を開催して、下水道の関係、土木の関係の委員会協議会を開いていただくという予定に

なります。４日目、１６日になりますが、先程話しました代表質問が３会派、５日目１７日になりま

すが、２会派ということになります。１７日は参考として書いてありますが、先程話をしたイオルの

特別委員会１時半からということに予定をさせていただきたいと思います。６日目から７日目になり

ますが、一般質問に入ります。それで１８日、２２日と３日ほど土日と祝日が入りますので、１８か

ら２２ということに飛びます。もちろんこれは９日じゃないと人員的には出てきませんが、２日間の

予定をしてございます。それでここで２２日右のほうに出てきますが、さっきの中で協議会２２日と

いう話は出てきておりませんよね。実はこれは正式に出てきてないのですね。出てきてないのですけ

れども、都市計の関係で住宅マスタープランの関係が出てくる予定なのですよ。それでまだ正式では

ないものですから、一応日程の中にですね、産建の委員会協議会として一応位置づけだけ仮にしてお

きたいなということで、正式に出てきましたら委員長のほうにですね、お伝えをしたいと思いますが、

現在のところ予定でございます。次のページはいりますが、順調にいきますと２３,２４、予算等審査

特別委員会、休会になります。なおですね、２２日の一般質問が人数等々が多くてですね、こなしき

れないという場合があるかもしれません。その場合は２３日は休会にしないで本会議続行して一般質

問ということになります。もし人数が多ければですね。そうしますと２３日は休会しないで本会議に

なりますので、一般質問者が仮に例として２人午前中こなしたと、これで終わりよということになれ

ば、昼から予算等審査特別委員会と、こんな格好になろうかと思います。それでそうしていきますと、

この予算等審査特別委員会は今まで大体２日間かかっているのですね。ですから物理的にいきますと

２３日午後から半日、２４日１日、２５日にかかる可能性も実は伸びてくることによってあるわけで

す。その場合は予算等審査特別委員会の例えば２５日の午前中まで予算等審査特別委員会をやって、

午後から本会議という形になるかもしれません。それは一般質問だとか、予算等審査特別委員会の審

議状況等々によってそういう可能性もあるということでご認識いただきたいと思います。最終日２５

日になりますが、まず予算等審査特別委員会の審査報告ということで、関連議案５件と新年度予算１

３件、合わせて１５件、次のページになりますけれども、これが予算等審査特別委員会で報告という

形になります。次に残業条例というか、議案といいますか、使用料の関係もここで一部出てきますが、

下水道の使用料の関係の条例改正,それと給水条例,水道のほうの給水条例の関係の条例が２本出てき

ます。これを持って町側から提案された議案、全部で４５件なりますけれども、これで全部終わるこ
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とになります。そしてあと議会関係ということになりますので、まず産建から議案６号の昨年の企業

等立地等の条例改正の委員会報告、それと議会の議員の派遣承認の関係、それと産建から請願の報告、

それと常任委員会、総務と民生になりますが、所管事務調査の報告と、それと次期所管事務調査の３

常任委員会の議運の所管事務調査の決定事項。それに先程話をしました追加の議案関係ここに入って

いませんので、これに一般会計の補正予選、町道の認定・廃止の関係、それとこれから協議されます

議員の報酬の削減の条例。これらが今のところ追加議案として予定されておりますので、これが加わ

るかなと思います。最終日ですので、参考覧に書いてございますけれども、先程話をしました全員協

議会、税条例の関係と姉妹都市提携の関係、これは最終日にしたいというふうに思っております。そ

れと会議が終わってから、各常任委員会の正副委員長会議を開いて次期所管事務調査の日程調整とい

うことになります。以上が一連の流れになろうかなというふうに考えております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまおおまかな日程が説明されましたけれども、第１回の定例会につ

きましては、３月４日金曜日から３月２５日金曜日まで、２２日間といたしたいと思いますけれども、

ご異議ありませんか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 異議ないものと認めます。よって第１回定例会の日程については３月４日から３月２５日までとい

たします。 

 続きまして第１回の定例会の関係、若干まだありますけれども、一応そこまででございます。 

このあと議運の議長の諮問の事項についてということで協議に入りたいと思います。 

 １番目、報酬期末手当等、今出ていたものですけれども、削減についてであります。局長のほうか

ら。 

○事務局長（山崎宏一君） これも前回の議運で簡単にご説明だけしましたが、本件につきましては

平成１４年度から実施してございますが、１７年度の取り扱いについていかがするかということで、

またこれ参考資料ですね、前回と同じ資料なのですけれども、これはあくまでも１６年度でやった資

料でございますので、これからというのではなくて、今現在３月までの１６年度の状況を参考までに

配付してございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 理事者側及び町の職員の方々がただいま削減等々しております中で、我々

議員が今回３月３１日付で切れますので、この件についてどうするかということ前回の議運で計って

おります。各会派で結論が出ていると思いますので、その件についてお尋ねをし、今回の議会でどう

いう態度を我々が取るかということを決めたいというふうに思います。 

 まず町清クラブからお願いいたします。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤でございますが、前回も申し上げましたとおり、基本的に

はうちの会派は１３年度に戻すべきという結論でございます。そのあれはいろいろ理由はありますが、

議員報酬が高い安いという問題は、町長、首長に対する議員のパーセントということから試算されて

もですね、全国的に北海道は非常に低い位置にあると。なおかつパーセントで１４年度から１６年度

までダウンしていると。ますます差は開きつつある。確かに首長の報酬もダウンしているから、その

差はどうかということは計算しておりませんけれども、北海道においても白老町は高い位置にはない

というようなことから、うちの会派としては１３年度まで戻していただきたいというのが結論でござ

います。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君） はい。新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブ熊谷です。委員長提案の趣旨を鑑みですね、我が会派では続行す

べきという結論に達しました。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風お願いいたします。 

○委員（吉田正利君） 新風です。現状のとおり進めて結構でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） 財政状況は変わっていないということも鑑みて、今までどおりやっていくこ

とで。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところもちょうど議論いたしました。いろいろな意見出たので 

すが、結果としては今職員の皆さん方が４パーセントですか、カットされたと。管理職の方々もカッ

トされていると、理事者側もカットしているという中で我々だけが元に戻すというのはいかがなもの

かという意見が率直に言って出ました。結果としてはパーセントいじくるというのはちょっとそこま

でいかないだろうけれども、現状の状況では削減すべきだろうという意見でありました。 

 委員外議員の２名の方御意見を伺いたいと思います。玉井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。私自身は続行すべきと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君） 私は、北海道町村会の現状ということで、今年１月のこの資料にもあ

りましたとおりに、議会としての役割は議員報酬を減らすことではなくて、むしろ議員定数を減らす

とか、また議員としてのいろいろなことをですね、きちっとできるだけの体制があるかということが

非常大事だと思います。ただ単に報酬を減らすという議論ではなくて、定数を含めての抜本的な改革

がない限りは、５パーセント削減するのは好ましくないと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他ただ今各会派の御意見を伺いましたけれども、この際発言をした

いという方いらっしゃいますか。いらっしゃいましたらどうぞ。 

 いらっしゃいませんか。 

 それでは議会運営委員会はなるべく全会一致というのが望ましいのですけれども、この場合はそう

はいきません。今回出すか出さないかという問題ですので。 

 それでは正副議長より委員外議員の方を除きますとですね，今のご発言で各会派はっきりしており

ますけれど、その結果でございますので、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] 

 挙手採決はいりませんか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは賛成多数ということで、引き続き報酬及び期末手当の削減については実施をするというこ

とで本会議に提案をいたしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 今提出するということになりましたので、確認をさせていただきます。

提出者はですね、議運の委員長を提出者としてございますので、それと賛成者については今の町清ク

ラブを除く議運の委員の方になります。ですから確認の意味で、熊谷委員、吉田和子委員、吉田正利

委員、山本委員ということになります。 
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○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） もう１つ確認なのですけれども、１６年度の実施している資料お配りし

てございますけれども、これは右端見ていただきたいと思いますが、率は同じ、継続ということです

から。それで減額する時期ですけれども、現在は６月と１２月と２回で減額しているということです

から、これも合わせて継続ということでよろしいですね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは報酬期末手当等の削減についてはそのような形で実行いた

します。 

 次に一般質問における時間制限について。４５分以内ということでですね、町長のほうから申し出

がございまして、若干短くしてほしいということがございました。事務局のほうで若干の資料があり

ますので、ただ今配付いたします。 

 事務局から説明を願います。 

○事務局長（山崎宏一君） これらしき資料はだいぶ前の議運でも１度形式は違いますが、提出して

ございますが、この件もう１度参考のためにということで、管内と人口２万以上の町村について簡単

にご説明をさせていただきます。 

 Ａ、Ｂ、Ｄとありますけれども、これ市町村の区分でございますので、これ直接関係ございません。 

 まず胆振管内申し上げます。洞爺村なのですけれども、これ１問１答方式ではなくて３回までの一

括質疑でございます。それで一般質問は質問だけで３０分ということになります。壮瞥町については、

これもですね、６０分と、これはちょっと長いですね。ということになります。豊浦町については、

これも含まずで、これですね、２つ掛かっているのですよ。３回までの一括質疑方式プラス６０分以

内という、２つの網に掛かっております。それから厚真町がうちと同じく１問１答方式でございます。

これも質問のみで３０分以内ということになります。鵡川はですね、次の虻田もそうなのですが、選

択式になります。簡単に言いますと、一括質疑方式、３回までのやつと、１問１答の場合は２０分と。

これ自分の選択でどっち、１問１答で２０分にするか、時間関係なく３回までにするか、回数と時間

と自分の好きなほう選択できるようになっております。 

虻田町も同じなのですけれども、虻田町は含むですから、質問、答弁含むということになります。 

質問事項１件につき３回までと。質問時間は３０分と。または質問答弁合わせて９０分と、質問回数

制限なしと。これ時間だけですね。これも選択で質問の内容だとかそういうことによるのでしょうけ

れども、そういう内容でございます。白老省きます。下段のほうは人口２万人以上の当別町でござい

ます。ここは質問だけで３回でかつ６０分以内ということになります。上磯町は１問１答方式やって

おりますが、時間制は特に設定はしていないという状況にあります。美幌町は含むですから、質問答

弁含んで６０分ということになります。静内町も含むということで、これ１２０分ですから、２時間

なります。音更町は含むですから、含んで質問答弁９０分と。４５分、４５分ということになります

ね。釧路町、これは１問１答方式を採用してございまして、これも９０分、これは質問答弁含めて９

０分ということになります。以上が大体管内と人口２万人以上の町村の状況でございます。以上でご

ざいます。 



 15 

○委員長（大渕紀夫君） はい。今事務局のほうで出していただいた胆振管内及びＤ区分ですね、人

口２万人以上の状況が報告されました。各会派でこの時間制をどうするかという議論がされていると

思いますので、まずその点を伺いたいと思います。町清クラブさんお願いします。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブでございます。前回も申し上げたとおり、私どもの結論から申し

上げると、今までどおり４５分という制限を設けて、今までどおりやっていただきたいということで

ございます。このいろいろ要因があろうかと思いますが、この問題の提起は町の理事者のほうから来

たというお話を伺っておりますが、４５分の制限云々については、質問者の立場から見ますと、答弁

者のほうから長いだの短いだのという性質のものではなくてですね、これ質問者のほうで考えるべき

問題であると思うので、提起の問題から私はおかしいなと思うのですよ。我々自身がいろいろ検討し

て、長い短いという議論をするのであればいいのだけれども、答弁者のほうから４５分は長いねと、

こういうことを提起すること自体がですね、私は非常におかしいと思う。それから３０分でも３５分

でも問題はいいのですが、質問する人がたの資質の問題もあると思うのです。質問の内容にももちろ

んよりますけれども、時間があるから十分同じことを何回も聞くというようなこういう姿勢がおそら

くあったから、答弁者のほうから３０分にできるのではないかというあれが出たのではないかという

気がしてならないので、別に質問するほうは４５分あるから４５分是が非でも使わなければならない

というのではなくて、要は我々の質問、自分も含めてでございますが、質問するほうは十分検討して

ですね、再質問をするというふうに心がけてですねいけば、４５分という時間があれば十分できると

思う。それからもちろん質問事項にもよります。１問しかない場合もあるし、２問３問という場合も

あれば、４５分という範囲は設けておくべきではないかというのが我々会派の意見でございます。現

状どおりやっていただきたいということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブ熊谷です。うちの会派は従前から言っているとおり、時間を短縮

すべきという意見であります。要因としましてはいろいろ会派の中でも話をしましたけれども、４５

分という時間をフルに使うという質問内容であれば、これはその内容でいいだろうと。しかしずっと

見ていると、４５分を有意義に使っているようにはどうにも見えないという意見がありました。私も

同感に感じております。短くするということの１つの逆効果として、質問内容を十二分に精査をして

ですね、返答される内容も想定した中での質問組み立てというのができるのではないかという意見も

ありまして、私はそれをセコンドしたのですけれども、当然その質疑の資質向上、議会改革の意味で

もですね、１問１答の議会運営委員会でこういう質問形式にしようということで進んでいる中でです

ね、もうちょっと精度を高めるべき時期に来ているのではないかということでありますから、４５分

というのは暫定であります。その暫定で一度３０分という区切りを作って、それでやはり足りないと

いうことであればやはり４５分に戻してもいいのではないかという意見でありますので、今回は一度

リセットをしてですね、質問時間の制限を一度短くしたらどうかというのがうちの会派の意見であり

ます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風お願いいたします。 

○委員（吉田正利君） 現状どおり４５分で設定してやりたいと思います。理由は時間設定は上限で

ございますので、今ご意見に対して精査するも何も、もしそうであれば時間短くして結構でございま

す。上限としては現況で結構だと思います。 



 16 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） ４５分以内ということですから、時間を短縮する必要はないのではないかと

いうことです。４５分の質問をした方でも、内容のあるものであれば、それは受け入れられるべきで

はないかということなのですね。議運という場もありますし、それぞれ会派ありますので、質問終え

た時点で今回の質問に対してはどうだったのかということをきちっと精査するということも必要では

ないだろうかと。それは資質を向上させて、決して時間が長すぎたのではないかと言われないような

方向性の質問をしていくような精査をしながら、時間を有意義に使ってやっていくということで，２

０分で終わる方は２０分で終わっていいわけですから、そういう方向性でやっていけばいいというふ

うに考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。私のところもこれについては相当議論しました。これについては現

状でいいだろうという意見であります。ただやっぱり議員として質問がどうあるべきかということを

ですね、やはりもっと徹底して議論すべきだろうと。例えば言葉の問題、いつも言いますけれども、

そういうこと含めてですね、やはり今皆さん言われているように、聞いてる方がいかがなものかとい

うようなですね、そういう質問はやっぱり精度を上げるという意味では気をつけなくてはいけないだ

ろうし、そういうこときちっと議運でも指摘しあったりですね、会派で指摘をしあったりということ

で、やはり質問がきちっとした質問になるということを我々で努力しながらね、しかしやはり言論の

府ですから、ここはやはり皆さん言われているように上限はそこまでいいのですよという形で、どれ

だけ短くても構わないですから、そういうことを十分に考慮にしたうえで、私は現状のほうがいいだ

ろうという意見でありました。 

 委員外議員の玉井委員どうですか。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。私も上限は今までどおりでいいであろうと。やはり質問事

項については精査すべきと。しかしながら時間を仮に３０分にしたと。心に余裕がなくなって、きち

っとした質問ができなかったという場合もありうると思うのですよ。ですから、もちろん精査できる

にこしたことないのだけれども、精査しきれない部分もあると、まだいまだにね。できるだけ努力は

すべきだけれども、そのような意味も含めて時間は今までどおりにすればいいのではないだろうかと、

こういうふうに思いました。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員、西田委員。ございましたらどうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 西田ですけれども。やはり議会というのは議員として質問できる場所

ですので、現状のまま４５分でお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。大多数の会派が４５分ということでございますので、一番最初に加

藤委員が言われたことも私もそのとおりだというふうに思いますし、このことにつきましては、議会

側としては４５分ということでいきたいというふうにしたいと思いますけれども、よろしゅうござい

ますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 よろしゅうございますね。それではそのようにいたしたいと思います。 

 それでは次。３番目に議会事務局体制と職員の配置についてということで、別紙がございますから、

その別紙を見ながら局長からお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） １枚ものですけれども。今の資料の後段の方になると思います。 
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○委員長（大渕紀夫君） 議長の諮問に関する事項と書いているものです。クリップに止めてあった

やつの真ん中ぐらいの最後のほうですよ。 

○事務局長（山崎宏一君） ご説明をさせていただきます。まずここについてはですね、正副議長等々

のご意見をいただきながら進めてまいりました。ということで、今回町側のほうでですね、５月１日

を予定しております機構改革等々、それは後の関連性も出てきます。そのようなことでまだ正式には

町の方の機構改革は正式には出されておりませんが、いろいろ今までのこれからご説明いたします内

容の中で議会として自らこういう方向で進んで行きたいということで、まずご理解いただきたいなと

思います。 

 まず議会事務局体制と職員の配置についてということで、町は先の第４次行政改革大綱及び財政改

革プログラムにおいて適正な職員の定員管理と併せて厳しい財政状況に対応するため、人件費と職員

の削減、事務事業の改善、組織機構の見直しに取り組むこととし、各課等において検討の指示があっ

たわけでございます。各課等に対してという意味合いでございます。議会事務局においてもこの趣旨

を十分認識した上で、より効率的で柔軟な体制と、職員配置についても内部検討を進めてまいりまし

た。この内部検討は事務局ご承知のとおり４名しかおりませんのでね、この辺はざっくばらんに４名

で議論を重ねてきたという意味でございます。 

 まず１つ目、事務局体制（係りの廃止）についてということでございます。４人の体制で、さらに

効率で効果的な事務を執行するためには、現在の２係（総務係・議事係）を廃止し、柔軟で機動的な

スタッフ（グループ）制の導入が適当である。現在においても係性を尊重しつつ、実質グループ制的

な事務分担で、柔軟に対応していると。これ本当に端折って書いてございますけれども、今２係ござ

いますので、それぞれ基本的には２係に職員が配置されているわけです。その係の分担によって仕事

をしておりますが、私がここへ来てからなのですけれども、４名しかいないものですから、これが何

係だから何しか分からない、この係だからこれしか分からないということではですね、議員さん方に

対しても、また我々事務局体制としてもあまり良い状態ではないと。従って制度的には２係があるの

ですけれども、それを極端に言えば取っ払って４人でですね、実は各事務事業をですね、項目ごとに

出して、誰が主務者、誰がそれを従事するかということで、基本的には少なくとも２人でやっていっ

て、全体性の中で実は合議制をとってございます。ですから簡単に言いますと、広く浅く覚えておく

と。仮に私がいなくても中村がいれば分かるよと。中村がいなくても浦木がいれば分かるよと。専門

的な部分もありますのでね、先程言いましたように広く浅くでもいいから４人で誰が休んでもいなく

ても少しは分かっておくようにしておこうという、こういう体制に実は現在もしております。そうい

うことで２係を廃止して４人で仕事をしていこうという趣旨でございます。それからもう１つ、２番

目のやつが、職員の配置替えについてということで、パソコンネットワークシステムの導入によりま

して、予算だとか経理事務の簡素化、また会議録の電子化、これＣＤ化なのですけれども、されてお

ります。また事務改善の一環としての会議録作成の委託化、今まで従来まで事務局でやっておりまし

たが、現在は町内に出しております。また会議案内文書のファックス化、又湯茶接待等々、議員各位

の理解によって効率化と改善が進んでおります。このような状況を踏まえて、今回事務局として対応

できる範囲はということで考えてみましたが、現状ではパソコンネットワークシステムの導入と改善

によりまして、事務が軽減されております。今まで手書きだったものがパソコンに入れますと、極端

に言えばざーっと出てしまうということで、非常に時間的にもですね、軽減をされているというもの



 18 

と、そういう事務量と内容を考慮するときですね、正職員４人のうちこういうことを担当する正職員

一人おりますが、その正職員一人を削減して、これを嘱託職員等の補充で対応することが可能である

ため、議会として自ら姿勢を示すものでございます。 

 さっき言った前段で町のほうの行革だとか財政改革プログラムでいろいろこういうことを取り組ん

でくれということで、さっき言ったように４人で同じテーブルで議論してみました。そういったとき

にいろいろパソコンネットワークの導入によりまして、かなりというか軽減がされているということ

が分かりましたので、これを機会に議会として正職員一人を減らして嘱託職員でカバーすると。４人

は頭数は変わりません。ということでございます。従ってこのことにより議会運営上、あるいは事務

の執行に支障をきたすことはないと判断しております。 

 事務局職員は今後も引き続き議会、議員の補助的役割を十分果たすため、努力は当然してまいりま

す。こういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただいま局長からお話がありまして、議長何か補足ございますか。

ありませんか。 

 今お話ありまして、端的に言えば今の状況を変化させずに正職員から嘱託職員に１名切り替えて、

人数は同じで事務をこなしたいと、こういうことでございます。 

 何かご質問、意見等ございましたらどうぞ。 

[「ありません｣と呼ぶ者あり ] 

○委員（加藤正恭君） 大変結構でないですか。  

○委員長（大渕紀夫君） このような形で執行していただくということで構いませんか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは事務局職員の方々の努力によってそこはやっていただくということでお願いいたします。 

 次④、議長会と議員研修会の件。 

○事務局長（山崎宏一君） これはですね、実は２月２日、３日厚真町で管内議長会の総会がござい

ました。その前に議運で皆さんに打診して行った部分ございます。その結果でございます。 

 まず管内議長会の事務局体制ということで、今日になりますね、今年の３月１日から今までですね、

カッコ書にありますとおり、会長所在地の役場内に置くということで、現在厚真町の議長が管内議長

会の会長でございます。従って厚真町の議会事務局に事務局があったのですが、今日から胆振町村会、

実は前の助役の山本さんが事務局長で行っておりますので、いろいろな道段階の町村会の改革だとか

いろいろなことを含めまして、非常にですね、こういうことで管内町村会で事務局を持っていただく

ということになりました。そのようなことで今日からということで移管されるということで、直接影

響あるかといえばなにもあるということじゃないのですけれども、ただ会長さんにね、厚真町ですか

ら、居るところに事務があればそれにこしたことはないのだけれども、厚真町ではなくて町村会に移

しましたよと、そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

○事務局長（山崎宏一君） ２点目です。管内町村議会議員の研修会についてということで、従来は

洞爺湖温泉で１泊２日で実施しておりました。当然懇親会なんかも含めてやっておりました。平成１

７年度から日帰りで実施しましょうということになりました。従って会場は宿泊伴いませんので、各

町村の持ち回りでやりましょうと。ですから、合併の関係でちょっと分かりませんけれども、従来で
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すと１００名前後集まりますけれども、今まではどうしても宿泊の受け皿があったものですから、洞

爺でしかということになりませんでしたけれども、今回はその日、日帰りですから、うちですと例え

ばコミセンでやるとか、そういうところで消化できるということになりますと、会場は町村の持ち回

りですると。それも含めて順番も含めてなのですけれども、研修会の内容については、実は５月に議

長会の総会またございますのでね、その中で協議をすると。例えば前言ったようにグループ制にして

討議をするとか、いろいろな意見出ていましたよね。ああいうのは議長のほうから管内の総会の中で

話していましたので、そういうことも含めて、それではどういう日帰りのセッティングをするかと、

研修会のあり方も含めて５月に協議をしていきたいと。こういうことで決まりましたので、ご報告と

いう形になろうかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） これは報告であります。質問ありましたらどうぞ。 

 はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 持ち回りになったということで、できうればその担当町村で食事を取るぐら

いの配慮があるといいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 会議の終わったあとで、持ち回りということになったらあれですけれど、

白老あたりでね、やっていただけると一番両方から来てですね、ちょうど遠い近いないしね、白老辺

りでやっていただければ一番いいんだよなという話なのですけれどね。持ち回りという形でやります

ので、今度は少し皆さんの意見もまた聞いた中で、日帰りにする場合の、ただ研修会終わってさーっ

と帰るのか、またちょっとした懇親会みたいのやって、そしてそのまま帰ってしまうのかね、そうい

うのももしあればまた話を持っていきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） ちょっと聞きたいのは、事務局長が今度山本前助役がなるわけですよね。今

度は町村会議長会の事務局長も兼ねると、こういうことになるわけですね。そうしたらこういう持ち

回りのときは出てくる可能性はあるね。事務局長だから当然ね、そういうことになる。事務局は室蘭

だけどね。持ち回りというと、今度１１か町村が今までどおりいけば９町村になるのかな。わからな

いけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 大滝無くなっちゃう。 

○委員（加藤正恭君） そうだね、８年に１回来るわけですね。持ち回りになれば町村のところにい

けば、８つあれば８年近くないということに理屈から言ったってね。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 参考までなのですけれども。今議長おっしゃったように合併はちょっと

置いといてですね、穂別が東の端なのですよ。西の端は豊浦になりますね。両サイドでやった場合時

間だけ掛かって日帰りということになりますと、行ったり着たりの時間のほうが長いという現実的な

話も出ておりました。従って議長おっしゃるようにどうしても集まりやすいのはこの白老中心にした、

早来なるか、追分なるか、その辺ぐらいか、向こうはどの程度虻田辺りになるか分かりませんけれど

も、実態というそういう話もですね、行くのに２時間半も３時間もということになってしまうと、行

って帰ってきてもう１日終わるようなね、そんなことなので、もうちょっと無理でしょうねという話

は出ていました。 
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○委員長（大渕紀夫君） いずれにしてもこれは議長会で決めてください。うちの場合はどちらにし

てもあまり影響がないようでございますので、中身さえきちっとやっていただければいいのではない

かというふうに思いますけれども。いかがなものでしょうか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 ここでどうのこうの言ってもしょうがありません。厚真の研修の希望はね、この後言えるかと思い

ますけれども。 

 それではそういうことで１つよろしくお願いいたします。 

 それでは次２０番目、｢申し合せ｣の改正について。よろしくお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） これはですね、ここに書いてありますとおり、１月２６日の議運で一応

決定は見ておりますが、申し合わせの改正が必要でございますので、あえて今日出させていただきま

した。まず１点は議会運営等に関する調査事項という申し合わせがございます。その中で予算審議と

いうものの部分をですね、予算審査、下にありますね、予算審査という言葉に統一したいと。それと

当初予算のみ議員全員による予算等審査特別委員会を設置し、審査とありますけれども、これ地方自

治法１０５条によりまして、議長はどの委員会にも出席はできますと。意見も言えますと。但し採決

には加われないと。これ前回の議運で話させていただいております。従ってうちの場合は議長を除く

全議員をもってと明確にしておきたいと、この機会にですね、そういうことで予算の委員会ですから、

今回３月からなりますけれども、こういう形でやりたいと。従って採決の場合も議長入りませんので、

仮に手を挙げなくてもそれはその辺ちょっとあります。 

 それと次決算審査の方法についてということで、これも先般ご説明申し上げました。従来は決算審

査特別委員会を設置し審査ということにだけなっておりますが、これを議長及び監査委員を除く全議

員、この監査委員は議会選出の監査委員ということになりますので、議長と現在は宗像議員がなって

おりますので、除く全議員をもって決算審査特別委員会を設置し審査ということで、今回申し合せを

ですね、改正したいという部分でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） これについては決定事項ですからよろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 たぶん今議会中になると思いますので、これは皆さん持って来ていただいて差し替えをすると、こ

ういうふうになると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では次、議会運営に関する申し合せ事項について。 

○事務局長（山崎宏一君） ９というのはここの番号ではなくて、議員の兼職見直しについてという

のは９という番号でございますので、そのまま必要です。表を次のように改めるということで、これ

も前回の議運で決定しております。従って今まで７件ございましたが、４件ということになりました。

それも今委員長おっしゃったように、これも差し替えをいたします。これも実は町側のほうにもです

ね、この文章町長宛に議長名で流してございまして、この表の下に書いてあるとおりこの申し合せは

次の任期更新時から適用するということで、現在委員さんになっている方は、次の任期で終わりです

という意味でございます。従って、法律、政令含めて３件と、本当の申し合せ、一番上になりますが、

合わせて４件ということになります。以上です。 

○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] 
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 それでは２１番目、その他の事項についてということで、議会費の補正と新年度予算の説明をお願

いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  

（―補正予算説明―） 

○委員長（大渕紀夫君） 補正予算でございますけれども、何かお聞きしたいことありますか。 

 いいですね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

それでは１７年度の予算の概要をお願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） 次のページありますけれども、議員さんの報酬でございます。・・・ 

（―予算説明―） 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今説明をいただきましたけれども、ご質問のある方どうぞ。 

 はいどうぞ、副議長。 

○副議長（根本道明君） この辺ぐるっとこうやってやるのはわかるのですけれども、僕らは視察研

修に行きまして、この１１番の１１なのですけれども、視察研修のときにですね、やはりお茶菓子や

なんかはね出していただけるのですけどね、なかなかわずかな金額だと思うのですけれどもね、その

ぐらいの遠方から来た人方にね、そのような配慮をしてやるというようなことはね、必要じゃないか

なと思うのですけれども。予備費かなんかでね、対応ができればやってほしい。お酒までというまで

なことはいらないけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） 個人的には実は私もそのとおりなのです。今ですね、町の中でも事務改

善と経費削減というプロジェクトありましてね、一生懸命やっているのですが、その中で全体の中で

まず原点に戻って今やっていることがどうかという改善、削減ということでやっているのです。その

中でですね、実績にそのような話があって、私も個人的には、これ程度問題ですからね、この程度で

あれば私はお迎えするのにあたってですね、特に必要以上のものではないと。従って森田のりんごジ

ュースとあとお菓子が１個か２個ですから、１人何百円なのですね。そういうことで一応お話をさせ

ていただきました。と言いながらもさせていただいたのですが、議会含めてそういうことは十分分か

ると。町の職員どうしじゃないし、議員さんが来て、うちらも議長なり副議長なり議運で対応するの

で、その程度はね、社会通念上と言ったらちょっと大きな話になりますけれども、一般的にはそんな

過剰な対応ではないですよと話したのだけれども、なかなか全体の傘の中でやっているものですから、

言葉悪いのですけれども、議会だけなぜということがですね、どうしてもまだ、はっきり言ってある

わけですよ。それでうちのほうは今いったような経費的にもそんなに大きくないので、失礼にならな

いような形でということを再度再度話をさせていただいているのですけれども、どうしても全般的な

中で議論されますと、なぜ議会だけがという、これどうしてもそういう話が出てくるのですね。そん

なことがあってですね、今回やむを得ないだろうということで実は減額というか、そんな方向に実は

なったわけです。ざっくばらんにお話申し上げます。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ。 

○副議長（根本道明君） それでですね、姉妹都市提携、今度キャパ見通しがどうなるか３月１５日

ならないと分からないのですけれど、キャパが大きくなりますよね。そういうふうな中で前回よりか
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も少なくしたというふうなことであればね、どのような対応になるのか、そこら辺よく見据えてね、

余裕の弾力のある見方をしていかなければ、どうしても窮屈になってしまう。姉妹都市に対しても失

礼があっては困ると言う、その辺も配慮して。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） そのとおりだと思います。ここではですね、姉妹都市交流で９万２千円

減にしてございますけれども、これは主にですね,あるかないか分からないものですから、そういう部

分で減にしたところがあるのですけれども。例えば仙台なんかもですね、これなんかもずっと見てい

たのですけれども、結果的には森田と違いまして何かあるから行く、何かあるから来るというなかな

かそういう状況にはなっていないのが実は議会、町含めてそういう状況なものですから、仙台の部分

は削減をさせていただきました。それと今度はキャパシティが大きくなるものですから、つがる市と

いうことで、その代わり当然議会の皆さんに予算があるよないよという事でご迷惑かけるようなこと

にはこれ絶対なりません。従って当然かかるものであれば流用したり補正したりということで、それ

は対応できると思います。それと一部議員会のほうでも若干の予算ですけれども、見ておりますので、

合わせて必要であれば対応するとか、足りないようであればどこかから補正する流用するという。そ

れ間違いなくですね、対応はできると思いますけれども、今回今言ったようにどちらかというと経費

削減ということが前提にあるものですから、そういう中で全体の中で削ってきているということでご

ざいますので、そういう実態があれば、そういう状況が発生すればですね、これは金がないからでき

ないということにはなりませんので、その辺は私どものほうも胸にちゃんとその辺はございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい他。 

 はい、委員外議員の玉井委員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。今副議長も言われたとおりなのですけれども、地方から来

られて、お茶菓子の話、細かい話だけれども、やっぱりね、これは私もすべきだと思う。もし全体で

総合的で議会費として取れないのであれば、仮にね、議員会としてやったって構わないわけですよ。

今言ったことに入っているかどうか僕は、局長サイドに入っているかどうかは分からないけれども。

これ１人、例えば議員２０名居るうち５，０００円負担すれば１０万円になるわけですよ。それぐら

いの支出があってこれ当たり前だと思う。だからそこまで考えてでもね、これはすべきだと。そうで

ないと僕らだって行った先でごちそうになれませんよ。必ずこれ出してくれますからね、内地は。こ

れは礼儀だと僕思う。金額的にはこまかいかもしれないけれども、これは大事なことだと思う。挨拶

代わりだもの。と思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい他。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 今の発言を勘案してもらって、流れについては局長に一任してもらって、是

非お願いしたいと思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですか、今の落ちで。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 議員会の役員会もございますので、そういうところも含めて議長にも入っていただいてですね、検

討するということでね、あんまりこれでどっちが良いとか悪いとかという議論でする必要もないよう

な気がいたしますので、そこら辺はちょっとファジーに締めさせていただきたいと思います。よろし

ゅうございますね、皆さんの判定は。 
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[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

 それではもう１つ。一番最後のやつ。 

○事務局長（山崎宏一君） 最後になりますけれども、ここに書いているとおりですね、ご案内はま

だ差し上げてございませんが、２５日今のところ最終日の予定でございます。それでこれは町のほう

の当番になりますが、竹浦スパランドで恒例の懇談会がございますので、時間だとか、会費だとかと

いう事でご案内来ますので、来たときに議員さん方にまた再度ご案内したいと思っておりますけれど

も、こういうことで現在予定され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） よろしいですね。 

 他の委員の皆さまがたから、この際、発言があったり、提案することがありましたらどうぞ。 

 吉田和子委員 

○委員（吉田和子君） 白老町は議会改革の中で、自分たちでお茶を入れたりということで、職員の

手を少しでも煩わせないようにしようということで、それぞれ自分たちで入れてやっていますけれど、

たまたまそういう話をしましたら、他の町村の議員さんから、そうしたら紙コップの値段はどうなる

のと言われて、その紙コップを使うことはまだしも、ゴミになるでしょうと、と言う話になったので

すよ、それは本当にいいことなのと言われて一瞬えっと思ったのです。みんなマイコップとかもって

くればね紙コップとか要らないんじゃないのって話になったんです。お客さんとかは別なのですけれ

ど。じゃあそれを誰が洗うの、自分たちで洗えばいいでしょってそんな話しまで出てね。女性同士だ

からそういう話になったのかもしれませんけれど、これ庁舎全部紙コップなのですか。職員もみんな。  

○事務局長（山崎宏一君） これについてはですね。各課に任されているのですね。ただ、お茶くみ

はしないよということで、議会は紙コップでやっておりますし、それは細かい話になりますけれど、

議員会で見ているのと、議会事務局の親睦会の一部から紙コップを買うのに見ています。各課もです

ね。課の親睦会で紙コップを買ったり、自分でコップを持ってきて、自分でお茶つぎして洗って自分

で保管しているといろいろなのです。 

○委員（吉田和子君） 議会がそこまでしたほうがいいのか分かりませんけれども、ゴミが出たりす

るのはどうなんだろうねという話をされたりしたのですけれど、どれぐらい使っているとか経費とか

は分からないのですけれど・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休  憩 （午後 ４時４３分） 

 

再  開 （午後 ４時４８分） 

○委員長（大渕紀夫君） それでは休憩を閉じて会議を再開します。 

 以上を持ちまして、議会運営委員会を終了したいと思いますのでよろしいでしょうか。 

【「はい」と呼ぶ者あり】 

○委員長（大渕紀夫君） それでは閉会といたしたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

（閉会 午後４時４８分） 


