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平成１７年 議会運営委員会会議録 

平成１７年 ４月１９日（火曜日） 

   開 会  午前 １０時００分 

   閉 会  午前 １１時５８分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ 

 平成１７年第２回臨時会の開催について 

 １．提出議案 

  (１)町長提案(５件) 

  ・承  認  ３件(補正２件、条例改正１件) 

  ・補正予算  １件(一般会計補正予算(第１号)) 

  ・条例制定  １件(白老町課設置条例) 

  ・そ の 他  (町長行政報告) 

２．専決処分の承認について 

○平成１６年度白老町一般会計補正予算(第１３号) 

  ○平成１６年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算(第５号) 

  ○白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

３．議案の説明について 

  ○補正予算  １件 

   ・議案第１号 平成１７年度白老町一般会計補正予算(第１号) 

  ○条例制定  １件 

   ・議案第２号 白老町課設置条例の制定について 

４．第２回臨時会の日程について 

  ○会  期  平成１７年４月２２日(金) １日間 

  ○議事日程  別紙のとおり  

５．その他について 

   ○白老町議会委員会条例の一部改正について 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－ 

 平成１７年第２回臨時会の開催について 

 １．提出議案 

  (１)町長提案(５件) 

  ・承  認  ３件(補正２件、条例改正１件) 
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  ・補正予算  １件(一般会計補正予算(第１号)) 

  ・条例制定  １件(白老町課設置条例) 

  ・そ の 他  (町長行政報告) 

２．専決処分の承認について 

○平成１６年度白老町一般会計補正予算(第１３号) 

  ○平成１６年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算(第５号) 

  ○白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

３．議案の説明について 

  ○補正予算  １件 

   ・議案第１号 平成１７年度白老町一般会計補正予算(第１号) 

  ○条例制定  １件 

   ・議案第２号 白老町課設置条例の制定について 

４．第２回臨時会の日程について 

  ○会  期  平成１７年４月２２日(金) １日間 

  ○議事日程  別紙のとおり  

５．その他について 

   ○白老町議会委員会条例の一部改正について 

 

 

○出席議員（１１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 

  副議長 根 本 道 明 君   議  長  堀 部 登志雄 君       

委員外委員 玉 井 昭 一 君   委員外議員  西 田 祐 子 君  
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      事 務 局 長       山 崎 宏 一 君 

      書       記       浦 木   学 君 
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      助       役       三國谷 公 一 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） 本日の提出議案について、最初に局長から。 

○事務局長(山崎宏一君) お手元にレジュメ、配布してございますけれども、今回の臨時会に

ついては町長の方からですね、専決処分の承認３件、予定されております。補正予算２件、そ

れと税条例の改正１件ということになります。 

 それと、補正予算。これは新年度、１７年度予算の一般会計の補正予算でございます。 

 それと、条例の制定ということで、課設置条例の関係でございます。 

 その他として、町長の方から行政報告が予定されております。以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。協議に先立ちまして、町長が出席しておりますので、町長の方

からご発言があるということでございますので、許可をいたします。町長、どうぞ。 

○町長(飴谷長藏君) おはようございます。この度ですね、臨時会に当たりまして教育長の、

実は選任案件について、実はご提案いたしたかったのでございますが、ちょっと私の方の事情

によりまして若干ちょっと時間がかかっております。 

 それで、まことに申し訳ございませんが、２２日の臨時議会にはですね、ちょっと今のとこ

ろ難しい状況になっております。 

 それで、できる限り早い時期にですね、今月中に、まことに申し訳ございませんが、今月中

の早い時期に臨時会をもう一度開催してですね、ご提案申し上げたいと思っておりますので、

本当にまことに申し訳ありませんが、その辺ぜひ議運の皆さんご理解いただきたいということ

で、本日お願いに参りました。以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今町長から、教育長の人事関係についてのお話がございま

したけれども、何か特別お聞きをしたいという委員の方、いらっしゃいますか。 

 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、今町長がおっしゃられたような形で、今後とり進め

られるということで、議会運営委員会としては了承いたします。ご苦労さまでございます。 

○町長(飴谷長藏君) よろしくお願いします。 

○委員長(大渕紀夫君) それでは、協議事項に入りたいと思います。 

 最初に専決処分の承認について３件出されておりますけれども、ご説明を願います。 
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 辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 私の方からは、承認第１号と承認第２号。補正予算に関するです

ね、専決処分の関係、ご説明させていただきたいと思います。 

この２件、合わせましてですね、別資料で平成１７年白老町議会第２回臨時会で承認を求め

る平成１６年度補正予算(専決処分)の概要というですね、資料をですね、お配りしているかと

思いますので、それに基づきましてですね、２件の補正予算の概要をご説明させていただきた

いと思いますけれども、よろしいでしょうか。お手元にございますか。 

〔 議 案 説 明 〕 

○委員長(大渕紀夫君) ３件についてのご説明がございましたけれども、特に聞いておきたい

ということがございましたら、どうぞ。 

 熊谷委員。 

○副委員長(熊谷雅史君) 熊谷です。議案書の承認１の２、専決処分書。地方自治法、書いて

あります平成１７年３月３１日白老町長。違うんじゃないですか。訂正お願いします。以上で

す。 

○財政課長（辻 昌秀君） 申し訳ございません。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他。 

 ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、続きまして議案の説明をお願いいたします。 

最初に補正予算の関係。辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） それでは続きまして、議案第１号平成１７年度白老町一般会計補

正予算の説明をいたします。 

〔 議 案 説 明 〕 

○委員長(大渕紀夫君) 議案第１号の説明がございました。この際聞いておくべきことあると

思われる委員の方、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、議案第１号は以上で終わります。 

課長、ご苦労さまでした。 

○財政課長（辻 昌秀君） 失礼します。 

○委員長(大渕紀夫君) 続きまして、条例制定の関係についての議案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。 

〔 議 案 説 明 〕 



６ 

○委員長(大渕紀夫君) 総務課長の方から、課設置条例についての説明がございましたけれど

も、この件につきまして特に聞いておきたいことがございましたら、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、これは議運で聞くべきことかどうか、ちょっと迷うので

すが、いろいろ何点かあるのだけれども。 

８番の政策推進室。具体的なね。 

○委員長(大渕紀夫君) いいですよ。 

○委員（加藤正恭君） いい。これ３つが２つになったというのだけど、これに、課長と参事

という非常にどっちかと言ったら高いレベルの方々が配置されるわけでね。少人数で内容に充

実ということでは、問題ないのかもしれないけれども、政策推進室というのは非常に今後の分

権からね、非常に重要なポストだなというふうに、上のもちろん経営企画課もそうなのだけど

も、これでいいのかどうかね。ちょっと５人で、しかも頭でっかちなのですよね。課長ばかり

ですからね。４人。 

まぁ北海道に１人派遣されているから、実質的に４人。５人のところ４人になるのだけれど。

この辺りはどうなのかなと思ったり。頭でっかちでいいのかなと思ったりもしているのだけれ

ども。 

その辺りどうですか。どんな考え方で。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。政策推進室の考え方なのですけれども、確かに課長がいまして

ですね、その下に担当参事・主幹という形になっています。 

 で、今回これを設置させていただいた目的はですね、検討課題としては保健福祉医療の連携

の問題でありますとか、産業と観光の新たなビジネスの展開でありますとか。それから寿幸園

の関係。それから保育園のですね、今保育園についても、要は小規模園の統合の問題ですとか、

民間委託の部分もございましてね。それから町立病院の今後の経営方針ですね。こんなことも

ありまして、要は、特に今重点的な課題となっているもの。それから、短期間で方向性を出さ

なきゃならない。具体的な実務でなくて、そういう部分のところが大きいですね。 

 そんなことで、確かにそこにはそういう方しかいませんけど、当然担当グループ・担当課と

は連携してやらなければなりません。そういう中で、今言ったような課題をですね、一定期間

の中で処理すると。そういうような考え方で設置しているのです。 

 ですから、見た目はスタッフがないというような形になりますけれども、そこは当然現場の

方と連携してやっていくと。そういうような考え方で設置しているということでご理解いただ

きたいと思います。 

○委員（加藤正恭君） はい。分かった。 

○委員長(大渕紀夫君) どうぞ。今日聞けるところどんどん聞いていただいておいた方がいい
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と思いますので、お聞きになりたいことがありましたら、どうぞ。 

 はい、どうぞ。山本委員。 

○委員(山本浩平君) １点だけ質問させていただきます。 

 この機構改革とグループ制ということに関しては、非常にこれからの市町村のですね、権限

委譲等を考えると、これは早く手をつけて本当にいい方向性が出たなというふうに、私は思っ

ております。 

 ただこれ、全体的に見てちょっと、私なりに疑問に思うところが１点ございましたので、率

直に質問させていただきます。 

 いろいろこう精査、旧組織と精査しますとですね、人数の減っているところ、正職員等は減

っておりますし、課長の数は変わらないのですね。ですけれども、残念ながら行政のスリム化

を考えますと、全体の人数が３７５人から３７８人ということで、プラス３名増えている。ま

ぁ、嘱託と臨職が増えていると。 

 これ、一概には言えないとは思うのですけれども、今の民間ベースの話からするとですね、

全体的に人数を減らしながら頑張っているというのが現状だと思うのですよ。 

 そういう中で、各課とですね、膝を詰めながらヒアリング等は行ったと思うのですけれども、

その課によってはですね、このぐらいの人数でできるから、その臨職やあるいは嘱託もいらな

いよというようなところがあっても良かったのじゃないのかなと思うわけですよ。 

 この点が非常に残念だなというふうに、私なりにちょっと感じているのですけれども、この

点についていかがでございましょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。先ほどこの内容につきましては総務課長の方からご説明させて

いただきましたけれども、議員がおっしゃられる部分、私どももですね、十分認識しておりま

す。 

 で、各課とのヒアリングの中でですね、先ほどちょっと議会のお話も出ましたけれども、自

主的に職員を削減して嘱託職員に替えていただいているところもあります。 

 で、過渡期として今一気に 1 名は減はできないけれども、話の中として、当然臨時職員をち

ょっと対応していただければ、当面はしのげるよとかですね、いろいろ話をする中でやむを得

ず臨時職員を配置したという部分もあるのです。正直申し上げまして。 

 ただ、今までもそうですけれども、手法としては職員を 1 名減したときには激減緩和といい

ますか、臨時をとにかく 1 年か 2 年充てて、その後整理をそこの中でその業務内容を精査して

いただいて整理していくというような手法もとっている部分があるのです。 

 そういう中で、総体でこう人数は減らしてきているのですが、今回につきましては、職員を

削減したところに臨時を充てたという、そういった意味でございます。 

 それと、先ほどこれ言っていますけれども、例えば今力を入れている徴収の部分ですね。特

に、税を含めてなのですが、使用料・手数料・住宅料だとか、そういった税外の部分もですね、
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相当やっぱり落ち込んできているということで、そういうところにも強化しなきゃならないと

か、部分的には国勢調査で臨時的に今年だけ使うよという部分もありましてね、結果的にはこ

うなってしまいましたけれども、これについては組合の方とも、この部分はきちっとせっかく

職員を削減しているのだから、単純に臨時ということじゃまずいよということは、これお互い

に認識する中で、このやり方・手法、要するに仕事の中身をきちっと、人区を精査すると。こ

ういうことも含めて、今後組合の方とも整理するという方向でですね、鋭意前向きに話し合っ

ておりますので、もう少し時間をいただいてこの辺を整理させていただきたいと。このように

思います。 

○委員(山本浩平君) 分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) 他の委員の方。 

 はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 資料１の方の中でちょっと、総務課の方のアイヌ民族博物館と北海道へ

派遣ということで、管理職と一般職１名ずつなっているのですが、アイヌ民族博物館、今後い

ろいろな問題も含めて、担当をさせるということ、派遣をするということなのですが、これは

この最後の４ページの方の特命担当課参事、北海道派遣１というのですけど、じゃ北海道派遣

職員というのは２名になるっていう意味なのかどうなのか。 

 私ちゃんと聞いていなかったのかもわからないけど、アイヌ民族博物館と北海道派遣という

のはこれは、アイヌ民族に関して北海道へ１人派遣するという意味なのか。 

 それと、アイヌ民族博物館へ派遣する職員は、このどちらになるのかなと。課長職、管理職

の方が行くのか一般職の方が行くのか。どういう立場で行かれるのか。 

 前にちょっと博物館の方とお話をしたときに、これからのいろいろな問題を考えると、やっ

ぱりある程度責任を持ってやれる職員がほしいっていう話をちょっと聞いたことがあるのです

ね。そういうことから含めると、管理職の方が行くのかどうなのか。向こうへ行ってのその役

割っていうのがね、明確になっているのかどうなのかっていうことが１点と、それから特命担

当課参事、これは政策推進室なのですけれど、これとこの北海道派遣のアイヌ民族博物館とこ

の総務課にあるのと、別職員なのか。何かちょっと、こんがらがっているのですけども。ちょ

っと説明してください。 

○委員長(大渕紀夫君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。まずですね、ご質問の中身、２点あると思います。 

 １点はですね、この度アイヌ民族博物館の方に人的支援をすることにいたしました。これは

管理職を今、考えております。で、その派遣のですね、理由なのですけれども、これは強い博

物館側からの要請もあるのですが、これはずっと過去からあったのですがね。いろいろそのお

話を聞いている中で、今あそこも移転して４１年になりまして、施設も相当老朽化してきてい

るだとか、それからやっぱり入込客が相当落ちてきましてですね、施設のあり方も含めて、あ

そこの運営のあり方そのものを根本的に見直さなきゃならないと。 
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 そういうことと、もう一つはですね、中核イオルの話もここにきてやっぱり前に進んできて

いましてね。で、あそこでの事業展開というのが、これからより具体的になってくるだろうと。  

 それから、ご存知のとおり観光商協等との問題もあります。調整もございます。そういうこ

とで、なかなかその博物館だけで対応するのは、今の人材の中では難しいと。それで、やはり

行政とその博物館のいわゆる連携するその人材がどうしても必要なのだと。 

 で、一応３年間ですね、何とかお願いできないかということなものですから、派遣法に基づ

いて、一応派遣法では３年なのですがね、３年間程度ですね、２年から問題が解決すればまた

戻ってきていただきますけれども、永久にということは考えてございません。今言ったような

ことをこの短期間の中に整理しなきゃならないということで、その間管理職を派遣させていた

だきたいと。 

 で、今言った総務課にある道の派遣という部分とですね、それから政策推進室の道の派遣と

いうのは、これは道の職員との相互派遣の話でして、総務課に置いておりますのは、うちの方

から職員１名支庁の環境行政の方に１名やっています。 

 で、道の環境部門の担当総括主幹という方が来ていただいて、それで政策推進室にその方を

配置してですね、先ほどから言っている観光と産業の連携する、要するに今事業展開、いろい

ろ民間も含めて進んできておりますので、そこを専門的に、これいわゆるそこの部のプロとい

う言い方はおかしいかな。そこのところの専門とされている方ですので、そこのところを担当

していただこうと。こういうことで政策推進室には道から来ていただいていると。 

 総務課の方は、それに相互研修ですから。支庁の方へ行っている職員。そういうふうに理解 

をしていただきたいというふうに思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) ちょっと補足ですけれども、今の言われた政策推進室の特命担当参

事と教育委員会のですね、こども課に配置します家庭教育担当主幹。これも道教委の派遣。こ

れは、ここに書いているところは、白老で受け入れる人数です。 

 で、これは道、あるいは道教委の方の、何と言うのですか、給料もそちらの方で持つという

形なものですから、白老町の定数には入っておりませんで、この表にも配置の１カウントして

おりますけれども、この表のトータルのところには、定数としては入れておりません。 

 ちょっと、補足説明させていただきます。はい。 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますね。 

 はい、他。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、議会サイドから見た場合に、議会が三つの委員会がありま

すね。 

 で、所管事務調査等をやる場合に、だいたいこう色分けできるのだけれども、先ほどの、今

の議論もそうなのだけれども、政策推進室というところは三つの委員会にまたがるような気が
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してならないのだけれども。今の中身を聞くとね。その辺りはどのように考えておられるかな。  

○委員長(大渕紀夫君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 委員会条例の改正ということで、議会の方なので、私の方でこうす

るああするということでなくて、今局長とですね、その委員会条例の改正について、詰めてお

ります。どういうような表現になるかは別にですね。局長の方と、議会の方と詰めさせていた

だいております。 

○委員長(大渕紀夫君) 吉田正利委員。 

○委員(吉田正利君) 吉田です。総体的に、この組織改革の流れの中で、もちろんこれはグル

ープ制をしくということは、今後の体制の中で非常に重要なことで、これはもう当然だと思う

のでございますけれども、私がちょっと懸念するのは、これだけの大改革を進めるとなると、

内部の職員の捉え方とか、それから今後の進める過程でのいろいろと歪みが出る可能性がある

という懸念があるわけですが、それについてはどのようにお考えになっているか。 

 例えば一定期間試行して、歪みを調整するとか何とか、そういうふうな方法を考えているの

かどうか。それについてご説明いただきたいと思います。 

○総務課長(白崎浩司君) すみません、委員長、この後先ほど言いましたけれどもグループ制

のことについては別資料でまた中身とですね、今のことも含めて説明しようかなと思っていた

のですが、その時でよろしいでしょうか。 

○委員(吉田正利君) はい、分かりました。結構でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 吉田委員、よろしゅうございますか。 

○委員(吉田正利君) はい、いいです。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 委員外委員、玉井委員、どうぞ。 

○委員(玉井昭一君) はい、玉井です。機構改革ということについては、当然しなきゃならな

いと私も思っていたし、このことが素晴らしいことでないかなというふうになれば、一番いい

のですが。 

 ただですね、現業についても、基本的には幅広くなると。まぁ、今までと同じだと言えば同

じかもしれない。人員はほとんど変わらないのでしょうから。 

 でも、人事異動もあるけど、それについては問題ない。人数的にはね、そんなに変わらない

と思うのですけども、問題は町民に対して、サービスが低下、しないのかなと。この辺の問題

はどんなふうに考えているか。これが一番大事なことだと思うのですね。 

○委員長(大渕紀夫君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。大課制にしてということになっているのですが、要は統一性を

持って、総合力を発揮できるような、そういう統一組織体制ということを念頭に入れてやった

つもりです。 

 例えば上下水道ということになっていけばですね、それは当然人も町の財産ですから、そう
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いうものが一緒になる。技術的なものもお互い一緒になっていける。そういう中で、使用料な

んかは、当然かかる経費が料金に跳ね返るということもありますから、そういう意味では、何

と言うのでしょうか、業務を効率的にやっていくということで町民サービスについてはですね、

サービスにつながっていくのだなと。そういう視点で我々は今回組織の見直しをしたつもりで

おります。 

 ですから、一方ではなかなかそういうことでしばらくですね、町民の方もちょっと今までと

体制が違って戸惑う部分はあるかもしれませんけれども、そういうところの周知なんかは徹底

してやっていってですね、混乱のおきないように、サービスが低下しないようにですね、やっ

ていきたいなと、このように思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、玉井委員。 

○委員(玉井昭一君) それともう１点。今のでだいたい分かりました。 

 この先ね、機構改革はしたよと。で、先ほどちょっと山本議員も言っていたけれども、人員

削減というのはもう全面的に考えているということで捉えていいのですか。 

○委員長(大渕紀夫君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。その通りでございまして、今の第４次の行革の中でも当然１

０％削減という大目標もありますし、また今国の方でも、トータルで４．６％の職員削減も、

これは計画を立てて自治体はやっていきなさいということがですね、もう当たり前のようにで

きていますから、我々も当然そのことは意をくんでいかなきゃなりませんし、さらにですね、

職員の削減に向けて努力していかなければ当然町の財政はもう、先行きですね、なかなか厳し

くなってまいりますので。そのことを目標に、削減していくという方向でやっていきたいと。 

 ただ、過渡期ですから、課長職の話もさっき２９・２９そうなっていましたけれども、どう

しても過渡期の中では、そういったポストを今確保しなきゃならないという問題がありまして、

何かやった割にはすきっとこう、減っていないなという印象があるかもしれませんけれども、

ちょっとその過渡期の部分についてはですね、ご理解をいただきたいと、このように思います。  

○委員(玉井昭一君) はい、分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 ちょっと私 1、２点、簡単なこと。上下水道課になるとね、会計が別々なのだけど、そこら

辺は技術的に向上を図られて、レベルが上がるっていうのはよく分かるのだけど、会計の部分

でね、矛盾っていうかその、かえって面倒なことが出ないのかってことが一つ。 

 それから、今の玉井委員の質問と同じなのだけど、こども課さ。こども課そのものはいいの

だけど、町民の人が混乱することがないかね。それ、そこで全部できるのかも、かなりこう多

岐に渡るでしょう。何か知らないけど、教育委員会にも行かなければ、本庁にも行かなければ、

いきいき４・６にも行かなきゃだめだというふうにならないようにしてもらわないと困ります

ので。 

 そこはね、やっぱりきっちり、きっちり分かるようにしておいた方が、議員の方々もいいな
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と思うし、そこ、具体的にそこの部分。 

 もう一つ、この中でね、グループ制ちょっと遅れるのだけど、役職定年制のことは考えられ

たかどうか。これはやっぱり、今管理職の話いろいろ出ていますけれども、役職定年制のこと

はやっぱり、これがいけば結構矛盾が解決するのかなというような気もしますので。 

 その３点。簡単で結構です。 

 はい、吉田室長。 

○行革室長(吉田 稔君) まず、私の方から会計の関係のお話をしたいと思います。 

 ご存知のとおり、水道課にしては水道法、当然下水道課にしては都市計画法が原点にありま

して、それらの会計の法律運用なものですから、課が一緒になっても会計自身を一緒にすると

いうことは不可能でございます。 

 それらの中でも、共通な作業面のラインというのは共通面もございますので、例えば町民の

皆さんが新設する水道の部分、また下水道の部分の検査関係というものは、同一の検査の中で

もできますし、その議論の中の一部については併用的に運用することによって、今までそれぞ

れやっていたものが一緒の中で動けるというようなことでございます。 

 そういう面で、会計の話についてはですね、原課の方からもこれらのもののお話もございま

して、グループ制の中でもその辺含めてですね、グループ分けをしていますので、それらの問

題については特にこのまま支障があるという考え方は持ってございません。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) それから２点目、３点目なのですけれども、こども課の関係はですね、

大渕委員長のご指摘の懸念している部分はあるのです。 

 それで、いままでも当然福祉の方だとか、教育委員会サイドだとか、保育園だとか町民サー

ビスだとかもう、これはちょっと分かりづらかったのですね。 

 で、今回そこに教育委員会が持ったから、全部じゃできるかということになりますと、今は

まだ完璧でないのです。徐々にそういう体制をとっていきたいというふうに思っていますが。 

 ただ、その一番肝心なのは、こども課ができるということで、子どもに関する、子育てに関

することは、ここにまず来てくださいと。そういう中でですね、すぐあっちに行けこっちに行

けでなくて、相談を受けて、じゃこういうことだからこういうところへ行ってくださいという、

場合によっては来てもらうことはあるかもしれません。相手からですね。 

 そんなことをやりながら、できるだけそこで、何と言うのでしょうか、相談にのれたりです

ね。きちっとした指示だとか指導だとか、できるようなことを考えていきたいというふうに思

っています。 

 それから、役定の関係につきましては議会でお話したとおりなのですが、確かにこう役定を

早めていけば、どんどんどんどんと１年でも２年でも早くという人事の更新を図れるのですが

ね。 

 ただ、その対象となる方々の処遇の問題等々含めて、いろいろ解決しなきゃならない問題、
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やはりあるのです、まだ。それで、議会でも申し上げておりますが、来年の導入に向けて、こ

れは十分協議をしていくという姿勢でおりますので、その中で検討させていただきたいと思い

ます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他、ありませんか。 

 じゃ、なければグループ制の説明をお願いいたします。 

○総務課長(白崎浩司君) それじゃグループ制の説明につきましては・・・。 

〔 議 案 説 明 〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) ちょっと基本的なことで補足をさせていただきます。 

 それで、今グループ制のことにつきましては今、担当主幹の方からお話をさせていただきま

した。ご説明させていただきました。 

 それで、一応今回５月１日でですね、グループ制での人事配置、考えてございます。先ほど

吉田委員からもちょっとお話があって、関連なのですが、今回いろいろと職員の組合の方とで

すね、いろいろな意見交換をする中で、基本的にはグループ制ということについてはですね、

理解を得られて、いいことだということになっているのですが、何せ初めての試みですから、

職員も不安を持っておりましてですね、細かい基準づくり、ルール作りというものもちょっと

ありまして、５月１日からはグループ体制で人事配置をしますが、本格的なグループ制の導入

についてはですね、一応７月１日を目途に、試行期間を設けたいと。このように考えておりま

すので、本格実施は７月１日からを目指して今、進めているということでご理解をいただきた

いというふうに思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今グループ制について、説明がございました。何かお聞き

になりたいことございましたら、どうぞ。 

 吉田正利委員。 

○委員(吉田正利君) 吉田です。この、グループ制について説明を受けましたので、よく分か

りました。 

 それで私、この制度の趣旨そのものは、理論的には整然としているのですが、一つ不足して

いるものがあると思うのでございます。グループ制そのものはやっぱり目標管理制度によって

施行されるわけでございますので、そうしたときに、この今の制度をざっと見ていますと、現

況をただグループに移行しただけの問題で、どうなのかなという懸念があります。 

 そこで、私はいつも唱えているように、これらを施行するには必ずやっぱり評価制度が付い

ていなければですね、この制度の評価そのもの、成功か否かについての判断がどこでされるか

と、これはないわけですよね。最後に一言管理制度、載っておりましたけれども、これは具体

的に進捗管理をしているだけの問題でございます。 

 それで、私はやはり、この制度を成功させるのはやっぱり、能力評定。要するに、業務評定

をどのように進めるかという、そのような政策をやっぱりきちっと整備しないと、また大変に
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なるんじゃないのかなという気がいたします。 

 それで、ともかく趣旨はよく分かっておりますけれども、そのようなことについて真剣に取

り組んでいただきたいなと思うのでございます。 

 最後の質問ですが、この制度の評価そのものをどこでどのような方法でされるのか、ちょっ

と質問いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 当然グループ制の導入にはですね、した理由としては大きい部分につ

いては今、吉田議員がおっしゃられた部分です。 

 目標をきちっと定めて、それを管理させていきながら、その成果を出していくということで

ございまして、それに併せてその能率評価というのでしょうか。人事評価というのでしょうか。

そういうものをきちっと評価制度を導入しなければ、これはうまくグループ制というものがで

すね、効果を発揮しないのでないかというご意見だというふうに思っております。 

 それは当然私どもも課題として捉えておりまして、町長も議会の中で人事評価という形の中

でですね、何らかの形でそれぞれの仕事の評価というものをしていくよと。これ、管理職から

先にやっていくか、一気に全体というふうにいかないと思いますけれども、今回特に管理職に

ですね、特に課長職に大きくその仕事のですね、要するにその部分について、責任を持たせて

おります。 

 そういうことで、そういったところの評価をですね、今後きちっとしてやっていきたいとい

うふうに思っております。 

 ですから、制度的にどう導入していくかということについてはまだ検討段階ですけれども、

それらのことも整合制をとりながら、やっていきたいというふうに思っておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますか。 

○委員(吉田正利君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他の委員の方。 

はい。委員外議員、西田議員。 

○委員外議員(西田祐子君) 私もグループ制は素晴らしくいいなと思ったのですけれども、正

直言いまして、これは課長から下ですよね。課から下の組織に対して、グループ制を導入して

いるのですよね。 

 ところが、現実問題としまして、課をまたぐ連携というのですか。そういうのが、ここの中

に含まれていませんのでね、例えば先ほどのこども課のことで、例えば全部まとめちゃってい

いのですかって言いましたけれども、児童手当に関して、例えばこども課に行っても手続きは

できませんよね。 

 やっぱり、そういうところ連携。例えば事業のことでもそうなのですけれども、経済課に行

って相談しようと思って行ったら、いやいや、それは環境に関わる問題だから、環境課の方で
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すよという形でね。 

 以外と縦割り組織になっているというのですか。国も道も、自治体もそうなのですけど、そ

の辺の連携までも考えて、このグループ制をやってらっしゃったのでしょうか。それとも今は、

ここまでの段階なのでしょうか。その辺だけお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 組織のですね、基本的なあり方としては、今西田議員がおっしゃった

ことは本当に望ましいことだというふうに思っております。 

 ただ、そういうことも含めて大課制と言いますかね、グループ制はまたちょっと機能的な話

でして、組織論としては大課制というのを導入したということは、そういうことは目的として

あるのです。 

 ただ、個々に今その児童手当の話だとか出ました。なかなか一気に全部解決できない問題も

ございますけれども、それはそれとして問題意識は持っておりましてね、できるだけやっぱり

町民サービスのことを考えて、一つのところへ行ったところで、なるべく用事が足せるような

形にはしていきたいというのは、常にございます。 

 それはなかなか、組織をじゃ全部、要は組織のあり方でなくて、職員の意識の問題という部

分もございますのでね。それは組織論と別にして、まずその、何と言うのでしょうか、お客さ

んが来たときにたらい回しにしないような、そういう手立てはまた別の問題として捉えていか

なきゃならないというふうに思っております。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 ちょっと私、１点お尋ねしたいのですけどね、この５ページ・６ページに図がありますけれ

ども、この図を見ますとさっき逆転現象があり得ないということであれば、主幹の方は全部グ

ループリーダーになるのだよね。政策推進室みたく、担当なんていないところは全部、なるの

ですよね。 

 で、その話はちょっとしたのだけど、例えばこの５ページの図でいくと、Ａグループに主幹

を２人集めると。課長の判断でだよ。課長の判断で。Ａグループに主幹を２人集めて、Ｂグル

ープとＣグループを主査のグループリーダーにするってことは、組織的には可能ですよね。や

り方としては。できるかどうかは別だよ。 

 だけど、僕が何を言いたいかというと、組織の逆転現象がおこらないということは、主幹は

全部グループリーダーだということなのさ。そうしたら、今までの係長と何も変わらないんじ

ゃないのってなっちゃうでしょ。 

 だから、それを解消するためには僕が今言ったように、Ａグループに主幹を２人集めて、グ

ループリーダーを作ると。で、Ｂグループ・Ｃグループに主査のグループリーダーを作るって

ことは、理論的には可能だよね。 

 そういう形を実際にとれるのかどうかってことさ。そういうふうにしなければ、今まで係長

なら係長っていう人がいて、係員がいてこうあったでしょう。課長・係長と。 
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 逆転現象がおこらなくて、主幹が全部グループリーダーになる、もちろん主幹が４６人はい

ないのだけれども。いないのだけれども。主幹全部がグループリーダーだったら、何も今まで

の係長と、考え方と。考え方としてはそんなに変わらない。仕事のやり方は違うのかもしれな

いけれど。 

 私は逆転現象がおこらないということを大前提にするというのは、もちろん組合もあること

だから、当たり前だとは思うけど、思うけど、理論的に今私が言ったようなことが、課長がで

きなければですね、運用上に同じような硬直化が、主幹が４６人いたら主幹全部グループリー

ダーになったら、係長と同じですよ。 

 理論的にはそういうことは可能になるでょう。だから、そういうことが、課長ができるのか

どうかと思っていますけど、どうですか。 

○助役(三國谷公一君) 今大渕委員長がおっしゃる理論的にはできます。課長の采配で。 

 ただし、これは組織のことですから、当然担当助役との協議ということになりますけれども、

その部分がクリアされれば、理論的にはできるというご理解で。 

○委員長(大渕紀夫君) 分かりました。僕が言いたいのは何かと言うとね、主幹がみんなでリ

ーダーになれば、何も今までの組織と形としては何も、形を変えているだけで同じくなっちゃ

うんじゃないの。４６人の主幹を置けば、全部その主幹がグループリーダーだよ。というふう

になるでしょう、理論的には。ならないかもしれないけど。 

 そういうことまで考えておかないと、僕はやっぱり組織を変えただけでは、うまくいくとい

うふうには、保証にはならない。さっき吉田議員が言われたことと同じようにね。そこら辺は

十分僕は考えた方がいいと思いますよ。 

 だから私は、逆転現象がおこらないというふうには理解はしていませんでしたから。ついこ

の間まで。逆転現象がおこらないというふうには僕思っていなかったですから、はっきり言え

ば。 

 それぐらいの柔軟な組織でなかったら、僕はだめだと思うのですよ。今の組織はやっぱり、

結果的には、やっぱりこういう形の中になりやすい形にね、なっていくんじゃないかなってい

うふうに思っちゃうものだからさ。 

 ちょっと私の意見が違ったら言ってください。 

○助役(三國谷公一君) いや、理論的には・・・。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、いいのですよ。僕はだめだと言っているのではないんだよ。 

 だけど、そういうことが可能性としてあるでしょうということを言っているだけですからね。

本会議でやるよりここでやった方がいいから言っているのだよ。 

 はい、岡村主幹。 

○行革主幹(岡村幸男君) まず、もう一つの資料でですね、グループ制導入における職務職階

制とグループリーダーの考え方というのをご説明させていただきたいと思います。 

 実は、現状係制ではですね、職務の級が１級から８級までございまして、そしてこの業務を
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見ていただければ分かるかと思いますが、１級の業務はこういう業務ですよと。それから２・

３・４・５・６・７と、こういうふうにそれぞれの級ごとにですね、格付けされるですね、業

務の内容が書いてございます。 

 で、つまりこれは何かというと、これがいわゆる職務職階制と言われているものでございま

して、職務の内容によって給与が決まると。こういう内容になっています。 

 ですから、これをすべて変えるということになると、いわゆる能力給というものに変わって

いきますと。こういう考え方なのです。今はあくまでも、これ過渡期です。 

で、今国が地方公務員法の改正も国家公務員法の改正も、もしくは地方公務員法の改正も進

めていこうという段階ですが、今まだ法案というのはまだ提案できていない状況になっていま

すが、提案されるとすれば能力給というものが、当然出てくると。 

そうなると、今大渕委員長が言われました逆転ということは、当然職務として考えられます。 

ただ、現状の公務員制度でいけば、一番の問題はこの職務職階における給与制度というもの

があると。このことがあるわけです。 

で一方で、それではこの職務職階における職務というものが、当然決まっているわけですか

ら、そのための働きをしてもらわなければならないわけです。主幹が全部グループリーダーに

なるのではないかというのは、それは職務として当然の職務であるわけです。 

今、職務職階制で言われている。それだけの能力を発揮しなさいよというのが、実はこの職

務職階制で言われているものでございます。 

ですから、それを前提に考えるのであれば、これは逆転現象は生じないというのは、当然の

形になるかというふうに思います。 

で、しかし、言われている根拠というのは、そうではなくて能力制をとるのであれば、逆転

しても構わないのではないのかという議論かというふうに思いますが、それは現在そういう議

論を煮詰めていく必要があるかと。先ほど助役の方からお話されたとおり、人事評価。そうい

うものが導入される中で、その逆転が出てくるということはありえるというふうに思います。 

既に先進的な自治体では、５級・６級の職員がグループリーダーになるというふうに決まっ

ていますが、４級以下のグループ員からもグループリーダーにさせますというような、人事評

価をやったうえで、そういう逆転をさせているところは既にあります。 

しかし、それはやはり今の能力給制度からいけば、もう少し検討をさせていただきたい内容

であるということでございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 僕が言っているのはね、十分分かるのだよ。それは。 

ただ、そこまでになるとしたらやっぱり僕が言ったように、Ａグループに主幹をちゃんと２

人集めて、やるぐらいの構えでやってくださいよ。そうであれば。 

そうでなかったらこれを導入する意味なくなりますよ。もしそうであれば。 

私が言っているのは、どれだけ柔軟な組織を作るかってことですよ。私そのことを言ってい

るのです。今の考え方でいったら、全く今までと同じだよっていうふうになっちゃうんだよ。
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そういうことはできるけれどもってなる。 

だから、私が言っているのは、分かりましたと。だから言ったように、Ａグループに主幹を

２人集める。主幹３人いたら３人Ａグループに集めて、主査の人をＢグループ・Ｃグループに

できるんでしょう。そうやってやってくださいよ。それぐらいの構えでやらなかったら、機構

改革なんてできないですよ。 

私はね、私が言っているのは何もね、理屈を言っているのでないんですよ。構えったらそう

いう構えでなかったらだめだということなのだよ。理論的にできるならやってください。そう

いうふうに。 

そうやってやって、能力を活かせるなら活かせばいいのですよ。それぐらいの腹構えてやっ

てくださいということなの、僕が言っているのは。 

だから、理論理屈でやるなら理論理屈がそうやってできるならそういうふうにやってくださ

いよ。そういうことをね、本会議であまり言ったらまずいから、ちょっと今聞いたのだから、

そこら辺はね、やっぱりそれぐらいの構えでやっぱりやらないと僕はね、従来の延長線上で物

事を考えてやっているなら同じですよ。それならやらない方がいいですよ。はっきり言えば。 

そういうふうに考えて、そこら辺も考えぬいてください。 

他、ありますか。 

それでね、今日出た議論を、各会派でぜひ徹底していただきたいなというふうに。徹底と言

うか、議論していただきたいなと。 

そして、今日出たような議論が全く、会派の議員の皆さん方が分からないで本会議に臨まな

いで、今日の議論を一定限度会派の中で話して、そして本会議へ臨むと。で、今のような同じ

ようなことが本会議で議論されてもこれ、仕方ありませんので。ぜひそこら辺は、各会派で話

してみてください。 

それはやられた、やった方がいいんじゃないかなと思っていますので。 

他、何かございませんか。 

○議長(堀部登志雄君) 今議運の委員長からいろいろお話ありました、今日の議運も各会派に

十分皆さんに浸透していただきたいと。考え方をですね。そういう意味で、いろいろと今議運

の方に質問していただきましたので、この辺を十分会派の皆さんに周知徹底して、そして臨時

会に臨んでいただきたいと。こういう思いでやるということですので、我々もできれば同じで

すね、いい気持ちでやっぱりこれを認めていきたいなという具合に思いますので、一つよろし

く、会派の方の徹底を一つよろしくお願いします。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 他、ありませんか。 

はい、なければ議案の説明については以上でよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) それでは第２回臨時会の日程なのですけれども、４月２２日の１日間

とする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。ご異議ありません
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ね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) それでは、第２回の臨時会は２２日とし、１日間といたしたいと思い

ます。 

じゃ、５番目、その他について。局長、お願いします。 

○事務局長(山崎宏一君) ５番目のその他の前にですね、皆さんのお手元に議事日程１枚行っ

ていますね。レジメの次にあると思いますけれども。議事日程。それちょっと一つだけ説明し

ておきたいのですけれども。よろしいですか。 

これですね、日程の第７までいきますが、ご承知のとおりですね、この４月末日をもって牧

野教育長が退任されるということがはっきりしてございます。 

それで、閉会前にですね、牧野教育長の方から退任のご挨拶をいただくことになってござい

ますので、今の議案第２号の課設置条例が終わりましてから、一旦休憩いたします。休憩して、

牧野教育長から退任ご挨拶と。で、再開して閉会という予定になってございますので、その辺

ご承知をしておいていただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) その点、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) その点はい、それではその他。 

○事務局長(山崎宏一君) その他のですね、先ほどちょっと出ておりましたが、委員会条例の

一部改正についてということでございます。 

 で、町側の方のですね、課設置条例によりまして、先ほど来から説明しております、統廃合。

また、課名が変わるということになってございまして、当然これに伴って委員会条例のですね、

各３常任委員会が所管している課。この名称変更なり、統廃合によっての部分で改正をしなけ

ればなりません。 

 それで、ちょっと時間がないものですから、今回の本当は２２日に委員会条例を改正できれ

ば一番よろしいのですが、今日示されて２２日ということになりますと、内部のですね、議会

内部の協議ができません。 

 従いまして、今考えているのはですね、先ほど出ていましたこども課。こども課ですね。こ

れは教育委員会の所管になりますが、現在教育委員会の所管は総務文教常任委員会ですけれど

も、中身は今の民生常任委員会ということになります。 

 そこら辺、常任委員会間で行ったり来たりという部分がございますので、それをですね、十

分内部で協議してから、議運に挙げて、そして次期議会という形に持っていきたいなと思って

おります。 

 それで、今回の臨時議会には提案できませんので、その辺お含みいただきたいと。 

 従って２２日のですね、臨時会が終わり次第、各常任委員会の正副委員長さんに集まってい

ただいて、私の方で議論するですね、協議をいただく内容をですね、何点かその選択肢がある
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のですが、その辺をご説明して、各常任委員会に持ち帰っていただいて、そこでまた議論をし

ていただいて、また３常任委員会が集まって調整すると。そして議運に諮るということのです

ね、ちょっと経過を踏みたいというふうに思っております。 

 従いまして、この先ほど来から言っていますとおり、条例改正までの間は、今の条例によっ

て進みますので、本来条例ですから改正しなきゃならないというのがもう、原則ですけれども

ね、その間は運用的な部分で名前も変わっていませんし、課の統廃合も当然改正することはで

きませんので、その期間は運用という形でね、１カ月間か２カ月間はですね、していきたいな

ということで考えております。 

 どうしても今回物理的に、そこまで内部の協議ができなかったものですから、やむなくそう

いう措置をとりたいということでご理解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) 今の件、よろしゅうございますよね。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 民生と総務はちょっといろいろあるかも。 

 今回の所管事務調査では直接関わっている部分はないそうですので。そういうことで進めさ

せてください。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 他。ありませんか。 

 委員の皆さん方、その他何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。なければ、以上をもって議会運営委員会を終了させていただき

ます。ご苦労さまでございました。 

（午前１１時５８分） 


