
      

◎議案第２号 白老町課設置条例の制定について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第７、議案第２号 白老町課設置条例の制定についてを議題に

供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) それでは、議案第２号白老町課設置条例の制定についてをご説明い

たします。白老町課設置条例の制定について、白老町課設置条例を次のとおり制定するものと

する。平成１７年４月２２日提出。白老町長。 

 白老町課設置条例。白老町課設置条例の全部を改正する。課及び室の設置。第１条地方自治

法第１５８条第１項の規定に基づき、白老町に次の課及び室を置く。 

 総務課、税務課、町民課、生活環境課、健康福祉課、政策推進室、経営企画課、産業経済課、

水産港湾課、建設課、上下水道課、出納課。 

 事務分掌、第２条、課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。 

総務課、１号儀式及び表彰等に関する事項、２号議会及び町の行政一般に関する事項、３号

公告式及び例規に関する事項、４号役場出張所に関する事項、５号職員の人事、給与及び福利

厚生並びに研修に関する事項、６号交通安全対策に関する事項、７号防災及び災害救助に関す

る事項、８号情報化の推進に関する事項。 

税務課、１号税の賦課及び徴収に関する事項、２号税外収入の調定及び徴収に関する事項。 

町民課、１号戸籍及び住民基本台帳に関する事項、２号国民健康保険及び国民年金に関する

事項、３号医療給付に関する事項。 

生活環境課、１号環境衛生、環境保全及び公害防止に関する事項、２号町民生活及び町民相

談に関する事項、３号町内会活動に関する事項、４号防犯に関する事項、５号ウタリ施策に関

する事項。 

健康福祉課、１号保健衛生及び保健指導に関する事項、２号社会福祉に関する事項。 

政策推進室、１号町長の政策課題の特命事項、２号重要施策等の調査、研究及び推進に関す

る事項。 

経営企画課、１号町政の総合企画及び事業の調整に関する事項、２号基本構想及び総合計画

に関する事項、３号広域圏計画に関する事項、４号広報広聴に関する事項、５号国際交流及び

姉妹都市交流の総括に関する事項、６号住民自治制度に関する事項、７号統計に関する事項、

８号契約に関する事項、９号財産の取得、管理及び処分に関する事項、１０号予算その他財務

に関する事項、１１号行財政改革の推進に関する事項、１２号行政評価及び事務改善に関する

事項。 

産業経済課、１号企業誘致に関する事項、２号工業団地に関する事項、３号農林畜産業に関

する事項、４号町有林野及び町有牧野の管理に関する事項、５号緑化の推進に関する事項、６

号商工業及び労政に関する事項、７号観光及び自然公園に関する事項。 



水産港湾課、１号港湾整備に関する事項、２号港湾施設の管理に関する事項、３号水産業及

び漁港に関する事項。 

建設課、１号公共土木施設の工事及び管理に関する事項、２号公共土木施設の災害復旧に関

する事項、３号街路及び公園施設の工事並びに管理に関する事項、４号都市計画に関する事項、

５号住居表示に関する事項、６号区画整理事業に関する事項、７号町有建築物の工事及び営繕

に関する事項、８号宅地造成規制及び開発行為に関する事項、９号建築確認、建築指導及び建

築規制に関する事項、１０号公営住宅の建設及び管理に関する事項。 

上下水道課、１号水道事業に関する事項、２号公共下水道の工事及び管理に関する事項、３

号下水終末処理場及びし尿処理場に関する事項。 

出納課、１号出納に関する事項、２号基金の出納に関する事項、３号資金計画に関する事項。 

委任。第３条、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則です。施行期日、１項この条例は、平成１７年５月１日から施行する。 

白老町水道事業の設置等に関する条例の一部改正。白老町水道事業の設置等に関する条例の

一部を次のように改正する。第３条第２項中「水道課」を「上下水道課」に改める。これは水

道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるための所管課の明示ですけども、これを水道

課から上下水道課に改めるものであります。 

白老町都市計画審議会条例の一部改正。３項、白老町都市計画審議会条例の一部を次のよう

に改正する。第７条中「都市整備課」を「建設課」に改める。審議会の庶務を担当する課の課

名を改めるものであります。以下、４項、５項及び７項から１０項までの審議会及び委員会条

例の改正理由につきましては、同様に庶務課の課名を改めるものであります。 

４項、白老町総合計画審議会条例の一部を次のように改正する。第８条中「企画課」を「経

営企画課」に改める。 

白老町住居表示審議会条例の一部改正。５項、白老町住居表示審議会条例の一部を次のよう

に改正する。第７条中「都市整備課」を「建設課」に改める。 

白老町職員定数条例の一部改正。６項、白老町職員定数条例の一部を次のように改正する。

第２条第１項第２号中「３０５人」を「２７０人」に改め、同項第５号中「３６人」を「７０

人」に改める。これにつきましては、第２号は町長の事務部局の職員、第５号は教育委員会の

事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の定数を定めておりますが、今回子ども

課の教育委員会への所管に伴い、定数をそれぞれ改正するものであります。 

白老町財産管理委員会条例の一部改正。７項、白老町財産管理委員会条例の一部を次のよう

に改正する。第７条中「財政課」を「経営企画課」に改める。 

白老町地方港湾審議会条例の一部改正。８項、白老町地方港湾審議会条例の一部を次のよう

に改正する。第７条中「港湾課」を「水産港湾課」に改める。 

白老町行政改革推進委員会条例の一部改正。９項、白老町行政改革推進委員会条例の一部を

次のように改正する。第６条中「行政改革推進室」を「経営企画課」に改める。 

白老町上下水道事業運営審議会条例。１０項、白老町上下水道事業運営審議会条例の一部を



次のように改正する。第７条中「水道課」を「上下水道課」に改める。 

なお、教育委員会所管の子ども課の設置及び給食センターの課に所属する教育機関としての

改正については、白老町教育委員会事務局組織に関する規則での改正となります。 

次に、次のページの議案説明を説明いたします。１つ目に背景ということで記載してござい

ます。 

本町においては、年々複雑多様化する住民のニーズに応えるため、限られた人員の中で効果

的・効率的な行政サービスを提供すべく平成７年、１０年に組織機構改革を実施してきました。  

特に１０年の組織機構改革においては、厳しい財政状況を踏まえ、「最少の経費で最大の効果」

を挙げるため、部制の廃止、助役２名体制、収入役を廃止するなど組織のスリム化を図ったと

ころであります。 

しかし、今日の地方行財政を取り巻く環境は、より一層厳しく、大きく変化しており、地方

分権時代において基礎的自治体としての役割を果たすことのできる体制の構築はもちろん、国

の財政構造改革による地方財政の危機的状況を乗り切り、自主自立、活力あるまちづくりを進

めていくため、これまで以上に機動的、弾力的な横型組織の構築を進めることが求められてお

ります。 

２つめに今回の基本的な考え方です。 

これまでの行政組織機構の編成の基本は、上位の職位にある者の意思決定を中心とした行政

システムであり、また、係を最小の単位に細分化された行政組織で構成してきました。 

一般に事務分掌により細分化された行政組織は、ひとつの事務処理に対して高度な専門性を

持ち、係内の一定の事務の範囲内において対応することを狙いとしております。常に行政が主

体となった施策を実現するための組織として編成され、国、北海道の事務の流れに沿って形成

された、いわゆる「縦型の組織」であります。 

しかし、地方分権時代における町民要望の多種多様化される状況等において、事務分掌によ

って固定化された「縦型の組織」では、事務分掌を超え、横断的にまたがる町民要望や新たに

発生する事務事業に対し、迅速に対応することには限界が生じてきております。 

こうしたことから、特に本町の政策課題の解決にむけた組織を新たに設け集約化しつつ、臨

機応変に行政サービスの提供を行うため、固定化された組織体制から流動化した組織体制へ改

革することを目指すとともに、業務量の増減に横の連携で柔軟に対応し、組織の「総合力」を

発揮できる「横型の組織」体制の構築を基本としております。 

３点目に基本的事項として１つは課の統廃合であります。 

①「企画課」、「財政課」、「行政改革推進室」の統合。 

新総合計画の推進において、特に厳しい財政状況から財政健全化との整合性を図るほか、行

政改革における事務事業の見直しを進めながら、地域経営の視点で企画立案し、効率的・効果

的な事務事業を執行する必要があります。このことから、政策、施策の推進、制度設計、事務

事業の企画立案に対しては、これまで以上に、財政的担保と、行政改革の視点を欠くことがで

きないため、「財政課」と「企画課」、「行政改革推進室」、情報化推進業務を除きます、を統合



し、「政策推進室」と「経営企画課」に再編し、合わせて「経営企画課」に行財政を担当する参

事を配置するものであります。 

２つ目、「港湾課」と「産業経済課水産係」の統合。 

地方港湾白老港の整備については、地域経済の振興の上で、重要な政策であることから、地

元産業界、経済界との連携を強め取り組む必要があります。また、港湾機能の充実の面からは、

水産業の振興策等について、漁業共同組合、漁業者の連携、協力を欠くことができないもので

あります。このことから、港湾整備と水産業の振興を一体的に進めるため、「港湾課」と「産業

経済課水産係」を統合し、「水産港湾課」を設けるものであります。 

３点目に「土木課」と「都市整備課」の統合であります。 

まちの健全な発展と秩序ある整備を図るため、町民の住居環境の向上、良好な都市環境を備

えた機能的なまちの基盤を整備することが必要であります。このことから、道路、河川、公園

などの施設、各種公共施設の整備を、合理的、統一的に進めるほか、職員の専門的知識・技術

を集約し、限られた事業予算で都市機能の充実に向けた施策を推進するほか、防災、災害時に

おける支援復旧体制を強化するため、「土木課」と「都市整備課」を統合し、「建設課」を設け

るものであります。 

４点目に「水道課」と「下水道課」の統合であります。 

水道事業、下水道事業は、そのサービスを受け使用料を負担する町民の視点で捉え、効率化

を推進し、コスト軽減を図るとともに、安心・安定したサービスの提供を行わなければならな

いものであります。このことから、上下水道の人的資源と技術や情報の共有化を進め、利用者

のサービス向上、上下水道施設の維持管理復旧体制、防災、災害時における支援復旧体制を強

化し、水行政施策を総合的に推進するため、「水道課」と「下水道課」を統合し、「上下水道課」

を設けるものであります。 

基本的事項の２点目です。政策課題の集約化。 

１つ目には「政策推進室」の設置であります。保健・福祉・医療連携施策の推進、産業と環

境の連携施策の制度設計、地方分権、道州制における権限委譲に対応した事務事業の見直しな

ど、重点施策の実施に向けた課題を整理し、町民の協力、理解を得て進める必要があることか

ら、これらを特命事項として担当参事、担当主幹を配置し取り組むため、「政策推進室」を設け

るものであります。 

２つ目には「子ども課」の設置であります。子どもに係る施策については、福祉分野、教育

分野という縦の構造に分かれ、それぞれの施策を展開してきたものでありますが、子どもを取

り巻く社会環境が急速に変化してきており、健全育成を阻害する要因が増えている状況にあり

ます。このことから地域の関わりや家庭教育の充実、保育園、幼稚園、子ども発達支援センタ

ー、町内小・中学校の協力など、世代間及びそれぞれの機関の役割・機能を超えた連携が強く

求められており、子ども、子育て、青少年、教育にかかる子育て支援体制を一元化するため、

教育委員会に「子ども課」を設置するものであります。 

３点目ですが危機管理等の対策。近年、新潟県をはじめ、日本全国において大地震による被



害が発生し、尊い生命や住民の財産が奪われるなど、極めて憂慮する事態となっております。 

本町においても樽前山の噴火をはじめ、大雨、地震、津波などの予想される自然災害に対し、

万全な体制をとる必要があります。 

また、組織内部の危機管理として、全職員が法令遵守を徹底するほか、事務事業の企画立案

においては、法律・条例などの法制度面から十分検討するなど政策法務の充実が重要となって

おります。 

このことから、総務課内に、交通防災担当参事、法制担当主幹を配置するものであります。 

４点目に課の名称変更でございます。１つは、「出納室」を「出納課」に変更。組織の最大組

織である「課」の名称で統一、特命事項を分掌する政策推進室は除きますが、統一することか

ら、「出納室」を「出納課」に名称変更する。 

２つ目には「町民サービス課」を「町民課」に変更。町民の窓口としての課の存在を端的に

表すため、「町民サービス課」を「町民課」に名称変更するものであります。 

５点目には、今回の組織機構の組織の改革と合わせてグループ制を導入するものであります。 

従来の縦型の組織で構成されてきた係制では、業務と人員が固定化される結果、多様化する

町民の要望に対し、柔軟に対応し事務事業を円滑に推進することが困難になるほか、業務量の

変化に対応できないことが考えられます。 

また、係ごとの業務が細分化や事務処理のセクト主義という弊害がおこり、組織としての機

動性や柔軟性が失われることが考えられます。 

このことから、硬直化した組織から動態化した組織、効率的な人材の活用と目標達成を目指

す組織、職員能力を十分発揮できる組織、限られた人員と予算で最大の行政効果を発揮する組

織体制へ見直すため、係制を廃止し、グループ制を導入するものであります。 

グループ制は、各職員の自立を基本とした組織運営で、課長をトップに、職員一人ひとりが

責任を持って、担当する業務に取り組むものであり、大きな業務のまとまりごとに、スタッフ

の集合体として、グループを編成し、そのグループの業務目標に向けて業務を執行し、課長が

全体の業務管理を行う体制でございます。 

グループ制を導入することにより、業務内容や業務の質的量的変化に応じ、新たなグループ

分けや人員の配置換えを行うなど、効率性、機動性、柔軟性を発揮できる横型の組織体制を目

指すものであり、町長部局、教育委員会、各機関を合わせ合計５２係を４６グループに統合す

ることといたしました。 

以上の組織機構の改革により、町長部局１６課４５係５保育園を１３課３８グループに、教

育委員会部局４課５係を４課７グループ５保育園に、議会、農業委員会、監査委員、選挙管理

委員会４課２係を４課１グループに、合計２４課５２係５保育園を、２１課４６グループ５保

育園に、３課６係を削減することとしたものでございます。 

なお、グループ制については５月からは試行期間とし、本格運用は７月からの予定でありま

す。 

次のページですが、組織体制の比較表でございます。これは職員定数に基づいての部局ごと



の比較表ですが、前段で課及び係数、グループ数の比較を申し上げましたので説明は省略させ

ていただきます。では前に戻りまして、４の各課の体制ということでございます。これにつき

ましては資料１で説明いたします。よろしいでしょうか。 

資料１です。１ページ目、それと裏面の２ページ目につきましては、今お話しした内容で、

総括表でございます。各課の個別につきましては、次のページの個別表のページ１から説明い

たします。１枚めくっていただきたいと思います。 

組織表の左が平成１７年１月１日現在の体制、それと右が今回改正する内容でございます。 

個別に説明いたします。総務課です。先ほど説明してる部分もありますが、分権化による法

制部門、政策法務強化のため担当主幹を新設し、秘書係を統合、それから情報化推進業務を行

政改革推進室から移行し、総務情報グループといたしました。人事給与グループについては、

現在の職員係でございます。それから、交通防災につきましては災害対策等危機管理強化のた

め担当参事を配置し、交通安全、防災、危機管理対策、町内会自主防災組織の拡充を担当いた

します。なお、左の組織でありますけれど、統計業務については経営企画課統計グループに移

行いたしました。次に総務課付けの派遣職員でございますが、１人については上の段でござい

ますが、アイヌ民族博物館へ派遣を行います。博物館の安定した組織運営体制の確立、町の重

要な施策推進のための連携体制の確立のため、人的支援を行うことといたしました。下段の派

遣の一般職については、これは４月から行っておりますけども、北海道へ派遣ということで胆

振支庁の方へ派遣してございます。 

次に税務課でございます。税務課については現体制を４グループに分けたものでございます。 

次のページめくっていただきまして、出納室ですが出納室から出納課に課名変更するもので、

改正については変更ございません。 

それから町民サービス課でございますが、町民サービス課を町民課に課名変更し、国保医療

係を国保グループと医療給付業務と児童手当業務を統合し、医療給付・児童手当グループとい

たしました。それから戸籍年金グループについては、現在と変わりはございません。所管して

おりました児童手当の業務を除き保育園業務につきましては、教育委員会子ども課へ移行する

ものでございます。 

次に３ページの健康福祉課でございますが、健康福祉課につきましては従前の係体制の事務

分掌を再編し、対象者別にグループ分けをいたしました。地域福祉グループ、以下母子・成年

保健、障がい者福祉、それと介護保険、高齢者保健福祉グループということにグループ分けを

いたしました。なお、所管しておりました子ども発達支援センターにつきましては教育委員会

の子ども課に移行するものでございます。 

７の寿幸園につきましては変更はございません。 

次の４ページですが、現体制の行政改革推進室、９の財政課、１０の企画課、これにつきま

しては３課を統合し、経営企画課、政策推進室を新設いたします。経営企画課につきましては、

企画グループ、広報広聴グループ、それと統計グループ、行財政グループ、契約財産管理グル

ープといたします。行政改革推進室からは行政改革の進行管理業務を経営企画課行財政グルー



プに移行する。それと行政改革の個別改革項目のうち、重要案件は政策推進室で担当する。財

政係は経営企画課の行財政グループに移行する。契約係と用地管財係を統合し、契約財産管理

グループといたします。統計グループについては先ほど説明したとおり、総務課からというこ

とで移行しまして、今年度国勢調査に限りグループ編成を考えております。政策推進室につき

ましては、先ほど説明のとおり個別事項になりますけども政策課題、行革の改革推進課題を特

命事項として推進するということでございます。 

次、５の生活環境課でございますけども、ウタリ施策推進室につきましては課内室としての

体制を評価して人員を１名プラスしてございます。それから町民生活グループにつきましては

現在の生活環境係の一部の事務を移行し、事務の移行のみで同グループを形成してございます。 

それから生活環境グループにつきましては、現在の環境保全係と生活環境係を統合して１グ

ループといたしました。 

次に産業経済課でございますが、まず１つは水産係を港湾課に移行するということと、基本

的には現在の体制を維持しておりますが、農林緑化グループこれについては現在の農林緑化係、

それから経済振興グループにつきましては商工労政と経済振興係を統合。それから観光の部分

を１グループとし、観光ふるさとづくりグループとして分離したものでございます。下段の派

遣職員については現在派遣している職員の継続でございます。 

次に６ページになりますが港湾課です。先ほどの説明のとおり水産係を統合し、水産港湾課

を設置する。グループについては港湾振興グループと水産グループという２グループといたし

ました。 

次に土木課、それと都市整備課につきましては、２課を統合し建設課を設置する。グループ

分けにつきましては基本的には今の係体制でございますけども、土木施設管理グループ、土木

事業グループ、それと建築グループ、住宅・開発指導グループ、都市計画グループという５グ

ループといたします。 

次に水道課、下水道課でございますが、これにつきましても水道課、下水道課、２課を統合

し、上下水道課を設置するものであります。基本的に今の係体制を維持し、水道業務グループ、

水道維持グループ、浄水場、それから下水道業務グループ、で１つここ訂正お願いいたします。  

記載の事項、下水事業グループなっておりますが下水道事業グループと訂正をお願いいたし

ます。ここにつきましては既存の事業と維持業務を統合したものでございます。 

次のページいきます。８ページ、これは教育委員会部局でございますが、現在の学校教育課、

給食センターにつきましては、給食センターは学校教育課に所属する教育機関という位置付け

といたします。学校教育課につきましては、総務グループと学校教育グループの現体制のとお

りでございます。 

次に社会教育課でございます。社会教育課につきましては、今管理係、社会教育係、文化財

係と分かれておりますが、これを１つに統合し同グループといたします。なお、児童館、児童

クラブの業務、それから青少年センターにつきましては子ども課へ移行するということでござ

います。 



次に９ページの新設の子ども課につきましては、先ほどのご説明のとおり子育てに関わる業

務、機関を一元化し、子ども課を新設するものでございます。家庭教育の担当主幹ということ

では社会教育主事を配置します。それと子育て支援グループとして、町民サービス課児童保育

係から保育の実施に係る事務を移行。先ほどの説明のとおり児童館、児童クラブを社会教育係

から移行。それと学校教育課の方で現在おこなっております幼稚園関係業務を移行しこの体制

を考えております。 

次に図書館でございますが、現体制と変更はございません。 

次のページです。各執行機関ですがこの部分では議会事務局が現在２係を１グループという

ことにいたし、名称を変更いたしました。農業委員会、監査委員、選挙管理委員会につきまし

ては、現体制と変更はございません。 

合計でございますけども、先ほどの説明のとおり下段でちょっと書いてます、町長部局につ

きましては、１６課４５係５保育園を、１３課３８グループに、それから教育委員会では、４

課５係を、４課７グループ５保育園に、各執行機関については、４課２係を、４課１グループ

に、合計で２４課５２係５保育園を、２１課４６グループ５保育園にしたものでございます。 

このページの上の段、合計が書いてございますけども正職員についてはマイナス４名、嘱託

職員にはプラス２名になってますが、これにつきましては税務課の徴収強化のための人員１名

増、それから議会、それから寿幸園の正職員を減することにより嘱託員化するための人員、そ

れから水道課の嘱託員についてはマイナス１名、プラスマイナスしまして２名の増ということ

でございます。それと臨時職員についてはプラス５名になっておりますが、ウタリ施策充実の

ための１名増、それから今年度国勢調査が入りますので、統計グループに臨時職員１名増、そ

れと寿幸園、港湾、住宅の係につきましては正職員を減し、臨時職員対応ということといたし

ました。 

次に資料２につきましては、事務分掌の新旧対象表でございますが、ただ今説明いたしまし

た業務の移行に基づき整理したものでございます。なお、従前は各係ごとに区分しておりまし

たが、改正後は課の事務分掌といたします。詳細の朗読は割愛させていただきます。 

なお、お手元にグループ制についての資料が配付されたと思います。これは参考配付という

ことで説明を省略させていただきます。 

 以上、ざっぱくですが説明を終ります。 

○議長(堀部登志雄君) 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 はい、１８番、加藤正恭議員。 

○１８番（加藤正恭君） １８番、加藤ですが、何回かこの問題について読ませてもらいまし

た。自分なりにいろいろと考えてみたんです。非常にグループ制というのはいい方法だなあと

いうふうには思います。縦割り行政は相当以前から批判も受けて、今度横型行政に切り替えて

いこうと。そして２ヶ月間ほどの試行錯誤をしながら、７月から本格的なグループ制を取り入

れていこうと、こういうことだと思うのですが、課の中でのグループ制ですからそれなりにテ



ーブルが近いですね、ですから非常にまとまりやすいなという感じはするんです。ただ問題な

のはですね、近い将来国から道から権限委譲が相当来るやに聞いておりましてね、白老町にお

いても新たな業務が予想される訳ですよ。それで私が何を聞きたいかということは、課の中で

のグループ制がいいですが、それがはたして横断型になるかどうかです。問題は、私は課同士

のですね課のグループ化、将来的にはですよ、それがうまくいくかどうかによって、縦型行政

が横型行政に移行していくんじゃないのかなと、最終的には私そう思っているんです。ですけ

ど今回の場合は、課の中でのグループ制ですからこれは試験的にやってみてですね、そしてう

まくすぐっていう訳にはいかないある程度の時間をおいていろいろ反省もしですね、評価もし

て、そしてそれに改めて今度課同士のですね、横断ですね横ですね、それをどう考えるかとい

うことになろうと思うんです。課同士の縦割り行政というのは現前としてあるんですが、問題

は大きなプロジェクトを作った場合に、今まで過去においても複数の課が１つプロジェクトを

作ったという経験がありますね、そういうことから見ますと課同士の横っていいますかね、そ

れが重要視される時代が早晩来るんじゃないのかなと私は思うのですよ。するとそうなります

とですね、助役、課長と、課の上は助役になるわけなんですが、行政改革に逆行するかもしれ

ませんけれども、そういう状態になった時には将来ですね、部制の復活というのも考えられる

んじゃないかと思うんですけれども、今すぐ部制どうのこうのじゃなくてですね、将来的には

課からすぐ助役というのはあれじゃないかと、やっぱりプロジェクトチームを作るからには部

長を中心とした課の横断化ということを考えればですね、将来的にはですよ今すぐじゃなく、

将来的にはそういうことも考えておられるのかどうかですね、何点かいろいろ申し上げました

けれども、それについてどのように将来的に考えておられるか、もう１つは課のグループ化、

それも頭に入れておられるのかどうか、そのあたりを伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。組織の横断的な組織の運用ということでのご質問だというふう

に思います。ただグループ制については、そういうことでですね一定のご理解いただいている

というふうに理解しております。課の横断的な対応ということになりますと、そういう意味で

今回課をですね大課制にいたしまして統一制をもたせる、また総合力を発揮させるということ

で大課制にもいたしました。それから課をまたがる横断的な大きい事業といいますかですね、

懸案の事業ということについては政策推進室というものを設けまして、ここがそれぞれの課に

またがるようなことも連携しながら、１つその一定の方向制を出していくと役目を果たしてい

くというふうに考えております。 

それと部制の話もでましたけれども、１つの部長がいればですね、ある程度今言った１つの

課にまたがるような事項というのは、部長がいれば非常に便利だなという思いはございますけ

れども、全体の組織のスリム化からいきますとですね、過去に部制を廃止した経緯もございま

すが、そのために助役の２人体制というものをもっておりますので、そこのところいきますと

なかなか慎重な議論が必要だなというふうに思っております。ただ今回課を大括り一応しまし

たので、こういったこともまた十分検証していきながらですね、部制というものはその後の課



題といいますか検討課題だというふうに捉えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、１８番、加藤正恭議員。 

○１８番（加藤正恭君） １８番、加藤ですが、確かにこの政策推進室は課長１人と参事３人

と、スタッフというのはこの４人ですね。嘱託職員もいないというような状態になるんですが、

はたして政策推進室でそういう課の横断的な業務が、個々にはそういう問題が提起されると思

うんですが、グループ制というものを課同士で複数以上の課でもって作るとした場合には、や

っぱり推進室だけではちょっとどうかなという感じを私は受けるですけれどもね、当分の間は

推進室で進めていくという方法も考えられない訳じゃないと思うんですけれども、そういうふ

うにしてうまくいくのかどうかちょっとクエスチョンマーク感じるんですが、そのあたりもう

一度ご答弁願いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 基本的にはその先ほど言いましたように、ある程度のものはグループ

制の導入によってですね、かなり横断的に取り組めますから、それから大課制にしたことによ

ってある程度そういうことも機動的に効果的にするということで大課制も導入しましたし、あ

る程度のことは前よりは組織的には横断的に取り組めるのではないかなと、一変には解決しま

せんけれども、そういう中で特に今課をまたがるということになってきますと、想定されるの

がいわゆるその保健・医療・福祉の３連携の話でありますとかですね、それから今民間でも取

り組み、それから行政の重要課題となっております産業と環境の連携こういったところの問題

ですとか、こういうところの問題についてはですね、例えば１例なんですがそういうところは

政策推進室の方で担当して一定の方針・決定を出していくというふうに考えております。ただ

そこには参事職・主幹職ですから、スタッフというのは実はいないわけですが、それは例えば

保健・医療・福祉の３連携でありましたら、町民課ですとか健康福祉課ですとか町立病院と連

携していくと、それから産業と環境の連携でありましたら、生活環境課と産業経済課と連携し

ながら、当然グループとも連携していきますけれども、そういうところと連携してですね業務

を進めていくと、こういうふうな考え方でおります。 

○議長(堀部登志雄君) はい、４番、鈴木宏征議員。 

○４番（鈴木宏征君） 今説明をいただいたんですが、効率的にスリム化をする最小の経費で

最大の効果というふうな説明の中でですね、どうもちょっとそういう説明の中で納得というの

かできない部分としてはですね、最終的に人数の話なんですが、一般的に考えればスリム化し

たっということであればですね、職員の数も少なくなったのかなっと思ったら、正職員の数は

少なくなったんですが、嘱託職員、臨時職員の数が増えてですね全体の数としてはですね増え

てる形になりますよね。どうもこれ行革からいってもですね、組織はスリム化したんですが職

員の数が増えるっていうことがですね本当に効率的な組織、機構の方向でですね考えられたの

かなっというようなところが非常に、これ中身を見ますといままでに無い仕事だとか、いろい

ろそういう要素もあるんでしょうけど、一般的になんかそういうふうに受けてしまうんですが、

ここら辺についてですね、何か見解というのか、こういう事だというものがあったらですね、



ちょっと説明をいただきたいなと思うんですが。 

○議長（堀部登志雄君） はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。資料１の１１ページの部分のご質問だというふうに思います。 

最後の部分ですね。職員についてはですね、過去に３９７人ですか、約４００人に届きそう

な時期もございましたけれども、現在は行革の一環で削減してまいりまして３３５人まで削減

をしてまいりました。これはまだ引き続き努力していく部分ですけれども、正直申し上げまし

てですね、今回グループ制を導入するにあたって各課とずっとヒアリングする中でですね、グ

ループ制に移行していくというその中で、業務の中もなかなか業務量も見えてこないという部

分もございまして、そういった１つの不安もございまして今回臨時で対応した部分が若干ある

んです。ですからこの部分はですね、職員数は当然減ってるのはご承知だと思うんですが、臨

時、嘱託の部分でですね、そういう採用とりあえず期間限定で採用させていただいた事もある

んです。ですからグループ制をして慣れてくればその分は削減していきますので当然そこも減

っていくと、それからもう１つの要素としては、先ほど総務課長の方から言いましたけれども、

今の課題といいますか、徴収の強化ですとかね、それからウタリ施策の推進、イオルの関係も

ありまして、そういうところに配置したんでありますとか、今年５年に１度の国勢調査もござ

いますので、そこにも配置したとかですね、そういうような臨時的な本当の要素の部分で採用、

今回付けている部分がございまして、結果的にはそこの部分で臨時、嘱託が増えてるという状

況ありますが、これは一時的ということでご理解いただいて、この部分についてはですね今後

も削減すると、そいうことでトータルの職員数の削減を図ってまいりたいというふうに考えて

おりますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、４番、鈴木宏征議員。 

○４番（鈴木宏征君） 私も行革の中でですね、ずっと言ってきてるのは人が減ってくるのは

いいんだけども、事務事業がですねなんか整理されてないっというのは非常に感じるんですよ。 

やっぱり同じ事務事業をやりながら人が減ってくということは、人に与える仕事の量がです

ねかなり増えてきてますよね、そういう中でやっぱり行革の中でも事務事業をですね、整理を

してくという項目もあってですね、庁舎の中で検討会議みたいなものを持ってですね、かなり

揉んでるというような話も聞いてるんですが、やっぱりそこら辺の整理をしてかないとですね、

せっかくグループ制でそういう機構をですねやったとしても、事務事業が減ってかないという

ことの弊害ってのはですね、非常に出てくるんじゃないかと思います。せっかくこういうなん

かいい組織・機構の変更等を考えてもですね、事務事業が減ってかないとなかなかこうスリム

になってかないと、やっぱり民間委託できるものは委託するとかですね、やっぱり町がやるこ

とを民間にやっていただくことをですねきちっと区分けをするとかっていうそういう作業がね、

なんか非常にちょっとまだ遅れているんじゃないかなと、そういう部分が見えてこないところ

が多いんで、ぜひ行革の中でですね事務事業というものを見直し、民間でできるもの、自分達

でやるものっというものをきちっともう少し明確にしてやってかないと、せっかくこういう組

織をやってもですね、結果的にはスリムになったとはいえこういうふうに結果を見るとですね、



人が増えてく、臨職・嘱託とはいえ職員ですのでそういう結果になってしまうじゃないかなと

思うんですよ。だからぜひその中でやはりそういうところの評価というものをですねやってい

ただいて、やっぱり町がやること、民間がやることをもう少し見直し、行革を進めていただき

たいというふうに思うんですがどうでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 役場の仕事でも民間でできるものは、できるだけ民間にという発想で、

考え方で今行革の中でもその役割分担を明確にしてするということで取り組んでございます。 

 そういうことで先ほどもちょっと話出てましたけれども、道州制に伴ってですね事務権限委

譲というものも、今知事も推進会議というものを設けて積極的に進めていくよということです

から、当然目の先にそういうこともあります。新しい事業どんどん来てまいりますし、その中

で町民サービスを低下させないとすれば、そういうところは整理してですね民間でできるもの

は民間でしていくと、そういう視点で今後とも業務を進めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長(飴谷長藏君) 私の方から最後に、鈴木議員のおっしゃることはですね、これは一般町

民見ましたら当然そのとおりに思うと思います。ただですね、これはいろんな実は経過がござ

いまして、新たに財団にも派遣しております。そういう中でですね、初めての実は取り組みで

ございます。そういう中でですね、職員の方からはですね再編もしました。そういう不安もあ

ります。ただ私、実は町長に就任してからですね、職員数、アルバイトでも嘱託でもなく職員

ですね、職員はもうすでに１５人削減しております。そういう中のやり取りの中でですね、職

員の経験のある人１人はずすと、そこに例えばアルバイト・臨時の方が１．５人必要だとかで

すね、そういういろんなやり取りがある訳です。ですからこれはずっとですね来年も再来年も

この状態ということではなく、まず職員にも戸惑いがあるでしょう、そういうふうについては

私も譲るものを実は譲りました。ただ譲った中でですね、今回グループ制、課の再編もしまし

た。そこで課長さんがしっかり見ていただいて、やっぱり１人多いとか、１．５人多いとかで

すね、今回もこのグループ再編の中では課の方からですね、何課か１人削ってもいいと、職員

をですね、３課くらい出てきております。ですからこれをまた動かしながら調整してコストの

削減、最少の経費で最大の効果を上げたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長(堀部登志雄君) はい、７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 今回のこのグループ制のことの中でですね、子ども課もことについて

お聞きしたいと思います。町長の政策の中に子ども課ということが挙げられておりまして、今

回子ども課が設置されるにあたりまして、どのような形で子ども課をされるのかなっていうこ

とをちょっとお聞きしてみたいなと思いました。といいますのは、ある市でですね例えば女性

センターというものができたんですね。そこの女性センターに行きましたら、小さい子ども連

れて行きましたら、子どもがうるさいから静かにさせるようにとか、遊ばせないで下さいとい



うようなことを言われる市があるんですね。例えば子ども課が新しく設置できた時には、はっ

きりいって小さなお子さんを連れて来る親御さんがけっこういらっしゃるんじゃないかなと思

うんですよね。その時に例えば授乳室とか、オムツを取り替える所とか、子どもがちょっと遊

べるような場所とかね、そういうことまで考えているんでしょうか。というのは、これはです

ね町民にとって飴谷町長がね一体どんなことをするんだろう、このグループ化をどんなことす

るんだろうと思った時に、これは町民から直接目に見える場所だと思うんです。新しい課で。 

 そういう所でですね、やはり新しく白老町もこういうことをやっていくんだよっということ

を町民にやっぱりすぐ目に見える場所なんで、やっぱり町職員がねこれだけ頑張ってるんだよ

ところを見せる場所でもあると思うんです。そういう意味でですね、どのような構想をお持ち

なのかちょっと伺いさせていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 子ども課の設置については大枠の考え方、先ほどの説明のとおりで

す。今回、福祉の分野と教育の分野ということで、分かれて関係する機関を含めてですね一元

化しようということは、子どもに関わることは福祉だけでなくて教育も含めた中でね子育てを

考えようということで考えております。具体的にはやはり学校教育との連携、社会教育事業と

の連携が必要となってくると思います。今のご質問のありました全てがスタートの時点で、十

分満足の体制ではスタートはできない部分がありますけども、ご質問のありました例えば医務

室だとか、遊ぶ所までは今の教育委員会の中ですぐ体制はできませんけども、お母さん方があ

るいは親御さんが来やすい場所へと、いうことで現在の教育委員会の各課が、２課が入ってい

る事務所ではなくてですね、入りましてすぐ今現在使われているのはバンクの部屋がございま

すけども、あそこの部屋を改修しましてですね、子どもが来やすい雰囲気づくりといいますか

そういうような体制を考えております。当然あそこには先ほど説明したとおりですね、多人数

のスタッフには当初からならないものですから、遊ぶスペースとかですねそれから隣には青少

年センターの相談室もございますので、そこも含めて堅くならないようにといいますかね、他

の職員がいて来ずらいとか、そういうようなかたちでないようなかたちでいきたい、設置した

いというかな、そういうふうに執務体制もとっていきたいと、いうふうに思ってます。ご質問

いろいろありましたけども、スタートの時点ではスタッフの事、あるいは設備体制もですね全

てが１００パーセントということにはなりませんけども、各相談のこともですね今現在行って

いる保育園、それから発達支援センター含めてですね、そういう相談体制も連携を強化した中

で進めていきたいと、そういうふうに思っております。以上です。 

○議長(堀部登志雄君) はい、７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） これは質問ではないんですけれども、白老町もどちらかというと出生

率が低い方でございますので、ぜひ若い女性がですね、お母さん達が子ども産みたいな、白老

町こんなに子どもを大切にしてくれるんだなって、そう思われるようなですね、ぜひ子ども課

にしていただきたいと思います。質問終わります。 

○議長(堀部登志雄君) はい、１３番、斎藤征信議員。 



○１３番（斎藤征信君） 斎藤です。ただ今の子ども課について、私もまだ明確なイメージが

掴めていないもんですからもう少しお聞きしたいなと思うんですが、まず１つは学校教育をや

ってた所が今度は子育ての子ども達の問題、それから保育所、幼稚園、福祉に絡むまで全部一

緒になっていくということで、業務の関係でずいぶん複そうするんじゃないのかなという感じ

があるんですよね。そのあたりがきちんと整理されているのかどうなのか、所管の庁省なんか

も違う訳ですからそういう関係で無理が出てこないのかどうなのか、例えばお金の問題に絡ん

だ部分だけはここから除いたと考えているのか、児童手当だとかそういう医療の問題だとか、

そういう金の問題っていうのは、これはまた別にしてということになると、町民が窓口で迷っ

たり不便になったり、そういう事がないのかどうなのかという事と、それから人数でいうとね、

さほど教育委員会の中が人数が増えてないんじゃないのかなと、これだけの人数でこれだけの

ものができるのかどうなのか、そのあたりお伺いしたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 先ほど説明の部分とちょっと重複になりますけども、今まで分かれ

てたいわゆる福祉の分野、あるいは教育の分野というお話しましたけども、全てが全てここに

集約してということではなくて、今議員さんが言われた部分の給付の部分とかですね、これに

ついては当然福祉の方の給付の部分は給付の部分で担当する。それから保育に係る部分で今児

童保育係を持っている保育に係る事務は移行する。それから児童手当等給付の部分ですね、こ

れについては従前どおり町民課の方になるということで、子育ての事業の分野とそれからいわ

ゆる給付といいますかね、福祉の部分の給付とこれは分けて考えております。お客さんがとい

いますかね、利用者がそこら辺の周知はどうなのかということでございますけども、今回５月

号の広報にですね、そこら辺も事務分担を含めて広報に折込で周知したいというふうに思って

ますし、施設として職員のスタッフも確かに今言われたとおりですね、従前の児童保育の関係

している職員、あるいは青少年の育成に関わる職員等々を配置して、内部的には事務局体制と

してはそれと合わせて社教主事１名をプラスそれから事務方の１名をプラスということで、事

務局にいる職員としてはね、若干まだ十分なとこではございませんけども、課の体制としまし

て、保育園だとかですねそれから発達支援センターだとか、今いわゆる子育てということに関

わっている機関については従前どおりの業務を行っていただくというふうに思ってます。人数

的にはこれから子ども課を進める中でですね、十分な体制かどうかを検証しながら職員体制も

考えていきたいというふうに思ってます。後、学校教育との関係でございますけども、先ほど

も触れてはございますけども、子育て、健全育成ということでは学校教育で今おさえている部

分のスクールカウンセラーの連携等もございますし、青少年センターとの連携もございます。

それから発達支援センターが、いわゆる子育てという部分とそれから通園施設ですね、障がい

児のということでございますけども、学校とのいわゆる就学前と就学後の連携といいますかね、

これも十分とれるのかなというふうに思ってますし、その発達支援センターとそれから学校入

った特別支援教育を行う指導者との教職員との連携強化、これも十分に図られるだろうという

ふうにおさえております。以上です。 



○議長(堀部登志雄君) はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番（大渕紀夫君） １４番、大渕です。町長にちょっとお尋ねをしたいですけれども、

先ほど加藤議員が将来的なことをおっしゃいましたけれども、今回のことにつきましてはね、

これは町長の専権事項ですから、私そこにどうのこうの言う必要ありません。将来的なことに

ちょっと聞きたいんですよね。職員定数４２３人で現在いらっしゃる職員の方３３５名と、１

００名くらい少ない訳ですね。今の情勢とか人口の状況みるとやむを得ないのかなと思うので

すよ。当然町民の立場で役場は仕事してくということなる訳ですけども、そこで合理的な組織

をどう作るかと、今回の場合もそうだと思うんです。しかしそこの矛盾をどうやってやるかと

いうと、何度か質問して町長の考え方聞いたですけど、もう１度確認っていうか聞きたいんで

すけど、１つは役定は来年の４月からやられるのかどうかね、これがやっぱり１つの矛盾を解

決する鍵になってるなと、私は今の組織の状況見ると管理職の方と組織の状況見ると、そこに

１つの矛盾の解決の手立てがあるのかなという事が１つ。もう１つ、なぜ町長に聞いたかって

事なんですけど、誠に言いづらいんですけど、私はやっぱり先ほどの加藤議員の質問をもうち

ょっと進めると、将来的にはやっぱり助役１人制になるのかなと、私は考えております。町長

がどう考えているか別ですけれども、私はやっぱり最終的にはそういう状況になっていくのか

な、ならざるを得ないのかなと思うんですよ。そういうことを頭に入れて今回の組織機構を考

えられたかどうか、頭に入れてなかったらそれはそれで構いません。そういうことを考えたか

たちの中で、少なくとも任期中あと２年半あるわけでございますから、そういう中でそういう

ことが考えられる可能性があるのかどうか、その点町長しか答える方はいらっしゃらないと思

いますので、その点町長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長(飴谷長藏君) まず助役１人制をですね、まずご答弁する前にですね、まずこれは下か

らいくべきものだと実は思っております。それとグループ制のいいところはですね、これはあ

る程度私は全員主幹職で埋めたいとおもっております。グループ長もこれから大変苦労するの

かなと、課長はもちろんでございますが、それでこの今回の機構改革でもかなり平準化しまし

た。ですから極端な業務量の違いのある課長さんはいなくなりました。皆さん大変になったと

いう、私も実感しております。ただそういう中でですね、例えばグループ長が見えるようにな

ります。各係をきちっと振り分ける、そして課長さんはグループグループの要するに若干余裕

のあったらこっちに人まわすだとか、これを臨機応変にやっていただく訳なんですが、一方で

はですね、ここで実力だとかいい仕事をした人が実は見えてくる訳なんですね。私は年代に関

係なくこれからは昇格すべきと考えております。ですから若い３０代からも将来出てくるかも

わかりません。ただそうなった時にですね、課長の最頂点が課長でいいのかなと思うんです。 

 課長さんでもいい仕事をした人は、もう１つ上のランク、部長というのも当然考えるべきで

しょう。ただですね、これだけ課が少なくなって課長さんも、要するにグループ長も実務を持

たざる得なくなるような状況になるのかなと思っております。今回の趣旨は縦ではなく、重点

が横でございます。横がしっかりした場合はですね、決して助役が１名がベストとは思っては



おりません。２名の方がベストであれば、２名でいくべきだと思っております。まだその見極

めはできておりませんのでご理解いただきたいと思います。 

 役職定年制については、管理職、当然その年齢に当たる方とそして町の総務課長そして助役

そして若い人、労働組合も入ると思います。その関係者をもってですね、組織して今回どうい

う方向にするかという事を決めたいと思っております。実施というかですねその結論、方向性

を来年の４月に実施すると、ですから３月か２月まではその方針を出すという事になっており

ます。以上です。 

○議長(堀部登志雄君) はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番（大渕紀夫君） 基本的には今の考え方で解りました。私は今の町民の目線ていう意

味はどういう意味かというと、仕事を沢山やっていただけるのはもちろん当然ですし、やって

いただきたいと、そういう中で町民の目線がどうかという意味は、私はやっぱり財政の関係か

らみると、部制をひく方が部長が増えることによって課長が減らなかったらそれは増えるかも

しれませんけれども、役職定年制との矛盾がそこにある訳ですよ。今の答弁では役職定年制を

やるかどうかも含めて来年の４月までということですよね。やる事を決めてやるってことじゃ

ないですから、そういうことからいうと私はやっぱり町民から見るとどういうふうに見えるか

というと、助役さんが私は２人でも構わないと思うんですよ、だけど町民から見た時に部制が

ひかれたり、助役さんが２人いるということは組織がスリム化になってく中では非常に矛盾と

して見えるよということなんですよ。１つは。それともう１つは、そういう中で財政的に見た

時に部長まであげた分についての差というのは極めて少ないですよね。それは給料下がる訳じ

ゃないですから、課長さんの数が沢山いらっしゃってもいくら増えてもお金ではほとんど上が

りません。ちょっとだけ、部長手当てだけですよね。ところが助役さんというのは相当の収入

ですから、そういうことの理由で見えやすいんですよ、ですからそういうことが議会の中で議

論され、そして町とのやり取りあるということは、私は町民の皆さんから見たらそういうこと

が今からされてくというのが当然だろうと思うんです。ですからそういう意味で聞いてる訳で

ね、決してその事が全部組織的にいいということじゃない。ただ来年４月から必ずやるんだと

いうことであれば今の答弁で僕は納得できたんだけど、やるかどうかをこれから決めるとなる

とやっぱりそこら辺がちょっと町民から見るとどうなのかなというふうに映るんじゃないです

かということで聞いてたんですよ。ですからそこら辺もし考えがあれば、無かったら無いで結

構です。あればお尋ねをしたい。その結果として私はやっぱり助役が１人になるのか２人にな

るのか、どういう体制になるのかということが、２年半後を見越して見られてるかどうかとい

うことだったんです。そういうことですので、ちょっと見解あれば。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長(飴谷長藏君) やる方向性で組織を作るということでございますから、それがどういう

かたちがベストなのかということなんです。ですから役職定年制は前向きに考えております。 

 私自身はですね。実施にあたってどういうやり方が一番いいのかという事。それとですね、

これはちょっと私もこういう立場になってあれなんですが、当時ですね助役を２名制にした経



過はですね、当時部長がありましてそして部長制を廃止しますと、ですから助役も部長の仕事

まで下がって下さいと、課長も部長の考え方にまで上がって下さいというのが、部長制を無く

してですね、課長そして助役２名制ということだったんですね。ただしですね、口で言うのは

簡単なんですが、実態はどうかということになるんです。ですから、責任の範囲はですね、私

の基本的な考え方なんですが、これは正しいかどうか分からないですが、まず町長というもの

がいますと、それより小さい山で助役が２ついますと、山が２つですね、その下に課長という

山があって、私はその全体の山を掌握してる訳です。ですから、助役２人制がですね決してベ

ストではないんだとは私は言い切れないと思うんです。ですから、この私の裁量もかなりあり

ますが、助役にお願いするですね仕事を、ただそのお礼をする上では課長さんの今以上の、逆

に協力体制が必要なのかなと、助役１人制の場合ですね、逆に助役１人制にしたから絶対部長

制が必要なのかということにもまたならないですね。ですから、その辺を見極めるには、私ま

だここ２年位しか経ってませんので、なかなか将来のですね１０年後の事までも考えますと、

なかなか難しいのかなと思っております。これですね、私もただの１人の駅伝のランナーかも

しれません。私はマラソンではございません。次に引き継ぐ事を、１０年後の事を考えながら

ですね、タスキを渡す訳ですから次の世代にも責任があります。これは世代が変わったからと、

またすぐ引っくり返せるものではございませんので、慎重にですね考えて結論を出したいと思

っておりますので、理解いただきたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、５番、玉井昭一議員。 

○５番（玉井正一君） はい５番、玉井です。あの行革ですから、スリム化するとか、町民サ

ービスを最大にするとか、あるいは職員の削減、財政縮減、これ当然のことだと思います。し

かしですね、このことをびっしり言ってしまえば、逆に言うと職員は萎縮してしまうではない

かと、こんなふうに思うこともあるですね。いろんな事を考える、改革する、大きな事を考え

るとかね、そして伸ばしていくということになると、やはり余裕が無ければ考えられないと、

こういうのが実情ですね。私達、例えば事業やってても同じなんですね。改革しながら大きく

していこうという時になったら、間違いなくその余裕というよりも充実してなければやってけ

ない。それが、今度は人数が少なくなってそしてする事も多くなって、尚且つその町の事をよ

く考えて、先に町が発展するように進めていこうとなると、これはやはり矛盾しているんです

ね、と僕は思うんです。それは今言ってる事も、もちろん駄目だと言ってる訳じゃなくて、正

しい事だと思うんだけども、その辺の事も脳裏に入れて、だからこそ政策推進室というのも作

るんでしょうけども、この辺の役割がすごく重点的になってくると私は思うんですね。だから、

その辺の事、無理の無いような状況にしながら白老の将来の発展を考えていただきたいと思う

ですが、この辺についてはどんなふうに考えておられるかお伺いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) あまりこうギスギスしていくとですね、仕事してく上で萎縮しちゃう

し、いい考えも出てこないでないのかと、その部分も十分分かります。ですから先ほどからず

っと議論ありますように、やはり仕事の整理、仕事の仕方、こういうことをやっぱりちょっと



変えていかなきゃならないなと、限られた人員でやっぱり町民サービスを向上させるという大

変厳しいというか難しいことに今取り組んでいるんだなというふうに思っております。そうい

う事で今回は職員ですね、限られた人員でお互いの仕事を補完しあって、フラット化して助け

合っていこうということで、導入したというふうに私共思っております。７月１日から本格的

に運用というふうになりますけれども、やはりいろいろその中でですね、やる上でいろんな事

が問題課題が出てくると思いますけれども、それは１つ１つ検証しながらより良い組織機構と

してですね、機能するように努力していきたいというふうに思います。今玉井議員おっしゃら

れた事も十分頭の中に入れながら今後の組織運営図ってまいりたいというふうに考えておりま

すのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。議案第２号 白老町課設置条例の制定について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

      

 


